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東部地域大学（九州産業大学・福岡女子大学・福岡工業大学）連携

東区委託事業 概要

＜東部地域大学連携の趣旨＞
福岡東部地域に位置する九州産業大学、福岡工業大学、福岡女子大学は、
平成23年11月に連携協定を締結しました。

教育・研究活動全般における交流及び連携を推進し、相互の教育・研究の
一層の進展と地域社会に寄与することを目的とした取り組みを行っています。

「地域とともに発展する大学を目指す」をスローガンとして掲げ、各大学が連
携し、大学の人材（学生、教職員）や地域特性・特色を活かした取組みを行っ
ています。

＜福岡市東区委託事業の概要＞
東区の課題解決「超高齢・長寿社会に対応した地域力向上のための産学官
民一体のシステム構築等」に向けた調査・研究、提言について３年間（平成
28年度～30年度）継続した段階的な取り組みを行っています。
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テーマ： 「超高齢・長寿社会を支える地域力を考える
～福岡市東区のケース～」

日 時：平成29年3月11日（土）13時～15時
会 場：九州産業大学１号館２階 S201教室

（調査研究発表）
「超高齢・長寿社会の理想と課題」（益村眞知子・九州産業大学教授）

「地域力を支える人材の現状と課題」（松藤賢二郎・福岡工業大学准教授）

「UR香椎若葉団地における多世代共住によるコミュニティ活性化の取組」
（野依智子・福岡女子大学教授、「体験学習」学生）

（パネルディスカッション）

＜ 平成28年度 東部地域大学連携シンポジウム 概要＞
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（１） 超高齢・長寿社会の理想

 住み慣れた場所で自分らしく老いることができる社会の実現

 高齢者が社会のさまざまな場面で活躍できる社会の実現

（２） 超高齢・長寿社会の課題～豊かな長寿社会の実現に向けて～

超高齢・長寿社会に対応した持続可能なまちであり続けるためには、自助・互助・共助・ 公助の

視点から、生涯健康で元気な高齢者の増加や、地域で支えあいの体制づくりが課題

 地域福祉・コミュニティ重視の制度設計 多世代による自助・互助・共助・公助の仕組みづくり

 高齢者のセカンドライフ支援のための社会システム

高齢者のニーズに応え、地域課題解決に貢献する生きがい就労の創成、生活支援サービスを

組み込んだまちづくり

健康寿命の伸長と地域力向上のための課題

・健康・介護・在宅医療：地域包括ケアシステムとの関連

・住まい・移動・人とのつながり：コミュニティの活性化

・生きがい就労等：生活保障の充実

（例） 生きがい就労事業

地域の食 ：コミュニティ食堂、 保育 ： 保育・子育て支援、生活支援サービス、

福祉 : 高齢者就労による介護補助の「高齢者福祉サービス」、など

「超高齢・長寿社会の理想と課題」

益村 眞知子（九州産業大学教授）
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「地域力を支える人材の現状と課題」

松藤賢二郎（福岡工業大学准教授）

高齢者支援会議モデル校区でのインタビュー調査（地域力低下の現状と課題を分析）

＜現状＞
・個人力に依拠した運営体制
・役員の重複兼務
・リーダーとスタッフの多くが高齢者
・世代間で地域活動へのニーズが異なる
・防犯・防災は、幅広い年齢層での共通課題

↓
＜課題＞

・地域活動に参加しない ≠ 地域活動に参加したくない
・子育て世代の参加促進
・担い手の発掘・育成・円滑な継承
・地域の問題・課題、ニーズの正確な把握

↓
<結論>
多世代で地域の課題を共有し、地域力を支える担い手の発掘・育成・承継が重要
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「UR香椎若葉団地における多世代共住によるコミュニティ活性化の取組」

