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　持続可能性という概念が提唱されて久しく、その重要性については多くの

人々が認識していると考えられます。しかし、持続可能な社会が実現してい

ると、果たして言えるでしょうか。現代の都市・地域は、少子高齢化、経済

の不安定性、エネルギー問題、地球温暖化などの複合的な問題群に直面して

います。環境と調和しながら、多世代・多様な人々のwell-being が持続し

ていく、そのような成熟社会にふさわしい都市・地域の再設計が、今、求め

られています。子どもから高齢者まで今を生きる私たちが、過去世代から何

を学び、未来世代に向けてどのような新しい価値を生み出し、つないでいく

のか。

　本シンポジウムでは、平成 26年度からスタートした「持続可能な多世代

共創社会のデザイン」研究開発領域のこれまでの取り組みについて、8つの

研究開発プロジェクトを含めて紹介すると共に、多世代共創の意義や可能性

について考えていきます。また、平成 28年度のプロジェクト提案募集に向

けたメッセージ及び、提案募集に向けたワークショップ開催について発信し

ます。問題に関心のある方々のご参加をお待ちしております。

開催趣旨
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プログラム

12：30～ 開場

13：00～13：10 開会挨拶・開催趣旨
 泉 紳一郎 （国立研究開発法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター センター長）　

13：10～13：30 講演1 
 「領域が目指すもの」
 大守 隆 （領域総括／東京都市大学環境情報学部 教授）　

13：30～14：30 発  表 
 「多世代共創に挑む8つの研究開発プロジェクト」

14：30～15：20 研究開発プロジェクトによるポスターセッション・休憩

15：20～15：40 講演2 
 「これまでに分かったこと」
 大和田 順子 （ 領域アドバイザー／認定NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に 理事長／

立教大学大学院21世紀デザイン研究科 兼任講師）　

15：40～17：15 パネルディスカッション 
 「多世代共創の可能性と課題」
 ■モデレーター　
 　大守 隆 （領域総括／東京都市大学環境学部 教授）　

 ■パネリスト　
 　西村 勇也 （NPO法人ミラツク 代表理事）　
 　藤田 壮 （国立研究開発法人国立環境研究所社会環境システム研究センター センター長）
 　吉岡 初浩 （高浜市長）　
 　大和田 順子 （ 領域アドバイザー／認定NPO法人JKSK女性の活力を社会の活力に 理事長／

立教大学大学院21世紀デザイン研究科 兼任講師）　

 　後藤 和子 （領域アドバイザー／摂南大学経済学部 教授）　
 　村上 清明 （領域アドバイザー／株式会社三菱総合研究所 研究理事）　

17：15～17：25 平成28年度提案募集に向けたメッセージ

17：25～17：30 閉会挨拶　
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  プロジェクト紹介

❶多世代参加型ストックマネジメント手法の普及を通じた
　地方自治体での持続可能性の確保

倉阪 秀史 （千葉大学大学院人文社会科学研究科 教授）
  概　要
　人口減少・超高齢化社会において社会を持続可能とする
には、社会を支える資本ストック（人的資本、人工資本、自然
資本、社会関係資本）の健全な維持と、世代間継承が必要で
ある。そのためには、資本ストックの将来推移を予測して、そ
れらの適切な維持・管理・活用（ストックマネジメント）につい
て検討し、包括的に地域をデザインすることが求められる。
資本ストックは地域によって異なるため、各地方自治体がス
トックマネジメントを行わなければならないが、その経験が

蓄積されていない。
　本プロジェクトでは、自治体職員向けに、資本ストックの
現況の自治体間比較データベースや将来予測ソフトウェア
を開発する。また、将来予測に基づいた対応シナリオの作成
や多世代参加型の合意形成など、ストックマネジメントの方
法論をマニュアル化し、これを普及させることにより地域レ
ベルでの持続可能性の確保を目指す。

❷多世代共創による視覚障害者移動支援システムの開発
関 喜一 （国立研究開発法人産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 人間情報研究部門 主任研究員）

