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―パートナーシップによるウェルネス推進都市の実現に向けて－ 

「超高齢社会におけるソーシャル・イノベーションとは何か？」 

 

超高齢社会におけるビジネス、コミュニテイ及び公共セクターの協働について考える 

研究会-Forum on Social Innovation in Ageing Societies  

[SIAS―サイアス]発足のご案内 

平成 28 年 6 月 23 日 

1. 研究会設立の背景 

わが国において、近隣地区と定義される地域コミュニュティは、長らく行政サービスの

「消費者」として位置づけられてきた。コミュニュティの構成員が単なるサービスの受け

手ではなく、地域の行政に積極的に関与し、政策決定に主体的に関わってっていくアクタ

ーになりうる可能性を示したのが、1995 年の阪神淡路大震災である。震災を契機として、

改めて地域コミュニュテイが抱える課題やリスクに対して、様々なステークホルダーが地

域の政策決定に深く関わり、様々な行政サービスの提供に自ら参加するようになった。 

また、震災以降、さらに顕著になってきたのが、わが国で急速に進む高齢化に対処するた

めの社会福祉サービスに対する需要の増大である。従来の行政システムでは対応が不十分

であるのは明らかであった。そこで、各コミュニュティに設置されたのが、地域包括支援

センターである。同センターは従来の縦割りの権限分割による行政サービスの提供だけで

は解決が難しい高齢者福祉にかかわる様々な課題に対して、地域のハブとしての役割を期

待されてきた。その運営には行政機関だけでなく、この 20 年間に日本社会で存在感を増し

てきた NPO なども委託運営機関として同センターを運営するようになっている。 

このような新たな試み、いわゆるイノベーションによる行政マネジメントは歓迎すべき性

格のものであるが、その運営にはまだまだ課題が多い。近年の調査によると、地域包括支

援センターは増大し続ける地域の福祉ニーズに対して、人材も資源も圧倒的に不足してい

る。また医療や行政機関との連携も不十分であるとの指摘も多い。くわえて、地域福祉に

おけるその役割についても住民への周知が行き届いていないとの意見もある。 

ここで気になるのが、地域の福祉サービス向上におけるビジネスの役割である。近年、企

業の社会的責任やソーシャル・ビジネスといった名称で、企業が営利追求を超えて、積極

的に社会貢献活動をすることの重要性が説かれるようになってきた。しかし、市場と社会

という二元論ではなく、本来企業とは営利を追求する活動をつうじて、社会に貢献してい

るのであり、社会福祉サービスにおいても、企業はより積極的にその責務を果たすべきで

ある。ビジネスが有しているダイナミズム、とりわけ先進的企業ならびに起業家の持つイ

ノベーションの活力は超高齢社会における地域コミュニュテイの課題解決にとっての貴重

な経営資源である。しかしながら、これまで我が国の地域福祉において、多くの起業家そ

して先進的企業はまだ、その存在感を示すには至っていない。 
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2. 研究会の目的 

