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事務局挨拶

主催：旭川市�

企画運営：株式会社ロフトワーク



事務局について



事務局挨拶

はじめまして、ロフトワークです。



オープンコラボレーションを通じて、
事業や組織、地域、⼈が成⻑する�
“⽣態系”�をつくること。

私たちロフトワークは世界標準のプロジェクトマネジメントと、 

20年かけて構築した世界有数のクリエイティブコミュニティを武器に、 

目先の利益にとらわれることなく、継続的に人と企業と社会に向き合い、 

価値を生み続けるビジネスエコシステムの構築を目指します。

わたしたちについて



わたしたちについて

課題に合わせた多様なアプローチ

Digital�Design
プロモーションサイト 

ECサイト 
大規模なグローバルサイト

Space�Design Community�Design
ひとと組織の創造性を引き出す 

空間とプログラムを 
企画・設計・構築・運営

共創コミュニティや 
コンソーシアムの企画・運用支援

Service�Design
デザイン思考を基本とし、 
新規事業を成功に導く 
サービスを設計

Installing�Creative�
Culture�

挑戦するマインドなど、 
組織文化の変革のための 
プログラムを企画、実施



WHAT DO 
YOU FAB ? 

FabCafeは世界12拠点に広がる、クリエイティブコミュニティです。
人が集うカフェに、3Dプリンターやレーザーカッター等のデジタルも
のづくりマシンを設置。“デジタル”と“リアル”の壁を自由に横断し、未
来のイノベーションを生み出します。地域のクリエイターやアーティ
スト、企業とともに、食、アート、バイオ、AIから教育まで、ものづ
くりの枠を超えたラボ活動も行っています。

https://fabcafe.com https://mtrl.com

MATERIAL 
DRIVEN 
INNOVATION

K E YWORD
K E YWORD

MTRLは素材メーカーとクリエイターの共創を支援し、「MATERIAL 
DRIVEN INNOVATION（素材発のイノベーション）」を生み出す、グ
ローバルプラットフォーム。木材・金属・布などの一般的な素材から、
伝統工芸素材、先端テクノロジーが搭載されたセンサーやモジュール
まで様々な素材を取り扱います。デザイン思考の手法を通じて、モノ
のイノベーションではなく”意味”のイノベーションを創出します。



森林木材事業と地域交流事業の大きくふたつの事業を行うヒダクマ。
森林木材事業では、建築家・デザイナー・企業を対象に、飛騨の森の
豊かな木を活用した家具や建築空間の設計や製造、商品開発、素材開
発などの支援を行っています。地域交流事業では、デジタルものづく
りカフェ「FabCafe Hida」を運営。教育機関や企業に向け、森や林
業、ものづくりを体感できるツアーや合宿も提供しています。

OPEN BIO 
COMMUNITY

K E YWORD

BioClubは、生物学や生命科学ー”バイオ”をキーワードに、様々な研究
者、クリエイター、企業、市民が集う市民バイオコミュニティ。誰で
も使用可能なオープン・ウェットラボ「BioLab」を活動拠点に、生き
物と自然に関するあらゆる「科学技芸」をインスピレーションの源と
して、ミートアップイベントやワークショップなど、様々なプロジェク
トを行っています。

K E YWORD

https://hidakuma.com

SUSTAINABLE 
ECOSYSTEM

http://bioclub.org



GLOBAL NETWORK
グローバルオフィスと世界に広がるネットワーク

HIDA
TOKYO
NAGOYA
KYOTO

MONTERREY
TAIPEI

BANGKOK

KUALA LUMPUR

STRASBOURG

TOULOUSE

BARCELONA

HONG KONG



０２

特許庁における「デザイン経営」�
実践のための⽀援事業

特許庁職員で形成されたプロジェクト
チームによる、デザイン経営を活用した
新規サービス創出支援を弊社が担当。デ
ザインキャンプを通じ、参加した6つの
チームから3つのサービスが社会実装さ
れている。

2018

その他実績 デザインと産業競争力の研究会 
弊社代表が参画、研究会を通じて宣言が出された。 

自社で関連セミナーを多数開催 
→オフライン 4件開催 236名参加 
→オンライン 4件開催 1,977名参加

デザイン経営関連事業のご紹介

Dcraft�
デザイン経営リーダーズゼミ

中小企業庁補助金事業。30社の中小企業
が次世代のビジネスを牽引するリーダー
となることを目指す。様々な講師を招
き、デザインを活用した経営手法=デザ
イン経営の実践を支援する7ヶ月間のプ
ログラム。