  概　要
　少子高齢化によって障害者の支援者も高齢化する。その
ような未来においても支援を持続可能とし、障害者の社会
参加が促進され、多世代・多様な人々が活躍できる社会を
デザインすることが求められている。
　本プロジェクトでは、多世代の視覚障害者が協働で相互
に移動支援を行う新しいタイプの移動支援社会システムの
実現を目指す。具体的には、視覚障害者が携帯する汎用携
帯型端末が、歩行時における移動アクセシビリティ情報を自

動で収集し、クラウドを介して情報共有で
きるナビゲーション・システムを開発する。
これにより、従来は地域のボランティアによって収集され
ていたバリアフリー情報がビッグデータとして構築され、リ
アルタイムで配信されるようになる。また、地域での実証を
通じて、多世代の視覚障害者の移動支援を核とした地域コ
ミュニティ・デザイン手法を確立し、法制化・標準化などの社
会制度化に取り組む。

❸未病に取り組む多世代共創コミュニティの形成と有効性検証
渡辺 賢治 （慶應義塾大学環境情報学部 教授）

  概　要
　少子高齢化に伴う医療費・介護費の増加が、人口減少社
会において、若者や次世代の負担 を増大させている。その
ため、若年者から高齢者まで、心身の健康保持・増進に取り
組む ことが求められている。
　本プロジェクトでは、漢方の「未病」（健康と病気の間で連
続的に変化するもの）に着目 し、個人だけでなく、多世代共
創により地域コミュニティで健康増進や病気・要介護度の 
悪化予防に取り組むモデルを開発する。具体的には、個人

が自ら健康状態を把握して日々 の生活で
未病対策ができるツールを開発するとと
もに、個人への適切な介入プログラムの 構築も可能となる
ような評価の仕組みを開発する。さらに、運動量を増やすた
めの歩きた くなるまちづくりや、地域コーディネーターが
世代をつないでいきがいづくりを支援する 仕組みを開発
し、地域が自立して未病対策が行えるような多世代共創コ
ミュニティをデザ イン・実践する。

❹集合的幸福の概念構築と多世代共創の効果検証
内田 由紀子 （京都大学こころの未来研究センター 特定准教授）

  概　要
　地域共同体が衰退しつつある現代日本社会においては、
人口減少や高齢化に加え、自他のつながりの希薄化や世
代間交流の断裂が、幸福感低下を招いている。地域社会の
well-beingの実現に向け、個人の幸福を追求するだけでは
ない、新たな幸福度の考え方が求められている。
　本プロジェクトでは、個人レベルと地域レベルを組み合わ
せた「集合的幸福」の概念を新たに構築し、測定ツールを開

発する。また、集合的幸福と、世代間ある
いは地域内外におけるソーシャルキャピ
タルやシェアド・リアリティ（価値や経験の蓄積と共有）との
関係を明らかにする。それらを基に、持続可能な地域の実現
に向けての多世代共創の効果を検証するとともに、さまざ
まな地域で活用可能な多世代共創を促す実践プログラム
の開発を産官学民連携で取り組む。
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❺羊と共に多世代が地域の資源を活かす場の創生
金藤 克也 （一般社団法人さとうみファーム 代表理事）

  概　要
　東日本大震災の被災地の中には過疎高齢化が加速し、一
次産業を中心とした地域の主要産業の衰退や若い世代の
流出が大きな問題となっている地域がある。復興支援策に
よりさまざまな取り組みがなされているものの、一次産業
の後継者不足の解消や若い世代に魅力ある雇用の創出に
は至っておらず、新たな視点の取り組みが求められている。
　本プロジェクトでは、羊の牧場を核として地域の人々が協

働し、高齢者の有する伝統技術や主産業
の問題を新たな製品開発に活かす取り組
みを宮城県南三陸町で行う。これらを通じて多様な雇用を
創出し、子どもから高齢者、障害者など、多世代・多様な人々
が役割を持ってコミュニティに参画し、自然との共生を図り
ながら新たな伝統や技術を生み出していく、持続可能な地
域のモデル構築を目指す。