野依智子（福岡女子大学教授）、「体験学習」発表（学生）

UR連携協定事業（2014年度～）

（背景）
・少子高齢化 ⇒ 人口・世帯数の減少

高齢夫婦・高齢単身世帯の増加、孤独死、買い物難民、自治会役員や地域行事の
担い手不足

・2007年 UR賃貸住宅ストック再生・再編方針
地域との交流・連携を深め、団地の価値向上
⇒ 高齢者支援、子育て支援に取り組む

（活動目的）「体験学習」
香椎若葉団地内の高齢化問題や子育て問題を解消するためのイベントを企画し、コミュニティ
活性化を図る。実際に地域の中で活動を行い、社会や地域で起こっている問題について学ぶ。
「みんなのラボ@若葉 通称：みんラボ」
（活動体制）共住メンバー 6人、支援メンバー 13人、教員 3人

「すっきり朝活」（水曜日、ラジオ体操）

（課題） 持続可能性 ∵ 参加者が少ない



7

（テーマ）
超高齢・長寿社会を支える地域力を考える

～福岡市東区のケース～

（３大学共通認識・アプローチ）

「多世代共創による持続可能な地域づくり」が重要

平成28年度東部地域大学連携・東区委託事業

シンポジウムの結論
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テーマ： 「超高齢・長寿社会を支える地域力について考える
～３大学研究者による調査・研究から見えてきたもの～」

日 時：平成30年3月10日（土）13時～1６時
会 場：なみきスクエア なみきホール

（調査・研究発表）

「福岡市東区における多様な就労の可能性～地域力向上の観点から～」
（益村眞知子・九州産業大学教授／萱沼美香・同大学准教授）

「少子高齢社会における１人ひとり活躍と地域力に係わる空間構成経済分析」
（中村大輔・福岡女子大学准教授、中村研究室学生）

「多世代による地域力向上に向けた人材の発掘・育成・承継」
（松藤賢二郎・福岡工業大学教授）

（パネルディスカッション）

＜ 平成29年度 東部地域大学連携シンポジウム ＞
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「福岡市東区における多様な就労の可能性～地域力向上の観点から～」

（益村眞知子・九州産業大学教授／萱沼美香・同大学准教授）

１．人生100年時代の多様な就労の可能性と地域力（益村報告）
・ 地域には多くの潜在能力を持つ人々が存在

（なかでも高年齢世代は、地域社会にとっても経験・知識・スキルを蓄積した貴重な

社会資本） ： 地域は「人財の宝庫」という視点からの発想が重要

・高年齢者については、生きがい就労を可能とするシステムづくりが課題

⇑
シルバー人材センターの機能強化とともに、自治体、自治協議会、社会福祉協議会
等を含めた産学官民連携強化による地域力向上のためのシステムづくりが課題

⇑
・ 地域のニーズ調査等により具体的な課題の見える化（需要）
・ 地域資源の見える化（供給）
⇒ マッチング機能のための協議会等の創設

（結論）

知識や経験等が熟練した方々と一体となった産官学民連携強化による地域力向上

のためのシステムづくりが課題
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ご近所さんの“ちょっとした困りごと”
地域のなかのニーズneeds

“プチ就労（多様な就労）”
提案・サービスSeeds

【就労者のメリット】
健康（疾病・介護予防）
生きがい（孤立化・無縁化予防）
社会的役割の確保・意識向上

（地域貢献感・主観的幸福感など）
稼働所得など

【地域のメリット】
マンパワーの発掘・確保（労働力・担い手）
要支援者の発見・サービスへの連携
防災・防犯対策
社会生活の安定と社会秩序の維持
（社会への安定感と信頼感）など

地域の生活課題に取り組む
運営組織

（結論）
地域のなかの生活困難ニーズneedsを拾い上げ 提案・サービスSeedsにつなぐ
仕組みづくり（地域に根差した運営組織）の必要性

「福岡市東区における多様な就労の可能性～地域力向上の観点から～」

（益村眞知子・九州産業大学教授／萱沼美香・同大学准教授）

２．地域の生活課題と多様な就労（萱沼報告）
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「少子高齢社会における１人ひとり活躍と地域力に係わる空間構成経済分析」

