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コロナ後の地域経済再生を担う 

若手社会起業家のコミュニティ・ネットワークをつくるために 
～地域での社会起業に特化した6ヶ月間の起業家育成・事業構想支援プログラム 

「ローカルベンチャーラボ2022」開始～ 

 
本プログラムは英国イングランドとウェールズに拠点を置く慈善団体 

 スタンダードチャータード財団（Standard Chartered Foundation）*1 の資金提供のもと、 
英国スタンダードチャータード銀行（Standard Chartered Bank）による 
世界各地での不利な立場に置かれた若者、女性、視覚障害者たちの 
経済的な不平等解消のためのグローバル・イニシアチブである、 

フューチャーメイカーズ（Futuremakers）*2 の一環として行われます。 

 

 

 2022年6月～12月の6ヶ月間、90年代より起業家育成・社会起業家プログラムの運
営・実施を担ってきたNPO法人ETIC.（エティック）*3 は、英国スタンダードチャーター
ド財団の支援による経済的不平等解消のためのプログラムの一環として、英国を拠点に世
界中の若者がビジネスを立ち上げ、成長させ、維持することを支援する専門組織のグロー
バルネットワークであるユースビジネス・インターナショナル（Youth Business Intern
ational 以下、YBI）*4 と共同し、地域に根ざした小規模ベンチャーを経営する若手社
会起業家らを支援するオンラインでの起業家育成・事業構想支援プログラム「ローカルベ
ンチャーラボ2022」*5 を実施します。 

 本プログラムでは、コロナ以降加速する高齢化・少子化、過疎化、若者の流出、地域産業
の担い手不足による規模縮小・停滞、税収の減少など、さまざまな地域社会経済の課題を解
決するべく、地域活性と経済再生を担う起業家を輩出します。 

 特に、地域社会で起業したものの地縁やベンチャー経営のノウハウがなく各地域で孤立し
不利な立場に置かれやすい35歳以下の若手社会起業家の育成枠（U-35枠）を設け、地域社
会経済のコミュニティとそれを支え合える起業家間のネットワークの創出と併せ、YBIの支
援のもと国際的な地域社会間の経済ネットワークの創出をも目指します。 

 U-35枠には、全国各地からすでに起業、あるいは独立を志向する15名の若手社会起業家
が参加。関東圏以外の地域居住者が73%、学生を含む25歳以下の若者が53%を占めており、
地方に居住する20代若手社会起業家を中心とした構成となっています。 
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 属性としては、起業家・個人事業主に加え、地域おこし協力隊、社内起業家、学生など多
様。それぞれ既存事業を磨くこと、地域おこし協力隊任期終了後の起業準備、家業の継承準
備のために参加を決めています。 

 

「ローカルベンチャーラボ2022」U-35参加者15名の所属・居住地・年齢層 

 またU-35枠に加え、全国各地で社会起業に従事する、あるいは起業・独立を志向してい
る約20名が参加。さらに、過去のプログラムの修了生（2017～2021年度）である地域で
の社会起業家たちとも起業家コミュニティを形成していきます。 

 

今期U-35枠（紺）、今期参加者（青）、2017～2021年度参加者（グレー）の現在の活動
地域の分布図 
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 参加者の事業推進を支えるプログラムメンターには、地域の社会経済を担う地域商社や地
域文化の活性化を支えてきたまちづくり会社の代表、また島根県雲南市と協働して新規事業
を作ってきた大手企業社員など、日本全国各地で先進事例を生み出してきた実践者を迎え、
地域の未活用資源の模索、新規事業づくりの相談相手、そのほか起業に関する悩みや葛藤を
分かち合える先輩起業家との出会いの機会・チャンスの創出などを通じて、事業構想・推進
のためのネットワークを提供していきます。 

 

◆「ローカルベンチャーラボ2022」メンター一覧 

広石 拓司氏（株式会社エンパブリック代表） 

東京大学大学院薬学系修士課程修了。シンクタンク､NPO法人ETIC.を経て2
008年株式会社エンパブリックを創業。「思いのある誰もが動き出せ、新し
い仕事を生み出せる社会」を目指し、地域・組織の人たちが知恵と力を持ち
寄る場づくり、仕事づくりに取り組むためのツール、プログラムを提供して
いる。慶應義塾大学総合政策学部、立教大学大学院などの非常勤講師も務め
る。 
 

