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徳山大学

5年支援期間

学校法人名

主たる所在地

1120人

理工・情報系

本事業の目的は、徳山大学が広域周南都市圏の行政・教育機関・福祉施設・企業と協
働し、その教育・研究資源である「健康スポーツ科学」「福祉と情報（ICT）」「経
済学」を活用し、「健幸（ウェルネス）都市しゅうなん」創造に向けた研究・活動
拠点を構築することにある。この事業活動を基盤として、幼少期から高齢期まであら
ゆる世代の地域住民が「健康」で豊かな生活を送ることのできるまちづくりと地域経
済の活性化に寄与する。

審査希望分野

タイプA

徳山大学大学名

参画組織

学校法人番号

「健幸（ウェルネス）都市しゅうなん」構築に向けた研究・活動拠点の創設

徳山教育財団

申請タイプ

351003

事業名

平成29年度私立大学研究ブランディング事業計画書

事業概要

○ 　人文・社会系

収容定員

山口県周南市学園台

福祉情報学部人間コミュニケーション学科、経済学部ビジネス戦略学科「スポーツマ
ネジメント・コース」「知財開発コース」「ビジネス戦略コース」、経済学部現代経
済学科

生物・医歯系

生涯スポーツと福祉情報研究センター

〔1〕「健康と生涯スポーツ」研究

幼児・児童・生徒対象
スポーツ活動実態・運動能力調査
体力向上プログラムの開発・提供・効果検証

〔2〕「介護予防と生涯スポーツ」研究

高齢者対象
スポーツ指導者育成プログラム開発・講座実施
体力測定、介護予防プログラム開発・提供

 介護現場における記録情報の標準化・ピクトグラム化、介護専門職人材育成
 ICT活用による福祉サービスの効率化・高質化、地域福祉のﾈｯﾄﾜｰｸ拠点形成
 福祉教育プログラムの開発、「地域を支えるのは自分」という感覚を持てる地域づくり

〔3〕「介護支援の充実と福祉情報」研究

「研究成果活用」実践活動

 地域ゼミ（健康ｽﾎﾟｰﾂ、福祉情報関連ﾃｰﾏ）の強化実施
 教職課程（保健体育・福祉・情報）教育における小中高との連携
 エクステンションセンター事業（ヘルシーカレッジとくやま）
 COC・AP事業における地域諸団体（企業・自治体・NPO他）との

連携

P

D

〔4〕「社会的・経済的効果」把握研究

健康な生活を送ることに対する「満足度」「幸福度」に焦点を当て、地域住民の
QOL（Quality Of Life）を把握する指標の開発・研究

健康・スポーツ関連産業の振興がもたらす地域経済への波及効果の把握

C

A

「健幸（ウェルネス）都市」 創造に向けた研究・活動拠点

広域周南都市圏

行政・教育機関・福祉施設・企業
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２．事業内容（２ページ以内）

唯一の福祉情報学部

   した教育研究を展開中。地域の自治体や社会福祉協議会から、「地域福祉の拠点」としての大きな期待と
　 役割を担っている。

　 老人施設を経営）と包括的連携協定を締結、本申請書に記載する研究や協働企画を進めている。
ICT」を推進中。

【外部環境・社会の現状分析とテーマとの関連】
　徳山大学の立地する周南市は山口県の東南部に位置し、隣接する下松市・光市と共に人口約25万人の周南広
域都市圏を形成する。他の地方都市同様、出生率低下や他地域への流出（特に18～23歳）による人口減少が続
いている。若年層に魅力ある地域づくりや住み続ける人を増やすための施策が求められると同時に、全国平均
を上回る高齢化率（2025年頃には推定33.4％）に対処する為の福祉サービスや地域コミュニティの充実が喫緊
の課題となっている。特に介護人材の需給不均衡は、山口県介護保険事業支援計画によれば県全体で2017年に
は2280人になるとされ、周南広域都市圏では320人を超えると予想できる。この状況に対応するには「介護人
材育成」だけでは不十分（例：域内の福祉系大学は本学のみ、介護系定員は20名）で、「生涯スポーツの振興
による健康寿命伸長・介護予防」及び「ICT活用による介護支援体制の充実」等の施策が希求される。

【大学のブランドとして打ち出すための研究テーマとして選択した理由】
　上述の地域社会が抱える課題に対し、以下に掲げる本学の教育研究の特徴や、産官学連携のもと進めてきた
取り組み実績等を勘案し、表記の研究テーマが大学の新たなブランドとして打ち出すのに適切と判断した：

健康スポーツ科学系教育研究の充実

   館、人工芝サッカー場等、施設の充実によって「スポーツの徳山大学」のブランドが西日本で定着。

　 指導士の養成校（2007）の認定を受けている。

　 健康科学に関する研究、地域の中高生を対象とするクラブ活動支援や情報提供を担う拠点となっている。

　 調査の実施実績が豊富で、地域からも期待されている。

地域連携の進展（大学の将来ビジョンとの関連については後述）

   も、COC事業の協働機関「LCEC周南」の一員として、様々な連携事業を積極的に進めている。

  （2年次）を全学必修化、教職員・学生が共同して地域課題の発見と解決にあたる体制が整備されている。

　 カレッジとくやま」を実施、毎年約3500名（健康づくり系講座は約2000名）の地域住民を集めている。

徳山大学

（１）事業目的

【大学の将来ビジョン】
 本学の建学の精神は「知識とともに魂の教育を重視する」にある。またその姿勢を明確化し「知・徳・体
一体の全人教育」としたのが教育理念である。現在の本学の教育の特徴となる、健康スポーツの重視・EQ
（心の知能指数）教育・アクティブラーニング等は、この理念のもと進められてきた教育改革の結実であり、
将来の大学像の基本となるものである。
　一方、本学の将来ビジョンに繋がるもう一つの重要な要素がその歴史にある。1971年、地元自治体の要請に
基づき、地元産業界の支援を受け公設民営型で設立された徳山大学の個性は地域社会との協働・共生という
点に集約される。創立40周年記念事業（2011）のなかでこの点を再確認し、50周年を機とする「地域に輝く大
学」の確立を目標に掲げ教育・研究改革を進めてきた。その成果として2015年「地（知）の拠点（COC）」大
学の認定を受け、本学の使命・目的 に『地域の教育・文化活動の拠点「地と知の拠点」となる』を加えてい
る（本学諸規定集巻頭）。
　これらの理念や使命・目的に沿って進められてきた教育改革を更に推し進め、その遂行を広く地域社会が実
感・共有する状況を実現し、「大学における学びへの信頼感 = ブランド」を高めることによって、県東部に
おける「地域人材循環の中核となる大学」をめざす。