本研究会の目的は、まず第一にこの起業家ならびに先進的企業の持つイノベーションの力

をより広く、地域福祉サービスの改善に役立てようという試みである。具体的には、まず

IT やその他最新の技術及び経営イノベーションを駆使した福祉サービス及び経営の効率化

である。そして、様々な異業種の企業や非営利団体間のパートナーシップによって創出さ

れたニュービジネスによる、これまでにない新しいタイプの製品及びサービスの提供によ

る福祉サービスの質の向上と地域経済の活性化である。 

これらの目標を推し進めるために、研究会の第二の目的は、我々起業家、先進的企業、非

営利団体、行政機関、教育機関等が地域福祉の課題とその改善の可能性を探るために、地

域福祉に係る様々なステークホルダーと定期的に対話する機会を設け、交流を深めたうえ

で、一緒に解決策を考える機会を持つことである。 

また、この研究会の第三の目的は、ビジネス、行政及び研究機関と地域コミュニュテイが

パートナーとして十分に議論したうえで、得ることのできた解決策――これまでの行政マ

ネジメントの新しい手法や特定の企業の研究開発（R&D）とは一線を画した、参加メンバー

の協働に基づいたソーシャル・イノベーション――を提案し、可能であれば、その一部を

パイロット・プログラムとして試験的に実行し、その成果を測ることである。 

我々がここで定義する「ソーシャル・イノベーション」を実現するためには、全ての参加

メンバーが組織内外の地位や立場の違いを乗り越えて、平等な立場で議論し、超高齢化社

会の未来をともに考えるという姿勢が重要である。この研究会ではその成果を出版物とし

て日本語及び英語で発表し、国内外の地域福祉に関わりのある、あるいは関心のある人々

とその知見を共有することを計画している。わが国で現在進行している超高齢社会は、近

未来のアジアの姿でもある。研究会の最終ゴールはビジネス、行政庁、研究機関、コミュ

ニュティとのパートナーシップによって生み出されたソーシャル・イノベーションによる

地域福祉サービスの向上の可能性を世界に発信し、それを実践することである。 

3. 本事業の必要性 

急速に進むわが国の高齢化はそれを支える国、地方自治体、高齢者及びその家族にとって

大きな負担を強いるようになってきている。このような人口構造の大きな変化は、わが国

におけるこれまでの行政及びビジネスのあり方に変革を迫るようになってきた。介護保険

制度の導入や地域包括支援センターの設立など、行政イノベーションによる高齢者福祉改

革の新たな仕組みはスタートしたが、公的な財源だけによる高度な福祉サービスの提供は

限界を迎えつつある。また近年のボランティアや非営利団体による様々な社会サービスの

供給は望ましいことではあるが、持続可能性という点で問題がある。 

ここで問われるのが、高齢化社会におけるビジネスの役割、とりわけイノベーションを産

み出す人的資質を備えた起業家ならびに先進的企業の役割である。起業家ならびに革新者
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たちの新たな視点から、現在の福祉及び関連サービスを検証することにより、現状の福祉

サービスの効率化や経営改善を図ることが期待される。また、起業家と先進的企業のイノ

ベーションによる高齢者福祉を軸としたニュービジネスの創出は高齢化により疲弊した地

域経済を活性化させる起爆剤となり得る可能性を持っている。本研究会では、福祉サービ

スの運営及びそれに係わるソーシャル・イノベーションに関心のある様々な関係者を集め、

成熟社会の新しい未来を構築するためのプラットフォームを提供することを目的としてい

る。 

また、本研究会の発起人及び賛同人は、神戸市ハーバーランドにある神戸市産業振興セン

ター内のインキュベーション・オフィスに籍を置く起業家達である。現在、神戸市内には

複数のインキュベーション・オフィスがあり、様々な機関から支援を受けて新しいビジネ

スモデルを構築しようとしている。また、ポートアイランドには医療産業都市が立地し、

2016 年度のサミットでは、神戸で医療に関する担当大臣会議も開かれれる。 

様々なアクターのパートナーシップによる心身の健康（ウェルネス）推進は、多くの自治

体にっとって最も重要な政策課題の一つとなっている。神戸の起業家ならびに先進的企業、

行政・研究機関と地域コミュニュテイの健康福祉を支える様々なアクターによる協働はア

ジアにおける未来のビジネスのモデルとなり得る可能性を持っている。また、この分野に

おける先行研究は乏しく、日本語・英語による出版は世界の注目を集めるであろう。 

4. 提案概要 

時期 

2015 年 10 月から 2017 年 1 月まで、原則月一回、合計 15 回、研究会及び交流会を神戸市

内で開催する。研究会の時間は土曜日(もしくは平日)の午前中 2－3 時間とし、その後の昼

食会を交流会とする。 

場所 

開催場所は原則として、ハーバーランドの神戸市産業振興センター内の会議室とする。但

し、会員からの提案があれば、他の場所での開催も検討する。 

費用 

研究会の会議室の利用料を参加者でシェアするため、実費として、一回 1500 円程度を徴収

する予定。交流会の参加費用は自己負担。 

対象とする参加者 

地域福祉サービス、特に高齢者福祉に関わる多様なサービスの改善に関心のある企業、自

治体及び行政府関係者、地域包括支援センター職員、ケアサービスの提供者、医師、看護

師、保健師等の医療従事者、ケアマネジャー、社会福祉士等社会福祉の専門家、弁護士、

司法書士、社会保険労務士、行政書士、経営及び社会福祉に関心のある学生等。 
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研究会の開催方法 