牧 大介氏（エーゼロ株式会社代表取締役） 

京都府宇治市出身。京都大学大学院農学研究科卒業後、 民間のシンクタンク
を経て2005年に株式会社アミタ持続可能経済研究所の設立に参画。 森林・
林業、山村に関わる新規事業の企画・プロデュースなどを各地で手掛けてき
た。 
2006年から地域再生マネージャーとして西粟倉村に赴任。 
2009年より株式会社西粟倉・森の学校を設立と同時に代表取締役就任。20
15年、『エーゼロ株式会社』を設立し、農林水産業の総合的な6 次産業化に
向けて研究開発を開始。 

 
寺井 元一氏（株式会社まちづクリエイティブ代表取締役） 

1977年生まれ。NPO法人KOMPOSITIONを設立し、多くの壁画プロジェク
トや日本最大規模のストリートバスケ大会など、公共空間と民間活力を結び
つけて表現者に活動の場や機会を提供する活動を行ってきた。その後、株式
会社まちづクリエイティブを設立し、千葉県・松戸駅前を「クリエイティブ
な自治区」にするMAD Cityプロジェクトを開始。独自の不動産活用/エリア
ブランディング事業を推し進め、佐賀県武雄市「TAKEO MABOROSHI TE
RMINAL」、埼玉県埼京線沿線「SAI-KYO DIALOGUE LINE」など他地域
でもエリアを展開中。 

森山 奈美氏（株式会社御祓川代表取締役、 いしかわ地域づくり協会コーディ
ネーター） 

石川県七尾市生まれ。 (株)計画情報研究所にて、都市計画コンサルタントと
して、地域振興計画、道路計画等を担当。その後、民間まちづくり会社(株)
御祓川(みそぎがわ)の設立に携わり、平成11年より同社チーフマネージャー
を兼務。平成19年より現職。その取り組みが日本水大賞国土交通大臣賞、ふ
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るさとづくり大賞総務大臣表彰などを受賞。経済産業省「ソーシャルビジネ
ス55選」に選出された。能登の特産品を取り扱う「能登スタイルストア」を
運営するほか、地域の課題解決に挑戦する若者を能登に誘致するなど「能登
の人事部」として人材育成にも取り組む。 

山元 圭太氏（合同会社喜代七代表、NPO法人日本ファンドレイジング協会理事、
株式会社Seventh Generation Project取締役） 

1982年滋賀県草津市生まれ 同志社大学商学部卒。経営コンサルタント、
NPO法人かものはしプロジェクトのファンドレイジング担当ディレクターを
経て、非営利組織コンサルタントとして独立。2015年に株式会社PubliCo
を創業して代表取締役COOに就任。2018年にPubliCoを解散し、「地域を
育む生態系をつくる」をミッションに、故郷の滋賀県草津市で合同会社喜代
七を創業。実践者であり支援者。 

麻生 翼氏（NPO法人森の生活代表理事） 

大学時代に訪れた北海道の農山村に魅せられ、大学卒業後、関西での会社勤
務を経て2010年NPO法人森の生活に参画。2013年6月代表理事に就任。幼
児～高校生まで15年一貫の森林環境教育や、森林体験プログラムの提供、有
効活用されていない森林資源を活かした顔の見える木材流通の構築などの事
業に取り組む。趣味は森から食材をいただくこと。春は山菜採り、夏は渓流
釣り、秋～冬は狩猟。 
 

花屋 雅貴氏（株式会社エーゼロ厚真取締役） 

山口県出身、静岡大学大学院工学部を卒業後、プログラマーとしてゲームメ
ーカーに就職。ITベンチャーに転職後プロジェクトマネージャー、管理職と
して新規事業立ち上げや組織運営を経験。 
2010年に独立。過去にゲーム×エコの企画をしたことがきっかけで、現在は
エーゼロ社の「ローカル」の各種プロジェクトにも参画。フリーランスの立
場を活かし「ITベンチャーとローカルベンチャー」、「都会と田舎」、「グ
ローバルとローカル」を同時進行・現在進行形で経験中。 