（中村大輔・福岡女子大学准教授、中村研究室学生）

東区に焦点を当てた育児の現状調査

地域，社会のとるべき方向性について解明

：子育ての対応に追いついていない社会環境

 ハード面・ソフト面とも現役世代に負担を強いる構造

≒ 超高齢化社会に追いついていない社会環境

 特に男性の家庭への理解、そして理解した男性が育児や介護に

参画しやすい職場・社会づくりの推進を提案
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「多世代による地域力向上に向けた人材の発掘・育成・承継」

（松藤賢二郎・福岡工業大学教授）

美和台校区でのアンケート調査（地域活動に関する住民の意識を調査）
→ 「担い手をいかに発掘し承継するか」について

＜調査結果＞
・「住民同士の交流」のニーズが高い
・キーパーソンによる接触が参加に影響
・定住・子育て世代は、次の担い手として、意識が高い
・役員の業務内容の見直し、住民ニーズの的確な把握が不可欠
・電子媒体による情報共有が有効か

↓
＜課題＞
・次の担い手：定住意識のある40歳～60歳代
・発掘方法：「防災・防犯」「住民同士の交流」の活動機会に勧誘し育成
・定着方法：役員業務の軽減・住民ニーズの把握

＜具体的な取り組み＞
・地域活動の魅力発信 → 高齢者支援に特化しない地域活動
・幅広い世代との日常的な交流 → 次の担い手との接触・囲い込み
・地域力の持続性 → 課題の世代間共有と体制づくり
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（テーマ）
超高齢・長寿社会を支える地域力について考える
～３大学研究者による調査・研究から見えてきたもの～

（３大学共通認識・アプローチ）

 地域共通の課題 ： 担い手不足問題（育児関連含む）など
 一方、潜在的社会資源の存在

 地域課題解決方法
： 担い手不足対応など

潜在的社会資源の明確化
← 地域デビューのきっかけづくり、

そのためのシステムづくりが重要

平成２９年度東部地域大学連携・東区委託事業

シンポジウムの結論
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テーマ： 「超高齢・長寿社会を支える“地域力”について考える
～東区から創る私たちの未来～」

日 時：平成３１年３月９日（土）13時～1５時３０分
会 場：福岡女子大学講義棟２階C201教室

（調査・研究発表）

「持続可能な多世代共創社会と多様な就労の可能性～地域力向上の観点から～」
（益村眞知子・九州産業大学教授／萱沼美香・同大学准教授）

「多世代による地域力向上に向けた地域活動の運営について」
（松藤賢二郎・福岡工業大学教授）

「自立可能な地域づくりのための社会のあり方に関する分析」
（中村大輔・福岡女子大学准教授／櫻木理恵・同大学講師）

（パネルディスカッション）

＜ 平成３０年度 東部地域大学連携シンポジウム ＞



「 持続可能な多世代共創社会と
多様な就労の可能性
～地域力向上の観点から～」

１．持続可能な多世代共創社会と生きがい就労

（益村報告）

２．地域の資源・課題の把握と地域運営組織

（萱沼報告）

東部地域大学連携 東区委託事業 シンポジウム
「超高齢・長寿社会を支える“地域力”について考える

～東区から創る私たちの未来～」



「 持続可能な多世代共創社会と
多様な就労の可能性
～地域力向上の観点から～」

１．持続可能な多世代共創社会と生きがい就労

益村 眞知子 （九州産業大学経済学部教授）

東部地域大学連携 東区委託事業 シンポジウム
「超高齢・長寿社会を支える“地域力”について考える

～東区から創る私たちの未来～」
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 福岡市の人口構成の特徴（最新版）