❻分散型水管理を通した、風かおり、緑かがやく、
　あまみず社会の構築

島谷 幸宏 （九州大学大学院工学研究院 教授）
  概　要
　現在の集中型水管理システムは効率的である一方、用途
目的ごとに分断され、管理も縦割となっている。そのため、
豪雨や洪水などのリスクに対し、総合的な対応が困難であ
る。また、水管理システムは生活者の目に見えないため、
人々の関心が向かず、社会全体として水管理の問題が顕在
化しにくい環境となっている。
　本プロジェクトは、治水・利水・環境・暮らしなどを見据え
た包括的な水循環が存在する「あまみず社会」を提案し、福

岡県樋井川流域において、水を軸としたコミュニティの再
構築を目指す。現在の水管理システムを補完する分散型の
サブシステムとして、雨水を貯留し、地下へ浸透させる取り
組みを流域の多世代多様なステークホルダーにより実施
する。雨水を貯め、利用する過程で人々の水管理に対する
意識を育むともに、流域内の豊かな生態系の再生にも取り
組む。

❼ジェネラティビティで紡ぐ
　重層的な地域多世代共助システムの開発
藤原 佳典 （地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 東京都健康長寿医療センター研究所 研究部長）

  概　要
　全国の市町村では、多様で複雑化した子育て世代と増加
する中高年世代の生活課題を支援する資源や人材の確保
が課題となっている。しかし、これらが進まない背景には、縦
割の行政施策や、自己世代の利益のみを優先しようとする
潜在的な世代間対立がある。
　本プロジェクトでは、次世代に向けた価値や文化を生み
出し、つないでいく、「ジェネラティビティ」の意識を醸成し、

子どもの健やかな成長の喜びを全世代が共有できるまち
の実現を目指す。具体的には、日常的な声かけなどによる緩
やかなサポートネットワークの形成、子育て支援と高齢者の
生活支援をマッチングするシステムの開発、多世代交流プ
ログラム開発による社会参加支援、生活に困窮する子育て
世帯への就労・学習支援、これら4層から成る地域多世代共
助システムの開発に取り組む。

❽未来の暮らし方を育む泉の創造
古川 柳蔵 （東北大学大学院環境科学研究科 准教授）

  概　要
　今後益々厳しくなるであろう地球環境制約や、少子高齢
化などの社会的制約の中で、持続可能かつ心豊かな社会を
実現するためには、経済成長や暮らしの利便性を追求する
従来の考え方ではなく、制約を踏まえた新たなライフスタ
イルの創造と移行が求められる。
　本プロジェクトでは、制約条件が異なる4地域をモデル地
域として、地域に適した未来のライフスタイルを創出する基

盤をそれぞれ構築する。具体的には、現在
90歳前後の高齢者へヒアリングを行い、
戦前の厳しい制約の中で豊かさを生み出す価値や地域らし
さを抽出する。それらを基に、新しいライフスタイルをバッ
クキャスト思考によりデザインする。また、描いた新しいラ
イフスタイルを多世代共創により具現化し、浸透させるた
めの方法論の構築を目指す。

H
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  ポスターセッション ❶
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  ポスターセッション ❷
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  ポスターセッション ❸
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  ポスターセッション ❹
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  ポスターセッション ❺
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  ポスターセッション ❻
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  ポスターセッション ❼
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  ポスターセッション ❽
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西村 勇也 
（NPO法人ミラツク 代表理事）

　大阪大学大学院にて人間科学(Human Science)の修士を取得。人材育成企業、財団法人日本生産性本部
を経て、2008年より開始したダイアログBARの活動を前身に2011年にNPO法人ミラツクを設立。 
　Emerging Future we already have（既に在る未来を手にする）をテーマに、社会起業家、企業、NPO、
行政、大学など異なる立場の人たちが加わる、セクターを超えたソーシャルイノベーションのプラットフォーム
づくりと、企業が社会課題を基盤に社会と共に行う事業創出、事業コンセプトデザインに取り組む。