 
安部 千尋氏（株式会社SMO南小国 未来づくり事業部長） 

東京都出身。NPO法人ETIC.にてインターンしソーシャルビジネスのスター
トアップ支援に従事。東京・港区役所にて人事業務を経験後、社会事業コー
ディネーターとして東北の地方創生業務に取り組む(一社)RCFに転職。東北
での起業支援、政策提言サポートを担当。2019年から家族で南小国町へ移
住、現職。自治体区分にとらわれない域圏としてのヒトモノカネの循環をと
おし、インパクトをもたらすプロジェクトを創出している。 

畦地 履正氏（株式会社四万十ドラマ代表取締役）： 

高知県旧十和村(現：四万十町) 生まれ。 地元の農協を経て、「株式会社四万
十ドラマ」に就職。地元の自然・ひと・文化を大切にした事業を展開。四万
十産の栗を扱った「しまんと地栗」シリーズをはじめ、「しまんと新聞ばっ
ぐ」などオリジナル商品開発を多数手掛ける。また、道の駅「四万十とおわ」
を運営。自社で手掛ける加工商品の加工場も併設し、地元の６次産業を牽引。
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2008年に「株式会社四万十ドラマ」代表取締役就任後、2012年には 総務
省地域人材ネット民間専門家、また農林水産省６次産業化「ボランタリー･
プランナー」 に任命される。 

矢田 明子氏（Community Nurse Company株式会社代表取締役、一般社団法
人 Community Nurse Laboratory代表理事） 

1980年､出雲市出身。26歳で父の死を機に大学入学｡看護師､保健師資格取
得。大学3年時に幸雲南塾1期として、自らコミュニティナースを日本で初め
て提唱･実践。医療や町づくり人材育成プログラムを構築し､13年～東京大学
医学部のサマープログラムに。14年におっちラボを立上げ代表理事に就任
（18年9月に退任し副代表理事に）。16年～コミュニティナース育成プログ
ラムを開始。「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2018」他受賞多数。 

伊東 将志氏（一般社団法人つちからみのれ代表理事） 

三重県尾鷲市に生まれる。地域の商工会議所に勤めた後、熊野古道が世界遺
産登録されたことをきっかけに、設立されたまちづくり会社に出向、のちに
移籍。「尾鷲ならでは」のまちづくりを行う集客交流のお店として、いまだ
け、ここだけ、これだけをテーマにした事業を展開。少子高齢化の課題に対
しては、地域の食文化の継承を目指したお母ちゃんのランチバイキングを手
掛け、食アメニティコンテスト農林水産大臣賞を受賞。また地場特産の課題
には、尾鷲ヒノキの間伐材の利活用を促進する100のありがとう風呂を展開。
2015グッドデザイン賞、ウッドデザイン賞を受賞。その他、コロナ禍には、
ヒノキ蒸留水をベースにした除菌スプレーなど地域ならではのオリジナル商
品開発を多数手掛ける。2022年からは、地域の電力会社の撤退に伴い、変
わりゆく街に呼応し、脱炭素と教育をテーマに一般社団法人つちからみのれ
を設立。代表理事に就任。新たな挑戦を始める。株式会社温泉道場/株式会
社旅する温泉道場 社外監査役内閣府地域活性化伝道師 

白石 章二氏（ヤマハ発動機株式会社 フェロー 技術・研究本部 NV推進担当） 

島根県雲南市出身。大学卒業後、米系戦略コンサルティング会社で20年勤務。
東京、サンフランシスコ、ミュンヘン、ソウルの事務所で、自動車、エネル
ギーなど幅広い業界での戦略コンサルティングに従事。後半10年はパートナ
ーとしてクライアントの新事業・イノベーション戦略を支援。2008年自ら
戦略コンサルティング会社を起業、複数の事業会社マネジメントを歴任。20
14年からPwCコンサルティング合同会社戦略コンサルティングチーム自動
車エネルギー製造業担当パートナーを経て、2018年1月ヤマハ発動機入社。
新事業開発とベンチャー投資を担当。2019年ヤマハ発動機株式会社フェロ
ーに就任。PwC在籍中にプロボノで、岐阜県郡上市の林業課題に取り組むこ
とで森の経営に問題意識を持ち始め、ヤマハ発動機入社後は同社の産業用ヘ
リコプターを活用した森林継続事業を立上げる。素材生産以外の森の活用可
能性を追求していく活動として森あそびラボ活動を開始。カリフォルニア大
学バークレー校MBA。 
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「ローカルベンチャーラボ」プログラムリーダー伊藤いずみのコメント 

