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プログラム

◆ 開催挨拶
13:00 ～ 13:05 大守 隆 領域総括（元 内閣府 政策参与／元 大阪大学 教授）

◆ セッション 1

13:05 ～ 13:45

基調講演
「多世代共創・多文化共生による地域づくり
 ～徳島県神山町における創造的過疎の取り組み～」
大南 信也 認定特定非営利活動法人グリーンバレー 理事長

13:45 ～ 14:05
講演「文化資源を核とする地方創生と持続可能性」
松坂 浩史 文化庁地域文化創生本部 事務局長

◆ セッション 2

14:05 ～ 14:25
講演

「領域が目指す社会とプロジェクト構成」
石田 秀輝 領域アドバイザー（合同会社地球村研究室 代表社員／東北大学 名誉教授）

14:25 ～ 14:45
プロジェクト発表 1 

「漁業と魚食がもたらす魚庭（なにわ）の海の再生」
大塚 耕司 大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科 教授

14:45 ～ 15:05
プロジェクト発表 2 

「農山漁村共同アトリエ群による産業の再構築と多彩な生活景の醸成」
宮本 愛 東北工業大学 研究開発コーディネーター

15:05 ～ 15:25

プロジェクト発表 3 
「地域の幸福の多面的側面の測定と持続可能な多世代共創社会に向けての
 実践的フィードバック」
内田 由紀子 京都大学こころの未来研究センター 准教授

15:25 ～ 15:40 休 憩

◆ パネルディスカッション

15:40 ～ 17:00

「地域資源の伝承と新たな価値創造：過去から何を学び、将来に何を遺すのか」
コーディネーター：

服部 篤子 領域アドバイザー（一般社団法人 DSIA 代表理事）
パネリスト： 

岩井 克巳 特定非営利活動法人大阪湾沿岸域環境創造研究センター  専務理事
大南 信也 認定特定非営利活動法人グリーンバレー  理事長
金藤 克也 一般社団法人さとうみファーム  代表理事
後藤 春彦 早稲田大学大学院創造理工学研究科  教授
佐々木 秀之 宮城大学事業構想学群  准教授
山本 芳華 平安女学院大学国際観光学部  准教授

17:00 ～ 17:30 ◆ポスターセッション
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領域紹介

⃝研究開発領域の背景
近年、我が国は人口減少、少子高齢化、エネルギー問題、経済の停滞と財政赤字など厳しい状況に直面し

ており、これに加え、地球規模の気候変動などに伴う環境面の課題についても対応がせまられています。特
に都市・地域では、高度成長期に増加した人口が高齢化の急激な進展と少子化により減少に転じた結果、人口・
社会構造が大きく変化してきています。経済、インフラ等の機能の維持や都市・地域に暮らす人々の生活水
準、生活の質を含めた持続可能性が今後ますます重要な課題となることが予想され、社会全体として複合的、
多元的な課題の解決が必要とされています。これと同時に、特に 2011 年 3 月の東日本大震災以降、物質的・
量的豊かさだけではなく、人々の多様性や創造性を認め、人や自然とのつながりや助け合い、絆といった心
の豊かさや、環境や文化・伝統的価値の保全・再生などに新たな価値を見出す流れが強くなっています。

また、国連等における持続可能な発展の議論においては、環境の持続可能性を基盤とした社会と経済の持
続可能性の各側面をバランス良く統合する一貫したアプローチの重要性が強調され、well-being（個人の豊
かさ、生活の質、福祉等）の視点が注目されています。OECD（経済協力開発機構）の社会発展政策におい
てもポスト成長期の社会目標として well-being が打ち出されており、国際的にも目指すべき成熟社会の在り
方が提示されています。

成熟社会へと移行しつつある我が国においても都市・地域の持続可能性を考える際にこのような視点を
考慮した取り組みが必要といえます。今後予想される社会的な課題を見据え、多世代・多様な人々の well-
being を実現し、都市・地域社会を環境、社会、経済等の多面的な側面から持続可能とする、先見性のある
取り組みが求められています。

そこで本研究開発領域では、子どもから高齢者まで多世代・多様な人々が活躍するとともに、将来世代も
見据えた都市・地域を、世代を超えて共にデザインしていく研究開発を推進します。RISTEX がこれまで取り
組んできた複数分野の知見や、多様なステークホルダーとの協働による研究開発を進めるためのノウハウを
活かしてマネジメントを実施します。

⃝本領域が目指す「持続可能な多世代共創社会」とは

     定義：
今を生きる私たち（子どもから高齢者まで）が、将来の制約と豊かさを考えながら、過去から学び、
現在の知識やテクノロジーなどを加えることで新しい価値を生み出し、次の世代がより良い生き方・
豊かさを実現できるための資源をつなぐことができる社会。

     アプローチ：
① 将来の制約と豊かさを想定しながら、過去から学び、現在の知識やテクノロジーなどを加えるこ

とで、新しい価値を生み出す。過去・現在・将来世代の共創。持続可能な社会の要件。

② 今を生きる子どもから高齢者が共に新しい価値を生み出す。①の共創を促すのに有効である可能
性がある。

③ 過去から受け継いだ有形無形の資源を引き継ぐために必要な各世代の役割分担を明らかにする。
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⃝研究開発プロジェクト一覧

採択年度 プロジェクト名 研究代表者 所属・役職

H26

⃝ 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 千葉大学大学院社会科学研究院  教授

⃝ 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 上級主任研究員

⃝ 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

H27

⃝ 地域の幸福の多面的側面の測定と 
持続可能な多世代共創社会に向けての 
実践的フィードバック

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

⃝ 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

⃝ 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

⃝ 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

⃝ 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

H28

＜一般枠＞
⃝ 漁業と魚食がもたらす魚庭（なにわ）の 

海の再生 大塚 耕司 大阪府立大学大学院人間社会システム
科学研究科  教授

⃝ 農山漁村共同アトリエ群による産業の 
再構築と多彩な生活景の醸成 大沼 正寛 東北工業大学大学院

ライフデザイン学研究科  教授

⃝ 空き家活用によるまちなか医療の展開と 
まちなみ景観の保全 後藤 春彦 早稲田大学大学院創造理工学研究科

教授

⃝ 地域を持続可能にする公共資産経営の 
支援体制の構築 堤 洋樹 前橋工科大学工学部  准教授

⃝ 生業・生活統合型多世代共創コミュニティ
モデルの開発 家中 茂 鳥取大学地域学部  教授

＜俯瞰・横断枠＞

⃝ 寄付を媒介とした多世代共創モデルの提案 岸本 幸子 公益財団法人パブリックリソース財団
専務理事

⃝ 多世代哲学対話とプロジェクト学習による
地方創生教育 河野 哲也 立教大学文学部  教授

⃝ ソーシャル・キャピタルの世代間継承 
メカニズムの検討 要藤 正任 京都大学経済研究所

先端政策分析研究センター  特定准教授








































































