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現状分析
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香川県観音寺市・・・



現状分析

観音寺市の高齢化の現状

減少

増加

少子高齢化

出典 https://resas.go.jp/
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シルバー人材センターについて

シルバー人材センター

高齢者に地域社会に密着した臨時的・短期的な仕事を提供する団体

会員制・・・原則６０歳以上（観音寺シルバー人材センター）

平成３０年度現在会員４００人弱

最高年齢は９１歳
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会員数の変化

企業が定年を過ぎた人材を手放さない。
シルバー人材センターの仕事が単調である。

会員数は減っている

（人）

出典 シルバー人材センターのデータより

現状分析

シルバー人材センター
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今、働いていますか？

17％ [値]％
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はい いいえ

街頭アンケート結果（2018年8月18日観音寺市内マックスバリュ等にて調査）

ｎ=100

なぜ、働きたくないのか？
また、働かないのか？

・体の衰え・・・32人
・時間がない・・・12人
・働ける場所がない
・やりきったなど・・・

多数！！



56％ 30% 14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域の役に立ちたいと思いますか？

地域の役に立ちたい 体力などの理由で役に立ちたいけど立てない 立ちたくない

86％の高齢者が役に立ちたいと思っている

現状分析

ｎ=100

街頭アンケート結果（2018年8月18日観音寺市内マックスバリュ等にて調査）
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それぞれにあった色々な種類の仕事を提供しなければ！！

体力がないという高齢者

まだまだ元気な高齢者

これらのことから・・・



またまた
香川県観音寺市 観音寺商店街・・・



イベントがあれば人は来るけど
いつもはあまり人が来ないで
売れ行きもよくない

地元商店街の現状

昔はアーケードもあって
活気があったのに・・・

新しく市民会館ができたのに
活性化はしなかった

子供服屋や本屋も
どんどん閉まっていった

もっとイベントして欲しい

商店街の活気がどんどん失われていっているので…

高齢者の活躍できる環境づくり × 地元の活性化

現状分析
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⑥あなたは、おしゃれについてどの程度関心がありますか？（年別）

積極的におしゃれをしたい ある程度はおしゃれをしたい あまり関心はない 関心はない 無回答

約70％のお年寄りがおしゃれしたい

おしゃれしたいお年寄りが増えている。

多くの高齢者はファッションに関心がある

現状分析

出典 内閣府 http://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h26/sougou/gaiyo/pdf/kekka2.pdf

高齢者ファッションの現状

(%)



出典 Value Press！ https://www.value-press.com/pressrelease/173932?mode=amp

しかし、高齢者にはこんな悩みも・・・

このように高齢者の要望に沿えていない服もまだまだたくさんある。

現状分析
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加齢に伴う体力・運動能力の低下が

原因で、着られなくなった服があると感

じたことはありますか？

何度もある ある 少しある 全くない

n=500
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体型の変化によって着られなく

なった服があると感じたことがあり

ますか？

何度もある ある 少しある 全くない

n=500
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進む高齢化・・・ 進まない高齢者の就労・・・

服が自分に合わないと困る高齢者・・・

増え続けるファッションに興味をもつ高齢者

それぞれにあった色々な種類の仕事を提供するために・・・



「観コレ」を企画します

観コレ・・・観音寺市活性化高齢者ファッションショーのこと
いわゆる、パリコレクションＩＮ観音寺市のようなものだ

２．アイデア提案

アイデア提案
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香川県製造業の事業所数の推移

飲料・たばこ・飼料製造業 繊維工業 木材・木製品製造業（家具を除く）

家具・装備品製造業 パルプ・紙・紙加工品製造業 印刷・同関連業

化学工業

出典 https://resas.go.jp/

かつて繊維産業は香川県の特色ともいわれていたが1991年をさかいに
急激に減少している。

アイデア提案

激減

繊維工業↑

（年）

（事業所数）



場所
観音寺商店街

Google map Street View 駐車場

メインストリート

・駐車場が広い

・きれいに舗装された道

・拡張され幅の広いストリート

・観音寺駅が近い

・ 当たった
宝くじが近くに

↓メインストリートの様子

アイデア提案



初めは現在イベントとして商店街で行われている
「パンストリート」や「銭形まつり」などでショーをして
この「観コレ」の存在をアピールする

徐々に「観コレ」を独立させていく

パンストリートの様子
銭形まつり
踊り子４千人、

観コレを知ってもらうためのチャンス！
銭形まつり

出典 http://blog.goo.ne.jp

出典 https://maturibito.exblog.jp

アイデア提案



従来の
高齢者ファッショショー

「観コレ」

目的 高齢者が輝く場を設けるため

デザイナー

製作

モデル

従来の高齢者ファッションショーと「観コレ」との違い

観コレの売りは高齢者主体

高齢者の好みや流行は高齢者にしかわからない！！

ほとんどがシニアでないプロ 高齢者
製造会社 高齢者

高齢者の活躍できる場を設けるため

地元商店街の活性化

高齢者で人数制限なし選考されたり人数制限あり

アイデア提案



観コレ
ファッション業界の活性化 地域・商店街の活性化

そしてなにより・・・

高齢者が活躍できる！！！
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