たくさんの若い起業家たちが、志と情熱をもって「地方」で新しいビジネス創出に取り組
んでいます。まだ小さな兆しかもしれませんが、課題先進国である日本の成熟し複雑化した
社会の中では、個人の課題意識や気づきをもとに地域から生まれた新しいモデルが、社会を
切り開く可能性を秘めているはずです。これらの取り組みを、スタンダードチャータード財
団、そしてYBIの支援のもとで実施できることを大変うれしく思います。 

ユースビジネス・インターナショナル CEO Anita Tiessen氏のコメント 

さまざまな若者が自分のアイデアをビジネスとして成功させることを支援するフューチャ
ーメイカーズの影響力に感銘を受けています。YBIとスタンダードチャータード財団の新た
な資金援助により、若い起業家を支援するこの重要な活動を拡大し、継続できることを嬉し
く思います。 

スタンダードチャータード銀行 在日代表兼最高経営責任者 浅井 勇介氏のコメント 

2021年に引き続きスタンダードチャータード財団の資金提供のもと、若手起業家の育
成・支援を目指すプログラム「ローカルベンチャーラボ2022」を応援させていただくこと
を大変光栄に思っております。コロナ後の地域経済再生の活性化において重要なリソースの
ひとつである若手起業家の皆さんがプログラムを通じて様々なスキルの取得やネットワーク
を構築しながら、日本社会の持続的成長に貢献していってくれると信じています。 

 

◆ローカルベンチャーラボとは  

ローカルベンチャーラボは、起業家自身の思いやテーマを軸に、地域資源を活用しながら
地域社会の成長ビジネスを創りだすためのマインドとスキルを身につける学びの場であると
同時に、「自分」「地域」「事業」という3つの視点を掘り下げ、参加者が自身の当事者性
から地域社会とつながることによって、真に持続可能な地域事業構想を磨いたのち、地域社
会での事業化へ一歩を踏み出し、地域とビジネスの成長化に挑んでいくための実践の場です。 

 カリキュラム期間中、参加者は自身の事業形態に合わせた実践を行いながら、メンター陣
からのインプットを受けつつ、自分なりのアウトプットを模索し、現場での試行錯誤を踏ま
えての新たな挑戦を繰り返していきます。カリキュラムは主に開講式（6月）、中間セッシ
ョン（8月）、デモデイ（12月）をマイルストーンとして、全体は①事業構想セッション、
②探求・着想セッション（※）の２軸から構成されています。 
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自分の当事者性から地域社会につながることで、真に持続可能な事業を構想する 

 

 

「ローカルベンチャーラボ2022」カリキュラム 
 
※①事業構想セッション 
 参加者自身の問題意識やアイディアをもとに、自身でリサーチやアクションを行うなかから仮説を立て、トラ
イ&エラーを重ね、日々の挑戦を通じて得られた実践知から次に取るべき打ち手やより良い仮説を生み出すため
の議論を深めていく「事業構想」セッションが全体の軸となります。 
 このセッションは全期間を通じて行われ、参加者は自身のテーマや事業段階に合わせたゼミに所属し、ゼミを
主宰するメンター起業家のもとで事業構想を具現化させていきます。 
 
②探求・着想セッション 
 参加者が自身のアイディアの解像度を高めていくために、第一線で活躍するローカルベンチャーの実践事例を
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通じて事業構想を深めるためのヒントや材料、ネットワークやノウハウを獲得していくことを目的としていま
す。具体的にはオンラインでの起業家講義のほか、実際に地域や企業の現場へと赴き、現地の人々とのインタビ
ューなどを通じてネットワークやノウハウを取得していきます。 
 プログラムの後半では、参加者は自身の事業について周囲に発表する場や協働者との出会いの場としてデモデ
イなどに参加し、事業構想を推進させる人的資本、社会資本となるコミュニティを築き、事業の具体化を加速さ
せていくためのネットワークやリソースを獲得していきます。 
 
 

 
 

 
修了生(220名)の経済創出インパクト（売上規模・雇用数） 

 
 
