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ごあいさつ

　わが国は、急激な少子高齢化、本格的な人口減少問題に直面
しています。加えて国や自治体の財政難、東京一極集中の進行等
もあり、地方では地域力を結集して活力の持続を図っていくこと
が大きな課題となっています。そうした中、岡山大学では、大学が地
域資源として地域と共に発展すべく「美しい学都構想」を掲げ、グローバルな視座に立
つ地域連携の強化を打ち出し、様々な取り組みを展開して参りました。
　その一翼を担う組織として岡山大学に地域総合研究センターが設立されたのは平成
23 年 11 月のことでありました。爾来、５年間が経過し、岡山の中心市街地に「城下ステー
ション」「西川アゴラ」という２つのサテライトキャンパスを設け、地域社会と向き合
いながら、学生たちや留学生が、地域の皆様と共に、地域や社会の課題を議論し、その
解決策を模索して参りました。また、学生たちが、これまでの大学教育に加え、さらに
社会での生きる力を身につけることを目的として、①教養教育から大学院教育に至る実
践型社会連携教育プログラムの開発・展開、②地域社会との連結による岡大版アクティ
ブ・ラーニングの構築・推進、③世界的な連携による ESD プログラム及び欧米加の
Co-op プログラム等の国際的な実践型教育提携によるグローバル教育制度の構築・展開
を進めて参りました。
　さらに、平成 28 年４月には、岡山大学がプラットフォームとなり、岡山の持続的な
発展を支える知恵と駆動力の源となることを目的とする産官学民の連携組織「おかやま
地域発展協議体」を、同年 10 月には産官学民のトップで構成される「おかやま円卓会議」
を創設いたしました。そこでは、地域社会を取り巻く環境がさらに厳しくなる将来を見
据え、オール岡山の体制で、産官学民が同じ土俵で具体的な施策を成就させ、生き活き
と暮らせる地域社会の創造に向けて社会実装を図ることが重要であると考えて活動を本
格化しています。
　岡山大学は、平成 29 年４月から新たな執行部体制の下で、更なるステージ「実りの
学都」を目指します。地域総合研究センターは、これまで地域社会の皆様方と築き上げ
て参りました信頼と絆を礎として、国際社会や地域社会と連携した世界に伍する最先端
の研究及び実践的かつグローバルな教育の展開による「学びの強化」に取り組みます。
そして、岡山大学が地域社会の持続的な発展を支える地域資源となりますよう、社会貢
献活動と世界で通用する地域人材の育成に尽力して参ります。
　何とぞ、皆様方のご指導、ご協力をお願い申し上げる次第です。

平成 29 年３月
岡山大学地域総合研究センター長

三　村　　　聡
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地域総合研究センターについて１
　岡山大学は、平成22年７月、地域連携の進め方について検討する「岡山大学戦略的社会連携・地域貢
献ワーキンググループ」を設置し、翌年２月末までの８か月間にわたって国内・国外の現地視察を含め
た調査検討を行った。その結果、部局や教員個人レベルでは多くの地域連携活動が行われているが、他
方で、岡山大学全体の地域貢献の姿が不明確であることも明らかとなった。今後はこれまでの成果を踏
まえ、さらに岡山県内自治体や経済界、各種団体との組織的な協力によって、大学と地域が全体的ビジョ
ンを共有し、取り組んでいくところに、一つの活路があることが浮かび上がった。平成23年４月、新し
く森田学長が就任し、「森田ビジョン」を掲げ、大学と地域が協働して美しい学都を創造する方針を明
確にした。私たちは、この新しい学都構想の具体化を目指し、同年11月15日にリージョナル・センター
の中核となる岡山大学地域総合研究センターを設置する運びとなった。
　地域総合研究センターの設立の理念は、「森田ビジョン」によって提起された新しい『学都構想』の
中に明らかにされている。すなわち、大学と地域が連携して、魅力的な美しい学都を創生し、「国際的
な学術ネットワークの中で、人文社会、環境、自然、医療の分野を包含したリージョナル・センターを
持つ、真に個性的な、卓越した大学となり」、「岡山の地にあって、世界から人が集まり、世界に輝く大
学となること」、さらに、「地域の方々と連携しつつ、地域の善き頭脳となり、地域のための優れた人材
養成の場となって、地域の自立と創造的発展に貢献する大学となること」である。地域総合研究センター
はこのような学都を実現するための知的拠点として設立された。『学都』とは、森田ビジョンにあるよ
うに、大学と地域が協働で作り上げていく魅力的な空間である。そこでまず『学都』の構成部分が明ら
かになる。大学という高等教育機関と、都市とその周りに存在する地域社会が不可欠の構成部分である。
さらにこれまでの我が国の『学都』という言葉に込められた意味として、歴史的に形成された高度な学
術機関の存在、またその歴史のなかで形成されてきた、固有の佇まい、風景、地理的集積というものが
ある。したがって、それらの構成部分が『学都』に不可欠であるが、さらに今回われわれが追求してい
る『学都』は、これらの構成部分が有機的に結びあい、協働して『学都』を創生するという動的な、機
能的な、意志的な側面が含まれている。

� 参照：＜資料編＞設立趣意書

　学都実現の拠点として設立された地域総合研究センターの主要なミッションは、次の６つである。
 １．学都構想の実現
　�　美しい学都を創生するために、産・官・民と協議し、美しいキャンパスをもつ国際的な学術都市を�

創生する中・長期的なビジョンを作成し、実現可能な政策については、適時、関係団体と協働のプロ�
ジェクトを作成し、国その他の資金協力を得て実行していく。特にグローバル人材養成の拠点として�

　１- １　設立経緯と学都の定義

　『学都』とは、固有の歴史と文化を持った地域と高度な教育研究機関である大学が、豊かな人
間関係を築き、協働して創りあげる地域をいう。すなわち、そこでは人権と福祉が保障され、文
化的、経済的、環境的に豊かで魅力的な空間が形成され、そこに『学び』を求めて世界から人々
が集う地域のことである。

　１- ２　主要ミッション
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地域総合研究センターについて １

国際学術都市政策の策定と、研究・教育・地域貢献において地域の人々との絶えざる交流を志向する
まちなかキャンパスの展開を具体化する。

２．大学の社会貢献活動の調整・強化
　�　これまで各部局で積み上げられてきた多方面の地域貢献の諸活動を支援し、地域の人々、諸団体に�

これらの活動を紹介し、さらに大学全体の視点に立って、これらの活動を重点化し、強化していく。�
３．地域諸問題に対するシンクタンク機能の発揮
　�　地域の諸問題に対し、国際的学術視点も加えながら、地域の将来の発展に資するシンクタンク機能

を果たす。�
４．地域連携に関する大学の窓口機能
　　大学に対する市民の要求を受け止める窓口機能を果たし、地域の諸団体が行っている活動を支える。�
５．情報発信
　　大学と地域の連携に関する学術研究の蓄積を行い、地域の創生に必要不可欠な情報を発信する。
６．人材育成
　�　地域の諸問題や様々なリスクを主体的に捉え、リーダーシップ、チーム力、判断力、勇気と気概を�

持った、将来にわたっての持続可能な社会の担い手を育成する。

１．研究活動
　⑴　専任教員による学都研究
　　�　地域総合研究センターのミッションである大学と地域の連携に関する学術研究の蓄積を行い、学

都創生に必要不可欠な情報を発信するため、４つの柱（「地域と医療」「地域と教育・スポーツ」「技
術・環境」「まちづくり・地域創生」）を中心とした学都研究を行う。

　⑵　学都構想推進支援
　　�　専任教員による学都研究の実施に加え、各部局の学都構想推進に資する取組に対して、受託事業

や国・県・市などからの補助金への申請等支援を行う。
　⑶　国外・国内研究
　　　視察調査を行う。（国外：ポートランド、ストラスブール　国内：熊本、金沢、岡山県内など）

２．実践活動
　⑴　シンポジウム・報告会
　・�　学都のモデルとなる都市の研究を行い、国内外のモデル都市から識者を招いてシンポジウムを開

催し、学都の創生について学び、その方策を検討する。
　　　（三都市シンポジウム（金沢・熊本・岡山）、国際学都シンポジウム）
　・�　自治体の政策の後押しとなるシンポジウムを開催する。
　⑵　岡山市都市戦略懇話会、おかやま地域発展協議体、おかやま円卓会議
　　�　行政や経済団体とともに国際学術都市として魅力あるまちづくりについて検討を行いつつ、国際

学都実現のための産官学民の連携組織において、地域が抱える課題の解決と次代を担う人材の育成
を目的とした活動を目指す。

　１- ３　平成 28 年度事業計画



4

地域総合研究センターについて１  

　⑶　岡山県内でのまちづくり
　　　岡山県内の自治体、市民団体などと協働し、大学の知見をもって実践活動を行う。
　　�　学生（留学生を含む）がこれらの事業に参加し、岡山のまちを好きになることで、大学と地域は

岡山の友好親善大使を育てる取り組みを行う。

　⑷　まちなかキャンパス事業
　　・　学都チャレンジ企画（学生企画、職員企画）
　　　�　職員や学生自らがまちづくりに積極的に参加できるように、活動企画を募集・審査し、基準を

満たした企画に対して活動を支援する。
　　・　地域総合研究センター単独企画
　　　　さまざまな話題を地域の人々とともに考え、語り合う。

３．シンクタンク機能の発揮
　　地域の諸問題に対して、学術的な視点から、調査・分析し地域発展に資する提言を行う。

４．窓口機能の強化
　　自治体、市民、NPO、企業から寄せられるまちづくりに関する相談窓口体制の整備を行う。

５．情報発信
　�　成果報告書、留学生のまちづくり報告書、実践型社会連携教育プログラムに関する実施報告書の発

行（各年１回）。
　　実践活動における中で発行するニュースレター、リーフレットなど（不定期）。

６．実践型社会連携教育プログラム（概算要求関連）
　�　全学教育・学生支援機構教育開発センターと連携し、実践型社会連携教育プログラムを平成�28�年

度より教養教育科目を中心に実施し、概念、定義、学内外の体制などを整備・構築する。

　平成28年度４月１日より、センター長の任務が荒木勝理事・副学長から三村聡前副センター長に交代
した。
　実践型社会連携教育プログラムの推進のため、４月にセンター専任教員に対して、全学教育・学生支
援機構教育開発センター実践教育部門への兼務が発令された。６月からは協力企業や地域の開拓、学内
外の関係者との渉外、連絡調整等を行い、学生・教員と社会を繋ぐ専門能力を有する事務職員である実
践型教育プランナーを新設し、吉川幸氏を採用。連携教員や学生を強力に支援する体制を整備した。こ
れに伴い、地域総合研究センターに設置してあった実践型社会連携教育専門委員会は廃止され、その機
能を全学教育・学生支援機構教育開発センター実践教育部門で新たに設置し、移管した。さらに、６月
１日付けで石田尚昭氏（前岡山市都市整備局審議官）が非常勤研究員として、長宗武司氏（社会文化科
学研究科博士前期課程）が事務補佐員として着任した。

　１- ４　組織体制



5

地域総合研究センターについて １

▲岡山市長室にて（中央）大森雅夫市長

　事務体制としては、総務・企画部社会連携支援室が、地域総合研
究センターを専ら担当する組織として設置されている。４月１日付
けで松原俊雅総務・企画部長が社会連携支援室長を兼任することと
なり、近藤一彦室長が転出した。７月１日付けで総務・企画部人事
課より真田明主査が転入し、平成29年１月１日付けで渡部英広主任
が転出、大学院社会文化科学研究科等事務部より物部和彦主査が転
入した。
　また、岡山市と連携してまちづくりを担う人材の育成を目的にし
た人事交流を開始し、４月より岡山市政策局政策企画課から流尾正亮氏が社会連携支援室に、本学職員
の久山航一主任を岡山市政策局政策企画課に、相互派遣している。２名は日常的に互いに連携しながら
情報交換し、共同案件を模索している。平成29年２月８日、人事交流１年間の活動成果を大森雅夫市長
に報告した。官学連携が人と人の深い信頼と絆づくりから生まれている。平成29年３月末現在、教員７
名、研究員２名、職員10名の体制となっている。

�

参照：＜資料編＞運営委員会名簿、地域連携専門委員会名簿、実践型社会連携教育専門委員会名簿

　地域総合研究センターは業務・活動を通じた学都創生の実現にむけて、自己点検・業務活動の客観性・
公平性を担保し、教育・研究・社会貢献の水準の更なる向上を図るため、学内外有識者による意見を伺
い、その意見を業務改善に反映させることを目的として、平成26年度よりアドバイザー委員会を設置し
ている。平成28年３月31日をもって１名が任期満了となり、また４月１日から新たに２名のアドバイザー
が追加された。その他のアドバイザーは、平成30年３月31日まで任期を更新した。

参照：＜資料編＞アドバイザー委員会名簿

　１- ５　アドバイザー委員会



6

まちなかキャンパス事業２

▲会場の様子 ▲薬膳を手に取る参加者

　まちなかキャンパス事業は、大学の教員、職員、学生と地域の人々との絶えざる交流を通じて、魅力�
ある岡山のまちづくりに貢献するとともに、まちづくりについて考えるさまざまな機会を創造すること
を目的としている。それは、各種シンポジウムやまちづくり活動などを含む幅広い取り組みである。こ
こでは、地域総合研究センターが主体として開催した事業について、その概要を紹介する。

■２-１-１　LOHAS
　　日　　時：平成28年10月17日（月）13：00～16：00
　　場　　所：西川アゴラ
　　参加者数：14名
　　講　　師：�関隆志先生（東北大学CYRIC�サイクロトロン核医学研究部・研究教授）
　　企画運営：地域総合研究センター　助教　山川路代
　　コーディネート：環境生命科学研究科　助教　時信亜希子

　本講座は、市民の方々が補完代替医療を通じて、LOHAS
（Lifestyles�of�health�and�sustainability，健康と環境、持続可能な
社会生活を心がける生活スタイルのこと）を、日々の生活に取り入
れるきっかけを作ることを目的としている。今回は、中国伝統医学
からみた皮膚と食べ物の関係について、東洋医学・伝統医学分野の
第一線で活躍されている東北大学の関隆志先生に講義をしていただ
いた。
　ツボの概念についての説明に続き、関先生のこれまでの臨床研究
の話があり、大変興味深い内容であった。誤嚥性肺炎、歩行障害、
緑内障の患者に鍼刺激を行うことにより症状が改善したことや治療
器具開発についてなど、創意工夫あふれるエピソードとともに語っていただいた。後半は薬膳の話で、
関先生から参加者に「体にいい食べ物とは何ですか？」と質問があった。いろいろな答えを挙げられた
が、結論は「その時のその人に合った食べ物というのはあるが、万人にいい食べ物というのはない」と
いうことであった。
　最後の質疑応答では、参加者自身の症状に関することや、日本における漢方や鍼灸の将来についてディ
スカッションがあり、活発な意見交換が行われた。

　２- １　まちなかキャンパス
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まちなかキャンパス事業 ２  

▲「歴史の証人」上映会の様子

▲哲学カフェの様子

■２-１-２　哲学カフェ
　世界各地で哲学的な対話イベントの実施やサポートを行う任意団体カフェフィロのメンバー松川絵里
氏（大阪大学CSCD特任研究員）と岩淵泰助教は、城下ステーションにて身近な生活で気づいたことを
テーマに「哲学カフェ」を開いている。５年目の活動となる。今年度は、熊本震災や、岡山市内で行わ
れた芸術交流など、時宜を得た話題を取り上げた。参加者は学生だけでなく、社会人が多く、毎回10名
程である。
　哲学カフェは、政治参画や社会参画の視点からの評価も受け、総務省参加型学習教材研究会の『主権
者教育のための成人用参加型学習教材（平成27年度版）』にもテキストとして採用されている。

〈本年度の哲学カフェ開催日とテーマ〉
６月19日　震災を考える哲学カフェplus「震災」
　　　　　ゲスト：前田芳男
　　　　　　　　　（岡山大学地域総合研究センター副センター長）
７月31日　「私たちはなぜ哲学するのか？」
８月28日　哲学カフェplus「瀬戸芸、行った？行く？行かない？」
　　　　　ゲスト：岸井大輔（劇作家）
9月19日　「備える」
11月３日　ミルトーク「岡山芸術交流2016」
１月15日　「暦（こよみ）」

■２-１-３　矢掛町大名行列物語―歴史の証人鑑賞会
　　日　　時：平成29年２月２日（木）17：30～19：00
　　場　　所：�やかげ町家交流館
　　参加者数：約20名（町民、NPO関係者、自治体など）
　　司　　会：�岩淵�泰（岡山大学地域総合研究センター助教）
　　講　　師：�柴口�成浩�氏（大通寺）�佐伯�健次郎�氏（大名行列

実行委員会）
　矢掛町の大名行列は、昭和51年、矢掛商店街が豪雨被害を受けた
ことで、商工会が地域の復興を願い、活気を取り戻すために開催し
たと言われている。平成29年４月16日にサンフランシスコでの公演
が決定した。矢掛町は産業と観光のまちづくりに力を入れているが、
一方で、本学の留学生が毎年、
矢掛大名行列に参加し続けるな
ど、地域の国際化も進展してい
る。大学と地域の交流が、世界
に進出する足がかりになる珍し
い事例となった。
　今回のシンポジウムの参加者
は20人を超え、山陽新聞、中国
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新聞、矢掛放送などメディアにも取り上げられた。矢掛町の名物として知られる大名行列がなぜ始まっ
たのかを、柴口氏と佐伯氏を囲んで明らかにする催しであったが、教養教育科目の履修生が、二度にわ
たり合宿調査を行い、まちづくりのヒアリングを行った際の調査報告会も兼ねていた。
　大学の調査研究が、学生の学びを通じてまちづくりを支援する意味においても有意義であった。

　学都チャレンジ学生企画とは、学生がキャンパスの外に出て、企業や行政、NPO、地域の方々との
交流や対話を通じて、地域の課題解決のための手助けや、岡山を魅力的にするためのアイデアを実践す
るものである。学生は、教室では学べない体験を通じて、また、成果を挙げるべく責任を持って活動す
ることで、実践人として成長することが期待される。
　一年間の流れとして、まず平成28年４月に申請団体の募集を行い、５月に審査会を開催、６月に採択
団体を決定した。本年度は７団体を採択し、そのうち継続が５団体、新規が２団体である。

■学生企画採択団体一覧
申請者・申請団体 企画名
岡山大学まちづくり研究会 まちけん'16－地域創造プロジェクト－

おかやま百年構想 「おかやまスポーツ応援宣言！」プロジェクト

アートマネジメント アートで池田動物園活性化プロジェクト

社会科教育学研究室 学生と市民が語り合うティーチイン岡山

おかやまバトン 「福興」事業参加プロジェクト

めめも会 大学生が考えるよりよく生きるプロジェクト
～地域で語り合い、発信する「死生観」～

チーム社文文Ⅲ 「小さな拠点」に新たな風を
～哲西町での調査をつうじた地域貢献～

　地域総合研究センター教職員は現場に参加し、学生たちのサポートをするともに活動の過程を観察し
た。その結果、多くの活動は学生の自主性の向上につながるとともに、地域に対しても学生が地域を構
成する一員として期待され、一定の効果を与えていることが確認できた。一方、活動を行う学生も入れ
替わり、大学や地域の実情も変化する中で、本事業のあり方について更なる検討が必要であることも分
かった。さらに、活動の進捗及び成果を確認するために、中間報告会と成果報告会を開催した。

　中間報告会は、11月15日に開催し、各団体の代表者が活動の進捗状況を報告した。各団体の成果を確
認するためと学生同士に各々の活動を認知してもらうことが目的である。他団体の学生や教職員との質
疑応答を通して、新しいメンバーの確保や、地域のニーズの変化に応じて活動内容を見直す必要が出て
きたことなど、今後の活動継続の上での課題や学生の悩みも見えてきた。

　成果報告会は平成29年１月13日に開催され、採択団体の学生及び教職員、岡山市役所職員等を含む40
名が参加した。各団体代表者による一年間の成果発表を行った後、参加者全員がグループに分かれ、活

　２- ２　学都チャレンジ企画
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動を通した学生の成長や地域に与えた効果について意見交換した。
学生からは、「学生が地域に入ることで、それまで交流が無かった
地域住民間のつながりを作ることができた」、「教室での学びとは違
い、学生自身で問いを立てて解決方法を考える力が必要とされるた
め、物事をより主体的に考えるようになった」といった意見が出た。
　　
　学都チャレンジ企画は今年度で５年目を迎えた。その活動は、学
生の主体性によるところが大きく、地域に直接影響を与えるという
点で、学生には責任感のある行動が求められる。
　また、大学が支援する事業としての責任から言えば、学生には地
域の人から学び、学生同士で学び合い、社会の中で生きる力を獲得
してほしい。そのためには、教職員によるさらなる教育的関与が必
要であると考える。地域総合研究センターは、学生の主体性を尊重
しつつ、地域社会へ関与することの意味合いを教育しながら、学生の実践知の向上と地域社会への貢献
に取り組んでいきたい。

〈成果報告会ワークショップで出された主な意見〉
●個人に与えた効果
・�実際に地域に行くまでは、「高齢の方は不便だから今住んでいる地域から出たいのではないか」とい

う先入観があったが、地域の方々とのお話から「ずっとその地域で住み続けたい、地域を活性化して
ほしい」と考えているということが分かり、多様な視点で物事を見ることができるようになった。

・計画する力、計画を実行する力、広い視野を身につけた。
・�自分で問いを立てて、その解決方法を探るという主体性が身についた。それらは大学の中での学びと

の違いであると感じる。
・�企画力、ファシリテーターとしての力が身についた。さらに、個々の成長が、チーム全体の力の向上

に繋がった。
・�活動を通じて、地域に対して愛着を持つことができた。

●地域に与えた効果
・地域住民同士をつなぎ、住民同士で地域の現状について学び合う場を作ることができた。
・�住民同士が対話をする場を作り、住民間の交流が深まった。また、地域の現状について学ぶきっかけ

を作ることができた。
・自らの活動を発信することで、地域活動に興味を持ってもらう人を増やすことができた。
・地域外出身の学生だからこそ、地域の住民の接着剤的役割を担うことができた。
・大人でも子どもでもない学生という立場から、地域の方々とスムーズに交流ができた。

〈成果報告会講評〉
両備グループ青年重役会　おかやま学生カンパニー実行委員長　井上　竜一　氏：
　学生の皆さんは、我々の学生時代とは異なり主体性を持って地域活性化に取り組んでいることが分



10

まちなかキャンパス事業２

▲成果報告会の様子

▲成果報告会参加者

▲ワークショップの様子

▲藤井和佐教授 ▲井上竜一氏

かった。学生が地域に密着し、現場を知ることで、現場の良いところが見えてくる。そうする中で、人
と地域、コミュニティが形成され、ひいては岡山の活性化につながるのだと感じた。今後もできること
があれば学都チャレンジに協力していきたい。

地域総合研究センター長　三村　聡　教授：
　どの団体もとても良い発表だった。活動のアウトプットが具体的に示され、学生自身、そして地域に
も目に見える成果があったことが分かった。例えば、まちづくり研究会が活動している裳掛地区は、学
生と住民による空き家掃除により、移住定住者が10組に達し、学生が移住者と旧来からの住民の接着剤
の役割を果たしている。若い人達のセンス、アイデアは驚くべきもので、大人ではできないことまでやっ
てしまう。学生には、そういった取り組みの中で、「生きる力」を身につけてほしい。個々の学生はと
ても成長している。ぜひ、「社会を変えていく」という思いを社会に出てからも忘れずに持ち続けてほ
しい。

社会文化科学研究科　藤井　和佐　教授：
　学都チャレンジの取組みを数年前から見てきたが、全般的にレベルアップしてきていると感じた。学
生の話を聞くと、色々な課題があったことがわかるが、それを上手く乗り越えていることが伝わった。
また、教員が直接指導する必要がないくらい、学生が力をつけているところも見られ、これは良い教育
だということが改めて分かった。行政や企業のゲストの方からも評価していただけた内容であり、今後
もそのことを意識して活動を続けてほしい。
� 参照：＜資料編＞学都チャレンジ学生企画最終成果報告会資料
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■２-２-１　学生企画
�
＜学生企画①＞

「まちけん’16－地域創造プロジェクト－」
岡山大学まちづくり研究会　代表：三上　大貴

�
■企画概要（目的）：
　　　�　瀬戸内市邑久町裳掛地区の裳掛小学校を中心とするまちの営みを維持・存続、発展させること

を使命として活動する学生サークルである。裳掛地区での活動が３年目に入り、まちづくり研究
会としての第２ステージの始まりとなった今年度については、10年後も「まちと学生」の関係が
つながり続けるための活動を行うことを課題とした。以前から継続してきた「裳掛てらこや」・
耕作放棄対策のサツマイモ栽培・地域イベントの補助に加えて、新たな活動として「プロジェク
ト裳掛まちけんプレゼンコンペ」を行った。まちけんプレゼンコンペでは、未来につながるキー
ワードとして、子ども・保護者世代をまちの活動に巻き込むことが必要であることを、地域の方
と共有することができた。

�
■実施事項：

◆裳掛てらこや（通年、毎週水曜日）
　　　　�　私たちの活動の原点であり、最も大切な企画である。毎週水曜日の放課後に裳掛コミュニティ

にて、小学生の放課後学習支援を行うものである。４月から１月（25日まで）の間に計23回行っ
た。

◆耕作放棄対策のサツマイモ栽培（５～ 10 月）
　　　　�　活用策に不安な点があったので、今年度の実施を見送る予定だったが、それにより改めてこ

の活動の重要性を再認識することができた。収穫量については昨年度よりも少なかったために、
活用場面は大学祭のみとなった。大学祭に出店する名目としては裳掛地区の宣伝であるが、主
催者側の宣伝の規制などもあるために、来年度以降の活用策の再検討が必要と考えている。

◆「夏祭り」の補助と学生企画（９月３日　学生 16 人参加）
　　　　�　学生企画では、「あけぼのジェット」という紙飛行機を飛ばして的に当てるアクティビティ

を出展させていただいた。特に工夫を凝らしたものとして、的に裳掛の地図と地域の魅力を載
せた。昨年度は集客に時間を要したが、今年度の企画は様々な仕掛けもあって短時間でかなり
の集客ができた。イベント終了まで人気企画となっていて、大盛況だった。

◆「どんど祭り」の補助と学生企画（１月 14 日　学生 18 人参加）
　　　　�　バルーンアート勉強会で培ったノウハウを活かして、バルーンアートを使ったアクティビ

ティを提案した。バルーンにより華やかな雰囲気を演出することができた。また、昨年度は紙
芝居であったので見るだけとなっていたが、今年度は参加型であったために何度もブースを訪
れてくれる子ども達がいたこともあって大盛況だった。

◆学生企画「あけぼの交流会」（６月 25 日　学生 21 人参加）
　　　　�　まちづくり研究会の活動紹介と新メンバー紹介を兼ねて実施した。多くの方に来場していた

だいたが、地域の方を集めるにあたって大きな目的がなかったことが課題となった。
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▲裳掛プレゼンコンペ

▲夏祭り

▲ローカルサミット

▲夏合宿

◆	学生企画「夏合宿」（第一回：８月１日、２日　学生 12 人参加　第二回：９月２日～４日　学
生 16 人参加）

　　　　�　８月と9月にわたり２回実施した。８月は岡山コープの方と小学生の夏休みの絵画の宿題の
お手伝いを行うことをメインとして、その他に裳掛のまち歩きも行った。9月は夏祭りの準備
をメインとして、準備の時間以外には、地域の方との交流を積極的に行った。

◆学生企画「プロジェクト裳掛まちけんプレゼンコンペ」（12 月４日　学生 18 人参加）
　　　　�　学生がそれぞれグループに分かれ、２ヶ月間かけて夏合宿の経験を基に学生が裳掛のために

できる企画を考えて、空き家を再生した小さな拠点「あけぼのの家」で提案する会を開いた。
　　　　�　当日は、大学生からの提案に対して地域の方から意見をいただいて、その意見から共通点を

探るという形式で行った結果、裳掛の次世代を担う小学生の保護者を巻き込んだまちおこしが
必要であるということを共有することができた。また、地域の方からは、学生ができることは
子ども達に喜んでもらえる企画立案であるとの意見をいただき、10年先も続くまちづくりサー
クルのキーワードを発見できたことに大きな意義があった。

日程 参加人数 内容 日程 参加人数 内容
毎週水曜日 ２人 裳掛てらこや 9/25 11人 裳掛地区敬老会の補助

５/22 ６人 裳掛小学校運動会 9/30 ５人 備前市日生での活動
６/25 21人 あけぼの交流会 10/15 ２人 備前市日生での活動

５～10月 耕作放棄対策の
サツマイモ栽培 11/３～６ 14人 大学祭に出店

８/１～２ 12人 夏合宿 11/２～６ ７人 ローカルサミット
８/２ 12人 小学生の写生教室補助 11/12 ８人 コープ山登り

9/２～４ 16人 夏合宿 12/４ 18人 プロジェクト裳掛
まちけんプレゼンコンペ

9/３ 16人 「夏祭り」の補助と
学生企画 １/14 18人 「どんど祭り」補助と

学生企画
9/24 10人 コープフェスタの補助



13

まちなかキャンパス事業 ２  

�
■成果（今後の展開）
　　　�　来年度については新たなリーダーの下で組織を動かしていきたい。組織の主体を新二回生とし

て、新一回生のチャレンジ精神と柔軟な意見を積極的に取り入れながら、経験値のある新三回生
が組織を支えていく体制づくりを進める。活動内容については、これまでの主要な活動（裳掛て
らこや、耕作放棄対策のサツマイモ栽培、地域イベント補助）の継続と昨年末に行った「プロジェ
クト裳掛まちけんプレゼンコンペ」で、地域の方から支持を得た「まちけん通信」という主に小
学生とその保護者対象の記事を作成して、裳掛地区で配布する企画を実施する予定である。その
他にも、可能な限りで新規の企画についてもチャレンジする。組織内部については週一回のミー
ティングの質を高めるためにも、地域課題について議論する習慣やファシリテーションやワーク
ショップ、プレゼンテーション、デザインといった技術の習得ができるような環境づくりを行う。

�
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�
＜学生企画②＞

「おかやまスポーツ応援宣言！」プロジェクト
おかやま百年構想　代表：池田�遥祐

�
■企画概要（目的）：
　　　�　『おかやまスポーツ応援宣言！』プロジェクトは主に４つの企画によって構成される。また、

当初の予定になかった企画として、⑤TRYHOOP.EXE観戦者調査・会場ボランティアを行った。
①　奉還町ファジストリート計画

　　　　　�　奉還町商店街において、サッカーJ２リーグに所属するファジアーノ岡山を日常的に感じ
られる雰囲気づくりや、イベントの開催を通じて、商店街の通りを“ファジストリート”に
しようという企画である。市民の日常に地元クラブの文化が定着すれば、地元への愛着や新
たなコミュニティの醸成につながると考え、サークルの発足した2013年度より行っている。

②　岡山シーガルズ応援プロジェクト
　　　　　�　バレーボールV・プレミアリーグ女子岡山シーガルズの岡山でのホームゲームに合わせた

会場内でのイベントや、商店街でのイベントを行い、クラブと商店街・ファン・市民など地
域との結びつきを強め、クラブの発展と地域の活性化を図った。

③　おかやまスポーツプロモーション研究会への参加
　　　　　�　おかやまスポーツプロモーション研究会は、岡山の経済界・マスコミ・大学関係者・スポー

ツクラブによって組織され、スポーツを活かした地域活性化を議論する研究会である。おか
やま百年構想は、初回から唯一の学生団体として参加している。今年度も参加を継続して、
学生の立場ならではのアイデアや活動を行いつつ、研究会やその参加者たちとさらに連携を
深めた。

④　リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック岡山アスリート紹介企画
　　　　　�　2016年の夏に開催されたリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックに合わせ、両大

会に出場する岡山のアスリートに関する情報を、選手のイラストとともにサークルのSNS
で紹介した。

⑤　TRYHOOP	OKAYAMA.EXE観戦者調査・会場ボランティア
　　　　　�　岡山を拠点にしている３人制プロバスケットボールチームの「TRYHOOP�OKAYAMA.

EXE」との連携を今年度より開始した。イオンモール岡山で行われたリーグ戦の際に、観
戦者調査・会場ボランティアに協力した。観戦者調査は質問項目を考える段階から参加した。

○目的
　　　　　�　『おかやまスポーツ応援宣言！』プロジェクトは、岡山市に存在する地元プロ・スポーツ

クラブの魅力を、試合会場にとどまらず、商店街といった“まちなか”から発信することで、
スポーツによる地域全体の活性化を図り、それを百年続くまちのスポーツ文化として根付か
せることを目的としている。これは昨年度の「おかやまスポーツ百年構想プロジェクト」で
も掲げていた目的である。

　　　　　�　また、本プロジェクトは、地元プロ・スポーツクラブに限らず、地域との結びつきを持つ、
もしくは応援することでも、まちの活性化につなげることができると思われる、岡山にある
多様な（プロ以外も含めた）スポーツクラブやアスリートを応援することも目的としている。

�
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▲奉還町商店街タペストリー更新 ▲シーガルズ応援プロジェクト ▲	TRYHOOP OKAYAMA.EXEボランティア

■実施事項：
①　奉還町ファジストリート計画

　　　　　・ファジアーノタペストリー（２月～12月）
　　　　　・ファジアーノ応援絵馬（２月～12月）
　　　　　・瀬戸大橋ダービーイベント（８月14日）
　　　　　・ファジアーノ写真展&イラスト展（11月）

②　岡山シーガルズ応援プロジェクト
　　　　　・選手への質問企画（５月）
　　　　　・�シーガルズ絵馬イベント�in�ZIPアリーナ（１月9、10日）

③　おかやまスポーツプロモーション研究会への参加（通年）
④　	リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック岡山アスリート紹介企画（８、９月）
⑤　TRYHOOP	OKAYAMA.EXE観戦者調査・会場ボランティア（７月９、10 日）

�
■成果（今後の展開）：

○成果
　　　　・�学年を問わず多様なメンバーが増え、活動の規模の拡大と質の向上に繋がった。
　　　　・�活動が定着し始め、学内外での報告やメディアを通じて、多くの方に活動を知っていただけ

るようになった。
　　　　・�ファジアーノ岡山に加えて岡山シーガルズと連携した活動を行うなど、関わるスポーツ関係

者の方が増えた。取材を受けるメディアの種類、回数ともに増加し、サークルに活動のオ
ファーが来ることも増えた。

　　　　・�ファジアーノ岡山、岡山シーガルズに加えてTRYHOOP�OKAYAMAと連携した活動を行
うなど、関わるスポーツクラブと関係者の方が増えた。

　　　　・今後を見すえて長く続く体制・基礎固めに着手できた。
○今後の展開

　　　　・タペストリーによる情報発信や応援絵馬イベントなど定着してきた企画活動を継続する。
　　　　・�おかやまスポーツプロモーション研究会への参加を継続し、学生ならではのアイデアや働き

かけを行う。
　　　　・活動メンバーや関わるまちの方々の数を増やし、多様性を高める。
　　　　・将来にわたってサークルの活動を続けるための体制・基礎固めを進める。
　　　　・サークル内でスポーツやまちづくりを学ぶ機会を増やす。
　　　　・2017年度よりサークル名を変更する！！
�
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�
＜学生企画③＞

アートで池田動物園活性化プロジェクト
アートマネジメント　代表：川田　晃

�
■企画概要（目的）：
　　　　自分たちの暮らしている地域を、美術を通してより豊かに彩る。
　　　�　美術には地域の魅力を掘り起こす力がある。瀬戸内国際芸術祭をはじめ、様々なところで行わ

れている芸術祭がその例である。そこで本企画では、アートを通して池田動物園という岡山最大
の動物園の魅力を今一度発見し、掘り起こすことを目的とした。

�
■実施事項：
　　　�　池田動物園の外壁を塗装し、園内の動物たちを描いた７枚

のパネルを設置した。
　　　�　アートマネジメントを実施するにあたり、岡山県下最大の

動物園である池田動物園に焦点を当てることにした。当該動
物園には、生涯学習センター側から動物園入口に続く、100
メートルに及ぶ長い外壁がある。しかし、本企画の活動前そ
の外壁にはなにも施されておらず、人々が入口の前に立つま
で、そこが動物園であることを感じさせるものは特になかっ
た。

　　　�　そこで、外壁を鮮やかに塗装し、園内でよく見られる動物
たちの特徴的な姿を描いたパネル７枚を設置することで、園
内だけでなく、入口への道中も楽しむことができる空間を創
り出した。

　　　�　取り組んだのは、教育学部美術専攻の学生をはじめ、岡山
大学の他学部の学生と留学生等、延べ20名である。

　　　　本企画の大まかな工程は下記の通りである。
　　　�⑴池田動物園視察、課題発見、⑵外壁に焦点化、⑶外壁視察、周囲の環境把握、⑷動物園との打

ち合わせ、構成を練る、⑸町内会長を通して地域住民の活動への理解を求める、⑹動物たちの姿
を観察、壁画エスキース、⑺壁面積測定、塗料の決定、発注、⑻ニッタ工房による制作方法のレ
クチャー、⑼壁の掃除、⑽壁面下地塗り、乾いたところから上塗り、⑾パネル制作、⑿パネル仮
止め、⒀パネル設置完了、⒁メディア取材。

�
■成果（今後の展開）：
　　　　色あせていた100mの外壁を鮮やかに彩り、動物園を明るくできた。
　　　�　本企画により、池田動物園外壁のイメージは一新されたとともに、動物園周辺が明るくなった

など地域の方々からたくさんの嬉しい言葉をいただいている。また、これらのパネルを見る人々
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にコミュニケーションが生まれている。この道を通る人々、特に子供連れの家族が、入口へと歩
を進めながら、動物たちの絵を見て笑顔で話している様子も多く見られた。美術を通して、微力
ながら地域の魅力を高めることができたのは、本企画の成果といえる。

　　　�　現状を批判的に観察し、学生自らの視点で地域の中に課題を見つけ、それを美術の力で改善し
ようとする主体性が、アートマネジメントの基本姿勢であると感じた。

　　　�　また、これらの成果から、美術を通した活動において、１人でできることはわずかだが、１人
１人の力が合わさると、地域を、そして世界を明るくすることができるのだと感じた次第である。

　　　〈反省点〉
　　　�　企画の構想を練っていた頃と、実際に取り掛かり始めてからでは、時間、人手、予算などに大

きなずれがあり、そのずれを調整するために変更せざるを得ない点が多くあった。
　　　�　立案者として周りを巻き込んだことに責任を持ち、企画初期の時点でスケジュールを綿密に設

定しておくべきだった。メンバーのやる気を保つ配慮が不十分であったため、団体として維持す
ることが難しくなり、次第にその都度協力者を募るようになった。

　　　�　一方で、このような企画は長時間拘束され、かなりの体力
を要するため、単位取得のできる授業もしくはアルバイトな
どの形式が適切な活動内容であるともいえる。そのため、本
企画の指導教員と相談の上、フィールドチャレンジBとして
授業化を検討中である。

　　　〈メディア取材〉
　　　�　新聞社３社（山陽新聞、読売新聞、毎日新聞、いずれも１

月13日朝刊掲載）、テレビ局４社（RSK山陽放送、KSB瀬戸
内海放送、RNC西日本放送、OHK岡山放送）に取り上げて
頂いた�（１月12日放送）。

�
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�
＜学生企画④＞

学生と市民が語り合うティーチイン岡山
　　　社会科教育学研究室　代表：楊�暁テイ

�
■企画概要（目的）：
　　　�　本企画は、高校生、大学生と市民が語り合うイベント「ティーチイン岡山」の開催を核として、

大学と地域社会の連携を強め、イベントに参加した高校生や大学生が地域社会の一員としての自
覚を形成し、地域の課題解決のために行動できるようになることを目指す。

　　　�　「ティーチイン岡山」では、これまで教育や異文化理解などのテーマを取り上げて、岡山とい
う地域においてそれらの課題にどのように取り組めばよいかを、高校生や大学生が、地域の市民
とともに考え、解決策を提案してきた。このようなイベントを実施することで、今の岡山を支え
る市民と、将来の岡山を支える高校生大学生が、互いの価値観や考え方の違いを乗り越えて、地
域社会の一員として、一緒に地域の発展に貢献するきっかけを作り出すことができると考えてい
る。それによって、市民と学生が一緒になって地域づくりの形を示すことができるとともに、連
携を一層強めることが可能となる。

�
■実施事項：
　　　・６月25日「ティーチイン岡山」テーマ：この夏の参院選の候補者は何をうったえているのか。
　　　・７月21日「ティーチイン倉敷中央高校」テーマ：高校生の声を政治に届けよう
　　　・８月26日「ティーチイン倉敷中央高校」テーマ：水島臨海鉄道沿線魅力UPプロジェクト
　　　・12月19日「ティーチイン倉敷中央高校」テーマ：全ての人に安心安全な町倉敷
　　　・�１月26日「�ティーチイン岡山」テーマ：環境問題待ったなし―日本と中国の力を合わせて地球

環境を守ろう！―
　　　・�２月８日「�ティーチイン岡山」テーマ：トランプ大統領のアメリカと世界はどのように付き

合っていけばよいのだろうか
�
■成果（今後の展開）：
　　　成果：
　　　・高校生と大学生が、ともに地域の課題について語り合うことができた。
　　　・�高校生と大学生が地域の方とつながりを持ち、主権者としての意識を持つきっかけを作ること

ができた。
　　　・高校生や大学生が社会参画するきっかけをつくることができた。
　　　反省点：
　　　・ワークショップを開催するにあたって、参加者の興味や関心をもっと引き出せるようにしたい。
　　　・ワークショップの雰囲気作りのために必要な条件は何かを明らかにしたい。
　　　今後の取り組み：
　　　　ワークショップへの参加者を今以上に増やすための工夫を考えていく。
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まちなかキャンパス事業 ２  

�

�
��
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まちなかキャンパス事業２

�
＜学生企画⑤＞

「復興」事業参加プロジェクト
おかやまバトン　代表：中山　遥

�
■企画概要（目的）：
　　　�　宮城県南三陸町で開催される、「志津川湾夏まつり福興市

いち

」に合わせて南三陸町を訪問し、今
まで体験したことのない南三陸の祭典の場を経験する。また刻一刻と変化する南三陸を訪れ、復
興の過程を体感する。福興市は、震災後すぐの平成23年４月から毎月開催されているイベントで、
東日本大震災、津波で壊滅的な被害を受けた宮城県南三陸町ではあるが、地元の水産業者・加工
業者・小売り業者が中心となり、復興を目指して始めた。７月に開催される夏まつり福興市が、
一年で一番大きなものとなっている。現在では地元の人、全国各地からの来場者、ボランティア
など、たくさんの人々が集まる大変活気あるイベントとなっている。

�
■実施事項：
　　　開催日時：平成28年７月30日～８月１日
　　　参加者：７名
　　　�　福興市のなかでキャンドル作り体験のブースを設けて、参加費を平成28年度熊本大地震の被害

を受けた地域で活動されているNPO団体にお渡しした。
　　　�　ステージでは、おかやまバトンのテーマソングである「バトン～君とつないだ絆～」に、福島

で日本舞踊を学ぶ「福島里の子会」の子どもたちが振付をし、一緒に披露して会場を盛り上げた。
この福島里の子会の子どもたちは、おかやまバトンが平成23年から平成28年まで、毎年岡山への
受け入れを行ってきた子どもたちである。支援される側から支援する側へ変わりたいということ
で、支援団体ふくしまバトンを立ち上げ、今回は日本舞踊で南三陸を盛り上げたいという想いで
福興市に参加した。

　　　�　翌日は、語り部バスで南三陸町内を見て回り、上山八幡宮の禰宜で、南三陸の伝統文化である
きりこを後世や周りの人に伝えていく活動をされている工藤真弓さんにお話を伺った。その後、
ひころの里を訪れ、南三陸の現在、そして文化を学ぶことができた日となった。
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まちなかキャンパス事業 ２  

�
■成果（今後の展開）：
　　　�　おかやまバトンは、東日本大震災があった平成23年から毎年、福島県と宮城県それぞれの子ど

もたちを岡山に受け入れるプロジェクトを実施しており、東北とつながり続けてきた。南三陸に
も毎年訪れてきたが、南三陸の様子は日々変化している。南三陸町は特に、復興から観光へとシ
フトしようとしており、各所でその姿勢を見ることができた。息の長い被災地支援ということを
活動の軸の一つとしているので、今後も長く南三陸、東北に寄り添い続けたい。また、東北から
遠く離れた、そして災害が少なく防災意識も低い岡山にいるからこそ、岡山の人々に東北のこと
を発信していく。震災から６年が経った今、東北とつながる方法、自分たちにできることは何か
ということも考えていく。

�
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まちなかキャンパス事業２

�
＜学生企画⑥＞

大学生が考えるよりよく生きるプロジェクト
～地域で語り合い、発信する「死生観」～

めめも会　代表：森本　明星
�
■企画概要（目的）：
　　　�　大学生の自分たちには、「生きること」「死ぬこと」「看取り」というワードは、普段の生活の

中では聞き慣れないものであり、自分たちには程遠いというイメージを持っている。しかし、我々
大学生の世代が一番そのことについて考える世代であり、人には言えない恐れを抱きながら生活
している、という論文も出ている。

　　　�　このように、普段人には言えない不安や自分の考えを、団体の構成員や地域と関わり、語り、
学ぶことで自分の将来をポジティブにとらえ、日本の現状、さらには異文化での価値観の違いを
知ることができるようになる。

　　　�　そこで、私たちは、訪問先で貴重なお話をうかがうことのできる交流会や、同世代の学生・留
学生の意見交換会を開き、「生きること」「死ぬこと」「看取り」という、普段は避けてしまいが
ちなテーマについて、前向きに、積極的に話し合い、考える場を設けている。

�
■実施事項：
　　　9月６～７日　犬島研修（５名）（離島での死生観について考える）
　　　9月27日　　　済生丸乗船（６名）（離島での医療について学ぶ）
　　　9月30日　　　広島研修（６名）（離島での死生観について考える）
　　　12月18日　　　�佐藤先生の講演（9名）（在宅医療を学び、最期まで自分らしく生きることにつ

いて考える）
　　　２月15日　　　木下亜子先生の講演（５名）（臨床心理士としての視点からの講演）
　　　※�他に島根大学への訪問、高校生との交流の準備をすすめている。
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まちなかキャンパス事業 ２  

�
■成果（今後の展開）：
　　　【犬島訪問】
　　　　�　昨年度は、「島で一生を終える」ということについて、メンバー同士で意見交換を行い、今

年度は、「島のこれから」について考えた。犬島は、美術館や芸術祭などで観光客が多く訪れ
るようになる一方で、島民の数は減少している。来年度は、「変化していく島と島民の思い」
もテーマの一つとして訪問したい。

　　　【済生丸の乗船】
　　　　�　今年度初めて行う企画であった。定期健診船「済生丸」に実際に乗船し、お話を伺った。容

易に医療を受けることのできない島民にとって、定期的な健康診断は、予防医療として重要な
役割を果たしており、島民の「島でずっと暮らしていきたい」という意思を尊重することに繋
がっていることを感じた。

　　　【広島の訪問】
　　　　�　島で暮らす高齢者の現状と生き方を知るということをテーマに訪問した。そこで、「どのよ

うに最期を迎えることがベストなのか」「それを実現させるためには何が必要なのか」等、新
しいテーマ・課題を発見した。来年度の訪問の際は、それをテーマに考え、島民との交流の中
でもお話を伺い、掘り下げていきたい。

　　　【講演会】
　　　　�　在宅医療をされている医師を招き、「最期の迎え方」や「看取り」について考える機会となっ

た。
�
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まちなかキャンパス事業２

▲報告会平成28年12月18日

�
＜学生企画⑦＞

「小さな拠点」に新たな風を
～哲西町での調査をつうじた地域貢献～

チーム社文文Ⅲ　代表：中村　啄也
�
■企画概要（目的）：
　　　�　岡山県新見市哲西町地域調査を通じて、学問的な立場から私たち学生が地域に貢献することが

本企画の目的である。
　　　�　哲西町には診療所、図書館、文化ホール、庁舎などを一体化した複合施設「きらめき広場・哲

西」がある。この施設は、「小さな拠点」として、近年全国から注目されている。また、この施
設だけでなく哲西町には、特別天然記念物である「鯉が窪湿原」、重要無形民俗文化財である「太
鼓田植え」、若山牧水の歌碑とそれを中心とした活動など、そこに住む市民にとっての地域資源
の存在や、市民が主体となっての活動が展開されている。

　　　�　メンバーである学生16名はそれぞれの研究テーマを持って、哲西町における幅広い調査を2015
年11月から実施してきた。最終的にその調査結果をもとに、調査地域での報告会＆ワークショッ
プを開催し、報告書を作成して町民の方々へ配布する。調査結果をもとに、地域の人々とともに
地域について多面的に考えることで、さらなる地域の可能性を新たに発見することに本企画の意
義がある。

�
■実施事項：
　　　平成27年11月から平成28年12月にわたって哲西町を対象地域とする調査を実施した。
　　　期間は以下のとおりである。
　　　　平成27年11月22日、11月23日　プレ調査（学生16名参加）
　　　　平成28年７月31日～８月３日　本調査（学生16名参加）
　　　　平成28年10月～平成28年12月　　各学生による補足調査

　　　�　年間を通じた調査から得られたデータの分析・考察を行った後に、現地にて報告会&ワーク
ショップを開催した。この会では、調査結果を哲西町の住民の方々に報告すると同時に、ワーク
ショップ形式により住民・学生の意見交換を行った。

　　　�　さらに、報告会&ワークショップを通して出された疑問や質問、意見を踏まえて再び分析・
考察を行い、調査の最終的な報告書を作成している。

　　　�平成28年12月18日「報告会＆ワークショップ」参加者数：住
民31名、学生31名、教員２名

�
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まちなかキャンパス事業 ２  

▲ワークショップ平成28年12月18日 ▲調査平成28年８月

�
■成果（今後の展開）：
　　　・�学生の視点から地域の可能性を住民に伝えることで、住民に前向きな知見をもたらすことがで

きた。
　　　・�日常にはない、様々な住民が一挙に集まって情報や思いを交換できる場を設けたことで、住民

間の相互理解に貢献した。

　　　今後の展開
　　　・完成した報告書を、平成29年２月に哲西町の住民をはじめとする関係者に配布する。
　　　・卒業論文執筆のため、学生が哲西町を対象地域として引き続き調査を実施する。
�　�

�
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シンポジウム・報告会など３
日　　時：平成28年9月20日（火）　13：30～16：30
場　　所：岡山商工会議所　１階大会議室
参加者数：�約60名（岡山商工会議所・経済団体、商

店街、行政、県外企業、大学関係者等）
プログラム：
　　　第一部
　　　（１）�岡山市人口ビジョンを踏まえた商業や

商店街の現状と課題�
　　　　　　・・・�三村�聡（地域総合研究センター�

センター長・教授）
　　　（２）学生による表町のグランドデザイン提案～こんな表町がええよ！�
　　　　　　・・・岡山大学学生�有志
　　　（３）上之町商店街の取り組み（岡山市商店街活性化支援事業より）�
　　　　　　・・・鳥越�達夫　氏（岡山上之町商業協同組合�理事長）
　　　（４）元気なまちづくりに向けたコンセプト提案
　　　　　　�・・・丸善雄松堂�株式会社・株式会社�良品計画
　　　第二部　ワークショップ「表町界隈を元気に！」
　　　　　　・・・ファシリテーター：�前田�芳男（地域総合研究センター副センター長・准教授）
主　　催：岡山商工会議所、岡山市、岡山大学�※岡山市都市戦略懇話会メンバー

　表町商店街、岡山商工会議所、岡山市、岡山大学、企業関係者に学生や市民が参加し、新たな表町商
店街を創造するシンポジウムとワークショップが岡山商工会議所で開催された。
　イオンモール岡山の出店（平成26年12月）以来、岡山市内では多くの影響が指摘されている。岡山商
工会議所、岡山市、岡山大学で構成する岡山都市戦略懇話会では商店街等調査事業実行委員会を組成し、
イオンモール出店前（平成25年）と出店後（平成27年）の調査を実施した。
　この調査の結果を受け、第１部では岡山市の人口ビジョンを踏まえながら、三村聡センター長が商店
街の現状と課題を報告した。学生代表からは、実際に表町の実態を調査し、まちのグランドデザインを
考える授業を履修した成果の発表が行われ、さらに、上之町商店街が取り組む空き店舗対策やマルシェ
開催の事例の話題提供や、良品計画や丸善など東京資本の企業から表町を核としたまちづくりのコンセ
プト提案がなされた。
　第２部では、参加者がグループに分かれて、前田芳男副センター長の進行でワークショップが行われ、
第１部の内容を踏まえ、表町界隈を元気にするための改善案やアイデアなど貴重な意見が数多く出され
た。
　なお、開会挨拶を阿部宏史理事（企画・総務担当）・副学長が、閉会挨拶は古市大蔵氏（岡山商工会
議所�副会頭）と荒木�勝理事（社会貢献・国際担当）・副学長が行った。
���

　３- １　まちなかを元気に！ in 表町
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シンポジウム・報告会 ３

▲学生による表町活性化案の発表 ▲上之町の取り組みを発表する鳥越達夫理事長 ▲古市大蔵氏の挨拶

日　　時：平成28年10月５日（水）　13：00～14：45
場　　所：岡山大学創立五十周年記念館
参加者数：約250名
プログラム：
　　　記念講演Ⅰ�『世界を牽引する国際学術大学の歩みと展望』
　　　　ストラスブール大学�学長　ミシェル・デネケン�氏
　　　記念講演Ⅱ�『�ストラスブール市における大学と地域が進める

都市創生』
　　　　ストラスブール市議会議員　カトリーヌ・トロットマン�氏
主　　催：岡山大学

　2011年４月に森田潔学長が岡山大学第13代学長に就任した。就任
に際して岡山大学のビジョンとして『森田ビジョン�美しい学都構
想』を発表した。その中心的メッセージは、大学と都市・地域が連携して魅力的な空間を創造し、世界
の多くの人々を岡山に惹きつけ、岡山を国際的な学術都市として輝かせる、というものである。世界を
リードする先進的都市・地域では、まさにこのメッセージが実現している。すなわち、北米の西海岸や
アメリカ東部、ヨーロッパにおいて、大学が集中している都市では、この動きは極めて顕著であり、都
市・地域と連携した学都創生の大きな流れは、いまや全世界に広がりつつある。他方、経済・社会の動
向をみると、急速なグローバル化は、人・もの・金が国境を越えて巨大都市に集中する傾向を強め、地
域と地域との直接的な連携を増大させる一方で、地方の疲弊を生み出している。
　このような傾向の中で、日本においては、東京一極集中の是正として、地方創生が叫ばれており、ま
た地方においては、都市間競争という事態が生まれている。
　幸いなことに、岡山という地域は、中四国の交通の結節点であり、人口100万を超える産業の集積地
であると同時に、瀬戸内の海と里山、中国山地という豊かな自然を擁した、安全安心の土地である。こ
の地域の持てる自然力と産業力と、大学が持つ知力が、人材育成、イノベーション創生において結合し
たならば、岡山は、新しい方向を切り開く地域として、日本、そして世界に輝く学都になると考える。
　こうした背景を踏まえ、岡山大学では、ストラスブール大学と都市としてのストラスブールとの関係
に着目し、ベンチマークとして学び、交流関係を深めてきた。ストラスブール市は、ライン川の中流に
ある、中世から続く美しい伝統都市であり、フランスとドイツの国境の町である。また、EU議会があり、

