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2015年（平成27年）10月、政府は国の構造的問題である少子
高齢化に真正面から挑むべく新三本の矢、すなわち「希望を生み
出す強い経済」、「夢をつむぐ子育て支援」、「安心につながる
社会保障」をたて「一億総活躍社会」の実現に係る審議を行う
「一億総活躍国民会議」を設置。 

課題を先送りせず、「今」をどうするか、こうした国の動きと連
動しながら、国民一人ひとりが「我がごと」として考え、それぞ
れの組織が「枠を超えて連携」していく事に成功の鍵があり、
我々が目指す未来がある。 

今回、延岡市が駅改築を契機に、周辺地域の活性化やこれからの
地域づくりに着手した。保健・福祉の視点からその動きに寄与で
きる方法がないか、1年を通して検討した結果を報告する。 

N市の未来を創るために 



 少子高齢化に対応する、国が推し進める 
              一つのシステム 
 
超高齢社会の様々な課題に対し、国が示す一つの対策に「地域包
括ケアシステム」がある。団塊の世代が後期高齢者に達する2025
年（平成38年）に向けて、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援
を目的とし、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することがで
きるような包括的な支援・サービス提供体制の構築の推進である。 
高齢者が地域生活を行う中で様々なサービスが30分圏内で利用で
きる地域づくりを目指す取り組みである。具体的には「介護」、「
医療」、「予防」という専門的なサービスと、その前提としての「
住まい」と「生活支援・福祉サービス」が相互に関係し、連携しな
がら在宅の生活を支える。また、地域の特性、費用負担の区分など
「自助」・「互助」・「共助」・「公助」の仕組みを見据え、その
地域に合ったシステム構築を目指していくものである。 

 

 
                           

図12 地域包括ケアシステムの        図13 「自助・互助・共助・公助」 

５つの構成要素   

 



いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

住まい 

地域包括ケアシステムの姿 

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学
校区）を単位として想定 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 

・24時間対応の訪問サービス 

・複合型サービス 

   （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

 ・自宅 

 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 
相談業務やサービスの 

コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 

・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・認知症共同生活介護 

・特定施設入所者生活介護 

                等 

 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医 

 ・地域の連携病院 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 通所・入
所 

・急性期病院 

・亜急性期・回復期 

 リハビリ病院 

病気になったら･･･   

医 療 
 

介護が必要になったら･･･   

   介 護 

■介護予防サービス 

認知症の人 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が
一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。 

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、
地域包括ケアシステムの構築が重要です。 

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少
する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。 

  地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域
の特性に応じて作り上げていくことが必要です。 

 

地域包括ケアシステム 



先行事例 



学生と行政、商店街等が連携しながら 
            地域づくりを行っている先行例 

①佐賀大生、商店街住民に 空き店舗居住実験へ 
 

シャッターが閉まったままの空き店舗が目立つ佐賀市の商店街に、佐賀大学の学生が古い
空き店舗を改修して住み込む実験を開始（2010年）。空洞化と高齢化が進む商店街に若者
が住み、商店主らと交流しながら住民目線でまちづくりの課題や可能性を探る。若者の力
を借りて街中に活気を取り戻す。  

 

 建物は明治時代に建てられた木造2階建てで、延べ床面積約150平方メートル。1階は研究
室を兼ねた集会場にし、2階に居住空間を設ける。大学研究室のまちづくりの調査拠点やゼ
ミ室としての活用も検討している。改修費など約100万円は国交省の住まい・まちづくり担
い手支援事業の補助金や同研究会会員のカンパを充てる。  

 

 佐賀市中心商店街９カ所の空き店舗率（09年8月現在）は平均22.85％、中でも呉服町商
店街は42.31％と際立つ。空き店舗貸し出しに協力した西山正義呉服町自治会会長は「まち
は高齢者が増え、人通りが少ない。若い人たちが中心になって元気が出れば」と話し、近
くの商店主も「ほかにも学生が住む場所の提供を考えたい」と期待を寄せる。  

へ発展し、現在も模索を続けている。 

まちなか学生会議／街ライフ× 街アート 
「佐賀のまちなか居住」プロモーションプロジェクト 
空き家に住もう実験 



②若者チャレンジショップ事業及び大学生連携活性化事業  
                 三重県津市商工観光部商業労政振興課 

 

⑴ 高校生による若者チャレンジショップ事業 

 津商業高校の生徒が「商品開発と販売実習」をテーマとして、大門大通り商店
街内にある空き店舗を利用し、自分たちが考えたオリジナル商品を始めとする市
内の他高校の生産物や市内の物産品などを販売。 

 