【事業の目的と概要】
 幼少期から高齢期まであらゆる世代の地域住民が「生涯スポーツ」の実践をベースに「健康」で豊かな生活
をめざすまち。介護を必要とする住民には「充実した介護支援」が提供され、住民一人ひとりによる助け合い
活動が根付いた安心安全のまち。本事業の目的は、このような「健幸（ウェルネス）都市しゅうなん」構築へ
向けた研究・活動拠点を徳山大学内に創設し、実証的研究とその成果検証をおこなうことにある。この目的達
成のため、学内に「生涯スポーツと福祉情報研究センター」を設置する。そして、
〔1〕 「健康と生涯スポーツ」研究：地域の幼児から小中学生を対象とするスポーツ活動実態・運動能力
　　　調査、及び、体力向上プログラムの開発・提供・効果検証
〔2〕 「介護予防と生涯スポーツ」研究：高齢者対象介護予防プログラム開発・提供及び効果検証、高齢者
　　　スポーツリーダーを育成するプログラムの開発・実施・効果検証
〔3〕 「介護支援の充実と福祉情報」研究：（外国人を含む）介護専門職人材の育成を目的とする諸研究、
　　　特に介護現場における記録情報の標準化・ピクトグラム化、及び、ICT活用による福祉サービスの効率
　　　化・高質化に係る実証的研究・効果検証。日常生活支援に向けた福祉教育プログラムの分析・改善研究
を担わせる。調査研究の遂行・開発プログラムの実施等の実践活動は、本学が現在受託しているAP事業「アク
ティブラーニング」及び「地（知）の拠点」事業等との連携のもと実施できる体制を構築する。更に、
〔4〕 「『健幸（ウェルネス）都市』構築の達成度評価」研究：健康な生活に対する「満足度・幸福度」に
　　　 焦点を当て地域住民のQOL（Quality Of Life）を把握する指標の開発・研究、及び、健康・
　　　 スポーツ関連産業の振興がもたらす地域経済への波及効果を把握する、
4つの研究部門を上記研究所内に設置し、ブランド化の推進と共に、本研究事業推進のPDCAの一角を担う。
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徳山大学

〔1〕「健康と地域生涯スポーツ」研究部門
《幼児》幼児期に培われる基礎体力や運動習慣が、児童生徒期の高い体力・運動能力（文科省「全国体力・運
動能力・運動習慣等調査」）に繋がると考えられている。そこで「アクティブチャイルドプログラム
（ACP）」（日本体育協会）と「心理テスト(TDMS-ST)」の幼児版を活用した以下の実証研究を体系的に実施す
る。その成果は、地域の幼児を対象に「運動習慣を普及させ、成長後の運動能力向上につなぐ」システム作り
の基盤となるものと期待される：

幼児教育者向け指導マニュアルの開発。

ACPを実施、同時に体力・運動能力の測定・心理テストを行い、効果を検証する。
測定を継続し、体力・運動能力向上への効果を検証する。

《児童生徒》近年、山口県や周南市の児童生徒の体力は、合計点では概ね全国平均まで回復しているが、種目
的には偏りがある。その解消のため、以下の実証的研究を実施する。その成果として得られる「課題を絞った
運動プログラム」の計画的実践が、地域の児童生徒のバランスのとれた体力向上に繋がるものと期待できる：

〔2〕「介護予防と健康スポーツ」研究
《高齢者》レクリエーションやストレッチ運動を主流とする介護予防運動プログラムは、「要支援の改善」と
いう観点からは不十分であることが知られている。加齢に伴う下肢筋肉の萎縮・筋力低下を防止するトレーニ
ングや、軽度認知症障害（MCI）を食い止める（頭と体を同時に動かす）コグニサイズ運動の有効性が指摘さ
れている。そこで域内の介護施設・社会福祉協議会・徳山大学エクステンションセンターの支援を得て、以下
の実証研究を推進する：

〔3〕「介護支援体制の充実と福祉情報」研究
①記録情報の標準化・ピクトグラム化：介護の現場では、支援情報等を記載する用語が統一されておらず、
福祉サービスの情報化の支障となっている。そこで包括的連携協定を結ぶ 地域企業（グループホーム等を多
数経営）が提供する介護関連ビッグデータの分析をとおして、『記録情報の標準化』更にその『ピクトグラム
化』の研究をおこなう。その成果を活用して構築する“地域福祉ネットワーク”によって、地域における介護
支援の効率化・高質化を推進できることが期待される。また、記録情報の『ピクトグラム化』によって、（外
国人等を含む）介護専門職人材育成にも寄与できることが期待される。
② ICT技術の活用による福祉サービスの効率化・高質化：IoTやAIなど最先端ICT技術の活用が福祉現場にお
けるコミュニケーション促進・労働者の負担軽減に如何に寄与するかの実証研究をおこなう。ICT技術活用に
纏わる功罪（効果、心理学的・生命倫理的課題）に関する知見を蓄積することによって、過疎化が進む中山間
地域の福祉課題に対し、ICT活用による一つの解決策を提言できる可能性がある。
③地域づくりのための福祉教育プログラムの開発研究：地域包括ケアシステムの一角となる「日常生活支
援」では、住民全員が「地域を支えるのは自分」という感覚を持てる地域づくりが必要となる。この目的に資
するため社会福祉協議会が実施している福祉教育プログラムを、より広範囲かつ効果的に実施する観点から分
析・改善する実証的研究をおこなう。

〔4〕 事業の社会的・経済的効果把握研究
① 住民のQOLや満足度の変化を表す指標開発：充実した福祉環境のもと、人々が健康な生活を送ることに対
する「満足度」に焦点を当て、地域住民のQOL（Quality Of Life）を把握する指標の開発・研究をおこなう。
QOLは、人間らしい・自分らしい生活を送り人生に幸福を見出しているか、その程度を測定する尺度。「幸福
度」をマクロ的に把握する国民総幸福量推計等、様々な開発事例があり、それらを参考に研究を進める。
② 健康・スポーツ関連産業の振興がもたらす地域経済への効果の把握：地域での健康増進・介護予防の推進
は、人々の就業機会の拡大、医療・介護費用の抑制などを通じて、地域全体の生産性を高める効果がある。そ
の意味でのスポーツ・健康福祉関連活動の活性化による経済波及効果を把握するため、地域マクロ計量モデル
を開発する。
以上の研究によって、本事業が目標とする「生涯スポーツと地域福祉の振興」に対し、その進捗度を社会的・
経済的側面から捉え評価するツールが与えられ、事業のPDCA推進の柱とすることができる。

（２）期待される研究成果

【大学の将来ビジョン】
 本学の建学の精神は「知識とともに魂の教育を重視する」にある。またその姿勢を明確化し「知・徳・体
一体の全人教育」としたのが教育理念である。現在の本学の教育の特徴となる、健康スポーツの重視・EQ
（心の知能指数）教育・アクティブラーニング等は、この理念のもと進められてきた教育改革の結実であり、
将来の大学像の基本となるものである。
　一方、本学の将来ビジョンに繋がるもう一つの重要な要素がその歴史にある。1971年、地元自治体の要請に
基づき、地元産業界の支援を受け公設民営型で設立された徳山大学の個性は地域社会との協働・共生という
点に集約される。創立40周年記念事業（2011）のなかでこの点を再確認し、50周年を機とする「地域に輝く大
学」の確立を目標に掲げ教育・研究改革を進めてきた。その成果として2015年「地（知）の拠点（COC）」大
学の認定を受け、本学の使命・目的 に『地域の教育・文化活動の拠点「地と知の拠点」となる』を加えてい
る（本学諸規定集巻頭）。
　これらの理念や使命・目的に沿って進められてきた教育改革を更に推し進め、その遂行を広く地域社会が実
感・共有する状況を実現し、「大学における学びへの信頼感 = ブランド」を高めることによって、県東部に
おける「地域人材循環の中核となる大学」をめざす。
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３．ブランディング戦略（５ページ以内）