　３- ２　国際学都シンポジウム
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シンポジウム・報告会３

▲プレゼンするミシェル・デネケン学長

▲会場の様子

▲越宗孝昌座長

欧州人権裁判所があるEUの首都であり、同時に、いち早くLRT（低床路面電車）を導入して都市活性
化を為し遂げたEU屈指の都市である。またストラスブール大学は、16世紀に設立され、多くのノーベ
ル賞受賞者を有する、欧州を代表する総合大学である。
　岡山大学が掲げる学都構想に、ストラスブール大学のミシェル・デネケン学長と、元ストラスブール
市長カトリーヌ・トロットマン氏は、大きな関心を抱かれ、国際学都シンポジウムを開催するに至った。
　森田潔学長自身、2012年11月にストラスブールを訪問し、アラン･ベレッツ学長（当時）、リス市長
と会談し、LRTが大学キャンパスまで引き込まれた美しいキャンパスを視察し、大学と都市が連携し
て素晴らしいまちづくりを遂行されている姿を見て岡山への展開の必要性を確信している。また同年11
月には、ストラスブール副市長ヘルマン氏とストラスブール大学政治学院の院長シルマン教授を招き、
第１回国際シンポジウムを開催している。今回のシンポジウムは、ストラスブールの学都創生事業の変
遷と新局面、そして人材育成やイノベーション創出について講話を頂き、ストラスブールの地域創生に
向けた新しい展開から学びつつ、未来に向けて、岡山とストラスブール、岡山大学とストラスブール大
学がグローバルな規模で連携していく日として記憶に残るものとなった。
　「国際学都シンポジウム」は、三村聡センター長が全体の進行役
を担当した。冒頭の森田潔学長挨拶に続き、記念講演１として「世
界を牽引する国際学術大学の歩みと展望」と題して、ストラスブー
ル大学のミッシェル・デネケン学長に講演頂いた。また、コーディ
ネーター役を山本進一理事（研究担当）・副学長が務めた。記念講
演２では、「ストラスブール市における大学と地域が進める都市創
生」と題して、ストラスブール市議会議員のカトリーヌ・トロット
マン氏が講演、コーディネーター役を荒木勝理事（社会貢献・国際
担当）・副学長が務めた。
　そして、講演終了後に、おかやま円卓会議設立記念挨拶として、
座長に就任した山陽新聞社代表取締役会長の越宗孝昌氏が挨拶に立
ち、産官学民が連携・協働することの意義、そして展開される可能
性や期待を先進事例から学び、地域が一体となり、さらなる岡山の
発展・活性化を目指す本格始動の日とすると宣言した。来場者数は
約250名。
　シンポジウム終了後、トロットマン氏が岡山市大森雅夫市長を表
敬訪問、意見交換の時間を持った。平成29年度、大森市長がストラ
スブールを訪問することで合意した。
　夜は、おかやま円卓会議の主催で、ANAホテルにてストラスブー
ルゲスト歓迎会が開催された。経済界はじめ迎える側から歓迎のス
ピーチがなされ、それに対してトロットマン氏はじめフランスからのゲストから慶びの返答を頂いた。
こうしたフランスからの一行に対して、感謝の意と、これからのストラスブールと岡山の友好関係が深
まることを祈念して、おかやま円卓会議を代表して岡山県商工会議所連合会岡崎彬会長より、プレゼン
トとして、岡山名産の「なつかわうちわ」、「竹の花さし」が贈呈された。（「おかやま円卓会議」につい
ては後述（６章おかやま地域発展協議体とおかやま円卓会議の組成）を参照。）
　また、今回のシンポジウムは、金沢・熊本・岡山を結ぶ三都市シンポジウムの趣旨にも符合した内容
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シンポジウム・報告会 ３

▲岡山市内を視察するトロットマン議員 ▲プレゼンするトロットマン議員

で開催され、金沢大学、熊本大学からも参加いただいた。金沢・熊本・岡山の大学、商店街、自治体の
関係者が、表町商店街の中華料理店「廣珍軒」にて、まちづくり交流会を開催した。平成29年度の三都
市シンポジウムは金沢での開催が決定した。（三都市シンポジウムについては後述（３-４金沢・熊本・
岡山三都市シンポジウム）を参照。）
� 参照：＜資料編＞ミシェル・デネケン学長　講演要旨

　３- ３　カトリーヌ・トロットマン講演会

日　　時：平成28年10月６日（木）　14：00～17：00
場　　所：岡山大学自然科学研究科棟２階大講義室
参加者数：70名
講　　師：カトリーヌ・トロットマン氏（ストラスブール市議会議員）
テ�ー�マ：現代ストラスブール　都市・地域形成事業の特徴
　　　　　－大学と、市民参加、行政の役割、企業の関与－
主　　催：岡山大学地域総合研究センター

　前日の国際学都シンポジウムへの招聘を兼ねて、カトリーヌ・ト
ロットマン氏には続けて岡山市内を視察いただいた後、ストラス
ブールの交通政策を施行した経験から、岡山の交通についてご講演
いただいた。当日までに多数の参加申込があり、急きょ会場を変更
しての開催となった。
　トロットマン氏は、車社会化が進む中で、人と環境に配慮した路面電車の復活や中心市街地の再生を
行うなど、まちづくりのカリスマとしても知られている。講演では、交通政策、エコシティ、市民参加
の視点から見たまちづくりの可能性について取り上げられ、３時間の予定時間を超過するほど活発な質
疑応答が行われた。岡山県内外からの参加者は、世界最先端のまちづくり実践論を学べる貴重な機会に
真剣な様子で耳を傾け、熱心に意見交換を行った。
　なお、講演会は、環境省環境研究総合推進費（２RF-1502）（「エコ・リバブルシティの都市構造モデ
ルの構築とその計画論に関する研究」－大学院環境生命科学研究科氏原岳人准教授、地域総合研究セン
ター岩淵泰助教）の一環として行われた。同研究では、エコ・リバブルシティとは、「低炭素かつ住み
やすい都市」であり、地方都市の成長条件であると定義している。
� 参照：＜資料編＞カトリーヌ・トロットマン議員　講演要旨
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▲三都市シンポジウム　会議風景

日　　時　平成28年10月５日（水）、６日（木）
場　　所　岡山大学津島キャンパス、西川アゴラ
参加者数　金沢：金沢市、金沢市片町商店街、まちづくり会社、金沢大学（８人）
　　　　　熊本：熊本市、すきたい熊本協議会、熊本大学（６人）
　　　　　岡山：岡山市、岡山商工会議所、岡山大学地域総合研究センター、岡山大学学生（10人）

　三都市シンポジウムは、2005年に熊本市にて第１回が開催され、今回で通算８回目となる。この三つ
の都市は、城下町、学都（旧制四、五，六高を基とする大学の存在）、藩政時代からの庭園、新幹線の
停車駅があるなどの共通点をもつ地方中核都市であり、お互いに学びあい、都市づくりを進めていくこ
とを目的として、連携してシンポジウムを開催してきた。各都市から大学、行政、経済界（商工会議所、
商店街組合など）の三者の代表が参加することが特徴である。
　今回は、岡山大学が主催する国際学都シンポジウムに合わせ、フランスのストラスブールのまちづく
りや公共交通政策について共に学ぶことを企画した。（詳細は前述（３-２国際学都シンポジウム、３-
３カトリーヌ・トロットマン講演会）および資料編（講演要旨）を
参照。）昨年、一昨年の熊本、金沢のように、タウンウォッチング
や事例発表などはせず、トロットマン氏の話を直接聞ける機会を設
けた。また当日は、中心市街地の回遊性向上社会実験が行われてお
り、トロットマン氏とともに現場を視察した。三都市の共通の課題
である学都創生や公共交通政策について、共に学び、今後の都市づ
くりのビジョンを共有できた。

三都市シンポジウムのスケジュール

　３- ４　金沢・熊本・岡山三都市シンポジウム

日 時　間 概　要 場　所
10月５日（水） 13：00～15：00 ◆国際学都シンポジウム

・トロットマン氏　講演
・デネケン氏　講演

岡山大津島キャンパス
創立五十周年記念館

16：15～17：15 ◆三都市関係者会議 岡山大津島キャンパス
地域総合研究センター会議室

18：30～ ◆三都市交流会 会場：表町３丁目「廣珍軒」
10月６日（木） 10：00～11：30 ◆交通社会実験現場　視察

・西川アゴラにて市の施策説明
・県庁通りなど視察

西川アゴラ市中心部、県庁通り

14：00～17：00 ◆�カトリーヌ・トロットマン氏か
ら学ぶ�現代のストラスブール
の地方創生

・�３都市の方などが参加し意見交
換する

岡山大津島キャンパス
自然科学研究科棟大講義室
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▲	大学生のボランティア活動を指導する岡
山県警察本部	犯罪被害者支援室　藤原
佐千子係長の講演

日　　時：平成28年10月４日（火）14：00～17：00
場　　所：岡山大学中央図書館３階セミナー室A・B・C
参加者数：119人（大学生73人、一般・教職員46人）
主　　催：岡山大学、岡山県警察本部

　一昨年に開始した岡山県警察本部との共催による犯罪被害者支援
シンポジウムは３回目を迎え、本年度は、岡山県警の提案により、
被害者が体験を語ることが難しいとされる性犯罪被害を取り上げた。
昨年好評だった小規模な会場でのグループ討議を充実させるために、
また特に今回は講演者のプライバシーに配慮するために、一般への
広報は行わず、募集を学内及び関係大学の学生・教職員と支援団体
関係者に限定した。学内では法学部刑事訴訟法演習（指導：原田和
往准教授）の履修生と大学院教育学研究科の臨床心理学専攻者を中心に参加者が集まり、他大学でも先
生方が指導学生に呼び掛けて下さったおかげで、合計70人以上の大学生が参加し、友人を通じて県外の
大学生の参加もあった。また「おかやま被害者支援ネットワーク」（民間団体と県警察の連携組織）の
メンバーも多数ご参加下さった。会場設営に当たっては、講演者のご希望に応え、聴衆から講演者の姿
が見えないようにするなどの工夫をした。講演者とご家族には控室を用意し、本学の情報統括センター
の協力を得て、学内テレビ会議システムでグループ討議の模様を会場から控室に中継、参加者が語り合
う様子を講演者とご家族に見ていただいた。
　参加者の感想は、犯罪被害者（家族を含む）の生の声に接したことだけでなく、他大学や様々な専攻
の学生と同じテーマについて議論したことで、普段の教室では得難い学びがあった、等と評価するもの
が大半だった。先生方からは、他大学の先生方との貴重な交流の場になったというご意見も頂いた。ま
た講演者からは、講演後に聴衆、特に大学生の話合いの様子を見ることができ、大変嬉しかったとの評
価を頂くことができた。
　岡山県では、岡山県警察本部犯罪被害者支援室の主導で、犯罪被
害者支援の啓発活動や支援員養成講座に県内の多くの大学生が参加
しており、本シンポジウムも県警からの協力依頼を受けて始まった
ものである。今後も地元の警察本部との連携の機会として捉えると
ともに、教育的視点からは、参加者の体験がその場限りのものにな
らないよう、実施報告書と合わせ、実践できることを抽出したリー
フレットを作成して参加者にフィードバックするほか、犯罪被害者
支援活動を関係学部の授業に活かしたり、実践型社会連携教育科目
の開発につなげたりする可能性を探っていきたい。

　３- ５　第３回犯罪被害者支援シンポジウム～あなたは何も悪くない～ 性犯罪被害者の声を傾聴する
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【第一部】
　　開会挨拶･･･前田�芳男（地域総合研究センター�副センター長・准教授）
　　講義：「�裁判における性犯罪被害者保護の制度について」
　　　　　･･･吉沢�徹（岡山大学大学院法務研究科教授・弁護士）
　　講演：「苦しみを超えて光りある場所へ」、「支援する家族の立場から」
【第二部】
　　講演：「�警察における犯罪被害者支援について」
　　　　　･･･藤原�佐千子（岡山県警察本部�県民応接課�犯罪被害者支援室係長）
　　グループ討議（全員）
　　総括　　･･･山本�力（就実大学大学院教授（教育臨床心理学）・岡山大学名誉教授）
　　講評　　･･･吉沢�徹
　　閉会挨拶･･･前田�芳男

参加者内訳（かっこ内は人数）

　３- ６　まちとモビリティシンポジウム－まちなかの移動の多様性を考える－

日　　時：平成28年12月３日（土）　13：30～16：30
場　　所：岡山県天神山文化プラザ�３階第２会議室
参加者数：約100名（経済団体、行政、企業、大学関係者等）
プログラム：
　　　開会挨拶　若林昭吾（岡山まちとモビリティ研究会第一分科会委員長）
　　　基調講演　「移動の多様性とコンパクトシティ」�
　　　　　　　　阿部宏史（岡山大学理事（企画・総務担当）・副学長）
　　　特別講演　「次世代モビリティサービスのデザイン�－自分の友達みたいなモビリティ－」�
　　　　　　　　田村誠（トヨタ自動車ITS企画部Ha：mo事業企画室長）

大学生 73人 岡山大学法学部（28）、岡山大学大学院教育学研究科（14）、岡山県立
大学（１）、川崎医療福祉大学（２）、環太平洋大学（10）、山陽学園大
学（13）、鳥取大学（１）、名古屋大学（１）、ノートルダム清心女子大
学（３）

岡山県県警察本部 ４人 【県民応接課】中務公弘次長
【同�犯罪被害者支援室】藤原佐千子係長、小池昌広係長、三上美枝主任

支援ネットワーク 28人 （氏名略）
大学教職員 14人 【就実大学】山本力教授

【川崎医療福祉大学】医療福祉学部臨床心理学科�進藤貴子教授
【山陽学園大学】総合人間学部生活心理学科�隈元美貴子教授、上地玲
子准教授、舛田亮太講師、松本敬子助手

【岡山理科大学】学生支援室�島内恵三参与、半田弓理氏
【岡山大学】吉沢徹教授、前田芳男准教授、原田和往准教授、吾妻聡准
教授、鷹野郁子研究員、山田晶子（事務）

計 119人
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▲開会挨拶をする若林昭吾第Ⅰ分科会長 ▲会場の様子 ▲荒木勝理事の閉会挨拶

　　　リレートーク：「おかやまパーソナルモビリティ活用考」
　　　＜パネリスト＞
　　　　�・岡山市が描くまちづくり
　　　　　大森雅夫（岡山市長）
　　　　・移動の多様性と人中心で考える都市の姿
　　　　　�梶⾕俊介（岡山まちとモビリティ研究会第二分科会委員長）
　　　　・美作市上山地区住民・NPO主役で創る地域創生
　　　　　石原達也（NPO法人みんなの集落研究所�代表執行役）
　　　　・低炭素都市津山に向けた超小型モビリティの活用
　　　　　飯田早苗（津山市低炭素都市推進室�室長）
　　　　・次世代モビリティとまちの魅力
　　　　　橋本成仁（岡山大学大学院環境生命科学研究科�准教授）
　　　＜コーディネーター＞
　　　　三村聡（岡山まちとモビリティ研究会第三分科会委員長）
　　　閉会挨拶　�荒木勝（岡山大学理事（社会貢献・国際担当）・副学長）
主　　催：岡山まちとモビリティ研究会

　本シンポジウムは、地域総合研究センターが事務局を務める「岡山まちとモビリティ研究会」が、岡
山市の超小型モビリティ実証実験の実施にあわせ、市民とともに行政、大学が移動の多様性について考
えることを目的に開催された。
　開会は、第Ⅰ分科会「まちと公共交通を考える」委員長である若林昭吾岡山商工会議所交通政策委員
長が挨拶に立ち、基調講演では、「移動の多様性とコンパクトシティ」と題して、岡山大学から阿部宏
史理事（総務企画担当）・副学長が、問題提起を行った。次に、特別講演として「次世代モビリティサー
ビスのデザイン－自分の友達みたいなモビリティ－�」と題して、トヨタ自動車田村誠氏が未来の都市
とモビリティを予測する映像を駆使して、将来像を語った。リレートークでは、「おかやまパーソナル
モビリティ活用考」をメインテーマに各パネリストが事例や持論を展開した。
　岡山県内では、津山市、美作市上山地区などが既に超小型モビリティを導入している。そのような中、
まちづくり、人々の生活に欠かせないモビリティの多様性等について、それぞれのステークホルダーの
取組み実績や成果と課題、今後のビジョンについて意見交換が行われた。
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▲リレートークで会場に語りかける
　西芝雅美先生

▲	西芝先生を交えたディスカッション
プレゼンする

▲感想を共有する参加者

日　　時：平成28年12月15日（木）　14：00～16：00
場　　所：岡山大学国際交流会館ラウンジ
参加者数：約60名
主　　催：岡山大学地域総合研究センター
　　　　　�岡山大学全学教育・学生支援機構教育開発センター実践

教育部門

　米国で“住みたい街ランキング第１位”のオレゴン州ポートラン
ドは、地域に根差した学習（CBL：�Community�Based�Learning）
が非常に盛んであることでも有名である。本フォーラムは、平成28
年秋にポートランドで開催されたCBL研修に参加した地域総合研
究センター教員３人（前田芳男副センター長、山田一隆准教授、岩
淵泰助教）による学びの成果を、教育に関わる方々と共有する目的で開催された。
　ゲストにポートランド州立大学の西芝雅美先生（公共・行政管理学部准教授�学部長／公共サービス
研究・実践センター�副センター長）を迎え、山田准教授による趣旨紹介ののち、岩淵助教による研修
報告、西芝先生と前田芳男副センター長とのリレートーク、オープンディスカッションを行った。
　本学の学生や教職員だけでなく、経済界、高校教員、地方創生に取り組む自治体職員やNPO職員など、
岡山の教育に深い関心を持つ方など多数の参加し、ワールドカフェ方式で活発な議論を行った。参加者
間で「CBLを実施することが目的になってはいけない」、「新しい考えや知識の創造ができる形で実施
したい」、「大学と地域、互いにとって良い効果をもたらす『自他共栄』の考え方が必要」、「教育プログ
ラムに参加する学生だけでなく、指導する教員も、地域パートナーのことをよく理解しなければならな
い」といった感想が共有された。
　CBLとは文字通り、地域（Community）に根差した（Based）学習（Learning）である。学内外から
多くの参加者が集まった熱気あふれる会場からは、岡山の地でCBLが実現できる大きな可能性が感じ
られた。

　３- ７　高等教育フォーラム　ポートランドに学ぶ実践知教育
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まちづくり実践活動・地域連携４
■４-１-１　出石町周辺
■城下ステーション開設経緯
　地域総合研究センターの重要な
ミッションの一つにまちなかキャ
ンパス事業がある。この事業を展
開する象徴的な空間として平成24
年６月26日に「城下ステーション」
を開設した。城下ステーションは、
県立美術館、県総合福祉会館、オ
リエント美術館、岡山神社などに
近隣する岡山市北区石関町にある。
この地が選ばれたのは、①市内中
心部であること、②歴史、文化施
設に近いこと、③景観が良いこと、④まちづくりを進めるNPO団体との連携が期待できること等の理
由からである。

■城下ステーションの利用状況
　立地条件を活かし、城下ステーションでは地域総合研究センターが直接主体となって企画する狭義の

「まちなかキャンパス」にとどまらず、職員・学生による「学都チャレンジ事業」、市民を交えた各種の
研究会、授業やゼミ、サークル活動、留学生のまちづくり活動などに使用されている。また、岡山大学
を卒業したOBや入試を控える受験生などが城下ステーションを視察に訪れ、大学の教員・職員・学生
がキャンパスの外に出て、地域の人々との自由な語らいを通じて、信頼のある対話を創造する重要な空
間となっている。

　４- １　岡山市中心市街地の活性化

分類 事例
視察対応 ・卒業生、受験生など
授業・ゼミ ・教育学研究科
研究会 ・経営ビジネスモデル研究会

・経営ケーススタディ研究会
・英文詩文学の研究会
・社会科教育研究会
・ネオ・ジェロントロジー研究会
・おかやまスポーツプロモーション（SPOC）研究会

調査 ・旭川ミズベリング　回遊調査
打合せ ・�NPO法人まちづくり推進機構岡山との地域総合研究センター運営に関する打ち

合わせ
・岡山市との連携施策についての意見交換会（市と大学の人材交流者対象）
・博学連携会議

市民との交流 ・まちなかキャンパス事業
・みるを楽しむ！アートナビ（教育学部）
・働く介護者の集い
・岡山大学子育て支援セミナー「孫育て講座」（保健学研究科）

その他 ・岡山大学グッズの販売・大学案内・入試願書の配布
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まちづくり実践活動・地域連携４  

▲ミズベリング旭川2016会場風景

図　通行量のボリューム比較

■ミズベリング旭川
　ミズベリングは、国土交通省主導のプロジェクトとして全国で開催されており、岡山では昨年に引き
続き２回目の開催となった。今年度は、平成28年10月16日（日）に、石山公園、後楽園周辺、桜道河川
敷などを会場に、飲食ブース、カヌー体験、ステージイベントなどが行われた。国土交通省岡山河川事
務所、岡山市、岡山商工会議所が主催し、岡山大学からは地域総合
研究センターの前田芳男副センター長が実行委員として参加し、企
画・運営及び回遊性調査に当たった。
　岡山大学の主な役割は、当日の来場者数や回遊行動を調査するこ
とであり、①主要箇所での通行量、②主要区間での滞留者数、③来
訪者の回遊経路を調査した。調査員は、岡山大学の学生14人である。
以下のような調査結果を得て、これを平成29年１月24日に開催され
た実行委員会で報告した。
�
【通行量の特徴】
・�会場全体を見ると、石山公園に出入りした人が最も多く、桃太郎大通りから来る横断歩道側のゲート

で、出と入りを合わせて約7,000人（10：00~16：30合計）である。
・�これとほぼ同数の約6,600人が月見橋橋詰を通過した。③石山公園の北側から出入りする人は約2,500

人である。
・旭川沿いの遊歩道の通行量は、カヌー乗り場付近が約1,700人、東広場前が約800人である。
・桜道の河川敷は、約300人である。

�
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まちづくり実践活動・地域連携 ４  

▲委員会風景 ▲石山公園現地視察 ▲提案づくりワークショップ

■石山公園のリニューアルを考える市民ワークショップ
　岡山市庭園都市推進課による「石山公園をリニューアルするための市民ワークショップ」が開催され、
地域総合研究センターの前田芳男副センター長が座長として参加した。ワークショップは、５回開催さ
れ、現地視察やアイデア出しのグループ討論が行われた。岡山大学関係者は、ほかに教員や学生計３名
が、市民の一人として参加した。ここで出された意見を基に、岡山市において、平成29年度に公園再整
備の設計を行うことになっている。

■旭川かわまちづくり計画検討推進会議
　岡山市及び国土交通省による「旭川かわまちづくり」計画の見直し及び事業の推進のための「旭川か
わまちづくり計画検討推進会議」が設置され、地域総合研究センターの前田芳男副センター長が、会議
の副委員長として参加した。会議は３回開催され、旭川右岸・石山公園付近の護岸工事、河川敷の遊歩
道整備、サイクルポートの設置といったハード整備計画、パークマネジメント組織の立ち上げ、ミズベ
リング旭川（イベント）の開催、オープンカフェの常設化といったソフト計画が提案され、承認された。

■４-１-２　西川緑道公園周辺
■西川アゴラ開設経緯
　西川アゴラは、平成26年８月に、岡山市中心部にある西川緑
道公園に面したオフィスビルの２階に開設された。（〒700-0903
岡山市北区田町１丁目８-30伊達ビル２階／常駐スタッフはお
いていない）城下ステーションに次ぐ、本学で２番目のまちな
かサテライトキャンパスである。平成26年10月、本学と岡山市
は「まちづくり協定」を締結し、西川アゴラを拠点に、新しい
取り組みを始めた。西川緑道公園界隈は、今後岡山市の中心市
街地のまちづくりにおける核となる地域であり、研究や学生の
活動の場として適している。岡山市もこれまでにこの地域では
積極的にまちづくりに関わっており、回遊性向上社会実験の対
象ともなっている。大学が市民参加のまちづくりの歴史を調べ
たり、イベントの集客効果を計測したりして、勉強会を通して
その結果を学生や行政、市民と共有している。そして、そこか
ら新しい市民主体のまちづくりの仕組みを生み出そうとしてい
る。これらの調査活動には学生が参加する体制をとっており、
実践型社会連携科目のプロトタイプ開発につないでいる。
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▲調査活動の拠点として活用 ▲まちづくり勉強会として活用

■西川アゴラの活用状況
　西川アゴラでは、まちづくり勉強会、学生によるまちなかの調査、まちづくり団体の会合などを行っ
ている。平成28年１月から12月の稼働日数は約120日であり、延べ利用者は約1,750名であった。受付簿
に記載のない人も利用している可能性は高く、実数は更に大きくなると考えられる。西川アゴラの存在
は学内外で徐々に浸透してきている。以下が代表的な活動である。

分類 事例
視察・取材対応 ・浜松まちづくり協議会

・カトリーヌ・トロットマン氏（フランス）
・地元紙

中心市街地における各種調査の拠点 ・交通量調査
・景観調査
・来街者聞き取り調査

岡山大学の研究会・講座 ・おかやまスポーツプロモーション（SPOC）研究会
・ポートランドまちづくり勉強会、報告会
・LOHAS講座
・主権者教育（若者が参加するまち）

岡山大学関係者の利用 ・教育学研究科音楽研究会
・経営事例研究会
・自然科学研究科ゼミ、環境生命科学研究科ゼミ
・岡山大学若手職員塾

岡山大学の授業 ・大学とまちづくり
・フィールド調査の基礎

学生まちづくりサークルの会合、作業 ・被災者支援団体「おかやまバトン」活動報告会
・現役大学生が就活体験を語る会
・めめも会活動報告会

行政主体の会議、会合 ・岡山のイメージ戦略を考えるワークショップ
・文化振興ワークショップ
・市民協働審議会
・岡山市役所職員自主研究グループ
・岡山市インターンシップ研修
・岡山県地方創生派遣者意見交換会

市民グループの会合、作業 ・満月BAR、ほこてん、キャンドルナイト、だっぴ、いち
　などの実行委員会
・NPO主催のセミナー
・岡山市スポーツ・文化振興財団

イベント備品の一時保管 ・�満月BARや有機生活マーケットいちで使用する机、椅子、
リユース食器など

・�岡山市スポーツ・文化振興財団が保有する楽器や機材など
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まちづくり実践活動・地域連携 ４  

▲清掃活動の様子

▲ほこてんの様子

▲歩行者天国実行委員会設立総会

■西川清掃
　岡山市庭園都市推進課の呼びかけにより、市民協働による平成28
年度西川清掃が実施された（８月21日）。清掃範囲は、西川橋（桃
太郎大通り）から薬研掘橋（下田町公園西側）までの約900メートル。
岡山市、岡山ライオンズクラブ、ボランティア、庭園都市推進課へ
インターンシップで参加している大学生、岡山大学からは地域総合
研究センター教職員と有志学生が参加した。西川は農業用水ながら
古くから市民の憩いの場になっている。多くの魚が泳ぎ、糸トンボ
や黒いカラス貝など様々な生物が暮らしている。

■西川緑道公園筋回遊性向上社会実験
　岡山市中心市街地における回遊性のアップを目的に、４月、9月、10月に西川緑道公園筋（川の西側、
平和橋から桶屋橋までの約270m区間）歩行者天国の定期開催を目指す社会実験が実施された。社会実
験のメニューは、歩行者天国内にパラソルセットの設置、沿道店舗
やテントブースによるオープンカフェエリア、ハンモックやデッキ
チェアが並ぶのびのびエリア、西川緑道公園ネイチャーツアーの実
施。（４月30日の通行規制は11時から17時、通行止め区間は西川緑
道公園筋（西側市道　平和橋～桶屋橋）。）
　本実験は、西川緑道公園内で実施される花・緑ハーモニーフェス
タin西川、西川パフォーマー事業、西川キャンドルナイトなどと
連携して、西川緑道公園界隈の賑わいづくりを推進することがねら
い。岡山大学では、学生を動員して回遊性調査をサポートした。ま
た、西川キャンドルナイトの準備拠点として西川アゴラを利用、ま
ちづくり活動を支援している。担当は、前田芳男副センター長、岩
淵泰助教、近藤亜希子職員。

■市民主体のまちづくり組織の立ち上げ
　岡山市が西川緑道公園筋市道で社会実験として行っていた歩行者天国を、市民主体の実行委員会形式
で企画・運営することを目指して、岡山市、公園周辺事業者、NPO、西川パフォーマー、地域総合研
究センターが会合を重ねた結果、平成29年１月５日、「西川緑道公園筋歩行者天国実行委員会」として
正式に実行委員会が発足した。
　１月５日の設立総会は、西川アゴラで開催され、大森雅夫岡山市長のほか市議会建設委員会正副委員
長も来賓として臨席し、実行委員会の規約、役員などが承認された。
岡山大学からは、地域総合研究センターの前田芳男副センター長が
実行委員に名を連ねた。本委員会の発足は、平成26年10月の西川ア
ゴラ開設以来の目的である、市民によるまちづくり組織の立ち上げ
支援の努力が結実したものである。当面、実行委員会では、年数回
程度の歩行者天国を自主企画、運営し、これを財政的、人的に岡山
市が支援する。
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▲西川緑道公園を案内する石田尚昭氏 ▲	西川周辺の調査結果を報告する
前田芳男副センター長

■都市計画学会講演会（「都市計画学会ニュースレター」より転載）
日　時：平成28年10月15日（土）　14：00～17：00
場　所：西川アゴラ
テーマ：都市型公園の活用を探る�～岡山市西川緑道公園のまちづくり～
プログラム：
　　　１.西川緑道公園探索�
　　　２.西川緑道公園建設ビデオの鑑賞
　　　３.西川緑道公園のまちづくり史報告　岩淵泰・岡山大学地域総合研究センター
　　　４.西川緑道公園まちづくり診断　　　前田芳男・岡山大学地域総合研究センター
　　　５.都市型公園の活用と運営戦略　　　石田尚昭・岡山市まちづくりアドバイザー
参加者：20�名�
主　催：（公社）日本都市計画学会中国四国支部　岡山大学地域総合研究センター
共　催：岡山市

　本シンポジウムの目的は、2015年度と2016年に大森雅夫岡山市長が中心市街地の賑わいと回遊性の向
上に向けて社会交通実験を行っているが、西川緑道公園を拠点としたまちづくりを歴史軸、現状分析、
市民参画と政策立案の三点から振り返ることである。シンポジウムの始まりは、西川緑道公園のまち歩
きを行い、岡ビル百貨店の屋上まで向かった。
　西川アゴラ内では、公園建設のビデオを見た後、岩淵泰氏から1970年代、1980年代、1990年代、2015
年以降、時代ごとに歩行者天国が実施されている特徴が紹介された。
　前田芳男氏は、三つのポイントを紹介した。第一に、駐車場が非常に増えており、駐車場に車を止め
て最寄りのお店に向かうために実際には回遊性が生まれていないこと。第二に、岡山駅前と天満屋周辺
で岡山市の二極化が確認され、その中で人と車が動いていること。第三に、この状況を変化させるには、
西川緑道公園などでイベントを行い新しい人を呼び込み、歩かせることが重要であることだ。
　石田尚昭氏からは、これからのまちづくりは、都市計画、建築、土木、経済などそれぞれのセクショ
ンで考えるのではなく、満月BARをはじめ、市民協働や対話の機会が保たれることが大切であり、チー
ムとしてまちをデザインする時代になるべきだと提案がなされた。シンポジウムを纏めてみると、岡山
市は駐車場で溢れているが、西川緑道公園は、車社会に対して歩行者の拠点、更に、イベントや憩いを
含めた人間中心の空間であることだ。シンポジウムの内容を深めるために、西川緑道公園の満月BAR
で意見交換会が行われた。地方都市にはそれぞれの特徴があり、学会員同士がまちづくりを分析、評価
することで、まちは更に輝いていくのである。
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まちづくり実践活動・地域連携 ４  

▲大原美術館大原謙一郎名誉理事長 ▲高梁川流域学校大久保憲作代表▲梶谷俊介大会委員長の挨拶

■ローカルサミットとは
　ローカルサミットとは、地域活性化を志向するいくつかの任意団
体やNPOが、各地の団体と連携しつつ、従来の人間中心の成長至
上主義から自然との共生・循環に立脚した価値観への転換を共有す
ることを目的に、2008年、帯広市での第１回目の開催を皮切りに各
地持ち回りで毎年開催している催しで、今年で9回目の開催となる。
　今回の倉敷市での開催の底流には、約60年前の昭和29年に大原總
一郎氏が提唱した「高梁川流域連盟」の思想が宿っている。ローカ
ルサミットでは、志を同じくする市民を「志民」と称しているが、
倉敷・おかやまに、多くの志民が集い、それぞれの実践を共有して
交歓し、「確かな未来」構築のための様々な可能性を模索した。高
梁川流域連盟の設立趣旨の現代的意義を問い直しつつ、川・水を媒
介として多様ないのちと地域社会・住民の暮らしを育んできた流域
からの視点で様々な地域課題を洗い出し、解決策を探ることができ
た。
　倉敷をメイン会場としつつ、前半の２日で高梁川流域をはじめ岡山県内の３河川の流域をグループに
分かれて視察・意見交換し、その地域の課題も共有しながら、最終日には倉敷に集合する形となった。
　ローカルサミットは地域の特質を生かして地域の課題解決策を自ら考え、実践して地域活性化、持続
可能な豊かな社会の自立的実現につなげるものであり、域外からも地域活性化に取り組んでいる志民が
集まり、それぞれの実践や研究を踏まえて様々な観点から地域課題解決に向けた議論をするものであり、
開催地における志民のネットワークと行動がカギを握る。
　今回のサミット開催を機に、岡山県内で志をもって活躍している多様な参加者のネットワークが構築
された。さらには、全国各地から集まって頂いた志民とも意見交換して、それぞれの活動が相乗効果を
生み地域の活力、新たな社会の創造につなげる方向性を見出す契機となった。
ローカルサミット：http：//localsummit.jp/
� 参照：＜資料編＞ローカルサミットin倉敷おかやま宣言

　４- ２　ローカルサミット in 倉敷おかやま
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▲第4分科会 ▲第8分科会

■岡山大学の関わり
　地域総合研究センターでは、三村聡センター長と近藤亜希子事務職員が３日・４日のエクスカーショ
ン、５日の第３分科会のコーディネートを担当し、その他の分科会についても、学内の教職員への協力
を仰いだ。以下に一覧で示す。

　５日の全体会、進行役は、ローカルサミット事務局長の吉澤保幸氏、開会挨拶は倉敷大会の実行委員
長を務める岡山経済同友会地域振興委員長の梶⾕俊介氏（岡山トヨタ自動車株式会社社長）がつとめた。

セッション 大学関係者
■エクスカーション

「里海再生・隔離施設・海上文化交流（日生・備前・
瀬戸内）」コース

三村聡（地域総合研究センター長）
渡部英広（社会連携支援室主任）
近藤亜希子（社会連携支援室）
まちづくり研究会学生６名

■第３分科会
流域・命を支える「風土・思想と環境・エネルギー・
経済・金融」流域の地域特性・思想性を生かし
た地域経済の循環づくり

三村聡（地域総合研究センター長）
渡部英広（社会連携支援室主任）
近藤亜希子（社会連携支援室）
長宗武司（社会文化科学研究科博士前期課程）
恒藤佑輔（環境理工学部４年）
竹原裕隆（環境生命科学研究科博士前期課程）
まちづくり研究会学生３名（三上大貴、板⾕尚弥、
上田佳穂）

■第４分科会
流域・命をつなぐ「地域包括医療ケア・インクルー
ジョン・相互扶助」違いを認め受け入れ、相互
に支え合い、安心できる社会づくり

浜田淳（大学院医歯薬学総合研究科教授）
佐藤勝（大学院医歯薬学総合研究科教授）
齋藤信也（大学院保健学研究科教授）
山川路代（地域総合研究センター助教）

■第５分科会
流域・命を醸す「文化（芸術・スポーツ）・歴史
と祈り・祭り」精神性を元にした地域の求心力・
誇りとなる物語づくり

高岡敦史（大学院教育学研究科講師）

■第８分科会
若者から流域への提言「流域未来「志」をつな
ぐ高校生・大学生会議」未来を担う若者たちの
思いを込めた流域のビジョンづくり

内藤賢一郎（社会連携支援室主査）
資源植物科学研究所　※施設提供

■総括セッション 荒木勝　理事（社会貢献・国際担当）・副学長
三村聡（地域総合研究センター長）
内藤賢一郎（社会連携支援室主査）
まちづくり研究会学生３名（三上大貴、板⾕尚弥、
上田佳穂）
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▲あけぼのの家

▲酒津での取材対応

基調講演では伊東香織倉敷市長が「高梁川流域連盟から発展した新たなる連携」と題して地方創生に向
けた方向を示した。藻⾕浩介氏（日本総合研究所調査部主席研究員）と井上恭介氏（NHKチーフ・�プ
ロデューサー）による基調対談が行われ、続いて「流域思想による地方創生の意義と課題」と題して、
中井徳太郎氏（環境省大臣官房審議官）、哲学者の内山節氏、大原謙一郎氏（大原美術館名誉理事長）、
大久保憲作氏（高梁川流域学校代表・倉敷木材株式会社会長）が登壇、パネルディスカッションが行わ
れた。会場の倉敷市立美術館は約250名で満員となった。
　最終日となる11月６日は、朝から再び倉敷市立美術館で各分科会からの報告が行われた。学生からの
報告として岡山大学学生サークル「まちづくり研究会」代表の三上大貴君が登壇した。また、総括とし
て本学から荒木勝理事・副学長がコメントを行った。
　最後に、大会委員長の梶⾕俊介氏が“倉敷宣言”を発表して無事に４日間のローカルサミットは閉幕
した。

■エクスカーションの詳細
　地域総合研究センターが企画・運営を担当したエクスカーション

「里海再生・隔離施設・海上文化交流（日生・備前・瀬戸内）」コー
スでは、３日は備前市日生町漁協にて“アマモ場”再生活動の取組
みについて、瀬戸内市裳掛地区では、空き家を再生した小さな拠点

「あけぼのの家」にて、参加者と地域住民、移住定住者、裳掛地区
で活動する大学生と交流会を開催、「風土」「里」「海」の新たな未
来を考えた。懇親会には武久顕也瀬戸内市長も参加した。４日は、
国立療養所「長島愛生園」を訪問、ハンセン病で苦労した入所者から療養生活を拝聴、人権啓発活動に
ついて考えた。あわせて「第10回長島愛生園総合展（文化祭）」を拝見した。瀬戸内市牛窓では、海遊
文化館にて江戸時代に西国の大名や朝鮮通信使が滞在した歴史を学び、そして白壁の土蔵、格子戸の家、
明治以降の洋風建築、を散策した。オリーブ園の丘からは、錦海塩田跡地に建設中の東洋一のメガソー
ラー発電施設を見学した。牛窓での案内役は布野浩子瀬戸内市議が担当した。

■第３分科会の詳細
　第３分科会では、倉敷市酒津で酒津榎窯を主催する陶芸家の武内立爾氏が、70名を超える参加者を地
域へ案内した。大正年間に完成した疎水「東西用水」水門をはじめ、歴史・文化に深い縁のある酒津周
辺を見学・散策、動機付けを行った。分科会では、会場を旧原田邸に三村聡センター長が山田方⾕と大
原孫三郎という二人の思想家が社会に与えた影響を、有限会社くまの辻信行代表が、倉敷が持つ歴史的
遺産の良さを継承しつつ現代に蘇らせる取り組みを紹介した。進行役は吉備国際大学社会科学部長の井
勝久喜教授。
　後半は、①環境・エネルギーを視座においた「トヨタ基金活用に
よる棚田再生プロジェクト」と題してNPO法人英田上山棚田団理
事の松原徹郎氏、②高梁川源流域における「全国の学生を鍛える森
林ボランティア」活動と題して、一般社団法人�人杜守（ひとともり）
代表理事の多賀紀征氏、③瀬戸内の風土・環境を活かした「移住定
住促進プロジェクト～岡山藩家老伊木氏のまち」と題して、瀬戸内
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▲人杜守による話題提供

▲G7教育大臣会合のぼり

▲会議の様子

市裳掛（もかけ）地区コミュニティ会議�会長の服部靖氏が、それ
ぞれの地域における森里川海を活かした実践活動を紹介した。進行
を三村聡センター長が担当した。

■４-３-１　倉敷市「高梁川流域ビジョン懇談会」
　平成28年度高梁川流域連携中枢都市圏ビジョン懇談会が、１月12日、倉敷市で開催された。平成27年
３月、高梁川流域７市３町が連携協約を締結し、「高梁川流域圏成長戦略ビジョン」に掲げられた事業
に取り組み、さらに各自治体が進める「人口ビジョン」と「創生戦略」に基づき、様々な事業を進めて
いる。懇談会では、流域７市３町の経済界、病院、大学、市民団体はじめ関係組織・団体の代表が参加、

「高梁川流域圏成長戦略ビジョン」事業の進捗状況が事務局より説明され、伊東香織倉敷市長のリード、
三村聡センター長が座長を務め、活発な意見交換がされた。

■４-３-２　倉敷市「G７教育大臣会合」への関与
　平成28年５月、日本・アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・
イタリア・カナダの７カ国首脳並びに欧州理事会議長及び欧州委員
会委員長が参加して開催される先進国首脳会議「伊勢志摩サミット」
が日本を議長国として開催され（日本議長国は、1979年、1986年、
1993年、�2000年、2008年に続き第６回目）、この首脳会議に併せて、
各国大臣級のサミット関連閣僚会合が併設され、岡山県では倉敷市
が教育・文化を核としたまちづくりを古くから進めてきたことが評
価され、５月14日、15日の２日間、教育大臣会合が開催された。
　そこでは、G７の教育担当大臣及び、EU、OECD、UNESCO等
国際機関の代表等が、「教育におけるイノベーション～平和と繁栄、
持続可能な社会の構築に向けた教育の革新～複雑で多くの課題を抱
える社会において、地球規模課題へ立ち向かい、平和と繁栄、持続
可能な社会の構築を実現していくための教育の役割や、また、様々なバックグラウンドを有する人々と

　４- ３　高梁川流域
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▲G7教育大臣会合でのパネル展示

▲荒木勝理事とミハイチャック大臣 ▲	Co-opプログラムについて話す
大久保陽平社長

の共生や協働がより重要となる新しい時代において求められる資
質・能力とその育成方策、教育システム、さらに、新しい時代に
おける国際協働の在り方」について議論し、「倉敷宣言」が採択さ
れた。
　岡山大学では、倉敷市水島で、地元の環境団体「みずしま財団」
をはじめとする地域住民や企業、倉敷市と協働して展開している
環境学習の成果を、サミット会場となったアイビースクエアにパ
ネル展示した（制作担当は石丸香苗准教授）。
　また、G７前日の５月13日に、カナダ連邦政府のメアリーアン・ミハイチャック雇用・労働力開発・
労働大臣らを大学図書館に招き、岡山大学とカナダのブリティッシュ・コロンビア大学（UBC）が、
県内企業と連携、「林学、林産学」をテーマに展開するグローバル実践型教育プログラム（長期インター
ンシップ・CO-OPプログラム）について、銘建工業株式会社の安東慎吾取締役総務部長、倉敷木材株
式会社の大久保陽平代表取締役社長、さらに同プログラムに参加した文学部３年の瀬﨑景己さんらが出
席、荒木勝理事（社会貢献・国際担当）・副学長をコーディネート役として意見交換した。
　岡山大学は、今回のサミットをきっかけに、グローバル教育がさらなる前進を遂げるよう祈念しつつ、
この流れを加速させる。� 参照：〈資料編〉G７教育大臣会合　出展パネル

■４-３-３　みずしま財団との連携による環境学習への取組
　倉敷市「水島愛あいサロン」において、水島の将来に関心のある
市民、水島コンビナート・地元企業関係者、行政関係者などの参加
により、シンポジウム「世界一の環境学習のまち�みずしまを目指
して」が開催された（12月23日）。
　今年はG７倉敷教育大臣会合が開催された。そこで合意されたサ
ミット宣言、そして昭和29年に大原總一郎氏により提唱された「高
梁川流域連盟」、さらに、平成28年12月26日が水島公害訴訟和解20
年となる記念日であることをふまえたシンポジウムである。地域住
民、関係自治体や大学、企業や経済界が参加して、G７での倉敷教
育大臣会合宣言の具現化、高梁川流域連盟の現代に息づく「水と命」
の地域教育の展開、水島の過去と現在を踏まえて未来を見つめる産
官学民による環境学習の重要性が議論された。主催は「環境学習を
通じた人材育成・まちづくりを考える協議会」（事務局：みずしま
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▲伊東香織市長の挨拶

▲パネルディスカッションの様子

▲	会場となった「大橋家住宅」国指定重要
文化財

財団）。環境省中国四国地方環境事務所、岡山県、倉敷市、岡山大
学が後援、約170名が参加した。
　また、高田昭雄氏の写真展「水島の記録」が併設開催された。こ
うした市民協働の流れを具現化すべく、また、環境学習を世界に発
信するために、高梁川流域における市民活動や地域教育、さらに水
島コンビナート企業や市民活動の取組みを、これまで以上に地域で
共有化して産官学民で環境教育を推進してゆくことが宣言された。
　冒頭、主催者を代表してみずしま財団副理事長の太田映知氏から
挨拶があり、続いて、倉敷市の伊東香織市長から来賓挨拶を受けた。
　プログラムは、第１部は高梁川流域関係者によるリレー報告として、矢掛町の地域活動グループ
YKG60共同代表の室貴由輝氏、新見市のかのさと体験観光協会事務局長の仲田芳人氏、笠岡市のかさ
おか島づくり海社事務局長の石井洋平氏、高梁川流域学校事務局長の岡野智博氏、倉敷市のJFEスチー
ル㈱西日本製鉄所（倉敷地区）総務部長の丹田史彦氏がそれぞれ話題提供を行い、岡山市からは、岡山
市ESD推進課主幹の内藤元久氏が、地域の環境学習活動をテーマに情報提供した。休憩時間には水島
で空き家再生に取り組む水島家守会社Nadiaが出張カフェを出店し、公害病の後遺症でぜんそくに苦し
む人々のために「咳を気にしなくて良いコンサート」を続けているムジカくらしき弦楽四重奏の生演奏
が４曲披露された。
　第２部パネルディスカッションは「水島の可能性と将来展望」と
題して、高梁川流域学校代表理事の大久保憲作氏、岡山大学理事（社
会貢献・国際担当）・副学長の荒木勝氏、三菱自動車工業株式会社
水島製作所副所長の野村泰弘氏、倉敷市環境政策部次長の佐藤慶一
氏、みずしま財団理事・研究員の塩飽敏史氏が、それぞれの立場か
ら持論を展開した。
　シンポジウム全体の進行役とパネルディスカッションのコーディ
ネーターを三村聡センター長が務めた。

■４-３-４　高梁川流域学校と高梁川ミーティング
　高梁川流域学校は、平成27年６月に設立された流域住民の学校であり、森里川海のつながりの中で暮
らしを意識する「流域思考」を推進し、自然、歴史文化、産業、環境など様々な地域教育を通して、共
に地域を創る人材を育成することを目的としている。
　２月18日、19日「高梁川ミーティング」が倉敷で開催された。18
日は学校設立後の事業状況報告と高梁川流域圏における森里川海の
つながりの中で、環境、経済、社会の課題を総合的に解決するため
のアイデアを共有する会場参加型フォーラムを行い、荒木勝理事・
副学長がコメンテーターとして登壇した。19日は、地域が持続的に
発展するために多世代が交流する「場」づくりや地域の「知」の継
承について議論され、三村聡センター長が参加した。
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▲岡山県備中県民局による研修

▲岡山県備中県民局による研修

▲現地でのチェーンソー指導

▲間伐作業中の学生

■４-３-５　新見市神郷における環境保全型森林ボランティア
　新見市に拠点を置き活動する一般社団法人「人杜守（ひとともり）」
が年２回実施する、新見市森林ボランティアプログラムに地域総合
研究センターは岡山大学の全学生に参加者の呼びかけをしており、
平成25年から参加者を送っている。今年度、岡山大学からは前期は
６名、後期は10名の学生が参加した。学生たちは、森林の保全や水
源の涵養の大切さ、森や水が抱える課題、林業の面白さについて、
実際にチェーンソーを使って、間伐や倒木作業を進めながら学ぶ。

■前期（９月実施）
　参加者は、新見公立大学、東京農業大学、三重大学、岡山大学の
総勢12名。
　新見市森林組合で研修、主催の一般社団法人「人杜守」多賀紀征
代表理事の挨拶に続き、新見市、森林組合、岡山県備中県民局、地
域おこし協力隊から挨拶と心構え、諸注意を受け、三村聡センター
長が参加学生への期待とリスク管理について講話した。学生自己紹
介に続き、岡山県備中県民局によるチェーンソー研修を受講、午後
から現地で間伐作業に入った。
���
　こうして２週間のボランティア活動が始まり、初日から１週間後
の9月７日に再度現地を視察した際には、初日と比べ物にならない
くらい、学生たちの動きは山に慣れており、そして顔つきも引き締
まってきていることが感じ取れた。学生は食事、洗濯、作業機械の
メンテナンス、全体のスケジュール管理などを分担して作業をする。
最終日に報告会を実施、事故なく無事に終了した。
　本学からの参加学生には平成27年度実践型社会連携教育科目「森林グローバルインターンシップ」を
履修した学生もおり、インターンシップとして林産業に携わることと、林業を通して間伐作業やボラン
ティアに携わることの違いを体感した。



48

まちづくり実践活動・地域連携４  

▲ボランティア説明会 ▲地域おこし協力隊佐伯佳和氏 ▲	後期参加学生と教員・関係者（新見市神
郷町にて

■後期（３月）
　３月のボランティア活動募集開始に当たり、一般社団法人「人杜守」と地域おこし協力隊を岡山大学
に招き、授業の時間を利用して説明会を実施した。
　地域総合研究センターからは、三村聡センター長のほか、国際インターンシップ業務を担当する吉川
賢特任教授、吉川幸実践型教育プランナーが、活動場所のひとつ新見市神郷町を視察した。

■４-３-６　総社市山手地区における地域包括ケア（終了）
■これまでの経緯と成果
　地域総合研究センターは、平成25年春から３年間にわたり、岡山県総社市山手地区（2005年に合併に
より総社市となった旧山手村、人口約4,000人）において学生がコミュニティ活動について学び、参画
する機会を作った。具体的には、同地区にある総社市の医療・福祉施設（研修・交流の場）「山手ふれ
あいセンター」を活用して、地区社会福祉協議会（略称：地区社協。自治会、民生委員、愛育委員など
地域の福祉活動に参画する人々の団体）のメンバーと、地域総合研究センターの情報提供によって集まっ
た学生、大学教職員がしばしばワークショップや打合せを行い、毎年秋の「山手なかよしウォーキング」

（親子向けのウォーキングとレクリエーション）、春の「健康福祉フェア」（健康増進をテーマとする文
化祭）という、地区社協が主催する２つのイベントの企画・実行に学生が参加してきた。これにより、
地域が期待する“大学生らしい”アイデアと実行力で、イベントの活性化、特に旧住民（高齢者が多い）
と新住民（子育て世代）とを結びつけるという地域特有の課題を解決することに一定の貢献を果たした
と言える。平成27年度末の健康福祉フェアでの来場者アンケート調査結果にも、岡大生による効果と将
来への期待が示されている。（平成28年３月13日実施、場所：総社市山手公民館。数字は人数。）
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▲聞き書き研修会 ▲聞き書きの実施 ▲聞き書きフォーラム

■活動の終了
　しかしながら、地域福祉活動の主体は、あくまでも地区社協を中心とする地域の人々である。本年度
に入って、これまで地域活動のリーダーを務めてこられた地区社協会員が引退、後継者が未定となり、
２つのイベントの継続が困難になった。外部者である大学生がこれ以上関与することは難しいだろうと
いう山手地区社協と地域総合研究センターの判断で、山手地区での岡大生の活動は平成28年（2016年）
３月の福祉フェアへの参加をもってひとまず終了した。活動を行ってきた学生サークル「まちづくり研
究会」は、引き続き、もう一つのフィールドである瀬戸内市裳掛地区での活動に専念する。

■４-３-７　備中地域での聞き書き
　地域で暮らす先人にインタビューして話し言葉を文章にして冊子にまとめる「聞き書き」活動が今年
も備中聞き書き実行委員会によって開催され、倉敷市や笠岡市の高校生約20人が参加した。岡山大学か
らも文学部２年生が一人参加し、聞き書き作品を作った。
　地域総合研究センターの前田芳男副センター長が、聞き書きの際の相手との対話の方法や、文章の書
き方などを、実行委員のメンバーの一人として指導した。スケジュールは、以下の通りである。なお、
岡山大学でも平成29年度の一般教養科目として「聞き書き」を開講し、そこに備中聞き書き実行委員会
や澁澤寿一氏の協力を得られることとなった。

　平成28年６月16日　聞き書き研修会の実施　（講師：澁澤寿一氏）
　平成28年８月10日　聞き書きの実施　（於：笠岡市白石島）
　平成28年12月23日　聞き書きフォーラムin白石島

■４-３-８　笠岡市白石島・北木島　多職種連携地域包括ケア
　本事業は平成27年度から教養科目として実施している。（詳細は後述（10章実践型社会連携教育プロ
グラムの取り組み）を参照。）笠岡市においては、以下の２つの活動を実施した。
　一つ目は、10月29日（土）～30日（日）の１泊２日の日程で、北木島の研修施設「石切りの杜」を拠
点にフィールドワークを含む特別講義を行った。学生はグループに分かれて、デイサービスや公民館で
島民の方々に今までの暮らしや現在の暮らしなどについてインタビューを行い、グループ毎に地域の課
題をまとめた。さらに、その課題に対して個々人が１ヶ月以内に取り組めることを発表した。
　二つ目は、12月３日（土）に、笠岡市民会館で約300名の笠岡市の愛育委員や栄養委員、ヘルスアッ
プリーダーの方々が集う、合同研修会に参加した。この研修会は、愛育委員・栄養委員・ヘルスアップ
リーダーといった地域の健康づくりのボランティアが、地域住民がいつまでも元気に暮らすための自分
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▲定例会議

達の役割を考えること、地域包括ケアシステム構築の必要性と仕組みを理解することを目的として実施
された。まず、浜田淳教授（大学院医歯薬学総合研究科）と竹中麻由美准教授（川崎医療福祉大学）が

『地域包括ケアと住民の役割』というテーマで話題提供を行い、その後にグループに分かれて住民の役
割やボランティアの協働による取り組みについて議論した。学生は各グループのファシリテーターとし
て議論をまとめ、グループの意見を発表した。

　平成27年度に岡山県美作市上山地区において、トヨタ自動車創設「トヨタ・モビリティ基金（理事長
は豊田章男・トヨタ自動車（株）�代表取締役社長）」の国内初となる助成案件に「中山間地域の生活・
経済活性化のための多様なモビリティ導入プロジェクト（通称：上山集楽みんなのモビリティプロジェ
クト）」が選定された。NPO�法人みんなの集落研究所（石原達也代表）と、美作市上山地区で棚田の再
生に取り組むNPO�法人英田上山棚田団（猪野全代代表）がプロジェクトを進めており、岡山大学はプ
ロジェクトの学際的な部分を支援している。
　本プロジェクトは、NPO�法人と地元住民が主役となり、超小型モビリティ（EV）を以下の３つのプ
ロジェクトに活用し、移動の多様性の確保をキーワードに中山間地域における新たなモビリティシステ
ムを構築する事業を展開している。
　・日常生活利用～中山間地域の生活課題を解決するモビリティ～
　・農林業利用～モビリティの新たな領域創造～
　・観光利用～過疎地の生活基盤を破壊しない滞在型観光業にむけて～

　この活動に対して、平成27年度より岡山大学が行う支援体制は、環境理工学部が現地の移動ニーズや
移動環境の調査を、農学部が農業経営・作業効率と棚田農業の多面的な価値の分析を行っている。また、
工学部が移動データの分析や超小型モビリティの改造などを、さらに教育学部で子供の教育環境、経済
学部が美作市全体のまちづくりにまつわるデータ分析、医学部が医療ケアなどに取り組むことを検討し
ている。
　平成28年４月より、環境生命科学研究科の氏原岳人准教授が上山集落みんなのモビリティプロジェク
ト居住者移動実態調査に取組み、上山地区住民の生活状況・移動実態調査を行い、住民が安心して暮ら
せるために必要となるモビリティの仕組みを構築するための分析や仕組みづくりの計画立案に取り組ん
でいる。
　また、平成29年１月より、環境生命科学研究科の駄田井久 准教授が上山集落の棚田保全に向けた営
農計画作成企画事業に取組んでいる。上山地区がモビリティやIT等の技術を活用して、棚田での農作
業の負担軽減および効率化を目指していることをふまえ、本事業においては、現状の棚田での農作業に
関する労力、費用、作業における負荷度合い、環境等への公益的
な影響などの実態を調査し、今後の営農計画モデル作成を目指す
取組みを進めている。
　プロジェクト事務局への支援は地域総合研究センターが担って
おり、定例会議への出席、モビリティテストツアーへの参加をし
ながら、現場と情報共有し、本学教員とのコーディネートを担当
している。

　４- ４　美作市上山地区地方創生プロジェクト
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▲地域住民移動実態調査の報告

▲西口邸にて

▲NPOと大学教員の対話

▲上山に導入されたコムス

▲学部を横断した教員の連携

▲アイデアソンで展示された車両

（４月16日）
　本活動の地域拠点となっている西口和雄氏邸を三村聡センター
長が訪問、新年度の活動の方向性を議論した。
�
（５月５・６日）
　岡山大学支援グループとして、吉川賢名誉教授（農学部）、河原
伸幸准教授（工学部）、高岡敦史講師（教育学部）、氏原岳人助教（環
境理工学部（現、准教授））、三村聡（地域総合研究センター長）が、
移住定住「おためし住宅」に宿泊、主催NPOから今後の展開につ
いて教示を受け、大学として本プロジェクトを支援することを再
確認した。