 福岡市のなかで最も人口が多いのは東区であるが、2035年をピークに人口減少。

 東区の75歳以上人口はすでに急増局面（特に女性）

→ 持続可能な共創社会の実現が必要

 持続可能な多世代共創社会実現の条件等
： 支え合いの基盤となる地域コミュニティの活性化が重要

(生きがい就労等を通じて）

 産学官民連携強化による地域力向上のためのシステムづくりが必要

（結論）
地域課題解決のためには、産学官民連携強化のためのシステムづくり

・ 地域のニーズ調査等により具体的な課題の見える化（需要）
・ 地域資源（ヒト、モノ、サービス、情報等）の見える化（供給）
⇒ ワンストップで、マッチング機能のための中間組織等の創設

： 地域特性、地域課題に対応した柔軟なシステムづくり

１．持続可能な多世代共創社会と生きがい就労

（益村報告）



18（資料） 国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』（平成30（2018）年推計）より益村作成。

（図１） 福岡県と福岡市の人口推移
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減少局面に突入。



19（資料） 国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』（平成30（2018）年推計）より益村作成。
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20（資料） 国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』（平成30（2018）年推計）より益村作成。
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65～74歳人口：2035年以降急増。 75歳以上人口：すでに急増局面（特に女性）



21（出所） 福岡市「数字でわかる福岡市のいま」（2018年12月）

＜福岡市の単独・単身高齢者世帯数と世帯率＞

福岡市では、単独世帯（とくに単身高齢者）世帯数・世帯率ともに急増！

単身高齢者世帯
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＜多世代共創社会の必要性＞

 福岡市では、単独世帯（とくに単身高齢者）世帯数・世帯率ともに急増！

→ 生活課題（買い物、見守り、空き家対策など）への対応の必要性

↓

多世代共創社会の必要性

（共創）
自治協議会や企業、商店街、NPO、大学、行政など

の様々な主体が、お互いの役割と責任を認め合い、

相互関係・パートナーシップを深めながら、知恵や力

を合わせ、長所や資源を活かして、共に協力し合って

地域の未来を創り出していくこと。

↓

 地域デビューのきっかけづくりが必要！

共創の取り組みによる新たな活動数

（福岡市がかかわったもの） （累計）

（資料） 福岡市「数字でわかる福岡市のいま」（2018年12月）



23（出所） 福岡市「数字でわかる福岡市のいま」（2018年12月）

＜支え合いの基盤となる地域コミュニティの活性化＞

（地域デビューした人（累計））
（地域活動への参加率）

（注）住んでいる地域で過去2年間の地域活動（住民が

主体となって行っている活動）参加経験



24（出所） 福岡市「平成30年度市政アンケート調査第4回結果報告」

＜支え合いの基盤となる地域コミュニティの活性化＞

（自治会・町内会は必要だと思うか）

高年齢者ほど、「自治会・町内会が必要だと思う」人の割合が多い。



25（出所） 福岡市「平成30年度市政アンケート調査第4回結果報告」

＜支え合いの基盤となる地域コミュニティの活性化＞

（自治会・町内会に加入しているか）

（住まいの形態別）
（どのような活動が必要だと思うか）

集合住宅（単身世帯）の自治会・町内会加入の低さが課題！



26（出所） 福岡市「数字でわかる福岡市のいま」（2018年12月）

＜支え合いの基盤となる地域コミュニティの活性化＞

（公民館利用者数）

青年（16～30歳）にも魅力的な公民館の利用が課題
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 高年齢者雇用安定法改正、介護予防・日常生活支援総合事業関
連、労働力減少（不足）対策など

↓
高齢者雇用の増加 → 高齢者の所得増、健康寿命の延伸

： 生きがい就労

（課題） 地域力との関連が不十分
① 定年退職などにより時間的余裕ができたら、地域デビュー

・ 高齢者就労等により働けるうちは働く（就労希望者）
・ ボランティアなどの社会参加により地域デビュー

➁ 働けなくなり、自立できない状態になったら？
⇒ 地域包括ケアシステムで対応

＜持続可能な多世代共創社会の背景＞
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地域のニーズ調査等により具体的な課題の見える化（需要)
・ アンケート調査、セミナー等により、地域ニーズの掘り起こし

