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■ 講演等 

○北九州市議会建設建築委員会（9/28：北九州市議会）［内田］  
○小郡市商業活性化協議会（9/28：小郡市商工会館）［内田］  
○北九州市門司区役所・下関市教育委員会主催「関門海峡・温故知新塾」での講演「関門連携の今までとこれ

から」（10/10、旧大連航路上屋（門司区））［南］ 
○北九州市議会「第 2 回 カフェトーク in 北九州」での基調講演「若者の北九州市への定着促進に向けて」

（11/10、小倉駅 JAM 広場）［南］ 
○北九州市立大学公開講座「日本遺産「関門“ノスタルジック”海峡」をもっと深く楽しむ」の開講（11/9,16,30、

12/7、北九州市立大学および旧サッポロビール九州工場）［南］ 
○都城市高崎地区自治公民館統廃合特別委員会講演会（12/22：ラスパたかざき）［内田］ 
○私が ぼくが市長になったら プレゼンテーション大会 IV（12/22：北九州イノベーションギャラリー）［柳］ 

■ 国・地方自治体・経済界等の各種審議会・委員会 （開催された主なもの等を抜粋） 

○北九州市立病院機構評価委員会（座長）［柳井］ ○北九州市上下水道事業検討会（座長）［柳井］ 
○北九州市公共事業評価に関する検討会（座長）［柳井］ ○北九州市都市計画審議会（座長）［柳井］ 
○北九州市営バス事業あり方検討会議（委員）［内田］ ○北九州市の道路整備を考える懇談会（委員）［内田］ 
○飯塚市移動等円滑化促進方針協議会（会長）［内田］ ○芦屋港活性化委員会（委員長）［内田］ 
○芦屋町中央病院跡地活用検討委員会（委員長）［内田］ ○水巻町明るいまちづくり推進委員会（会長）［内田］ 
○香春町地域公共交通会議（会長）［内田］ ○久山町行政評価外部評価委員会（委員長）［内田］ 
○北九州市スポーツ推進審議会（会長）［南］ ○北九州マラソン実行委員会（委員）［南］ 
○宗像市総合計画等推進委員会（委員長）［南］ ○日田市行政改革推進委員会（委員長）［南］ 
○宗像市公共施設アセットマネジメント推進計画策定審議会［南］ ○黒崎リノベーションまちづくり構想検討委員会（委員）［片岡］ 

■ 報道 

○ 毎日新聞、2019年10月31日、北九州面「ギラヴァンツ北九州「スポーツ哲学研究所」を設立」［南］ 
○ 毎日新聞、2019年12月2日、北九州面「輝け！ギラヴァンツ北九州 ホーム最終戦 Ｊ３優勝」［南］ 
○ FM KITAQ、2019 年 12 月 27 日、「FORZA KITAQ」（17:00～18:30）［南］ 

 

【告知】 令和元年度 COC＋事業報告会を開催します 
平成 27 年度に採択された文部科学省補助事業「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）」のもと、

地域の産学官が連携し「北九州・下関まなびとぴあ」による取り組みがスタートしました。本研究所が事業の推進

を担い、シビックプライドを醸成していくための教育プログラムや地域の学生と企業との相互理解や対話の促進を

めざした各種交流プログラムを推進してきた本事業は、今年度で補助期間（5 年間）の最終年度を迎えました。 
報告会では、本地域における事業推進状況についての報告、高知大学による特別講演、事業協働機関関係者によ

るパネルディスカッションにて、これまでの取り組みを振り返り、成果と今後について幅広く意見交換を行います。 

■日時：  2020 年 2 月 21 日（金）13:00～15:00（開場 12:30） 
■会場： AIM ビル 8 階 KIPRO 大ホール （北九州市小倉北区浅野 3-8-1） 
■内容：  

Program.1 事業報告 （報告者： 内田晃・北九州市立大学教授、 吉岡香絵・九州歯科大学助教） 
Program.2 特別講演／パネルディスカッション 
【特別講演】「COC＋事業参加大学の実践から見えてきたもの」 

高知大学次世代地域創造センターCOC＋推進コーディネーター 川竹大輔 氏 
【パネルディスカッション】「COC+事業の成果と今後の課題について」 

ファシリテーター： 内田晃   （北九州市立大学地域戦略研究所教授） 
パネリスト：    川竹大輔 氏（高知大学 COC+推進コーディネーター） 

柳井雅人  （北九州市立大学副学長） 
實松秀男 氏（北九州商工会議所産業振興部部長） 

■お申し込み・お問い合わせ： 北九州市立大学就職支援室 COC＋担当係  
TEL：093-964-4035  メール cocp lus@ki takyu-u . ac . jp  
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韓国・釜山大学社会科学研究院主催の学術大会に 

国際交流機関として参加・協議しました。 

 