藤田 壮 
（国立研究開発法人国立環境研究所社会環境システム研究センター センター長）

　神戸生まれ。1984年東京大学工学部都市工学科卒業後、建設会社で地域開発等を担当。1991年にペン
シルバニア大学都市計画修士取得、大阪大学環境工学専攻助手、環境価値を高める空間特性についての研
究で博士（工学）取得後1997年より大阪大学助教授、東洋大学教授等を経て現職。名古屋大学連携大学院教
授、国連大学客員教授など。専門は環境評価、エコタウン、環境都市、環境技術アセスメント。

吉岡 初浩 
（愛知県高浜市長）

　1979年3月名古屋市立大学卒業。1999年4月高浜市議会議員に初当選し、2003年4月高浜市議会議員
に再選。2005年5月から2006年5月まで高浜市議会議長を務める。2007年4月高浜市議会議員に三選。
2009年9月 高浜市長に初当選し、2013年9月高浜市長に再選。主な公職に衣浦衛生組合参与、衣浦東部
広域連合連合長、福祉自治体ユニット監事、愛知県国民健康保険団体連合会理事、愛知県市町村職員共済組
合理事長など。

  パネルディスカッション「多世代共創の可能性と限界」登壇者紹介

パネリスト

次項もご参照ください
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  領域マネジメントグループ紹介

石田 秀輝 
（合同会社地球村研究室 代表社員／東北
大学 名誉教授）

（株）INAX（現LIXIL）取締役CTOを経て
2004年から東北大学大学院環境科学研
究科教授、2014年より現職、ものつくりのパラダイムシフト
に向けて国内外で多くの発信を続けている。特に、2004年
からは、自然のすごさを賢く活かすあたらしいものつくり『ネ
イチャー･テクノロジー』を提唱、現在その上位概念である
『間抜けの研究』を沖永良部島で開始した。

大和田 順子 
（認定NPO法人JKSK女性の活力を社会
の活力に 理事長／一般社団法人ロハス・
ビジネス・アライアンス 共同代表）

東急百貨店、東急総合研究所、ボディ
ショップ等企業で20数年に渡りソーシャルマーケティングを
実践。2002年ロハスを日本に紹介。有機農業や生物多様性
をテーマに各地の農山村で企業と地域連携によるCSVプロ
ジェクトをプロディース。
立教大学21世紀社会デザイン研究科「サステナブル・コミュ
ニティ論」兼任講師。
農水省・世界農業遺産専門家会議委員／総務省・地域資源
事業化支援アドバイザー
主な著書：『ロハスビジネス』（朝日新書）、『アグリ・コミュニ
ティビジネス』（学芸出版社）。

岡部 明子 
（東京大学大学院新領域創成科学研究科 
教授）

東京生まれ。1985年、東京大学工学部建
築学科卒業後、バルセロナに10年間住
む。建築などのデザインを手がけるかたわら、欧州都市戦略
に関する研究で環境学博士（2005年）を取得。著書に、『バ
ルセロナ』（中公新書、2010）、『サステイナブルシティ－EU
の地域・環境戦略』（学芸出版社、2003）、『ユーロアーキテク
ツ』（学芸出版社、1998）、ほか。

後藤 和子 
（摂南大学経済学部 教授）

京都大学理学部卒業
京都大学大学院経済学研究科修了、博士
（経済学）
埼玉大学経済学部教授、エラスムス大学（オランダ）客員教
授等を経て現職
Executive board member of Association for cultural 
economics international (2006-2012)
文化経済学会＜日本＞会長、日本財政学会理事等を歴任

泉 紳一郎 （国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター センター長）

1977年3月東京大学工学部卒業、同年4月科学技術庁採用。1984年7月計画局計画課企画室長補佐、1989
年3月外務省在フランス日本国大使館一等書記官、2001年1月文部科学省 研究振興局振興企画課長、2006
年4月筑波大学副学長、2008年7月文部科学省科学技術･学術政策局長、2010年7月内閣府政策統括官(科
学技術政策･イノベーション担当)等を経て2013年4月より現職｡