（８月25日）
　美作市「雲海」にてNPO法人みんなの集落研究所石原達也代表
の進行により、取組み報告がなされ、氏原岳人助教（環境理工学
部（現、准教授））が、地域住民移動実態調査の結果を踏まえ、今
後の方向性を提案した。

�
（10月８日）
「アイデアソン（Ideathon）」が開催され、全国から我と思わん面々が集結し、自由で斬新な企画やビ
ジネスモデルが提案された。
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▲広域観光連携ワークショップ

■４-５-１　吉井川流域DMO設立準備会
　吉井川流域広域観光連携事業について、赤磐市、瀬戸内市、和気町の２市１町が広域連携し、DMO

（Destination�Management/Marketing�Organization）組織体の創設を目指している。事務局は２市１町
の担当各部署、メンバーは、地元観光協会、商工会、農協、漁協のトップ、旅行事業者、金融機関、交
通事業者、岡山県、学識経験者で構成されている。赤磐市役所内で行われた有識者会議に出席した。
・『第１回　吉井川流域DMO設立有識者会議』：9月30日
　　　　　本会議の座長に三村聡センター長が選任された。
・『第２回　吉井川流域DMO設立有識者会議』：12月20日
　　　　　�地域企業をはじめとする流域関係者へのアンケート調査や外国人観光客に対するアンケート

調査の結果が報告された。また、先進地域におけるDMOの取り組みについて視察報告が披
露された。

・『第３回　吉井川流域DMO設立有識者会議』：２月21日
　　　　　DMOの組織形態や活動範囲について議論された。

　また、当該地域の住民に本事業について考えてもらうために、同組織体の事務局の主催でワークショッ
プが開催された。
・第１回ワークショップ：12月21日　於：赤磐市役所
・第２回ワークショップ：１月24日　於：長船公民館（瀬戸内市）
　赤磐、瀬戸内、和気の３市町が連携して「広域観光周遊ルート」に知恵を絞る試みに、３市町で、広
くまちづくりに関係する市民が集合、すばらしいアイデアが数多く出された。
・モニターツアーおよび第３回ワークショップ：３月４日、５日

　これまで２回実施した講演会・ワークショップを受け、和気、赤磐エリアの観光ルートと瀬戸内エリ
アの観光ルートが企画され、２日に分けてモニターツアーを実施したものに地域総合研究センターの教
職員が参加した。

■４-５-２　瀬戸内市裳掛地区における地域活動
　瀬戸内市裳掛地区では、地域おこし活動を続ける学生サークル「まちづくり研究会」が地域住民と協
働して、耕作放棄地対策、空き家再生活動、小学生の見守り、地域資源の発掘調査、地域のお祭りへの
参加などを行い、年間を通して、様々な地域創生活動を展開している。（詳細は前述（２章学都チャレ

　４- ５　吉井川流域
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▲地元の食材で歓迎会 ▲地元住民、学生と武久顕也瀬戸内市長 ▲合宿中の学生

▲コミュニティ会議にて ▲地域から授与された表彰状

ンジ学生企画）を参照。）地域総合研究センターでは三村聡センター長と前田芳男副センター長が学生
の支援をしている。以下は、教員が引率した一例である。また、この間の学生の活動が評価され地域か
ら表彰状が授与された。
　●�新入生に地域での活動を紹介、まち歩きを行い、地元名産の牡蠣とジビエ（イノシシ、鹿）で交流

バーベキュー会を開催。県外移住者や武久顕也市長が参加した。（４月24日）
　●�瀬戸内市裳掛地区地域おこし合宿。炎天下の耕作放棄地で草むしり作業、小さな拠点「あけぼのの

家」へ戻り、東京都練馬区から移住・定住した方と会話を楽しみ、夜は瀬戸内が一望できる「いこ
いの村」で入浴、夜の交流会では、一日の反省や翌日の地元裳掛小学校の小学生たちによる写生大
会の手伝いについて打ち合わせた。（８月１日）

　●�瀬戸内市裳掛地区コミュニティ会議にて「平成27年度農村集落活性化支援事業」（農林水産省予算）
の実施報告会があり、報告書には岡山大学「まちづくり研究会」のワークショップや活動内容が紹
介された。参加学生たちと共に三村聡センター長が謝辞を述べた。また、裳掛地区に東京や大阪か
ら移住した10組が地域住民に紹介された。（9月14日）

■４-５-３　和気町での取り組み
　岡山県和気町のまちづくりに、地域総合研究センターから岩淵泰
助教と吉川幸実践型教育プランナーがアドバイザーとして関わって
いる。和気町は世界最古の庶民のための学校と言われる岡山藩校の
流れを汲む「和気閑⾕高校」を有し、和気清麻呂の生誕地でもあり、
教育に対する歴史的な風土を活かし、「教育」を地方創生の柱に据
えている。また、「町内の小中学校への英語特区の導入」や「無料
公営塾の設置」を中心とする「教育の町『和気』構想」を進めてお
り、「和気町に住めば子どもの学力が向上する」という環境を作り
出そうとしている。
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▲大森直徳町長へのヒアリング ▲小西哲史政策監へのヒアリング

■和気町地方創生委員会への参画
　岩淵泰助教が、市民協働審査委員の他、まち・ひと・仕事に関する地方創生委員として参加。

■和気町教育推進連絡協議会への参画
　英語公営塾など英語教育に関わる専門家としての意見を述べるため、吉川幸プランナーが9月より委
員として参画。

■特別番組制作への協力
　山陽放送『みんなが住みたいまちに　～和気町地方創生への挑戦～』（12月18日放送、同29日再放送）
への取材を受け、岩淵泰助教、吉川幸プランナーが各委員会委員としてコメントした。

■効果検証調査
　「教育の町『和気』構想」の効果検証を目的とする調査を行った。大森直徳町長、小西哲史総合政策
監等へのインタビュー調査を実施し、和気町の課題、同構想の狙い、実施上の着眼点などを調査した。
また、英語公営塾利用者とその保護者を対象としたグループインタビューを実施し、利用動機、利用状
況、効果、提案等をヒアリングした。調査結果は論文として発表する予定である。（詳細は後述（７章
シンクタンク業務）を参照。）

　新庄村は岡山県の西北端に位置し、明治５年の村政施行以来一度の合併もない人口約900人の村であ
る。三村聡センター長が、現地企業である國六株式会社の黒田眞路氏に、村が新たに開設した拠点を２
箇所案内頂き、小倉博俊村長、役場職員、地域おこし協力隊の椿氏、地元関係者と意見交換した（４月
24日）。12月７日に再び、小倉博俊村長を三村聡センター長、吉川幸実践型教育プランナー、内藤賢一
郎主査の３名で訪問した。村役場では地方創生の政策シナリオに基づく岡山大学の林業・林産業・農業
分野での支援のあり方と、国際インターンシップに関する意見交換を実施した。
　こうして、新庄村の資源である森林と田畑を活かした地域の創生に岡山大学がチームを組んで支援す
ることとなった。
　専門的な知見からは吉川賢名誉教授が農学部の教員陣や専門家に声をかけ、平成29年度から本格的な
調査研究・施策支援に取組む体制が組成される。

　４- ６　新庄村の地域創生
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■４-７-１　目的・ねらい
　本事業は、留学生が、岡山のまちづくりを経験し、岡山が好きになることで、岡山の友好親善大使を
育てる大学と地域の協働の取り組みである。
　平成24年10月、留学生がまちとの関わりを通じて地域とふれあい、岡山の企業を知り、さらに母国の
歴史・文化の紹介を通じて地域社会との相互交流を図る主体となる活動を支援する目的で、文部科学省
留学生交流拠点整備事業に申請し、応札されてきたが、平成27年３月で助成が終了した。
　平成27年４月からは、矢掛町江良地区が、岡山県備中県民局の協働事業に申請し、採択されたことで、
県の事業支援を受け、より地域に根付いた活動を目指している。

■４-７-２　協働体制
　矢掛町における地域住民と留学生の交流活動は、全学教育・学生支援機構が運営するL-Caféの藤本
真澄講師やグローバル・パートナーズの宇塚真理子教授、大林純子准教授、中詳子非常勤講師の積極的
な支援のもとで行っている。その他の県内中山間地域での活動は、NPO法人まちづくり推進機構岡山
の徳田恭子代表理事に協力を仰いでいる。
　地域総合研究センターでは、主に岩淵泰助教が企画に関わり、学生の引率などを職員の内藤賢一郎主
査、事務補佐員として山脇知子が務めている。

■４-７-３　まちづくり実験室
　まちづくり実験室とは留学生がまちとの関わりを通じて、地域社会との相互交流を図る活動である。

■矢掛町江良地区備中県民局協働事業
　平成24年度～26年度にかけて行った文部科学省留学生交流拠点整備事業「留学生のまちづくり」の活
動で良好な関係を築くことができた矢掛町江良地区では、平成27年度から、有志団体「輝け！江良元気
会」が、留学生との交流を更に充実させるという目的で岡山県備中県民局協働事業に申請し採択された。
平成28年度に実施した主な活動は、以下の通りである。各事業の詳細については、『岡山留学生のまち
づくり報告書』（地域総合研究センター（平成28年））を参照されたい。協働での活動は２年目となり、
地域おこし協力隊との連携や地元の小中高生との連携に波及し、矢掛町全体を巻き込んだ取り組みへ拡
大した。１年を通して、留学生が江良地区を訪れ、地域の活動に参加することで、この地に住む幅広い
世代の住民が地域を盛り上げようとする姿が垣間見られた。
（１）平成28年４月9日
　内　容：いちご狩り＆小中高生との交流（いちごに関するプレゼン、ペンキ塗り）
　場　所：フルーツトピア＆矢掛町商業高校跡地
　参加者：＜やかげ小中高子ども連合会＞35名
　　　　　�＜岡山大学＞留学生７名（ドイツ、インドネシア、アメリカ２、英国、ニュージーランド、

カナダ）　日本人学生１名　教員：岩淵、藤本

　４- ７　留学生のまちづくり事業
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（２）平成28年６月25日
　内　容：田植えと交流会
　場　所：江良地区（公会堂）
　参加者：＜地域の方々＞約40名
　　　　　�＜岡山大学＞留学生５名（アメリカ２、カナダ、ニュージーランド、グアム）　日本人学生

１名　職員：内藤、山脇

（３）平成28年７月9日
　内　容：＜午前＞�マレーシア留学生との交流会（マレーシアについてのプレゼン、ゲーム、手遊び。

フルーツポンチ作り。）
　　　　　＜午後＞江良にて流しそうめん。水鉄砲。　
　場　所：矢掛町立中川小学校
　参加者：＜中川小学校４～６年生＞18名　　　＜輝け！江良元気会＞５名
　　　　　＜岡山大学＞留学生７名（マレーシア）、　教員：岩淵

（４）平成28年10月9日
　内　容：秋祭りに参加（神輿担ぎ）
　場　所：江良地区
　参加者：留学生とその家族16名（バングラデシュ）、Co-opプログラム学生２名（カナダ）、教員：岩淵

（５）平成28年11月12日～13日
　内　容：ホームステイ
　場　所：矢掛
　参加者：＜受入家庭＞７家庭
　　　　　＜留学生＞７名（オーストラリア、アメリカ３、イギリス、イタリア、フランス）

（６）平成28年11月12日～13日
　内　容：大名行列ボランティア
　場　所：矢掛町
　参加者：留学生9名（英国、アメリカ５、リトアニア、英国、オーストラリア）
　　　　　教員：岩淵

（７）平成28年11月20日
　内　容：ウェルカムパーティー
　場　所：江良地区
　参加者：＜地域の方々＞約30名
　　　　　�＜岡山大学＞留学生32名（リトアニア、オーストラリア、フランス２、イラン３、マレーシ

ア、ベトナム、アメリカ７、イタリア、中国9、ミャンマー４、ドイツ１）、日本人学生３名）
　　　　　教員：岩淵、宇塚、藤本、中
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▲田植えに参加する留学生 ▲法被を着て秋祭りを楽しむ留学生

（８）平成29年１月７日～８日
　内　容：ホームステイ
　場　所：矢掛
　参加者：＜受入家庭＞9家庭
　　　　　＜留学生＞9名（韓国３、アメリカ４、オーストラリア２）

（9）平成29年２月２日
　内　容：まちなかキャンパスin矢掛　矢掛町大名行列物語―歴史の証人鑑賞会
　　　　　（詳細は前述（２章まちなかキャンパス）を参照。）
　場　所：やかげ町家交流館

　参加者：約20名

■その他のまちづくり活動
（１）平成28年５月３日～５日
　内　容：花湯まつり陣所大綱引き参加
　場　所：三朝温泉、三朝神社、岡山大学惑星物質研究所ほか
　参加者：�留学生9名（ドイツ、アメリカ３、インドネシア、カナダ、英国、オーストラリア２）
　　　　　日本人学生１名　教職員：三村、岩淵
　協　力：山本直生総括主査（岡山大学惑星物質研究所）
　　　　　（詳細は後述（４-７岡山県外でのまちづくり活動）を参照。）

（２）平成28年9月16日
　内　容：ゴルフツアー観戦（岡山コンベンションセンターの招待）
　場　所：東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ
　参加者：留学生11名（バングラデシュ）　教員：岩淵
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▲大綱引き ▲地元の皆様と ▲惑星物質研究所

▲「網からみ」に参加する留学生

■４-８-１　鳥取県三朝町「陣所（ジンショ）」“大綱引き”
　岡山県と県境を接する鳥取県東伯郡三朝町には、岡山大学が惑
星物質研究所を置いている縁で、まちづくり活動への参加を開始
した。５月３日～５日、三朝（みささ）温泉で開催された「花湯
まつり」に合わせ、120年前から伝わる国の重要無形民俗文化財指
定「陣所（ジンショ）」“大綱引き”に、留学生9名（アメリカ３名、
英国１名、オーストラリア２名、カナダ１名、ドイツ１名、イン
ドネシア１名）と日本人学生１名、そして地域総合研究センター
から三村聡センター長と岩淵泰助教の12名が準備からフル参加した。コーディネーターは岡山大学惑星
物質研究所山本直生総括主査（鳥取県庁から岡山大学へ出向）。同町の三徳山（みとくさん）・三朝温泉
は日本遺産の第１号に認定されており、外国人観光客の増加が見込まれるため、留学生の意見もまちづ
くりに貢献できるものと考えた企画である。参加者は祭りに使われる東西二本（雄・雌）の綱を編む ｢
綱からみ｣ という作業に加えて頂き、１日かけて、80メートルの巨大な綱を製作した。
　三朝神社では、神社の参拝方法などの日本文化を学び、惑星物質研究所では観測・分析機材を見学、
研究員の方から活動内容の説明を受け、留学生からも質問があった。
　さらに、観光案内所「三朝温泉ほっとプラ座」にて吉田秀光三朝町長や三朝温泉観光協会の御舩豊事
務局長からの三朝温泉観光についての講話後、留学生が見た三朝温泉の良さ、そして外国人観光客の視
点でみた「三朝温泉に求められるもの、足りない点、残念な点」について、全員が意見を述べ、意見交
換の時間を持ち、多文化共生やまちづくりについて貴重な経験を積んだ。
　三朝町の改善点について留学生から出された主な意見として、
　・まちの中でインターネット環境が整備されていないこと。
　　→観光協会が改善策を練っており、整備を進めている。
　・買い物が行いにくく外国人旅行者向けの品揃えが少ない。
　　→�三朝町の温泉郷では、旅館やホテルの中で買い物ができるようになっており、外で買い物をする

状況にはなりにくくなっている。共通イベントを考えお客さんが出やすい環境づくりをする。
という学生の意見と、環境協会の改善案があった。

　４- ８　岡山県外でのまちづくり活動



59

まちづくり実践活動・地域連携 ４  

▲吉田秀光三朝町長と ▲観光協会にて

【意見交換会でのコメント（岩淵泰助教）】
　三朝町における大学と地域のまちづくりについて述べます。今回は二泊三日の短い滞在でしたが、三
朝町にはまちづくりのポテンシャルを大きく感じました。その中で、三朝に研究所を置く岡山大学がど
のような貢献ができるのかを考えてみました。
　一つ目は、伝統行事を引継ぐ担い手が不足する地域に若者の力を入れ込むことです。今回のボランティ
アでは、縄作りから綱引きまで留学生が参加しましたが、日本の文化伝統を学びながらまちづくりに貢
献することができました。ボランティアとして地域活動に参画することができます。
　二つ目は、三朝町の抱える課題解決に向けて専門的な知見を活かすことです。三朝町では、豊富な湯
だけではなく、自然も豊かで、様々なチャレンジを展開することができます。ただ、お土産、滞在型、
健康づくり、食事、PRなど総合的なまちづくり戦略も必要になっているように感じました。例えば、
湯布院町や黒川温泉などでは、まちづくりの物語が形成されており、人々の活動が、まちのアイデンティ
ティとなって引き継がれています。ブランドとして高めている点は参考になるかもしれません。三朝町
は、温泉郷という強みを活かして、新しい客やファンを獲得することに力を入れるべきでしょう。
　三つ目は、三朝町がユニークであることは、ラドンやラジウムが健康に役立てられ、研究が行われて
いることです。三朝町は、研究、教育、癒しのそれぞれが共生する世界的に稀有なまちだといえます。人々
が温泉を通して癒された歴史、産業の変遷、ラジウムと暮らしの共生など調査の対象になると思います。
岡山市と三朝町は、バスで約２時間30分かかるため、毎週や毎月の調査・交流は難しいかもしれません。
　しかし、三朝の持つまちづくり資源を研究や教材として活用することは、大学と地域のまちづくりを
明白にするにあたって、大変有効なのではないかと思います。
　ところで、古来より、日本人には、地域コミュニティ自らが山林や田畑、そして集落や街道を守り整
備してきた歴史・文化があります。その大切にされてきた山林や田畑、そして集落や街道を基点に地域
コミュニティはそれぞれ独自の歴史や文化を育んできました。こうした歴史や文化、景観を如何に未来
へと継承すべきか、今回のように、本来は地元の皆さんが中心となって準備する「陣所大綱引き」に、
準備段階から、よそ者はおろか外国人が大勢参加して汗をかくことを受け入れるといった新たな動きが
あることに心をうたれ、そして大きな気付きを得ることができました。また近年では、「本来、まつり
は誰のものなのか」という原点回帰の論議が注目を集めています。街道沿いの往来に軒を連らねる温泉
街は、地元と来街者が集いあう共同利用の場所としての顔を持っていました。もはや人口減少が急激に
進む地方都市の問題は、地元と来街者の双方が参加しなくては維持できない時代が近づきつつあること
を意味しています。いまこそ、歴史や生活文化と人々の心を紡ぎ、地域の共有財産としての地域資源の
価値を再発見できるような取組みが必要でありましょう。そうした積み重ねから、地域創生に対する成
熟した意識を生み出すことが可能となりましょう。
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【意見交換会でのコメント（三村聡センター長）】
　一般的に、地域における祭事や諸活動が、個々独立した事象として運営、或いは開催されることは、
統合的なまちのグランドデザインを描く上や、まちづくりの観点からみれば、限られた活動資源の散逸
となるケースが多いと思われます。本来、それぞれの組織・団体が独自の個性を発揮しながらも、イン
バウンド（外国人観光客誘致）の議論も含んだコミュニティ・デザインの形成からすると、地域を構成
する人々が、これまで以上に、同一ベクトルを保持しながら進むことが望ましいのです。それは、最初
は何気ないベクトルの相違が、時として大きな対立軸を生み出し、まちづくりの効果的継続性の阻害要
因となることが往々にしてあるためです。それを避けるためにも、これからの課題は地域が果たすべき
役割や責任を明らかにし、具体的な手順や手法を社会に定着させることが重要です。
　また、個人や事業者の利益・利害は前提としながらも「地域にとって大局的な見地で何が必要かとい
う共通軸を維持しながら論議を進めること」が、最終的に地域に関わる人々全体に幸せをもたらすこと
につながると考えます。加えて、温泉街の場合、マーケティング的な観点からは、「それが来街者を幸
せにしているか」と問う視点が、ますます大切になります。これまで、観光協会や組合、或いは自治体
や商工団体はあるにせよ、旅館は旅館、店は店、そして街は街として、それぞれに個別に考えられ、進
化してきました。それを支えてきたのが、わが国では、互いに隣人同士が心にゆとりを持ちながら豊か
な社会生活をおくるためのルールとして公徳心や譲り合いの精神であるといえます。
　現代社会は、社会全体が企業の成長や自己の利益を優先するあまり、こうした日本人が古来より受け
継いできた品格までも失いかねない危険な状態にありはしないでしょうか。温泉街やそれに連なる街道
の機能の多様化や地域の資産の有効活用などの視点に基づき、地域が主体となり、当該地域や郊外部な
どそれぞれの特徴に応じて、“訪れる人”と“迎える地域”の交流による温泉街づくりを、新たな視点か
ら支援する仕組みや体制の確立が必要でありましょう。ここ三朝の美しい風景を拡げるとともに地域コ
ミュニティの維持や、景観、自然、歴史、文化等の地域の資源を活かした多様な顔を持つ温泉街の形成
を目指したいものです。さらにグローバルな観点からは、三朝が持つ陣所大綱引きに代表される、個性
ある地域資源に磨きをかけ、そこに暮らす人々が誇りを持ち、訪れる人を魅了する、そして、世界に発
信できる質の高い歴史・文化・風景・祭りの形成を目指し、途絶えることのない、息の長い運動を展開
しつつ、復古・再生、新たな交流空間を創造されることを念じます。

■４-８-２　鳥取県三朝町「三朝オンマルシェ」
　８月５日、三朝温泉多目的駐車場を会場に開催された朝市イベント「三朝オンマルシェ」に三村聡セ
ンター長が参加、地方創生をメインテーマに話題提供した。三朝町に隣接する鳥取県倉吉市から倉吉商
工会議所の吉田圭子副会頭、三朝町の地元旅館経営者はじめ地域市民、地域おこし協力隊、大学生、ベ
トナムハノイ大学講師（岡山大学惑星物質研究所への研究留学生）、岡山大学職員などが参加した。
　コーディネートは山本直生総括主査（鳥取県庁から岡山大学惑星物質研究所に出向）。

■４-８-３　鳥取県三朝町・倉吉市「鳥取地震被災状況視察」
　平成28年10月21日14時07分に発生した、鳥取県中部を震源とした地震では、マグニチュード6.6を記録、
震度６弱の揺れが、鳥取県倉吉市葵町や湯梨浜町龍島、北栄町土下などで、また、震度５強の揺れが、
鳥取市鹿野町はじめ三朝町大瀬などで発生した。この地震による被害状況等については、人的被害は、
死者、行方不明者はゼロ、負傷者は、重傷が５（４）人、軽傷が25（19）人。また、住家被害は、全壊
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▲倉吉の被害状況 ▲三朝の被害状況

▲三朝温泉調査済証

12（12）棟、半壊95（95）棟、一部破損が12,525（12,506）棟、そして非住家被害が、52（51）件（数
字は総合計、カッコ内は鳥取県の合計）。三朝町にある、岡山大学惑星物質研究所や職員官舎も、施設
はもとより、研究機器や事務用品、住宅に大きな被害を受けた。
　発生から約１ヶ月半が経過した12月10日、その復旧の状況について、三村聡センター長が、倉吉市と
三朝町を車と徒歩で視察した。
　倉吉市では、玉川沿いに並ぶ白壁土蔵群の被害が甚大だった。国の登録有形文化財の指定を受ける、
旧国立第三銀行倉吉支店として建設された擬洋風建築の建物は、正面の白壁が破損して、全体に覆いが
かけられ、他の歴史的建造物にもあちらこちらに震災の爪あとが残っていた。
　三朝町では、ブルーシートの掛かった家屋が見られる場所は集中しており、同じエリアでも、地震の
揺れが大きかった地点と比較的に軽かった地点に差があることが推測できた。
　また、山の斜面が崩落している地点も散見され、神社の鳥居が傾き、墓石が崩れている箇所も確認で
きた。温泉街では、中心部にも被害の跡がみられるが、源泉元湯のある「株湯」共同浴場の周辺の被害
が大きかった。
　なお、被災度合いの調査が終了した建物には「調査済宅地」の証明が貼られている。地域総合研究セ
ンターへは、今後の支援活動について議論を開始した。

���
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内閣府地方創生人材支援制度に関わる活動５

▲内閣府にて　石破茂大臣 ▲内閣府にて　小泉進次郎政務官 ▲首相官邸にて　安倍晋三首相

　国の地方創生政策の一環として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部及び内閣府地方創生推進室が進
める「地方創生人材支援制度」により、岡山大学から三村聡センター長が岡山県井原市へ地域創生戦略
顧問として平成27年４月１日から派遣された（任期は２年間、平成29年３月末日で任期満了を迎える）。
平成27年度、平成28年度の主な活動を以下にまとめ、２年間の活動結果を記録に留める。

　内閣官房まち・ひと・しごと創生本部及び内閣府地方創生推進室が公募した「地方創生人材支援制度」
により、岡山大学から三村聡センター長（当時副センター長）が岡山県井原市へ派遣されることとなり、
平成27年３月20日、25日、26日の３日間、内閣府と官邸で開催された研修会と激励会へ参加した。石破
茂地方創生担当大臣からは、「地方創生に失敗すると国家が持続できないという強い危機感を持ってい
る。主役は市町村であり、皆さんは、４月から順次着任し、国が来年３月末までにすべての自治体に求
めている『地方版総合戦略』の作成支援などに当たり、地域の一員となって共に汗をかいてほしい」と
檄が飛ばされた。
　また、小泉進次郎内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官と直接意見交換できる機会を得た。
　第１期生として派遣された内訳は、国家公務員42人、大学の研究者15人、民間シンクタンクの研究者
12人。国家公務員は副市長など常勤の幹部職に、大学や民間からの派遣者は大半が非常勤で顧問や参与
などを務める。三村聡センター長が井原市へ地域創生戦略顧問として着任、４月１日、辞令交付と着任
式、第１回元気いばら創生戦略会議が開催された。その後、人口ビジョン、地域創生戦略の策定まで、
元気いばら創生戦略本部会議（瀧本豊文市長が本部長）及び元気いばら創生戦略会議（会長を地域総合
研究センター前田芳男副センター長とする外部会議）が開催された。

■４月１日：
　井原市では「元気いばら まち・ひと・しごと創生 人口ビジョン・総合戦略」の策定に向けて「元気
いばら創生戦略本部」が設置された。そこでは、建設経済部長を地域創生監に任命して、所管部署とし
て４月から地域創生課が設けられ、地域産業の活性化や定住促進、商工業の振興、観光資源・特産品の
PR・イベントなど、元気なまちを次世代に継承するため、地域創生に係る施策を積極的に推進している。
この地域創生課には４つの係があり、地域創生係（地域創生施策の総合推進、土地開発公社との調整、
課内の庶務及び他の係の主管に属しない業務）、魅力発信係（地域創生事業の発信、営業活動、「でんちゅ

　５- １　制度の概要

　５- ２　平成 27 年度
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内閣府地方創生人材支援制度に関わる活動 ５  

▲瀧本豊文市長と看板上掲

うくん」に関すること）、商工係（商工（鉱）業の振興、貿易、工
業等振興奨励金に関すること、企業立地及び工業適地調査、商工（鉱）
業の統計調査、計量器に関すること、労働福祉、関係機関及び団体
との連絡調整、その他商工（鉱）業に関すること）、観光係（観光
資源の調査及び開発、公園等の観光地及び観光施設の維持管理、経ヶ
丸グリーンパークに係る諸施設の運営、広域観光、温泉、物産品の
育成、開発指導等、関係機関及び団体との連絡調整、その他観光及
び特産品に関すること）に分けて一体運営をしている。

■６月４日：
　外部組織として、「元気いばら創生戦略会議」を設置した。委員は19名で、外部有識者（岡山大学）、
行政機関（岡山備中県民局）、商工関係団体（井原商工会議所など）、各種団体及び公募委員で組織され、
井原市の総合戦略の策定に関して、ご意見やご提言を頂き、これまでの総合計画に基づき実施された施
策の吟味や新たな施策策定に向けた議論を頂くことになる。第１回は、冒頭、瀧本豊文市長から挨拶が
あり、続いて選任された委員ならびに地域創生戦略顧問から自己紹介をした。続いて、会長、副会長の
選出があり、会長には岡山大学地域総合研究センター前田芳男副センター長が選ばれた。副会長には
NPO法人みんなの集落研究所の阿部典子理事長、井原商工会議所の川井眞治会頭が選ばれた。協議では、
前田会長の進行により、事務局から「元気いばら　まち・ひと・しごと創生　人口ビジョン・総合戦略
策定にあたっての基本的な考え方」が示され、それを受けて、全委員より意見や感想が述べられた。こ
こで寄せられた意見に基づき、現在の総合計画をベースに地域創生戦略を検討することとなった。次回
は、ワークショップ形式で課題抽出、プラン案が策定され、井原市と市民が一体となり総合戦略を描く
ことで合意した。
　
■６月 24 日：
　地方創生人材支援制度報告会が内閣府で開催され、進捗状況が報告された。その後、官邸で激励会が
開催された。これを機に、平成27年暮れまでの期間、本格的に人口ビジョンと総合戦略の策定作業を実
施した。

■ 11 月 19 日：
　元気いばら創生戦略本部会議を中心に、井原市の人口を分析・把握し、将来の見通しを立てながら、
国が求める①井原市における安定した雇用を創出する、②井原市への新しいひとの流れをつくる、③若
い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる、④時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守ると
ともに地域と地域を連携する、という４つのテーマに基づき、必要とされる施策を効果的に実施できる
よう、「元気いばら�まち・ひと・しごと創生�人口ビジョン」、「元気いばらまち・ひと・しごと創生総
合戦略」の策定を続けてきた。市長や副市長をはじめ各部長から積極的な意見が出され、内容の吟味作
業が続けられ、ようやく、その要諦が固まった。

■２月 17 日：
　井原市「元気いばら創生戦略会議（第４回）」が井原市地場産業振興センター２階で開催された。前
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▲会議の様子

▲会議の様子

▲会長の齋藤信也教授挨拶 ▲ワークショップの様子

田芳男副センター長が座長を務め、委員から貴重な指摘や意見が出
される中で、懸案であった「元気いばら�まち�ひと�しごと人口ビジョ
ン」ならびに「元気いばら�まち�ひと�しごと総合戦略」が満場一致
で承認された。

■３月 23 日：
　地方創生人材支援制度の活動報告会が、霞ヶ関合同庁舎４号館で
開催された。
　１年間の振り返りが行われた。また、第１期生に続き、平成28年度春から第２期生が全国に送られる
ことが決まった。岡山県へは、新たに備前市（派遣元は文部科学省）、真庭市（同じく総務省）、高梁市

（同じく厚生労働省）に派遣される。

■４月 22 日：
　岡山県派遣の第１期生（美作市：経済産業省、和気町：財務省、
赤磐市：農林水産省、瀬戸内市：国土交通省、井原市：岡山大学）
が岡山大学「西川アゴラ」に集合、平成27年度の活動成果と平成28
年度の活動計画について資料を持ち寄り報告と意見交換を実施。

■６月１日：
　井原市まちづくり協議会連絡会が井原市にて開催された。住民代
表や関係職員約30名に、三村聡センター長が「市民協働と地方創生」
をテーマに「行政の見える化」の実現や「新たな公」の概念に基づく協働による市民の役割発揮の必要
性について講演した。

■８月 22 日：
　「井原市第７次総合計画策定審議会（第１回）」に三村聡センター長がアドバイザーとして出席した。
本審議会の会長には、岡山大学大学院保健学研究科の齋藤信也教授が就任した。そのほか岡山大学から
は大学院社会文化科学研究科の北真収教授、大学院教育学研究科の熊⾕愼之輔教授がメンバー。岡山大
学総力を挙げて井原市の総合計画の策定と地域創生戦略の展開を支援することとなった。

　５- ３　平成 28 年度
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内閣府地方創生人材支援制度に関わる活動 ５  

▲意見交換会会場

▲内閣府にて（前列中央）山本幸三大臣

▲PRブース ▲PR活動をする三村聡センター長

　同日、「協働推進と地方創生の担い手を育成する人材育成ワークショップ」が開催された。指導は岡
山NPOセンターの石原達也副代表理事が担当、コメンテーターを前田芳男副センター長が担当した。

■ 10 月 13 日：
　岡山県主催の「地方創生に関する意見交換会」が岡山市内で開催され三村聡セン
ター長が出席した。国から岡山県に人材派遣されている担当者が一堂に会し各自治
体での取り組み状況を報告した。高梁市（厚生労働省）、赤磐市（農林水産省）、瀬
戸内市（国土交通省）、備前市（文部科学省）、真庭市（総務省）、和気町（財務省）、
井原市（岡山大学）、（美作市（経済産業）は欠席）。岡山県側は総合政策局長を筆
頭に関係部局から担当者が多数参加、意見交換した。

■ 10 月 18 日：
　内閣官房まち・ひと・しごと創生本部（内閣府地方創生推進室）主催の勉強会が
霞ヶ関の合同庁舎４号館で開催され三村聡センター長が参加した。交代した山本幸三内閣府特命担当大
臣（地方創生・規制改革）はじめ松本洋平副大臣、務台俊介政務官が新機軸を披露した。

��
■ 11 月 23 日：
　鳥取県・岡山県共同アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」で開催した『まるごといばら
PRフェア』へ三村聡センター長が参加、井原市の特産品PRを担当した。来場者から井原市への質問が
多く寄せられた。東京での岡山県や井原市への認知度は、今一歩ながら、移住・定住を考えている層は
多く、魅力をPRした。
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内閣府地方創生人材支援制度に関わる活動５  

▲三村聡センター長 ▲山本幸三大臣

▲会議の様子

■ 12 月 26 日午後：
　市長を本部長とする平成28年度「元気いばら創生戦略本部会議」が開催された。井原市の総合戦略（創
生戦略）は取組むテーマが多岐にわたり、全てについて設定された目標について進捗状況が確認された。

■ 12 月 26 日夜：
　「井原市第７次総合計画策定審議会（第２回）」が開催された（会長は岡山大学大学院保健学研究科の
齋藤信也教授）。第６次総合計画の結果検証と第７次総合計画策定に向けた準備として、「まちづくりに
関する市民意識調査」の結果報告がなされた。また、「まちづくり計画推進会議（ワークショップ）」の
実施報告もあり、事務局からの説明に対して、各委員から積極的な質疑や意見が出された。

■１月 12 日：
　「平成28年度高梁川流域連携中枢都市圏ビジョン懇談会」（井原市を含む７市３町）が倉敷市消防局を
会場に開催された。高梁川流域の産業界、大学、金融機関、医療・福祉機関、地域公共交通機関、地域
コミュニティの代表者が一堂に会し積極的な意見交換がなされた。三村聡センター長が座長を務めた。

■１月 25 日：
　今年度で７回となる、井原市職員で構成された市民協働の制度見
直しワーキング・グループに三村聡センター長がアドバイザーとし
て参加、第８回は市民代表である「まちづくり協議会」の会長４名
にも参加を呼びかけ、これまでの議論の説明と新たな制度作りにつ
いて意見を求めた。第７次総合計画の策定にあわせて、制度改正す
る方向で合意した。

■２月１日：
　地方創生人材支援制度「第６回報告会」。霞ヶ関の合同庁舎４号館にて、平成29年度の地方創生に関
する制度・施策の方向性に関する説明会と、地域へ派遣されている担当者の報告会が開催された。８名
の報告で、最後に三村聡センター長が、井原市での活動報告と倉敷市を中枢都市として取組みが本格化
する「高梁川流域中枢都市圏構想」をテーマに話題提供した。
　三村聡センター長は、地方創生人材支援制度の第１期生であり、平成29年３月で２年間の任期を終え
る。今回の報告は、その仕上げという位置づけで、山本幸三内閣府特命担当大臣（地方創生、規制改革）
はじめ、内閣府地方創生本部職員、そして約80名の派遣者に、岡山大学を挙げて支援への取組みを進め
てきた実績と、今後の課題について述べた。

��
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内閣府地方創生人材支援制度に関わる活動 ５  

▲元気いばら創生戦略会議 ▲（中央）陣頭指揮をとる妹尾光朗地域創生課長

■２月３日：
　井原市「地域おこし協力隊」の新規採用面接が実施された。三村聡センター長が審査委員を務めた。

■２月 10 日：
　『元気いばら地域創生戦略本部会議』が井原市で開催された。瀧本豊文市長を本部長として「地域創
生総合戦略」が実施され、その１年間の点検と平成29年度に向けた議論がされた。

■２月 16 日：
　井原市「元気いばら創生戦略会議（第５回）」が開催された。会長は前田芳男副センター長が担当した。

「元気いばら�まち・ひと・しごと創生�総合戦略」の平成27年度評価と平成28年度２月までの進捗状況
と評価（KPI）報告が事務局よりあり、その後で参加委員から質問や意見が出され、井原市を構成する
産官学金労言による創生戦略の検分は終了した。閉会にあたり、三村聡センター長（井原市地域創生戦
略顧問）から、井原市での地方創生公式任務完了の報告と２年間の謝辞を申し上げた。
　デニムの聖地井原市にちなみデニムユニフォームで勤務する井原市建設経済部地域創生課の皆様と記
念撮影をした。

■３月 20 日：
　井原駅構内に国の加速化交付金を活用してデニムのまちを発信、地方創生の拠点機能も発揮するため
に、新たなデニムショップがオープンする。そのオープニングセレモニーに、井原市美星地区にある美
星天文台を併せてPRすべく、天文部の学生がプラネタリウムの体験ブースを出展した。

■３月 24 日：
13：00～15：00（報告会）
15：15～17：30（意見交換会）
18：00～19：00頃（締めくくり式（仮称））
　地方創生人材支援制度「第７回報告会」が、霞ヶ関の合同庁舎４号館２階共用220会議室にて報告会
が開催される。
　出席者（予定）は、政務：山本大臣、松本副大臣、務台政務官、事務方：佐々木地方創生推進室長、
川上地方創生推進室室長代理、唐澤地方創生総括官、末宗地方創生総括官補、川合次長ほか、各次長。
　派遣者の多数が参加し、報告会、意見交換会、締めくくり式（仮称）が行われ、合同庁舎８号館１階
食堂を会場として派遣者間や政務との懇親会が行われる（予定）。派遣第１期生はこれにて任務を終了
する。
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おかやま地域発展協議体とおかやま円卓会議の組成６
　岡山大学は、平成28年度からの文部科学省の国立大学法人運営費交付金第３期中期目標期間に向けた
大学改革構想と将来ビジョンを「岡山大学改革プラン」として明確化した。そこでは、急激な少子高齢
化・グローバル化を見据えて、「聖域なき組織横断型改革」を断行するとともに、国際社会や地域社会
と連携した世界に伍する最先端の研究及び実践的かつグローバル教育の展開による「学びの強化」に取
り組み、大学が地域の資源として、その成果を地域社会と連携することにより地域創生に活かすことを
目標に掲げている。さらに長期的には、人類が蓄積してきた知と、最先端の知とを総合的に継承すると
ともに、世界に向けて創造的な知の成果と技の結実を発信し、以って、岡山の地域社会と共存・共栄し
ながら若い力を地域社会へ送り出し、岡山はもとより、わが国のイノベーションを先導する真のグロー
バルな教育・研究拠点として輝くことをめざしている。こうしたビジョンを踏まえ、岡山の社会を構成
する組織、団体が英知を出し合い、産官学民が一体となり、大学がプラットフォームとなり、連携、協
働して地域が抱える種々のニーズや課題に関する検討・研究を行いながら、岡山の持続的な発展を支え
る知恵と駆動力の源となることを目的として、平成28年４月１日に「おかやま地域発展協議体」

（Okayama�Association�for�Community�Development）を創設した（委員長は荒木勝社会貢献・国際担
当理事・副学長、事務局長は三村聡センター長）。
　岡山大学は、協議体メンバーとなった岡山商工会議所、岡山経済同友会、岡山県、岡山市、倉敷市、
中国銀行、山陽新聞社をはじめ地域を構成する主要組織・団体と連携しながら、岡山大学が有する多様
な分野にわたる専門性や、大学機関という公正中立的な立場を地域貢献に積極的に活かしてゆく。また、
産官学民の情報共有の場として有効活用していくとともに、市民協働による地域活性化に資する活動に
つなげていくことを目指す。
【体制】

�
� 参照：＜資料編＞おかやま地域発展協議体　設立案　
� おかやま地域発展協議体　規約　　
� おかやま地域発展協議体　委員名簿

　６- １　目的・ねらい・体制
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▲委員会

▲城下ステーションにて意見交換

▲	窪津専務理事と森田学長
による看板上掲

平成28年４月１日　おかやま地域発展協議体設立
　　　　　　　　　岡山市（政策局）との人事交流スタート
平成28年４月19日　おかやま地域発展協議体設立式および第１回委員会
平成28年７月13日　第２回委員会
平成28年10月１日　おかやま円卓会議設立
平成28年10月５日　おかやま円卓会議設立式および第１回円卓会議
　　　　　　　　　設立記念国際学都シンポジウム
平成28年10月22日　�おかやまスポーツプロモーション（SPOC）研

究会主催シンポジウム
平成28年12月３日　岡山まちとモビリティ研究会主催シンポジウム
平成29年１月～　　学校支援ボランティアシステム稼働開始
平成29年２月14日　第３回委員会

■設立式
　４月19日、協議体発足に際し、岡山地域の益々の持続的発展を祈念して、岡山大学森田潔学長が「お
かやま地域発展協議体」のキックオフを宣言すると共に、学長と岡山商工会議
所窪津誠専務理事により地域総合研究センター玄関に看板上掲を行った。参加
者全員により記念撮影を行い、続いて、岡山大学国際交流会館において、三村
聡事務局長がコンセプト説明と事例報告を行い、荒木勝委員長が設立の意義と
抱負を述べた。そして、マスコミ対応の後、おかやま地域発展協議体第１回委
員会を開催した。
　そこでは、地域総合研究センターが事務局となり、産官民の意見や考えに広
く耳を傾けながら、「教育再生」「地域医療」「技術・環境」「まちづくり」の各
分野において、地域のニーズを受けての研究会・勉強会の開催、情報交換、協
働による調査研究等にあたることが確認され、出席した各委員から抱負や挨拶、
決意表明がなされた。
� 参照：＜資料編＞おかやま地域発展協議体　キックオフ宣言

■岡山市との人事交流
　本協議体の設立をきっかけに、岡山市と岡山大学の人事交流が実
現した。岡山市政策局政策企画課より１名が地域総合研究センター
に出向し、本学から１名が政策企画課へ出向する人事交流がスター
トした。相互に情報連携を取りながら自治体と大学が様々な政策や
施策で協働して活動を展開することとなった。
　人材交流によって、市政に大学の知見や学生たちの若い力を反映
させ、行政職員と大学教職員の交流が活発になることで、岡山市の
まちづくりを大きく前進させようとしてる。

　６- ２　活動実績
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おかやま地域発展協議体とおかやま円卓会議の組成６  

■岡山経済同友会地域振興委員会との連携
　岡山経済同友会の７月地域振興委員会が、７月21日岡山プラザホテルで開催された。松田久代表幹事
の挨拶の後、梶⾕俊介地域振興委員長より、平成28年度活動方針が説明され、①医療・福祉産業都市の
実現、②スポーツコンベンションを活用した地域振興、③岡山まちとモビリティ研究会と連携した都市
政策と交通政策の総合的研究、④岡山大学地域総合研究センターと連携した学都構想の具体的推進や大
学コンソーシアム岡山の強化、⑤委員会活力の向上、が提案され、満場一致で採択された。

■金融機関との連携
　地方創生活動の紹介を目的に、東京都新宿区初台の東京オペラシティにて、三村聡センター長が、全
国の銀行や信用金庫など金融機関向けに、おかやま地域発展協議体の活動紹介とおかやま円卓会議、岡
山大学地域総合研究センターの活動について話題提供した。（9月23日）
　岡山からは中国銀行が参加、人口減少社会への対応、雇用の創出、東京一極集中への歯止め、に対す
る取組みを話題提供した。

■人材育成の推進（実践型社会連携教育、学校ボランティア支援システムなど）
　岡山大学では、本年度より教養教育授業に実践型社会連携教育科目を設置した。学生が地域に出て、
実践的な教育を受ける機会を作るとともに、協議体構成団体とも協働してその活動を支援する。（詳細
は後述（10章実践型社会連携教育プログラムの取り組み）を参照）
　また、学校支援ボランティア事業※については、学内で教育学部、教師教育開発センターと議論を重ね、
システムを改修した。まずは、岡山市内での実績を重ねていくために、岡山市教育委員会、本学教育学
部とともに、学生の登録、マッチングを推進していく。さらに、本システムを県内全域に広められるよ
う、岡山県教育委員会や他大学への働きかけをしていく予定である。
　※�学校園において地域の教育力を生かすため、学生や地域の人にあらかじめ登録してもらい、学校園や地域での子ど

もの学力向上に係る取組みなどを支援する事業。

　おかやま地域発展協議体の上部組織として岡山県内の産官学民の
代表で構成する「おかやま円卓会議」が10月１日に設立され、10月
５日に本学創立五十周年記念館で設立会と第１回目の会議が開催さ
れた。
　「学び」を求めて世界から人々が集まる学都を創生するためには、
岡山の持続的な発展を支えるビジョンを産官学民が共有化し、人・
もの・情報・資金についての相互支援体制の構築を協議する必要が
ある。そのために、この円卓会議で、定期的にオール岡山のトップ
が議論する場を設ける必要性を関係者一同が認めた。円卓会議メン
バーが一堂に会することにより、地方創生の実現に向けた方策と、
そこで求められる人材の育成について、互いが得意とする資源を出

　６- ３　おかやま円卓会議の組成
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おかやま地域発展協議体とおかやま円卓会議の組成 ６  

▲トップによる岡山円卓会議の結成

し合い相互補完しながら、岡山の社会が対応すべき課題や解決の方向性、例えば各組織・団体の総合計
画・目標を明らかにして、まずは「発展協議体」に持ち寄り、共通理解を深め、多様化する諸課題の解
決に向けて具体的なアクションプランを協議する。そして、その方向性について協議体で十分に議論を
尽くし、その内容を円卓会議に具申する、という一連の流れを構築することが合意された。
　円卓会議は、メンバーとして、経済界（岡山県商工会議所連合会、一般社団法人岡山経済同友会、一
般社団法人岡山銀行協会）、行政機関（岡山県、岡山市、倉敷市）、大学（岡山大学）、マスコミ（山陽
新聞社）それぞれの代表者、文化人等で構成される。会議の目的は、世界や国内情勢の動向に基づき、
岡山の社会が対応すべき課題や解決方法について、高い視座から自由に意見交換を行い、各立場からビ
ジョンを語り、共通軸を見出すことである。なお、議題については、各団体の事務局が集まり事前協議
により決定、それに合わせた資料を準備することとした。そして、岡山の社会が持続的に発展を続ける
ために、大学生に求められる資質、若手経済人に求められる資質、若手自治体職員に求められる資質、
それぞれの人材像について相互に意見交換を行い、人材育成の指針を示す。すなわち、産官学民が互い
に補完しあえれば大きな成果が望める施策について、各事務局が事前準備したテーマや資料に基づき、
トップの知見から相互に意見交換を行うこととした。開催は、必要に応じて年に数回を予定している。
　なお、設立会議では規約や人事について協議を行い、座長に山陽
新聞社代表取締役会長の越宗孝昌氏、副座長に本学の森田潔学長が
選出された。事務局長は、本協議体の委員長である荒木勝理事（社
会貢献・国際担当）・副学長が務めることとなり、今後の活動につ
いて意見交換が行われた。�　
　また、同日開催された「国際学都シンポジウム」の会場において、
円卓会議設立記念挨拶として、座長に就任した山陽新聞社代表取締
役会長の越宗孝昌氏が挨拶に立ち、約250名の来場者に対して、産官学民が連携・協働することの意義
を語り、展開される可能性や期待を先進事例から学び、地域が一体となって、さらなる岡山の発展・活
性化を目指すことを宣言した。
　（シンポジウム詳細は前述（第３章シンポジウム・報告会など）および資料編（ミシェル・デネケン
講演要旨、カトリーヌ・トロットマン講演要旨）を参照。）
� 参照：＜資料編＞おかやま円卓会議　規約
� おかやま円卓会議　名簿

　６- ４　専門委員会（おかやまスポーツプロモーション（SPOC）研究会）

　スポーツを活かした岡山のまちづくりを考えるため、産官学金言スポーツのマルチ・ステークホルダー
が集まり平成25年10月に発足したおかやまスポーツプロモーション研究会を、本協議体が全面的に支援
することとした。バレーボール・Vプレミアリーグ女子の岡山シーガルズ、サッカーJ２のファジアー
ノ岡山など集客力の高いチームや各種協議会を活用し、市民の地域への愛着や誇りを醸成することを目
的としている。会長は梶⾕俊介氏（岡山経済同友会地域振興委員長）で事務局は経済界が担当している。
岡山大学からは、大学院教育学研究科の高岡敦史講師、地域総合研究センターの三村聡センター長が研
究会で中心的な役割を担っており、学生まちづくりサークル「おかやま百年構想」も積極的に参画して
いる。今年度の活動は、スポーツコンベンション構想を軸に据え、他都市への視察や月１回程度の研究
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▲梶谷俊介会長の挨拶 ▲パネルディスカッションゲスト▲ファシリテーター高岡敦史講師

会での議論を重ねた。また、本研究会発足２周年を記念して「地域
振興とスポーツ振興－スポーツ新考－」と題して、スポーツによる
地域活性化探るシンポジウムが岡山県医師会館三木記念ホールで開
催された。（10月22日）冒頭に、本研究会の梶⾕俊介代表が、これ
までの研究会の活動経緯と、スポーツを地域の活性化に向けてムー
ブメントを起こす必要性を提起した。続くパネルディスカッション
では、「地域に対してスポーツが果たす役割とは何か」をテーマに、
パネリストとして、山陽新聞社の久万真毅記者は、「スポーツ新考：
地域戦略を探る」という主題を中心に持論を展開、そして群馬県神
流（かんな）町観光アドバイザーの細⾕啓三氏が、過疎高齢化が進
む町に活力を生んだトレイルランの大会の企画から開催までのノウ
ハウと苦労話を、島根県のNPO法人・出雲スポーツ振興21事務局
長の矢田栄子氏は、体育施設の管理運営で得た財源でスポーツ教室
の開催などに取り組んだ、豊富な経験知とトライ＆エラーなど、自分たちは裏方に回り、多くの住民を
頼って巻き込むことが重要であるとのビジネスモデルを披露された。コーディネーターは、研究会から
高岡敦史講師がつとめ、スポーツを起点に住民同士がつながり、意識が変わることで地域が変わると総
括した。また、日本体育・スポーツ経営学会会長の筑波大学柳沢和雄教授の特別講演「スポーツの振興
とスポーツによる振興の関係－生活者論の視角から－」では、スポーツ庁への期待、イベントの経済効
果への整理や疑問点、鹿島臨海工業地帯の歴史から鹿島アントラーズの隆盛にいたる経緯といった話題
を通じて、地域住民にとってのスポーツについて生活者の立場から説いていただいた。

　６- ５　専門委員会（岡山まちとモビリティ研究会）

　平成27年9月７日に設立された「岡山まちとモビリティ研究会」は、今年度より本協議体が支援し、
事務局を務めることとなった。
　産官学及び市民団体の連携によって、都市交通及び関連する各種の問題に関し、行政の方向性を考慮
しつつ、学際的かつ業際的研究をはかり、都市交通ならびに地域の魅力や環境の向上に資することを目
的とした研究会として、第Ⅰ分科会「まちと公共交通を考える」、第Ⅱ分科会「移動の多様性を考える」、
第Ⅲ分科会「中山間地域の交通を考える」の３つの分科会ごとに、公共交通と公共交通を絡めたまちづ
くりに関連する事象をテーマに活発に議論を進めている。
� 参照：＜資料編＞岡山まちとモビリティ研究会名簿、分科会趣意書
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おかやま地域発展協議体とおかやま円卓会議の組成 ６  

▲研究会の様子

▲オカモビのコムス ▲オカモビのぼり

■７月 26 日合同分科会
　地域総合研究センターにて第Ⅰ～Ⅲ分科会のメンバーが一同に会
し、合同会議が開催された。冒頭挨拶は、第Ⅰ分科会長の若林昭吾
㈱三好野本店代表取締役社長であった。
　第Ⅰ分科会では、三村聡センター長が金沢市や熊本市の観光周遊
バスについて話題提供した。第Ⅱ分科会では、分科会長の梶⾕俊介
岡山トヨタ自動車㈱代表取締役社長の進行で、環境理工学部の橋本
成仁准教授ならびに岡山市都市整備局自転車先進都市推進室の今井
洋孫担当課長から、岡山市超小型モビリティ実証実験に関する説明がされた。また、第Ⅲ分科会では、
NPOみんなの集落研究所西山基次上級研究員から、美作市上山地区モビリティ実験について、現在の
活動状況と今後の活動方針について報告がなされた。産官学NPOが一体となり、都市のあり方と交通
政策について議論を深め、社会実装できる施策の検討を重ねている。

■岡山市超小型モビリティ実証実験プロジェクト「オカモビ」がスタート
　超小型モビリティは、一般的には、１人～２人乗りのコンパクトな電気自動車を指し、電動車いすと
軽四輪車の中間にあり、環境にやさしく、高齢社会が進むなか、地域内や公共交通不便地区で手軽で新
たな交通手段として期待されている。
　岡山まちとモビリティ研究会の第Ⅱ分科会「移動の多様性を考える」では、岡
山市内のマイカーの総量抑制が中心市街地の活性化にとって一番重要な都市交通
政策のひとつと位置づけ、そのコンパクトさか
ら駐車空間や道路空間にプラス効果をもたらす
と考えている。こうした点を検証すべく、岡山
市では、岡山大学とトヨタ自動車の協力の下で、
平成28年10月24日～12月22日の期間、１人乗り
超小型モビリティによるシェアリング実証実験

（公共交通乗換実験）を実施した。

■ 11 月 30 日第Ⅰ分科会「まちと公共交通を考える」開催
　第Ⅰ分科会のメンバーであるバス業者２社より、岡山駅前から後楽園や岡山城エリアの回遊を目的と
した循環バスの提案があった。本研究会ではこれを全面的に応援する方向となった。

■ 12 月３日「移動の多様性を考える」シンポジウム開催
　岡山市による超小型モビリティ社会実験の実施に合わせ、12月３日に天神山文化プラザにて開催した。

（詳細は前述（３章シンポジウム・報告会など）を参照。）
　本研究会では引き続き、岡山市はじめ産学官と交通事業者、関係団体とともに、岡山市のまちづくり
施策の効果を一層高めていくことを目標に、中心市街地活性化には欠かせない公共交通を中心とした「移
動の足」の充実を柱に据え、まちづくりの諸課題について解決の方策を検討していく。
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シンクタンク業務７

▲会議結果を伝えるニュースレター

▲帯広ほこてんについての学習会 ▲回遊性向上社会実験の様子 ▲聞き取り調査の様子

　地域総合研究センターでは、平成24年度から毎年岡山市が行う西
川緑道界隈でのまちづくり関連調査を受託している。平成28年度は、
市民主体のまちづくり組織立ち上げのための市民会議（ワーク
ショップ）の企画・運営、歩行者天国（ほこてん）や回遊性向上社
会実験時の交通量調査、来場者聞き取り調査などを行った。担当は、
前田芳男副センター長、岩淵泰助教。
　ワークショップは５回開催し、先進事例である北海道帯広市の「ま
ちなか歩行者実行委員会」幹事長の金澤和彦氏による勉強会を行う
などした結果、最終的に市民主体の「西川緑道公園筋歩行者天国実
行委員会」の立ち上げにこぎつけた。周辺住民にも情報共有しても
らうことを目的に、毎回の会議後にニュースレターを発行した。
　また、岩淵泰助教が、一連の取り組みと、これまでの西川緑道公
園に関わる市民活動の歴史をとりまとめた小論を作成し、関係者へ
の情報提供と意識啓発を進めた。

　本事業は、岡山県教育庁からの委託授業により実施したもので、地域総合研究センターの前田芳男副
センター長、山田一隆准教授、石丸香苗准教授、吉川幸実践型教育プランナーが担当した。
　事業内容は、県内の６つの県立高校－真庭高等学校、勝山高等学校、勝間田高等学校、鴨方高等学校、
瀬戸南高等学校、邑久高等学校－において、地域の課題解決や企業見学、地域の職業人とのふれあいを
通して実践的に学ぶ教育プログラムを開発し、将来、その成果を全県展開するものである。それぞれの