2015 年の最初の会合は主に 5－8 名のグループに分割したワークショップ形式で、地域の

福祉サービス供給に関わる様々な問題点を洗い出し、ビジネス・ソリューションで解決可

能なテーマを選ぶ。テーマは世界保健機関（WHO）が設定した超高齢社会において重要な 8

つの分野の中で、ビジネスの手法で解決が可能な４つの分野からテーマを決める。行政の

関与が必須のテーマに関しては別途、発足予定の政策分科会で議論する。 

第 2 回からはテーマごとにチェア（起業家）を決め、やはりワークショップ形式で議論を

すすめ、ビジネスによる問題解決の可能性を探る。また、研究会では、福祉サービス提供

に係わる行政府の助成金や補助金の利用と学生や地域住民等によるボランティア及びイン

ターンシップの可能性など、財源及び人的資源の利用の最大化について十分に議論する。 

研究会専用のホームページ（HP）を開設し、研究会の資料や開催日時、議事録などの共有

のために利用する。事務手続きを簡素化するため、研究会の日時変更等の重要な通知以外

は会員等に対して、原則電子メール等による通知は行わない。 

事業化戦略会議及び勉強会について 

別途不定期で設ける事業化戦略会議は研究会で提出されたソリューションを事業化するた

めの会合である。実際に事業化するにあたっては、事業化の最終段階まで参加したメンバ

ーのみが事業化による利益を享受することが出来る。 

勉強会では、研究会内外の専門家を招いて、会員がより深く高齢社会の分野別の課題につ

いて学ぶ機会を提供するために開催する、特に会員が持つ専門知識を深く知り、それらを

どのように高齢社会の課題の改善に生かせるか、議論するための場とする。また、勉強会

は、会員が発表を企画している論文（書籍の一章）の案を検討し、参加者からの質疑応答

により、内容を再検討するための場としても提供する。いわゆる学会としての機能である。

講師（発表者）による講義は 30－45 分、Q&A は 30 分程度で１回につき 2－3 名の発表者を

予定している。 

講演会・セミナーについて 

主に自治体担当者や先進的取り組みをしている企業の担当者を招いて、講演会及びセミナ

ーを行う。テーマは政策に関係する公共性の高いテーマが中心になる。 

研究会の成果発表 

研究会の議論は個々のワークグループの発表を基にして各研究会のチェアが議事録を作成

し、研究会の HP で公表する。また、会合ごとのチェアは編集責任者とともに書籍の一章

〈15－20 頁〉のアウトライン作成及び原稿執筆に着手する。その他の参加者は希望があれ

ば、執筆テーマを決めて、論文の概要（A4 原稿１頁）を編集者に提出する。 
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2017 年春までに編集委員で会合を持ち、発表する論文〈章〉を決定したうえで、2017 年末