徳山大学

① 建学の精神を踏まえた大学の将来ビジョンの設定、及び、本事業で打ち出す独自色の内容と将来ビジョン
の実現との係り

② 学生募集や卒業生の進路への影響、研究成果の寄与等の本事業で想定する効果を踏まえた、本事業の対象
（ステークホルダー）の検討

　本申請書（１）事業目的に記したように【徳山大学の将来ビジョン】は、「建学の精神」「教育理念」が謳
う「知徳体一体による全人教育」を基本とする教育改革の遂行を、広く地域社会が実感・共有する状況の実現
をとおして「大学における学びへの信頼感 ≡ “ブランド”」を獲得し、『地域の教育・文化活動の拠点「地
と知の拠点」となる』（大学の使命・目的）ことにある。この将来ビジョンは、本学創設以来の歴史の中で創
り上げられてきたもので、本学諸規定集をはじめ、ホームページ・学生便覧をはじめ各種広報誌等に記載され
ており、また、入学式や卒業式をはじめ諸儀式における学長挨拶などでも触れられ、学内外に広く周知されて
いる。

 これまでこの【将来ビジョン】の実現に向け、大学本部（企画戦略室=学長室➡両学部教授会）を中心に、全
学を挙げて取り組んできた教育改革の結実として、以下に記す現在の徳山大学の教育の特色がある：

● 「健康スポーツの重視」→ 健康スポーツ科学系教育研究の充実

今般、この「健康スポーツ」と、2003年の新学部「福祉情報学部」創設以来の、もう一つの特徴である：

● 「福祉情報」：学部名称に「福祉情報」を冠する唯一の学部、ICT活用による福祉サービスの高質化を実践
できる人材育成を目指す。地域の自治体や福祉関連機関から「地域福祉の拠点」としての大きな期待と役割を
担っている。

をとりあげ、それらを結合・協働させたテーマとして

　　　　　　　　　　　　「健幸（ウェルネス）都市しゅうなん」の創造

を選定した。そして、全学的な「EQ教育」「AL推進」「学生・教職員が一丸となって取り組む地域課題解決」
などの「実践活動」の地盤（実績）の上で、「健康・介護予防と生涯スポーツ」「介護支援と福祉情報」を
テーマとする研究教育を推進し、徳山大学が「健幸（ウェルネス）都市しゅうなん」の創造拠点としてのブラ
ンド獲得をめざすこととした。このブランド獲得は、【徳山大学の将来ビジョン】実現に向けた、大きな一歩
に位置づけられる。
本企画は、企画戦略室が中心となって起案し、両学部教授会、理事会、評議員会での議論を経て決定されてき
たものであり、学内には既に十分周知されている。

　「本事業の実施によって想定される効果」を、A．学生募集、B. 卒業生の進路への影響、C. 研究成果の寄
与、の３点から考察しそれらを踏まえて本事業のステークホルダーを検討すると次のようになる。

A．学生募集：
・ 「健康スポーツ系（教職課程「保健体育」を含む）」における徳山大学のブランド力が向上し、学生募集
　　への好影響が期待される。

　　が期待される。

　 に対する重要性が認識され、新たなキャリアパスとしての興味を引き、これまでとは異なる学生層の
　 獲得が期待される。
以上の観点からの本事業のステークホルダーとして、「受験生と保護者」「地元の高等学校」（将来の受験生
となる）「小中学生と保護者」が考えられる。

B．卒業生の進路への影響：

以上の観点からの本事業のステークホルダーとして、「地域自治体」「福祉施設」「スポーツ・健幸・ICT関連
企業」が考えられる。

C．研究成果の寄与

　 生活のできる街が実現され、地域住民の「健康寿命」や「この地域での暮しに対する満足度」が伸長する。

　 地域住民にとって一層安心な暮らしがもたらされる。

以上の観点からの本事業のステークホルダーとして、「地域自治体」「地域住民」「福祉施設」「留学生」
「健康スポーツ・ICT関連企業」が考えられる。

これらを総合し、本事業のステークホルダー（以下SHと略記）を「SH1：受験生・在学生（含保護者）・地元高
等学校」「SH2：幼児生徒（含保護者）・幼稚園保育園・小中学校」「SH3：地域住民・自治体・福祉施設・企
業」の3つのクラスに大別する。そして、以下のブランディング戦略を、これらのSH1～3のクラス別に記述す
る。
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大学のイメージや認知程度把握に係るアンケート調査や意見聴取の内容（✔）及びその結果・分析内容（・）

【SH1（受験生・在学生（含保護者）・地元高等学校）】
✔ 周南市（まち・ひと・しごと創生事業）による「進路に関する意識調査」（市内の高校３年生1390人対象
　 の全数調査）
✔ 新入生アンケート、在学生調査（授業評価（年2回）・満足度調査（年1回））。

　　 となっている。

     科の内容、3. 資格取得、…9．就職、となっている。

【SH2（幼児生徒（含保護者）・幼稚園保育園・小中学校）】
✔ 小学生（1・2年、3・4年、5・6年、合計60名）対象走り方教室での子供と保護者対象アンケート
✔ 本学女子サッカー部等による中高生の部活指導に対する関係者への意見聴取

　　　のサッカーチーム）結成など、本学女子サッカー部による中高生指導が高い評価を築きつつある。
　 ・ 他の競技なども含め、このような取り組みをもっと広めてほしい。

【SH3（地域住民・自治体・福祉施設・企業）】
✔ 地元の自治体・福祉施設・福祉系企業・民生委員等からの意見聴取
✔ 本学卒業生への調査（OB、OGの現状調査）
✔ 就職先企業へのアンケート・個別訪問調査（本学のイメージや教育内容・本学卒業生の印象や特徴・企業
　 が必要とする人材・本学への要望等）
　【大学教育全般についての回答】

　【福祉情報学部についての回答】

　　　介護士人材の供給が重要。

　「本事業の実施によって想定される効果」を、A．学生募集、B. 卒業生の進路への影響、C. 研究成果の寄
与、の３点から考察しそれらを踏まえて本事業のステークホルダーを検討すると次のようになる。

A．学生募集：
・ 「健康スポーツ系（教職課程「保健体育」を含む）」における徳山大学のブランド力が向上し、学生募集
　　への好影響が期待される。

　　が期待される。

　 に対する重要性が認識され、新たなキャリアパスとしての興味を引き、これまでとは異なる学生層の
　 獲得が期待される。
以上の観点からの本事業のステークホルダーとして、「受験生と保護者」「地元の高等学校」（将来の受験生
となる）「小中学生と保護者」が考えられる。

B．卒業生の進路への影響：

以上の観点からの本事業のステークホルダーとして、「地域自治体」「福祉施設」「スポーツ・健幸・ICT関連
企業」が考えられる。

C．研究成果の寄与

　 生活のできる街が実現され、地域住民の「健康寿命」や「この地域での暮しに対する満足度」が伸長する。

　 地域住民にとって一層安心な暮らしがもたらされる。

以上の観点からの本事業のステークホルダーとして、「地域自治体」「地域住民」「福祉施設」「留学生」
「健康スポーツ・ICT関連企業」が考えられる。

これらを総合し、本事業のステークホルダー（以下SHと略記）を「SH1：受験生・在学生（含保護者）・地元高
等学校」「SH2：幼児生徒（含保護者）・幼稚園保育園・小中学校」「SH3：地域住民・自治体・福祉施設・企
業」の3つのクラスに大別する。そして、以下のブランディング戦略を、これらのSH1～3のクラス別に記述す
る。

③事業を通じて浸透させたい自大学のイメージ

事業名：　「健幸（ウェルネス）都市しゅうなん」構築に向けた研究・活動拠点の創設

上記事業の推進を通じて地域（広域周南都市圏ひいては山口県東部地域）に浸透させたい徳山大学のイメージ
を、ステークホルダー別に、わかり易く表現し直すと次のようになる：