受託元 業務 金額（千円）
岡山市 西川緑道公園界隈まちづくり関連業務 2,365千円
岡山県 おかやま創生高校パワーアップ事業に係る支援業務 6,806千円
吉井川流域DMO事務局 吉井川流域DMO設立に係る調査事業 479千円
和気町 「教育の町『和気』構想」学術論文作成業務 960千円
岡山県国民健康保険団体連合会 国保・後期高齢者ヘルスサポート事業 － 　
農水産業協同組合貯金保険機構 震災特例組合への資本注入の評価に係る調査 520千円

　７- １　岡山市「西川緑道公園界隈まちづくり関連業務」

　７- ２　岡山県「おかやま創生高校パワーアップ事業に係る支援業務」
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シンクタンク業務 ７  

▲関係校及び検討の打ち合わせ ▲高校生の成果発表の様子 ▲高校生による木育教室の様子

高校のテーマは、先記の学校順に、「森林資源を活用したまちづくりを担う人材の育成」、「高校段階か
ら教員を目指す人材の育成」、「木材資源を活用した地域振興を担う人材の育成」、「学校設定科目『美作
の森林と産業』の開設を目指した地域課題学習～産官学連携による環境保全活動を通じた地域貢献人材
の育成～」、「あさくち山環学プロジェクト（ASP）」、「グローバル市場を目指す『攻めの農業経営』人
材の育成」、「地域の魅力と課題を学び、地域の活性化に貢献するリーダーの育成～Be�a�SETOUCHI�
Leader～」となっている。いずれも人材育成に力点が置かれ、従来の教科研究の域を超えて、卒業生
が地元に残り、またはＵターンするなど、地方創生につながることを強く意識した取り組みとなってい
る。
　地域総合研究センターの業務としては、①各校のプログラムに対する中学生、その保護者、地域企業
の評価、中学生や保護者の進路選択の考え方をアンケート調査で明らかにすること、②当該プログラム
に参加している高校生の授業を通した学習意欲や地域への関心の変化を分析すること、③各校の取り組
みを視察し、担当教諭と意見交換し、授業改善などをアドバイスすること、④各高校が設置したいカリ
キュラム評価のための地域連携会議に参加することなどであった。各校５種類のアンケート、数回ずつ
の授業参観や意見交換のほか、高校の教員に対する教授法指導ワークショップを開催した。

　吉井川流域DMO設立にあたり、おかやまを訪れた外国人を対象に「訪日外国人アンケート」調査を
実施した。（詳細は前述（４章まちづくり実践活動・地域連携）を参照。）
　・調査期間：　2016年11月28日（月）�～12月２日（金）
　　―　対面アンケート：岡山駅前　11月28日（月）�～12月２日（金）
　　―　対面アンケート：刀剣博物館　11月29日（火）�～11月30日（水）
　　―　留置アンケート：５箇所のホテルで実施中
　・対面アンケート回収　岡山駅前70票／刀剣博物館６票　　計76票
　地域総合研究センターでは、この集計結果を分析して、今後の活動や施策に役立てる支援を担当して
いる。三村聡センター長、前田芳男副センター長が調査に協力し、長宗武司（社会文化科学研究科博士
前期課程）とともに分析を行った。

　７- ３　吉井川流域 DMO 設立に係る調査事業



76

シンクタンク業務７  

（調査の質問例）紹介意向

　本業務では、「教育の町『和気』構想」事業を進める和気郡和気町の取り組みの効果を検証し、学術
論文を作成する。和気町が同構想の取り組みと検証結果を全国に発信することで、教育を受ける世代の
子供を持つ30～40代の世帯で和気町への移住・定住希望者が増加することを目的としている。
　業務内容として、大森直徳町長、小西哲史総合政策監等ら和気町の課題、同構想の狙い、実施上の着
眼点などをインタビューした。また、英語公営塾利用者とその保護者ニーズを把握するヒアリングとそ
の分析を行った。これらを総括して、同構想に係る助言および取り組みの評価したものを論文にするも
のである。（詳細は前述（４章まちづくり実践活動・地域連携）を参照。）
　担当は、同町の「市民協働審査委員会」の委員と「地方創生委員会」の委員を務める岩淵泰助教、同
じく「教育推進連絡協議会」の委員を務める吉川幸実践型教育プランナー、同じく「市民協働審査委員
会」の委員を務める長宗武司（社会文化科学研究科博士前期課程）である。

〈担当者〉
　浜田淳（大学院医歯薬学総合研究科・教授）、齋藤信也（大学院保健学研究科・教授）、芳我ちより（大
学院保健学研究科・准教授）、岩瀬敏秀（大学院医歯薬学総合研究科・助教）、三橋利晴（岡山大学病院
新医療研究開発センター・助教）、山川路代（地域総合研究センター・助教）

　本事業では、医療レセプトデータの分析を通じて、医療費の削減に寄与する要因を明らかにすること
を主目的とし、その他に現行事業の見直し、新規事業の検討を行うことを目的としている。アドバイザー

　７- ４　和気町「学術論文作成業務」

　７- ５　岡山県国民健康保険団体連合会「国保・後期高齢者ヘルスサポート事業」
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シンクタンク業務 ７  

は、各組合に派遣され、データ分析の手法と結果の解釈について助言を行う。
　今年度の派遣先は、美咲町国民健康保険組合、勝央町国民健康保険組合、岡山県医師国民健康保険組
合の３事業所であった。派遣回数は全３回で、最後に発表会（平成29年３月）が行われる予定である。
地域総合研究センターの山川路代助教は浜田淳教授とともにアドバイザーとして勝央町国民健康保険組
合に派遣された。

　東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手、宮城、福島各県の８つ
の農業協同組合（JA）は、貯金保険機構の資金支援を得て、経営
の建て直し、資本の増強・信用の維持、利用者の生活や事業の再生
に努力を続け、その資金を貯金保険機構に完済した。その再生状況
を第３者の立場から評価する報告書の執筆依頼があり、三村聡セン
ター長が担当した。資料の電子ファイル化やデータのグラフ化の作
業を長宗武司（社会文化科学研究科博士前期過程）はじめセンター
スタッフが支援した。
　委託された業務名は「平成28年度農水産業協同組合貯金保険機構
による震災特例組合への資本注入の評価に係る調査委託事業実施報
告書」。
　事業実施受託費は、熊本地震の支援活動などに活用した。

�

　７- ６　農水産業協同組合貯金保険機構「震災特例組合への資本注入の評価に係る調査」
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窓口機能の展開８
　８- １　各種講演等

日付 講演先 催事 テーマ AGORA
担当者

平成28年４月５日 山陽新聞社
おかやま都市活性化フォーラム

「新たな活力を生み出せ～次代
に繋がる岡山の創造～

パネルディスカッションの
コーディネーター 三村聡

平成28年４月15日 公益財団法人岡山県
市町村振興協会

岡山県市町村　新規採用職員研
修 講演「これからの地方自治」 三村聡

平成28年６月28日 岡山県美作県民局 「美作国“実･楽･彩”づくり塾」
職員研修会

講演「若者の参加による地域の
活性化」 岩淵泰

平成28年７月１日 岡山県市長会 市長会　総会 講演「地方創生と大学の果たす
べき役割」 三村聡

平成28年７月23日
平成28年9月28日 岡山県美作県民局 「美作国“実･楽･彩”づくり塾」

職員研修会

講演とワークショップ「地域活
性化と参加のための政策分析
技法入門」

山田一隆

平成28年８月22日 連合岡山
2016地域フォーラム「おかやま
活性化のために私たちができる
こと」

講演「地方創生と市民生活の方
向性」、パネルディスカッショ
ンのコーディネーター

三村聡

平成28年８月23日 岡山県美作県民局 「美作国“実･楽･彩”づくり塾」
職員研修会

講演と実習「地域経済分析式シ
ステム（RESAS）の活用につ
いて」

長宗武司

平成28年9月１日 福井県大学連携プロ
ジェクト 第７回FD合宿研修会

基調講演「現場、社会で学ぶ「実
践知」　あり方、やり方、測り
方�」、およびパネルディスカッ
ションのコーディネーター

山田一隆

平成28年9月３日 倉敷青年会議所
第81回倉敷経済文化講座

「山田方⾕の財政再建に学ぶ地
方創生」シンポジウム

パネルディスカッション「山田
方⾕に学ぶ地方創生のキモ」
コーディネーター

三村聡

平成28年9月12日 一般社団法人全国労
働金庫協会 第26回理事・監事セミナー 講演「勤労者福祉金融と地方創

生」 三村聡

平成28年9月27日
岡山県／社会福祉法
人岡山県社会福祉協
議会

平成28年度岡山県災害救援専門
ボランティア研修会

ゲストトーク「熊本地震におけ
る西原村での支援活動につい
て」

山田一隆

平成28年11月21日 県立倉敷中央高校 ティーチイン倉敷中央高校

講演「日本と海外の選挙の事
例」、ワークショップ「模擬投
票～中央市長選挙～」コーディ
ネーター

岩淵泰

平成28年12月２日 岡山県議会 岡山県議会セミナー 講演「地方創生と地域経済」 三村聡

平成28年12月15日
岡山県ボランティ
ア・NPO活動支援
センター

若手職員勉強会
話題提供「福祉教育・ボラン
ティア学習の視点からみた
ポートランド」

山田一隆

平成28年12月23日 みずしま財団 「世界一の環境学習のまち　み
ずしま」シンポジウム

パネルディスカッション「水島
の可能性と将来展望～協働に
よる学びが拓く未来～」のコー
ディネーター、パネリスト

三村聡

平成29年１月16日 福山商工会議所 ローズサロン講話 講演「地方創生と地域企業の経
営」 三村聡

平成29年２月４日 立命館大学 ボランティア・サービスラーニ
ング研究会公開研究会

事例報告「地域貢献と地方創
生：グローバル化のなかでの
ローカリズムの視点」

山田一隆

平成29年２月16日 時事通信社 内外情勢調査会月例会
「生き活き岡山の実現に向け
て」テーマ：人口減少対策　
パネリスト

三村聡

平成29年３月9日 後楽園ロータリーク
ラブ 例会 「岡山の地方創生を考える」 三村聡
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▲徳山日出男国土交通省事務次官 ▲パネルディスカッション

▲研修の様子

▲県内の市町村長が集合

■山陽新聞「おかやま都市活性化フォーラム」
　山陽新聞主催で、国土交通省から徳山日出男事務次官をゲストに迎え、「おかやま都市活性化フォー
ラム�新たな活力を生み出せ」が開催された（４月５日）。
　基調講演では徳山日出男事務次官が「生産性革命と岡山の未来」と題して、現在のわが国が直面する
課題を解決、突破するためには、新たな生産性の向上による技術立国の維持を実現することが肝要であ
ると説いた。続くパネルディスカッションでは「県都岡山の都市活性化」を議論、新たな活力を生み出
すために求められる課題や方向性について、岡﨑彬岡山商工会議所会頭、大森雅夫岡山市長、中村圭二
郎JR西日本岡山支社長、阿部宏史岡山大学理事・副学長が持論を展開、三村聡センター長がコーディネー
トを担当した。会場は山陽新聞社さん太ホール。

■公益財団法人 岡山県市町村振興協会「新入職員研修会」
　公益財団法人�岡山県市町村振興協会の主催により、岡山県下の
自治体に採用された新入職員研修会が開催され、三村聡センター長
が昨年に続き講師を務めた（４月15日）。
　「これからの地方自治」の演題で、自治体職員の役割、業務の心
構え、アベノミクスと景気の動向、国の財政と地方財政、人口減少
と地域創生の必要性などについて講話した。会場はサントピア総社。

■岡山県市長会
　岡山県市長会にて、三村聡センター長が「地方創生と大学の果た
すべき役割」のテーマで講演した（７月１日）。話題提供の後の意
見交換会では、岡山大学に対する期待、要望が出された。会場はサ
ンピーチ岡山。
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▲パネルディスカッション

▲パネルディスカッション

■連合岡山「2016 地域フォーラム」
　イオンモール岡山“おかやま未来ホール”にて「連合岡山2016地
域フォーラム　おかやま活性化のために私たちができること」が開
催された（８月22日）。連合岡山の金澤稔会長による主催者挨拶、
岡山県足羽憲治副知事、岡山市大森雅夫市長からの来賓挨拶に続き、
三村聡センター長が「地方創生と市民生活の方向性」と題して基調
講演を担当した。続くパネルディスカッションでは、連合本部から
逢見直人連合本部事務局長が来岡、伊東香織倉敷市長、古市大蔵岡
山商工会議所副会頭、倉敷未来機構坂ノ上博史代表理事をパネリス
トとして、三村聡センター長がコーディネーターを担当した。

�

■倉敷青年会議所「山田方谷の財政再建に学ぶ地方創生」シンポジウム
　倉敷青年会議所主催「山田方⾕の財政再建に学ぶ地方創生」シン
ポジウムが開催された（9月３日）。
　第１部では、「山田方⾕『至誠惻怛』と『理財論』」と題して日本
政策投資銀行橋本徹相談役が基調講演、続く第２部のパネルディス
カッションは、倉敷市伊東香織市長、岡山商工会議所岡﨑彬会頭（岡
山ガス社長）、岡山経済同友会萩原邦章顧問（萩原工業会長）の３
名が登壇、方⾕から学ぶ地方創生について持論を展開した。三村聡
センター長がコーディネート役とまとめを担当した（高梁市近藤隆
則市長は都合で欠席）。
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▲	中江公人理事長（右から２番目）、
　田村潤キリンビール元副社長（右端）

▲会場の様子

▲伊原木隆太岡山県知事 ▲	大室真生時事通信社社長（中央）
　岡山県桐野伸一総合政策局長（左）

■一般社団法人全国労働金庫協会
　全国の労働組合の役員を対象に、東京御茶ノ水で、一般社団法人
全国労働金庫協会第26回理事・監事セミナーが開催された（9月12
日）。講師として、三村聡センター長が「勤労者福祉金融と地方創生」、
キリンビールの元代表取締役副社長田村潤氏が「キリンビール高知
支店の奇跡～勝利の方程式は現場で拾え」の演題で講演した。主催
者である全国労働金庫協会の中江公人理事長（防衛省第28代防衛事
務次官）から感謝の意が伝えられた。

■岡山県議会セミナー
　三村聡センター長が、「地方創生と地域経済」の演題で講演した（12
月２日）。前段は地方創生の現状と課題、国の政策であるアベノミ
クスの成果・問題点について、後段は、岡山大学地域総合研究セン
ターの岡山県内での取り組みについて報告、活発な意見交換がなさ
れた。

■広島県　福山商工会議所
　広島県福山市の福山商工会議所からの依頼で「地方創生と地域企業の対応」をテーマに三村聡センター
長が講演した（１月16日）。福山市は、備後圏として県を越えて岡山県の自治体と密接に関係する中核
市であり、講演では、福山市の人口ビジョンと創生戦略をベースに現状を確認、後段は地方創生の課題
と方向性、岡山県との連携について意見交換がなされた。

■一般社団法人内外情勢調査会（時事通信社）「生き活き岡山の実現に向けて」
　２月16日、一般社団法人内外情勢調査会（時事通信社の関連団体）の支部懇談会が標記のテーマで開
催された。伊原木隆太岡山県知事が基調講演、また同知事のコーディネートによるパネルディスカッショ
ンでは、経済界からフジワラテクノアートの藤原恵子社長、市民活動団体から一般社団法人チカクの赤
木美子代表理事、地方自治体から和気町小西哲史総合政策監（財務省）、大学から三村聡センター長が「人
口減少社会への対応」について討論した。
　セミナー終了後、時事通信社大室真生代表取締役社長や岡山県桐野伸一総合政策局長ら幹部と意見交
換、岡山大学との関係強化を確認した。会場はホテルグランヴィア岡山。
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　８- ２　外部委員・協議会等への参画

外部委員・協議会 AGORA
担当者

文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」おかやまCOC+推進協議会委員 三村　聡
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部・内閣府地方創生推進室　地方創生人材派遣制度　井原市地域創
生戦略顧問 三村　聡

日本計画行政学会　中国支部�理事・副支部長 三村　聡
人を大切にする経営学会　理事 三村　聡
おかやま地域発展協議体　事務局長 三村　聡
公益財団法人�岡山県市町村振興協会　理事 三村　聡
岡山県�美作県民局　「美作国創生公募提案事業　審査会」　審査委員長 三村　聡
岡山県　「環境文化部指定管理者選定（非公募）に係る外部有識者会議」　委員 三村　聡
岡山市　「総務・市民政策審議会」　委員 三村　聡
岡山市　「包括外部監査人選定委員会」　委員 三村　聡
高梁川流域連携中枢都市圏ビジョン懇談会　座長　（倉敷市など高梁川流域７市３町） 三村　聡
吉井川流域ＤＭＯ設立準備会有識者会議　会長�（赤磐市、瀬戸内市、和気町） 三村　聡
真庭市　「未来を担う人応援基金事業　審査会」　審査委員長 三村　聡
井原市　第７次総合計画策定審議会　アドバイザー 三村　聡
岡山商工会議所　「まちなか活性化協議会」　アドバイザー 三村　聡
倉敷商工会議所　「経営発展支援計画」外部評価委員会　委員長 三村　聡
公益財団水島地域環境再生財団（みずしま財団）
環境学習を通じた人材育成・まちづくりを考える協議会　委員 三村　聡

一般社団法人　地域公共交通総合研究所　理事 三村　聡
岡山放送　番組審議委員会　委員 三村　聡
岡山放送「生誕120年土光敏夫氏顕彰�高校生作文コンクール」審査委員長 三村　聡
こくさいこどもフォーラム岡山「高校生懸賞論文」審査委員 三村　聡
岡山シーガルズ　顧問 三村　聡
トヨタ自動車「モビリティ研究会」委員 三村　聡
福武文化振興財団　「平成28年度文化活動助成」　審査委員 前田芳男
旭川かわまちづくり計画検討推進会議�副委員長 前田芳男
西川緑道公園筋歩行者天国実行委員会　委員 前田芳男
井原市　「元気いばら創生戦略会議」　委員長 前田芳男
岡山県美作県民局　「美作国“実･楽･彩”づくり塾」職員研修会　コーディネーター 山田一隆
岡山市　「岡山地域『持続可能な開発のための教育』推進協議会」　運営委員 山田一隆
特定非営利法人　まちづくり推進機構岡山　理事 山田一隆
岡山県　「環境学習協働推進広場運営委員会」　委員 石丸香苗
真庭市　「ウェルネスタウン湯原・熱利用推進協議会」　委員 石丸香苗
公益財団水島地域環境再生財団（みずしま財団）
環境学習を通じた人材育成・まちづくりを考える協議会　オブザーバー

石丸香苗
鷹野郁子

岡山市　「ヘルスケア産業協議会」　委員 山川路代

新見市地域医療ミーティングオブザーバー 三村　聡
山川路代

国保・後期高齢者ヘルスサポート事業　アドバイザー（勝央町） 山川路代
岡山県データヘルス推進モデル事業（笠岡市） 山川路代
岡山市　「協働推進委員会」　委員 岩淵　泰
岡山市　「明るい選挙推進協議会」会長 岩淵　泰
和気町「まちづくり審議委員」委員 岩淵　泰
日本砂漠学会　副会長 吉川　賢
日本砂漠学会　評議員・編集委員会委員 吉川　賢
日本緑化工学会　評議員 吉川　賢
日本緑化工学会　乾燥地緑化研究部会　部会長 吉川　賢
公益財団法人「国際緑化推進センター」　理事 吉川　賢
特定非営利活動法人「地球緑化センター」　理事 吉川　賢
日本学術振興会　国際科学研究費委員会　専門委員 吉川　賢
日本環境衛生センター�環境省委託「黄砂問題検討会」　委員 吉川　賢
地球・人間環境フォーラム　環境省委託「乾燥地における住民参加による持続可能な牧草地利用等検討
事業委員会」　委員 吉川　賢

農林水産省　農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業　１次審査専門評価委員 吉川　賢
環境省　日中韓三カ国黄砂共同研究運営委員会　委員 吉川　賢
環境省　日中韓三カ国黄砂共同研究第２作業部会　部会長 吉川　賢
和気町　「教育推進連絡協議会」　委員 吉川　幸
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▲企画会議のメンバー

■倉敷商工会議所「経営発展支援計画」外部評価委員会
　倉敷商工会議所「経営発展支援計画」（国から認定）の外部評価委員会があり、三村聡センター長が
委員長を担当した（６月22日）。スモールビジネスの発展的な展開やスタートアップを支援するプロジェ
クトであり、倉敷商工会議所の様々な創意工夫を凝らした取組み資料に基づき検分・評価した。会場は
倉敷商工会議所。

■岡山県「指定管理者選定に係る外部有識者会議」
　岡山県文化・スポーツ分野の「指定管理者選定に係る外部有識者会議」が開催され、三村聡センター
長が委員として出席した（８月３日）。犬養木堂記念館（岡山市北区）、岡崎嘉平太記念館（加賀郡吉備
中央町）、岡山県が運営する美作ラグビー・サッカー場、津山総合グラウンド、体育館、岡山武道館な
どの施設運営管理に関する指定管理業務の実施状況について各指定管理者から説明を受け、５人の委員
が質問や意見を述べた。会場は岡山県立図書館。

■一般財団法人地域公共交通総合研究所
　８月10日、一般財団法人地域公共交通総合研究所の第14回理事会
と第４回シンポジウムが、両備ホールディングス本社ビルにて開催
された。シンポジウムのテーマは、「制度と政策の次は、技術力・
工夫力・実行力　技術の先端と全国の好事例に学ぶ」。全国20以上
の都道府県から、自治体、NPO、交通事業者、研究者、そして国
の関係者が参加した。岡山大学からは三村聡センター長（同研究所
理事）が参加した。終了後、小嶋光信理事長、政策研究大学院大学
家田仁教授、東京大学鎌田実教授、名古屋大学加藤博和准教授ほかの関係者で新たな企画について議論
した。
　同研究所では、公共交通の明日を考える書籍の出版が進行中である。企画会議が１月８日に開催され
た。主目的は、交通網計画や路線計画が検討されるなかで、移動に関する優れた手法や施策によって都
市や地域の経済･社会構造を望ましい方向に維持・リードすること。座長は小嶋光信両備ホールディン
グス会長、コーディネートを政策研究大学院大学の家田仁教授が務めた。東京大学鎌田実教授、名古屋
大学加藤博和准教授、岡山大学三村聡センター長から意見・提案が出され、大筋のスケルトンが合意さ
れた。

■岡山市「総務・市民政策審議会」
　岡山市総務・市民政策審議会（岡山市の総務、財政、行財政改革、市民生活及び文化分野に係る主要
な行政計画及び政策課題に関することを調査審議する機関）が、岡山市役所で開催され、三村聡センター
長が委員として参加した。平成28年度は、�第１回（８月19日）、第２回（11月１日）、第３回（１月25日）
が行われた。
　第１回は、新しいスタイルで文化・芸術に親しむ機会を如何に創出するきっかけを行政サービスとし
て提供できるか、「岡山市文化芸術振興ビジョンの改定について」をメインテーマとして審議がなされた。
第２回は、人口減少・少子高齢社会が進むなかでの行財政改革について深い議論がなされた。第３回は、
本格的な行財政改革の議論が始まり「岡山市行財政改革プラン（仮称）」、「岡山市公共施設等総合管理
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▲旧遷喬小学校

▲審査会の様子

計画（仮称）案」について審議が深まった。市民には理解して頂きにくいテーマであり、少子高齢・人
口減少社会が進む中で財政も厳しさが増しており、市民も国や自治体任せでは無く、ひとりひとりが自
覚を持って取り組むことが大切である点を指摘した。

■岡山県　美作国創生公募提案事業
　岡山県美作県民局公募による平成28年度「美作国創生公募提案事
業」審査会が、岡山県美作県民局（津山市）で開催され、三村聡セ
ンター長が審査委員長を務めた（５月26日）。
　10月14日、同事業中間報告会が開催され、採択された７団体から
取組み状況が報告された。審査委員長として各団体へコメントやア
ドバイスを行った。

■ NPO 法人こくさいこどもフォーラム岡山
　国際社会で活躍できる人材の育成に取り組むNPO法人こくさいこどもフォーラム岡山が、岡山県の
高校生を対象に2016「高校生懸賞論文」を実施し、11月12日、ノートルダム清心女子大学にて授賞式が
開催された。入賞者は８名、最優秀賞は、おかやま山陽高校３年岡川和意さんの「グローバル人財への
道」であった。審査委員長は内田広之岡山県教育庁教育次長。日下知章山陽新聞社取締役編集局長、松
田久岡山経済同友会代表幹事・両備ホールディングス社長、松畑熙一インターキッズ国際塾塾長・中国
学園大学学長ら８名が審査にあたり、岡山大学からは三村聡センター長が審査委員を務めた。
　受賞作品は次記：https://www.interkids-okayama.com/2016高校生懸賞論文/

■真庭市未来を担う人応援基金活用事業
　真庭市で開催された「真庭市未来を担う人応援基金活用事業」第
１回審査会に三村聡センター長が出席し、座長に選任された（12月
４日）。予算総額10億円、教育・文化、産業、福祉など分野も複数
にわたり、高校生からの提案も多数あった。「箱」より「人」に投
資して地方創生を進める施策に対して、市民から高校生まで138件
という多数のアイデアが出され、採択すべきプランについて審議が
行われた。審議には、太田昇市長も加わり、各委員から積極的な意見が出された。
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▲受賞者と

■岡山放送「土光さんから学ぶ日本の未来」コンクールの審査
　岡山放送が私立高校生を対象に募集した、土光敏夫氏生誕120年
記念番組に対する感想文「土光さんから学ぶ日本の未来」コンクー
ルの審査委員長を三村聡センター長が担当、入選した高校生の表彰
式が１月20日に開催された。最優秀賞は関西高等学校一年の髙橋優
吾さん、優秀賞（岡山県私学協会長賞）は岡山高等学校二年の石丸
春奈さん、優秀賞（産経新聞社岡山支局長賞）は岡山学芸館高校一
年の江見美咲さん、優秀賞（岡山放送社長賞）は岡山高等学校一年
の眞﨑梨央さんの４名。会場は岡山放送。

■岡山地域「持続可能な社会のための教育」推進協議会　岡山 ESD フォーラム 2017
　本フォーラムは、山田一隆准教授が運営委員を務める、岡山市の岡山地域「持続可能な開発のための
教育」推進協議会の主催で、平成29年１月22日に岡山大学創立五十周年記念館で行われた。
　パネルディスカッションでは、木村有希さん（農学部１年）が登壇し、「新たなステージへ　持続可
能なまちづくりとESDの役割」と題して、「留学生のまちづくり」事業の一環である留学生と矢掛町と
のかかわりについて「バディの立場」からの経験を述べた。

■公益財団法人岡山県市町村振興協会
　公益財団法人岡山県市町村振興協会は、岡山県内自治体への資金面での支援をはじめとして職員研修、
調査研究、全国自治体との情報交換・交流などの活動をしている。２月23日、市町村振興センターにお
いて、同協会の理事会が開催され、地域総合研究センターの三村聡センター長が理事に選任された。理
事会では、平成29年度の事業計画案や収支予算案が議論されたほか、同協会が県内自治体を対象に実施
する新規事業「観光事業研究」の取り組みについて、地域総合研究センターが協力することを決議した。

■新見市地域医療ミーティング
　新見市では、医療課題を長期的な視点で話し合いながら、地域医療確保のための環境整備等について
協議・検討するため、医療関係者等で構成する新見市地域医療ミーティング推進協議会が設置されてい
る。新見市で３月16日に開催される新見市地域医療ミーティングに岡山大学から浜田淳医学部副学部長、
地域総合研究センターから三村聡センター長と山川路代助教がオブザーバーとして参加を予定している。

　岡山都市戦略懇話会は、岡山大学、岡山市、岡山商工会議所の三者で構成される会議体である。平成
23年に「岡山市経済戦略懇話会検討部会」として開催されて以来、魅力あるまちづくりについて、平成
26年12月に出店した大型商業施設イオンモール岡山のインパクト、都心部の回遊性向上社会実験、ポー
トランドのまちづくりなどをキーワードに、産官学が一体となったまちづくりに向けて議論を重ねてき
た。
　平成27年度より経済面だけでなく、岡山のまちづくりそのものに焦点を当てた対話の場とすることと
し、「岡山市都市戦略懇話会」と名称を変更して、引き続き討議を行っている。

　８- ３　岡山市都市戦略懇話会検討部会
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▲第１回会議の様子

▲商店街等調査事業の報告

■岡山市主催「岡山市商店街等調査」報告会
　６月10日、岡山市の主催で、イオンモール岡山オープン後の影響
や市民会館建設計画と中心市街地活性化に関する報告会が商店街関
係者を集めて開催された。会場は岡山市男女共同参画社会推進セン
ター「さんかく岡山」。
　調査結果の報告は三村聡センター長と前田芳男副センター長が担
当し、本調査結果が地域課題の解決策を見出すための一助となり、
持続的な地域社会の発展に役立つことを祈念した。

■平成 28 年度第１回
　７月25日、岡山大学を会場に、本検討部会が開催され、荒木勝理
事・副学長の挨拶で開会した。最初に岡山商工会議所より、主催す
るイベントの告知と表町商店街の各組合の活性化取り組みについて
ヒアリング結果の報告があった。本検討部会で組成した調査委員会
にて実施している商店街等調査事業の結果を踏まえ、岡山市の主催
で商店街組合向けに報告した。岡山大学でも9月20日に表町商店街
をクローズアップしたワークショップを実施している。（詳細は前
述（３章シンポジウム・報告会など）を参照）。
　次に、岡山市が平成28年度から策定中の第６次期総合計画の取り組み状況について、岡山市から取り
組み状況についての報告があった。岡山芸術交流、ヘルスケア産業創出・育成事業、中心市街地回遊性
向上社会実験の取組みなど多岐にわたる。
　最後に、岡山大学から「おかやま地域発展協議体」に関連する事業として、「おかやま円卓会議」の
組成、国際学都シンポジウム開催、主権者教育への取り組み、岡山市の施策を踏まえたモビリティ研究
会の開催などの報告を行った。

　倉敷市では、地域のライフスタイルや歴史・文化をじっくりと味わう滞在交流型の観光地となること
を目指し、観光地での滞在時間の延長を優先課題として取り組んでいる。倉敷市外在住の若者の視点を
取り入れた新たな観光モデルを検討するため、岡山大学文学部人文学科地理学教室北川博史教授、髙野
宏准教授、学生の協力により、倉敷美観地区一帯でフィールドワークを実施し、新たな観光ルート案の
提案を行った。コーディネートは、岡山市政策局からの出向職員である流尾正亮が行った。
　２回のフィールドワークに基づいて検討し、観光振興を目的とした新たな観光ルート案の提案と、観
光行動におけるICT技術の活用促進及び課題の検討を行った。オリエンテーションや第１回目のフィー
ルドワークで現地を訪問し、地域資源・観光資源を体感した上で、観光プランを作成し、第２回目のフィー
ルドワークではそのプランを立案したメンバーとは別のメンバーが実際にプランを試した上で、体験メ
ンバーが立案メンバーにフィードバックを行うことでプランの改善点を明確化した。
　提案の内容としては、地域の食をテーマとしたもの、土産物の販売促進に関するもの、地域固有の資
源に注目したものなど様々であり、今後、倉敷市がNTTドコモのテクノロジーの活用等も視野に入れ

　８- ４　倉敷市 ICT を活用した観光振興
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▲PSIM搭載端末を操作する学生

つつルート案の具体化等を検討していくこととなっている。
　本件は、文学部の実践型教育科目として実施された。行政が進め
る事業に対して、行政だけでは発見しにくい課題や新しいアイデア
を、学生が現地に赴き別の視点から発見し、解決策を提案するとい
う意味でサービスラーニングの事例となったと言える。
　倉敷市担当者及び支援を行ったNTTドコモ担当者からは、これ
までにない斬新な視点を持ったプランや、ICT技術の利用が見込め
るプランの提案が出されたことが非常に刺激になったという感想
とともに、倉敷市の観光振興に向けて引き続き学生に関わってほし
い旨のコメントがあった。

＜倉敷観光に係る大学連携フィールドワーク事業＞
■日程
第１回　10月20日（木）オリエンテーション
第２回　11月10日（木）大学生による観光スポット提示
第３回　11月24日（木）フィールドワーク（１回目）
第４回　12月８日（木）収集情報のまとめ、プラン作成
第５回　12月22日（木）フィールドワーク（２回目）
第６回　１月12日（木）作成グループへのフィードバック
第７回　１月26日（木）グループ発表・総評
■主催：倉敷市文化産業局文化観光部観光課
■協力：岡山大学大学院社会文化科学研究科・文学部人文学科
■支援：株式会社NTTドコモ

　岡山市経済局では、ヘルスケア産業の創出・育成をはかるため、平成27年度の「岡山ヘルスケア産業
創出・育成セミナー」開催や市内企業に対するアンケート調査などをふまえ、平成28年５月に「岡山ヘ
ルスケア産業連携協議会」を設立した。設立当初の会員企業は85社、大学等18の支援団体が協議会メン
バーを構成し、岡山大学からは、以下の５名の教職員が参加している。平成29年１月現在では、参加企
業数は113社となっている。また、同協議会の本年度の活動を以下に示す。

　理事・副学長　阿部宏史
　研究推進産学官連携機構　副機構長・産学官連携本部長　尾本哲朗
　地域総合研究センターセンター長・教授　三村聡
　地域総合研究センター　助教　山川路代
　総務・企画部　社会連携支援室　職員　流尾正亮

　８- ５　岡山市ヘルスケア産業創出・育成事業
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■岡山ヘルスケア産業連携協議会設立総会／ヘルスケア産業マッチングセミナー
日時：平成28年５月27日（金）13：30～17：00
場所：岡山ロイヤルホテル２階光楽の間
内容：�岡山ヘルスケア産業連携協議会の設立総会が行われた後、参加企業が小グループに分かれて自社

の事業紹介などを行い、取組み分野別での協議を行った。

■岡山ヘルスケア産業連携協議会ワーキンググループ創出セミナー
（第２回マッチングセミナー）
日時：平成28年７月６日（水）14：00～17：00
場所：山陽新聞社本社ビル9階大会議室
内容：取組み分野等でのワーキンググループ創出に向けた協議を行った。

■岡山ヘルスケア産業連携協議会第１回テーマ別セミナー
～最新のＩＴ等を活用したヘルスケアビジネスの動向～
日時：平成29年１月26日（木）15：00～18：00
会場：岡山ロイヤルホテル２階光楽の間
内容：�協議会の今後の方向性についての説明の後、「最新のＩＴ等を活用したヘルスケアビジネスの動向」

と題して有限責任監査法人トーマツ三輪大介マネージャーが講演を行った。

■岡山大学の関わり
　岡山県立大学が代表校として、平成27年度に文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事
業（COC+）」に採択された「地域で学び地域で未来を拓く‘生き活きおかやま’人材育成事業」への本
学の関わりとしては、今年度も引き続き個別事項として以下の２点がある。
　　①「雇用マッチングシステム」を岡山県立大学と共同開発する。
　　②小中高の学習支援システムの共有を図る。
　また、事業運営に関して岡山県立大学で開催された以下の会議に出席した。
・おかやまCOC+推進協議会
　　開催日：５月20日、参加者：三村聡センター長、渡部英広主任（開催日現在）
・おかやまCOC+教育プログラム開発委員会
　　開催日：７月22日、参加者：三村聡センター長、渡部英広主任（開催日現在）、流尾正亮事務職員
・地域連携教育ワーキンググループ
　　開催日：12月22日、参加者：三村聡センター長、真田明主査、渡部英広主任（開催日現在）
　　開催日：２月23日、参加者：三村聡センター長、真田明主査
　さらに、平成29年２月28日、岡山コンベンションセンターで開催されたおかやまCOC+シンポジウ
ム2017に教職員が参加。同年３月18日、笠岡諸島交流センター内に開設された「地域創生コモンズかさ
おか」開所式に、山川路代助教が作成した本学と笠岡市との連携事業に関するパネル２枚を出展し職員
が参加した。

参照：〈資料編〉「地域創生コモンズかさおか」開所式　出展パネル

　８- ６　平成 27 年度地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）
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▲現地視察 ▲下牧地区の人々へのヒアリング

▲森田潔学長の挨拶

▲荒木勝理事と成田耕二局長との会談

■雇用マッチングシステム
　県内の中小企業・小規模事業者の特性、特徴をデータとして蓄積した「企業ポートレート」と、学生
のキャリアに関する詳細なデータベースである「学生ポートフォリオ」を効率的かつ的確にマッチング
させるシステムとして「雇用マッチングシステム」の構築を目指しており、構築後は全COC+参加校
への運用拡大を図っていく。
　今年度は、昨年度に開発した学生ポートフォリオ（ｅポートフォリオシステム）に引き続き、企業ポー
トレートの開発及びマッチング機能を備えた雇用マッチングシステム試行版の構築を岡山県立大学の佐
藤洋一郎地域連携推進センター長と協働して行った。

■岡山市北区下牧地区「地域おこし」アドバイス
　岡山市農林水産課の依頼により、岡山市北区、旭川流域沿いにある⾕あいの中山間地域集落の下牧地
区で、三村聡センター長と職員の流尾正亮、岡山市担当者が「地域おこし活動」に関するヒアリングと
現地視察を実施した（８月２日）。
　その後、ヒアリング結果に基づいて、地域おこしに向けた具体的な考え方を三村聡センター長が提示、
地域の代表者と活発な意見交換を行った。（11月28日）

■中国財務局
　広島から財務省の成田耕二中国財務局長が地方創生の状況をヒア
リングに来学。荒木勝理事と三村聡センター長が対応し、財務省に
対して国立大学への予算の在り方について意見具申、引き続き情報
交換を続けることで合意した（11月22日）。

■岡山コンベンションセンター
　岡山市のコンベンションを支える岡山コンベンションセンターが
創立15周年を迎えた。岡山大学は、各種学会の開催により、全国や
世界から大勢の人たちを招き、岡山市に滞在頂き、その際に都市の
良さを知らせる機会を創出してきた。その功績を称えられ、大森雅
夫岡山市長から森田潔学長が表彰を受けた。10月31日の式典には荒
木勝理事と三村聡センター長が招待された。表彰式に続き、東儀秀
樹氏による講演と演奏があり、祝賀会が開催された。岡山市と岡山大学はコンベンションに関する協定
を締結しており、地域総合研究センターが締結の手続きを担当をしている。

　８- ７　その他の社会貢献活動
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▲調査の様子（左）岡ビル市場太田敏之理事

▲清掃活動の様子

■京都大学と連携「岡山市における商業調査」活動
　京都大学からの依頼により、奉還町商店街、岡ビル商業協同組合、
イオンモール岡山、岡山市内のスーパーマーケット等における商業
調査を、岡山大学環境理工学部氏原岳人准教授、地域総合研究セン
ター三村聡センター長が協力して開始した。11月16日は、京都大学
の宮川愛由助教が来岡し、調査地域を訪問した。調査に際しては、
岡山情報文化研究所神田將志主任研究員の協力を得て実施している。
京都大学をサポートし、イオンモール岡山出店後の状況を念頭に置きながら、京都市内の商店街調査結
果と比較しつつ、次の施策シナリオの検討に活用する予定。

■「倉敷市研究」に関する書評
　大原孫三郎が創設した大原社会問題研究所は、現在、法政大学
大原社会問題研究所として活動を続けている。今回、同研究所の
叢書『サステイナブルな地域と経済の構想－岡山県倉敷市を中心
に－』（法政大学大原社会問題研究所/相田利雄編）が上梓され、
同研究所から研究雑誌に書評の依頼を頂き三村聡センター長が執
筆を担当した。
　本書は、大原孫三郎の地元倉敷市を取り上げ、大原社研設立の
目的である労働問題・社会問題に関する調査研究と成果の発表、
専門図書館・文書館としての機能の発揮という原点を忠実に守り、
著者陣が一体となって倉敷市の歴史、現在、未来に関する研究成
果を体系的に書き記している。その手法は、歴史的な視座に立ち、
倉敷市を地域別、産業別に時系列的かつ複眼的に見つめることに
より、地域社会全体を精緻に分析するものである。そして、その
研究結果をもって、未来に向かおうとする地域人や広く市民に示
唆を与えている。
　なお、書評の文中では、岡山大学が取組む実践型社会連携教育における倉敷市水島での活動を紹介さ
せて頂いた（授業担当は石丸香苗准教授）。

■エコクリーナーズ
　岡山市に本社を置く株式会社ストライプインターナショナルが、
岡山市街地をはじめとした大規模な清掃活動「エコクリーナーズ」
活動を展開している。
　地域総合研究センターではこの活動の協力依頼を受け、岡山大学
支部として、津島キャンパスでのキャンパス美化活動を呼びかけて
いる。地域総合研究センターが取りまとめ役を始めて２年目であり、
平成28年度は第19回（４月）、第20回（10月）の２回が行われ、「岡
大生協学生委員会C.C.C!」や被災地支援の学生・教職員団体「おか
やまバトン」の学生がお揃いのベストを着用し、津島キャンパス内の清掃を行った。
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▲創設式 ▲挨拶する越宗孝昌山陽新聞社会長

　大学院社会文化科学研究科の有志教員を中心に、社会の直面する課題や解決策を専門的な知見を活か
しながら議論する組織「ネットワーク・アゴラ」は、地域総合研究センターの前身であり、現在、本セ
ンターは企画・運営で多面的に支援を仰いでいる。
　今年度は、昨年度に続き米国ポートランド州立大学との連携強化（担当：平野正樹経済学部教授（学
部長）、中富公一法学部教授など）、岡山県から依頼の平成28年度岡山県集落のあり方研究事業「高梁市
備中町　集落のあり方に関する研究」（担当：平野正樹経済学部教授（学部長）、藤井和佐文学部教授、
浜田淳医学部教授、九鬼康彰環境理工学部准教授）、倉敷市からの依頼による地域ネットワーク（Wi-Fi）
環境の整備（北川博史文学部教授）、大学院社会文化科学研究科授業関係（中村誠法学部教授）、地方創
生に関する自治体支援（中村良平経済学部教授）など、教育研究分野や社会貢献分野で連携活動を展開
した。

　本学グローバル・パートナーズ、全学教育・学生支援機構国際教育オフィスが運営するL-Café（エル
カフェ）と地域総合研究センターは、留学生が地域で活動することにおいて緊密な連携をとっている。
　地域総合研究センターが取り組む「留学生のまちづくり」事業では、留学生の地域活動への参加呼び
かけをし、UBC（カナダ・ブリティッシュコロンビア大学）のCo-opプログラムにおける学生受け入れ
や留学生向けカリキュラムの策定などについても協働体制をとっている。次年度以降も引き続き、これ
らの事業で連携していく。

　平成27年度末まで地域総合研究センターにおいてモデル構築から科目開発を行ってきた実践型社会連
携教育プログラム構築業務は、平成28年度より全学教育・学生支援機構内の教育開発センター実践教育
部門に移管された。これに伴い、教育開発センターに実践教育専門委員会が設置され、地域総合研究セ
ンターで運営していた実践型社会連携教育専門委員会は廃止された。また、地域総合研究センターの連
携教員は本部門を兼務し、引き続き実践型教育の開発を担当している。

　９- １　ネットワーク・アゴラ

　９- ２　グローバル・パートナーズと L-Café

　９- ３　教育開発センター

　９- ４　岡山大学学都基金創設
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　国の財政が逼迫、年々、国立大学の予算は削減傾向にあり、どこの大学も自主財源の確保が大きな経
営課題となっている。こうしたなかで、岡山大学でも「学都基金」を創設して、研究と教育の安定的な
展開を目指す。10月31日、経済界のトップはじめ、岡山大学OB、自治体からは県知事、岡山市長、倉
敷市長が臨席する中で設立総会が開催された（岡山大学本部６階）。地域総合研究センターでは、三村
聡センター長が、この活動を支援する担当に就いている。

　９- ５　学内会議の委員

会議・委員会 AGORA担当者
大学改革推進のためのプロジェクトチーム 前田芳男副センター長
岡山大学広報推進会議 山田一隆准教授
全学教育推進委員会 前田芳男副センター長（教育開発センター実践教育部門長）
全学教育・学生支援機構運営会議 前田芳男副センター長（教育開発センター実践教育部門長）
教育開発センター実践教育専門委員会 前田芳男副センター長（教育開発センター実践教育部門長）【委員長】

三村聡センター長
山田一隆准教授

教育開発センター実践型教育部会 山田一隆准教授【部会長】
三村聡センター長
前田芳男副センター長（教育開発センター実践教育部門長）
石丸香苗准教授
山川路代助教
岩淵泰助助教
吉川賢教授（特任）
吉川幸実践型教育プランナー

教育開発センター社会連携教育専門委員会 前田芳男副センター長（教育開発センター実践教育部門長）
基幹教育センター教養教育専門委員会 前田芳男副センター長（基幹教育センター実践知部会長）

山田一隆准教授
基幹教育センター学系部会（実践知部会） 前田芳男副センター長【部会長】

山田一隆准教授【副部会長】
三村聡センター長

情報セキュリティ委員会 三村聡センター長
ICT教育推進部会（学習環境ラボ） 山田一隆准教授

　９- ６　センター教員担当授業科目

教養、専門、
大学院 科目区分等 授業科目 担当教員 期 曜 時限 備考

教養 実践知・感性科目
（実践知）

創造的討論技術を学ぶ�
スペシャル 前田芳男准教授 ３学期 木曜 ７･８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

創造的討論技術を学ぶ�
デラックス 前田芳男准教授 ４学期 木曜 ７･８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

フィールド調査の基礎
を学ぶ�スペシャル 前田芳男准教授 ２学期 月曜 ７･８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

フィールド調査の基礎
を学ぶ�デラックス 前田芳男准教授 夏季集中

教養 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉を
つなげる支援活動I

前田芳男准教授
近藤弘行特任教授（教師
教育開発センター）

１学期 随時

教養 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉を
つなげる支援活動II

前田芳男准教授
近藤弘行特任教授（教師
教育開発センター）

２学期 随時

教養 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉を
つなげる支援活動III

前田芳男准教授
近藤弘行特任教授（教師
教育開発センター）

夏季集中
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教養、専門、
大学院 科目区分等 授業科目 担当教員 期 曜 時限 備考

教養 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉を
つなげる支援活動IV

前田芳男准教授
近藤弘行特任教授（教師
教育開発センター）

３学期 随時

教養 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉を
つなげる支援活動V

前田芳男准教授
近藤弘行特任教授（教師
教育開発センター）

４学期 随時

教養 実践知・感性科目
（実践知）

岡山の祭りとその運営
－うらじゃへの参画－
１

前田芳男准教授
高岡敦史講師（大学院教
育学研究科）

１学期 金曜 ７･８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

岡山の祭りとその運営
－うらじゃへの参画－
２

前田芳男准教授
高岡敦史講師（大学院教
育学研究科）

２学期 金曜 ７･８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

岡山の祭りとその運営
－うらじゃへの参画－
３

前田芳男准教授
高岡敦史講師（大学院教
育学研究科）

３学期 金曜 ７･８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

岡山の祭りとその運営
－うらじゃへの参画－
４

前田芳男准教授
高岡敦史講師（大学院教
育学研究科）

４学期 金曜 ７･８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

支え隊～子どもの安
心・安全のために～

宮本香代子教授（大学院
教育学研究科）
前田芳男准教授
鷹野郁子非常勤研究員

１学期 月曜 ７･８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

守り隊～子どもの安
心・安全のために～

宮本香代子教授（大学院
教育学研究科）
前田芳男准教授
鷹野郁子非常勤研究員

２学期 月曜 ７･８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

実践コミュニケーショ
ン論　Bクラス

鈴木真理子助教（大学院
社会文化科学研究科（経
済））
前田芳男准教授

３・４学期 水曜 ５･６

教養 実践知・感性科目
（実践知） 実践型まちづくり論１ 山田一隆准教授 ３学期 月曜

木曜
７･８
７･８

複数開
講

教養 実践知・感性科目
（実践知） 実践型まちづくり論２ 山田一隆准教授 ４学期 月曜

木曜
７･８
７･８

複数開
講

教養 実践知・感性科目
（実践知）

実践型教育 /学習概論
１ 山田一隆准教授 １学期 木曜 ７･８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

実践型教育 /学習概論
２ 山田一隆准教授 ２学期 木曜 ７･８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

現代ブラジルの社会と
環境

石丸香苗准教授
中東靖恵准教授（大学院
社会文化科学研究科）

３･４学期 木曜 ７･８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

地域活性化システム実
践論 石丸香苗准教授 ３学期集中

教養 実践知・感性科目
（実践知）

倉敷市水島から学ぶ地
域社会と環境

石丸香苗准教授
鷹野郁子非常勤研究員 １･２学期 木曜 ７･８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

地域資源開発実践－水
島の環境学習－ 石丸香苗准教授 ３･４学期 火曜 ７･８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

大学とまちづくり－
NPO等との連携を通じ
て－

荒木秀治特別准教授（実
践型社会連携教育プログ
ラム）

夏季集中

教養 実践知・感性科目
（実践知）

多職種連携と地域包括
ケアのワークショップ

浜田淳教授（大学院医歯
薬学総合研究科）
山川路代助教

３･４学期
集中

教養 実践知・感性科目
（実践知） 実践旅行医学

津田敏秀教授（大学院環
境生命科学研究科）
山川路代助教

夏季集中

教養 実践知・感性科目
（実践知） 地域高齢者と介護

浜田淳教授（大学院医歯
薬学総合研究科）
山川路代助教

１・２学期 火曜 ７･８

教養 実践知・感性科目
（実践知） 介護予防の科学１ 山川路代助教 ３学期 木曜 ７･８

教養 実践知・感性科目
（実践知） 介護予防の科学２ 山川路代助教 ４学期 木曜 ７･８

教養 知的理解科目
（現代と社会）

海外に出る・海外で暮
らす－旅行医学入門 山川路代助教 ４学期 月曜 ４･５

教養 実践知・感性科目
（実践知） 国際インターンシップ 吉川賢教授（特任） 特別
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教養、専門、
大学院 科目区分等 授業科目 担当教員 期 曜 時限 備考

教養 実践知・感性科目
（実践知）

実践デモクラティッ
ク・ラーニング１ 岩淵泰助教 １･２学期 木曜 ７･８

教養 実践知・感性科目
（実践知）

実践デモクラティッ
ク・ラーニング２ 岩淵泰助教 ３･４学期 木曜 ７･８

教養 知的理解科目
（現代と社会）

現代コミュニティーと
地域経済 三村聡教授 １学期 金曜 １･２

教養 知的理解科目
（現代と社会）

現代コミュニティーと
地域創生 三村聡教授 ２学期 金曜 １･２

教養 知的理解科目
（現代と社会）

現代コミュニティーと
地域社会 三村聡教授 ３学期 金曜 １･２

教養 知的理解科目
（現代と社会）

現代コミュニティーと
都市比較 三村聡教授 ４学期 金曜 １･２

教養 知的理解科目
（現代と社会） ファイナンス入門 三村聡教授 前期 水曜 9 夜間

教養 知的理解科目
（現代と社会） 教養の統計学 山田一隆准教授 後期 水曜 9 夜間

教養 知的理解科目
（現代と社会）

リーダーシップ＆市民
活動（サービスラーニ
ング）１�

藤本真澄講師（全学教育・
学生支援機構）
山田一隆准教授

２学期 木曜 ３･４

教養 知的理解科目
（現代と社会）

リーダーシップ＆市民
活動（サービスラーニ
ング）２

藤本真澄講師（全学教育・
学生支援機構）
山田一隆准教授

４学期 木曜 ３･４

教養 知的理解科目
（現代と社会） まちづくりと民主主義 岩淵泰助教 １学期 金曜 １･２

教養 知的理解科目
（現代と社会） まちづくりと地域経済 岩淵泰助教 ２学期 金曜 １･２

教養 知的理解科目
（現代と社会） まちづくりと市民参加 岩淵泰助教 ３学期 金曜 １･２

教養 知的理解科目
（現代と社会） まちづくりの理論形成 岩淵泰助教 ４学期 金曜 １･２

専門 医学部保健学科 ヘルスプロモーション
入門

⾕垣靜子教授（医学部保
健学科）
山川路代助教

３学期 金曜 １･２ ２コマ
担当

EPOK科目 素顔の京都を学ぶ
山田一隆准教授
宇塚万里子教授（グロー
バル・パートナーズ）

３学期
４学期集中

火曜
火曜

７･８
７･８

複数開
講

大学院 社会文化科学研究科
地域公共政策コース 自治体経営戦略論 三村聡教授 前期 水曜 ６

大学院
自然科学研究科・環
境生命科学研究科
先進基礎科学特別
コース

組織マネージメント概
論 三村聡教授 後期 木曜 ７･８ ６コマ

担当

大学院 社会文化科学研究科 地域創生特別講義 三村聡教授
岩淵泰助助教 後期 金曜 ６ 各２コマ

担当
大学院 社会文化科学研究科 ヨーロッパ都市論� 岩淵泰助教 前期 火曜 ２

大学院 医歯薬学総合研究科 社会医歯科学
浜田淳教授（大学院医歯
薬学総合研究科）
山川路代助教

前期集中 １コマ
担当

大学院 医歯薬学総合研究科
公衆衛生学コース 旅行医学論

津田敏秀教授（大学院環
境生命科学研究科）
山川路代助教

後期集中 ３コマ
担当
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▲学生による報告

▲学生による報告 ▲成果報告会の案内

■大学院社会文化科学研究科　地域公共政策コース
　大学院社会文化科学研究科では、ポートランド州立大学（アメリ
カ・オレゴン州）との連携を深めるため、本コースの学生を２週間
の短期留学に派遣している。10月15日に研修報告会が行われた。
テーマは「ポートランド州立大学研修－米国ポートランド市に見る
住民主体のガバナンス－」。
引き続き、地域総合研究センターは、社会文化科学研究科と連携し
て、ポートランドにおけるまちづくりの研究を進めていく。

■大学院自然科学研究科・環境生命科学研究科　先進基礎科学特別コース
　大学院自然科学研究科と環境生命科学研究科が共同して実施する先進基礎科学特
別コースを地域総合研究センターが支援している。11月18日、岡山大学自然科学研
究科棟において、履修生である理科系４学部と２大学院の学生による成果報告会が
開催された。実践型社会連携教育の分野で両研究科と連携している。
�
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　平成28年４月１日をもって、地域総合研究センター教員が全学教育・学生支援機構教育開発センター
に兼務となり、前田芳男副センター長が実践教育部門長となった。さらに10月１日をもって旧来の地域
総合研究センター実践型教育専門委員会を解散し、新たに教育開発センター実践教育部門の下に下記の
委員会が新設された。実践教育専門委員会委員長に前田芳男副センター長が就き、実践型教育部会長に
山田一隆准教授が就いた。

教育開発センターの組織図（平成28年10月より）

　10- １　岡山大学の実践型社会連携教育プログラム推進体制
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■10-２-１　実践型教育導入の経緯
　これまでの文部科学省への予算要求資料の中で、４つの“実践人”への言及があり、その統合を図っ
て整理すると以下のようになる。

　１）実践型社会連携教育プログラム（平成26年度文部科学省概算要求）では
　　　「実践知」とは、【リーダーシップ】【チーム力】【判断力】【責任】【気概】のこと。
　　�上記を修得した人が実践人である。地域社会との互恵性を念頭に、深い現場体験と傾聴を通して実

践知を修得するという科目の特性を定めているので、“社会連携”という言葉が付されている。実
践人は、これらの学びが「良き習慣」として定着している。

 【目標値　1000人／年】
　２）ＰＲＩＭＥプログラム（スーパーグローバル大学創成支援（SGU）事業）では
　　�　グローバル実践人は世界で活躍できる実践人であり、グローバル実践知である【会話力】【創造力】

【行動力】【統率力】【決断力】を、３基幹力×３側面の教育をオンキャンパス、オフキャンパス、
海外の場で受けることで身につけた人のこととある。

 【目標値　全学展開=2400人／年】

　３）グローバル実践人の中から“高度実践人”を認定
　　�　３基幹力（教養力、語学力、専門力）と３側面（異分野、異社会、異文化）の関連科目の成績か

ら機械的に抽出される。例えば、語学力であればTOEIC何点以上、異文化体験では何ケ月以上の
留学経験を有する、・・・などである。この中から成績優秀者をもって若干名を表彰することとする。

　４�）第三期中期計画（平成28年度～平成33年度）においては「文理融合によるグローバル実践人育成」
とある。

以上を総合し、実践人教育とは、【リーダーシップ】【チーム力】【判断力】【責任】【気概】【会話力】【創
造力】【行動力】【統率力】【決断力】を有する人材育成を目的とする。

