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北九州市が実施する環境モデル都市北九州市が実施する環境モデル都市北九州市が実施する環境モデル都市

「成長するアジアの低炭素社会づくりを牽引
する『アジアの環境フロンティア都市』の実
現」

基本理念は、「産学官民に備わる地域の環
境力を結集し、『世代を越えて豊かさを貯蓄し
ていくストック型社会の構築』



基本方針基本方針基本方針

１）工場と街の連携などを通じて、産業基盤を基軸と
した地域最適エネルギーシステムを確立し、「産業
都市としての低炭素社会づくりのあり方」を提示す
る。

２）街のコンパクト化、長寿命化などを通じて、お年
寄りや子供にとってとっても豊かで住みよい、「少子
高齢化社会に対応した低炭素社会づくりのあり方」
を提示する。

３）成長するアジアの産業都市の持続的発展を支え
るべく、「アジアの低炭素化に向けての都市間環境
外交のあり方」を提示する。



具体的な取組み具体的な取組み具体的な取組み

市域においては２００年街区形成などによる「ス
トック型都市構造への転換」
工場の持つエネルギーインフラの都市インフラの
観点からの活用や低炭素貢献製品の技術・製造
拠点化などを図る「次世代産業構造の構築」
ストック型都市基盤を積極的に活かす、低炭素ストック型都市基盤を積極的に活かす、低炭素
に資する産業技術・システムを創り出す「低炭素に資する産業技術・システムを創り出す「低炭素
社会を支える人材の育成社会を支える人材の育成 」」
取組を精緻に評価し、新しい価値観・文化を創造
する「豊かな暮らしの創出」
都市間環境外交を通じての「アジアの産業都市
での本市取組の拡大展開」



地域再生人材創出構想地域再生人材創出構想地域再生人材創出構想

技術的スキルに加え、

それを実現するための経済的手法等

さらに地方自治体における各種政策

法・制度等の社会技術の両面を駆使

次世代ストック型社会地域圏形成を実現



「八幡東区ストック型地域圏」
 

プロジェクト構成（案）
 

「八幡東区ストック型地域圏」「八幡東区ストック型地域圏」
 

プロジェクト構成（案）プロジェクト構成（案）

(A) アロケーションGr.

①地質地形・地勢・ハザードマップ
　 地域のスケルトン＆バッファー
②近未来の都市＆世界の動態
　　　　　２年おきにVir.-up

(F) 産業・技術連携Gr.

ストック型社会転換に向けた
　　　　　　　　産業形成モデル

　　　　　（地域産業モデル）

(H) 地域ファンド・金融Gr.

地域の資金で地域資産を造る金融モデル

　　　　　　　　　　（方　法　研　究）

(G) 地域価値創出Gr.

（地勢・歴史・文化）→景観→デザイン

　　（世代間遺産形成ルールの研究）

新ビジネスモデル

(C)八幡東区近未来図Gr.2050年のあなたの地域

土地利用計画／２１００→　　　　　　　→２０３０→２０１５
　　　①A案
　　　②B案　　　　都市・交通・各種インフラ
　　　③C案
複数の産学官民のGr.／２年おきのコンペ

　　　　　　　　　　　　　（市　民　参　加）

２０５０

(J) エリアマネジメント

具体的プロジェクト展開

　（社会システム維持・持続の方法）

(I) 先行モデル展開Gr.

ストック型街区、エリア開発
・東田他
　・デベロッパー等の誘導

　　（実現のための具体的政策）

(B)生物資源・自然エネルギーGr.

①ポテンシャル研究
②生物資源
　 食料・農林・水産資源
③エネルギー
④地域の生態系・生物多様性
⑤近未来洞海湾

　国

北九州市環境モデル都市（全体）
pjt.

行政

国との連携Gr.
市民推進会議

産学官民

・社会動態／地球環境／資源
・ストック型社会転換の目的

・低酸素化レベル、資源のストックと自立
・産業経済

(E) 市民意見創出Gr.