⑵ 大学生連携活性化事業（「つ・だいもん学生マルシェ」） 

 商店街の空き店舗を活用し、ベンチャーサークルに所属する地元大学生が
「つ・だいもん学生マルシェ」を開設し、単に店舗で商品を販売するということ
だけでなく、仕入れる商品へのこだわり、魅力ある店舗づくり、集客力のある宣
伝や企画など大学生ならではの発想と感覚でプロモーション事業を展開しながら
その存在感をアピール。 

③地域活性化プロジェクト 
プロジェクト科目として単位認定も含めた地域活動の実施  同志社大学  

 
空き店舗を活用した地域活性化 －風が起こすムーブメント－ 

最初に地域を知り課題やニーズの把握をする（空き店舗の状況、地域課題の把握）。そし
てイベントのスタッフとして参加し企画・運営のノウハウを学習する。次に自らイベント
を仕掛けて課題解決へチャレンジするという3段階で授業を進める。 



④学生による商店街空き店舗活用事業 
                           大阪府池田市 
 

商店街活性化やにぎわい創出を目的として「学生による空き店舗活用事業」を実施。この
事業は、産学官連携事業として、池田地区では、栄町商店街と関西大学・関西学院大学が
「関関COLORS」を、石橋地区では、石橋商店街と大阪大学が「石橋キャンパスプロジェ
クト」を実施。 

 

「関関COLORS」 

関関COLORSは、関西大学と関西学院大学の学生で運営するチャレンジショップ。 

 平成22年に池田栄町商店街にオープンし、毎月不定期でイベントを実施。 

 

「石橋キャンパスプロジェクト」 

大学生によるアフタースクール・サービスです。コンセプトは、子どもに最大限楽しんで
もらおう！ 

対象：小学1〜3年生（主に呉服・池田小学校区の全ての小学生） 

定員：20名 

営業時間：毎週水曜日 午後5時〜7時 
料金：（宿題チェック、おやつ付き）  

    事前予約有りの場合 1回1,000円 （当日預かりの場合、1回1,200） 

内容：英語や工作・料理など 



「N市」の地域包括ケアシステムをどう作るか 

この中の「ケア」という文字を 

介護だけの意味にはせず、「注意して皆で見守り合う」、「意識を持って関
わり合う」と意味づけたい。 

保健・医療・福祉だけの課題にしない。今後の地域全体の在り方を考える。 

健康、生活、趣味、商売、学び、仕事、障害、様々な事柄が同時に起きてい
るのが地域。そうしたことを延岡の地域で出来る人にはそれを促進して、
困っている場合には手を差し伸べる。 

そうした地域を創生していく。 

 

上記、様々な考え方があるが、基本的には人が肩を寄せ合いながら共生して
いく環境や雰囲気が大切。 

空き店舗も多く、人通りが少ない現状。これでは人が寄り添い、見守ってい
くケアシステムも構築できない。 

人が住む環境ができないものか・・。 



人が住まなければ、その場所は元気にならない 

商店街の2階は住居スペース。しかし、ほとんど人が住んでいない。 

学生に安価で住まわすことができないか？シェアハウスなどできないか？ 

【学生長屋構想】 
「住む」「若者」「継続」 

しかし、そもそも学生にシェアハウスなどのニーズはあるのか？？ 
あるとすれば、どのようなデマンドがあるのか？ 

今回、N市が駅改築を契機に、周辺地域の活性化やこれから
の地域づくりに着手した。保健・福祉の視点からその動きに
寄与できる方法がないか、1年を通して実践を通しながら調
査・検討した結果を報告する。「住む」「若者」を調査！ 



実 践 
 
（平成28年4月～平成29年3月） 



【街角図書館・学生長屋の構想、検討】  
 まず、やってみようか！！            
商店街・学生企画・協議、空き店舗の確認、準備 
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3

 

ブルーの部分が空き
店舗 

今回臨時ではここを利用 

N駅 

事始めに空き店舗で一回だけ実施。その後、店舗を借りて各団体と協働しなが
ら実践を重ねた。 



看護協会と協力して 

自動車運転シュミレーターで運転能
力の検査をしています。 

性格別認知症診断テスト！ 



本の内容を手早くわかるような工夫（フライ
ヤーを学生が作成） 

認知症関連のショート
レクチャー実施 

本をたくさん置いて・・街角図書館も実施 



学生たちの協力 

クリスマスのイベントで周囲の子ど
もたちに声をかけたり、婦人会の皆
さんと一緒にクラフトをするのを手
伝ってくれました。 
学生が参加すると活気が出て、周囲
も明るくなります。 