地域資源の見える化（供給）
・ 地域資源（ヒト、モノ、サービス、情報等）の見える化
・ ホワイトカラーシニアに対応する就労の場の確保など
・ セミナーや研修等により、地域資源の見える化

⇓

マッチング機能のための中間施設の創設
（地域に根差した運営組織の設置）

ワンストップでのマッチング機能を有するシステムづくりが必要

＜持続可能な多世代共創社会の条件＞
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福岡市の強み
・ 自治協議会（おおむね小学校区単位）を中心としたコミュニティ施策

： 防犯・防災、子ども、環境、福祉などの地域課題について課題解決の
ための施策の展開

・ 校区内の自治会・町内会のほか、校区での分野別の活動（各種団体）
： 各校区の自治協議会内に自治連合会（自治会、町内会）、社会福祉

協議会等を中心とした連携
↓

産官学民によるネットワークの深化

地域課題解決のための方法

： ワンストップでのマッチング機能を有するシステムづくり

・ 基礎自治体 ： 事業窓口（ハブ的役割としてのワンストップ窓口）
・ 実施主体（具体的な運営主体）：自治協などによる地域運営組織
・ 地域特性に応じた柔軟なシステム

＜持続可能な多世代共創社会における地域力
向上のためのシステムづくり＞
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＜持続可能な多世代共創社会における地域力
向上のためのシステムづくり＞

多主体（多世代）連携による“私たちの”まちづくり
 地域における多様な主体の関心・活動のマッピング

： さまざまな活動グループのキーマンがつながる

エリアネットワーク × テーマネットワーク

： 理念・目的を同じくする多様な主体などの連携によるイニシャティブ
を促す枠組みの検討

仕組みづくり（システムづくり）
 実行領域の設定と評価
 地域におけるQOL（生活の質）、コミュニティ・ソーシャルワーク

支えあいの場と仕掛けのデザイン
自分たちが過ごしたい暮らしを自分たちで実現する住民発生活支援



２．地域の資源・課題の把握と地域運営組織

萱沼美香（九州産業大学経済学部准教授）

「 持続可能な多世代共創社会と
多様な就労の可能性
～地域力向上の観点から～」

東部地域大学連携 東区委託事業 シンポジウム
「超高齢・長寿社会を支える“地域力”について考える

～東区から創る私たちの未来～」
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2.地域の資源・課題の把握と地域運営組織

地域で求められる取り組み
 地域のニーズ調査等により具体的な課題の見える化（需要）
 地域資源の見える化（供給）～社会資源の（再）発掘、活用、連携～
 日常生活圏域内で“プチ就労”（ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞ・ﾓﾃﾞﾙ）できるシステムの構築

 地域運営組織（ﾏｯﾁﾝｸﾞ機能のための協議会等）の創設
 身近な窓口の設置

ご近所さんの“ちょっとした困りごと”
地域のなかのニーズneeds（地域/生活課題）

両者を“つなぐ”仕組みづくり

“プチ就労（多様な就労）” （ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞ・ﾓﾃﾞﾙ）
提案・サービスSeeds
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2.地域の資源・課題の把握と地域運営組織

地域で求められる取り組み
地域のﾆｰｽﾞ調査等により具体的な生活課題の見える化（需要）
 地域資源の見える化（供給）～社会資源の（再）発掘・活用・連携～
 日常生活圏域内で“プチ就労”（ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞ・ﾓﾃﾞﾙ）できるシステムの構築