SH1：受験生・在学生（含保護者）・地元高等学校
　　－健康スポーツ科学・福祉・ICTの研究の中核、健幸やまぐち創造大学－
　徳山大学の「教育研究内容」（健康スポーツ科学、福祉とICT）、その「地域づくり（地域の将来）における
重要性」、そこで学んだ学生の「地元におけるキャリア形成」との関連を、受験生（含保護者）や高校の
先生方にしっかりと認識・理解していただくことが目的となる。

SH2：幼児生徒（含保護者）・幼稚園保育園・小中学校
　　－正しいスポーツトレーニングでこどもの健全な発育発達を見守る大学－
　正しい方法でトレーニングすることが「スポーツをすることの楽しさ・大切さ」の理解に繋がる。徳山大学
はそのような正しいスポーツのやり方と皆さんの将来の健康との関わりを研究し教える大学である。

SH3：地域住民・自治体・福祉施設・企業
　　－健康スポーツ科学・福祉・ICTで健幸シティーしゅうなんを創る大学－
　健康スポーツ科学研究による健康寿命の伸長、及びICT活用による介護支援・福祉サービスの効率化高質化の
研究による、周南広域都市圏の健幸を創る大学。

④ アンケート調査や意見聴取、既存データの分析等による現状の自大学のイメージ及び認知程度に係る把握・
分析内容
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徳山大学

大学のイメージや認知程度把握に係るアンケート調査や意見聴取の内容（✔）及びその結果・分析内容（・）

【SH1（受験生・在学生（含保護者）・地元高等学校）】
✔ 周南市（まち・ひと・しごと創生事業）による「進路に関する意識調査」（市内の高校３年生1390人対象
　 の全数調査）
✔ 新入生アンケート、在学生調査（授業評価（年2回）・満足度調査（年1回））。

　　 となっている。

     科の内容、3. 資格取得、…9．就職、となっている。

【SH2（幼児生徒（含保護者）・幼稚園保育園・小中学校）】
✔ 小学生（1・2年、3・4年、5・6年、合計60名）対象走り方教室での子供と保護者対象アンケート
✔ 本学女子サッカー部等による中高生の部活指導に対する関係者への意見聴取

　　　のサッカーチーム）結成など、本学女子サッカー部による中高生指導が高い評価を築きつつある。
　 ・ 他の競技なども含め、このような取り組みをもっと広めてほしい。

【SH3（地域住民・自治体・福祉施設・企業）】
✔ 地元の自治体・福祉施設・福祉系企業・民生委員等からの意見聴取
✔ 本学卒業生への調査（OB、OGの現状調査）
✔ 就職先企業へのアンケート・個別訪問調査（本学のイメージや教育内容・本学卒業生の印象や特徴・企業
　 が必要とする人材・本学への要望等）
　【大学教育全般についての回答】

　【福祉情報学部についての回答】

　　　介護士人材の供給が重要。

⑤　④の分析内容を踏まえた情報発信手段・内容の検討内容

全ステークホルダー（SH1～SH3）対象：【ホームページによる情報発信】徳山大学ホームページ内に研究ブラ
ンディング事業専用ページを開設。事業の内容と目的に関するわかり易い説明の後、【1】〔1〕～〔3〕及び
〔4〕に関する研究成果の紹介ページ、【2】「地域貢献型実践活動」紹介ページ、の2つに分け、定期的且つ随
時に情報を掲載更新。

SH1（受験生・在学生（含保護者）・地元高等学校）対象：域内高校生の本学に対するイメージの改善・向上
につなぐ視点での本事業に関する情報発信が最重要である。そこで、高校生や高校教員との直接的な関わりの
強化を目的に、以下の内容と手法による情報発信を進める。
【情報発信1】入試広報（入学案内、パンフレット、SNS等）、オープンキャンパス：
「教育研究内容」（健康スポーツ科学、福祉とICT）、その「地域づくり（地域の将来）における重要性」、そ
こで学んだ学生の「地元における就職」を、受験生に分かり易く解説。
【情報発信2】高校生に徳山大学における「スポーツ科学の学び」を告知する各種イベントの開催：

【情報発信3】大学・高校の教員協働による高大連携型ワークショップの実施。

SH2（幼児生徒（含保護者）・幼稚園保育園・小中学校）対象：
【情報発信1】幼児生徒の保護者に向けた本研究事業の「事業紹介」と「成果レポート」を随時作成し、（教
育委員会等の協力を得て）域内小中学校・幼稚園・保育園を中心に配布。
【情報発信2】現行の小学生対象の「走り方教室」や「サッカー教室」を継続。その他、本学の各クラブが実
施している野球・柔道・レスリング・空手等における少年指導実績をも総合し、それらの活動報告を、前述の
研究ブランディング事業専用ホームページに掲載する。

SH3（地域住民・自治体・福祉施設・企業）対象：スポーツ・健康・福祉・まちづくり等の分野に関わる域内
外の行政関係者、事業者、教育者、研究者に対して、以下の通り本研究事業の成果等の情報発信を行い、「健
幸（ウェルネス）都市の創造拠点大学」としてのブランド強化を目指す：
【情報発信1】健康スポーツと福祉、福祉情報、地域経済等の各分野における学会・研究会に、成果等の発表
や論文投稿を行い、研究機関としてのブランドを強化する。
【情報発信2】ブランディングアドバイザーとの連携のもと、新聞、テレビ局、関連業界誌、ビジネス誌等への
投稿や記事掲載・取材等依頼の働きかけを強化し、本研究事業の取り組み・成果について広報を推進する。
【情報発信3】研究成果をもとにした政策提言レポートを随時作成し、域内自治体の関係部署や審議会等にお
いて提案する。
【情報発信4】本研究事業のシンポジウム・研究会を開催し、域内外の関係者や一般市民を招待し本研究事業
の成果を報告。報告書を作成し、全国の関係機関（主要都市の行政機関、高等教育機関等）に配布するととも
に、本学ホームページで公表する。
【情報発信5】域内の福祉施設を対象とし、定期的に本研究事業（介護予防と介護支援関連の事業）の取り組
みと成果に関するレポートや介護・介護予防サービス利用者向けの広報資料（チラシ、ポスター、ハンドブッ
ク等）を作成し、配布する。
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SH2（幼児生徒（含保護者）・幼稚園保育園・小中学校）対象の情報発信事業の工程
(1)【情報発信1】関連：　平成30年4月、幼児・児童・生徒の保護者に向け「事業紹介」作成、配布。
　　 翌年度以降も随時改定版を作成、配布。平成30年9月「研究成果広報（レポート）」作成し域内
　　 関係機関に配布。以後も改訂版を随時作成、配布。
(2)【情報発信2】関連：　平成29年9月以降、現行「サッカー教室」等の各クラブの小中高校生指導
　　 を継続。平成29年12月に指導実績紹介の特設ウェブ開設。以後、内容を随時更新。平成30年8月、
　　 小学生対象「走り方教室」実施。翌年度以降も同時期に開催。