門前市で高次脳機能障害家族の会の方たちと諸塚村の
シャモジと都城のイチゴを販売！イチゴは即完売でした 

アーケードのある場所で「門前市」に出店 



婦人会も活用してくれ
ました。 
絵手紙教室の開催 

ハンドケア
教室の開催 

家族会と協力して 



調査・研究 
 

- 学生たちのニーズ・デマンドを探る – 
 
 
 

・延岡街づくり補助金 
・日本地域作業療法研究会 研究費 



【対象および方法】 

K大学 保健科学部学生（作業療法学科、言語聴覚療法学科、臨
床工学科）の232名を対象に行った。 
 

・男女比（131：101） 

・平均年齢（23.2±2.3） 

・下宿：実家（146：86） 

回答は自由で、答えたくない学生は用紙を破棄してもらうことで
同意を得ることにかえた。 

 



学生下宿に関するアンケート 
１：性別 男 女 学科：   

2：年齢 歳       

３：現在の宿泊先 下宿：（延岡市内：         ） 実家：   

４：通学手段 徒歩 バス バイク   車 （複数回答OK） 

４.１：通学時間 時間 分   

５：現在の家賃         

3万-3.5万 3.5-4万 4-4.5万 4.5-5万 5万以上 

６：生活費         

8万-10万 10万-12万 12万-14万 14万-16万 16万以上 

７：シェアハウスで生活するならば・・調査     

あなたはシェアハウスに興味がありますか。 

追加で記載することがあれば記
載してください。 

1とても興味がある 2興味がある 3あまり興味が無い 4興味がない 

◆個室には鍵が掛けられる 

1とても重要である 2重要である 3あまり重要でない 4重要でない   

◆風呂・トイレ・キッチン・リビング・ベランダが共有   

1気にならない 2あまり気にならない 3気になる 4無理である   

◆家電製品（炊飯器、電子レンジ、洗濯機、冷蔵庫）が共用   

1気にならない 2あまり気にならない 3気になる 4無理である   

◆共有者は知らない人でもOK？友達じゃないとダメ？   

1絶対知り合いが良い 2知り合いが良い 3できれば知り合いが良い 
4知らない人でも
良い 

  

◆シェアハウスの家賃はどれ位までなら良い？   

1.5万 2万 2.5万 3万   

８：その他         

◇下宿を選ぶ要因（重要度順に番号：１が一番重要）   

通学時間（   ） 住環境（   ） 設備（    ） 家賃（    ）   

親が決める（  ）         

◇ボランティアの参加に興味があるか   

ある まあまあある あまりない ない   

◇バイトはしていますか？   

毎日している 週4回 週2回 していない   

◇8以外で下宿を決める際に自分にとって大切な項目に○をつけてください（複数回答OK） 

駅が近い 大学が近い バス停が近い コンビニが近い スーパーが近い 
ネット環境あり 大通りに面する 静かな場所   部屋が広い 
日当たりが良い 二階以上 風呂が広い 築年数 建物外観が良い 
フローリング 畳       

ご協力ありがとうございました。作業療法学科 小川敬之 

他大学の下宿に関するアン
ケート用紙を参考に作成 

下宿・実家に関係なく在学
生にアンケート調査を行っ
た。 

アンケート用紙 



1とても興

味がある 

14% 

2興味がある 

43% 

3あまり興味が

無い 

23% 

4興味がない 

20% 

あなたはシェアハウスに興味が 

ありますか 

1とても重要

である 

46% 
2重要である 

39% 

3あまり重要

でない 

11% 

4重要で

ない 

4% 

個室には鍵が掛けられる 

シェアハウスに興味がとてもある、
興味があるだけで全体の57％を占
めている。半数以上に興味関心があ
ることが伺える。 

個人スペースに鍵がかかること
は重要であり、やはりプライ
バシーの保護は重要な要素で
ある。 

【結果】 



1気にならない 

20% 

2あまり気になら

ない 

32% 

3気になる 

33% 

4無理である 

15% 

風呂・トイレ・キッチン・リビング・ベランダ

が共有 

1気にならない 

41% 

2あまり気になら

ない 

32% 

3気になる 

20% 

4

無

理

で

あ

る 

7% 

家電製品（炊飯器、電子レンジ、洗濯機、

冷蔵庫）が共用 

生活に必要な設備の共用は
半々で気になる・気になら
ないという結果だった。 

電化製品の共用は特に気に
ならないという結果になっ
た。 



4知らない人で

も良い 

12% 

3できれば知り

合いが良い 

41% 

2知り合いが良

い 

28% 

1絶対知

り合いが

良い 

19% 

共有者は知らない人でもOK？友達じゃ

ないとダメ？ 

1.5万 

15% 

2万 

49% 

2.5万 

23% 

3万 

13% 

シェアハウスの家賃はどれ位までなら良い？ 

シェアする人は出来れば知
り合いがよいという結果で
あった。 

家賃に関しては2万円以下
が64％だった。 
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5位 

下宿を決める際の優先順位 

一番の要因として住環境、家賃があげられ、次いで施設の設備となっている。車、
バイクの通学が多い状況の中、通学時間に関しては決定要因としては低かった。し
かし、下宿に駐車場の確保も必要な要素となると思われるが、今回は調査項目に入
れてなかった。下宿決定時には親の意見はあまり反映されていない。 