　10- ２　岡山大学の目指す実践型教育の方向

図．SGU-PRIMEプログラムにおける人材像と３×３教育
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■10-２-２　実践型社会連携教育プログラムの学生便覧・シラバスへの明示
　実践型社会連携科目について、新入生向けの学生便覧に説明書きを加えるとともに、一般教養科目、
専門科目のシラバスにおいて、当該科目である旨を明記することを全学教育推進会議に諮り、徹底した。
これにより、当該科目のシラバス上での把握ができるようになり目標管理が容易となるほか、学生にお
いても高度実践人の認定を理解し、受講計画を立てやすくなるなどの効果が期待される。
　学生便覧への記載内容、及び実践型科目のタイプ分けの基準は、以下のとおりである。

１）実践・社会連携系科目
　キャンパスを超えた社会・企業の現場を体験し、直面する問題を解決するために必要な実践知（市民
的教養に裏付けられた判断力、リーダーシップ、チーム力、責任・気概）を養います。
　少子高齢化、環境、産業、グローバル化といった地域経済社会における現代的課題を、現場での活動
から体験します。そのうえで、地域住民、市民活動団体、企業人などの関係者と協働して、問題発見や
解決の方途を具体的に考案する経験を通して、気づきや大学での「次」の学びと成長の契機を獲得する
ことをねらいとしています。
　教室外で学ぶ機会を伴う科目では、現場での活動を実施するため、時間割に設定されている時限以外
の時間帯（土日祝など）に授業時間を振り替えたり、学外での正課活動に関する保険への加入を履修要
件としていたりすることがあります。また、グループワークを重視する科目では、最少開講人数が設定
され、一定人数の受講登録がなければ閉講になることがあります。
　そして、現場で受け入れてくれる人、チームのメンバーに迷惑がかからぬよう、最後まで履修し、や
り抜くことがなにより重要です。

２）科目のタイプ
　実践・社会連携系科目は、その内容によりいくつかのタイプに分けられます。タイプの特性を理解し
たうえで履修計画を立ててください。
　まず、地域社会や企業の現場で学ぶ、地域社会の課題及びその具体的な解決策を考えることが授業の
中にどれほど組み込まれているかを基準に、大きくＡ（アドバンス）タイプとＢ（ベーシック）タイプ
に分かれます。次に、日本人学生を軸に考えたとき、学修する環境が外国や、国内であっても外国人コ
ミュニティで学ぶなど異文化体験につながるかにより、Ａ及びＢにＧ（グローバル）を冠しています。
加えて、教育実習など学部・学科で従来から行われている社会連携型の科目は、Ｃ（コースワーク）タ
イプとします。（ただし、Ｃタイプの表示はシラバスにはありません。）
　当該科目が実践・社会連携系であることは、シラバスの備考欄に明記され、タイプは、上記により、
以下の６種類で記載されます。（次表参照）
　①実践型科目（Ａ）　　②実践型科目（Ｇ＋Ａ）　　③実践型科目（ＧＡ）
　④実践型科目（Ｂ）　　⑤実践型科目（Ｇ＋Ｂ）　　⑥実践型科目（ＧＢ）
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　実践型社会連携教育は、第３期中期目標期間中（平成28年度～平成33年度）に全学展開し、相当数の
学生の受講を促進する予定である。実践型科目は、一定時間、学生と教員が学外へ出向き企業等の社会
と連携することが含まれるため、従来、本学が実施していた実習、インターンシップに加えて、更に学
外での教育活動の機会が増加することとなり、事故（怪我・病気等）、受入先とのトラブルなどのイン
シデントの増加が予測され、何らかの対応準備が必要であると考える。
　本学での、事件・事故の発生に関する対応は、基本的には部局毎に個別対応を行いながら、全学へ報
告をあげることにより、大学としての対応が必要な場合は、共同して対応を行っている。しかしながら、
実際の事件事故の対応の窓口が部局になっているため、全学としての直接対応のノウハウの蓄積、大学
としての対応の方法論などは明確化できていなかったのが実情となっている。
　以上のことを踏まえ、学内の関係部署が協力し、全学的に対応事例集、関係資料の取りまとめを行い
ながら、リスク管理意識の醸成を図っていくことが必要であるとの認識から、関係部課を横断する「合
同チーム」を組成し、対応を検討し行動することとした。

１．リスク管理実態調査
　本学では、キャンパス外で正課である実習等を行った際に発生したトラブル・事故などに関する全学
統一的な対応マニュアル（リスク管理マニュアル）は作成しておらず、全学連携の中で部局等により個
別対応を行っているのが実情である。
　しかしながら、今後、実践型社会連携教育プログラムの全学展開などに伴い、学外における教育活動
は増加するため、学生及び教員が安心・安全に教育を実施するためには，本学の実情の把握及び対応策
等を整備する必要がある。
　ついては、マニュアル作成の第一段階として、各部局での正課におけるキャンパス外活動時のリスク
管理，発生した場合の対応方法等について実態調査を行い、優れた対応方法等について全学共有を行い、
リスク管理マニュアルの作成への端緒とすべく、平成28年１月に現状調査を実施した。
　その結果を「合同チーム」で分析し、科目担当者（潜在層を含む）、学生、事務体制、のそれぞれに
ついて、以下のような方策が求められていることを確認した。

分　類 記号 解　説
基本タイプ Ａ ①地域や企業等の現場に出向き、かつ②その時間数が全授業コマ

数の３分の１以上、かつ③公開型授業発表会を行う、の３条件を
満たす。（例：ＰＢＬ、ＣＢＬ、インターンシップ）

Ｂ 地域や企業等の現場に出向く、または現場の課題を抱える当事者
とのディスカッション等の学修活動が１コマ以上ある。ただし、
単に外部講師が講義するだけの座学は対象としない。
（例：地域調査、企業視察）

グローバル要素の付加 Ｇ＋ 地域連携して学修する現場が、外国または国内の外国人コミュニ
ティである。（例：国際インターンシップ）

Ｇ 現場は国内だが、①国際事情を学ぶことを主眼に、②外書を用い
たり、英語でのディスカッション等を重視した授業。
（例：海外の現場とのテレビ会議による授業）

　10- ３　リスク管理
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⑴　科目担当者（潜在層を含む）に向けて
※　�各部局事務部門に回答を求めた現状調査では、安全配慮や安全配慮教育、学生の情報把握について、

科目担当者の裁量に大きくゆだねられていることが浮き彫りとなった。
※　�しかし、リスク管理に関する教員を対象とした別の聴き取り調査では、「学研災」をセーフティネッ

トだと考えている教員が多いにもかかわらず、学研災が必加入となっていない本学の現状を知らな
い教員が見られた。

※　�学研災の必加入化を目指すとともに、科目担当者への支援として、最低限の知識と対応についての
ボトムラインを提供する必要がある。

必要と思われる主な対応策
○　チェックリスト
　　教員が担当する科目に、どのようなリスクが潜んでいるのかを確認する
○　フローチャート
　　気付いたリスクにどのように対応すべきかを確認する
○　ポータルサイト
　　確認した対応策への一次窓口となる
　　学生向けの共通教材的なものを提供、注意喚起事項

⑵　学生
※　�すべての学生を「高度実践人」化しようとする本学の教育改革は、社会や現場で学ぶ学外活動をと

もなう科目が、量的に拡大することが期待されている。
※　�本学の特色ある取組みとしての「実践型社会連携教育プログラム」というブランディングは、受け

皿となる科目を増やすこともさることながら、質的向上によって魅力ある科目内容を提供すること
で、受講生を拡大することも必要である。

※　�そのためには、安全配慮教育・学修について、一定の共通化を図れる内容については、積極的にそ
れを進める必要がある。多くの学生が低年次で受講できる環境、いつでも必要な時に、時間外に受
講できる環境の両面での整備が必要である。

必要と思われる主な対応策
○　共通教材的なもの
　　科目担当者に使ってもらえそうなもの
○　ガイダンス科目化
○　e-learning化
　　�教員の立場からは、研究倫理研修が思いつくが、ガイダンス科目→e-learning化ということであれば、

オンデマンド科目として開講する方向性も検討に値すると考えられる。

⑶　事務体制
※　�科目担当者や学生が、安心してキャンパス外での実践型社会連携教育に取り組むためには、彼ら自

身の緊張感と合わせ、「何かあった時には、迅速に対応してくれる支援体制」の存在が欠かせない。
※　学生と教職員の生命と学修・教育の環境を安全に保証するための事務体制の整備が必要である。
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※　�他方で、膨大化する業務量を抑制する課題もあり、既存のワークフローを最大限生かし、他部課と
の連携を実態的に改善することで、業務の質の確保することを追求することが重要である。

必要と思われる主な対応策
○　既存のワークフローを最大限生かす
※　教務系業務へのアドオン
　　キャンパス外活動をともなう科目の集約
　　科目担当者への受講生の学研災加入状況情報の提供
　　未加入、未保険学生への対応相談
※　GP系ノウハウと教務系業務の接続
　　留学生対応
※　�活動内容によっては、査証の目的外活動になることがある。ということを、本人も科目担当者もあ

まり意識していないことがある。
※　旧特別永住者対応
　　�GPを介さない海外学外実習の場合、デリケートな問題もあり、科目担当者が、通名使用の学生に

対して本名を申告させることは難しい。国籍によっては、査証が必要だったり、入国が困難であっ
たりする場合もある。旧特別永住者はわかっていてもどこに言い出せばいいのかわからない（科目
担当者には言えない）。また、科目担当者はそうした学生がいることを認識していないことが多い。

○　�リスク発生に備える訓練の必要性　→　教務系と安全衛生系（労務）、総務企画系（総務、広報）
との接点

※　暗黙知を形式知に、形式知を生きた知にするためには、シミュレーション（訓練）が必要
※　�誤ってはならないもの：（生命にかかわる）初動対応、保証人対応、マスコミ対応
　　時系列記録

３．共通教材、手引きの構想
　前項のような分析を踏まえ、「合同チーム」では、以下のように、学生向け共通教材的なもの、および、
教員向け手引（様式集）の目次案を検討し、内容の検討を開始した。

⑴　学生向け共通教材的なものの目次案
Ｉ.出発前の準備
１.行程管理
　�アポイント／ロジ・報連相／単独行動を避ける

行程管理
２.調査倫理
　調査倫理／知的財産／秘密保持
３.保険
　学研災、学研賠／ボランティア活動保険
４.健康管理
　�当日までの体調管理／既往症、アレルギー、常

備薬／予防接種

５.事前学習

Ⅱ.出発から帰宅まで
６.現地行動
　�理性的行動／時間厳守／報連相／あいさつ（前

向きな姿勢）／交通安全
７.持ち物・服装
　持ち物／服装
８.活動・調査中の行動規範
　�聞く姿勢／話す姿勢／携帯電話／事前許可／秘

密保持／嗜好品
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�

4.　構成メンバー
学務部　　　　学務企画課
　　　　　　　学生支援課
安全衛生部　　安全管理課
　　　　　　　安全衛生推進機構
総務・企画部　社会連携支援室
　　　　　　　地域総合研究センター

5.　今年度の会議開催等
平成28年４月20日　合同チーム会議
平成28年５月26日　合同チーム会議
平成28年６月30日　合同チーム会議
平成28年11月9日　合同チーム会議

9.危機管理
　緊急対応／ハラスメント／活動中止

Ⅲ.帰宅後
10.　お礼
11.　ふりかえり
12.　事後学習、データの整理
13.　健康管理
14.　保険請求

Ⅳ.　コンタクトリスト
　学部・研究科の相談窓口
　ハラスメント関係の専門窓口
　健康相談の専門窓口
　何でも相談の窓口

［参考］
　一般社団法人社会調査協会倫理規程
　メールの書き方ガイド

⑵　教員向け手引（様式集）の目次案
Ⅰ　様式集、各部局マニュアル等
　⑴　様式集
　⑵　各部局マニュアル等

Ⅱ�　学生教育研究災害傷害保険／学研災付帯賠償
責任保険

　⑴　保険の内容
　⑵　保険料
　⑶　加入手続
　⑷　保険期間
　⑸�　保険金請求　及び　学籍異動（退学・休学・

転学部・転学科・改姓）があった時の手続き

　⑹　加入証明書
　⑺　インターンシップに参加する場合

Ⅲ　事件・事故事例集
Ⅳ　ヒヤリ・ハット事例集

Ⅴ　報道機関からの取材対応
　⑴　事前手続き（取材申込）
　⑵　取材時の留意事項

Ⅵ　コンタクトリスト
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　米国ポートランド州立大学（PSU）のコミュニティベース教授法（CBL）は、米国内での屈指の質と
量を誇る。全米のサービスラーニングを唱導する組織であるキャンパスコンパクト（Campus�
Compact）によって、その先導的取り組みを取り上げられるなどしており、日本でも、いわゆるCOC、
COC+事業に関連して、地域社会や現場で学ぶ科目が数多く開講されるようになる中で、近年、急速に
PSUへの注目が高まっている。
　平成28年10月25日から28日までの４日間、PSUの公共サービス研究・実践センターなどによって、日
本の研究者、実践家向けに「CBLワークショップ」が開催された。これに応じた日本からの参加者は
11の大学等機関、15名であり、地域総合研究センターからは、前田、岩淵、山田の３名が参加した。４
日間の研修スケジュールは、次ページの表のとおりである。
　以下、本研修およびその期間中に、PSUのスタッフやワークショップ参加者、センター職員どうし
で論議したおもな点について概括する。なお、帰国後の平成28年12月15日に、「岡山大学高等教育フォー
ラム「ポートランドに学ぶ実践知教育」」として報告会を開催した。（詳細は前述（３章シンポジウム・
報告会など）を参照。）

１．PSU のモットー「知識を以って街に仕えよ」が具現化された CBL
　PSUのスクールモットーは、「Let�Knowledge�Serve�the�City」である。PSUでは、20世紀の後半、
大学の財政危機を契機に、地域に学生を出していくという特色を打ち出すようになる。以降、今日に至っ
て、30～40年の実践が蓄積されている。この間、「地域を以って街に仕えよ」というスクールモットーは、
PSUの地域連携・社会貢献戦略の核となる哲学となっている。

　10- ４　ポートランド州立大学（PSU）のコミュニティベース教授法（CBL）について
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そのうえで、後述する４年生のSenior�Capstoneを頂点とする教養科目群University�Studiesが構築され、
在学中や卒業後に、学生が知識を以って、自律的に街に出られるように、教育システムが運用されてい
る。
　このことは、「美しい学都」をめざすという地域連携・社会貢献の姿を体現する「実践型社会連携教育」
の全学展開と、理念的に共鳴するところが大きいと考えられる。

２．教養科目群「University Studies」を通して培われる実践力
　PSUの要卒単位総数は180であるが、うち専門教育課程（Upper-division）の要卒単位数は72である。
他方で、教養科目群（University�Studies（UNST））の要卒単位数は45である。

　UNSTでは、コミュニケーションや批判的思考、社会的倫理的責任、人々の経験の多様さなどへの理
解を深めることが、学習成果として強調されている。１年生から４年生まで、地域社会の現場で学ぶこ
とを軸にしながら、多様な専攻の学生が集い、学際的な環境で学ぶことが設計されている。
　１年生のFreshmen�Inquiryでは、１年間を通して、コミュニケーションや批判的思考、社会的倫理
的責任、人々の経験の多様さについての導入が行われる。
　２年生のSophomore�Inquiryでは、３年生のUpper-division�Clusterの科目選択を見据えた学問領域
に根差したテーマの導入が行われ、当該Clusterに固有のキー概念や研究課題、研究手法についても導
入がなされる。
　３年生のUpper-division�Clusterでは、１、２年生で培った知識とスキルを動員して、より学際的な
探求が行われる。
　４年生のSenior�Capstoneでは、PSUの教員が開発したCBLに従事する。他の学問領域の学生どうし
でチームを編成し、教室での学びを地域社会が直面する現実世界の課題に適応させ、課題を調査し解決



105

実践型社会連携教育プログラムの取組み 10  

先を開発する。
　PSUのUNSTでは、専攻で学んだ知識を学際的に現実世界の課題に適用する「場」として、Cluster
やCapstoneが設計されている。本学においても、実践型社会連携教育や高年次教養が論議される中で、
示唆が多いと考える。

３．Faculty の一翼を担う高度専門職「Academic Professionals」の存在
　PSUのCBLワークショップを通して、ワークショップそのものの運営においても、実際のCBLのプ
ログラムの設計や運営、維持についても、Academic�Professionals（AP）というFacultyの範疇にある
高度専門職の存在が、きわめて重要な役割を果たしていると感じた。これは、当センターからの参加者
３名だけでなく、日本からの参加者15名が共通して感じた点である。
　たとえば、前述のUNSTでのClusterやCapstoneでは、教場となるコミュニティパートナーとの日常
的な関係性維持はAPが担っている。送り出された学生の状況を把握し、コミュニティパートナーから
のニーズを継続的にくみとり、地域からの厚い信頼も獲得している。日常的なやりとりのなかで、新た
なニーズが発掘されれば、教員にプログラム開発のヒントとして情報提供する。そうした「ブローカー」
的な立ち居振る舞いがPSUのCBLの屋台骨を支えている。
　現在、Capstoneプログラムは、１クオーターあたり55科目が開講されているという。それらは、教
員（科目担当者）だけでなく、APがその運営を支援する。PSU全体では、教員Research�and�
Instructional�Facultyが1,792名に対して、Academic�Professionals�and�Managers:が774名在籍する（PSU
全体の職員数は、学生雇用を含め、6,944名。（AY2016））。こうした厚みのある専門職の存在が、豊か
な教育環境の醸成に役割を発揮している。日本の大学等においては、まだ十分に認知、認識されていな
い教育支援のための専門職が、本学の実践型社会連携教育の展開に合わせて、その必要性と重要性を増
してくることは論をまたないであろう。

　10-５　平成28年度開講の実践型社会連携教育科目の概要（AGORA教員実施分）

■10-５-１　実践型まちづくり論
１．科目概要
科目区分：教養科目（実践知・感性（実践知））／選択１単位
学期・時限・教場：３、４学期／木曜７、８限
担当：山田一隆（地域総合研究センター准教授）

２．開講の動機
　岡山大学では、「実践型社会連携教育」プログラムを全学展開するにあたり、教養科目において「実
践型まちづくり論１/２」を、平成28年度から開講した。
　現在議論されている新しい学習指導要領は、小中学校では平成30年度から、高等学校でも平成31年度
から先行実施される。平成34年度には、新しい学習指導要領に基づいた高等学校教育を受けた生徒が、
大学に進学してくるのである。新しい学習指導要領では、従来の知識習得型の学習構造を大きく見直し、
知識の活用と探求、とりわけ探究活動に力点が置かれるようになる。また、主体的な学び、対話的な学
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び、深い学びの実現が目指される。これは、社会や産業の構造が変化していく中で、定められた手続を
効率的にこなしていくにとどまらず、感性を豊かに働かせながら、どのような未来を創っていくのか、
どのように社会や人生をよりよいものにしていくのかを考え、自分なりに試行錯誤し、新たな価値を生
み出していくことが求められるという認識に基づいている。
　この科目の教育手法として採用しているサービスラーニングは、まさに、知識の活用と探究活動に親
和的である。「高校→大学→社会人」の「移行」過程のなかで、学生たちは、大学入学直後の既有知識
の体系をいったん「学びほぐす」必要がある。卒後に、彼らが主体的学習者として、自ら課題を設定し、
学び続ける素養を培う「練習」の場を、サービスラーニングを通して与えられるのでないか。科目担当
者は、そのような問題意識で試行錯誤の授業づくりをおこなった。

３．実施した授業内容
【授業の概要】
　大学での学びは、机の前に座っての学び方を「デスクワーク」と呼ぶなら、街の動きの中で学ぶ「フィー
ルドワーク」という学び方もある。この科目は、問題群（problems）から個別具体的な課題（issue）
を見極め、見定めることができるよう、世の中への目利きとなることを意図とした科目として展開され
る。したがって、この科目での「まちづくり」とは、狭義の都市計画・建築計画におけるそれにとどま
らず、受講生を含めた生活者の主体的で社会的な営み全般をイメージしている。

【学習目標】
　１.�地域課題や社会課題の現場での実践活動を通して、当事者のニーズとその背景にある本質的な課

題とを見定め、見極めることができる。
　２.見出したニーズと課題に対して、適切な解決策を提示することができる。
　３.�チームで活動することを通して、チームのパフォーマンスを高めるリーダーシップとフォロワー

シップを、臨機応変に適切に発揮することができる。
　４.�チームで活動すること、また、受入先との協働を通して、「自分ではない他の誰か」に思いを致し、

「素の自分」の殻を破って、果たすべき役割を演じる（ロールプレイ）ことができる。

【授業計画】
　第３学期：「実践型まちづくり論１」
　　 1- ２講：導入（現代社会とわたし）
　　 ３- ８講：ツボ（問いと仮説、情報収集、クリティカルシンキング、チームビルディング）
　　 ９-14講：実践（１）（まちづくりの現場で学ぶ）
　　15-16講：まとめ（「問題解決」の先へ）
　第４学期：「実践型まちづくり論２」
　　 1- 2講：導入（現代社会とわたし）
　　 3-12講：実践（２）（まちづくりの現場で学ぶ）
　　13-14講：発信と受容、分かち（プレゼンテーションとディスカッション、日常の再構築）
　　15-16講：まとめ（「問題解決」の先へ）
　第３、４学期に共通する実践活動に関する注記。
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　※�３-４人のグループ単位で、まちづくりの現場や団体・組織、施設において、担い手として、活動
に従事する。

　※活動受け入れ先は、以下の通り。
　　【岡山】大野ダルマガエル保全プロジェクト［環境、マーケティング］
　　【岡山】岡山市子どもセンター［子ども、子育て］
　　【岡山】岡山・ホームレス支援きずな［ホームレス、就労支援］
　※�教室外活動を伴う活動を時間割上の授業時間を振り替えたり、授業外学習時間を活用して実施する

（３学期は６授業時間、４学期は10授業時間に相当する時間数）。
　※�そのため、毎週木曜７、８限の授業を行わない期間があったり、平日夜間、土日休日を含めた「空

きコマ」に、当該活動が不規則に入ることに対応することが求められる。
　※�活動内容と場所は、受講生と受入先との希望やスケジュールを勘案して、開講後の授業時間に決定

する。
　※�受講生と受入先のマッチング後は、活動内容、日程等の微調整は、受講生と受入先との双方のやり

とりでも行いうる。

【授業時間外の学習方法】
　フィールドワークやグループワークを伴う科目であるため、時間割上で割り当てられた教室での講義
等の時間帯だけでなく、教室外活動を伴う活動を時間割上の時間を振り替えたり、授業外学習時間を活
用して主体的に学習することが求められる。

【成績評価】
　教室内活動および教室外活動における参加意欲
　グループ活動のパフォーマンス（学習、活動、プレゼンテーションなど）
　レポート等の提出物における質

【研究活動との関連】
　科目担当者の専門分野は、サービスラーニング、ボランティア学習、地域コーディネート論、まちづ
くり教育、社会教育・生涯学習論である。

【DP 要素との関連割合】
　創造力・想像力【教養】　　　　　 ５%
　論理的思考力・判断力【教養】　　 10%
　幅広い分野への知的関心【教養】　 10%
　情報収集力【情報力】　　　　　　 10%
　情報活用力【情報力】　　　　　　 10%
　情報発信力【情報力】　　　　　　 ５%
　主体的行動力【行動力】　　　　　 25%
　自己実現力【自己実現力】　　　　 25%
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▲大野小学校地域ふれあい祭での
　アンケート調査

▲プレーパークでのチャンバラ大会 ▲活動報告会準備のための
　ミーティング

４．サービスラーニングの理論に基づく学習過程の枠組み

５．学習過程を支える目標設定シート、活動日報

６．授業風景

７．授業前後の態度特性に関する自己評価
　「実践型まちづくり論」の受講を通して、受講生の態度特性は、当事者のニーズから社会の課題を見
定め、自分自身の将来や大学で学ぶことの意義を問い直すことができたであろうか。
　授業前（第３学期第１講）と授業後（第４学期第16講）で、同一の「自己評価シート」（Díaz,�D.,�
Furco,�A.�and�Yamada,�H.�（2000）を修正した西田心平・中根智子（2007）の29項目に、自己主導学習
者self-directed� learnerの３項目を追加した32項目）を用いて、受講生の態度特性変化を観察した。事
後と事前の変化量をグラフに示した。
　その結果、学業への関心（academic）、自己主導学習者（self-directed� learner）を中心に、キャリア
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（career）や市民としての責任（civic�responsibility）に関する項目が、統計的に有意に上昇した。活動
を通して、身近な地域の社会課題への関心が高まり、卒業後の進路や生活、市民としての責任について
考え、これからの大学での学修を意味づけ直し、自律的に取り組む意識が高まったことがうかがえる。

参考文献
Díaz,�D.,�Furco,�A.�and�Yamada,�H.�（2000）�Student�Post-Survey�（Service-Learning）,�http://www.
servicelearning.org/filemanager/download/HEdPostSL_99.pdf（2013年５月15日現在）
西田心平・中根智子（2007）�自己評価シート、未公刊。
山田一隆・尾崎慶太（2013）�「サービスラーニング受講を契機とした大学生の態度特性変化―活動の随
意性に注億して―」『日本福祉教育ボランティア学習学会』22号、77-88頁。



110

実践型社会連携教育プログラムの取組み10  

■10-５-２　実践型教育学習概論
１．科目概要
科目区分：教養科目（実践知・感性（実践知））／選択１単位
学期・時限・教場：１、２学期／木曜７、８限
担当：山田一隆（地域総合研究センター准教授）

２．開講の動機
　岡山大学では、「実践型社会連携教育」プログラムを全学展開するにあたり、教養科目において「実
践型教育/学習概論１」を、平成28年度から開講した。
　学生は、二言目には、「実学的、実践的な授業をやってほしい」という。「学士力」や「社会人基礎力」、

「企業が求める人材像と必要な資質能力」などが唱道されているのか、参加型学習が必要なのか、と言っ
たことは、彼らには感覚的理解はあっても、経済政策や文教政策、科学技術政策のなかでどのように位
置付けられているのかは、ほとんど理解していない。
　大学教員や政策的含意のなかで、「実践的」と呼ばれる学びに込められている意図を理解したうえで、
その後の教養教育や専門教育に臨んでもらうことは、卒後に、彼らが主体的学習者として、自ら課題を
設定し、学び続ける契機を与えることになるのではないか。科目担当者は、そのような問題意識で試行
錯誤の授業づくりをおこなった。

３．実施した授業内容
【授業の概要】
　大学生の学びの場は、キャンパス内にとどまるものではない。社会実践的な体験をとおして得られる
学びは、人間的成長や、専門的知識への関心の喚起など、かけがえのないものである。しかし、そのこ
とは、活動を行っていない者にはなかなか理解しがたい。また、社会的な活動であるために、事前に注
意事項を理解しておく必要がある。そのため、実践型教育/学習へといざなう動機付けとそれに参加す
るための心構えを修得することを本講義の目的とする。

【学習目標】
　以下の３点について、自分のことばで語れるようになること
１.�大学での学習（正課・課外、キャンパス内・外）、研究に対する自身の主体的な動機と意義（「なぜ、

わたしは、大学で学ぶのか」）
２.�大学の社会的役割を理解し、自身の大学での学びと現代社会が抱える課題との関連（「わたしは、

大学での学びを通して、現代社会の課題とどのようにかかわるのか」）
３.�自身の社会的な役割を果たすために、生涯にわたる主体的学習者としての学習課題の設定（「わた

しは、現在および卒業後、社会の一員としての役割を果たすために、現在および卒業後、何を学ば
なければならないのか」）

【授業計画】
　第１講、第２講　導入
　　　　　　　　　オリエンテーション
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　第３講、第４講　実践型教育/学習へのまなざし
　　　　　　　　　参加型学習の必要性／グループワークとその方法
　第５講－第８講　課題を探る
　　　　　　　　　�現場に臨むための３つのデザイン／仮説のデザイン／調査のデザイン／現地活動の

デザイン／社会調査あれこれ
　第9講、第10講　中間まとめ
　第11講－第14講　地域人として生きる
　　　　　　　　　１）岡山市政策局政策企画課主任　流尾正亮さんのお話
　　　　　　　　　２）特定非営利活動法人まちづくり推進機構岡山代表理事　徳田恭子さんのお話
　第15講、第16講　まとめ
　　　　　　　　　「まなびほぐし」ということ

【授業時間外の学習方法】
　グループワークを伴う科目であるため、時間割上で割り当てられた教室での講義等の時間帯だけでな
く、授業外学習時間を活用して主体的に学習することが求められる。
※　実際、毎週の授業のうち、３分の１程度の時間は、２-５名でのグループ作業に充てた。
※　�約半分の授業で、事前学習課題、事後学習課題を指定し、ミニレポートは翌日までに提出すること

とした。

【成績評価】
　参加意欲
　グループ活動のパフォーマンス（学習、活動、プレゼンテーションなど）
　レポート等の提出物における質

【研究活動との関連】
　科目担当者の専門分野は、サービスラーニング、ボランティア学習、地域コーディネート論、まちづ
くり教育、社会教育・生涯学習論である。
　したがって、講義内容は、おもに社会科学の知見を基盤としている。

【DP 要素との関連割合】
　創造力・想像力【教養】　　　　　 ５%
　論理的思考力・判断力【教養】　　 10%
　幅広い分野への知的関心【教養】　 10%
　情報収集力【情報力】　　　　　　 10%
　情報活用力【情報力】　　　　　　 10%
　情報発信力【情報力】　　　　　　 ５%
　主体的行動力【行動力】　　　　　 25%
　自己実現力【自己実現力】　　　　 25%
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▲ミニレポートから得られた
　共起ネットワーク

▲	正統派のKJ法に取り組む受講生
（2016年５月19日）

▲	徳田恭子さんの指導のもと、避難所運営
ゲーム（HUG）に取り組む（2016年５
月26日）

４．受講生の受講前の「実践型学習」のイメージ
　初回の授業で、「現時点での既有知識の限りで、「実践型（の）学
習」とはこういうものだなと思うこと（イメージ）を、根拠を示し
つつ述べよ。」というミニレポートを課した。担当者の意図は、受
講以前の「実践型（の）学習」イメージを記述させておくことで、
受講生自身がこの科目の受講を契機として、イメージ変容を実感す
る「基点」を提供すること、また、多様な学部から受講している教
養科目において、受講生間の多様なイメージ共有を図ること、本学
が目指す「実践型社会連携教育」の含意を紹介する導入とすること、
であった。翌週の授業では、テキストマイニングソフト「KH�
Coder」による解析結果（右図）を示し、受講生が持つイメージに
ついて考察した。

５．授業風景

６．受講生自身が設定した期末レポート論題（抄）

７．授業前後の態度特性に関する自己評価
　「実践型教育/学習概論１」の受講を通して、受講生の態度特性は、単位や卒業のための学修から、
自分自身の将来のために大学で学ぶ意義を見いだす契機をつかんでくれたのだろうか。授業前（第１講）
と授業後（第16講）で、同一の「自己評価シート」（Díaz,�D.,�Furco,�A.�and�Yamada,�H.�（2000）を修正

大学生活におけるモラトリアム

文系学部は本当に縮小すべきなのか
　―主体性を導く実践知と文系学部の役割―

主体的な場としての大学と実践知との相互関係

実践知が我々にもたらすもの

人生を豊かに��~理想の教師を目指して~

人生において、実践知はいかなる役割を果たすか

薬学研究者が持つべき実践知とは

岡山大学在学中に自分はどのように学ぶべきか

地域のために出来ること～コミュニケーション
の重要性～

これまでの大学での学びと今後生涯にわたる学
習の課題

学んだことをどのように社会に生かすべき
か——日本語専攻における実践型学習

日本語学科における実践型教育について

留学生活から学んだ実践知
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した西田心平・中根智子（2007）の29項目に、自己主導学習者（self-directed�learner）の３項目を追加
した32項目）を用いて、受講生の態度特性変化を観察した。事後と事前の変化量をグラフに示した。
　その結果、キャリア（career）や市民としての責任（civic�responsibility）に関する項目が、統計的
に有意に上昇した。これからの大学での学修を単位や卒業のためにとどまらず、卒業後の進路や生活、
市民としての責任に結び付けて考えようとする意識が高まったことがうかがえる。
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▲ワールドカフェの様子（2016年７月14日）

8.　熊本地震の発生を受けた取組み
　平成28年４月14日、16日に熊本地震が発生した。これを受けて、
第２学期の「実践型教育/学習概論２」では、被災地の現状と息の
長い復興に寄り添う取組みへの理解を深めるため、ゲストスピー
カーの講演に充てる「地域人として生きる」の単元において、岡山
市危機管理課、岡山県社会福祉協議会から、それぞれ被災地に赴い
たスタッフを招き、現地の状況や活動内容の報告と、今後求められ
る支援についての理解を深めるワークショップを開催した。また、
同単元に充てた２週分（４校時）は、「公開フォーラム」として、
受講登録者以外の聴講も広く募るべく、フライヤーやSNSを通し
て告知した。

参考文献
Díaz,�D.,�Furco,�A.�and�Yamada,�H.�（2000）�Student�Post-Survey�（Service-Learning）,�http://www.
servicelearning.org/filemanager/download/HEdPostSL_99.pdf（2013年５月15日現在）
西田心平・中根智子（2007）�自己評価シート、未公刊。
山田一隆・尾崎慶太（2013）�「サービスラーニング受講を契機とした大学生の態度特性変化―活動の随
意性に注億して―」『日本福祉教育ボランティア学習学会』22号、77-88頁。

■10-５-３　倉敷市水島から学ぶ地域社会と環境
１．科目概要
　⑴　開講時期・曜日・時限・単位：１･２Qまたがり・木曜日７･８限・２単位
　⑵　履修対象：学部１・２年生／定員30名
　⑶　教員：地域総合研究センター　石丸　香苗
　⑷　非常勤講師：
　　　みずしま財団　藤原　園子・塩飽　敏史
　　　地域総合研究センター　鷹野　郁子
　⑸　協力者・協力企業・協力団体�（敬称略）：



115

実践型社会連携教育プログラムの取組み 10  

　　　石田　正也�（みずしま財団　理事長・弁護士）
　　　佐藤　慶一�（倉敷市�環境リサイクル局�環境政策部　次長）
　　　福留　正治�（元JFE・岡山環境カウンセラー協会　顧問）
　　　古川　明�（元三菱石油・新水マリン株式会社　代表取締役社長）
　　　津田　敏秀�（岡山大学環境生命科学研究科　教授）
　　　倉敷市公害患者と家族の会
　　　水島商店街振興連盟
　　　清正堂�（水島商店街）
　　　タカハシカメラ�（水島商店街）
　　　ランジェリー麻里�（水島商店街）�
　　　黒崎連島漁業協同組合

２．本科目の概要と目的
　本授業では２回のフィールドワークや学外講師による講義とグループワークを通して、「水島」とい
う地域で起こった公害という問題にかかわる「環境」と「地域社会」に焦点を当てた。コンビナートが
出来る前の水島の地域社会、公害の概要とそれが水島に与えた影響、水島の地域住民とは誰を指すのか、
企業はどのような経過で公害を出し、企業人たちはどのような気持ちで、何に取り組んできたのか。そ
して、各々の立場の人たちが公害という環境問題を乗り越えた、水島の地域社会の今と未来の姿はどの
ようなものなのか?�公害患者・企業・行政・地域で生きる人々など、多角的なまなざしから水島の環境
と地域を考え、将来学生が「企業人」そして「地域人」となった時に、それぞれの考え方や行動の源と
なる倫理観と責任感・自分でものごとを見極める批判的思考力を涵養することを目指した。

３．授業実施内容
　３．１　授業のながれ
　　　 �　本授業は下記の流れに沿って行い、多様な立場からの視点に立って問題を捉えることで多面

的な情報の検証、問題の生まれる社会的な仕組についての洞察、社会問題に対する当事者性の
自覚の三点を得られるように構成した。

　　　⑴　水島の公害について基礎的な事実を知る
　　　⑵　現在の水島の暮らしや課題を知り、過去の歴史とのつながりを考える
　　　⑶　企業・行政が公害を経験しどのように環境対策をしているかを学ぶ
　　　⑷　公害患者の方々とお話しし、公害が何をもたらしたかについて考える
　　　⑸　和解を通し、どのような協力関係を結ぶことが良い未来の創造に重要であるかを考える
　　　⑹　将来の企業人・地域人として、このような問題を未然に防ぐため必要な倫理や取組を考える

　３．２　スケジュール
回 中身 着目ポイントと目的 講義担当者

第１回 ガイダンス
水島の地域開発と公害問題

前半はこの授業の目的と流れの説明。
後半は水島の地域開発と公害問題の経
緯を紹介する。

石丸
塩飽氏（みずしま財団）

第２回 公害患者のQOL� 大気汚染公害患者の実情や生活の質
（QOL）について知り、公害が何を人の
生活に及ぼしたかを考える。

藤原氏（みずしま財団）
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▲ヒアリング

▲オープンハウス

▲漁業体験

４．評価方法
　�　テストは行わず学生間や学外講師の方々を評価者に含めた総合

的な評価を行った。オープンハウスでの発表内容に合わせ、振り
返りシートの内容や授業中の発言や質問も重要な評価対象に入れ、
自ら考え、意見交換を経て、意思形成する自律的な姿勢を評価し
た。具体的には下記で構成した。

　　①　�毎回最後のグループワークでの班からの投票　（各回一人
２ポイントが持ち点）

　　②　講師に対する質問や発言　（発言一回につき１ポイント）
　　③　講師らと担当教員による振り返りシートの採点　（評価者３名×３段階評価）

回 中身 着目ポイントと目的 講義担当者
第３・４・５回�フィールドワーク１

現在の人々の暮らしと環境
フィールドワーク。漁業体験やコンビ
ナートそばにある松江の見学を通し地
域の現在などを学ぶ。昼食は漁業体験
で取れた魚でバーベキュー。

黒崎連島漁協
松江地区

第６回� 企業による環境対策１ 企業が現在どんな取組をして水島の環
境保全に配慮しているか、企業人の公
害に対する感情や努力について知る。

福留氏（元川崎製鉄:現
在のJFE）・古川氏（元
三菱石油）

第７・８・9回�フィールドワーク２
公害を経て水島で生きると
いうこと

フィールドワーク。水島商店街の方々
にお話しを聞いたり、患者会の方々と
お話ししすることで、水島で生きる方々
の暮らしに接する。

水島商店街
患者会の方々

第10回 行政による環境対策 倉敷市による、水島の歴史を踏まえた
住民の生活を良くするための取組を知
る。

倉敷市環境政策部

第11回� 和解について 和解に至るまでの過程を学び、倉敷大
気汚染公害訴訟における「和解」とは
何を意味するのかについて考える。

石田弁護士（みずしま財
団）

第12回� 公害が起こる社会の仕組み
の背景

公害はなぜ起こるのか、研究者として
公害にかかわった経験を聞きつつ、公
害が起こる社会の仕組みについて考え
る。

津田先生（環境生命科学
研究科）、鷹野郁子（地
域総合研究センター）

第13回 主体間コミュニケーション 今までの授業の経験を総和し、過去の
過程を経て、和解へ至り、乗り越えた
上に皆で何を作り上げていくかを考え
る。

藤原氏（みずしま財団）

第14回 ロールプレイとオープンハ
ウス（発表会）に向けた準
備

様々な主体の立場を想像して地域の将
来像と課題を議論する。

石丸

第15回 オープンハウス 前回のロールプレイを踏まえて各班で
プレゼンテーションを行う。

石丸
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■10-５-４　地域資源開発実践－水島の環境学習－
１．科目概要
　⑴　開講時期・曜日・時限・単位：３・４Qまたがり・火曜日７･８限・２単位
　⑵　履修対象：全学部全学年／定員15名
　⑶　教員：地域総合研究センター　石丸香苗
　⑷　非常勤講師：
　　　藤原　園子�（みずしま財団）
　　　塩飽　敏史（みずしま財団）
　⑸　協力者・協力企業・協力団体�（敬称略）：
　　　森　久美�（みずしま財団）
　　　梶⾕　浩子�（元�香川大学大学院地域マネジメント研究科）
　　　福留　正治�（元JFE・岡山環境カウンセラー協会　顧問）
　　　太田　小夜子�（倉敷市公害患者と家族の会）
　　　みずしまおかみさん会
　　　水島商店街振興連盟
　　　タカハシカメラ�（水島商店街）
　　　清正堂�（水島商店街）
　　　倉敷市環境学習センター

２．本科目の概要と目的
　本科目は１・２学期開講の科目「倉敷市水島から学ぶ環境と社会」を発展させ、「知る」「考える」か
ら「行動する」へと移行するものである。具体的には「世界一の環境教育のまちみずしま」をスローガ
ンとする水島で、環境教育教材を学生たちの手により開発する。地域資源を活用した教材の検討により
学生の創造性を高めることも重視するが、この活動によって地域の人々をどのようにエンロールし、活
動主体を移してコミュニティ再生に繋げるかを模索する姿勢を得ることを最終目標とした。

３．授業実施内容
　３．１　授業のながれ
　　　 �　前半は水島の環境学習とは、に始まり、環境学習教材の開発・作成に必要な技術や態度を実践・

実習形式を交えた座学で学んだ。後半は学生らの自主活動が中心となり、発案した教材作成の
ための資料収集やフィールドでのヒアリングやインタビュー、教材の作成などを授業時間外に
行い、毎週定期的に進行状況確認や活や教材作成に関するディスカッションと指導を行った。
最終回では、水島にある倉敷市環境学習センターにて教材のお披露目会として「みずしまの環
境学習フェア」を行った。
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▲ヒアリング ▲水島地区のまちあるき

　３．２　スケジュール

４．評価方法
　学期末テストは行わず、全体的な取組姿勢と成果物によって評価を行う。

■10-５-５　子どもの教育と福祉をつなげる支援活動
【基本情報】

回 内容 詳細
第１回 ガイダンス ガイダンス
第２回 水島における環境学習 「環境学習の町みずしま」にふさわしい学習教材を作成できるよ

う水島における環境学習の目標像を正しく理解する。
第３回 フィールドワーク水島を知

る
水島がどのような背景を持つ場所かを理解し、これから実践を行
う対象への理解を深め、本科目の目的が何であるのかを明確化す
る。

第４回 水島における環境学習教材 これまでの水島で開発された環境学習教材について知り、自分た
ちがどんなものを作るかのイメージを膨らませる。

第５回 教材開発に向けたディス
カッション

講義をもとに、展示物のアイデアを出したり、調べものをしたり、
班で何を作成するか検討する。

第６～７回 デザインの仕方１・２ ポスターやパネルのデザインの基礎的なメソッドを学び、テーマ
にそって実際にデザインを作成し、分かりやすい見やすい教材の
デザイン手法を身に付ける。

第８回 映像編集 自分たちでビデオを用いて映像を撮り、撮った映像を、編集ソフ
トを使用してショート・フィルムを作成することで撮影・映像編
集の手法を学ぶ。

第9回 インタビューの仕方 インタビューやヒアリング時の手法を学んだのち、学生同士で模
擬インタビューを行い、それぞれインタビューを基にした記事を
仕上げる。

第10～14回 教材開発に向けたディス
カッション

学生が各自主的な活動によって、水島に赴いてのヒアリングや資
料収集、関係資料の読み込み、教材作成を行う。毎週定例の時間
に参集し、活動の進捗状況報告や教材作成に関するディスカッ
ションと指導を行う。

第15回 発表会 地域の方々へ向けた教材の発表会を行う。

科目区分 学期 単位 実施曜日・時間帯 実施場所

主題科目（現代の課題） 1,2,3,４学期
＋夏季集中

各期１単位（計
５単位）

毎週火／金曜日
19：00-20：30

総社市
総合福祉センター

履修学生内訳（人）
学年 文 教 法 経 理 医 歯 薬 工 環 農 MP 計
１ １ １ ２
２ ２ ２
３
４ １ １
計 １ １ １ ２ ５
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【担当教員および支援体制】
　・主担当教員：地域総合研究センター　前田　芳男�副センター長・准教授
　・協力教員　：教師教育開発センター　近藤　弘行�特任教授
　　　　　　　　全学教育・学生支援機構　中山　芳一�助教
　・地域人（非常勤講師）：総社市社会福祉協議会　石原　寛大�自立相談支援員
　・助手　　　：地域総合研究センター　鷹野　郁子�非常勤研究員

【授業概要】
　本科目は、総社市が実施する生活困窮世帯の中学生向け学習支援教室「ワンステップ」事業に大学生
が参加し、放課後の学習支援や相談援助（進路や人間関係の悩みを聞く）に取り組むことで、地域社会
に潜在する課題を認識し、子どもたちへの教育的支援と福祉的支援との関係性を理解すると共に、自ら
の責任感を醸成し、リーダーとしての資質向上やコミュニケーション能力の向上を図る実践型科目であ
る。開講は平成26年度で、岡山大学大学院法務研究科の西田和弘教授（現在、総社市生活困窮自立支援
協議会委員長を兼任）を中心に、総社市、及び学習支援教室の運営を市から委託されている総社市社会
福祉協議会と地域総合研究センターが共同で企画し、同年度後期に開始した。平成27年度からは通年科
目として実施し、１年間を通じて大学生が中学生の変化を観察できる体制をとっている。履修者の数は
初年度４人、昨年度５人、３年目となる本年度は６人だった。また開講時からずっと、岡山県立大学の
ボランティア学生グループが岡大生と一緒に活動しており、本年度は県立大生27人が参加登録した。

【授業実施内容】
１．実施方法
　ワンステップは毎週火曜日と金曜日の夜間に総社市総合福祉センターで実施され、本科目の受講者は
いずれかの曜日を週１回担当し、中学生への学習指導や生活の悩み相談に応じた。学習指導だけでなく、
家庭以外の居場所を提供することもワンステップ事業の大きな目的である。本年度、総社市内の中学１・
２年生12人が登録し、常時６～８人が参加した。岡大生６人と県立大生27人はローテーションを組み、
毎回岡大生３人、県立大生４人が参加するよう調整した。夏休み中も中断せず、各自が年間通算36回程
度総社に通ったことになる。なお非常勤講師は毎回授業を監督し、担当教員も可能な限り視察と指導に
出向いた。
　ワンステップの実施中は、大学生と中学生が１対１で、または大学生１人が中学生数人の勉強をみた
り話し相手になったりすることで、なるべく同じ大学生が長期間同じ中学生を担当するようにした。勉
強の内容はその都度大学生と中学生が話し合って決めた。中学生が宿題や試験で分からなかったことを
尋ねたり、大学生がその子のために作る問題を解いたりすることが中心となったが、なかなか集中でき
ない子どものために、学習的なゲームを考案するなどの工夫も凝らした。また夏休み中の岡山大学訪問、
年末のクリスマス会など、授業日以外の活動のコーディネートも大学生への課題とした。さらに、学期
ごとに振り返りワークショップを行って、日頃の悩みを話し合ったり情報を共有したりした。その際、
本年度は新たに岡山県下で中学校教育の現場に長年携わってこられた近藤教授を協力教員に迎え、大学
生への指導や助言をお願いした。
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▲岡山大学L-caféを中学生が訪問 ▲振り返りワークショップ

２．年間の活動スケジュールと特記事項
　４月７日（木）～５月31日（火）１学期
　　・４月７日（木）７・８限　授業説明会（岡山大学生を対象）
　　・�５月７日（土）13：00－17：00　オリエンテーション（県立大学と合同）総社市社会福祉協議会

（総社市保健センター）
　　・５月10日（火）／13日（金）第１回ワンステップ
　６月３日（金）～７月29日（金）２学期
　　・�６月25日（土）10：00－12：00　これまでの振り返り。近藤教授を囲んで大学生が日頃の指導上

の悩みを報告し、助言を頂いた。クラスがまとまらない時はどの子が「キーパーソン」になれる
かを見分けるなど、子どもたち一人一人に配慮しながら全体を指導していくための実践的な知恵
を頂いた。（場所：地域総合研究センター）

　８月２日（火）～9月30日（金）夏季集中
　　・夏休み中も毎週の学習支援活動を続けた。
　　・�昨年に引き続き、大学進学に対して具体的なイメージを持ってもらうために、８月５日（金）の

岡山大学オープンキャンパスに中学生を招き、大学生が構内を案内して学生食堂で一緒に昼食を
取った。

　10月４日（火）～11月29日（火）３学期
　　・�11月26日（土）10：00－12：00　これまでの振り返り（場所：総社市総合福祉センター）
　12月２日（金）～２月10日（金）４学期
　　・12月22日（木）クリスマス会（場所：総社市総合福祉センター）
　　・１月21日（土）３学期の振り返り（場所：総社市総合福祉センター）
　　・２月18日（土）10：00－12：00　成果発表会（県立大学と共同）（場所：総社市総合福祉センター）

【成果と課題】
　受講生は活動後、その日担当した中学生に関する「指導記録」（レポート）を担当教員と総社市社協
にメールで送付した。このように中学生の成長を観察・報告させることで、教育機会の喪失と貧困の連
鎖の問題、子どもの心理などについて意識づけを行った。取り組みの成果は一朝一夕には表れないが、
年初、高校進学をあきらめているような言動をしていた中学生が、年度後半になると学習意欲を次第に
高め、進学希望校を口にするようになってきたなど、明らかな変化が見られた。中学生と大学生で適度
な年齢差があることも奏功して、教員や社会人との間では作れない人間関係の中で、中学生も大学生も
共に成長していると言える。
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■10-５-６　支え隊/守り隊
■授業の狙い：子どもの安全・安心を守るための知識と実行力を身につける
　本授業は、「地域と教育」のテーマの下、地域総合研究センターの佐藤大介助教（教育学；2016年４
月転出）が大学院教育学研究科、岡山県と共同で準備した授業案を具体化したものである。県や県警察
本部の防犯啓発活動に参加・協力しながら、大学生が地域の犯罪状況について知り、子どもの危険回避
能力の育成に寄与できるよう安全教室の指導者として必要な知識を身につけ、学校での防犯対策や子ど
もの安全・安心のために自ら提案し、発見した課題の解決に向けて行動できるようになることを目的と
する。１学期を概論、２学期を実践活動とし、原則として両学期の履修を要件とした。予想を大幅に上
回る98人が受講した。（学年内訳：１年生91人、２年生５人、３・４年生各１人）（学部内訳：教育学部
44人、医学部26人、農学部７人、経済学部７人、法学部６人、工学部５人、理学部２人、薬学部１人）

■授業概要　※４月７日（木）は評価対象外の活動で希望者のみ参加。

■実践活動の運営方法
　２学期の実践活動は、受入先の予定に合わせる必要から、授業時間と関わりなく変則的に実施し、授
業時間は教室をグループ作業用に開放して担当教員と授業助手が適宜、指導と事務連絡を行った。なお、
１人が２つの実践活動に参加することを義務づけたが、他の授業があるため参加できない受講生が多数
いたので、県・県警が手配する実践活動（「選択課題」）に加えて、担当教員が課題を設定し自主的に取
り組む実践活動（「規定課題」）を課し、いずれかまたは両方から１人２課題を選択してもらった。また
４月に発生した熊本地震の被災地でのボランティア活動も急遽追加され、地域総合研究センターの山田
一隆准教授が指導・随行に参加した。
　次表のように課題ごとにグループで活動し、成果報告会用資料を作成した。受講者数が多いため、一
つの活動を複数の班に分けて実施しなければならず、最終的に、98人が31班のいずれか２つに所属し、
２つの成果発表に関わることとなった。授業の都合でどうしても１課題にしか参加できなかった学生（６
人）には、発表１つの他に個人研究課題のレポートを課すことで対応した。最終日の成果発表会では、
全ての班がスライド等を使って２時間以内で次々と発表を完了した。地域からは、県、県警察の他、防
犯ボランティア団体の関係者が来場して感想を述べられた。

１学期：支え隊～子どもの安全・安心のために～ ２学期：守り隊～子どもの安全・安心のために～
４月４日 オリエンテーション（各担当者から説明） ６月６日 オリエンテーション、規定課題のチーム作り
４/７（木）※ 07：30-08：00岡山駅前で街頭啓発活動加（県警） ６月13日 教室では自主的なグループ活動
４月11日 岡山県における犯罪状況と防犯・安全対策（県警） ６月20日 教室では自主的なグループ活動
４月18日 学校における事件・事故発生と安全管理（宮本教授）６月27日 実践活動の中間振り返り（教室での指導）
４月25日 安全教室指導者養成講座①：安全マップ概論（県） ７月４日 教室では自主的なグループ活動
５月２日 安全教室指導者養成講座②：安全マップ作り（県） ７月11日 発表資料作り（教室での指導）
５月9日 シミュレーション学習（AV実習室使用）（県） ７月25日 発表資料作り仕上げ、発表準備（教室）
５月16日 ワークショップ（実践活動に向けて）（前田） ７/29（金） 学習成果報告会（教室）
５月23日 学校における犯罪事例を知る（宮本教授）
【授業日】月曜日７時限・８時限（16：20-17：20/17：30-18：30）【単位数】各期１単位
【評価対象】出席状況（授業感想文）＋２つの実践活動（成果発表会用資料＋個人レポート）＋最終個人レポート
【担当教員】宮本香代子（岡山大学大学院教育学研究科教授）
　　　　　　前田芳男（地域総合研究センター副センター長・准教授）
【非常勤講師】木下史子・梅形勝恵（岡山県県民生活部くらし安全安心課）
　　　　　　　杉田理佳（岡山県警察本部生活安全部生活安全企画課課長補佐・警部）
【授業助手】鷹野郁子（地域総合研究センター非常勤研究員）
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■実践活動（選択課題）の内容と班分け状況

■実践活動（規定課題）の内容と班分け状況

班 活動 日時 場所 指導 人数

１ 防犯ボランティア体験①
ボランティア団体「防犯ガーディアン」に体験入団 ６/18（土）夜 市内繁華街 県警 9人

２ 防犯ボランティア体験②同上 ６/20（月）夜 市内繁華街 県警 ８人
３ 防犯ボランティア体験③同上 ６/25（土）夜 市内繁華街 県警 ５人

４ 特殊詐欺被害防止キャンペーン「ロックの日」
高性能鍵の普及啓発（会場設営、チラシ配り等） ６/9（木）午前 アリオ倉敷 県警 ６人

５
特殊詐欺被害防止キャンペーン「年金支給日」
スーパーマーケットでの啓発活動で会場設営、ポン菓子配
布、等

６/14（火）午前 リョービプラッツ雄町店 県警 14人

６ 特殊詐欺被害防止キャンペーン「信金の日」
信用金庫ATM周辺でのチラシ配り、声掛け等 ６/15（水）午前 おかやま信金 県警 ６人

７
祖父母に向けたキッズレター作戦
保育園児が祖父母に特殊詐欺被害防止を呼び掛ける塗り絵
を作成する際の補助

６/27（月）午前 学南保育園 県警 ５人

８ 倉敷市立霞丘小学校安全シミュレーション学習
小学生向けの、パソコンを使った安全指導 ６/20（月）午後 倉敷市霞丘小学校 岡山県 １人

9 「おぎゃっと21」土曜班
親子向けイベントのブースで模型を使い安全マップを解説 ６/25（土）午前・午後 コンベックス岡山 岡山県 ７人

10 「おぎゃっと21」日曜班
同上 ６/26（日）午前・午後 コンベックス岡山 岡山県 ８人

11 岡山市立加茂小学校親子参観日での安全教育
パネル等を使い安全について１年生児童に教える。 ６/30（木）午後 岡山市立加茂小学校 岡山県 ４人

12 横井小学校子供会地域安全マップづくり
子どもたちと歩き、安全マップの作成や発表の指導をする。７/24（日）午前 北区津島公会堂 岡山県 11人

13 熊本農業復興ボランティア（熊本県西原村被災地）
熊本県西原村被災地でのボランティア活動。

６/４（土）-５（日）
７/２（土）-３（日） 熊本県西原村 前田

山田 9人

14 玉野後閑小学校土曜学校マップづくり
小学生の安全マップづくり支援。 ６/11（土）午前 玉野市立後閑小学校 岡山県 １人

15
「日ようび子ども大学」
山陽学園大学渋⾕教授のご指導で、イベントの親子連れ参
加者に、①危ない場所の見分け方、②ユニバーサルデザイ
ン、について指導する。

６/５（日）午前 岡山県生涯学習センター 山陽学園
大学 ５人

16 鹿田小学校登校時の見守り
小学校登校時の見守り活動への参加。 ７/６（水）早朝 岡山市立鹿田小学校周辺 県警 ２人

班 活動 指導 人数
17 津島小学校区の安全マップづくり①（小学校通学路を歩いて危険個所を地図に記す。） 前田 ６人
18 津島小学校区の安全マップづくり②（同上） 前田 ６人
19 津島小学校区の安全マップづくり③（同上） 前田 ５人
20 「子どもの森」の安全マップづくり①