センター長

大守 隆 （東京都市大学環境学部 教授）

工学部を卒業した後、国家公務員として、経済政策、経済計画、経済分析に携わった。2000年の経済白書で担
当課長として科学技術と経済との関係を初めて採りあげた他、国際会議や計量分析を中心に活動。退官後、外
資系証券会社のチーフエコノミストやAPEC（アジア太平洋経済協力）の経済委員会の議長を経験。オックス
フォード大学経済学博士。

領域総括

領域アドバイザー
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西郷 真理子 
（都市計画家／株式会社まちづくりカンパ
ニー・シープネットワーク 代表取締役）

都市計画家。高松丸亀町商店街再開発事
業(ABC街区)、長浜まちづくり、川越蔵造り
の町並み、復興まちづくりとして石巻などの支援をしている。
2008年日本都市計画学会賞石川賞受賞。2010年ウーマン・
オブ・ザ・イヤー2010大賞受賞。2011年カンヌ国際都市開発
未来プロジェクト最優秀賞受賞(MIPIM Awards 2011)。

相馬 直子 
（横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 
准教授）

東京大学大学院総合文化研究科博士課程単
位取得退学、日本学術振興会特別研究員を
経て、2007年より現職。専門は福祉社会学、社会政策学。日韓
を中心とした東アジアにおける「子育ての社会化」や家族政策
の比較研究に関心が深い。最近の論文に「日韓比較から考える
子育て・保育政策――韓国の事例を中心に」女性労働問題研
究会編『「ネオリベ」と労働破壊（女性労働研究58号）』青木書店
（2014）、「韓国における幼保一元化：＜幼児教育／保育＞問題
の変容」『教育と医学』2014年6月号、などがある。

藤江 幸一 
（横浜国立大学先端科学高等研究院 教授）

1980年東京工業大学大学院博士課程修了
（工学博士）
同年、東京工業大学資源化学研究所助手
オハイオ州立大学博士研究員を経て
1988年横浜国立大学工学部助教授
1994年豊橋技術科学大学エコロジー工学系教授
2007年12月横浜国立大学大学院環境情報研究院教授
2015年3月より現職

前野 隆司 
（慶應義塾大学大学院システムデザイン・
マネジメント研究科／研究科委員長・教授）

1984年東京工業大学工学部機械工学科卒
業、1986年東京工業大学理工学研究科機
械工学専攻修士課程修了、同年キヤノン株式会社入社、1993
年博士（工学）学位取得（東京工業大学）、1995年慶應義塾大
学専任講師、同大学助教授を経て現在教授。この間、1990年
-1992年カリフォルニア大学バークレー校Visiting Industrial 
Fellow、2001年ハーバード大学Visiting Scholar。

南 学 
（東洋大学 客員教授）

横浜市生まれ。1977年、東京大学教育学部
を卒業。同年横浜市役所に就職。1989年、カ
リフォルニア大学（ＵＣＬＡ）大学院に留学。帰
国後、市立大学事務局、 市長室等を歴任し、2000年静岡文化
芸術大学文化政策学部助教授。横浜市立大学教授、神奈川大
学特任教授を経て現職。自治体の経営・マネジメントを研究。ま
た、行政刷新会議の事業仕分けにも民間評価者（仕分け人）と
して参加。著書に『自治体アウトソーシングの事業者評価』、『行
政経営革命』、『改革エンジンフル稼働』など多数。

村上 清明 
（株式会社三菱総合研究所 研究理事）

1978年東京大学工学部卒。1983年コー
ネル大学大学院修士課程修了。M.S. 1978
年、日本国有鉄道入社。新幹線総局、技術計
画室等を経て、1987年三菱総合研究所入社。社会資本整備、
科学技術政策、未来社会分野の研究に従事し、2012年12月
より現職。

柳川 範之 
（東京大学大学院経済学研究科 教授）

1983年大学入学資格検定試験合格。1988
年慶應義塾大学経済学部通信教育課程卒
業。1993年東京大学大学院経済学研究
科博士課程修了。1993年慶應義塾大学経済学部専任講師。
1996年東京大学大学院経済学研究科助教授。2007年制度変
更により同准教授。2011年より現職。
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