順位 項目 

1位 住環境 

2位 設備 

3位 家賃 

4位 通学時間 

5位 親の意見 
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下宿を決める要素 

数(複数回答) 

4 

前述の要素以外の決定因子である。日頃の生活が快適に
できる環境が下宿を決める大きな要因として挙げられ

た。 

1 
2 

3 



変数

各クラスターの平均のプロッ ト

ｸﾗｽﾀ  ーNo. 2
ｸﾗｽﾀ  ーNo. 1

3.532.521.51.50
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STATISTICA 因子負荷     

因子分析 
  (バリマックス回
転法解) 

    

STATS       

   因子     因子     因子    

変数 1 2 3 

興味     0.782514 0.394631 0.466124 

鍵       0.37141 0.885564 0.267883 

生活共用 0.535648 0.434194 0.714628 

家電共用 0.336823 0.820079 0.454088 

共用者   0.428744 0.364434 0.820351 

シェア家 0.780141 0.435898 0.429808 

-------- -------- -------- -------- 

分散     0.323847 0.353971 0.310606 

＜因子＞ 
F1：興味がある 
F2：個人スペース 
F3：共同生活 

【結果】 
今回の調査群はシェアハウスに大変
興味を持っており、個人の空間確保
に対してもさほど強い意識は持って
おらず、他者との共同生活にはあま
り気を留めない（問題なく行える）
タイプとシェアハウスにはさほど興
味がなく、個人空間を確保しなが
ら、他者との共用が難しいタイプに
分かれた。 

アンケート実施者の潜在的意向を分析
するために探索的因子分析を行った。 

因子得点をもとにクラスター分析を行い、
シェアハウスに対する意向の分類（クラス分
け）を行った 



 
「大学生のまちなか居住に関する」支援策への提言 

 
駅まちエリアマネジメント委員会 様 宛 

・駅周辺開発が進む中で、商店街も様々な取り組みで活性化を模索しているが、打開策が見え
てこない現状にある。 

・地域を活性化するには「住む」「若者」「継続」が要であり、住むには居住区が必要、若者
は九州保健福祉大学学生の協力、継続は資金をどうするか、が課題となる。 

・そこで、今回「住む」、「若者」をテーマとした調査を先行事例を参考にしながら実施し
た。調査の内容は、商店街の2階スペースはもともとが居住区であり空き家でもある。この空家
に、現在延岡市内に下宿している学生を「シェアハウス」方式で住む事を想定して、その意
識、ニーズ調査を実施した。 

・意識は思いのほか高く、半数以上が興味があるという回答になった。下宿を決める要素とし
て高い要因である「スーパーが近い」、「コンビニがある」「ネット環境がある」など商店街
に学生居住区をつくる意味は大きいと考える。 

・今後は空き店舗家主との交渉（家賃など）、学生サイドにも長屋構想を考える組織を作る、
内部の改築・改修をどうするか、など多くの課題はあるが、街（行政など）と地元の人と、大
学、学生（若者）が連携しながら街づくりを行う実践モデルになる可能性があると思われた。 

・今後は行政や駅まちエリアマネージメント委員会の取り組みを推進していく事が「延岡の未
来」につながっていくものと思われる。 



【まとめ】 
 
人口減少がある地域の居住者を増やしていくには、住居人のニーズを予
測し、ニーズにある程度合わせた提案を行っていく必要がある。 
 
今回、先行事例などを参考にしながら、人の居住が激減し、商店街の空
き店舗・居住スペースに学生を居住させることで地域の活性化に結びつ
かないかと考え、商店街に店舗を借り、実際の活動を行いながら、現状
の意識調査を行った。 
 
今回の調査により、学生の興味とニーズの一端がわかった。共同生活
（シェア）を良しとする学生も半数以上いることは、今後の地域活性化
への糸口になるように思われる。 
 
今後、N市、駅まちエリアマネジメント委員会などが商店街との折衝、
大学や学生との調整を行いながら、「学生長屋」実現に向けて取り組ん
でいくことを望む。 