SH3（地域住民・自治体・福祉施設・企業）対象の情報発信事業の工程
(1)【情報発信1】関連：　平成30年3月、事業成果を論文化、学会誌投稿等を開始。
(2)【情報発信2】関連：　平成29年10月に本事業に関する紹介文等の業界紙、経済誌、市広報等への投稿
　　開始。ブランディングアドバイザーのメンバーの決定、委嘱。平成30年3月以降、その支援を受け事業
　　成果の取材働きかけ実施。翌年度以降も適時実施。
(3)【情報発信3】関連：　平成30年3月、研究成果をもとに政策提言レポートを作成、関係機関等で提案。
　　次年度以降も継続。
(4)【情報発信4】関連：　平成29年9月～平成30年2月、本研究事業シンポジウムの企画と準備。平成30年3月
　　に開催し、次年度以降も継続。平成30年3月、本研究事業の報告書を作成。関係機関（主要都市の行政
　　機関、高等教育機関等）に配布。特設ページでも公表。次年度以降も年度末に報告書を作成し公開。
(5)【情報発信5】関連：　平成30年3月、介護予防と介護支援関連の研究事業解説のチラシ・ポスター作成。
　　域内の福祉施設に配布。平成30年9月に介護予防と介護支援関連の研究事業の成果のレポートおよび介護・
　　介護予防サービス利用者向けの広報資料を作成。域内の福祉関係施設等に配布。次年度以降も改訂版を
　　随時作成し配布。

⑦  ⑥の工程ごとの成果指標と達成目標

⑥　①～⑤の具体的工程

全ステークホルダー（SH1～SH3）対象
(1)域内市民対象の本学イメージ調査（Webアンケート、30年度以降年度末実施）での本研究事業の認知度…
〔目標値〕「知っている」の回答比率10％
(2)ホームページ関連：　研究ブランディング事業専用ページのアクセス数…〔目標値〕平成30年3月アクセス
数を基準に毎年（月平均）５％増加

SH1（受験生・在学生（含保護者）・地元高等学校）対象
(1)【情報発信1】関連：
   ・事業内容の紹介パンフレット配布…〔目標値〕域内全高校に毎年配布
   ・高校生対象の本事業SNSの登録者数…〔目標値〕開設時以降、毎年100名追加
   ・オープンキャンパスで本事業解説の聴講者数…〔目標値〕平成30年度300名、次年度以降毎年５％増加。
(2)【情報発信2】関連：　「スポーツ科学の学び」参加者数…〔目標値〕計100名／年

SH3（地域住民・自治体・福祉施設・企業）対象
(1)【情報発信1】関連：　論文投稿、研究発表数…〔目標値〕平成29年度9件（次年度以降増加）
(2)【情報発信2】関連：　市広報等掲載、報道等での紹介件数…〔目標値〕5件／年
(3)【情報発信3】関連：　政策提言レポート等の提案件数…〔目標値〕3件／年
(4)【情報発信4】関連：　毎年開催のシンポジウム参加者数計…〔目標値〕100名／年
(5)【情報発信5】関連：
   ・介護予防と介護支援関連の研究事業チラシ、ポスター配布箇所…〔目標値〕域内の全福祉施設
   ・介護予防と介護支援関連のレポート、サービス利用者向けの広報資料（チラシ、ポスター、ハンドブ
　   ック等）配布数…〔目標値〕200部／年

全ステークホルダー（SH1～SH3）対象の情報発信事業とアンケート調査等による現状の自大学のイメージ及び
認知程度に係る把握・分析の行程
(1)【ホームページの開設と運営】関連　平成29年10月に本学ホームページ内に研究ブランディング事業専用
　  ページ開設。同年12月に事業内容等概要、研究成果等の紹介ページ開始。
(2) 域内外市民対象の本学イメージ調査を、平成30年度より各年度末に「WEBアンケート」を活用して実施。

SH1（受験生・在学生（含保護者）・地元高等学校）対象の情報発信事業の工程
(1)【情報発信1】関連
 ・ 平成29年9～12月に事業内容の紹介パンフレット作成し高校訪問等で配布（次年度以降も随時改定版を作成
　  し配布）。平成30年5月に事業内容紹介を掲載した30年度入学案内を作成し、高校訪問等で配布。
 ・ 平成29年10月にスポーツ事業参加高校生対象のSNS開設。以後定期的に情報を更新。
 ・ 平成29年9年～平成30年3月に教育研究内容の紹介を含めたオープンキャンパス事業を企画・準備し、
    平成30年度以降のオープンキャンパス（毎年7～9月）で実施。
(2)【情報発信2】関連：　平成29年9月～平成30年3月、高校生対象の「スポーツ科学の学び（１）（２）
　 （３）」イベントの企画、準備、広報。平成30年6月以降、「（１）運動生理学・バイオメカニクス的
　　動作解析に基づく正しいトレーニング法」講習会、「（２）陸上公式記録会」、「（３）運動プログラム
　　開発」研究会を開催。翌年度以降も継続。
(3)【情報発信3】関連：　平成29年9月～平成30年2月に高大連携型シンポジウム・ワークショップの企画、
　　準備、広報。平成30年3月に開催。翌年度以降も継続。
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徳山大学

全ステークホルダー（SH1～SH3）対象
(1)域内市民対象の本学イメージ調査（Webアンケート、30年度以降年度末実施）での本研究事業の認知度…
〔目標値〕「知っている」の回答比率10％
(2)ホームページ関連：　研究ブランディング事業専用ページのアクセス数…〔目標値〕平成30年3月アクセス
数を基準に毎年（月平均）５％増加

SH1（受験生・在学生（含保護者）・地元高等学校）対象
(1)【情報発信1】関連：
   ・事業内容の紹介パンフレット配布…〔目標値〕域内全高校に毎年配布
   ・高校生対象の本事業SNSの登録者数…〔目標値〕開設時以降、毎年100名追加
   ・オープンキャンパスで本事業解説の聴講者数…〔目標値〕平成30年度300名、次年度以降毎年５％増加。
(2)【情報発信2】関連：　「スポーツ科学の学び」参加者数…〔目標値〕計100名／年

SH3（地域住民・自治体・福祉施設・企業）対象
(1)【情報発信1】関連：　論文投稿、研究発表数…〔目標値〕平成29年度9件（次年度以降増加）
(2)【情報発信2】関連：　市広報等掲載、報道等での紹介件数…〔目標値〕5件／年
(3)【情報発信3】関連：　政策提言レポート等の提案件数…〔目標値〕3件／年
(4)【情報発信4】関連：　毎年開催のシンポジウム参加者数計…〔目標値〕100名／年
(5)【情報発信5】関連：
   ・介護予防と介護支援関連の研究事業チラシ、ポスター配布箇所…〔目標値〕域内の全福祉施設
   ・介護予防と介護支援関連のレポート、サービス利用者向けの広報資料（チラシ、ポスター、ハンドブ
　   ック等）配布数…〔目標値〕200部／年

⑧　達成目標の進捗状況を把握する方法

全ステークホルダー（SH1～SH3）対象
(1) 徳山大学ブランディング推進本部は、WEBアンケート調査により域内外の一般市民を対象とした本学のイ
メージに関する調査を実施、集計結果を整理。
(2) ホームページ関連アクセス数は情報教育支援委員会が確認、ブランディング推進本部へ報告する。

SH1（受験生・在学生（含保護者）・地元高等学校）対象
(1) 事業パンフレット配布数、オープンキャンパスでの聴講者数は入試室とブランディング推進本部が協働し
     管理。本事業SNSの登録者数は情報教育支援委員会が確認し、ブランディング推進本部へ報告。
(2)「スポーツ科学の学び」参加者数は、講座担当教員がブランディング推進本部へ報告し管理。