2020-2021
中⼩企業のデザイン経営

関東経済産業局補助事業。中小企業にお
けるデザイン経営実践に関する調査結果
をまとめた報告書 「中小企業のデザイン
経営～経営者のビジョンが文化をつく
る～」を制作し、普及のためのイベント
を開催した。

2018-2019
ふるさとデザインアカデミー�
ichi

中小企業庁委託事業。「デザインと経営
の両面から地域課題を解決できる人材」
を支援する育成プログラム。全国20個所
約600人参加の基礎講習や、半年間の
OJT実践実習をJeki他とコンソーシアム
形式で実施。

2019-2020



事業概要



本プログラムは、旭川市において、地域振興事業、デザイン経営普及事業として

実施します。 

世界的な大変革の渦の中、従来の枠にとらわれない「新しい価値の創出」が求め

られ、課題発見・解決手法で一層注目を集めているのが「デザイン」です。 

本事業では、意匠だけでなく、サービスやビジネスのデザインなど、事業全体を

プロデュースできる人材=デザインプロデューサーを育成します。 



０２

家具づくりに代表される、豊かな⾃然から�
豊かな暮らしをつくる。製品のデザイン

⼀部の⼈に限定されたデザインの活⽤

事業者
デザイナー�

プロデューサー
市⺠

事業の⽬的について

課題発見～解決の手立てとしてデザ
インを捉え、なにに、どのようにデ
ザインを用いるかを考え、プロジェ
クトとして実行できる人材の確保が
急務。

成果物ありきのグラフィック�
プロダクトデザインの発注

優れたデザインの製品ゆえに価格が
高く、所有と購入のハードルが高
く、デザインが縁遠い。また、プロ
ダクト以外にデザインの価値に触れ
る接点もまだまだ少ない。

地域における自社の存在意義を定義
し、デザインを経営資源として捉え、
何に、どうデザインを用いるかまで考
え、実践している企業の数はまだまだ
少ない。

意匠以上のデザイン活⽤が�
できる⼈材の不⾜

デザインとの距離が遠く�
接点が少ない



０２事業の⽬的について

デザインの⼒は、�
旭川市の何を変えるのか？
森林からとれる良質な木材を使った、技術とデザインの融合によ

る、ものづくり都市としても発展してきた旭川地域は、2019年に

ユネスコのデザイン創造都市にも選ばれ、世界中のクリエイティ

ブコミュニティとつながりました。 

一方で、すぐれた「製品のデザイン」以上にデザインを活用して

地域をどう発展させることができるのかが、今問われています。 

本プログラムでは、ものづくり、食、医療福祉、この街のあらゆ

る営みにおいて、デザインの力を活用し、地域へのデザイン経営

導入、旭川市のブランド構築やイノベーション創出を図ります。

デザイン�
プロデューサー

⾏政

建築家

飲⾷業

家具�
メーカー

交通業

市⺠農家

教育者

観光業

デザイナー
旭川市

近郊地域
国内

海外

地域イノベーション
地域コミュニティの�

デザイン
地域のブランド⼒向上



０２デザインプロデューサーについて

コミュニティの�
デザイン

体験の�
デザイン

製品の�
デザイン

グラフィック�
デザイン

デザインプロデューサー
=意匠だけのデザインをする人間ではない

地域の中小企業・小規模事業者を取り巻く環境は、今日では大き

く変化しており、各地域の抱える課題は、事業者単体での解決が

非常に困難なものが少なくありません。 

そこでデザインと経営の両面から、地域の抱える課題にアプロー

チし、ビジネスとして成功に導く「デザインプロデュースができ

る人材」が各地域に必要です。 



０２デザインプロデューサーについて

課題の発見～定義

etc…

課題解決のためのアプローチ・施策立案

実行チームの組成

関係者・ステークホルダーの巻き込み

必要なリソース（人・物・資金）のマネジメント

デザインプロデューサーとして
体得しておきたい知識・スキルの例



０２対象者について

旭川市内の事業者・支援機関、旭川市で活動を希望するデザイナーなどで、
デザインプロデュースの実践に関心があり、
後述のベーシックプログラム全カリキュラムに参加可能な方