 北九州市立大学地域戦略研究所は、2019 年 3 月に韓国

の国立釜山大学の研究機関である「社会科学研究院」と、

教員・研究者の交流及び共同研究などに関する国際交流協

定を締結しました。このたび 2020 年 1 月 9 日(木)に、両

機関の国際交流協定に基づいた初めての公式的な国際学術

大会「Changes & Challenges in Social Sciences」が韓国

釜山大学で開催され、本研究所からは所長および教員 2 人

が参加しました。 
今回の学術大会では、日本、アメリカ、中国、韓国の 4

か国の大学・公共機関から 10 人の研究者が発表を行い、

国際的な学術交流が行われました。本研究所からは、内田

晃副所長・教授の「大学と地域の協働による地域活性化～

北九州市立大学のチャレンジ～」、柳永珍特任講師の「北

九州市の人口現状と課題―若者を中心に―」の 2 つの研究

報告を行うとともに、柳井雅人所長・副学長によるコメン

ト及び指定討論を行いました。 
また、学術大会開催に先立ち、本研究所の 3 人と、釜山

大学社会科学研究院長、副院長、社会科学大学長、副学長

の 4 人が、両機関の今後の交流充実に向けた協議を実施し

ました。両機関は、人口問題などの地域課題を解決するた

めの共同の研究テーマを検討するために情報交換を実施し

ていくことに合意した上で、具体的な第一歩として両機関

の共同研究発表会の企画について協議しました。 
 

  

研究報告 
【Session2. Regional Social Dynamics and Welfare】 

■大学と地域の協働による地域活性化～北九州市立大学

のチャレンジ～［地域戦略研究所 副所長・教授 内田晃］ 
■北九州市の人口現状と課題―若者を中心に― 
［地域戦略研究所 特任講師 柳永珍］ 

学術大会開会式 

内田晃副所長の研究報告 

柳井雅人所長・副学長による指定討論 
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カンボジアの職業人材を育成するため、 

職業訓練大学と工業高校に 「ソフトスキル」 「ものづくりの基本」の

授業のしくみを導入しています。 
 

 カンボジアの工業化を進めていくためには、有能な人材を育成しなければならず、そのためには、

従来から実施しています機械や電気といった固有技術に加え、組織で働くためのソフトスキルと管理

技術が必要になります。 
本学では、2017 年 11 月から JICA の事業を活用して、首都プノンペンの職業訓練大学と工業高校

で、教員を育成したり教材を作成するなど、しくみを構築してきました。現在、それぞれの学校で在

校生及び社会人を対象にした授業が行われ、次年度から正規科目として取り扱われることになりまし

た。また次年度は、全国の職業訓練大学（38 校）及び工業高校（14 校）に普及したいと考えていま

す。そこで国の了解を得るため、先生方や省庁の職員の方々とワークショップを開催して、教材の見

直し作業を行っています。 
 

  
 

 
 

 

「2019 九州ぎょうざ祭り in 北九州」来場者アンケートを実施 
 

2019 年 10 月 19 日（土）、20 日（日）に北九州市

八幡東区の東田大通り公園（いのちのたび博物館横）

で開催された「2019 九州 ぎょうざ祭り in 北九州」

において、本研究所（担当：南博教授）が来場者ア

ンケート調査を実施しました。本研究所では、2014
年に八幡東区東田で開催された「全国餃子祭り in 北

九州」においても来場者アンケート調査を実施して

おり、それに続く実施となりました。 
2 日間で 522 サンプルの有効回答を得ました。調

査に御協力いただいた皆様に感謝申し上げます。 

 

授業の様子 ワークショップの様子 

調査実施の様子（青いビブス着用が調査員の学生） 
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北九州市議会「カフェトーク in 北九州」で基調講演者および 

パネルディスカッションコーディネータとして参加 
2019 年 11 月 10 日（日）、市民に市議会をもっと

身近に感じてもらうことを目的に北九州市議会が主

催する「第 2 回 カフェトーク in 北九州」が、多く

の人々の行き交うＪＲ小倉駅ＪＡＭ広場で開催され

ました。今回のテーマは「若者の市内での就労と定

着について」でした。 
本研究所の南博教授が基調講演「若者の北九州市

への定着促進に向けて」を実施し、その後、市議会

議員 5 人と地元企業関係者 4 人をパネリストとした

パネルディスカッションのコーディネータを務めま

した。 
 

 

 

「私が ぼくが市長になったら プレゼンテーション大会 IV」 

評議員として参加 
2019 年 12 月 22 日（日）に八幡東区北九州イノベ

ーションギャラリーで開催された「私が ぼくが市長

になったら プレゼンテーション大会 IV」（主催：ア

イデアの橋渡し実行委員会）に、本研究所の柳永珍

特任講師がプレゼンターに対する評議員として参加

しました。今年で 4 回目を迎える当プレゼンテーシ

ョン大会は小学生から大学生までの若者が自分の住

んでいる街が将来どのような姿になっていくのかを

想像し、もし自分が市長になったらどのような政策

を企画して実施するのかをプレゼンテーションする

ことを目的にしています。柳特任講師は地域課題や

政策分野に関する評議員として参加し、コメントと

共に若者と新しいアイデアを共有しました。 
 

 

 

地域戦略研究所及び所属教員の最近の主な活動記録 
【2019 年 10 月 ～ 12 月】 

 

■ 地域課題に関する調査等 

○「2019 九州ぎょうざ祭り in 北九州」来場者アンケート調査（10/19,20、八幡東区東田） ［南］ 
（次ページに続く） 

パネルディスカッションの様子   （写真出典）北九州市議会 

プレゼンにコメントをしている様子 