◆「ローカルベンチャーラボ」修了生の体験談レポートはこちらから 

https://localventures.jp/atag/interview 

 
＊1 スタンダードチャータード財団（Standard Chartered Foundation） 

スタンダードチャータード財団（Standard Chartered Foundation）は、世界における経済格差の縮小を目指
し、恵まれない若者、特に少女や視覚障害のある人々を教育、就業支援、起業家支援、に焦点を当てたプログラ
ムを通じて、社会的不平等に取り組む慈善団体です。 

2019年に設立されたSCFは、イングランドとウェールズで登録された慈善団体（慈善団体番号1184946）で
あり、スタンダードチャータード銀行（Standard Chartered Bank）によるフューチャーメイカーズ（Future
makers）のリードデリバリーパートナーです。詳細については、www.sc.com / scfoundationをご覧くださ
い。 

＊2 フューチャーメイカーズ（Futuremakers） 

スタンダードチャータード銀行（Standard Chartered Bank）による、経済的包摂を促進することで不平等に
対処するためのグローバルな取り組みです。不利な立場にある若者、特に女性や視覚障害者が新しいスキルを身
につけ、就職や起業のチャンスを高めるための支援を行っています。2021年には、30万4,000人以上の若者が
当取り組みに参加し、2019年から2021年の間では、41市場で67万1,000人以上の若者が様々なFuturemaker
sプログラムに参加しました。 

詳細については、https://www.sc.com/en/sustainability/investing-in-communities/futuremakers/ をご
覧ください。 

 



 

PUBLIC 

＊3 NPO法人ETIC.（エティック）  

1993年設立、2000年にNPO法人化。社会課題や都市と地方の関係、日本や世界の未来について考え、未来を
つくる人たちのコミュニティづくりを推進している認定NPO法人です。主催するプログラムの参加者は延べ約1
1,000名。起業家輩出数は約1,800名。全国約80地域のパートナーと連携して、全国各地での起業家支援や中小
企業支援にも取り組んでいます。詳細については、https://www.etic.or.jp/をご覧ください。 

＊4 ユースビジネス・インターナショナル（Youth Business International） 

ユースビジネス・インターナショナルは、世界中の若者がビジネスを立ち上げ、成長させ、維持することを支援
する専門組織のグローバルネットワークです。起業家精神を活用してディーセント・ワーク（働きがいがあり、
人間らしく、適正かつ正常な仕事）を創出し、包括的な経済成長を促進するとともに、生活様式を変え、コミュ
ニティを強化しています。 

特に不利な立場に置かれている若者に焦点を当て、彼らが困難を克服してビジネス・オーナーとして成功するた
めに必要なスキル、自信、そして人脈を築くための支援を行っています。ビジネスと社会開発の交差点で活動す
ることで、未来を形作る起業家を支援し、現代の最大の課題を解決するために活動し、彼ら自身のためだけでな
く、全ての人々のための機会を創出しています。 

また、ユースビジネス・インターナショナルは、フューチャーメイカーズ（Futuremakers）の一環としてSCF
から資金提供を受け、アフリカ、アジア、ヨーロッパの6カ国で33,000人以上の若い起業家に重要な支援を行
ってきました。2022年からの2年間は、14,155人の若い起業家に詳細なサポートを提供し、起業や事業強化を
希望する30,000人の若者に重要なサポートを提供することを目指します。農村部、女性起業家、障害や視覚障
害を持つ経営者、正式な金融支援から排除された人など、従来から不利な立場にある経営者が優先的に支援され
る予定です。 

詳細については、www.youthbusiness.org をご覧ください。 

＊5 ローカルベンチャーラボ 

ローカルベンチャーラボは、2017年にスタートした6ヶ月間の地域に特化した起業家育成・事業構想プログラ
ムです。2020年よりオンラインで実施しています。 

参加者それぞれが関心を持つ地域課題を解決するために、ゼミ形式で様々な専門性を持つメンバーと共に事業構
想を磨いていきます。また、全国の自治体やコーディネーター、コミュニティなどが連携して参加者をサポート
し、各地で活躍する専門家や実践者をゲストに招いた特別講演会も開催されます。詳細については、https://lo
calventures.jp/をご覧ください。 

メディア関係のお問い合わせは、ローカルベンチャーラボ事務局の桐田（lvl-info@etic.or.jp）までお願いしま
す。  

  

 