（津島小学校区にある児童公園を歩いて危険個所を地図で示す。）
前田 ６人

21 「子どもの森」の安全マップづくり②（同上） 前田 ６人
22 「子どもの森」の安全マップづくり③（同上） 前田 ５人
23 「子どもの森」の安全マップづくり④（同上） 前田 ５人
24 特殊詐欺被害防止に係る企画立案①（県警作成のデータと資料を使い、自分たちが防犯ボランティア団

体だと仮定して、可能な取り組みを企画書として作成する。）
県警、前田 ５人

25 特殊詐欺被害防止に係る企画立案②（同上） 県警、前田 ５人
26 特殊詐欺被害防止に係る企画立案③（同上） 県警、前田 ４人
27 特殊詐欺被害防止に係る企画立案④（同上） 県警、前田 ５人
28 特殊詐欺被害防止に係る企画立案⑤（同上） 県警、前田 ５人
29 規範意識向上に係る企画立案①

（県警作成の啓発資料を参考に、自分たちが少年健全育成に携わるボランティア団体だと仮定して、「大
人の規範意識向上」に係る可能な取組を企画書として作成する。）

県警、前田 ５人

30 規範意識向上に係る企画立案②（同上） 県警、前田 ５人
31 規範意識向上に係る企画立案③（同上） 県警、前田 ６人
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▲安全マップ作りの基本を教わる ▲親子参観日での防犯指導（加茂小学校）▲	防犯ボランティア団体「岡山ガーディア
ンズ」への入団体験

■個人研究課題（実践活動に１つしか参加できなかった人向けの２つめの課題）

■評価と課題
　受講者からは、学校の安全管理や地域防犯の知識が身につき、グループワークで実践的な経験ができ
たと評価する声が多かった一方で、主体的に調べて解決案を発表してもその場限りで何もフィードバッ
クがない、という不満も聞かれた。将来、学校の運営に携わる教育学部の学生には、特に有意義だった
ようだが、その他の学部の学生も興味を持って取り組んだ人が多く、「実験室に閉じこもる生活なので
貴重な体験になった」（理学部生）などの声も聞かれた。

■10-５-７　大学とまちづくり-NPO等との連携を通じて-
実施時期：平成28年度（2016年）夏期集中
担当教員：�荒木�秀治（岡山大学地域総合研究センター特別准教授（実践型社会連携教育プログラム）・

国家公務員）

　平成26年度から実施している本講義科目では、大学の成り立ちや現代的な役割・機能、課題等を学ん
だ上で、NPO・市民コミュニティ財団等の非営利組織との連携・協働を中心とした社会との互恵性の
構築を意識した大学のまちづくりへの関わり方を考えていくことを目的として実施している。�
　平成28年度は、地域で新しい資金循環を生み出し地域の課題解決を市民の力で実現していく「市民コ
ミュニティ財団」の活動を軸として、これからのまちづくりを学ぶことを意識して展開した。授業では、
岡山で実際にまちづくり活動を行っているNPO・市民コミュニティ財団関係者等の方とのインタラク
ティブな講義に加え、実際にNPO・市民コミュニティ財団等の活動へ参加し、受講生は、教員とともに、
まちに出かけ、社会での現場体験を通じて実践知について学ぶことができた。�
＜非常勤講師＞
　河上直美（NPO法人タブララサ�理事長�他）
　石原達也（NPO法人岡山NPOセンター副代表理事�他）
　武田悠佑（満月BAR代表�他）
　柏原拓史（NPO法人だつぴ代表�他）
　石田篤史（公益財団法人みんなでつくる財団おかやま代表理事�他）

課題 指導 人数
リスク管理に関わる３つの言葉――①CAPプログラム、②ヒヤリ・ハット（ハインリヒの法則）、③HACCPーー
のどれか１つについて意味を調べてレポートを提出する。レポートは地域総合研究センターが取りまとめ、小冊
子の形で受講生全員に参考資料として配布する。

前田 ６人
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▲ガイダンス ▲石田尚昭研究員による西川案内▲ワークショップ

■授業スケジュール

履修者数：13人（男子７人、女子６人）
学部内訳：教育学部３人、法学部１人、経済学部５人、理学部１人、工学部２人、環境理工学部１人

■授業の成果
　本カリキュラムが目指した方向性を概ね達成できたものと想定される。
　受講生は、講義と前半・後半の実践活動を通じて社会・地域が抱える様々な矛盾を認識し、「大学生
が自主的に民間非営利組織に携わることは多くあるが、大学自体が民間非営利組織と連携することは少
ない。民間非営利組織と大学が連携し、社会貢献とは何か、働くとは何かを実際に体験できる授業を通
して若い世代に教えていくことで、問題解決につながると考える」、「今回の授業を通じて一番感じたの
は、自分が大学１回生、もう少し言えば高校時代にこのような授業に出会っていれば人生が変わったか
もしれないという事だった」という感想を述べるとともに学ぶということについての向き合い方や大学
と社会との関係性について考え、これからの学びへの向き合い方の変化が出てきている。

■10-５-８　創造的討論技術を学ぶ
　３学期：創造的討論技術を学ぶ－スペシャル、４学期：創造的討論技術を学ぶ－デラックスとして、
１学期完結の授業を行った。受講生は18人ずつであった。
　授業は60分を２コマ連続で行い（木曜日7,８限）、前半で様々な討論手法や発想法を講義し、後半で
学んだ討論技術を使って討論するワークショップ形式をとった。両学期とも、岡山大学においてファー
マーズマーケットを開催するための提案づくりを大きなテーマとしたが、全く異なる討論方法や調査手
法を教えた。
　成果発表会では、徳島大学フューチャーセンターの吉田敦也教授、玉野市職員でUNOICHIマルシェ

回/日にち 内容

１～６回
８月６日（土）

ガイダンス～大学の成り立ちと役割、課題とサービスラーニングの考え方/自らのキャリアデザインとNPO
のかたちについてかんがえる（だっぴ）/市民コミュニティ財団についてかんがえる（NPO・市民コミュニティ
財団）

７～13回
８月７日（日）

西川のまちづくりの事例をみる
１.（NPOタブラ・ラサ）/西川のまちづくりの事例をみる
２.（NPOタブラ・ラサ、有機生活マーケットいち）/西川のまちづくりの事例をみる
３.（満月BAR）/実践活動（西川歩き）、西川のまちづくりの歴史を学ぶ

14～19回
８月19日（金）

社会的投資について学ぶ、お金・金融について学ぶ/ボランティアコーディネートについて学ぶ/実践活動（み
んなでつくる財団おかやま）

20～23回
８月20日（土）

実践活動（満月BAR）

24～30回
9月18日（日）

リフレクション/実践活動（有機生活マーケットいち）/実践活動（助成制度設計や協働についての検討）/オー
プンハウス
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▲授業の様子

▲成果発表会のプレセン資料（学生作）

▲徳島大学	吉田敦也先生▲PSU西芝雅美先生

実行委員長の小倉理史氏、岡大周辺で菜園をしている八川明子氏においでいただいた。また、ポートラ
ンド州立大学パブリック・サービスセンター長の西芝雅美先生にも授業参観していただいた。

■10-５-９　フィールド調査の基礎を学ぶ
　２学期と夏季集中講義を通して、表町にある遊休土地への商業施設の提案を課題として、受講生７人
が、通行量調査、聞き取り調査、アンケート調査、駐輪台数調査などを行い、その結果を基に施設基本
構想を作成した。
　授業の実施にあたっては、表町中之町、上之町商店街組合のご協力を得たほか、岡山商工会議所副会
頭古市大蔵氏には、発表会の場所の提供などのご協力を頂いた。また、日東パーキング代表取締役東範
浩氏（課題の土地オーナー）には、敷地の見学や事業計画の考え方等のレクチャーを頂いた。服飾デザー
ナーであり、当該商業施設計画のプロデューサーでもあるGRIGIO代表内野高雄氏には、マーケティン
グやデザインについてのレクチャーを頂いた。発表会には、表町おかみさん会の経営者らの参加も得た。
�
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▲学生の提案

▲敷地の視察の様子 ▲発表会の様子（於：表町スタイル）▲内野高雄氏のレクチャー

■10-５-10　実践コミュニケーション論
　工学部と経済学部が共同で開講する、３、４学期またがりの実践型科目である。両学部から抽選され
た計40名の学生をA、B２クラスに分け（両学部の混成）、それぞれに企業への提案の課題を与え、様々
なコミュニケーション手法を学びながら、企画提案を行った。Aクラスは、（株）ストライプインター
ナショナル様への提案で、テーマは「お客様の心に高揚感を生み出すような新しいライフスタイル（衣
食住）事業を提案する」であった。Ｂクラスは、倉敷化工（株）様への提案で、テーマは ｢防振ゴムの
技術を使った新商品の提案｣ で、地域総合研究センターの前田芳男副センター長が、工学部の講師陣の
一人として担当した。
　Ｂクラスは、経済学部生13人、工学部生７人が受講、３学期に様々な討論手法や発想法を学び、４学
期の最初に倉敷化工（株）本社工場の見学をしたのち、４チーム（経済学部、工学部混成）に分かれて
提案づくりに取り組んだ。工場見学では、岡田学社長様をはじめ、役員や技術者の方々約20名が、企業
概要から技術や製品に至るまで、たいへん詳しく説明していただいた。最終発表会では、同社の藤井徹
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▲倉敷化工（株）本社工場見学

開発部長、原田一誠技術研究所長、山陽新聞社から岡山一郎編集委
員室長、岡山情報文化研究所から神田將志上席研究員をゲスト審査
員としてお迎えした。学生からは「ドローン×防振ゴム」、「ハイヒー
ル×防振ゴム」、「ゆらゆらベビーカー」、「防振ゴム×自転車」、「防
音耳栓」などの企画案が出され、いずれも企業や社会への貢献を念
頭に置いた優れた提案であると評価された。
�

■10-５-11　現代ブラジルの社会と環境
１．科目概要
　⑴　開講時期・曜日・時限・単位：３・４学期またがり・木曜日７･８限・２単位
　⑵　履修対象：学部１・２年生／定員15名
　⑶　教員：地域総合研究センター准教授　石丸香苗、大学院社会文化科学研究科准教授　中東靖恵
　⑷　協力者・協力団体（敬称略）：
　　　　総社市人権・まちづくり課　国際・交流推進係
　　　　ブラジル料理レストラン　レストランチ　サボロザ（倉敷市）

２．本科目の概要と目的
　本科目では、現代ブラジルにおける多様性や社会におけるその表現型、環境問題や社会問題が生まれ
る背景やプロセスを学ぶことで、ブラジルという国を通して共通するシステムを見出し、自らの社会や
環境について汎用化して考えられる力をつけることを目的とした。
　また、日本の中のブラジルや諸外国という私たちの社会の中の多様性を見つめることによって、文化
との「違い」を認識するとともに、どこからその違いが生まれるのか、その違いをどう捉え、考えるの
かについて意見形成をしてもらった。

３．授業実施内容
　３．１　授業のながれ
　　　 �　本授業の石丸香苗准教授担当分は、講義前に当日の講義内容に関係する20分間の小テストを

行い、講義を聞いたのちに振り返りシートを記入して、講義前に自分がテストで述べた意見と
講義後の考え方の差異を見つめる流れで行った。最終の二回は課題となったブラジル料理につ
いて、講義を踏まえて料理や食材にどのような歴史・環境・文化的な背景があるかを調べて発
表を行った。また、毎回10分間のポルトガル語会話を行い、最終回にはブラジル料理店オーナー
にポルトガル語で自己紹介を行った。

　　　 �　中東靖恵准教授の担当分では、日系ブラジル人の歴史の講義と、総社市に在住する外国人の
日本語学習教室への参加を通して、地域に暮らす外国人について考えた。
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▲日本語教室にて ▲研究発表

　３．２　スケジュール

４．評価方法
　学期末テストは行わず、石丸香苗准教授担当分は毎回の小テストと振り返りシートの内容を評価した。
小テストでは正解・不正解による採点ではなく、その着目点と判断理由として論理的な思考プロセスを
踏んでいるかどうかを重視した。また、最終発表会では、学生同士による相互評価を採点に加えた。中
東靖恵准教授担当分は、レポートによって行った。評価は出席点10%、石丸准教授60%、中東准教授
30%で配点した。

■10-５-12　地域活性化システム実践論
１．科目概要
　⑴　開講時期・単位：３学期集中・１単位
　⑵　履修対象：全学部全学年／定員25名
　⑶　教員：地域総合研究センター准教授　石丸香苗
　⑷　協力者・協力団体（敬称略）：
　　　　植月家�（津山市阿波）
　　　　寺坂　悦子�（津山市阿波）
　　　　冨倉　健次�（津山市阿波）�
　　　　大塚　昭典�（津山市阿波）�
　　　　大塚　賢一�（津山市阿波）�
　　　　佐々木　操�（津山市阿波）
　　　　あば村運営協議会
　　　　あばグリーン公社
　　　　⾕口江利香�（津山市地域おこし協力隊）　

回 内容 担当
１回目 ガイダンスとブラジルの歴史概論� 石丸・中東
２回目 多様な人種と地方色� 石丸
３回目 ブラジルの格差 石丸
４回目 ブラジルに渡った日本人たち 中東・石丸
５回目 フィールドワーク　（総社市日本語教室）※土曜日 中東・石丸
６回目 日本の中の異文化社会 中東・石丸
７回目 ブラジルの教育と流儀 石丸
８回目 ブラジルの様々な開発 石丸
9回目 アマゾンの自然と人と農業 石丸
10回目 次回研究発表に向けた資料収集・作成 石丸
11回目 次回研究発表に向けた資料収集・作成 石丸
12回目 フィールドワークと研究発表（倉敷市ブラジル料理店）※土曜日 石丸
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２．本科目の概要と目的
　本科目は、農学部で開講されてきた地域活性化システム論に連動して、実際に活性化に取り組む一つ
の地域に赴き、現地での経験や地域の方々との対話を通して実践の場での学びを得る、講義+フィール
ドワーク型の集中講義として開講した。今年のフィールドワークは「小さな循環と地域の持続性」をテー
マに、津山市への合併10年目に、村の機能を取り戻そうと「あば村宣言」を行った旧阿波村を一泊二日
で訪れ、阿波地区の取組と暮らしから農林業や生活文化をとおして地域活性化について学んだ。
　「地域活性化」とはどのようなものか。「誰がまたは何が」「どう活性化」することか。地域・地方が
元気である、ということはどういう姿であることか。また、都市化・グローバル化の中で、エネルギー
や物の流れは移動距離が増し、地域の行政単位は大きくなる中で、地方の生活や資源や環境にどのよう
な変化をもたらしたか。について観察し、学生・地域の方・教員との自由な議論の中で、自分の考えや
意見を形成することを目的とした。

３．授業実施内容
　３．１　授業のながれ
　　　 �　本科目は、ガイダンス・農学部公開シンポジウム「農学的視点からの地方創生・活性化への

挑戦」・フィールドワークへの聴講と参加から成り立っている。

　３．２　農学部公開シンポジウム概要
　　　 �　第15回岡山大学農学部公開シンポジウム／平成28年度公開学術講演会
　　　 �　日　時：平成28年10月８日（土）13：00～17：10
　　　 �　会　場：岡山大学　創立五十周年記念館「金光ホール」
　　　 �　テーマ：「農学的視点からの地方創生・活性化への挑戦」
　　　 �　特別講演：「地方創生における農林水産業活性化の意義」
　　　 �　　　　　　あべ俊子氏（衆議院議員）
　　　 �　講演講師：田井奈津美氏（新見市農林振興課主任）
　　　　　　　 　　中村昌孝氏（赤磐市役所　産業振興部　政策監）
　　　　　　　 　　中野龍平氏（岡山大学大学院環境生命科学研究科准教授）
　　　　　　　 　　石井洋平氏（NPO法人かさおか島づくり海社（笠岡市）事務局長）
　　　　　　　 　　河崎弥生氏（岡山県農林水産総合センター森林研究所副所長）
　　　　　　　 　　眞山滋志氏（吉備国際大学学長）
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▲地域の人とのワークショップ ▲発表する留学生▲地域の人とのひととき

　３．３　フィールドワークのスケジュールと概要
日 場所 内容

一日目 公共交通機関による各自
移動

各自、自分で調べた公共交通にて移動。昼食は集合ま
でに済ませる。

あば温泉前 集合 集合後、公民館でガイダンス。
阿波公民館 阿波地区の概要（小椋運

営協議会会長）
木の駅プロジェクト�（皆
木事務局長）
地域おこし協力隊の活動�

（⾕口氏）

あば村宣言をするに至った経緯や、地区の94%を占め
る森林を再生可能エネルギーとして活用する「木の駅
プロジェクト」、地域おこし協力隊の活動など、色々
なプロジェクト等の全体像を紹介していただきます。

あば温泉 入浴 あば温泉で入浴。※別途500円。
阿波公民館 交流会の準備

地域の方々との交流会
地域の方々と一緒に交流会の準備。
地域の方々の地産食材を使ったお料理を食べながらの
交流会を行い、阿波で暮らすことについて地域の方々
とのお話しを通して理解します。また、阿波で採れた
ヒメノモチ米で餅つきをして、食料に関する循環を考
えます。

森林公園キャン
プ場

移動 移動・就寝。バンガロー内にも入浴設備有り

二日目 人工渓流ロッジ 朝食づくり・朝食 阿波産の米・薪・羽釜で炊いたご飯と、岡山県のお味
噌で作ったお味噌汁で、野外で朝食をいただきます。

キャンプ場 ロッジ片づけ・荷物用意
あば地区内 テーマ別訪問（別記参照）興味によって５つのテーマに分かれて地区のキーパー

ソンを訪問してお話し、村の持続を可能にする鍵につ
いて考えてもらいます。地区内はマイクロバスと徒歩
で移動します。

阿波公民館 阿波の郷土史（あば交流
館西山氏）

阿波は古くから地域資源を利用して豊かな暮らしをし
てきました。郷土史や風土をお聞きし、昔の資源利用
の姿を考えます。

阿波公民館 昼食 お弁当作りボランティアの方々お手製のおこわ弁当を
頂きます。

阿波公民館 グループワーク
発表会

違うテーマを訪問した人同士で経験をシェアし、各自
が阿波のどんな点に地域活性化の鍵を感じたかを、地
域の方々を交えた発表会で発表します。（次項の詳細
を参照。）

岡山大学へ移動 マイクロバスにて帰校。19時辺りに岡山大学にて解散
予定。
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　３．４　２日目グループワークのスケジュール

　３．５　あば地区内地図

４．評価方法
　「地方における人と資源の持続可能性」について、シンポジウムで興味を持ったことやフィールドワー
クでの経験に基づいて、1000字から1500字程度でレポートを作成した。採点は、出席点50点の上に、論
理的整合性を15点、シンポジウムおよびフィールドワークで得られた知見を反映しているか15点、独自
の意見形成過程を経ているかを15点、リファレンス等の客観的情報判断がなされているかを５点の満点
として算出した。

15分 個人でのまとめ 「あばで感じた地域活性化とこれまでの地域活性化のイメージとの違い」
や「あばの何からそれを感じたか」について、フィールドワークで経験し
たことから各人が考え、A４用紙に記入してください。

30分 テーマ別の体験のシェア A４用紙に各自がまとめたことを基に、異なるテーマ別訪問に行った人た
ちの間で、どのような事柄を見聞きして、どのような事に気が付いたか・
感じたかをシェアします。

１時間 グループワーク 各班で議論し、「あばで見つけた中山間地域が自律的に機能するための鍵」
について、どのような点から見つけたかも含め、模造紙にまとめてください。

15分 休憩
１時間30分 発表 地域の方を含め、班ごとの発表と個人の発表をしてもらいます。また、講

師や地域の方々からの講評ももらいます。
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■10-５-13　多職種連携と地域包括ケアのワークショップ
Ⅰ　科目概要
　⑴　開講時期・曜日・時限　３･４学期・特別
　　　事前講義、一泊二日の合宿、市民講座（半日）、まとめの講義
　⑵　単位　　　　　　　　　２単位
　⑶　領域　　　　　　　　　医療
　⑷　履修対象　　　　　　　学部１・２年生／定員25名
　⑸　教員
　　　　大学院医歯薬学総合研究科　教授　浜田淳（主担）
　　　　地域総合研究センター　助教　山川路代（コーディネーター）
　　　　大学院社会文化科学研究科　教授　岸田研作
　　　　大学院保健学研究科　教授　西田真寿美
　⑹　非常勤講師
　　　　川崎医療福祉大学医療福祉学部　准教授　竹中麻由美
　　　　笠岡市健康医療課　主任　保健師　西江雅子
　⑺　地域人　　NPO法人かさおか島づくり海社
　⑻　実習先　　笠岡市、笠岡市北木島

Ⅱ　授業の概要
　⑴　授業の目的
　　�　岡山県内の市町村に、多様な専門分野からなる学生と教職員が一泊二日で合宿し、地域の方々と

ともに、地域の医療・介護の問題、まちづくり（地域包括ケア）の問題について議論する。効率的
に議論を進めるための手法として、ワークショップを用い、市全体及び地域の問題に対する解決策
を見つける。一連の授業のまとめとして、市民公開講座を行い、知識をもとに現場経験を振り返る
場を設ける。

　⑵　学習目標
　　�　本授業では、市全体及び地域の問題、まちづくりの問題を理解し、話合い、解決方策を見つける

ことを目指す。学生は、地域に赴き、現場の問題に直接触れることによって、通常の講義形式の授
業では得られない実践的な問題解決能力を身につける。また、他学の学生や教職員、地域の方々と
の交流を通じて、自分以外の専門領域の人の考えを尊重しながら議論する力を身に付ける。

Ⅲ　参加状況
　・履修者数　15名（男子9名、女子６名）
　　�学部内訳　経済学部５名、医学部４名、法学部２名、教育学部１名、グローバル・パートナーズ（留

学生）３名
　・川崎医療福祉大学の参加学生６名（男子３名、女子３名）
　　学部内訳　医療福祉学科３名、作業療法学専攻３名
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▲市民講座ワークショップの様子

Ⅳ　授業実施内容

Ⅴ　評価
　合宿への出席とレポート、市民講座への出席とレポートによって評価した。レポートとして、学生は
合宿及び市民講座後の所感をA４用紙１枚程度にまとめて提出した。
　評価のポイントとしては、講義、合宿及び市民講座のワークショップに主体的に参加したかどうか、
合宿及び市民講座のワークショップに関するレポートの内容（この授業を経験して自分がどのように感
じ、考え、変化したかなど）を総合的に勘案して評価した。

■10-５-14　介護予防の科学
Ⅰ　科目概要
　⑴　開講時期・曜日・時限　３･４学期・木曜日・７･８限
　⑵　単位　　　　　　　　　各１単位
　⑶　領域　　　　　　　　　医療
　⑷　履修対象　　　　　　　学部１・２年生／定員20名
　⑸　教員　　　　　　　　　地域総合研究センター　助教　山川路代
　⑹　非常勤講師　　　　　　社会福祉法人岡山市社会福祉協議会　主事　藤村息吹
　⑺　実習先（地域）
　　　　いきいきサロン島ちゃん（北区西島田）
　　　　サロンこーじん（中区旭東）
　　　　ほっとひといきいきいきサロン（南区築港新町）

回 内容
１ 事前講義：オリエンテーション、フィールドワークの技法
２～12 笠岡市北木島での合宿

・担当者による地域包括ケアの現状説明と意見交換
・�地域実習（フィールドワーク）（島の人たちの暮らしや介護施設の見学、施設職員や地域の方々へのインタ

ビュー）
・NPO担当者による医療・介護を含めた、島の生活における問題説明と意見交換
・問題に対する具体的な解決策を検討するためのワークショップ
・グループ発表と意見交換
・合宿のまとめ

13～14 笠岡市民講座（研修会）
・地域医療・介護行政、介護福祉に関する講演とそれを踏まえたワークショップ

15 まとめ
・合宿と市民講座を踏まえた、授業を終えた所感の発表と意見交換
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Ⅱ　授業概要
　⑴　授業の目的
　　�　講義・演習・地域訪問（フィールドワーク）を行い、高齢者の介護とそれに対する地域の取り組

みを理解し、現場（地域）から介護予防における課題を抽出し、それに対する解決策を検討する。
　⑵　学習目標
　　�　履修要件として、介護予防の科学１・２とも受講できるものとし、介護予防のために、高齢者や

高齢者の住まう地域に何が必要か、それに対して社会全体としてどんな支援が必要か、自分は何が
できるか、地域・個人の課題を抽出し、課題から解決策を導き出す力を身に付けることを目標とす
る。

Ⅲ　履修状況
　履修者数　15名（男子６名、女子9名）
　学部内訳　経済学部４名、環境理工学部４名、医学部３名、教育学部１名、理学部１名、薬学部１名、
　工学部１名

Ⅳ　授業実施内容
　⑴　スケジュール

　⑵　実習内容
　　�　実習１回目では、各サロンで行われている活動に参加し、施設や高齢者の特徴を知ること、高齢

者と一緒に活動を体験し、サロンの代表者へインタビューを行い、サロンの概要について調査した。
実習２回目では、地域の課題や課題解決の方策を考えるために、サロンを利用する高齢者にインタ
ビューを行った。

　⑶　報告会（オープンハウス）
　　�　サロン関係者を迎え、学生がグループごとに実習の結果報告を行った。次に学生が提案した地域

の課題とそれに対する解決策について、地域の方々と意見交換した後、地域の方々の意見をふまえ
て修正した結果を発表した。

回 内容
介護予防の科学１
１ オリエンテーション
２ 講義：介護予防がなぜ大切か
３ 講義：高齢者の障害を理解する
４ 講義・演習：認知症サポーター養成講座
５ 講義：仮説の立て方、演習：調査計画の立案
６ 講義：高齢者サロン事業に関する話題提供と質疑（岡山市社会福祉協議会・藤村）
７・８ 地域実習（１）：サロンの見学と代表者へのインタビュー
介護予防の科学２
１ オリエンテーション、講義・演習：地域実習（１）のまとめとワークショップ
２ 演習：結果の発表
３ 講義・演習：インタビュー練習、調査計画の立案
４・５ 地域実習（２）：サロン参加者へのインタビューの実施
６ 講義：介護予防事業に関する論文の輪読
７ 演習：調査結果のまとめ
８ 報告会（オープンハウス）
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▲サロンでの活動

Ⅴ　評価
　実習への出席は必須とし、講義への出席とレポート、報告会での
発表により評価した。レポートは、実習先の状況、参加者のニーズ
を知るために聞き取ったこと、それらに対する自分の考え、その地
域の現時点あるいは将来的な課題、課題解決のために必要なことが
明記されているかを評価のポイントとした。
�

　

■10-５-15　地域高齢者と介護
Ⅰ　科目概要
　⑴　開講時期・曜日・時限　　１･２学期またがり・木曜日７･８限
　⑵　単位　　　　　　　　　　２単位
　⑶　領域　　　　　　　　　　医療
　⑷　履修対象　　　　　　　　学部１・２年生／定員20名
　⑸　教員　　　　　　　　　　大学院医歯薬学総合研究科　教授　浜田淳
　　　　　　　　　　　　　　　地域総合研究センター　助教　山川路代
　⑹　非常勤講師　　　　　　　岡山市保健福祉局保健福祉企画総務課　主任　松岡克郎
　　　　　　　　　　　　　　　医療法人佐藤医院　介護福祉士、ケアマネージャー　圓山典洋
　⑺　地域人　　　　　　　　　医療法人佐藤医院　医院長・医師　佐藤涼介
　⑻　実習先　　　　　　　　　医療法人佐藤医院デイケア・デイサービスセンター

Ⅱ　授業の概要
　⑴　授業の目的
　　�　本授業の目的は、行政職員や介護従事者との議論、介護現場の体験を通じて、高齢者介護分野に

明るい人材（職業人・地域人）を育成することである。高齢者にとっては、学生の訪問や学生が企
画した活動が、精神・心理的に良い刺激となることから、身体及び精神機能の活発化だけでなく、
生活の質（QOL）の向上にもつながる。また、学生の新鮮な発想や疑問は、介護従事者の学習意
欲や意識を向上させるとともに、より質の高いサービスの提供につながるものと期待される。

　⑵　学習目標
　　�　本授業では、介護をテーマに取り上げる。地域の通所施設での介護実習を通じて、地域高齢者の

介護問題を理解し、地域で出来るだけ長く自立した生活を送るために役立つサービスの具体的な企
画を立案し、実践する。

Ⅲ　履修状況
　履修者数　６名（男子２名、女子４名）
　学部内訳　教育学部１名、医学部３名、法学部２名
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▲実習の様子

Ⅳ　授業実施内容
　⑴　授業スケジュール

　⑵　実習内容
　　�　実習１回目では、通所サービス（デイケア、デイサービス）の利用者の特性、並びに全体的な活

動の流れを知ることを目的とした。入浴介助（着替え）、リハビリ、看護、施設での活動をローテー
ションで体験した。実習２回目では、１回目の実習をもとに、グループごとになるべく多くの人が
参加でき、できるだけ心身の健康の維持・増進につながるような活動（体操などレクリエーション
及び脳トレの２種類）を企画し、実践した。

　⑶　報告会（オープンハウス）
　　�　岡山市の松岡氏、佐藤医院の圓山氏にご参加いただき、まず若者の家族介護の実態を描いたビデ

オを鑑賞し、どんな問題が起こっているか、将来どんな問題が起こると考えられるかについて、松
岡、圓山両氏を交えてグループに分かれて意見交換した。その上で、自助、互助、共助、公助の観
点で何があって何が足りないのか、問題を解決するためには何が必要かをグループで議論し、発表
した。

Ⅴ　評価
　実習の出席は必須とした。評価は授業態度とレポート課題による。レポート課題として、学生は２つ
の観点でレポートをまとめて提出した。１つ目は、１回目の感想文（介護についての自分の考え）を読
んで、今の自分の考えと比べて違う点など気付いたことを述べる、
２つ目は、介護者に対してどのような支援が必要かについて文献を
参照しながら自分の考えを述べるというものだった。
　評価のポイントとしては、講義に主体的に参加しているかどうか、
実習に真摯に取り組んでいるかどうか、レポートの内容を総合的に
勘案して評価した。
�

　

回 内容
１ オリエンテーション、講義：介護とはどういうものか
２ 講義：岡山市の医療・介護の現状把握（岡山市・松岡）
３ 講義：医療・介護とまちづくり
４ ワークショップ（１）：岡山市の医療・介護の問題をどう解決するか？
５ 講義：高齢者通所（介護・リハビリ）施設の紹介と地域高齢者のニーズ（佐藤医院・圓山氏）、実習説明
６～８ 地域実習（１）：介護実習（佐藤医院デイケア・デイサービスセンター）
9 講義：高齢者を対象とした体操・脳トレプログラムの企画立案、実習説明
10～12 地域実習（２）：企画したプログラムの実践
13 講義・演習：認知症サポーター養成講座
14 ワークショップ（２）：高齢者介護の現場で感じたこと
15 ワークショップ（３）・オープンハウス：介護についての総括的な議論（浜田、山川、松岡氏、圓山氏）
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■10-５-16　実践旅行医学
Ⅰ　科目概要
　⑴　開講時期・曜日・時限　　　夏季集中
　⑵　単位　　　　　　　　　　　１単位
　⑶　領域　　　　　　　　　　　医療
　⑷　履修対象　　　　　　　　　学部１・２年生／定員25名
　⑸　教員　　　　　　　　　　　大学院環境生命科学研究科　教授　津田敏秀（主担）
　　　　　　　　　　　　　　　　地域総合研究センター　助教　山川路代
　　　　　　　　　　　　　　　　大学院環境生命科学研究科　助教　時信亜希子
　　　　　　　　　　　　　　　　大学院環境生命科学研究科　助教　宮野由美子
　⑹　非常勤講師　　　　　　　　今年度は任用なし（旅行会社との連携を検討中）
　⑺　実習先　　　　　　　　　　岡山市内のアジア料理レストラン
　　　　　　　　　　　　　　　　トルカリ（北区鹿田）、ボンゴ（北区富田町）
　　　　　　　　　　　　　　　　ミレンガ（北区野田屋町）、スワドゥ（北区駅前町）
　⑻　特記事項　　　　　　　　　�４学期に開講される「海外に出る・海外に暮らす―旅行医学入門」

とセット

Ⅱ　授業概要
　⑴　授業の目的
　　�　本授業は、「海外に出る・海外に暮らす―旅行医学入門」と併せて、海外旅行を夢見る若者に、

旅行の準備、旅行先での行動や健康管理、旅行後のケア、並びにそれらの情報の収集方法、バック
パッカーとしての心得を教えることである。

　⑵　学習目標
　　�　開発途上国を中心に海外旅行を計画している旅行者として、渡航時の疾病や事故が発生するリス

クなどの定量的情報の読み方と、リスクを低減させるための対策を知る。予防接種、渡航先の気候、
社会情勢、地域的疾病などの情報をインターネット等で入手し、情報を活用して、最低限必要な対
策を自分で講じることができるようになることを目標とする。

Ⅲ　履修状況
　履修者数　26名（男子13名、女子13名）
　学部内訳　経済学部７名、工学部６名、医学部４名、理学部４名、法学部２名、農学部１名、文学部
１名、環境理工学部１名
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▲実習先

Ⅳ　授業実施内容
　⑴　スケジュール

　⑵　実習内容
　　�　アジア料理レストランに行って食事のレポートをすることとした。食事の楽しみは、旅行を計画

する上で重要なポイントである。そこで、その国に旅行を計画している人に、食事の味だけでなく、
食習慣や衛生状況なども含めて、その国の食事が具体的に想起できるようにレポートすることを目
標とした。

　⑶　発表
　　�　グループ毎に実習先の食事について発表し、話し言葉、発表態度、発表のポイントの伝達という

３カテゴリー・10項目について評価した。評価については、今年度は授業を担当した学内の教員が
行った。

Ⅴ　評価
　講義への出席とレポート、報告会での発表により総合的に評価し
た。発表会では、各グループの発表について教員及び発表グループ
以外のグループが評価を行った。レポートは、実習先の食事が属す
る国について、国別の食事や衛生上の注意点について文献等で調べ
るという課題を課した。

■10-５-17　海外に出る・海外に暮らす―旅行医学入門
Ⅰ　科目概要
　⑴　開講時期・曜日・時限　　　４学期・月曜・５･６限
　⑵　単位　　　　　　　　　　　１単位
　⑶　領域　　　　　　　　　　　医療

回 内容
１ 講義：出発してから現地到着まで（移動中）―空港で、飛行機内で注意すべきこと
２ 講義：現地に到着してから（旅先）―宿・レストラン・観光地の探し方
３ 講義：旅行者に頻繁におこる疾病（旅行者下痢症）
４ 各論：ヨーロッパ哲学紀行―哲学的な見方を取り入れて旅する
５ 各論：ヘルスツーリズム―インド伝統医療アーユルヴェーダの紹介
６ 実習：海外の食事を味わう（インド、東南アジアなど）
７ 演習：途上国の食事のまとめ
８ 発表会、まとめ
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　⑷　履修対象　　　　　　　　　学部１・２年生／定員100名
　⑸　教員　　　　　　　　　　　地域総合研究センター　助教　山川路代（主担）
　　　　　　　　　　　　　　　　大学院環境生命科学研究科　教授　津田敏秀
　　　　　　　　　　　　　　　　地域総合研究センター　准教授　石丸香苗
　　　　　　　　　　　　　　　　大学院環境生命科学研究科　助教　時信亜希子
　⑹　非常勤講師　　　　　　　　地域総合研究センター　職員（主査）　内藤賢一郎
　　　　　　　　　　　　　　　　農業（自営）　小林勉
　　　　　　　　　　　　　　　　�独立行政法人国際協力機構（JICA）中国国際センター　国際協力

推進員　横山明子
　⑺　特記事項　　　　　　　　　夏期集中で開講される「実践旅行医学」とセット

Ⅱ　授業概要
　⑴　授業の目的
　　�　本授業は、「実践旅行医学」と併せて、海外旅行を夢見る若者に、旅行の準備、旅行先での行動

や健康管理、旅行後のケア、並びにそれらの情報の収集方法、バックパッカーとしての心得を教え
ることである。

　⑵　学習目標
　　�　開発途上国を中心に海外旅行を計画している旅行者として、渡航時の疾病や事故が発生するリス

クなどの定量的情報の読み方と、リスクを低減させるための対策を知る。予防接種、渡航先の気候、
社会情勢、地域的疾病などの情報をインターネット等で入手し、情報を活用して、最低限必要な対
策を自分で講じることができるようになることを目標とする。

Ⅲ　履修状況
　履修者数　102名
　学部内訳　文学部9名、教育学部３名、法学部25名、経済学部10名、医・歯・薬学部34名、工学部５
名、MPコース２名、グローバル・パートナーズ14名
　＊本授業の履修生が来年度２学期に開講される「実践旅行医学」を受講できる。

Ⅳ　授業実施内容

Ⅴ　評価
　講義への出席とミニレポート（各回10点）、最終レポート（30点）で評価する。

回 内容
１ オリエンテーション、旅行医学の紹介
２ 渡航先の健康や安全情報を読む
３ インドで伝統医学を勉強する、大学職員としてインドに駐在する
４ タイに保健医療の研究のために留学する
５ 熱帯林を研究する（ブラジル・ペルー・インドネシア）
６ 途上国で農業の支援をする（ラオス・ザンビア）
７ JICA日本人ボランティア・専門家を海外に派遣する、JICA専門家としてタンザニアに駐在する
８ まとめ
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■10-５-18　国際インターンシップとCo-op in Okayama
１．国際インターンシップ
　本科目はカナダ国ブリティッシュコロンビア大学（以下、「UBC」と略す）のコーオプ教育プログラ
ムの１つ「Co-op� in�Okayama」と同時開催していることが特長である。本科目の学習目標は、日本の
木材生産とその利用の技術および課題を学び、その過程で日本の森林利用についての歴史と思想を感得
し、森林資源の持続的利用に向けた行動規範を修得することである。また、UBCの学生との共同作業
で得られる海外の森林と林業についての知見と日本の現状を比較し、日本の森林、林業の特性をグロー
バル的な視点から学び、このようにして修得した「実践知」をその後の大学での学習に反映させて、よ
り積極的な履修計画の策定に結びつけることである。
　UBCの学生が３か月間の岡山県滞在期間中に複数の企業で実践学習を行う間、岡山大学の学生はそ
れぞれ２～４週間UBC学生とともに就業しながら、日本の林学研究と企業活動について、座学と現場
実践を組み合わせて学ぶ。

２．UBC のコーオプ教育プログラム「Co-op in Okayama」
　UBCの学生は林学、林産学を専門としており、カナダ国内外でコーオプ教育プログラムに参加して
いる。彼らは企業活動に対してある程度の知識があるので、それを元に日本の森林、林業、林産業の特
徴、日本企業の活動内容、姿勢、考え方を学び、カナダでの学習、あるいは将来の活動にフィードバッ
クして生かすことが期待される。同時に、カナダとの違いを通じて日本文化を体得することも期待され
る。本プログラムは日本で実施するため、日本語、日本文化、日本の森林と林業に関する学習を大学が
担当する。

３．スケジュール
　国際インターンシップは、５月から６月に募集と選考を行い、履修する学生を決定した。その後、８
月１日から５日間の事前教育を行い、就業目的の明確化や林業、林産業企業での就業に必要と思われる
基本的な知識を教授した。9月３日には来日したUBCの学生との顔合わせを行った。
　Co-op�in�Okayamaでは、あらかじめUBCと岡山大学の間で合意した内容に基づき、求人票を提出した。
３月から４月に募集と選考を行い、採用する学生を決定した。その後、岡山大学への受入手続きや査証
取得を経て、9月２日に学生が岡山に到着した。9月３日にはガイダンスならびに岡山大学の国際イン
ターンシップに参加する学生との顔合わせを行った。導入教育は9月上旬の２日間と10月上旬に分けて
行った。9月には日本文化、生活様式、基本的な日本語に関する講義を行った。10月には日本文化、日
本の林業に関する講義を行った。
　両プログラムの学生は共に就業した。就業内容は各企業、機関が発案し、林業教育コンソーシアムが
合意した（資料１）。各企業、機関は学生の就業状況を大学に報告するとともに、就業最終日に報告会
を実施し、評価を行った。その間、岡山大学のスタッフは１週間間隔で企業に赴き、就業状況、課題、
要望などについて話し合いを持ち、企業ごとの報告会にも参加した。各企業、機関はそれらを元に学生
を評価し、大学に報告した。11月末には最終報告会を実施した。

４．受け入れ企業、機関
　学生の就業体験を実施するにあたっては、県内の林業、林産業企業と岡山大学とで、林業とその関連
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分野に係る包括連携協定を平成26年７月締結し、次世代の人材育成に連携、協力するための「林業教育
コンソーシアム」を設置することとした。岡山大学環境生命科学研究科はUBC林学部と部局間学術交
流協定を締結し、教員、学生の研究、教育交流の基本的枠組みを構築した。
　林業とその関連分野に係る包括連携協定と、岡山大学とUBCとの間の部局間学術交流協定を元に、
UBCの学生受け入れと、岡山大学の学生とUBCの学生の就業体験を実施することが可能となった。受
け入れ体制を資料２に模式的に示す。
�

５．プログラム運営
　岡山大学の運営費交付金（グローバル実践型教育）、国際交流基金、受け入れ企業、機関からの寄付
金により運営した。なお、国際インターンシップに参加する学生は宿泊費と交通費を実費負担するもの
とし、実践型教育科目（国際インターンシップ）の企画と教育および学生と企業、大学の橋渡しをする
プログラムの運営管理は、地域総合研究センターが担当した。事前教育、導入教育、事後教育には、岡

資料１　就業内容

資料２　受け入れ体制
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山大学の学部、研究科、グローバル・パートナーズ、国際交流オフィス、地域総合研究センターをはじ
めとする岡山大学の教員ならびに学外の専門家の協力を得た。また、地域総合研究センターの職員が実
務面をサポートした。

６．教育効果
　国際インターンシップの受講者に対して、事前（事前学習終了時）と就業中、事後（就業体験終了時）
に同一の調査票「自己評価シート」に基づいて態度特性に対する自己評価を行わせた。図１は、32項目
における受講生の事前と事後の平均の変化量である。32項目のうち、２項目について有意差がみられた。

（10%水準で事前と事後に有意差がある項目を黄色で示した。）
　「24.�私は将来進みたいと思う進路に向けて現在準備している。」が５%水準で事後が低く、「10.�私は、
自分が住んでいる地域が今どんな課題を抱えているのか具体的に知っている。」が10%水準で事後が高
くなった。前者は、就業体験を通して、自分の進路についてこれまで以上に真摯に向き合うようになっ
たことで、準備不足を感じるようになったことが表れているものと考えられる。後者は、事前学習や就
業体験を通して、地場産業が抱える課題についての理解が深まったと考えられる。

図１　態度特性に対する自己評価
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▲作業をするUBC学生

▲原田謙介氏による授業

▲インターンシップ先での報告会

▲間伐作業をする岡大生

▲岡山駅前での啓発活動

■10-５-19　デモクラティックラーニング（主権者教育への取り組み）
　岩淵泰助教は、岡山市明るい選挙推進協議会の会長を務めており、
岡山市選挙管理委員会や岡山市内のNPOと連携した実践的な講義
を展開している。
　選挙の投票年齢が、18歳以上に引き下げられた中、今年度は参議
院選、岡山県知事選があり、本取り組みでは若者の政治参画に対す
る意識の醸成をした。
　また、教養教育の科目において、NPO法人Youth�Createの原田
謙介代表と共に、隔週の講義を通年で行った。その中で、岡山市と
協働によるシンポジウムを開催、倉敷中央高校での出前授業、岡山
市市議会議員との意見交換会など特色のある講義を行った。
　18歳選挙への関心が高まる中で、岡山県知事選挙、岡山県議会議
員補欠選挙において岡山県選挙管理委員会は、岡山大学内に期日前
投票所を設置した。本学の教職員や学生だけではなく、北区の有権者も投票を行った。大学が主権者教
育を底上げすることで、岡山全体の民主主義を活性化することが求められている。

�
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■10-５-20　まちづくりと地域経済 －若者が見た小豆島お遍路－
１．科目概要
　実施時期：２学期�金曜１限、２限�
　単位数：１単位
　担当教員：地域総合研究センター　岩淵　泰　助教

２．授業の概要
　観光と経済の側面からまちづくりを学ぶ。本授業では、両備グループの若手職員と共に企業が狙うま
ちづくりの意味を検討する。具体的には、小豆島のお遍路を取り上げ、一泊二日のフィールドワークを
行う。企業や地域の人々と対話をするため、単位取得という意味だけではなく、社会人として厳しい態
度が望まれることもある。

３．学習目標
　受講生は、大学生の立場から企業人とまちづくり戦略を考える。どうすれば地域活性化が可能なのか、
柔軟でユニークな提案を構想する。住みやすいまちづくりの条件を考える。�

４．授業構成
　４．１　スケジュール
　１.地域産業とまちづくりを学ぶ（大林慈空さん）
　２.企業がまちづくりに関わる意味を学ぶ（両備わっしょい　清水さん）
　３.フィールドワーク
　　・観光資源の発掘とPR戦略を立てる
　　・お遍路構想など行政や観光協会から課題を整理する
　　・どうすれば注目される観光が売り出されるかを提示する。
　４.企業インターンシップ（発表会）
　※�授業で得られた知見を学内、学外で成果報告をし、かつ、積極的な学生に対しては両備グループか

らインターンシップ修了証を発行することも可能である。
　４．２　フィールドワークの行程

６月25日（土） ７：30　岡山大学出発
８：30～9：40　新岡山港→土庄港
9：50　オーキドホテル
10：00～　松林寺（68番）～長勝寺（70番）、笠ヶ滝（山岳霊場）～竜湖寺（72番）
＜徒歩移動＞★参加者は各自準備
14：00～15：00　瀧湖寺�霊場協会・宮田会長にご挨拶
＜車２台に別れて移動＞
16：00～17：00　オーキドホテル�小豆島観光協会・石床事務局長にご挨拶
18：00　夕飯：各自オーキドホテルにて
19：00　オーキドホテル�明王寺・東口住職にお話をお伺いする

６月26日（日） 朝食：オーキドホテル
9：30～10：30　オリーブ園�永井専務（新風会会長）にご挨拶
11：00～11：30　ヤマロク醤油�醤油蔵見学
11：45～　　　　昼食：なかぶ庵にて　　★各自負担
13：00～14：00　碁石山�大林住職にご挨拶※護摩焚き
15：30～16：40　土庄港→新岡山港
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▲お遍路を体験する学生

▲大林慈空さんの講義 ▲両備本社でのプレゼン

�

　本科目は、両備グループから企業・大学・学生が共同した交流を通じて瀬戸内海の観光ＰＲが可能か
否かについて問い合わせがあったことが背景にある。
　授業の目的は、小豆島お遍路の参加者が減少する中で、お遍路は、信仰、観光、文化、地域経済のど
のような視点から捉えられるのか、また、仏教界、団体、市民、観光客は、お遍路にどのような思いを
抱いているのかを学生達が整理することである。
　一泊二日の小豆島合宿では、全ての意見を抽出することは不可能であるが、学生は、各団体の意見を
持ち帰り、プレゼンシートを作成することを授業の目標に置いた。
　一方、両備グループは、お遍路への若者の巻込みに関心があり、大学の講義に参加することで観光資
源の開拓も意図していた。
　企業・大学・学生による新しい試みであり、実践的な活動を授業に取り入れた講座を通じて、学生達
がお遍路に触れ、また訪れたくなる小豆島に貢献すること、すなわち、まちづくりに対する意識を醸成
することを期待する。

■10-５-21　 ティーチング・アワード受賞科目「現代コミュニティと地域経済」（平成27年度
開講）

　9月１日、岡山大学創立五十周年記念館を会場に、“第19回桃太郎フォーラム”「共育力」を高める～
教員・学生・職員による三者協働型の教育に向けて～（H28年度岡山大学教職員研修）が開催された。
　岡山大学ティーチング・アワード表彰と受賞者プレゼンテーションでは、岡山大学ティーチング・ア
ワード表彰選考委員会委員長の佐々木健二教授が司会をつとめ、地域総合研究センターでは、センター
長の三村聡センター長が、先進教育賞社会連携・社会実践教育分野で岡山大学ティーチング・アワード
を受賞した。授業科目名は「現代コミュニティと地域経済」、許�南浩（ほう�なんほ）理事（教育担当）・
副学長から表彰状と副賞（研究費10万円）が授与された。
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▲授与式 ▲ティーチング・アワード受賞者

■三村聡センター長の授業内容の要諦
　岡山大学がめざす、実践型授業の試行版として位置づけ、授業の
基本形は、「スーパーグローバル大学創成事業」で目指す、「グロー
バル実践知修得と社会との互恵性保持」の考え方を基礎として、「準
備学習」、「現場実践」、「振り返り」という３段階で進め、大学（異
分野）、地域（異社会）、国際（異文化）の３要素を構成する授業を
目指した。
　フィールドワークは岡山駅西口の奉還町商店街及びイオンモール
岡山とし、実際に岡山県内の自治体やNPO、経済界や地域団体と
共に活動する学生の紹介等を行い、気づき、動機付けを支援すると
いう授業スタイルを取り入れた。
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▲会場の様子

▲収録現場

【三村聡】
学　会　日本計画行政学会中国支部大会
日　時　平成28年４月23日
会　場　広島大学東千田キャンパス
報告者　岡山大学三村聡
テーマ　岡山大学の地方創生活動

学　会　コミュニティ政策学会第15回全国大会
日　時　平成28年７月３日
会　場　江戸川大学
報告者　岡山大学三村聡
テーマ　�地方創生と大学の果たすべき役割－「おかやま地域発展協

議体」の設立－

学　会　人を大切にする経営学会第３回全国大会
日　時　平成28年８月27日・28日
会　場　駒沢大学深沢キャンパス
司　会　中小企業家同友会全国協議会松井清充専務幹事
討論者　岡山大学三村聡
テーマ　�第４分科会「障碍者活躍現場におけるアーキテクチャと身

体知移転プロセス」産業技術大学院大学亀井省吾氏、「中
小企業への障害者雇用促進の重要性と推進方法」東京海上
日動システムズ（株）瀧川敬善氏など５報告

�
学　会　日本計画行政学会第39回全国大会
日　時　平成28年9月9日・10日
会　場　関西学院大学
テーマ　「多様性ある地域のかたち」（Diversity�in�Planning�and�Public�Management）
パネル展示　岡山大学における『地域と大学の協働による環境教育の取組』

学　会　人を大切にする経営学会
日　時　平成29年２月２日
会　場　事務局（東京九段）
テーマ　�「地方創生と企業経営」としてインターネットＴＶにて録

画収録、講演
　　　　岡山大学の取組みを紹介

　11- １　学会・学術活動
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【前田芳男】
学　会　日本消費者教育学会九州支部研究報告会
日　時　平成28年６月４日
会　場　福岡ガーデンパレス
報告者　岡山大学前田芳男
テーマ　大学教育を通した消費者市民の育成

学　会　日本消費者教育学会九州支部研究報告会
日　時　平成28年６月４日
会　場　福岡ガーデンパレス
報告者　岡山大学前田芳男
テーマ　地方消費者行政における協働的な生活困難者支援のプログラム開発の研究
�　　　　（第１報�高知・大阪調査）

学　会　日本消費者教育学会大会
日　時　平成28年10月２日
会　場　横浜国立大学
報告者　岡山大学前田芳男
テーマ　大学教育を通した消費者市民の育成

学　会　日本消費者教育学会大会
日　時　平成28年10月２日
会　場　横浜国立大学
報告者　岡山大学前田芳男（ポスター発表）
テーマ　地方消費者行政における協働的な生活困難者支援のプログラム開発の研究
　　　　（第１報�高知・大阪調査）

学　会　日本協同教育学会大会
日　時　平成28年11月５日
会　場　三重大学
報告者　岡山大学前田芳男（ワークショップ）
テーマ　アクティブラーニングの効果を高めるチームの作り方

学　会　日本都市計画学会中国四国支部研究会
日　時　平成28年10月15日
会　場　西川アゴラ
報告者　岡山大学前田芳男
テーマ　都市型公園の活用を探る－岡山市西川緑道公園まちづくり－
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【山田一隆】
催事名　福井県大学連携プロジェクト　第７回FD合宿研修会
日　時　平成28年9月１日
会　場　福井工業大学
報告者　岡山大学山田一隆
テーマ　現場、社会で学ぶ「実践知」　あり方、やり方、測り方

催事名　第19回桃太郎フォーラム　第３分科会「アクティブ・ラーニングを支える学習環境デザイン」
日　時　平成28年9月１日
会　場　岡山大学一般教育棟ほか
報告者　植田真由さん（文学部１年生）
テーマ　いま、なぜ、アクティブ・ラーニングか？
　　　　（山田が担当する科目の受講経験から、学生自身の学びと成長について報告）

催事名　岡山県社会福祉協議会　平成28年度岡山県災害救援専門ボランティア研修会
日　時　平成28年9月27日
会　場　岡山国際交流センター
報告者　�木村有希さん（農学部１年生）、橋本敦子さん（農学部１年生）、中藤寛人さん（経済学部１年

生）、岡山大学山田一隆
テーマ　熊本地震における西原村での支援活動ついて

催事名　ゆうあいセンター研究会
日　時　平成28年12月15日
会　場　マルゴカフェ石関町店
報告者　岡山大学山田一隆
テーマ　福祉教育・ボランティア学習の視点からみたポートランド

催事名　立命館大学ボランティア・サービスラーニング公開研究会
日　時　平成29年２月４日
会　場　立命館大阪梅田キャンパス
報告者　岡山大学山田一隆
テーマ　地域貢献と地方創生：グローバル化の中でのローカリズムへの視点

催事名　岡山大学高等教育フォーラム「現場から学ぶチカラ」
日　時　平成29年３月15日
会　場　岡山大学国際交流会館
報告者　�植田真由さん（文学部１年生）
テーマ　実践型社会連携教育から得たもの
　　　　（山田が担当する科目の受講経験から、学生自身の学びと成長について報告）
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【吉川　賢】
催事名　第４回コーオプ教育研究会
日　時　2016年３月21日～23日　３日間
会　場　京都産業大学
目　的　学習科学におけるPBLのデザインと評価等についての講演を聴き、討論を行った。

催事名　カナダ留学フェアー2016秋
日　時　2016年11月３日
会　場　カナダ大使館
目　的　�カナダ大使館の留学支援の取り組み方や、カナダの大学の入学案内の方法、カナダ国の留学制

度などを視察した。

催事名　Co-op�Presentation�Night
日　時　2017年１月24日～28日　５日間
場　所　ブリティッシュコロンビア大学（カナダ国）
目　的　�コーオプ教育の本年度の報告会に参加し、本年度岡山大学が受け入れたJohn�Vieira君、

Cristina�Lamさんおよび昨年度受け入れたHugh�Grady君の報告を聞いた。さらにCo-op教育
の連携促進のために人文学部コーオプ教育プログラムJulie�Walchli主任、人文学部副学部長
Sunaina�Assanand博士、工学部コーオププログラムJenny�Reilly主任、同根本優子助手、林産
学コーオププログラムSimon�Ellis准教授と面談した。

用　務　Co-op教育の連携強化
日　時　2017年３月８日～17日　10日間
場　所　ブリティッシュコロンビア大学（カナダ国）
出席者　（本学）荒木勝理事、吉川賢特任教授、吉川幸実践型教育プランナー、真田明主査
目　的　�学生交流協定の締結を行うとともに、本学でのコーオプ教育の推進のために林学部の林産学科

と林学科のコーオプ教育プログラム事務室を訪問し、さらに人文学部でコーオプ教育プログラ
ムJulie�Walchli主任と面談したうえで、コーオプ学生を受け入れている企業を訪問した。

用　務　本学のコーオプ教育の拡大について協議・視察
日　時　2017年３月27日～４月５日　10日間
場　所　ブリティッシュコロンビア大学（カナダ国）
出席者　（本学）環境理工学部長、工学部副学部長、吉川賢特任教授
目　的　�UBC林学部林学科と応用学部工学科のコーオプ教育プログラム事務室を訪問した。さらにそ

れぞれの受け入れ企業を訪問した。またそれぞれの研究に関連の深い研究室を訪問し、今後の
学生交流と研究協力について協議した。
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▲出演者

【テレビ】  
平成28年４月19日 RNC（西日本放送） News�Every「おかやま地域発展協議体設立式」
平成28年４月19日 RSK（山陽放送） イブニングニュース「おかやま地域発展協議体設立式」
平成28年５月８日 TSC（テレビせとうち） 倉敷の未来を考える
　　収録：４月25日
　　場所：倉敷美観地区「平翠軒」
　　出演：�伊東香織倉敷市長、倉敷青年会議所細川昌章理事長、岡