プログラム詳細



プログラム構成



０２プログラム構成について

座学研修を通じてデザイン経営・デザインプロ

デュースの基礎的な理論・概念を理解し、ワー

クショップでの実践を通じて、受講者自身の課

題を明確化することを目指します。

企業と地域の課題解決のためのデザイン実装を

OJT形式で実施。受講生と協力企業2社の合同

チームでプロジェクトを立ち上げ、期間内に実

際に社会にリリースすることを目指します。

ベーシックプログラム ハンズオン⽀援プログラム

基礎研修�
2⽇間

実践WS�
2⽇間

プロジェクト�
実施

定期�
メンタリング

受講者30名�必須受講 15名�有志&適正審査で選抜



ベーシックプログラム



０２ベーシックプログラム�基礎研修

ベーシックプログラム ハンズオン⽀援プログラム

基礎研修�
2⽇間

実践WS�
2⽇間

プロジェクト�
実施

定期�
メンタリング

デザインプロデュースを実践する上で、基礎知識として身に付けておくべき内容につい
て、本プロジェクトで作成するオリジナルテキストをベースとした2日間の座学形式で
網羅的に取り扱います。

基礎研修とは

プログラム

デザイン経営とデザインプロデュース・�
時代とともに変わるデザインの役割

11.12（⾦）�
18:00〜21:00

デザインプロデュースのための⼼構え・�
地域課題の発⾒

11.13（⼟）�
10:00〜17:30

講義演習：デザイン経営とデザインプロデュース（2時間） 
・時代とともに変わるデザインの役割 
・デザイン経営とは？デザイン経営が求められる時代背景 
・デザインプロデュースによる地域課題解決の例 

講義演習：デザインプロデュースのための心構え（1時間） 
・出口（顧客）基点の考え方 
・現場・現地でのリサーチについて 
・ステークホルダーとその重要性

講義演習：デザインプロデュースの基礎（3時間） 
・地域における主たる事業者の現状分析とゴール設定 
・市場調査についての考え方 
・デザイン提案とブランドづくり 
・MD（マーチャンダイジング）計画とは 
・売場設計/VMDとは 
・顧客体験設計の重要性 
・プロモーションと資金調達 

講義演習：知的財産権と契約について（1時間）



０２ベーシックプログラム�実践WS

ベーシックプログラム ハンズオン⽀援プログラム

基礎研修�
2⽇間

実践WS�
2⽇間

プロジェクト�
実施

定期�
メンタリング

デザインプロデュースに関する基礎知識について座学で学んだ内容を、ワークショップ
形式で実践。地域企業2社が抱える事業課題と地域課題が接続する点について、リサー
チを通じた課題定義から解決方法の策定・提案までデザインプロデュースの概要を体感
します。

実践WSとは

プログラム

リサーチと�
アイディエーション

11.20（⼟）�
10:00〜17:00

プロトタイピングと�
プレゼンテーション

11.27（⼟）�
10:00〜13:00

講義演習：地域課題発見（1時間20分） 
・地域課題と地域の主要な事業内容について 
・ステークホルダーマップをもとにした地域産業の収益構造の理解 
・現状抱えている地域課題についてのまとめ 

リサーチ実習（3時間30分） 
・リサーチの目的と観察のポイント 
・事業者のオフィス・工場見学と気づき・発見のシェア 
・インタビューガイドの作成とインタビューの実施 

アイディエーション（3時間）

講義演習：地域課題発見（1時間20分） 
・解決アイデア数点へのフィードバック 
・考えるべきポイントへの理解 

プロトタイピング：（5時間） 
・解決アイデアを製品やサービスとして 
　検証可能な形にする 
・アイデアスケッチのブラッシュアップ 
・用意した素材を用いた製品モックアップや 
　PC上でのWebサービスのモックアップ作成 

プレゼンテーションと講評：（1.5時間）



ハンズオン⽀援プログラム



０２ハンズオン⽀援プログラム

ベーシックプログラム ハンズオン⽀援プログラム

基礎研修�
2⽇間

実践WS�
2⽇間

プロジェクト�
実施

定期�
メンタリング

デザインプロデュースの⽅向性の検討2021年12⽉2⽇�
〜12⽉9⽇頃

プロジェクト実⾏計画の策定2021年12⽉13⽇�
〜12⽉17⽇頃

デザインチーム体制の構築2021年12⽉20⽇�
〜2022年1⽉7⽇

プロトタイプ製作2022年1⽉10⽇�
〜1⽉28⽇頃

地域企業と定めた研修テーマに基づき、受講者自身がデザインプロデュースに取り組み
ます。プロジェクト実施体制の構築から、実行計画の策定を経て、定期的なメンタリン
グのもと、企業と地域の課題解決のための施策を実施していきます。