までにすべての執筆者が原稿を編集委員会に提出する。2018 年に出版を予定している書籍

「超高齢社会におけるソーシャル・イノベーションとは何か？―パートナーシップによる

ウェルネス推進都市の実現に向けて」は計 2 冊で、編集責任者による序章や終章を除き、

内容は合計で 16 章から 18 章の予定である。また、研究会の成果は 2017 年から 2018 年に

かけて予定されている国際会議での発表を計画している。 

また、上記とは別に研究会の成果を様々な媒体で発信し、研修プログラムとして開発運用

していく計画もある。事業化計画の一環であるが、媒体は書籍・小冊子・WEB 等がある。 

政策分科会について 

政策分科会の主な目的は SIAS 研究会では扱っていない超高齢社会の政策にかかわる行政府

への提言を作成することである。具体的には「ＷＨＯ高齢者に優しい都市グローバルネッ

トワーク（AFC)」加盟都市及びその他の地方自治体へ英文レポートを提出し、地方自治体

の高齢社会にかかわる政策を国際ネットワークとリンクさせ、進化させることを目的とし

ている。 

また、政策分科会は、研究会の成果を福祉政策や都市政策と関連付けて、予定している国

際会議での発表をより深い内容に発展させる役割を担っている。学術出版に関する日本と

英語圏の文化的相違のため、研究会本体の日本語版書籍の内容の翻訳では英語版の出版は

困難である。そこで、政策分科会では、政策に関する議論を中心にし、その議論を研究会

の成果に盛り込むことで、研究会の成果の英語版書籍の出版を実現することを目的として

いる。政策分科会の研究成果の発表は以下のものを予定している。 

• 2016 年中に政策分科会の中間報告書を作成し電子書籍として発表 

• 国際会議（2017 アジア太平洋都市サミット）のパネルでのプレゼンテーション 

• 政策分科会の最終報告は SIAS 研究会本体の成果と合わせて SIAS 研究会の英語版レ

ポートの主要な資料になる予定 

 

5. 議長ならびに書籍の編集責任者 

グローバル・アジェンダ（Global Agenda） 代表：柴田 邦子（Dr. Kuniko Shibata） 

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町 6-9 神戸ファッションマート４F 

Tel: (050) 5899-5753       Fax: (050) 3730-1233 
Mobile Phone: (080)4563-2007 ＆ (070) 5507-8184 
e-mail: its.globaleducation@gmail.com 
http://www.global-agenda-21c.com/ 
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6. 会計責任者 

合同会社フロムジャパンマネジメント   代表・公認会計士：藤本 豊 

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-8-4 神戸市産業振興センター5F 

電話番号：078-453-3040  ✉info@fjm-cpa.jp 

Blog 楽々アメリカ進出ナビ連載 http://ameblo.jp/fjmcpa/ 

７.上記以外のメンバー 

【運営委員】 

合同会社エフィシス   CTO (Chief Technology Officer）：宮脇 秀和 

〒651-1351 神戸市北区八多町中 1315 

Tel：078-220-5710 

URL: http://efficient-system.jp/  

 

森沢国際労務事務所     代表・社会保険労務士：森沢 利之 

Tel:(050)3632-6375 Fax:（050）3660-3980 

E-mail morisawa-roume@heart.ocn.ne.jp 

【賛同人】 

ABConcepcion Consulting    代表：アーネル・コンセプション 

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町１丁目 8 番 4 号神戸市産業振興センター5 階 

電話番号：078-360-3202 

URL：http://www.abconcepcion-ryugaku.com/ 

 

株式会社 アットグロウ     代表取締役: 有田 次実 

〒658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町 7-13-13-108 

TEL 078-431-1759 FAX 078-431-1759 

E-Mail arita@at-grow.com 

 

8. 研究会メンバーの略歴 

柴田 邦子 

グローバル・アジェンダ（Global Agenda） 代表 

The London School of Economics and Political Science (LSE) 博士課程卒業, PhD in Regional 

Planning. 日本の大学を卒業後、営業職から米国への語学留学、大手外資系企業の役員秘書

職を経て,英国の大学院で公共政策（地域都市政策）の博士号を首席（Distinction）で取得。

米国のロータリー財団と南オーストラリア州政府からフェローシップを得て、カナダの

The University of British Columbia 、豪州の The University of Adelaide の都市政策研究科に客

員研究員として留学。主に国際学術雑誌及び欧米の出版社から研究成果を発表し、国際学

会での受賞等、高い評価を得ている。過去 20 年間、日本及び海外で政府、シンクタンク、

大学、企業等の依頼を受け、リサーチャーとして政策及び市場調査に従事、白書や政府委
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員会レポート等の執筆を主に引き受けてきた。現在は、関西を拠点に、政策調査、海外調