山大学三村聡センター長
　　内容：�倉敷美観地区を中心とした観光振興策や賑わいづくり、

Wi-Fi整備はじめＧ７教育大臣会合をきっかけにしたイ
ンバウンド策、児島や鷲羽山など他のエリアを含め倉敷
市の総合的な賑わい作り、倉敷駅の鉄道高架化について、
高梁川流域をつなぐ中枢拠点都市圏構想の展開

平成28年５月11日 NHK もぎたて「熊本地震被災を受けて」（前田芳男副センター
長）

平成28年７月27日 Oniチャンネル �若者が政治参画するまち　岡山を目指して　つながる協
働ひろば　（岩淵泰助教）

平成28年12月５日 OHK（岡山放送） �みんなのニュース「イオンモール岡山２周年の成果」コ
メント（三村聡センター長）

平成29年２月８日 NHK �もぎたて「民間運営の高梁市図書館」図書館の運営取り
組みについてコメント（三村聡センター長）

平成29年２月28日 RSK（山陽放送） �イブニングニュース「イトーヨーカドー岡山店閉店」コ
メント（三村聡センター長）

【新聞】　※は資料編を参照
平成28年４月６日 山陽新聞 �県都に活力創出を　都市活性化フォーラム　講演やパネ

ル討議
平成28年４月８日 山陽新聞 �若者と政治　参画盛り上げ出発点に　岡山大で実践型授

業開始
平成28年４月８日 山陽新聞 地域で子ども守ろう　岡山駅　大学生ら啓発活動
平成28年４月12日 山陽新聞 「回遊効果出つつある」　岡山市の15年度商店街等調査
平成28年４月14日 中国新聞 留学生に町並み紹介　矢掛の子ども連合　発足３年目
平成28年４月14日 中国新聞 イオンモール岡山出店　商店街へ人の流れ発生
平成28年４月19日 山陽新聞 滴一滴　熊本地震を受けて（前田芳男副センター長）
平成28年４月20日 山陽新聞※ �地域発展協議体が発足　県内の産学官　活性化向け情報

共有

　11- ２　マスコミ報道
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平成28年４月21日 山陽新聞 岡山大構内で募金　おかやまバトン　メンバーら活動
平成28年４月30日 山陽新聞 �おかやま都市活性化フォーラム　新たな活力を生み出せ
平成28年５月８日 山陽新聞 山陽新聞を読んで（前田芳男副センター長「滴一滴」を

受けて）
平成28年５月17日 産経新聞 �産官学民が連携　力ひとつに　「おかやま地域発展協議

体」設立
平成28年５月20日 山陽新聞※ �東北支援息長く　学生ボランティア「おかやまバトン」

結成５年
平成28年５月22日 朝日新聞 被災地との絆　これからも　学生団体　子らとの交流報告
平成28年５月22日 毎日新聞 支える心　縁つなぐ　被災地交流５年で報告
平成28年５月24日 山陽新聞 �東 日 本 被 災 地 支 援 を 展 開　13団 体 に 基 金 分 配　

DONATIONとKCM
平成28年５月28日 山陽新聞 岡山市ヘルスケア産業連携協議会設立
平成28年５月31日 山陽新聞 若者の政治参画ワークショップ
平成28年６月５日 朝日新聞 若者も選挙へ　50人知恵絞る　岡山大でイベント
平成28年６月14日 日本農業新聞 営農再建へ　農ボラ欠かせぬ存在
平成28年６月18日 新潟日報 話かご　新潟日報「サテライトキャンパスサミット」
平成28年６月19日 山陽新聞 社説　18歳選挙権施行　地域課題に目を向けよう
平成28年６月20日 山陽新聞 矢掛で岡山大留学生ら　特産市見学や農業体験
平成28年６月26日 山陽新聞 18歳選挙権　岡山大が集会　候補の訴え　学生ら不満
平成28年６月26日 山陽新聞※ 西川公園で市民参加のまちづくり（岩淵泰助教）
平成28年６月26日 山陽新聞 若者向け政策期待（岩淵泰助教）
平成28年６月28日 読売新聞 さぎ　きをつけて　北区の園児が塗り絵
平成28年６月30日 山陽新聞 座談会　次代に繋がる岡山の創造　スポーツ核に
平成28年７月１日 読売新聞 参院選2016　識者に聞く　市民の役割　共に考えて
平成28年７月15日 山陽新聞 �市民アイデア募り試行　市が来春予定「西川歩行者天国」

社会実験
平成28年８月21日 山陽新聞 �地方創生　方⾕に学ぶ　来月３日　講演とパネル討論

（三村聡センター長）
平成28年８月23日 山陽新聞 �地方創生の在り方は　連合岡山　産学官でフォーラム

（三村聡センター長）
平成28年８月26日 山陽新聞※ �パークマネジメント　第１弾は石山公園　市民協働で活

用ルール
平成28年８月30日 山陽新聞 滴一滴（矢掛町留学生のまちづくり）
平成28年9月６日 山陽新聞 �フェアトレード普及　市民団体の活動本格化（流尾正亮

コメント）
平成28年9月24日 山陽新聞 ［広告］被災地支援団体　おかやまバトン
平成28年9月30日 山陽新聞 学園都市座談会
平成28年10月３日 山陽新聞 国際学都シンポジウム開催案内
平成28年10月４日 山陽新聞 まちなかキャンパス開催告知
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平成28年10月６日 山陽新聞※ 目指す学都の姿探る　おかやま円卓会議　発足記念シンポ
平成28年10月６日 山陽新聞※ �おかやま円卓会議設立　産学官トップ　地域課題に助言、

提言
平成28年10月13日 毎日新聞 超小型モビリティ　本格導入へ利用実験
平成28年10月14日 山陽新聞 西川・都市型公園の活用を探る　シンポジウム開催案内
平成28年10月16日 山陽新聞※ �西川緑道公園活用策は　まちづくりシンポ　現状報告や

討論会
平成28年10月16日 中国新聞 岡大留学生がみこし担ぎ　矢掛　法被姿で伝統文化体感
平成28年10月20日 読売新聞 �市内移動はオカモビで　24日から岡山市　小型自動車貸

し出し
平成28年10月21日 山陽新聞 地域振興　スポーツの役割は　あす岡山でシンポジウム
平成28年10月21日 読売新聞※ �知事選2016　地方生き残る政策示せ　岡山大地域総合研

究センター長　三村聡教授
平成28年10月23日 山陽新聞※ スポーツによる地域振興シンポ　住民巻き込むこと重要
平成28年10月26日 山陽新聞 倉敷発　地域振興考える　来月３日からローカルサミット
平成28年10月30日 山陽新聞 �大学と都市連携して岡山を「国際学都」に　おかやま円

卓会議発足
平成28年10月30日 山陽新聞（作州版）※ 県と10市町村職員の研修「塾」２年目　若手の能力アップ
平成28年11月５日 山陽新聞 アマモ場再生活動学ぶ　備前、瀬戸内を県内外13人視察
平成28年11月７日 山陽新聞※ �市民　連携と対話を　ローカルサミット開幕　まちづく

りへ宣言
平成28年11月9日 山陽新聞 西川緑道公園筋の歩行者天国　運営主体の実行委設立へ
平成28年11月16日 山陽新聞 19日岡山芸術交流ワークショップ　西川アゴラ
平成28年11月25日 山陽新聞※ 観光振興に若者視点　倉敷市と岡山大　連携プロジェクト
平成28年11月30日 朝日新聞 �告知板　まちとモビリティのシンポジウム　おかやまの

移動の多様性を考える
平成28年12月２日 山陽新聞 �まちとモビリティのシンポジウム　おかやまの移動の多

様性を考える
平成28年12月４日 山陽新聞※ �超小型EV有用性指摘　天神山プラザ　市長ら参加しシ

ンポ
平成28年12月18日 山陽新聞 水島の将来像テーマにシンポ　23日、倉敷
平成28年12月20日 山陽新聞 �市内でイベント「若者と政治を考える」高校生が初選挙

の印象発表
平成28年12月22日 山陽新聞 赤磐、瀬戸内市、和気町　「観光連携組織」設立へ
平成28年12月24日 山陽新聞※ �水島　環境学ぶ場に　地元住民や企業シンポ　地域の将

来探る
平成28年12月24日 毎日新聞 �環境学習で水島活性化を　倉敷でシンポ　市民ら120人

参加
平成28年12月25日 毎日新聞 岡大でのびのび練習　宮城・志津川中　野球部交流今年も
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平成28年12月26日 山陽新聞 �おかやまバトン　東日本大震災被災地支援　宮城の中学
生招き交流

平成29年１月６日 山陽新聞 西川緑道公園筋の歩行者天国　定期開催へ実行委発足
平成29年１月13日 山陽新聞※ �フラミンゴやライオン　カラフルパネルお目見え　池田

動物園塀　岡山大生ら制作
平成29年１月13日 読売新聞 ワクワク感　壁画で演出　岡大生ら　池田動物園にパネル
平成29年１月13日 毎日新聞 動物の絵で明るく　池田動物園　外壁に岡大生ら
平成29年１月13日 山陽新聞 浅口市寄島町国頭地区　学生による空き家活用策発表
平成29年１月20日 毎日新聞 目指せ「エコ・リバブルシティ」車から人中心の街へ
平成29年１月27日 山陽新聞 �美観地区魅力アップ連携プロジェクト　観光振興にSNS

　倉敷市に岡山大生　若者目線で提案
平成29年２月５日 中国新聞 矢掛の大名行列　足跡たどる　研究成果報告会
平成29年２月５日 山陽新聞※ 大名行列の課題は　矢掛宿場まつりでシンポ
平成29年２月10日 山陽新聞 共働き家庭へ“留学”岡山大文学部10月から講義

仕事と子育て両立を体験
平成29年２月15日 山陽新聞 おかやま地域発展協議体委員会

�SPOC研究会で「地域スポーツコミッション」の創設を
提案

平成29年２月28日 山陽新聞 西川緑道公園を設計した伊藤邦衛氏　長女招き座談会
平成29年３月４日 読売新聞 海渡る矢掛「大名行列」米のパレードに来月参加

【その他】
平成28年４月７日 山陽新聞デジタル �18歳選挙権�岡山大で実践型授業　ＮＰＯ原田氏「政治

に関わって」
平成28年５月２日 山陽新聞デジタル �さんデジコラム：西川緑道公園まちづくりの系譜　市民

の思いと力を引き出せ
平成28年５月30日 山陽新聞デジタル �さんデジコラム：岡山版サード・プレイス　人と地域の

関係を捉え直す
平成28年７月20日 山陽新聞デジタル �さんデジコラム：「ホコテンイニシアチブ　市民が持つ

力引き出せ」
平成28年８月11日 山陽新聞デジタル �官の用語、まちの言葉、市民の声　西川ほこてん議論で

出たもの
平成28年9月9日 山陽新聞デジタル �コペンハーゲン（１）人間中心のまちづくり　公共空間

の多機能性
平成28年9月12日 山陽新聞デジタル �コペンハーゲン（２）ヤン・ゲール先生　公共空間の中

の人間性
平成28年9月17日 山陽新聞デジタル �コペンハーゲン（３）地区評議会　地域民主主義を支え

る基盤
平成28年10月３日 山陽新聞デジタル トロットマン氏のまちづくり講演　10月５日に岡山大で
平成28年10月12日 山陽新聞デジタル �トロットマン氏との対話（下）　環境配慮型の都市成長戦略」
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平成28年10月12日 山陽新聞デジタル �トロットマン氏との対話（上）　都市の魅力づくりに大
学必要

平成28年11月５日 山陽新聞デジタル セルツァー教授のまちづくりレッスン（上）
都市政策に必要な公正性や健康志向

平成28年11月６日 山陽新聞デジタル セルツァー教授のまちづくりレッスン（下）
まちで必要なものは手の届く範囲に

平成28年12月12日 山陽新聞デジタル 京橋朝市のはじまり話「面白いことをできるから」
平成29年１月26日 山陽新聞デジタル 「備前暮らしカレッジ」（１）地域住民を講師にネット

ワークづくり
平成29年１月31日 岡山市明るい選挙推進協議会 機関紙「せんきょ岡山」No.�42
平成29年２月１日 公益社団法人 �Philanthropy378号　岡山大学高等教育フォーラム「ポー

日本フィランソロピー協会 トランドに学ぶ実践知教育」

平成29年３月３日 岡山商工会議所 glocal�vol.274�“桃太郎のまち”岡山市のグランドデザイ
ンのあるべき姿
第２回『「おかやま地域発展協議体」の役割を考える』

平成29年３月３日 山陽新聞デジタル 「備前暮らしカレッジ」（２）食と地域をつなげる
平成29年３月８日 山陽新聞デジタル 「備前暮らしカレッジ」（３）自分らしく生きていく
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岡山大学地域総合研究センターＡＧＯＲＡ

（ ）

設置趣意書

平成２３年８月

■経緯

岡山大学は、平成２２年７月，地域連携の進め方について検討する「岡山大

学戦略的社会連携・地域貢献ワーキンググループ」を設置し，２月末までの８

か月間にわたって国内・国外の現地視察を含めた調査検討を精力的に行った。

その結果，部局や教員個人レベルでは多方面の非常に多くの地域連携活動が行

われていることが明らかになったが，他方で、岡山大学全体の地域貢献の姿が

不明確であることも明らかとなった。今後はこれまでの成果を踏まえ，さらに

岡山県内自治体や経済界、各種の社会団体との組織的な協力によって，方向性

を共有し、大学と都市・地域が全体的ビジョンを持って取り組んでいくところ

に，一つの活路があることが浮かび上がった。

平成２３年４月，新しく森田学長が就任し，「森田ビジョン」を掲げ、大学

と都市・地域が共同して美しい学都を創造する方針を明確にした。私たちは、

この新しい学都構想を具体化する作業に着手し、そして，１１月１５日にリー

ジョナルセンターの中核となる岡山大学地域総合研究センターＡＧＯＲＡを設

置する運びとなった。

■設立理念

センター・ＡＧＯＲＡの設立の理念は、「森田ビジョン」によって提起され

た新しい学都構想の中に明らかにされている。

すなわち、大学と都市、地域が連携して、魅力的な美しい学都を創成し、

「国際的な学術ネットワークの中で，人文社会，環境，自然，医療の分野を包

含したリージョナル・センターを持つ，真に個性的な，卓越した大学となり」，

「岡山の地にあって，世界から人が集まり，世界に輝く大学となること」，

さらに、「地域の方々と連携しつつ，地域の善き頭脳となり，地域のための優

れた人材養成の場となって，地域の自立と創造的発展に貢献する大学となるこ

と」である。

センター・ＡＧＯＲＡはこのような学都を実現するための知的拠点として設

立される。

■主要なミッション

１・学都構想の実現

美しい学都を創成するために、産・官・民と協議し、美しいキャンパス

をもつ国際的な学術都市を創成する中・長期的なビジョンを作成し、実現可

能な政策については、適時、関係団体と共同のプロジェクトを作成し、国そ

の他の資金協力を得て実行していく。とくにグローバル人材養成の拠点とし

ての国際学術都市政策の策定と、研究・教育・地域貢献において地域の人々

との絶えざる交流を志向する街中キャンパスの展開を具体化する。

２・大学の社会貢献活動の調整・強化

１

１-１．設立趣意書
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これまで部局で積み上げられてきた多方面の地域貢献の諸活動を支援し、

地域の人々、諸団体にこれらの活動を紹介し，さらに大学全体の視点にたって、

これらの活動を重点化し，強化していく。

３・地域諸問題におけるシンクタンク機能の発揮

地域の諸問題に対し、国際的学術視点も加えながら、地域の将来の発展に

資するシンクタンク的機能を果たす。

４・地域連携に関する大学の窓口機能

大学に対する市民の要求を受け止める窓口的機能をはたし、地域の諸団体

が行っている活動を支援する。

５・情報発信

大学と地域の連繋に関する学術研究の蓄積を行い、地域の創成に必要不

可欠な情報を発信する。

■組織

図のように組織し、岡山大学に地域連携推進戦略会議を置き、そのもとに大

学全体の学内調整機関としての地域連携推進委員会と、センター・ を置

き、大学全体としての地域政策を決定し、推進する。

■今後の方向

さらに協議を進めて具体的な展開方策案を検討しつつ，２４年４月には包括

協定を締結，また，ラウンドテーブルを設置。トップレベル協議による合意を

もとに種々の連携方策を展開することしたい。

１-１．設立趣意書
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１-４．運営委員会名簿

岡山大学地域総合研究センター運営委員会名簿
平成28年６月１日現在

以上32名

氏　　　　名 任　　　　　期 備　　　　　　　考

１号委員 三　村　　　聡 －

２号委員 前　田　芳　男 －

３号委員 吉　川　　　賢 －

３号委員 石　丸　香　苗 －

３号委員 山　田　一　隆 －

３号委員 山　川　路　代 －

３号委員 岩　淵　　　泰 －

４号委員 花　谷　　　正 － センター規程第６条一号　地域連携学習推進部門

４号委員 尾　本　哲　朗 － センター規程第６条二号　産学官連携部門　

４号委員 尾　﨑　敏　文 － センター規程第６条三号　地域医療部門

４号委員 坂　入　信　也 － センター規程第６条四号　学生地域活動支援部門

５号委員 三　村　由香里 平成27年４月～平成29年３月 教育学研究科・教育学部

５号委員 鶴　田　健　二 平成27年４月～平成29年３月 自然科学研究科

５号委員 猪　下　　　光 平成27年４月～平成29年３月 保健学研究科

５号委員 坂　本　圭　児 平成27年４月～平成29年３月 環境生命科学研究科

５号委員 那　須　保　友 平成28年４月～平成29年３月 医歯薬学総合研究科

５号委員 佐　藤　吾　郎 平成27年４月～平成29年３月 法務研究科

５号委員 北　川　博　史 平成27年４月～平成29年３月 文学部

５号委員 中　富　公　一 平成27年４月～平成29年３月 法学部

５号委員 平　野　正　樹 平成28年４月～平成29年３月 経済学部・大学院社会文化科学研究科

５号委員 竹　中　博　士 平成27年４月～平成29年３月 理学部

５号委員 大　塚　文　男 平成27年４月～平成29年３月 医学部

５号委員 森　田　　　学 平成28年４月～平成29年３月 歯学部

５号委員 黒　﨑　勇　二 平成27年４月～平成29年３月 薬学部

５号委員 田　野　　　哲 平成28年４月～平成29年３月 工学部

５号委員 坂　本　　　亘 平成28年４月～平成29年３月 環境理工学部

５号委員 木　村　吉　伸 平成27年４月～平成29年３月 農学部

６号委員 荒　木　　　勝 －

６号委員 許　　　南　浩 －

６号委員 廣　畑　　　聡 平成28年４月～平成29年３月 グローバル・パートナーズ

６号委員 佐々木　健　二 平成27年４月～平成29年３月 基幹教育センター

６号委員 吉　川　　　幸 平成28年６月～平成29年３月 地域総合研究センター
実践型教育プランナー
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１-４．地域連携専門委員会名簿

岡山大学地域総合研究センター地域連携専門委員会名簿
平成28年８月1日現在

以上29名

氏　　　　名 所　　　属　　　等
１号委員 三　村　　　聡 地域総合研究センターセンター長・委員長
１号委員 前　田　芳　男 地域総合研究センター副センター長
２号委員 吉　川　　　賢 環境生命科学研究科
２号委員 石　丸　香　苗 地域総合研究センター
２号委員 山　田　一　隆 地域総合研究センター
２号委員 山　川　路　代 地域総合研究センター
２号委員 岩　淵　　　泰 地域総合研究センター
３号委員 花　谷　　　正 教育開発センター・地域連携学習推進部門長
３号委員 尾　本　哲　朗 研究推進産学官連携機構 ・産学連携部門長
３号委員 尾　﨑　敏　文 大学院医歯薬学総合研究科・地域医療部門
３号委員 坂　入　信　也 キャリア開発センター・学生地域活動支援部門長
４号委員 橋ケ谷　佳　正 教育学研究科
４号委員 寺　澤　孝　文 教育学研究科
４号委員 高　岡　敦　史 教育学研究科
５号委員 中　村　良　平 社会文化科学研究科
５号委員 藤　井　和　佐 社会文化科学研究科
５号委員 北　川　博　史 社会文化科学研究科
５号委員 中　村　　　誠 社会文化科学研究科
５号委員 中　富　公　一 社会文化科学研究科
５号委員 平　野　正　樹 社会文化科学研究科
６号委員 田　野　　　哲 自然科学研究科
７号委員 氏　原　岳　人 環境生命科学研究科
７号委員 藤　原　健　史 環境生命科学研究科
７号委員 坂　本　圭　児 環境生命科学研究科
８号委員 浜　田　　　淳 医歯薬学総合研究科
９号委員 佐々木　幸　喜 グローバル・パートナーズ
10号委員 鈴　木　久　雄 基幹教育センター
11号委員 原　田　　　勲 学務部
11号委員 吉　川　　　幸 地域総合研究センター
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岡山大学地域総合研究センター実践型社会連携教育専門委員会名簿
平成28年４月１日現在

以上31名

氏　　　　名 所　　　属　　　等
１号委員 前　田　芳　男 地域総合研究センター副センター長・委員長
１号委員 三　村　　　聡 地域総合研究センター副センター長
２号委員 佐々木　健　二 教育開発センター副センター長
３号委員 石　丸　香　苗 地域総合研究センター
３号委員 山　田　一　隆 地域総合研究センター
３号委員 絢　野　那　陳 地域総合研究センター
３号委員 山　川　路　代 地域総合研究センター
３号委員 岩　淵　　　泰 地域総合研究センター
３号委員 佐　藤　大　介 地域総合研究センター
３号委員 加　賀　　　勝 教育学研究科
３号委員 大　橋　　　功 教育学研究科
３号委員 熊　谷　愼之輔 教育学研究科
３号委員 高　岡　敦　史 教育学研究科
３号委員 北　川　博　史 社会文化科学研究科
３号委員 髙　谷　　　幸 社会文化科学研究科
３号委員 平　野　正　樹 社会文化科学研究科
３号委員 池　田　　　直 自然科学研究科
３号委員 河　原　伸　幸 自然科学研究科
３号委員 吉　川　　　賢 環境生命科学研究科
３号委員 浜　田　　　淳 医歯薬学総合研究科
３号委員 片　岡　仁　美 医歯薬学総合研究科
３号委員 森　田　　　学 医歯薬学総合研究科
３号委員 狩　野　光　伸 医歯薬学総合研究科
３号委員 齋　藤　信　也 保健学研究科
３号委員 保　科　英　子 看護研究・教育センター 
３号委員 矢　野　正　昭 教育開発センター
３号委員 宇　塚　万里子 グローバル・パートナーズ
３号委員 鈴　木　久　雄 スポーツ教育センター
３号委員 中　山　芳　一 キャリア開発センター
３号委員 尾　本　哲　朗 研究推進産学官連携機構
３号委員 原　田　　　勲 学務部

１-４．実践型社会連携教育専門委員会名簿



― 7 ― 

地域総合研究センター アドバイザー委員
平成28年４月１日現在

氏　　　　名 所　　　　　　　属
荒　木　　　勝 岡山大学 理事（社会貢献・国際担当）・副学長
伊　藤　公　久 プロフェッショナルエンジニア
伊　藤　直　人 岐阜県白川村役場 政策顧問
大久保　憲　作 一般社団法人 高梁川流域学校 代表理事
梶　谷　俊　介 一般社団法人 岡山経済同友会 地域振興委員長
髙　次　秀　明 公益財団法人 岡山シンフォニーホール 専務理事
髙　原　弘　海 社会福祉法人 旭川荘 理事
平　本　真　樹 三菱地所株式会社 開発推進部　新機能開発室チーフマネージャー

ヴァンソン　藤井由実 都市交通ジャーナリスト
三　宅　　　昇 公益財団法人 岡山県産業振興財団 理事長
青　木　肇　也 旭化成株式会社　研究・開発本部　触媒技術開発センター
本　田　伸　孝 株式会社 金融財政総合研究所
徳　田　恭　子 特定非営利活動法人 まちづくり推進機構岡山 理事
河　上　直　美 特定非営利活動法人 タブラ ラサ 理事長
石　原　達　也 特定非営利活動法人　岡山NPOセンター 理事
石　田　篤　史 公益財団法人 みんなでつくる財団おかやま 代表理事
岡　山　一　郎 山陽新聞社 論説委員会 副主幹
横　田　都志子 株式会社 unita設計室 代表取締役
吉　川　　　賢 岡山大学 大学院環境生命科学研究科 特任教授
加　賀　　　勝 岡山大学 大学院教育学研究科 教授
浜　田　　　淳 岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 教授
中　村　良　平 岡山大学 大学院社会文化科学研究科 教授
河　原　伸　幸 岡山大学 大学院自然科学研究科 准教授
三　木　良　一 山陽新聞社
石　田　尚　昭 岡山市都市整備局　まちづくりアドバイザー

公益財団法人岡山市スポーツ・文化振興財団　

以上25名

１-５．アドバイザー委員会名簿
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平成28年度採択団体一覧

団体名 企画名

岡山大学まちづくり研究会 まちけん'16－地域創造プロジェクト－

おかやま百年構想 「おかやまスポーツ応援宣言！」
プロジェクト

めめも会 大学生が考えるよりよく生きるプロジェクト
～地域で語り合い、発信する「死生観」～

社会科教育学研究室 学生と市民が語り合うティーチイン岡山

チーム社文文Ⅲ- 「小さな拠点」に新たな風を～哲西町での
調査をつうじた地域貢献～

アートマネジメント アートで池田動物園活性化プロジェクト

おかやまバトン 「福興」事業参加プロジェクト

岡山大学地域総合研究センター

平成28年度 学都チャレンジ
学生企画成果報告会

日時 : 平成２９年１月１３日（金）１３：００～ １４：３０

場所 : 岡山大学津島キャンパス中央図書館セミナー室

１部 成果報告発表 13:00~13:40
平成28年度に採択された7団体による1年間の成果報告発表を行います。

２部 ワークショップ 13:40~14:30
学都チャレンジ企画での学び、課題点、今後の展望等について、参加者全員で

ディスカッションします。

２-２．学都チャレンジ学生企画 　最終成果報告会　資料
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成果と反省点
成果

自分を見つめ直すことができた

継続的な活動を確立した

地域の方から意見をいただく機会を積極的に設けた

新しいことに積極的にチャレンジすることができた

ミーティングを改革することができた

反省点

アイデアの引き出し方に苦戦した

合意形成の方法

先輩としてどのように下級生をサポートするか

子育て世代との交流不足

明確な成果を示すことや具体的な目標の策定が難しい

活動紹介介(5) その他

ローカルサミット 大学祭に出店

月 月

学生の視点から裳掛を宣伝する活動

活動紹介介(4) 学生企画の活動

夏合宿交流会 プレゼンコンペ

月 ・ 月 月

“学生にしかできないこと”とは？

活動紹介介(3) 裳掛小学校の夏祭りに出展

“遊び”を通して

地域の魅力を伝える

活動紹介介(2) 耕作放棄対策としてのサツマイモ栽培

月頃 植え付け

・ 月頃 草刈り

月頃 収穫

月以降 活用

地域の交流の場から宣伝まで

活動紹介介(1) 小学生の放課後学習支援の「裳掛てらこや」

水曜日の放課後に学習のサポートを地域の方と協力して行っています。
大学生自身もひとに何かを教えるという学びにもなり、小学生と共に成長
できるとても良い場です。

大学生だからできる小学生との関わり方

活動概要
活動計画概要（縦・横 字数を合わせる 字以内

１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０

１瀬戸内市邑久町裳掛地区をメイン活動地域として、地域のお手伝い活動や学生の自主的な

２活動を行っています。私たちの大きな使命は地域の中枢を支える機能をもつ裳掛小学校を

３守ることです。学生にできることは限られていますが、反対に学生にしかできないことも

４あると考えています。活動としては会の発足以前から続けている小学生の放課後学習支援

５の「裳掛てらこや」を主として、耕作放棄対策の「サツマイモ栽培」、どんど祭りや夏祭

６りといった地域のイベントの運営支援と学生企画の出展、学生自身で企画したイベント、

７その他に地域や大学と協力して行うものまで様々です。夏祭りでは「あけぼのジェット」

８という紙飛行機を小学生と共につくり、地域の魅力の詰まった裳掛の地図に向かって飛ば

９すアクティビティを提案しました。また学生の自主活動としてはフィールドワークにより
０裳掛の「今」を知ることを目的とした夏合宿を企画しました。それを基にした「プレゼン

１コンペ」では学生が考えた企画を発表して、それぞれが裳掛への思いを地域の方に伝え、

２地域の方からもその思いに応えるように様々なご意見をいただくことができました。また

３ローカルサミットにも出席させていただいて全国に裳掛を紹介することができました。

団体名 岡山大学まちづくり研究会

代表学生 三上 大貴 法学部 二回生

参加学生 天野 美佳 工学部 二回生
網本 継之介 経済学部 二回生
板谷 尚弥 経済学部 二回生
上田 佳穂 文学部 二回生
小野 知子 教育学部 二回生
赤松 潤一 法学部 一回生
稲葉 遥 教育学部 一回生

三回生四人、二回生九人、一回生十二人
計：二十五名

団体名 岡山大学まちづくり研究会

企画名

グループの特徴や紹介など

瀬戸内市邑久町裳掛地区をメイン活動地域として、地域のお手伝い活動や学生
の自主的な活動を行っています。そして私たちの活動を通して対外的に裳掛地区を
宣伝しています。「裳掛てらこや」と「耕作放棄地としてのサツマイモ栽培」、そして地
域イベントの「夏祭り」と「どんど祭り」での運営のお手伝いと学生企画の出展を会の
立ち上げ時から一貫して行っています。

２-２．「まちけん’16 ― 地域創造プロジェクト ―」
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来年度に向けた取り組み

「裳掛てらこや」とサツマイモ栽培などの継続

まちづくりの事例について学ぶ機会を設ける

ファシリテーションやワークショップの研究と更なる強化

数値の視点から地域を分析する

保護者を巻き込んでいける活動の企画立案と実施

•

•

ご清聴ありがとうございました‼

２-２．「まちけん’16 ― 地域創造プロジェクト ―」
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広島視察

TRYHOOP OKAYAMAとの連携始動 両備グループ青年重役会との交流

活動紹介介(5) その他

研究会&懇親会の様子

活動紹介介(4)(4) リオの岡山アスリート紹介企画

研究会&懇親会の様子

活動紹介介(3)(3) おかやまスポーツプロモーション研究会（会（SPOCSPOC）
• 岡山の経済界・プロスポーツクラブ・行政・大学・メディア関係者などにより組織

• スポーツを活かした地域活性化を議論

• 勉強会に加えて、ワーキンググループごとの企画やシンポジウムの実施

• おかやま百年構想の学生も初回より参加

選手への質問企画 応援絵馬イベント

活動紹介介(2) 岡山シーガルズ応援プロジェクト

瀬戸大橋ダービーイベント 写真&イラスト展

活動紹介介(1) 奉還町ファジストリート計画

ファジアーノタペストリー 応援絵馬イベント

活動紹介介(1) 奉還町ファジストリート計画

活動概要

 プロ・スポーツ文化の根付く岡山へ
プロ・スポーツには地域の人々に勇気や感動を与えるパワーがある

岡山には、 リーグのファジアーノ岡山と プレミアリーグ女子の岡山シー
ガルズが存在

ファジアーノ岡山・岡山シーガルズでまちを活性化できないか？

 まちづくりのツールとしてのプロ・スポーツ
多くの人にプロスポーツの魅力を伝え、感じてもらう接点を増やす

地元のクラブを応援するパワーが、地元のまちを応援するパワーに！

 各クラブ、まちの方々と連携して主に つの企画・活動を実施
①奉還町ファジストリート計画

②岡山シーガルズ応援プロジェクト

③おかやまスポーツプロモーション研究会への継続的な参加

④リオオリンピック・パラリンピック岡山アスリート紹介企画

団体名 おかやま百年構想

代表学生 池田 遥祐 経済学部4回生

参加学生 仙田 圭佑 経済学部2回生
井上 育子 教育学部3回生
大西 智博 工学部3回生
神高 千恵 経済学部3回生
山本 雄太 経済学部3回生
瀬島 梨乃 経済学部3回生
福田 佑也 経済学部2回生
清水 崇司 医学部1回生
高元 悠介 経済学部1回生
大西 智也 工学部4回生 計：11名

企画名

～百年続くプロ・スポーツ文化を岡山に～

・おかやま百年構想は、岡山にプロ・スポーツ文化を広めて、まちの活性化を図るま
ちづくりサークル

・初の代替わり後の今年度は、新しい企画を複数しつつこれまでの活動も引き続き
行った

２-２．「おかやまスポーツ応援宣言！」プロジェクト
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来年度に向けた取り組み

• タペストリーによる情報発信や応援絵馬イベントなど定着してきた企画活動
を継続

• SPOC研究会への参加を継続し、学生ならではのアイデアや働きかけを行う
• 活動メンバーや関わるまちの方々の数を増やす・多様性を高める

• 将来にわたってサークルの活動を続けるための体制・基礎固めを進める

• サークル内でスポーツやまちづくりを学ぶ機会を増やす

• サークル名変更!!!

～百年続くプロ・スポーツ文化を岡山に～

どのまちにも負けない、プロ・スポーツ文化を

岡山に作りあげていくために活動を続けていきます

今後もよろしくお願いします

現時点での課題など
 学生サークルとして

人数の確保（現在 人）

メンバー全体の育成・勉強

求められがちな「学生ならではの○○」

 プロ・スポーツと関わるサークルとして

スポーツの日程・場所などは所与のもの

その競技・スポーツへの理解

 まちづくりサークルとして

長く続く体制・基礎固め

理念とは違うもしくは関係ないオファー

ボランティア団体・下請け化しない

成果と反省点

 成果

• 学年を問わず多様なメンバーが増え、活動の規模の拡大と質の向上
に繋がった
→新メンバー：1年生2人、3年生3人、4年生1人

• 活動が定着し始め、学内外での報告やメディアを通じて、多くの方に活
動を知っていただけるようになった
→取材を受けるメディアの種類、回数ともに増加
→サークルに活動のオファーが来ることも増えた

• ファジアーノ岡山、岡山シーガルズに加えてTRYHOOP OKAYAMAと連携
した活動を行うなど、関わるスポーツクラブと関係者の方が増えた

• 今後を見すえて長く続く体制・基礎固めに着手できた

反省点
• メンバーがプロ・スポーツやまちづくりについて定期的に学べる機会が
より多くあればよかった

• アイデアや企画はあったものの、実施できなかったものがあった

• 初の代替わりに伴う混乱が多少あった

活動紹介まとめ
 年の主な活動

① 奉還町ファジストリート計画

 奉還町商店街タペストリー

 ファジアーノ応援絵馬

 瀬戸大橋ダービーイベント

 ファジアーノ写真展＆イラスト展

② 岡山シーガルズ応援プロジェクト

 選手への質問企画

 シーガルズ絵馬イベント アリーナ

③ 研究会への継続的な参加（新たに 人のメンバーが参加）

④ リオオリンピック・パラリンピック岡山アスリート紹介企画

⑤ 観戦者調査・会場ボランティア

⑥ 広島視察

前
年
度
は
な
か
っ
た
活
動

２-２．「おかやまスポーツ応援宣言！」プロジェクト
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２-２．アートで池田動物園活性化プロジェクト
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２-２．アートで池田動物園活性化プロジェクト
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２-２．アートで池田動物園活性化プロジェクト
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来年度に向けた取り組み

○来年度も活動を継続できる体制はとれている

① 月までにイベントをもう一度開催する予定

②これまで以上に幅広い世代の方々に多く参加していただけるよ
うな工夫を考える必要性

※感想

・高校生や市民などとティーチインを行うことで，様々な角度から
地域の課題を見つめ直すことができた。

・ワークショップで用いる資料などの事前準備を通して，自分たち
も様々な情報を得て考えを深めることができた。

・ワークショップでのコミュニケーションを通して，人と人とのつな
がりを深め，地域社会の一員としての自覚をもつことができた。

成果と反省点

○成果

• 高校生，大学生，市民らが集まり，様々な角度から地域の課題につ
いて語り合うことができた。

• 高校生，大学生らが地域の方とのつながりをもち，主権者としての
意識をもつきっかけをつくることができた。

• 高校生，大学生らが社会参画するきっかけをつくることができた。

○反省点

• 中高校生から地域の大人まで，幅広い世代の人が興味・関心をも
てるようなワークショップの方法を検討したい。

• 全ての参加者にとって心地よい雰囲気をつくるため，ワークショップ
の構成を検討したい。

活動紹介介(介(３３３３３３３３) 活動の様子

「岡山の不安」についての
プレゼンを聞いています

班で話し合った結果を全体
の前で発表しています

活動紹介介(介(２２２２２２２) 活動の実際

この回の参加者

約 名

（教員，ゼミ生，院生，市民，高校生，中学生）

例： 月 日 「第６回ティーチイン倉敷中央高校」
テーマ：全ての人に安心安全な町倉敷

１．趣旨説明
２．アイスブレイキング
３．課題説明
４．グループワーク①「倉敷の安全面での不安」
５．グループワーク②「安全安心な町倉敷にするための方法」
６．全体発表
７．まとめ・ふり返り

活動紹介（１１ ） 今年度の取り組み

① 月 日
「第 回ティーチイン岡山」
テーマ：この夏の参院選の候補者は何をうったえているのか

―まず，知ることから始めよう！―
②７月21日
「第４回ティーチイン倉敷中央高校」
テーマ：高校生の声を政治に届けよう

③8月26日
「第５回ティーチイン倉敷中央高校」
テーマ：水島臨海鉄道沿線魅力UPプロジェクト

④12月19日
「第６回ティーチイン倉敷中央高校」
テーマ：全ての人に安心安全な町倉敷

活動概要

本企画は，高校生，大学生，市民とが関わり合うイベントであ
る「ティーチイン岡山」の開催を核として，参加者が地域社会の
一員としての自覚を持ち，地域の課題解決のために行動できる
ようになることを目的としている。
具体的には，岡山をよりよい街にしていくために解決すべき

課題を高校生，大学生，市民がそれぞれの視点から発見し，そ
の解決に向けて話し合うようなワークショップを展開している。
このような取り組みを行うことによって，市民と学生とが一緒に
なって地域づくりの形を示すことができるとともに，大学と地域と
の連携を一層強めることが可能となる。

〈主な企画の概要〉
教育プログラムの教材研究
教育プログラムの開発
教育プログラムの試行イベントの開催
教育プログラムの広報と事後評価

団体名 社会科教育学研究室

代表学生 楊 暁婷 教育学研究科 １

参加学生 岩崎 圭祐 教育学研究科
橋本 星 教育学部 回生
木下 芙美 教育学部 回生
周藤 航平 教育学部 回生
高畑 昌志 教育学部 回生 他

計：２２名

企画名 『『学生と市民が語り合う岡山ティーチインン』

私たちのグループは，岡山大学教育学部社会科教育コースの
桑原敏典先生，山田秀和先生の院生・学生で構成されています。
桑原ゼミに留学生（中国）計 人がいます。山田ゼミに留学生計
人（中国，インドネシア）がいます。学生チャレンジ企画の下では，
活動させていただいて今年度で４年目になります。

２-２．『学生と市民が語り合う岡山ティーチイン』
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成果と反省点

【成果】

• 新たな物や施設を作るのではなく、元からある資源をとらえ直し発信すること
で無理なく、かつ継続的なイベントを展開できることがわかった。

• 震災の記憶を残す施設も常設しながらも、観光の促進などポジティブな面を
押し出していくことで明るい雰囲気作りができることがわかった。

• 街をおそった海でさえ資源にし、地元の人々が何を大切にしているのかとい
う価値観が伝わってくるイベントであった。

• 写真展は地元の方にも好評で、もっと長期間やってほしいとのお声をいただ
いた。

【反省点】

• 夏祭りの雰囲気の中でチャリティーキャンドルのような企画はそぐわなかった
のか、参加者は少なかった。

• キャンドルが固まるまでに時間がかかったため、今回のような流動的なイベ
ントには企画内容が不向きであった。

• 南三陸の観光促進イベントで熊本のことを持ち出すのは、場違いだったのか
もしれない。

南三陸陸夢メッセージ花火

メッセージを込めた打上げ花火

現在、町は少しずつ再生をはじめています。

ここまでくるのに様々な困難にぶつかり、挫けそうになった時も諦め
そうになった時もありました。

しかし、全世界から寄せられる支援と応援に支えられ、一歩一歩進
むことができました。

－皆様から頂いた支援に「ありがとう」を込め、そして「夢」を
いつまでも忘れず心に咲き続けるように。

南三陸からの想いを夜空に咲かせます！！

（南三陸町観光協会HPより）

福興市に協賛した個人・団体から寄せられ
たメッセージや地元の人の夢をアナウンス
しながら打上げます。

ステージ出演ステージ出演

岡山＆宮城クイズ

童謡「ふるさと」日本舞踊披露

復興応援ソング「バトン～君とつないだ絆～」披露

ブース出店

チャリティーキャンドル

Photoバトの展示

参加料を200円いただき、熊本に届け
るというチャリティー企画を実施した。

キャンドルは岡山県内のペガサスキャ
ンドルさんからご協賛いただいた。

地元の中学生が岡山に来たときの写
真を展示し、おかやまバトンの活動報
告とともに南三陸とのつながりを知っ
てもらうことができた。

イベント会場場見学

とにかく人が元気な南三陸

地域にあるものを活かして

地元の水産業者、加工業者、小売業者
などが全員で一つのイベントを作り上げる。

人や海、そして豊かな海産物を武器に
南三陸をPRする。

活動概要
活動計画概要（縦・横 字数を合わせる 字以内

１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０

１今回の活動で我々が一番の目的にしたのは、宮城県南三陸町で開催される「福興市」に参
２加し、自分たちが未だ知らない被災地の側面を体験的に学ぶことである。おかやまバトン
３の活動理念は二つあり、その一つが「岡山“で“できること、岡山”だから”できること
４」である。しかし、活動をしている中で「実際に被災地に行っての活動はないのか」とい
５う問いかけをされることがある。そこで、年間のイベントの中で最も賑わうという志津川
６湾夏祭り福興市の時期に合わせて南三陸町を訪れることにした。「福興市」とは地元の水
７産業者、加工業者、小売業者はいち早く復興を目指して「福興市」を震災から一か月後の
８ 年 月に開催された第 回から毎月開催されている。今では、新しい東北で暮らす方々

９とそこを訪れる方々が、手と手を取り合って行うイベントの つになっており、地元の人、
０全国各地からの来場者やボランティアなど、南三陸を想う多くの人が集まり、賑わいと元
１気をつくっている。震災のあった 年からずっと続いており、かつ最も賑わいを見せる

２観光促進イベントに参加することで、「被災地のまちづくり」を学び、今後の活動に活か
３したり、岡山の人たちに伝えたい。

団体名 おかやまバトン

代表学生 中山 遥 文学部 ２回生

参加学生 森田悠太郎 環境理工学部４回生
畑野 美香 教育学部４回生
山本 悠理 教育学部３回生
岡野 蒼 環境理工学部２回生
佐々木菜摘 教育学部２回生

計：６名

志津川湾夏祭りり福興市

「おかやまバトン」は2011年の東日本大震災をきっかけとして「何かしたい」という
想いを持った学生と職員によって設立された団体である。岡山大学だけではなく、
岡山理科大学やノートルダム清心女子大学の学生を含めた約15名で活動をしてい
る。

主な活動としては、学内募金活動や防災について考えるディスカッションをしたり、
被災地の子どもたちとの交流合宿の企画などをしている。

２-２．「福興」事業参加プロジェクト
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来年度に向けた取り組み

• 箇条書き（活動を継続できる体制がとれるかを踏まえて記載する）

• 2011年から継続して交流をしてきたおかげもあり、南三陸にも知り合いが多
くなってきた。従って、今までは聞きにくかったことやあえて触れてこなかった
震災当時のことを聞いたり、講演会のゲストとしてお呼びすることができそう
である。

• 岡山に呼ぶだけではなく、今回のようにほかの学生や一般の方をつれて南
三陸を訪れて町内を案内してもらうことにも取り組みたい。

• 参加メンバーの感想など

南三陸町の中学生を岡山に招待するプロジェクトを毎年実施し、3月には東北
研修旅行として、南三陸町を訪れてきた。しかし、これほどまでに活気にあふれ
た南三陸町を見て驚いた。未だに仮設住宅に住む方も多くいらっしゃるが、祭り
を楽しむ様子は岡山の人と何ら変わりはない。特別な人々ではなく、私たちが
故郷として岡山に親しむのと同じように、南三陸の人は南三陸を愛している。東
日本大震災を経験した南三陸が前を向いているということを強く感じた。

２-２．「福興」事業参加プロジェクト
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来年度に向けた取り組み

• OBも交えたイベントの継続
学生、教員のみならず、卒業や大学院への進学等を通し新たな考えや経
験を得たOBも加わることで、視点や価値観の幅が広がるだろう

• 「安心して話せる場所作り」についての学び
会がテーマにしているものは誰もが気軽にすぐ話せるものではない。
そこで、これを学ぶことで活発で自由な交流会や意見交換を行うことがで
き、より有意義なものになると考えている

• イベントの運営や準備の改善
報告、連絡、相談を怠ったことで問題が生じたため、来年度は体制やシ
ステムを見直し・再確認し、よりスムーズな運営を目指す。

成果と反省点

成果

・新規メンバー５名を迎え、新たな視点を加えて議論できた。

・済生丸乗船など新たな企画にチャレンジできた。

・犬島などの継続活動では島民の方との交流をさらに深められた。

・講演会を実施し、地域に発信する場を設けることができた。

反省点

・会計上のガイドラインなど重要事項の全体共有が足りなかった。

・企画参加できなかったメンバーとの情報共有が十分でなかった。

・企画の準備が中心になり、フォローアップが手薄になった。

【講演会での佐藤先生のご意見】

入院し、最先端の医療を用いて一分一秒でも長く生きることはよ
いことか

好きなことをして暮らし、住みなれた町・自宅で最期を迎えるの
が本当の幸せではないだろうか

【その後の交流会での気づき】

最後まで患者さんと時間を過ごせた家族は、患者さんの死を受け
入れやすくなることが多いこと

本当の意味で患者さんと向き合うということは、ただ病気だけを
治そうとすることではなく、その人の生き方にあった方法を考え
るということ

活動紹介介(介(４４４４４４４４４４４４)

講演会（12/18）
講演を聞いて在宅医療を学び、

最期まで自分らしく生きることについて考える

【島の現状】

坂道や階段が多く高齢者は実質的に
は孤立して生活

急病者が出た時に島民で担架を担ぐ
が、担ぎ手の高齢化・減少

【島の高齢者と話して】

島を出れば十分なケアを受けられるが、
島で最期を迎えたい方が多い

島の人自身が島の歴史などを調べ始め
民宿なども開いて外部へのPRを行う

広島訪問（9/30）
香川県丸亀市の離島広島を訪ね、
島の高齢者の現状と生き方を知る

どのように最期を迎えることが島民のみなさんにとってベストなのか
それを実現させるためには何が必要なのか など
めめも会の活動でも話し合ってみたい課題の発見

広島訪問

活動紹介

広島訪問広島訪問

介(

広島訪問

介(３３３３３３３３３３３３３)

済生丸乗船(9/27)
手島での定期健診見学から離島医療の現状を
知り、済生丸の存在意義を考える

【島の現状】
・70歳以上の人ばかりで、ほとんどが
1人暮らし
・急病人が出た時に船乗り場まで
病人を運べる力のある島民がほとんどいない

【検診の意義】

容易に医療を受けられない島民
の予防医療として重要

【済生丸の存在意義】

島民の「島でずっと暮らしたい」
という意思を尊重する

活動紹介介(介(２２２２２２２２２２２)活動紹介介(1)
犬島訪問（9/7）
島の高齢者にお話しを伺い、島での生き
方を学び、今後の島の姿を考える

島での穏やかな環境の中でも,支え
あい,自分のことは自分でするとい
った芯の強さを持った方達でした。

当時は島での銅の精錬の
ために使われていた建物
や原理が今では芸術に使
われており,観て歩くたび
新しい発見があった。

高齢化が進み,島の人口も年々減
少していく傾向があることを考
えながら,めめも会メンバ－で今
後の島の在り方を話し合うと
色々な意見を得られ,お互いの考
えを深めることができた。

メンバ－の感想

活動概要

大学生の自分たちには「生きること」「死ぬこと」「看取り」というワードは普段の生活
の中では聞き慣れないものであり、自分たちには程遠いというイメージを持っている。しかし
我々大学生の世代が一番そのことについて考える世代であり、人には言えない恐れを抱きなが
ら生活している、という論文も出ている。

このように、普段人には言えない不安や自分の考えを、団体の構成員や地域と関わり、語り、
学ぶことで自分の将来をポジティブにとらえ日本の現状、さらには異文化での価値観の違いを
知ることができるようになる。

そこで、私たちは訪問先で貴重なお話をうかがうことのできる交流会や同世代の学生・留学
生の意見交換会を開き、「生きること」「死ぬこと」「看取り」という普段は避けてしまいが
ちなテーマについて、前向きに、極的に話し合い、考える場を設けている。

9/6~7  犬島研修（離島での死生観について考える）
9/27    済生丸乗船（離島での医療について学ぶ）
9/30   広島研修（離島での死生観について考える）

12/18 佐藤先生の講演（在宅医療を学び、最期まで自分らしく生きることについて考える)

団体名 めめも会
代表学生 森本 明星 医学部2回生
参加学生 塩瀬 麻衣 薬学部6回生

山岸 実結 薬学部3回生
河村 栄里 医学部4回生
長崎 歩 医学部4回生
藤原 里菜 医学部4回生
松尾 有紗 医学部4回生
洲脇 彩香 医学部3回生
河井 美沙希 医学部2回生
新池 結衣 医学部1回生
瀬崎 景己 文学部3回生
山田 奈美 文学部1回生
吉岡 朱里 文学部1回生 計：１３名

企画名：大学生が考えるよりよく生きるプロジェクト
～地域で語り合い、発信する「死生観」～

団体名の「めめも」という部分は、ラテン語の「memento mori」(死を想え)という言葉からとったものです。
現在のメンバーは薬学部、医学部、文学部となっています。

２-２．大学生が考えるよりよく生きるプロジェクト～地域で語り合い、発信する「死生観」～
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成果と反省点

成果

◎学生の視点から地域の可能性を住民達に伝えることで、住民達
に前向きな知見をもたらすことができた。

◎日常にはない、様々な住民が一挙に集まって情報や思いを交
換できる場を設けたことで、住民間の相互理解に貢献した。

反省点

・報告会＆ワークショップの時間配分

参加メンバーの感想

・「地元にはまだまだ良い所がいっぱいあったんだね」と住民の方
々が喜んでくれたことが嬉しかった

・自分から行動をおこして人に関わっていく力がついたと思う

活動動紹介介(5) ワークショップの内容

各グループが議題を提示し、それぞれの班で住民と意見交換をした。

住民の声（アンケートより）住民の声（アンケートより）

・「住んでいても知らないこと、気づかないことが多くあらためて哲西の良さ・「住んでいても知らないこと、気づかないことが多くあらためて哲西の良さ
を再認識しました。」を再認識しました。」を再認識しました。」

５０代・女性）５０代・女性）５０代・女性）

・「これからも年令は重ねますが（仕事を）頑張ろうと思いました。」・「これからも年令は重ねますが（仕事を）頑張ろうと思いました。」

（６０代・女性）

活動動紹介介(4) 報告告会会会会会会会会会会会会会会会での発表内容活動動紹介介(3) 報告会＆意見交換会概要

日時：2016年12月18日
場所：きらめき広場・哲西 第一研修室

参加者数：64名
（住民31名、学生31名、教員2名）

活動動紹介介(2) フィールドワーク

●調査方法
・現地の方へインタビュー （聞き取り調査）
・図書館などの施設で資料収集 （現地での資料収集）
・実際に現地で行われている活動に参加 （参与観察）

活動動紹介介(1) 企画の目的と流れ

目的

◎学生が実際に地域に赴き、主体的に調査を行うことで、社会に

貢献できる実践知を獲得する

◎調査や報告会＆ワークショップを通して、地域のこれからについ

て地域の人々とともに考える

流れ

○新見市哲西町でフィールドワーク（2015年11月～2016年11月）
↓

○報告会＆ワークショップ（2016年12月18日）
↓

○報告書にまとめる（2017年2月中を予定）

活動概要

昨年度実施した哲西町を対象地域としたプレ調査（平成 年 月 日～
平成 年 月 日）を手がかりとしつつ、フィールドワーク（平成 年
月 日～平成 年 月 日）および補足調査を実施した。またそれらの調査
で得たデータの分析・考察を行った後に、 月 日に現地にて報告会 ワ
ークショップを開催した。この会では、調査結果を哲西町の住民の方々に
報告すると同時に、ワークショップ形式により住民・学生の意見交換を行
った。

さらに、報告会 ワークショップを通して出された疑問や質問、意見を
踏まえて再び分析・考察を行い、調査の最終的な報告書を作成することに
なっている。そして完成した報告書を、来年度の 月に哲西町の住民をは
じめとする関係者に配布する。

団体名 社文文Ⅲ

代表学生 中村啄也 文学部3回生

参加学生 荒武夏海 木和田真緒
飯尾まい 墨岡由花
石原茉依 全ゆんじん
今井夏姫 谷本直樹
大西史佳 那須小都音
戒能輝 難波実夏子
鎌倉佳奈 山本奈那実 文学部3回生
管野美月

計：16名

企画名 「小さな拠点」に新たな風を名
～

「小さな拠点」に新たな風を
～哲西町での調査をつうじた地域貢献～

○グループの紹介
岡山大学文学部 社会学・文化人類学・社会文化学領域の学生
新見市哲西町でフィールドワークを実施

２-２．「小さな拠点」に新たな風を～哲西町での調査をつうじた地域貢献～
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来年度に向けた取り組み
・２月上旬までに報告書を完成させる

意見交換会で下書き段階の報告書を現地の方に配布

→意見交換会で得られた住民からの意見とともに報告書にフィードバックする
→お世話になった住民の方へ報告書の最終版を配布
・蓄積されたデータを後輩に残すため、データの整理と保管の作業を行う

●活動の継続について

・現メンバーの中から数名が継続して、哲西町で調査を行う。

→本企画では調査しきれなかった部分について引き続き調査する。

・現在２回生の後輩たちが、来年度より岡山県で調査を行う(調査地未定)。本企
画の成果をもとに、２回生が参考資料として継続的に利用していく。

２-２．「小さな拠点」に新たな風を～哲西町での調査をつうじた地域貢献～
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ミシェル・デネケン学長講演要旨

　平成28年10月５日に、国際学都シンポジウムが開催された。テーマは、大学と都市の連携である。ミシェル・

デネケン学長は、ストラスブール大学が世界のエクセレンスを目指すために行った大学改革と行政・地域との連

携事例を発表した。デネケン学長の発言は以下のとおりである。

　『ストラスブール大学はフンボルト型の大学であると誇りを持って明言したいと思います。

　ストラスブール大学はドイツに起源を持っています。フンボルト型とは、研究中心主義ということ。決して教

育を軽視する姿勢ではありません。優れた教育は優れた研究からという信念を持っているのです。研究を通じて

知を受け継いでいく。それこそが優れた教育であると考えている訳です。やはり研究と教育は切り離せないもの

です。行政上の縦割りということで切り離されがちな教育と研究ですけど、これは分かち難いものです。今朝も

お聞きしましたけど、岡山大学でもこのモデルを掲げていらっしゃると伺いました。両大学の大きな共通点に数

えていいかと思います。研究の質というのは非常に重要なものです。そのためには大変なリソースが必要です。

もっとも革新的な教育の為のツールを導入しなければなりません。また、大学の魅力も高めて行かなければなり

ません。現在ストラスブールは大変成功を収めていまして、今年５万人の学生を迎えました。その為の学生の寮

や住居、教員の数が不十分という状況が起こり、嬉しい悲鳴を上げているところであります。学生もたくさん来

てほしいと思います。ですから、教えるスキル、学ぶスキルを向上させることも非常に重要であって、その最善

の道が研究水準を最高に引き上げることであると確信しています。研究において世界を牽引すると自負する大学

はエクセレンス、卓越を常に追求しなければなりません。このエクセレンスを追求する上で、ドイツ時代の伝統

に負っている部分が多いという事も申し添えておきたいと思います。そして、それと同時にこのストラスブール

の３つの大学の合併というものも非常に大きな意味も持ちました。2009年に実現したものです。

　今後数年の間ストラスブール大学は現在のモデルを追求し続けます。つまりサイエンスと研究の水準を最高レ

ベルに保つということです。若い学生を巻き込み、そして限界に挑む、そのようなリスクを負って、いろんなこ

とに挑戦するという精神を学んで、身に付けて欲しいと考えています。私どもの目的は、もちろん国際レベルで

の最高レベルでの研究をすることです。そして技術的なツールを開発する。さらに人間的な人材を育成するとい

うことです。この科学というのは、人間に敵対するものではなく、人間と科学の結びつきによって社会が発展し

て行けると確信しています。その為には世界最高水準の人材が必要ですが、この点において世界中の大学が競い

合っている状況でもあることも理解しなければなりません。

　ストラスブール大学は2016年６月からフランス政府によって、フランスで最もエクセレンスな大学と認められ

ています。これは政府とは関係のない独立機関の審査によってトップ大学として認知された訳です。これは素晴

らしい成果だと考えています。』

更に、そのエクセレンスを支える体制には、学内改革だけではなく、地域連携の重要性を述べている。
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『こうした大学の中で1989年から進めていました、国境を越えたネットワーク作りの賜物です。この地域は国境