【地域課題の見える化】
既存システムの情報集約・活用

事例：香椎東校区（昨年度：ﾋｱﾘﾝｸﾞ調査より）

（担い手づくり・買物支援・独居高齢者への支援）

ニーズ調査
アンケート調査・福岡市の既存事業の活用
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2.地域の資源・課題の把握と地域運営組織

地域で求められる取り組み
 地域のニーズ調査等により具体的な課題の見える化（需要）

地域資源の見える化（供給）-社会資源の（再）発掘、活用、連携-
 日常生活圏域内で“プチ就労”（ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞ・ﾓﾃﾞﾙ）できるシステムの構築

【地域資源の見える化】
アセスメント・シートや資源マップの作成
地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ等既存ｼｽﾃﾑの情報の活用・連携
シーズ調査

＊地域資源の見える化⇒地域課題発見(気づき・掘り起こし)
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2.地域の資源・課題の把握と地域運営組織

事例【香椎東校区】地図を活用した資源マップ

注）Googleマイマップ機能利用
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2.地域の資源・課題の把握と地域運営組織

地域で求められる取り組み
 地域のニーズ調査等により具体的な課題の見える化（需要）
 地域資源の見える化（供給）～社会資源の（再）発掘、活用、連携～

日常生活圏域内で“プチ就労”できるシステムの構築

【プチ就労システムの構築】
基礎自治体に事業実施窓口の設置
地域運営組織（ﾏｯﾁﾝｸﾞ機能等のための協議会等）の創設
産学官民の連携強化による運営支援
身近な窓口の設置・コーディネーターの配置
担い手の養成（講座実施等）
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＜身近な窓口/
地域運営組織＞

＜事業窓口＞

・連携
・運営支援

＜担い手/地域住民＞
プチ就労

＜利用者/地域住民＞
ちょっとした困りごと

・課題解決の検討
・働く場の創出
・利用者と担い手のマッチング

地区社協

自治協議会

大 学

企業・SB・CB

商店・商店街

ＮＰＯ

医療機関・
社会福祉法人等

シルバー人材Ｃ

ボランティア

保育所・幼稚園
学校（小・中・高）

民生・児童委員

2.地域の資源・課題の把握と地域運営組織

地域包括支援Ｃ

ハローワーク

70歳現役応援Ｃ

公民館



関係者会議等

38

コーディネート（専任）

身近な窓口（小学校区単位）

担い手/
地域住民

利用者/
地域住民

【実施主体】
基礎自治体

（市町村（特別区））

【運営委託先】
＜地域運営組織＞

自治協議会（協議会等）
社福法人
ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
ＮＰＯ（ＳＢ/CB）等

行政担当部署

＜設置場所＞
公民館、地域所有施設
その他公共施設など

＜ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ＞
ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ（社協）・
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
（地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ）
との連携・活用

2.地域の資源・課題の把握と地域運営組織

産学官民

賛助/
民・地域住民等

多様な就労
/地域住民



【まとめ】
 行政のバックアップに基づいた小学校区単位での供給体制

の構築

 窓口・マッチング機能は自治協議会など地域の実情に応じ
た関係機関・組織・協議体等による地域運営組織が実施

 産学官民の連携強化によるサービス供給

 窓口機能は公民館等を活用、活動では地域内の自治会館・
集会所・空き家/空き店舗等も活用

 窓口・マッチング機能における生活支援コーディネーター等
との連携・活用/マッチング機能にIT（AIなど）を活用

 自主財源として寄付・賛助会費・ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ等活用 39

「 持続可能な多世代共創社会と多様な就労の可能性
～地域力向上の観点から～」
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協議会、福岡市シルバー人材センター東出張所など、福岡
市東区を拠点とする関連の方々をはじめ、多数の関係各所
の皆様に資料収集・ヒアリング調査にご協力を賜りました。

改めてお礼を申し上げます。

（九州産業大学経済学部 益村、萱沼）
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「 持続可能な多世代共創社会と多様な就労の可能性
～地域力向上の観点から～」

＊ご清聴ありがとうございました。
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