SH3（地域住民・自治体・福祉施設・企業）対象
(1) 論文投稿・研究発表数は、各担当者がブランディング推進本部へ報告、委員会が集計管理。
(2) 市広報等掲載、報道等での紹介件数は、各担当者がブランディング推進本部へ報告、委員会が集計管理。
(3) 政策提言レポート等の提案件数は、各担当者がブランディング推進本部へ報告、委員会が集計管理。
(4) シンポジウム参加者数計は、各担当者がブランディング推進本部へ報告、委員会が集計管理
(5) 介護予防と介護支援関連の研究事業チラシ、ポスター配布箇所および介護予防と介護支援関連の
    レポート。サービス利用者向けの広報資料の配布数は、同事業担当者がブランディング推進本部
　　へ報告し管理。
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４．事業実施体制（２ページ以内）
１．全学を挙げての事業実施体制
　本事業の企画準備、及び、ブランディング戦略の策定は、学長のリーダーシップのもと、その直轄機関であ
る「企画戦略室（= 学長室）」を中心におこなわれた。本事業を管理・統括する「徳山大学ブランディング推
進本部」が設置され、全学的なブランディング事業の組織体制が整備された。同推進本部は、「大学ブラン
ディング」全体の基本方針の審議や自己点検・評価と共に、本「研究ブランディング事業」の全般的進捗管
理をPDCAサイクルに基づいて行っていく（その工程の詳細については本申請書 「３．ブランディング戦略」
における⑥ ①～⑤の具体的工程、以降を参照）。 特にステークホルダー全般に対するブランド化の度合いを
検証（C：チェック）するため、新たに導入予定の「Webアンケートシステム」等を有効に活用して大学ブラン
ド化のPDCAを管理し、以下に記す「研究部門」のPDCAとの連携・相関の検証を進める。
　一方、本事業における研究は「徳山大学　生涯スポーツと福祉情報研究センター」（センター長は学長）
が担う。同センターには、周南広域都市圏に住む住民の「健幸（Wellness）」の増進を目的とする3つの【主
研究部門】、及び、それらの研究が地域住民の生活に及ぼす社会的・経済的効果の評価法を研究する【評価研
究部門】、の計4つの研究部門を設置する。
【主研究部門】には〔1〕「健康と生涯スポーツ研究部門」、〔2〕「介護予防と生涯スポーツ研究部門」、
〔3〕「介護支援の充実と福祉情報研究部門」、の3部門を設置。スポーツマネジメント系（経済学部）をはじ
め、社会福祉系・介護福祉系・福祉情報系・心理学系（福祉情報学部）等の多分野の研究者協働による学際的
研究プロジェクトを担う。
【評価研究部門】では、本学の経済系（経済学部）及び心理学系（福祉情報学部）研究者が中心となり、地域
住民のQOLを把握する指標の研究・開発や、健康・スポーツ関連産業の振興がもたらす地域経済への波及効果
の推定（【主研究部門】の成果の社会的・経済的効果の評価）をおこなう。
 当該研究事業の企画推進及びその進捗状況管理（自己点検・評価）のために、同研究センター内に「生涯ス
ポーツと福祉情報研究センター運営委員会」（以下、センター運営委員会と略記）を置く。同運営委員会
は、各研究プロジェクトの部門別研究実施責任者とともに、研究事業全体の企画推進から自己点検・評価を、
PDCAサイクルに基づいて実施していく。

２．研究活動のPDCAサイクル－自己点検評価及び外部評価体制
　本学の研究・教育活動の自己点検・評価については、自己点検・評価委員会において全学的な点検・評価の
方針や評価活動等の審議がなされ、これを受けて各部署がPDCAサイクルを念頭においた自己点検・評価活動を
実施してきた。
　本事業の自己点検・評価並びに外部評価の実施については、センター運営委員会が毎年度、各研究プロジェ
クトの研究体制や進捗状況を既存の自己点検・評価委員会（上記）に報告・評価・検証を行い指導を受ける
他、本研究プロジェクト自己評価規程に則り、センター運営委員会において研究プロジェクトの内部評価を実
施する。その後、本事業遂行のために委嘱した外部評価委員会（メンバーについては、「ブランディング事業
実施体制図」を参照）にて定期的な評価を受け、本事業の評価・検証を行うこととしている。
研究プロジェクトの自己評価の具体的な項目は、①研究開始時に設定した各研究プロジェクトの達成目標、研
究実施体制、自己点検・評価結果に関すること、②中間評価としての研究進捗状況、研究計画の修正、自己点
検・評価結果に関すること、③本事業終了時の研究成果、自己点検・評価結果に関すること、④その他地域へ
の研究による貢献度の評価、とする。
　この他に、三者連携協議会（本学・徳山工業高等専門学校・周南市の三者による包括的連携協議会）やLCEC
周南会議（COC事業における地域の産官学との連携機関「生涯キャリア教育コンソーシアム」）など地域の各
機関と定期開催している各種会議においても本事業の進捗状況等の報告を行い、その場で出された意見をその
後の事業遂行に活かす体制を整えている。

３．ブランディング戦略の推進体制
　本学は、創立40周年記念事業（2011）において、創立50周年を機とする「地域に輝く大学」の確立を理念に
掲げ、学長のリーダーシップの下、高等教育機関としての地域貢献を重要視し、研究・教育活動を積み重ねて
きた。冒頭に記したように、今後、本学のブランディング戦略のPDCAは「徳山大学ブランディング推進本部」
が担っていくことになる。さらに、域内自治体の広報担当者や報道機関広報担当者の方々に協力を仰ぎ、「ブ
ランディングアドバイザー」として大学ブランディング戦略の企画・立案に対するアドバイスを受ける体制の
整備を計画している。
　大学にとって重要なステークホルダーとなる高校教員、高校生やその保護者に対するブランディングは、学
生支援センター入試室が中心を担ってきた。年に一度、全教職員を対象に入試広報戦略ガイダンスを実施し、
大学のブランドイメージについて意思統一を図っている。さらに、域内住民や各機関へのブランディングは、
地域連携センターやエクステンションセンターが中心的役割を担っており、大学が地（知）の拠点として実施
すべき研究シーズの提供やエクステンション事業を数多く展開し、大学のブランド力向上に取り組んできた。
本事業を始動するに当たって、企画戦略室を中心に学内全部署と協議し、本学が「地域に輝く大学」であり続
けるための新たなブランディング戦略として、「健康とスポーツ」を核とした地（知）の拠点形成を目指すこ
ととなった。このことは、入試広報戦略や地域連携・エクステンション事業とも綿密に関連しているため、各
部署が協議を重ね、ブランディング戦略を遂行する準備を進めてきた。本事業始動後は、当該事業を介した
「大学のブランド化」（＝「健康とスポーツ」を核とした地（知）の拠点というブランドイメージ）がどの
程度浸透しているのかについて、「徳山大学ブランディング推進本部」が調査・研究し、大学のブランド力向
上への取り組みを行っていく。

9



４．学外との有機的な連携体制
　本学は、いわゆる「公設民営型大学」の先駆けとして、旧徳山市（現周南市）や市内関係各機関の支援を受
けて設立された大学である。創立以来、周南広域都市圏の行政や諸機関、民間企業との密接な関わりの中で教
育・研究活動が行われてきた。今もなお、理事会構成員には周南市長をはじめ、域内民間企業の役員が名を連
ねており、大学運営が支えられている。また、本学は、平成27年度に文部科学省より山口県東部地域における
地（知）の拠点大学（Center of Community : COC）に認定され、地域を指向した研究・教育活動のさらなる
充実を推し進めている。
　本事業も上記の流れを汲んだ内容となっている。各研究部門には、学内の研究者のみならず、周南市の健
康・福祉を担う部署やスポーツ振興を担う部署、周南広域都市圏の福祉介護施設やITベンダ企業の参画が決
まっており、産官学連携による研究プロジェクトを実施することになっている。また、地元行政、各種組織・
団体によって構成されている三者連携協議会やLCEC周南会議において本事業によって行われる研究内容・実績
を報告し、周南広域都市圏の行政や民間企業等が本事業に求めている成果を汲み取る体制も整備している。