ハンズオン⽀援プログラムとは

中間レビュー2022年1⽉31⽇�
〜2⽉4⽇頃

プロトタイプのブラッシュアップ2022年2⽉7⽇�
〜2⽉18⽇頃

地域でのテスト導⼊2022年2⽉21⽇�
〜2⽉25⽇頃

成果報告に向けた準備2022年2⽉28⽇�
〜2⽉25⽇頃



ハンズオン⽀援受講者の選定

Bチーム

実践研修では、デザインプロデュースのワークショップを
担当した地域企業2社を対象とする。

地域 
企業

地域 
企業

地域 
企業

地域 
企業

デザインプロデュースの実践対象となる地域企業2社に
対して、各最大2チーム（各10名程度を想定）がOJTを
行う。

Aチーム

デザインプロデュースの�
ワークショップ参加の�
地域企業2社を対象に実施

地域企業との協議の上、実践研修のテーマを決定、発表。 

プログラム受講者から希望を募る。

受講者から⽴候補し�
1地域企業/最⼤２チームで�

OJTに⼊る

実践研修テーマの発表と�
プログラム受講者からの�
参加募集を実施

地域 
企業

地域 
企業

受講⽣30名から�
15名�有志&適正審査で選抜



０２スケジュール

2021年10⽉ 11⽉ 12⽉ 2022年1⽉ 2⽉ 3⽉

10⽉23⽇�
説明会

11⽉12⽇�
オープンセミナー

3⽉�
成果報告会

10⽉11~31⽇�
参加事業者公募

11⽉1~5⽇�
選考期間

11⽉12⽇~�
11⽉21⽇�
ベーシック�
プログラム

12⽉11⽇~3⽉�
ハンズオン⽀援�
プログラム

2⽉4⽇�
中間レビュー



０２実施会場

会場は旭川市内の会場を調整中です。 

新型コロナウイルス感染症の拡大状況を鑑みて、 

適宜、オンライン（Zoom）での実施となる場合があります。



０２講師・メンター

⽮島進⼆

公益財団法人 
日本デザイン振興会 理事

ゲンマ�マコト

デザイン事務所 カギカッコ
代表

やはずのよしゆき

デザインピークス 
20パーセント

加藤修平

(株)ロフトワーク 
クリエイティブディレクター

室諭志 川原⽥昌徳

(株)ロフトワーク 
クリエイティブディレクター

(株)ロフトワーク 
クリエイティブディレクター

講師陣 メンター

この他にも、デザインプロデュース、コミュニティデ
ザインに詳しい専⾨家の講師を予定しています。

メンターとは
ハンズオン支援プログラムの期間中、受講生のみなさんの活動の相談、壁打ち役として 
プロジェクトの実行計画や、実行状況に対してアドバイスをしていきます。

Coming�
Soon

Coming�
Soon



Q& A



Q . 参加時点で必要なスキルはありですか？

A .
説明資料に記載されたスキルに関しては、本プログラムを通じて習得していきま
すので、参加時点での必須スキルはありません。ただ、ご応募される⽅は、解決
したい地域課題や、ご⾃⾝の今後の活動のテーマがある⽅が望ましいです。

Q . グラフィックやプロダクトのデザインスキルは必須ですか？�
⾃分はデザイナーでなく、これまでデザインの実績がありません。

A .
本プログラムは、デザイナーも含む地域の⼈材を巻き込んでプロジェクトを�
創出していける「デザインプロデューサー」の育成の事業です。�
そのため、グラフィックやプロダクトのデザインスキルは必須ではありません。

Q&A



Q . 参加にあたって必要なものはありますか？�
ツールやソフトウェアなど。

A .
プレゼンテーションのスライド資料を作成することがあるため、タブレットか
ノートPCがあると良いです。ツールに関しては、⽂書作成、スライド作成のツー
ル等が最低限あれば、問題なく受講できると思います。

Q . 現在、道外に在住しています。このプログラムは旭川市にいないと参加できませんか？�
将来的には旭川への移住を考えているのですが。

A .
プログラム⾃体は旭川市内の会場で実施します。現状、プログラムをオンライン
でリアルタイム配信する想定はありませんが、プログラムのアーカイブ配信は検
討しております。オフラインでの参加が難しい場合でも、ひとまずお申し込みい
ただければと思います。事務局側で進め⽅を検討させていただきます。

Q&A



Q . 受講者の選考などはありますか？

A . いただいた申込フォームの内容を元に11/1〜11/5の期間で選考を⾏い、�
結果を通知いたします。

Q . プログラムの終了後、プログラム内で企画し、進めたプロジェクトは�
継続していくのでしょうか？

A . ハンズオン⽀援プログラムの終了後は、事務局が⽴ち会い、事業者とプロジェク
トの継続判断や契約を結ぶ必要があるかなどを⼀緒に検討いたします。

Q&A



０２

本⽇はご参加ありがとうございました。�
地域の未来をともにつくる�

デザインプロデューサーを⽬指す�
みなさまのご応募お待ちしております。