査コンサルティング事業及びグローバル人材教育事業を手掛けている。 

藤本 豊 

合同会社フロムジャパンマネジメント 代表 

公認会計士/税理士。岡山県出身、神戸市在住。公認会計士試験合格後、大手監査法人に勤

務。延べ 20 社超の法定監査に携わる。 

要介護の両親が、訪問介護サービスを受けるようになってから笑顔が増えたことに感動を

覚える。自らも医療/介護業界に貢献できないかと考え、介護福祉経営士の資格を取得。医

療/介護業界に貢献できる会計士/税理士として日々奔走している。日本公認会計協会非営利

委員会（近畿会）にも参画している。 

宮脇 秀和 

合同会社エフィシス CTO (Chief Technology Officer） 

兵庫県立姫路工業大学（現：兵庫県立大学）理学部生命科学科卒業。 

米国の産業資材メーカーでプラントエンジニア（セールスを含む）として勤務した後、国

内大手重工業メーカーにて技術研究員として環境有害物質分解除去プラントの実証研究に

従事する。その後、IT 業界に転身し、大手広告代理店にて WEB マーケティングならびに

システム開発を担当。リーマン・ショック後はシステム開発会社において、人事労務系シ

ステムの開発及び人事労務に関するコンサルティング業務に関わる。合同会社エフィシス

設立後はこれまでの経験を活かし、WEB システムの開発を行う傍ら、看護師の資格を持つ

同社代表とともに、医療・介護現場の労働環境の改善を目的とした人事労務のコンサルタ

ントならびにマーケティングの専門家として活躍。 

森沢 利之 

森沢国際労務事務所 代表 

社会保険労務士、介護職員初任者研修（旧ヘルパー2 級）資格取得 

法政大学卒業後、議員秘書を経て入社した給食事業会社に在職中に、グループ会社として

設立された人材派遣会社に責任者として転籍。同社にてスタッフの面接・採用から退職・

解雇に至るまでの労務管理業務全般を担当する。その後、社会保険労務士の資格を活かし、

労務管理の専門家として事務所を設立。また、社労士として独立後、介護職員初任者研修

（旧ヘルパー2 級）の資格を取得し介護施設においてヘルパーとしても勤務。現在はこれ

までの経歴を活かして、人材派遣業界を中心に労務管理に関する顧問業務を展開している。 
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次第に人材交流をつうじての途上国援助や国際貢献に関心を持つようになり、外国人労務

管理の専門家としての道を歩みだす。とりわけ、これまでの経験から日本の介護技術を海

外に広める仕事の重要性を痛感し、近年は介護福祉業界の労務管理業務に力を入れている。

超高齢社会の課題を分野を超えた協働によるイノベーションで解決するという SIAS の趣旨

に賛同し、発起人として中心メンバーに加わることになった。 

アーネル・コンセプション 

ABConcepcion Consulting 代表 

1986 年に東京外国語大学付属日本語学校１年日本語コース終了後、名古屋大学工学部応用

化学科に入学。同大学で学士及び修士課程を修了後、1995 年に名古屋大学大学院工学研究

科博士課程応用化学専攻で博士号を取得。卒業後は、製薬・化学会社（ドイツ、日本）に

おいて研究員・研究課長を歴任。 

その後、日本とフィリピンの「架け橋」となる仕事に携わりたい・・・多くの日本の方々

にフィリピンの魅力や良いところを伝えていきたい・・・そういう思いから、2014 年に

ABConcepcion Consulting を立ち上げる。現在は、日本人のフィリピン留学やロングステイ

のコンサルティング業務を中心に事業を展開する他、フィリピンの大学のアドバイザーと

しても活躍。将来は事業をつうじて両国の教育及び雇用問題の解決に尽力したいと考えて

いる。 

有田 次実 

株式会社 アットグロウ 代表取締役  

神戸の老舗洋菓子店で２０年在籍。店長４店舗を経験後、外商部を立ち上げる。３年後の

震災時に営業企画、出荷業務の部署を設立し、営業本部長として同時に店舗も１６店舗を

管理する。その後、退社。２年半後に復帰するが、それまでに他業種の中でもシステムの

すばらしさや疑問のあった事業に敢えてアルバイトで経験をしてきた。ホテルマン、韓国

風居酒屋の立ち上げ、コンビニ配送、ＭＫタクシー、そして福祉事業で新しく始まった第

三者評価事業に興味を持ち、福祉施設にも数か月勤務する等、それぞれを経験したことが、

物流、サービス等いろんな分野での視点から解釈することができ、復帰後の仕事に大きく

役に立った。 

現在は、洋菓子の企画開発プロデュースをはじめ、卸事業も行っている。今後は自社ブラ

ンドの販売と工場の稼働を予定している。 

 