ブランディング事業実施体制図 

●生涯・健康ｽ
ﾎﾟｰﾂ関係

住田英昭 氏
（周南市立新南陽市民

病院理事長）予定

和田 實 氏
（徳山工業高等専門学
校名誉教授・周南市体

育協会前会長）

●福祉関係
福 知栄子 氏
（岡山ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

協会会長）

●地域経済関係
原田 保 氏

（一般社団法人地域デ
ザイン学会理事長）

末田義明 氏
（西京銀行地域連携部

部長）

学長

徳山大学ブランディ ング推進本部

本部長：学長
副本部長：企画戦略室室長補佐

大学ブランディングの基本方針

大学ブランディングの自己点検・評価

ブランディ ング
アド バイザー

◆域内自治体広報担当
◆域内自治体報道機関

徳山大学
生涯スポーツと福祉情報研究センター

センター長：学長兼務

研究センター運営委員会

学長・学長補佐・両学部長＋数名の教職員

研究ブランディングの基本方針

研究の自己点検・評価

主研究部門

健康と
生涯スポーツ

研究部門

介護予防と
生涯スポーツ

研究部門

介護支援の
充実と

福祉情報
研究部門

評価研究部門

研究成果の把握

自己点検・ 評価委員会

委員長：学長補佐
副委員長：教務部主監

外部評価
委員会

経済学部専任教員

・経済・経営系
・ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ系
・知財開発系

外部参画組織
（域内行政機関（生涯スポーツ関連部署））

外部参画組織
（域内介護福祉施設）

外部参画組織
（域内ITベンダ企業）

福祉情報学部
専任教員

・社会福祉・介護福祉系
・情報系
・心理学系

外部連携組織

◆三者連携協議会
◆LCEC周南会議
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５．年次計画（３ページ以内）

目
標

実
施
計
画

目
標

実
施
計
画

[1] ①モデル園への定期的な視察ならびに効果測定の実施（幼児運動能力検査・二次元気分尺度）・効果検証
    ②講習会での実践報告に向けたモデル園との協議
    ③幼児の運動能力検査の実施および効果測定
    ④児童生徒の体力測定・走力および運動習慣調査の実施検証
[2] 高齢者の運動プログラム（コグニサイズ運動等）の実施検証
[3] ①介護福祉現場へのアンケート調査（記録情報に関する）の実施と分析（4～7月）
　　②社会福祉協議会への事業一覧の提出依頼（6月）
　　③IoT、AIによる介護従事者の労働負担軽減に関する学内実験（4～2月）
　　④研究成果報告会の開催（3月）
　　⑤自己点検評価（3月）
　　⑥外部評価（3月）
[4] ①健康な生活に関する満足度に関する市民調査（質問紙調査）の取りまとめ（4～9月）
　　 ②QOL指標の基本的な構造の検討（10～3月）
　　 ③地域マクロ計量モデル推計のためのデータセット整備および推計の実施（4～3月）

平成29年度

〇学内の組織づくり、外部関係機関との協力体制づくり、研究活動の準備
[1]学内外の組織づくり（関係各所との連携・協力体制づくり）
    ACPとスポーツ理論についての講習会を実施
    研究遂行のための研究環境整備の確立
    幼児、児童、生徒の新体力テストの実態調査
[2] 高齢者の介護予防・認知症予防のための運動効果についての検証
[3] 研究実施体制の確立及び自己点検評価体制の確立
[4] QOLに関する基礎研究と住民の意識調査
　　地域マクロ計量モデルの基本構造確定
（数値目標）
[1]・関連の論文投稿件数：2件 ・学会等での報告件数：1件
[2]・学会等での報告件数：1件
[3]・関連の論文投稿件数：1件 ・周南広域都市圏3市が実施する諸施策における本研究事業の引用数：1件　・外部
参画組織：域内ベンダ   企業1件、域内介護福祉施設2施設
[4]・関連の論文投稿件数：1件 ・学会等での報告件数：1件

[1] ①日本体育協会や山口県体育協会、周南市体育協会などとの協働体制構築
     ②講習会でのカリキュラムづくりと講習会の実施（幼児教育現場スタッフ対象）
     ③各種測定法に関する確認
     ④小学生を対象とした体力テスト値との関連分析
[2] ①中高齢者を対象とした介護予防研修会の開催
　   ②介護予防運動プログラムおよび認知症予防運動プログラム作成
[3]①外部参画組織を含む研究プロジェクトチームの結成（4月～9月）
　  ②自己点検評価体制（PDCAサイクル）の確立（9月）
　  ③理論的研究、先行研究調査の実施（10月～2月）
　  ④キックオフシンポジウムの実施と研究成果報告会の開催（3月）
　  ⑤自己点検評価（3月）
　  ⑥外部評価（3月）
[4] ①研究遂行に必要な研究設備の購入（9月）
　　②QOL、および医療・福祉を明示した地域マクロ計量モデルの先行研究調査、理論研究（9～3月）
　　③健康な生活に関する満足度に関する市民調査（質問紙調査）の実施（1～3月）
　　④地域マクロ計量モデルの構造検討と経済データの整備

平成30年度

〇効果測定開始、各種プログラムの開発、指標の開発
[1] モデル園でのACP実施および効果測定・検証
     ACPとスポーツ理論についての講習会を実施（モデル園からの実践報告ならびに本学教員からの成果報告）
     幼児・児童生徒のACPの実践検証
[2] 高齢者の介護予防運動プログラムの開発・提供
[3] 学内における実験実施ならびに分析
    福祉教育プログラム策定準備
[4] QOL指標の基本構造の検討
　　地域マクロ計量モデルの推計と、そのためのデータセット整備
（数値目標）
[1]・関連の論文投稿件数：2件・学会等での報告件数：2件 ・講習会での報告：1件
[2]・関連の論文投稿件数：1件 ・学会等での報告件数：2件
[3]・関連の論文投稿件数：2件・学会等での報告件数：2件　・周南広域都市圏3市が実施する諸施策における本研究事業の引
用数：1件  ・周南広域都市圏3市の社協から事業一覧提出数：1件 ・外部参画組織：域内ベンダ企業1件、域内介護福祉施設2
施設、社会福祉協議会1件
[4]・①のQOL住民意識調査の報告書策定：１件　・関連の論文投稿件数：1件　・学会等での報告件数：1件
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目
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目
標