　　　　　市民意見集約　⇔　意見交換
　　　　　　　・市民意見の反映方法
                ・世論形成の方法
　　　　　　　　・実効的な政策の方法
　　　　　　（方　法　研　究）

調査

(D)メディアGr.
      見える化：2050年を市民が３Dで理解
目的：全体思想から個別テーマまで市民理解

・
　　 ↓
・ ２０３０
　 　↓
・ ２０１５

・ABC各案による
　　ライフスタイル、地域都市の姿

２０５０

コ ー デ ィ ネ ー ト 会 議

ストック型人材養成
○地域人材がビジネスの主役

○地域人材が教育者



人材養成モデル構築計画人材養成モデル構築計画人材養成モデル構築計画
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地域および域外の複数の大学や研究機関の研究者

地域の産業界（製造業等）の科学技術に関する専門家

地域および域外の社会技術に関する専門家

自治体の地域づくり、まちづくりに関する専門家
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ストック型社会形成人材養成講座 概要ストック型社会形成人材養成講座ストック型社会形成人材養成講座 概要概要

実施主体 学校法人 九州国際大学

講座内容

環境や資源、建物等個人資産と社会インフラを長寿
命型にし、世代間の資産・資源の蓄積を図ることで経
済構造の転換を図り、持続可能な「ストック型社会形
成」を目的に、社会技術に関する人材を養成する。

地域企業との共同研究の実績を活用したインターン
シップ制度を導入した実践的人材養成を導入

初年度にそのカリキュラムの骨格に関する調査
研究を行う。



カリキュラムの基本要素 (案)カリキュラムカリキュラムの基本要素の基本要素 ((案案))
現在の日本の社会ニーズからみた「ストック型社
会転換の必要性」

日本の近未来ニーズからみた「ストック型社会転
換の必要性」

ストック型社会のつくり方－1（ハード編）

ストック型社会のつくり方―２（ソフト編）

国の政策と地方自治体の政策

ストック型社会転換：現代の文明的背景



人材養成の手法人材養成の手法人材養成の手法

「長寿命・ストック型社会システム」に関する調査研
究を重ねてきた任意団体である「次世代システム研
究会／産学官民」の学識経験者を中心として人材
養成業務にあたる。

また、「長寿命･ストック型社会システム形成」を促進
するための政策に関しては、財団法人政策科学研
究所他との連携により人材養成業務を実施する。

当該従事者は、これまでに「ストック型社会」に関す
る基礎研究や応用研究等理論形成に携わってきた
関係者であり、この理論の実践展開が容易に可能
となる。



カリキュラムの分野（案）カリキュラムの分野（案）カリキュラムの分野（案）

(A) アロケーション分野

(B)生物資源・自然エネルギー分野

(C)デザイン・近未来図分野

(D)プレゼン・マルチメディア分野

(E) 市民意見創出分野

(F) 産業・技術・評価連携分野

(G) 地域価値創出分野

(H) 地域ファンド・金融分野

(I) 先行モデル展開分野

(J) エリアマネジメント分野



ストック型社会の形成の命題を理解する
地域圏の産業・経済・人口動態要素、生活要素、都市構造の理解
アロケーションの概念の理解
異文化・歴史からサスティナブルデザインを学ぶ
社会学（人口動態、生活様式、社会傾向・潮流）要素を理解
パッシブデザイン（自然エネルギー利用デザイン）を理解
アクティブデザイン（省エネルギー利用のデザイン）を理解
サスティナブル技術的要素、社会的要素、環境・資源・エネルギー的要素の理解
社会、生活、技術、国際、環境・資源、エネルギーの将来予測を知る
サスティナブルデザイン史
サスティナブルデザインからの社会的資産形成の理解
サスティナブルデザインでの建築設計、まちなみ設計の理解
サスティナブルデザインからの企画・提案力
サスティナブル建築・住宅・都市・街区デザインの理解
サスティナブル建築技術の理解

(D)プレゼン・マルチメディア分野 プレゼンテーション技法の理解
先人の知恵を学ぶ
地域の風土・文化・歴史の理解
建築社会論
ライフサイクルコストの理解
建築技術、工学技術活用、技術失敗事例を知る
サスティナブルコンストラクション（構造・工法・施行・保守）の理解
ＣＡＳＢＥＥ等の評価手法の理解
長寿命型住宅指標の理解
各種診断・評価手法の理解
社会基盤形成の重要要素の土地を知る
感性、創造の理解
地域圏建築論
住宅・建築・地域、不動産動向の金融、ファイナンス、ファンドを知る
各種手法（ＰＦＩ、ＶＥ、リート、証券化等）の概念を知る
世界事例、先例の学ぶ
事例サーベイ
事例サーベイ演習
ストック型社会形成論
さすティなぶるマネジメント

(H) 地域ファンド・金融分野 

(I) 先行モデル展開分野 

(J) エリアマネジメント分野 

(C)デザイン・近未来図分野 

(E) 市民意見創出分野 

(F) 産業・技術・評価連携分野 

(G) 地域価値創出分野 

ストック型社会とは

(A) アロケーション分野 

(B)生物資源・自然エネルギー分野 

カリキュラム素案カリキュラム素案カリキュラム素案
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