をまたいで、優れた研究、教育の１つのリージョンを形成しつつあります。そして、チュービンゲンとハイデル

ベルクを加えますとヨーロッパ最強の大学連合になると申し上げてもいいと思います。しかし、今日のシンポジ

ウムのテーマでもありますが、一番重要な点、優れた大学のエクセレンスが成功するためには、やはりパートナー

が積極的に参加してくれることが必要です。歴史的にも地理的にも、ストラスブール大学はストラスブールの街、

またユーロメトロポール、そして州とも分かち難く結びついてきました。アルザスの人々、特にストラスブール

市の人々は、例えば政党を超えて一体となってストラスブール大学の発展に寄与してきました。ストラスブール

のようなメトロポールが魅力的である上で、ストラスブール大学が果たしている役目は非常に大きいものがあり

ます。それに対して、ストラスブール大学もトロットマンさんもそうですが、政治家が大学の重要性を理解して、

それをずっと支援してきたことにも負っている訳です。いまストラスブールは学生が好きであるという学生歓迎

の都市であると掲げている。学生を歓迎する、街に馴染んでもらうための様々な試みを行っています。』

　ストラスブール大学は、地域からグローバルへと発展しているが、国境を越えたパートナーを通じてエクセレ

ンスを高めていることが指摘された。

続けて、カトリーヌ・トロットマン氏は、政治・行政から見た大学の重要性について講演を行った。

『大学と研究についてですが、経済の為に役に立つと思っています。ユーロメトロポールとしては重視し続けた

いと思います。やはり研究と大学は大きなダイナミックがあり、それは学術的には大事であって、そして地域の

魅力に繋がっていく訳です。2030年までの計画、戦略的なプランとしてはそれも入っています。大学と行政が一

緒に優先的に課題を決める機関です。なので、長期的な視野を入れることもできますし、そして、実施する教育、

研究応用のポテンシャルの質として認められている。経済の繋がりができる訳です。大事なのは継続的に行うこ

と、そしてイノベーションに挑戦する必要があります。

　ストラスブール市とユーロメトロポールは大学の自然なパートナーであり、大学空間と都市空間を調和する為

にも、そして、社会的今後や、都市利用の多様性を推進する為にもキャンパスプランも計画しています。大学は

住民の為にもオープンであって、大学のキャンパス整備、開発の為にも市が行っています。それから「ストラス

ブールは学生を愛している」というスローガンでの、学生生活の充実をサポートする様々な施策を行っています。

学生に対する愛の表明と言ってもいいでしょうか。学生のおかげで街が発展している訳ですので、その学生を歓

迎したいという事で行っています。また外国人の割合がパリに次いで多いのがストラスブールとなっています。

あらゆるアクターがそのために協力をしています。そして文化とか住宅とか、それから交通など様々な面にまた

がって学生を支援しています。また就職支援なども行っています。

　もちろん学生組織もあります。もちろん各教育施設もここに加わっています。2008年には、この教育省の部署

に学生支援室も設けています。そして、学生組織と協力した試み等も行っています。また企業の支援や同窓会の

支援も得ています。そしてこちらにまさに同窓会が行っているものですが、学生向け起業家養成プログラムも実

施されています。そして経済と高等教育の連携を図っています。こちらは、いかに私どもが学生の支援体制を整

えているかを示したものです。またどこにイノベーションの種があるのか、そしてどのように具体化していくの
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かを示したものです。大学がありクラスターがあり、企業がいて、様々な研究機関があり、もちろん国もこの中

に入っていますし、様々なレベルの自治体も含まれています。これらすべてが１つの渦を形成してイノベーショ

ンにつなげている訳です。やはりこの都市地域の未来を大学と共に描いて行くという事が重要です。』

　更に、トロットマン氏に対して21世紀型の大学に作り変える中で、まちづくりの根本的な考え方についての質

問が行われた。

　『私個人的な理念は、私は遅れてきた学生だと自分のことを思っているということでしょうか。つまり私たち

は生きる上で常に何かを学び続けなければいけないという事です。私がストラスブール大学が大好きなのは、そ

れを可能にする場だからです。人々に開かれた大学です。また若い時に大学に通えなかった人たちが言語や様々

な事を学べる場にもなっています。ですから大学というのは、１つのパッションでもあります。つまり知的な文

化的な活動をそこで出来る、そしてそれを強力な形で進めることができる。そのような場です。これまで心理学

者や哲学者、研究者様々な人材を輩出してきました。ソフト、ハード含めて、いろいろな研究が行われてきまし

た。

　大学が名声を得る。大きな国際的な大学として認められる。そうなると単なる一地方都市ではいられないので

す。街もやはりその大学のレベルに合わせた、大学にふさわしい街でなければならなくなります。そのようにし

て取り組むことで街自体も発展してきました。その素晴らしいダイアモンドのような宝石を収める為のすばらし

い宝石箱を作らなければいけないわけです。そのような使命を私たちは負っていると思います。しかしそれは人

間関係や友情によって非常に上手く進んできたと言えると思います。岡山大学でも感じたことですけど、人間的

な側面も重要視している。そのような考えを通じて、一緒に仕事をすることができました。やはり大学を取り巻

くコミュニティなくして大学とはありえないと思っています。大学は単に機械的に知識を教える場所ではありま

せん。そこには人々が生活しており、研究が行われ、人々の人生が詰まっている訳です。ですから、そこに経済

的な力もそうですが、その街自体に魅力がなければならないと思います。私はストラスブールというのはフラン

スでも最大の１つの企業だという風に思います。大学というのは企業でもあるのです。

　そして民間企業もストラスブールに非常に魅力を感じています。ですから民間からの資金もかなり入ってくる

ようになっています。

　これはフランスでも最高の成功を収めていると言っても良いかと思います。ですからこうした様々な関係者が

同じビジョンを共有して、大学に対するビジョンも共有して経済発展のリズム、ペースを決めてきたということ

でしょうか。』

　デネケン学長とトロットマン議員の双方から大学と都市の連携からなるグローバルな学都形成について講演が

行われたが、岡山のまちづくりに資する重要な視点が提起されることになった。
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カトリーヌ・トロットマン議員講演要旨

　平成28年10月６日に、カトリーヌ・トロットマン氏によるストラスブールのまちづくりをテーマとした講演会

が行われた。講演会は、低炭素型社会に向けて、公共交通、大学と都市連携など広範囲に渡ったが、報告書では、

公共交通整備の背景についてトロットマン氏の発言を取り上げる。

　『まず、当時（1980年代）ですが、都心部がとても混雑していました。その結果、人口が減ってしまって、特

に都心部に住みたい方がとても少なくなってしまい、店舗が中々上手く経営できなくなりました。また、もう一

つは、空気の汚染がひどく、病気にかかる子どもたち、そして高齢者の方が増えていました。例えば、気管支炎

や、呼吸に関する問題が多くありました。そういう保健的な面で、とてもつらいところがありました。そして、

もう一つは騒音の問題、とてもうるさいまちというふうに思われました。その結果、都心部に住んでいる方々が、

とてもつらくて、都市部から出たいという時期でした。最初の目的としては、やはり、その都市空間を見直すと

いうことが必要でした。都心部は、都市空間の中心的な役割を果たすように考え、見直しました。そのために都

市空間の見直しとしては、車が使っているスペースを、他の利用にあてようという考え方でした。それが、トラ

ム（路面電車）のスペースにしよう、という計画でした。第二の計画としては、都心部にあった歩行者のスペー

スを２倍にする。歩行者天国を、元々よりも２倍にするという決定でした。そういうところで歩く人、そして自

転車を使う人、そういう優しいまちにしようということでした。今でもストラスブールは、フランスで一番歩行

者天国の多いまちです。』

　『もう一つの大事な原則としては、私たちが呼んでいる“都市平等”ですが、これはクオリティ・オブ・ライフ

を大事にすることです。どの住民にも同じような生活の質を保証するという考え方です。これによって、どの住

民に、どの市民に、改革が良い方向に進んだということを示したいということで、そういう公共の空間の質をあ

げるという計画でした。例えば広場を広げたり、景観を大事にしたり、建物やビルの下に綺麗な広場や公園を設

けたり、そういうことがとても大事です。そういうことによって住民に、交通がもたらした改革が良かったとい

うことを認識させようとしました。更なる原則として、市民がどういう移動手段を使うかが自由である、という

ことが大事です。移動手段を選択できるような自由を与えるということです。それは多分、一番達成が難しかっ

たことです。なぜかというとフランス人は車が好き、車社会ですので、なかなか車から離れるということは難し

いことです。昔、ストラスブールでもトラムがあったわけですが、それをやめてバスにしたり、車を中心として

開発したまちになっていたわけなので、そういう車からまた離れるということを、説得するまではなかなか時間

がかかりました。
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　この写真は、よくインターネットで出回っておりますので、多分皆さまもご覧になったことがあるかと思いま

す。実は、これはストラスブールでよく使われており、特に住民がプランを受け入れるための説明として、その

方法としてよく使った写真です。177台の車が、トラム１台で、全く違う都市空間を作るということを理解して

いただきやすい画像です。これで、市民がトラムに強く賛成するような動きが生まれました。

　これによって空きスペースが多くできるので、おかげで歩行者天国ができたり、あるいは自転車専用レーンが

できるということが分かりやすい画像です。こっちはトラムを開発したりしなくてはなりませんが、そのお蔭で

都心部の店舗が更に営業しやすい環境になります。最後になりますが、写真だけで分かりやすいので、コメント

はなしです。ビフォア・アフターという写真です。』

３-３．カトリーヌ・トロットマン講演会
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　続けて、暮らしやすいまちづくりについて、以下のように指摘している。

　『大切にしたいことは、やはり哲学的なものになりますが、都市というものは密度が高くなっていることを感

じています。密度が高くなると、過密状態になってしまう傾向があります。そういうところから紛争や争いが生

まれてしまう恐れがあります。ですから、まちに住むということは、住む住宅だけではなくて、そこで働くとか、

自分が住んでいる場所とか、働く場所とか、あるいは病院、あるいは老人ホーム、どこでもいいのですが、そこ

を楽しむことができるということが、本当に“都市に住む”という意味です。そういうことを住民に訴え、安心

してもらうために、そこに住むということで住民のクオリティ・オブ・ライフを保障しますということが、基本

的な考え方です。ですから、住民の平等、尊敬など、人を中心としたまちづくりが大事だと考えています。この

質問はおそらく、ライフスタイルの問題です。先もライフスタイルについての質問がありましたが、これは都市

の文化に繋がっていると思います。私が感じていることは、フランスは、とても残念ながら、基本的な都市計画

や建築について十分理解されていない気がします。都市空間で何が大事かといえば、やはりアートや文化が非常

に大事であることが分かってきました。実は、随分前ですが、1989年に、一般的な雑誌型の調査でしたが、その

調査の結果として、その都市に住んでいる人たちに対して「あなたにとって文化的な活動といえば、何が一番で

すか」ときいたときの答えが、「とにかく都心部を楽しめる。楽しむ。」というものでした。ですから、そのよう

な活動が十分理解されていないのではないかということを感じています。それがきちんと念頭にあり、都市の利

３-３．カトリーヌ・トロットマン講演会
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用方法を十分理解したうえで、様々なサービスを提供する必要があります。ですから社会的な背景や、文化的な

背景もありますが、やはりアートと文化とが混ざり合ったまちが、とても大事です。トラムを始めたときは、アー

ティストも呼んで、プロジェクトに参加してもらいました。トラムを綺麗にデコレーションしたりするのではな

く、トラムの計画の一員として、参加してもらいました。そのときは、今まではなかったことなのですが、住民

はそれをとても喜び、理解してくれました。最後に、景観の話もありましたし、住民が都市を好きになること、

学生がストラスブールを好きだということもありますけれども、それに関係することです。トラムをオープンし

たときは学生だけではなくて色んな人が乗車しました。そして、降りたくないという状況になりました。みんな

がトラムに残ってしまって、なかなか降りてこないという、問題になってしまいました。なぜかというと、やは

り自分のまちを楽しむことができるということが、住民に再発見されたわけです。』
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第９回ローカルサミット宣言 in 倉敷おかやま

　大原總一郎氏によって提唱され62年前に設立された高梁川流域連盟は途切れることなく連綿と活動が受け継が

れてきた。そして、60周年を期に流域サミット宣言を発出して新たな流域連携の時代に入った。

　くしくも本年Ｇ７教育大臣会合が開催された倉敷に集った我々、全国の志民は、この倉敷に蓄積された歴史・

文化・自然豊かな場の中で、現代の様々な課題、一流の地域づくりとは何か、持続可能なローカル社会での新た

な暮らし方とは何か等について熱く話し合い、世代を超えて多様な志といのちをつなぐことの重要性を確認した。

共に生活者であることを再確認し、大人、子ども、文化・教育・経済・行政・宗教・医療・福祉・地域関係者等、

多種多様の地域を愛する人たちが、深く連携し、様々な共同作業を通じて、出会いの場をつくり、お互いの顔を

合わせ、本音を語り合う機会をつくることが重要であり、そこに集った人達が、次世代の若者達にこれまでの過

ちを正し、真の地域の宝物を受け継いでいくことこそ、確かな持続可能な未来を創ることが出来る。そのリアル

な現場として、豊かな水が多様な生命を育み、上流と下流とが相互に補完してきた「流域」をベースに思考し、

新たな社会をデザインすることが重要であり、これによって、多様な志をつなぐことが可能になることを確認し

た。

　今回は多くの生徒、学生が参加し、将来に向けたビジョンを考えた。大人と子供が本音で語り合い、未来を創

り出す原因は今にあるという認識のもと、未来に生きる将来世代の意見に真摯に耳を傾け、将来世代が描く未来

に一歩でも近づけるよう、大人達が今を変えることに勇気を持って行動することをここに宣言する。

平成28年11月６日
倉敷にて

第９回ローカルサミットIN倉敷・おかやま実行委員長

梶　谷　俊　介　
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Local actorsLocal actors-Local actors-University Collaboration University Collaboration in Environmental Local actorsLocal actorsLocal actors-
Education 

University Collaboration -University Collaboration University Collaboration University Collaboration 
Education Education Education toward a 

University Collaboration University Collaboration 
toward a Better 

University Collaboration University Collaboration in Environmental in Environmental University Collaboration 
Better Future at Mizushima, toward a toward a toward a toward a Better Better Better Better Better Better Future at Mizushima, Future at Mizushima, Future at Mizushima, Future at Mizushima, 

Kurashiki City

Kanae Ishimaru1, Ikuko Takano1, Satoshi Mimura1, Toshifumi Shiwaku2, and Sonoko Fujiwara2

1. Center for Regional Research, Okayama University
2. The Foundation for Environmental Rehabilitation and Redevelopment of Mizushima

1952 Development plan for Mizushima industrial area was 
formulated and construction commenced.

1961 Petroleum processing was started by some 
industrial enterprises in Mizushima area.

1965 Respiratory disease patients started to increase in 
the area.

1971 The first air pollution victim was a 13 years-old girl 
died of asthma.

1972 Sulfurous gas density in Mizushima area was at its 
peak.

1975 The Pollution-related Health Damage Compensation 
Law designated Mizushima as an area to be 
compensated. (Compensations by the city and the 
central government ceased in 1982 and 1988, 
respectively.)

1983-88 Litigation against the polluting companies  (1st, 2nd

and 3rd lawsuits)
1994 The court decided the companies accused in the 

first lawsuit were responsible for the pollution and 
ordered them to compensate the plaintiff.

1996 A settlement was reached for all the Mizushima
pollution lawsuits

2. Missions and Actions for the Future
未来へのミッションとアクション

“The Council of the Development of Human Resources and the Renovation of Town through Environmental Education in
Mizushima” was established in 2013 to achieve future-oriented cooperation of the various actors to open up a new
horizon of the community by equipping environmental education as a key.

The MISSIONS of the council are …
 to enhance the awareness for environmental issues
 to develop sustainable community 

by means of education utilizing local recourses. 

We are taking three ACTIONS to achieve our future vision “Mizushima, 
the Best City in the World in the Field of Environmental Education”, 

1. Establish a collaboration scheme to gain understanding for 
the council by the locals.

2. Create opportunities for local peoples’ participation and 
enable them to reevaluate their hometown.

3. Make Mizushima the place of environmental education and 
create a platform for young generations’ participation in 
community development. 

1. History of Mizushima, Kurashiki City
倉敷市水島の歴史

Fig. 1 Location of Mizushima and Kursahiki city

Fig. 2 Bird’s eye view of Mizushima industrial complex area

Fig. 3. Schematic diagram of the components of 
“The Council of the Development of Human 
Resources and the Renovation of Town through 
Environmental Education in Mizushima”.

―  ― 倉敷市水島における地域と大学の協働による環境教育への取組組 ―
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3. Action1- Establish collaboration 
scheme to gain understanding for 
council by the locals
協議会の理解のための協働スキームの構築

4. Action2- Create opportunities for 
local peoples’ participation
地域の人々が参画できる機会の創出

Fig. 4 Annual meeting with 
Kurashiki City Government 
duting the “Environment Month”
（2014/6/24）

Fig. 5 Poster session in the 
UNESCO World Conference on 
ESD, Professor Mimura of 
Okayama University (right) 
(2014/11/7-8）

Fig. 7 Biological survey at Hakken
river runs through the center of 
Mizushima (2015/11/22)

Fig. 6 Workshop for the local 
participation lectured by Associate 
Professor Maeda of Okayama 
University (2014/11/25)

Fig. 8 Building process of practical learning course of 
Okayama university in collaboration with local actors

Okayama University, Mizushima Foundation, Kurosaki-Tsurajima Fishery cooperative, Mizushima shopping district 
promotion cooperative, Kurashiki City, Association of Kurashiki Pollution Victims and Their Families.
岡山大学・みずしま財団・黒崎連島漁協・水島商店街振興連盟・倉敷市・倉敷市公害患者と家族の会

CONTENTS COLLABORATORS
1 Outline of pollution issues at Mizushima Mizushima Foundation
2 Quality of Life (QOL) of the patients Mizushima Foundation
3 Fieldwork1 : Talks with patients Air pollution patients
4 Fieldwork2 : Visit to local shopping street Local residents
5 Environmental measures by enterprises Retirees of enterprises
6 Fieldwork3 : Fishery experience at Mizushima bay Kurosaki Fishery Cooperation
7 Environmental measures by local government Kurashiki city 
8 Court settlement Lawyers of the Pollution plaintiff
9 Mutual communication of local actors Mizushima Foundation
10 Open house presentation Okayama university

Table 1. Contents and collaborators of each lecture and fieldwork.

6. What have we gained through this collaboration?
私たちそれぞれがこの協働で得たこと

Local residents got animated with people who concern Mizushima area, and could reevaluate their home town.
Pollution patients could transfer their experience and understanding for pollution caused-disease to young generation.
Enterprises in industrial complex and local government could gain the understandings of the locals for their efforts of 

promoting environmental measures.
Okayama University could provide community-based practical learning for students.
Mizushima Foundation could gain constant feedback from students about environmental education. 

5. Action3- Make Mizushima the place of environmental education and create 
a platform for young generations’ participation in community development. 
若者の「学び」の場とまちづくりへのプラットフォームの創生

Fig.10 Fieldworks. Left : Talk with a patient, Right : Fishery experience at TsurajimaFig. 9 The 5 most impressive lectures and/or 
fieldworks voted by students

４-３-２．G7教育大臣会合　出展パネル
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2016年３月11日

「おかやま地域発展協議体」設立

岡　山　大　学

１．「おかやま地域発展協議体」設立の意義

　岡山大学は、第３期中期目標期間に向けた岡山大学の改革構想と将来ビジョンを「岡山大学改革プラン」とし

て明確化した。

　そこでは、急激な少子高齢化・グローバル化を見据えて、聖域なき組織横断型改革を断行するとともに、国際

社会や地域社会と連携した世界に伍する最先端の研究及び実践的かつグローバル教育の展開による「学びの強化」

に取り組み、大学が地域の資源として、その成果を地域社会と連携することにより地域創生に活かすことを目標

に掲げた。

　さらに長期的には、人類が蓄積してきた知と、最先端の知とを総合的に継承するとともに、世界に向けて創造

的な知の成果と技の結実を発信し、以って、岡山の地域社会と共存・共栄しながら若い力を地域社会へ送り出し、

岡山はもとより、わが国のイノベーションを先導する真のグローバルな教育・研究拠点として輝くことをめざす。

　こうしたビジョンを踏まえ、岡山の社会を構成する組織、団体が英知を出し合い、産官学民が一体となり、大

学がプラットフォームとなり、岡山の持続的な発展を支える知恵と駆動力の源となることを目的として「おかや

ま地域発展協議体」を設立する。

２．目標実現に向けた組織提案

　⑴　おかやま円卓会議（ラウンドテーブル）の組成

　　 　「学び」を求めて世界から人々が集まる学都を創生するためには、岡山の持続的な発展を支えるビジョン

を産官学民が共有化し、人・もの・情報・資金についての相互支援体制の構築を協議する必要がある。その

ために、産官学民のトップで構成される、「おかやま円卓会議」（ラウンドテーブル、以下、「円卓会議」と

いう）」を組成し、定期的に議論する場を設けることを提案する。

　⑵　おかやま地域発展協議体の創設

　　 　地域創生の実現に向けた方策と、そこで求められる人材の育成について、各組織・団体のエキスパートが

同じ土俵で知恵を持ち寄り、互いが得意とする資源を出し合い相互補完しながら、岡山の地のプラットフォー

ム的な組織体『おかやま地域発展協議体』を設立する。その目的は、恒常的な事務局体制を設置し、岡山の

社会が対応すべき課題や解決の方向性、例えば各組織・団体の総合計画・目標を持ち寄り、共通理解を深め、

多様化する諸課題の解決に向けて具体的なアクションプランを協議する。

　⑶　産官学連携人財Farmの設置

　　 　岡山における人材育成の促進、雇用の創出のために、大学と地域が必要とする人材育成に関するネットワー
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クを構築する。大学は、社会連携教育プログラムを深化させ、そのプログラムで育成を担当する教員と、そ

こで実践教育され一定のスキルを持った人材を登録する。一方で、地域は、地域人材育成に関わる有能な人

材を地域人として登録する。その仕組みを『産官学連携人財Farm』と称し、地域発展協議体を下支えする

システムとして構築・運用する。世界に伍する卓越した力量を有する地域人材を育成・輩出することにより、

地域に密着した真の意味での新たな社会的イノベーションを巻き起こし、さらに、地域の秀逸な人材を確保

することにより、東京一極集中に歯止めをかけるスキームを完成させる。

３．円卓会議の具体イメージ

　⑴　会議のメンバー

　　 　円卓会議メンバーは、経済界（岡山県商工会議所連合会、一般社団法人岡山経済同友会、一般社団法人岡

山銀行協会）、行政機関（岡山県、岡山市、倉敷市）、大学（岡山大学）、マスコミ（山陽新聞社）それぞれ

の代表者、文化人等で構成される。

　⑵　会議の目的

　　① 　世界や国内情勢の動向に基づき、岡山の社会が対応すべき課題や解決方法について、高い視座から自由

に意見交換を行い、各立場からビジョンを語り、共通軸を見出す。なお、議題については、各団体の事務

局が集まり事前協議により決定、それに合わせた資料を準備する。

　　② 　岡山の社会が持続的に発展を続けるために、大学生に求められる資質、若手経済人に求められる資質、

若手自治体職員に求められる資質、それぞれの人材像について相互に意見交換を行い、人材育成の指針を

示す。

　　③ 　産官学民が互いに補完しあえれば、大きな成果が望める施策について、各事務局が事前準備したテーマ

や資料に基づき、トップの知見から相互に意見交換を行う。

　⑶　開催頻度

　　　年に２回程度開催する。

　⑷　会議の位置づけ

　　 　会議メンバー全員が、検討すべきであると賛同したテーマを、各事務局におろして議論を重ね、それを地

域発展協議体に持ち寄り、具体的な道筋を協議する。ただし、原則として決定権や拘束権は無い。

　⑸　開催場所

　　　各組織持ち回りで開催する。

　⑹　費用

　　 　基本的な開催費用は構成組織・団体が負担する。そのほか、特別に必要な経費は各団体が負担する。なお、

国内外など調査視察・訪問するような事案が発生した際は、原則として、各団体の負担とするも、詳細につ

いては別途検討する。

　⑺　公開性

　　 　話し合われた内容は、議事録にまとめ、地域発展協議体のホームページや各団体の広報媒体で公知にする。
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４．おかやま地域発展協議体の具体イメージ

　⑴　おかやま地域発展協議体の目的と活動

　　 　おかやま地域発展協議体（以下、協議体という）は、諸課題の解決のために考えられる事案を持ち寄り、

具体的なアクションプランの展開可能性について協議・検討を行う。

　⑵　組織体制

　　①　委員会

　　　 　協議体は、経済界、行政（岡山県、岡山市、倉敷市）、大学（岡山大学）、NPO、マスコミ等から選ばれ、

委員長１名（岡山大学社会貢献担当理事・副学長 ）、副委員長６名（岡山商工会議所、岡山県、岡山市、

倉敷市、中国銀行、山陽新聞社）からなり、委員は各組織団体等から推薦された複数名の役職員で構成さ

れる（岡山商工会議所、一般社団法人岡山経済同友会、岡山県、 岡山市、倉敷市、中国銀行、山陽新聞社、

岡山大学等）。

　　②　事務局

　　　 　岡山市内に協議体事務局を設置し、常態的に事務局員を配置、常駐職員として、事務局長及び事務局員

を岡山大学から配置する。

　　③　顧問・アドバイザー

　　　 　協議すべきテーマや人材育成計画により、専門的な知見や経験が必要と認められた場合、岡山県内はじ

め内外の団体・機関、企業、NPO、学識経験者等から顧問およびアドバイザーを選び、意見を聞くこと

がある。

　⑶　運営方法及び費用

　　①　運営方法

　　　 　委員会を開催し、審議を行うこととする。ただし、委員会が必要と認める場合は、委員による実務者会

議を設置し、必要な検討等を行い、その結果に基づき、委員会で審議することができるものとする。ただ

し、原則として決定権や拘束権は無いものとする。

　　②　費用

　　　 　設立に係る費用及び当面の運営費用は、岡山大学が負担する。なお、参加機関は、各経営資源を持ち寄

り協議体の安定的な運営を確保するために、各組織の事業計画に盛り込み予算化する可能性を検討する。

　⑷　会議や委員会・専門委員会の開催

　　　総会は年１回、定例会議は年に数回程度開催する。

　　①　定例会議の委員決議により、テーマに応じて専門委員会を組成することができる。

　　②　専門委員会では専門委員が協議して委員会に協議結果を具申する。

　　③　委員会は、具申された結果を各組織へ持ち帰る。

　⑸　会議の場所

　　 　当面、総会、定例会議は岡山大学所有の施設、専門委員会は各組織が有する会場を持ち回りで利用する。

　⑹　費用
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　　 　基本的な開催費用は地域発展協議体が負担する。そのほか、特別に必要な経費は各団体が負担する。なお、

国内外など調査視察・訪問するような事案が発生した際は、原則として、各団体の負担とする。なお、詳細

については別途検討する。

　⑺　公開性

　　 　話し合われた内容は、議事録にまとめ、必要と認められた事実については地域発展協議体のホームページ

や各団体の広報媒体で公知にする。

５．産官学連携人財Farmの具体イメージ

　産官学連携人財Farm（以下、人財Farmという）は、おかやまの持続的成長を担う地域人材育成を支え、地

域社会と高等教育機関を有機的かつ効果的に結びつけることを目的として設置する。活動内容は下記の通り。

　① 　岡山大学を窓口として、同協議体の指導的役割を担う「産官学連携アドバイザー・データベースの構築」

を行う。

　② 　地域人からは「実践型社会連携教育プログラム」の実施に深く関わる、企業、自治体、関係団体、NPO、

専門家からなる「プロフェッショナル・データベースの構築」を関係機関の協力を得て行う。

　③ 　「実践型社会連携教育プログラム」を修了し、岡山の地域発展に役立つスキルを身につけた人材に対して、

就業や転職の機会をはじめ有益な情報を提供する「ネットワーク・データベースの構築」を行う。

　なお、開発・運営・保守管理組織は、協議体の内部に置くこととする。また、開発コストに関しては、岡山大

学が負担するものとし、外部業者に開発の協力を得て実施する。開発後に係る運営費及び保守管理費は、構成組

織・団体で協議の上で、負担しあう可能性を検討する。

　また、岡山全体の持続的な発展や地域創生の観点からは、こうした協議体や人財Farmの活用を、岡山大学に

閉じられた仕組みに留めず、岡山県下の大学で活用することを、併せて検討する。
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おかやま地域発展協議体組織 

 

活動支援団体 

 
 

 事務局 
事務局長 1 名 
・ 企画事務局 
・ 運営事務局 

顧問 
アドバイザー 

後援団体 賛助団体 協力団体・企業 

産官学連携 人財 Farm 

委員会 
委員長 1 名 
副委員長 数名 
委員   数名 

おかやま円卓会議（ラウンドテーブル） 

おかやま地域発展協議体 

各種専門委員会 

監事 

６-１．おかやま地域発展協議体　設立案



― 37 ― 

おかやま地域発展協議体の設置に関する規約

第１章　総　　則

（名　称）

第１条　協議体は，おかやま地域発展協議体（以下「協議体」という）と称する。

（事務局）

第２条　協議体の事務局は，岡山大学組織内に置く。

第２章　目的および事業

（目　的）

第 ３条　協議体は，非営利組織として，岡山を構成する産・官・学・民の組織や団体が，協働して地域と教育，

地域と医療，技術と環境，まちづくり等に関する取り組みの検討や実践型社会連携教育活動等を行い，岡山の

持続的な発展ならびにそれを担う人材育成を通じて社会に貢献することを目的とする。

　 　また，協議体は，その目的遂行のため，世界や国内情勢の動向に基づき，岡山の社会が対応すべき課題や解

決方法について示唆を仰ぐために設立する「おかやま円卓会議（ラウンドテーブル）」及び，地域人材の育成

と社会の持続的成長を支援する目的で設立する「産官学連携人財Farm」の運営を行う。なお，「おかやま円

卓会議（ラウンドテーブル）」及び「産官学連携人財Farm」の詳細については，別に定める。

（事　業）

第４条　協議体は，前条の目的を達するため，次の各号の事業を行う。

　一　産官学民連携・協働による取り組み検討

　二　おかやま円卓会議（ラウンドテーブル）の企画・運営

　三　実践型社会連携教育の企画提案

　四　協働による調査研究，研究会，シンポジウムの企画・開催

　五　実践型社会連携教育関連分野における社会人・地域人の発掘・登録

　六　産官学連携人財Farm設置による人材データベースの構築

　七　その他，委員会において適当と認めた事業

　

第３章　組　織 

（委員会等）

第５条　協議体に，次の各号の委員会等をおく。

　一　委員会

　二　監事
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　三　顧問・アドバイザー

　四　専門委員会

（委員会）

第６条　委員会は，委員長，副委員長，委員により構成する。

２　委員会は，協議体の運営に関する重要事項を審議する。

３　委員会は，必要に応じて監事に出席を求めることができる。

４　委員会の議事は構成メンバーの過半数をもって決定する。

５　委員会は，次の各号の事項を議決する。

　一　規約の変更

　二　決算，事業報告および予算，事業計画等の承認

　三　委員等の選任

　四　専門委員会の設置ならびに廃止

　五　その他，委員長が持に必要と認めた事項

（委員の職務）

第７条　委員長は，協議体を代表し，会務を執行する。

２　副委員長は，委員長を補佐し，会務を執行する。

３　委員長に事故があるときには，副委員長がその職務を代行する。

４　委員は，委員長および副委員長を補佐し，会務を執行する。

（委員の任期等）

第８条　委員長，副委員長および委員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。

２　委員長は，岡山大学社会貢献担当理事の職にある者を以て充てる。ただし，委員会の承認を必要とする。

３　副委員長は，当面，協議体に参加する組織・団体の長が指名する。ただし，委員会の承認を必要とする。

４　委員は，委員長が経験，専門分野等を考慮して指名する。ただし，委員会の承認を必要とする。

（監事）

第９条　協議体は会計および会務を適切に執行するために，監事をおく。

２ 　監事は，委員長が指名する。ただし，委員会の承認を必要とする。監事の任期は２年とするが，再任を妨げ

ない。

（顧問，アドバイザー）

第10条　顧問およびアドバイザーを置くことができる。
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２　顧問およびアドバイザーの定員，任期は委員会が決定する。

３　顧問およびアドバイザーは重要事項について委員会の諮問に応じる。

４ 　アドバイザーは自らが専門とする分野において，協議体の活動目的に沿う教育や研究活動等を通じて，会務

を支援する。

（専門委員会）

第 11条　専門委員会は，その設置目的に応じて，委員会委員，顧問，アドバイザーおよび学識経験者等により，

構成する。

第４章　規約の変更および解散

（規約の変更）

第12条　本規約の変更は，委員会出席者の３分の２以上の賛成を以てこれを決する。

（解　散）

第 13条　協議体の解散は，委員会構成組織の５分の１以上の提案にもとづき，委員会出席者の３分の２以上の賛

成を得なければ，これを行うことができない。

附　則

この規約は，平成28年４月　日から施行し，平成28年４月１日から適用する。
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おかやま地域発展協議体　委員名簿
平成28年７月１日現在　敬称略

氏　　　　名 所 属 ・ 役 職
委 員 長 荒　木　　　勝 岡山大学理事（社会貢献・国際担当）・副学長
副委員長 高　橋　邦　彰 岡山商工会議所 専務理事
副委員長 桐　野　伸　一 岡山県 総合政策局長
副委員長 鉄　永　正　紀 岡山市 政策局長
副委員長 竹　内　道　宏 倉敷市 企画財政局長
副委員長 福　田　正　彦 株式会社中国銀行 常務取締役
副委員長 岡　山　一　郎 山陽新聞社 編集委員室 室長
委 員 鶴　岡　良　孝 岡山商工会議所 理事・事務局長
委 員 金　森　満　廣 一般社団法人 岡山経済同友会 専務理事・事務局長
委 員 伊　藤　敦　哉 岡山県 総合政策局　政策推進課　課長
委 員 折　口　範　昭 岡山市政策局　政策企画課地方創生・政策調整担当　課長
委 員 竹　本　泉　造 岡山市経済局　審議監（産業企画調整担当・産業政策課長）
委 員 芳　原　　　保 岡山市経済局　観光コンベンション推進課　課長　
委 員 番　場　伸　幸 岡山市都市整備局　都市企画総務課　課長
委 員 秋　山　　　剛 倉敷市 企画財政局　企画財政部　企画経営室　くらしき移住定住推進室長
委 員 宮　崎　俊　司 株式会社中国銀行 営業統括部 担当部長
委 員 喜　多　　　功 山陽新聞社 社長室 経営企画部 部長
委 員 髙　塚　成　信 岡山大学大学院教育学研究科　研究科長
委 員 佐　野　　　寛 岡山大学大学院社会文化科学研究科　研究科長
委 員 那　須　保　友 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　研究科長
委 員 冨　田　栄　二 岡山大学工学部　学部長

【顧　問】
小　長　啓　一 岡山大学 全学同窓会 会長
吉　川　昌　宏 前岡山大学 監事

【監　事】
森　脇　　　正 森脇法律事務所

【事務局】
事務局長 三　村　　　聡 岡山大学地域総合研究センター　センター長

松　原　俊　雅 岡山大学総務・企画部社会連携支援室長
前　田　芳　男 岡山大学地域総合研究センター　副センター長
岩　淵　　　泰 岡山大学地域総合研究センター
真　田　　　明 岡山大学総務・企画部 社会連携支援室
物　部　和　彦 岡山大学総務・企画部 社会連携支援室
流　尾　正　亮 岡山大学総務・企画部 社会連携支援室
近　藤　亜希子 岡山大学総務・企画部 社会連携支援室
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「おかやま地域発展協議体」キックオフ宣言

　日本は少子高齢化の進展に加え、人口減少時代に突入しています。さらに国の財政難もあり、地方では地域力

を結集して活力の持続を図っていくことが大きな課題となっています。

　そうした中、岡山大学は、わたくしの学長就任以降、大学が地域資源として地域とともに発展していく森田ビ

ジョン「国際学都構想」を掲げ、地域総合研究センターの設置や旧国際センターをグローバルパートナーズに改

組するなど、グローバルな視座に立ち地域社会との連携強化を打ち出して参りました。

　また、厳しい時代における岡山地域の発展・活性化に向けて、森田体制５年間の取り組みも併せて、知識基盤

型社会における大学の役割を最大限に発揮するため、関係方面に「産官学民が共に対話を重ねながら、地域の課

題を解決する処方箋を考える拠点」の創設を呼びかけてきました。

　その甲斐ありまして、４月１日、岡山大学は、「国際学都構想」実現に向けた大きな一歩として、岡山県内の

産官学民が連携、協働して地域が抱える種々のニーズや課題に関する検討・研究を行うプラットホーム、「おか

やま地域発展協議体」を、荒木勝社会貢献・国際担当理事・副学長を委員長として創設いたしました。

　そこでは、岡山商工会議所、岡山経済同友会、岡山県、岡山市、倉敷市、中国銀行、山陽新聞社、はじめ地域

の皆様と連携しながら、岡山大学が有する多様な分野にわたる専門性や、大学機関という公正中立的な立場を地

域貢献に積極的に活かして参ります。

　また、産官学民の情報共有の場として有効活用していくとともに、市民協働による地域活性化に資する活動に

つなげていくことを目指します。

　本日は、ここに、その発足に際しまして、岡山地域の、益々の持続的発展を祈念して「おかやま地域発展協議

体」のキックオフを宣言させていただきます。

　平成28年４月

 岡山大学長　森　田　　　潔
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おかやま円卓会議の設置に関する規約

（設　置）
第 １条　岡山県における地域創生、並びにグローバル化への対応を視座に置いた人材教育

の推進に資するため、おかやま円卓会議（以下「円卓会議」という。）を設置する。
（目　的）
第 ２条　円卓会議は、おかやま地域発展協議体からの意見具申に基づき、地域課題の解決

のため、持続的かつ戦略的に地域創生活動に取り組み、それを推進することを目的とする。
（所掌事項）
第３条　円卓会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
　一　岡山における地域創生に関すること
　二　次代を担う人材教育に関すること
　三　グローバル化への対応に関すること
　四　その他まちづくりの推進に関すること
（組　織）
第４条　円卓会議は、次の各号に掲げる者で組織するものとする。
　一　岡山県商工会議所連合会の代表
　二　一般社団法人岡山経済同友会の代表
　三　一般社団法人岡山県銀行協会の代表
　四　岡山県知事
　五　岡山市長
　六　倉敷市長
　七　山陽新聞社の代表
　八　岡山大学長
　九　その他座長が必要と認める者
（役　員）
第５条　円卓会議に次の役員を置く。
　一　座長１名
　二　副座長１名
２　座長は、会議メンバーのうちから互選により選出する。
３　副座長は座長が指名する。
４　座長の任期は、１年間とする。ただし、再任を妨げない。
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（役員の職務）
第６条　座長は、円卓会議を代表し、会務を総理する。
２　副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、副座長がその職務を代理する。
（招　集）
第７条　会議は、必要に応じ座長が招集する。
（意見の聴取）
第 ８条　座長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くこと

ができる。
（事務局）
第９条　円卓会議の事務局は、岡山大学に置く。
（庶　務）
第10条　円卓会議の庶務は、岡山大学地域総合研究センターにおいて行う。
（会　計）
第11条　円卓会議の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わるものとする。
（設立年月日）
第12条　円卓会議は、平成28年10月１日に設立する。
（その他）
第13条　この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附　則
（施行期日）
この規約は、平成28年10月１日から施行する。
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おかやま円卓会議　名簿
平成28年７月１日現在

氏　　　　名 所　属　・　役　職
岡　崎　　　彬  岡山県商工会議所連合会　会長
松　田　　　久  一般社団法人 岡山経済同友会 代表幹事
宮 長 雅 人  一般社団法人 岡山県銀行協会 会長 
伊原木　隆　太  岡山県　知事
大 森 雅 夫  岡山市　市長
伊 東 香 織  倉敷市　市長
越 宗 孝 昌  山陽新聞社　代表取締役会長
森　田　　　潔  岡山大学　学長

敬称略

６-３．おかやま円卓会議　名簿
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岡山まちとモビリティ研究会　顧問
平成28年11月1日現在

氏名・代表者 所　　　　　属
松　田　　　久 岡山経済同友会　代表幹事
梶　谷　俊　介 岡山経済同友会地域振興委員会　　委員長 第Ⅱ分科会長
若　林　昭　吾 岡山商工会議所都市交通委員会　委員長 第Ⅰ分科会長
上　田　和　生 岡山商工会議所青年部　H28会長
佐　野　範　一 公益社団法人岡山青年会議所　H28理事長
羽　原　富　夫 公益社団法人岡山県バス協会　事務局長
梶　川　政　文 一般社団法人岡山県タクシー協会　会長
真　野　卓　也 一般社団法人日本自動車連盟岡山支部　事務所長
梶　谷　俊　介 一般社団法人岡山県レンタカー協会　会長
森　本　卓　壽 西日本旅客鉄道（株）　執行役員岡山支社長
宇　野　泰　正 宇野自動車（株）　取締役社長
原　　　雅　之 両備ホールディングス（株）　代表取締役専務
礒　野　省　吾 岡山電気軌道（株）　代表取締役専務
永　山　久　人 下津井電鉄（株）　代表取締役社長
成　石　敏　昭 八晃運輸（株）　代表取締役社長
池　田　裕　二 国土交通省岡山国道事務所　所長
山　﨑　康　司 岡山市　都市整備局　参事
鹿子木　　　靖 岡山市　都市整備局　局長
石　田　尚　昭 岡山市　都市整備局　まちづくりアドバイザー
鉄　永　正　紀 岡山市　政策局　局長
岡　山　一　郎 山陽新聞社　編集委員室　室長
荒　木　　　勝 岡山大学　理事・副学長 研究会委員長

敬称略

氏　　　名 所　　　　　属
槙　尾　俊　之 岡山県　県民生活部県民生活交通課　課長
徳　田　恭　子 NPO法人まちづくり推進機構 岡山　理事
石　田　篤　史 公益財団法人みんなでつくる財団おかやま　代表理事
阿　部　典　子 NPO法人みんなの集落研究所　首席研究員
佐　藤　則　明 トヨタ自動車（株）　ITS企画部渉外グループ　担当部長

敬称略

岡山まちとモビリティ研究会　オブザーバー

６-５．専門委員会（岡山まちとモビリティ研究会）
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敬称略

岡山まちとモビリティ研究会　顧問
平成28年11月1日現在

氏　　　名 所　　　　　属
石　田　東　生 筑波大学大学院システム情報工学研究科　教授
鎌　田　　　実 東京大学大学院領域創成科学研究科　教授
溝　上　章　志 熊本大学大学院自然科学研究科　教授
阿　部　宏　史 岡山大学　理事・副学長

敬称略

岡山まちとモビリティ研究会　事務局
平成28年11月1日現在

氏　　　名 所　　　　　属
三　村　　　聡 岡山大学地域総合研究センター　 第Ⅲ分科会長
内　藤　賢一郎 岡山大学地域総合研究センター　
真　田　　　明 岡山大学地域総合研究センター　
流　尾　正　亮 岡山大学地域総合研究センター　
近　藤　亜希子 岡山大学地域総合研究センター　

敬称略

岡山まちとモビリティ研究会　岡大研究チーム
平成28年11月1日現在

氏　　　名 所　　　　　属
阿　部　宏　史 　理事・副学長 座長
冨　田　栄　二 　工学部　学部長 副座長
橋　本　成　仁 　環境生命科学研究科　准教授
氏　原　岳　人 　環境生命科学研究科　助教
河　原　伸　幸 　自然科学研究科（工・機械システム系学科）　准教授
阿　部　匡　伸 　自然科学研究科（工・情報系学科）　教授
平　木　英　治 　自然科学研究科（工・電気通信系学科）　教授
豊　田　啓　孝 　自然科学研究科（工・電気通信系学科）　教授
前　山　祥　一 　自然科学研究科（工・機械システム系学科）　講師
池　田　　　直 　自然科学研究科（理・物理学科）　教授
中　村　良　平 　社会文化科学研究科（経済）　教授
浜　田　　　淳 　医歯薬学総合研究科　教授
高　岡 　敦　史 　教育学研究科　講師
前　田　芳　男 　地域総合研究センター　副センター長・准教授
岩　淵　　　泰 　地域総合研究センター　助教

６-５．専門委員会（岡山まちとモビリティ研究会）
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◇岡山まちとモビリティ研究会分科会

Ⅰ．「まちと公共交通を考える」分科会

　 　岡山市中心部の活性化には、今まで以上に多くの人が集い、回遊性が図れるまちに転換していく工夫が求め

られる。そうした視点から先進地の欧州やわが国各都市の施策を参考にしながら、1㌔スクエアを中心とした

市中心部及び大学や運動施設が集積する西口エリアにおける理想的な道路空間の在り方を検討するとともに、

市中心部に乗り入れる公共交通の利用促進を起点とした賑わいある街を創出するための総合的な交通施策を検

討する。

Ⅱ．「移動の多様性を考える」分科会

　 　公共交通と歩行者の間に位置する移動ツールとして、岡山市は2013年にコミュニティサイクル「ももちゃり」

を導入。非常に好評で、利用できるポートも順次増やし、本年度はJR岡山駅西口にも増設する。また、全国

各地では環境に優しく短距離移動に適した新たな移動ツールとして「超小型モビリティ」に着目し、実証実験

が行われている。岡山市でも本年度は実証実験に向けた調査を実施中だ。人の移動が活発化すれば、まちは活

性化するとの指摘はあるものの、公共交通との役割分担等をどう考えるべきなのかといった課題もある。より

良い自転車と超小型モビリティの活用の方策を研究する。

Ⅲ．「中山間地域の交通を考える」分科会

　 　中山間等の過疎地では、高齢化の進展とともに、バス路線の廃止が相次ぎ、移動の足の確保が大きな問題と

なっている。また、それが原因で進学時における若者や家族の都市への転居が中山間地域における過疎化を促

進させている。高齢者医療福祉や若者の中山間地域離れの観点から中山間エリアにおける交通問題をテーマに、

その解決策を検討する。

６-５．専門委員会（岡山まちとモビリティ研究会）
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８-６．「地域創生コモンズかさおか」開所式　出展パネル

1. 授業科目『多職種連携と地域包括ケアのワークショップ』の目的

地域包括ケアを支える実践人育成を目的とした，
笠岡市との協働による教養教育の取り組み

 要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援の5つの要
素が一体的に提供される体制

 高齢者に限定されるものではなく、障害者や子どもを含む、地域の全ての住民のための仕組み

 多種多様な専門分野の学生と教職員が岡山県笠岡市に出向き、フィールドワーク（観察やインタビュー）を通じて、地域の医療・介護に関する情報収集
を行う。効率的に議論を進めるための手法としてワークショップを用い、フィールドワークで浮かび上がった課題に対する解決策を考える。

2. 地域包括ケアシステムとは

3. 授業内容
 医療系学部の学生だけでなく、全学部学生を対象に開講
 岡山大の学生16名（経済学部5名，医学部4名，その他3名，留学生3名）、川崎医療福祉大の学生7名，社会人・大学生4名が参加

②海上タクシーで北木島へ移動

あらゆる年齢のすべての人
の健康的な生活を確保し、
福祉を推進する

『多職種連携と地域包括ケアのワークショップ』

山川路代 ，浜田淳 ，竹中麻由美 ，西江雅子

岡山大学地域総合研究センター， 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科， 川崎医療福祉大学医療福祉学部， 笠岡市役所健康福祉部

島しょ部（北木島）

合宿研修

岡山大学

①オリエンテーション
⑨まとめ

Googleマップ
③フィールドワークの準備（質問項目の検討）

④フィールドワーク（デイほほえみ）

⑤グループディスカッション（実習のまとめ）

⑥合同研修会のオリエンテーション

⑦教育講演「地域包括ケアと住民の役割」

⑧地域住民＋学生によるグループワーク

持続可能な開発目標（SDGs）

笠岡市全市（会場：笠岡市民会館）

愛育委員協議会・栄養改善協議会・ヘルスアップ推進会合同研修会

謝辞
合宿研修にあたってご協力いただいたNPOかさおか島づくり海社の皆様、実習を受け入れて下さったデイほほえみ、デイすみれ、
北木西公民館の皆様に感謝申し上げます。また、授業に全面的なご協力並びにご支援をいただきました笠岡市健康福祉部の藤井
一男部長をはじめ、職員の皆様にお礼申し上げます。

4. 授業での学び
 学生は地域に出向き、現場の課題に直接触れることによって、通常の講義形式の授業では得られ
ない、多職種連携による実践的な問題解決能力を身につけることができた。
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８-６．「地域創生コモンズかさおか」開所式　出展パネル

背景と目的

岡山大学では 年度秋季から、学生によって「地域について学ぶ実践型ゼミ」が設立され、様々な活動を行っている。ここでは、本ゼミの活動内容と意義、そして今後の展望について報告する。

【背景】
岡山大学では、 年度より医学科の学生のみを対象に地域医療実習が行われてお
り、地域医療について体験し学ぶ機会がある。しかし、地域医療をする上でベースとなる
“地域”について理解を深める機会は少ない。さらに地域医療は医療分野だけで成り立
つものではなく、地域で活動する様々な職種の人々と協力して作り上げていくものである
が、他学部の学生とともに地域について学びや議論を深める場所がない。これらのこと
から、我々は 年度秋季から学生主体の「地域について学ぶ実践型ゼミ」 以下：地域
ゼミ を設立した。

【目的】
上述の実習後に実施されたアンケート結果の一部を図 、 に示す。アンケートの結果
から、実習に対する満足度は概ね高く、この中で診療所で実習を行った学生の満足度は
特に高いことが分かった 図 。一方で、将来診療所で長く働きたいと答えた学生は少な
く、実習の満足度が学生のキャリアビジョンに直結する訳ではないことが窺える 図 。こ
のことから、地域医療のやりがいや面白さを感じるためには実際に地域に赴き、住民とコ
ミュニケーションを取った方が効果的ではないかと考えた。そこで、本ゼミの活動は実践
型の形態をとり、以下を として活動を行っている。

｢地域の人々の“生きる”に寄り添える人材を育成する。｣

そして、寄り添うとは次の要素からなると考え、それらの力を養うことを目的としている。

① 話を聴く ：相手のことを尊重し、傾聴、議論できる。

② 理解する：地域に関する知識があり、地域の人々の声を背景から理解、共感できる。

③ 行動する：寄り添うための行動を起こし、地域の人々と協力しながら実行に移せる。

図 地域医療実習の満足度に関するアンケート結果

24 

設問15 この実習は満足できるものだった
(n=24)

<1. そう思う> <2. 少しそう思う>

<3. どちらでもない> <4. あまりそう思わない>

<5. そう思わない> <未解答>

1

5

10

8

設問12 どのくらいの期間なら診療所で働い
てもいいと思うか(n=24)

<1. 働きたくない> <2. １年程度> <3. ２～３年程度>

<4. ４～９年程度> <5. １０年以上> <未解答>

図 キャリアビジョンに関するアンケート結果

活動内容

本ゼミでは岡山県笠岡市真鍋島を学びの拠点にし、 と

を二本柱として活動を行っている。また、少数ではあるが多様な学部生から

ゼミは構成されており、多角的な視点から地域医療や地域に関する学びを深めている 表 。

月に 回の文献学習
分科会活動

表 ゼミの構成員の所属学部

活動の年間スケジュールを図 に示す。内容について以下詳細に述べていく。

月に 回の文献学習

地域についての総論的な学びを深める目的で行ってい
る。各回の発表者を決め、選定したテキストの要約と興味
をもった箇所について調べた内容を発表し 前半 時間 、そ
の後、発表内容に関連するグループワークを行う 後半 時
間 。

図 文献学習の様子

分科会活動

地域に関する各論的な学びを深め、地域における実践的な経験をする目的で行ってい
る 。年に 回の笠岡市真鍋島におけるフィールドワークで興味をもったテーマに関して、
～ 人のグループに分かれて調べ学習を行う。調べ学習の際には必要に応じて真鍋島
を訪れ、住民に対して聞き取り調査やアンケート調査を行う。年度末には分科会活動の
報告を真鍋島にて住民に向けて行う予定である。

図 年 月に行った
真鍋島でのフィールドワークの様子

文献学習と分科会活動以外でも笠岡諸島でのイベントに積極的に参加している。

島の大運動会

笠岡諸島では島民同士の交流、意見交換できる場所を作ると
いう目的で、ＮＰＯ法人島づくり海社によって島の大運動会が運
営されている。今年度はゼミとしてボランティアスタッフ兼聞き取
り調査という形で参加し、住民と交流した。 図

図 島の大運動会の様子島っ子キャンプ

笠岡諸島の子どもたちは、互いの島の子どもたち同士で交流した
り集団行動をする機会がほとんどないということで、昨年度より始
まった学生主体の企画である。今年度は岡山の 大学が共同で企
画し、笠岡諸島のこどもたちと 泊 日のキャンプを行った。 図

図 島っ子キャンプの鬼ごっこの様子

図 地域ゼミ年間スケジュール

今後の展望

本ゼミに参加した医学生 に対して、 月
下旬に大学地域医療実習で実施されているも
のと同様のアンケートを行った。その中の設問
の結果を右に示す 図 。
このアンケート結果より、診療所のような地
域密着型の医療機関で長く働きたいと考える
医学生が本ゼミに参加していることがわかる。
これは、本ゼミが地域医療に関心を持つ学習
意欲のある医学生の受け皿になっていること
を表している。

1

3

設問12. どのくらいの機関なら診療所で
働いてもいいと思うか(n=4)

<1. 働きたくない> <2. 1年程度>
<3. 2～3年程度> <4.4～9年程度>
<5. 10年以上>

また、ゼミ生からは次のような感想が得られた。

・ 分科会活動にて、岡山で調べられることはほとんど調べたので活動の拠点
を真鍋島にシフトしていく。
・ 地域で先進的に活躍されている方を岡山に招いて講演会を開く。
・ 前期の活動を通して見えてきたことやつながりを元に地域ゼミでできること
を考え、行動を起こす。

以上の結果を踏まえ、後期では以下を目標に活動を行っていく。

図 キャリアビジョンに関するアンケート結果（ゼミ生）

学生による「地域について学ぶ実践型ゼミ」の実施報告

・他学部の学生と関わる機会が今までなかったがゼミでは他学部の人と
議論出来て、とても刺激を与えてもらえる。（医学部医学科２年）

・前期は調べ学習が多かったので、それらの知識をもとに後期では行動
を起こしたい！（医学部医学科４年）

・医療という枠だけではなく、コミュニティや人との関わり、地域で生きると
いう広い視点からの地域医療を考える事ができた。（看護学専攻４年）

・ゼミ生それぞれが違う背景を持っているため、色んな視点から考えられ
るので面白い。（理工学部２年）

また、このゼミを通じて「どうすれば地域医療に興味を持つ学生が増えるの
か」を検討し、大学のカリキュラムにもフィードバックを行いたい。
そのため、ゼミに参加している医学生がどんな要素や学習意欲を持っている
かを質的研究によって分析し、その原因を探っていく予定である。

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

真鍋島FW

島の大運動会

島っこキャンプ

学会報告

現地調査

文献学習

分科会活動

年次報告会

学部
医

（医学科）
医

（保健学科）
法 教育 環境理工 医療福祉 計

人数

岡山大学医学部医学科 岡山大学医学部保健学科放射線技術科学専攻 岡山大学医学部保健学科看護学専攻
岡山大学教育学部学校教育教員養成課程小学校教育コース 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療人材育成講座
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科総合内科学

泉原 康平 渡部 寛史 北川 征児 田野 智子 川部 有里奈 片岡 仁美 小比賀 美香子
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