平成31年度

〇効果測定の継続、各種プログラムの開発継続、指標（暫定版）の完成
[1] ACP実施の園を増やす働きかけ
    実施園での効果測定・検証（縦断的効果検証を含む）
    ACPとスポーツ理論についての講習会を実施（実施園からの実践報告ならびに本学教員からの成果報告）
    幼児・児童生徒の体力向上運動プログラムの検討
[2] 高齢者の介護予防運動プログラムの開発・提供
[3] 記録情報品質評価フレームワークの構築、介護福祉現場での実証実験・福祉教育プログラムの分析
[4] QOL指標（暫定版）の完成
　  地域マクロ計量モデル（暫定版）の完成
（数値目標）
[1]・関連の論文投稿件数：2件・学会等での報告件数：2件 ・講習会での報告：1件
[2]・関連の論文投稿件数：1件 ・学会等での報告件数：2件
[3]・関連の論文投稿件数： 2件 ・学会等での報告件数：2件　・周南広域都市圏3市が実施する諸施策における本
研究事業の引用数：2件、福祉教育プログラムの分析数：3件　・介護福祉施設でのプロトタイプシステムの採用：
１件　・外部参画組織：域内ベンダ企業1件、域内介護福祉施設2施設、実証実験協力施設（介護福祉施設）1施設、
域内社会福祉協議会1件
[4]・関連の論文投稿件数：1件　・学会等での報告件数：1件

[1]①実施園への定期的な視察と効果測定・検証ならびに縦断的効果検証
   ②講習会の内容に関する検討会の実施および実施園との実践報告に向けた協議
   ③幼児の運動能力検査の実施および効果測定
   ④児童生徒の体力測定・走力および運動習慣調査の実施検証
[2] 高齢者の運動プログラム（コグニサイズ運動等）の実施検証
[3]① 情報品質評価フレームワークの構築、介護福祉専門職向けの意思決定支援システムの設計・開発（4～2月）
　　②最先端ICT機器を用いた介護福祉現場での実証実験及び結果に基づく諸課題の抽出（4～2月）
　　③ 3市社協福祉教育プログラムの分析（6～9月）
　　④事業中間年度シンポジウムの実施と研究成果報告会の開催（3月）
　　⑤自己点検評価（3月）
　　⑥外部評価（3月）
[4] ①QOL指標（暫定版）の完成および指標算出のための準備（4～3月）
　　②地域マクロ計量モデル（暫定版）の完成、本研究事業全般の効果試算（4～3月）

平成32年度

〇効果測定の継続、各種プログラムの開発継続、指標（暫定版）の改善、効果の試算
[1] 実施園での効果測定・検証（縦断的効果検証を含む）
    検証結果に基づく運動遊びの指導マニュアルづくり
    幼児・児童生徒の体力向上運動プログラムの検討
[2]高齢者の介護予防運動プログラムの開発・提供
[3] プロトタイプシステム構築と介護現場での継続的実証実験
　　福祉教育プログラムの開発
[4] QOL指標の改善
　　地域マクロ計量モデルの改善と本研究事業全般の効果試算
（数値目標）
[1]・関連の論文投稿件数：2件・学会等での報告件数：2件 ・講習会での報告：1件
[2]・関連の論文投稿件数：1件 ・学会等での報告件数：2件
[3]・関連の論文投稿件数： 3件　・学会等での報告件数： 2件　・周南広域都市圏3市が実施する諸施策における
本研究事業の引用数：2件　・介護福祉施設でのプロトタイプシステムの採用：2件　 ・福祉教育プログラムの開
発：3種類（小学生向け、中学生向け、高齢者向け）　・健康体操の解説（高齢者向け福祉教育プログラム）DVDの
作成：1件、・外部参画組織：域内ベンダ企業1件、域内介護福祉施設2施設、実証実験協力施設（介護福祉施設）1
施設、域内社会福祉協議会2件
[4]・関連の論文投稿件数：1件　・学会等での報告件数：1件
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[1]①運動遊びの指導マニュアルに基づいた指導の展開（幼児教育現場スタッフによる）
    ②実施園への定期的な視察と効果測定・検証ならびに縦断的効果検証
    ③講習会での内容協議および運動遊びの指導マニュアルに基づく検証結果報告
    ④幼児の運動能力検査の実施および効果測定
    ⑤児童生徒の体力測定・走力および運動習慣調査の実施検証
[2]高齢者の運動プログラム（コグニサイズ運動等）の実施検証
[3]① 前年度成果に基づいた介護記録情報システムのプロトタイプ構築（4～8月）
　  ②高齢者向け福祉教育プログラムの開発（6～7月）
    ③健康体操の解説（高齢者向け福祉教育プログラム）DVDの作成（8～9月）
    ④小学生向け福祉教育プログラムの開発（8～9月）
　 　⑤プロトタイプシステムの試用と評価（9月～2月）
　　⑥中学生向け福祉教育プログラムの開発（10～11月）
　　⑦前年度成果に基づく介護福祉現場で実証実験の実施（4月～2月）
　　⑧研究成果報告会の開催（3月）
　　⑨自己点検評価（3月）
　　⑩外部評価（3月）
[4]①QOL指標の算出と改善（4～3月）
　　②地域マクロ計量モデル改善、本研究事業全般効果試算（4～3月）

平成33年度

〇指導マニュアルの作成、各種プログラムの成果報告・提言、計量モデル計測・結果報告
[1]運動遊び指導マニュアルの完成
    本事業における成果報告
    幼児・児童生徒の体力向上運動プログラムの成果報告
[2]高齢者の介護予防運動プログラムの成果報告
[3] 介護支援の充実に向けたICT技術活用の社会的応用の提言
　　福祉教育プログラムの展開
[4] QOL指標の完成と算出
　 地域マクロ計量モデル完成と政策シミュレーション
（数値目標）
[1]・関連の論文投稿件数：3件・学会等での報告件数：2件 ・講習会での報告：1件
[2]・関連の論文投稿件数：1件 ・学会等での報告件数：2件
[3]・関連の論文投稿件数： 3件　・学会等での報告件数：2件　・周南広域都市圏3市が実施する諸施策における本
研究事業の引用数：3件　・介護福祉施設でのシステム採用件数：3件 ・圏域内における高齢者向け新・福祉教育プ
ログラムの実施：15カ所　・小学校における新・福祉教育プログラムの実施：2カ所　・中学校における新・福祉教
育プログラムの実施：1カ所　・福祉教育プログラムの実施効果測定：15カ所　・外部参画組織：域内ベンダ企業1
件、域内介護福祉施設4施設、域内社会福祉協議会3件、小学校2件、中学校1件
[4]・報告書の策定：１件　・関連の論文投稿件数：1件　・学会等での報告件数：1件

[1]①５年間での縦断的効果検証結果の報告
   ②幼児の発達段階に応じた運動遊びに関する指導マニュアルの再検討
   ③幼児の運動能力検査の実施および効果について発表報告
   ④児童生徒の体力測定・走力および運動習慣調査の実施報告
[2] 高齢者の運動プログラム（コグニサイズ運動等）の実施報告
[3]①ピクトグラムを採用した介護記録情報システムの特許取得（4～6月）
　　②福祉教育プログラムの展開・効果測定（5月～2月）
　　③ピクトグラムを採用した介護記録情報システムの本システム運用開始（7月）
　　④ピクトグラムを採用した介護記録情報システムの介護福祉専門職養成への活用開始（外国人専門職養成も含
む）（8月）
　　⑤研究成果を踏まえた、介護福祉現場へのICT導入の提案（9月～3月）
　　⑥シンポジウムと研究成果報告会の開催（3月）
　　⑦自己点検評価（3月）
　　⑧外部評価（3月）
　　⑨研究叢書あるいは研究成果報告書の刊行（3月）
[4]①QOL指標の算出（4～3月）
　　②地域マクロ計量モデル完成、本研究事業全般効果試算、政策シミュレーション実施（4～3月）
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６．既選定事業との関連（該当する場合のみ：１ページ以内）

徳山大学

該当なし
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