


はじ め に

団 体代表 挨 拶

福岡未来創造プラットフォームとは

組織体制 代表者会議
参画機関の代表者（学長・会長等）で構成

　福岡市を中心とする高等教育の振興と地域社会の活性化を目的に、2019（令和元）年5月、福岡都市圏に位置する大
学・自治体・産業界で「福岡未来創造プラットフォーム」を形成し、個々の資源を共有するとともに、大学・自治体・産業
界の垣根を越えた取組みを進めています。

設立の背景と目的

　近年、グローバル化、情報化、少子高齢化等の社会の急激な変化に伴い、大学が果たすべき役割は大きく変わってき
ています。これまでも、大学は各々で地元の自治体や企業等と連携し、地域の活性化や発展に資する教育・研究活動を
続けてきました。しかし、今後ますます複雑化・多様化する社会においては、個々の大学で対応することは困難になって
きています。
　産業・就業構造の変化やライフスタイルの多様化など、将来の予測が困難な時代を迎えるなかで、自治体や産業界に
おいても、これからの社会を担い、未知の時代を切り開く有為な人材を育成・確保する仕組みをつくることが喫緊の課
題となっています。
　このような背景から、複数の大学・自治体・産業界の資源を結集させて、福岡における高等教育および地域全体の活
性化を実現することを目的として、福岡未来創造プラットフォームを設立しました。

　「福岡未来創造プラットフォーム」は、2019（令和元）年5月に発足し、福岡

都市圏に立地する国公私立大学、福岡市、福岡商工会議所、福岡中小企業経

営者協会が参画し、組織の垣根を越えて、福岡のまちの未来創造に共同で取

り組んでいます。

　福岡は、全国有数の「大学のまち」です。近年は、新型コロナウイルス感染

症の影響をはじめ、グローバル化、情報化といった社会の急激な変化が生じ

ており、この「大学のまち福岡」においても、大学の果たすべき役割や求めら

れる役割について、大きな変化のときを迎えています。

　大学がもつ強み、自治体がもつ強み、産業界がもつ強み、地域住民がもつ

強みは、それぞれ異なります。多様なステークホルダーが、それぞれの長所を

持ち寄りながら、これからの社会を担い、そして、未来を切り開くことのでき

る人材を育成し、社会の活性化を図ることができるよう、福岡未来創造プ

ラットフォームは、これからも様々な事業を展開してまいります。

ビジョン・目標

ビジョン

大学・自治体・産業界とのリソースの共有にもとづく高等教育及び地域の活性化の推進

●若者が集積し、成長し、活躍する活気と魅力あるまちづくりの推進

●多様な人びとが豊かな学びを通して活躍できるダイバーシティ社会の推進

●大学・自治体・産業界の垣根を越えた知的・人的交流の促進と高等教育機能の向上

2023（令和5）年度までの達成目標

●福岡市の発展を支える17以上の先進的な教育・人材育成プログラムを共同で開発
　（受講者数：延べ1,820人）

●福岡市内の大学卒業者の市内企業就職率3ポイント増加（2018（平成30）年度比）

運営委員会
参画機関の代表者から指名された者で構成

学生募集事業

作業部会1

多様な地域からの
学生募集

地域人材育成
事業

作業部会2

地域の未来を担う
人材の育成

地元就職・定着
事業

作業部会3

若者の地元就職・定着
を促進

生涯学習事業

作業部会4

多様な人びとの学びと
活躍の機会の提供

大学・自治体
産業界交流事業

作業部会5

福岡都市圏の大学・
自治体・産業界の垣根を
越えた交流の促進

　大学と地域を取り巻く現状と課題を踏まえて、福岡未来創造プラットフォームは
下記のビジョン・目標を設定し、その実現に資する取組みを大学・自治体・産業界が
一体となって推進しています。
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福岡未来創造プラットフォーム団体代表
西南学院大学　学長

今井 尚生
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オンラインワークショップ参加学生および
学生広報メンバー募集のお知らせ

福岡の14大学が連携して構築する「福岡未来創造プラットフォーム」の取り組みである、
「実践的な学習の場」を提供する「福岡ブランディング大学」が今年度も開校いたしました。
産官学が連携することで「ブランディング」について多角的な学びを提供します。
自分をブランド化する力は、就職活動や、社会人になった後も幅広く役立てることができます。　
今年度も全４回の講義を予定しており、講師陣が実践的なブランディングスキルを教えます。
学生広報メンバーになって、是非ワークショップにご参加ください。

日時：2 0 2 1年12月2 0日（月）
　　18 : 0 0～2 0 : 0 0

＜申し込み・問い合わせ＞
福岡未来創造プラットフォーム事務局
メールアドレス：fukuoka.mirai.jimu@gmail .com
※この事業に関する質問等ございましたら、いつでもご連絡ください。

主催：福岡未来創造プラットフォーム、九州しあわせ共創ラボ（株式会社九州博報堂）

協賛
企業

講師

全体スケジュール

10月25日 オンラインオープンセミナー

「ブランドのつくりかた」 
※どなたでも視聴可能

12月20日 メンバーワークショップ

「福岡の大学を
ブランディングしてみよう」

1月予定 オープンセミナー

「コピーライティング
～人が動く伝え方とは～」
※どなたでも視聴可能

2月下旬 最終講座：メンバーワークショップ　

「ブランディング
コンテンツの制作」

すでに福岡未来創造プラットフォーム
学生広報メンバーへの応募を
検討している学生はこちら▶

企業からのメッセージ

福岡ブランディング大学　ワークショップ

オンラインワークショップ

「福岡の大学をブランディングしてみよう」
申込フォーム

会場：Z o o m　費用：無料
対象：福岡未来創造プラットフォーム 学生広報メンバー
申込：申込フォームよりお申し込みください

★オープンセミナー登壇松本  裕介（まつもと  ゆうすけ）
1986年博報堂に入社、マーケティングディレクターとして、幅広い業界・領域を数多く
手掛ける。2020年４月より九州博報堂プラニング局長。マーケティング雑誌「Kyushu 
marketing eyes」編集委員も務める。

中村 圭（なかむらけい）
2007年博報堂に入社。コピーライター。著書に『説明は速さで決まる』がある。カンヌ金
賞やACCゴールド、ヤングズパイクス日本代表など。また講演、セミナーなどを通じて、
コピーライティングの技術を、「伝える技術」にして教えている。

鈴木  維（すずき  たもつ）
2018年博報堂に入社、2020年4月より九州博報堂に在籍し、ビジネスデザイン局にて多
種多様なクライアント業務に従事しながら、テーマビジネス開発や、リクルーティング領
域のプロジェクト等を牽引し、本校の発案者でもある。2021年10月より博報堂に所属。

私たちエフコープは、福岡県の“生協”です。無謀だ…
できっこない…そんな数々の逆風に立ち向かい、くら
しの「あたりまえ」を創るためにチャレンジし続けてき
ました。一緒に福岡を盛り上げていきましょう。

企業からのメッセージ
当社はライフライン設備を守る総合設備業として社
会的使命を果たすと同時に、お客様や地域社会とと
もに発展し続ける企業であることを経営の基本とし
ています。
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