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１ 地域総合研究センターについて

１－１　設立経緯と学都の定義

　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り、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、平成23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、『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。

� 参照：＜資料編＞設置趣意書

１－２　主要ミッション

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。

　『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。
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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。

１－３　令和２年度事業計画

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り組みに対して、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。

　⑶　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）
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　　�　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。

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、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、リーフレットなどの制作（不定期）。
　　ホームページをリニューアルし、活動をより分かりやすく発信。

６．実践型社会連携教育プログラム
　�　全学教育・学生支援機構基幹教育センターと連携し、実践型社会連携教育プログラムを全学的に展
開するための体制を整備・構築する。

１－４　組織体制

　地域総合研究センターの運営委員会は加賀勝社会連携担当副学長と地域総合研究センターの教員、総
務・企画部長で構成され、平成31年２月に本学における地域との窓口機能体制整備の一環として配置さ
れた国際学都おかやま創生本部のもとで社会連携、地域貢献を後押ししている。
　令和３年１月末現在で、教員３名（兼担教員含む）の体制となっている。また、実践型社会連携教育
プログラムの推進のため、センター専任教員に対しては、引き続き全学教育・学生支援機構への兼務が
発令されている。事務体制は、総務・企画部社会連携課が担当している。
� 参照：＜資料編＞運営委員会名簿

１－５　アドバイザー委員

　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、地域の課題解決が求められる
事案で、専門性の高い知見や判断が必要とされる際に、その分野で専門的な力量を有するアドバイザー
から助言を得て、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。令和２年４月１日より任期を更新したアドバイザーにおいては、多方面にわたる活動を支援
していただいた。グローバル実践型社会連携教育の国際インターンシップでカナダ・ブリティッシュコ
ロンビア大学との連携において伊藤公久氏、産業イノベーション創出およびスポーツによるまちづくり
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の分野で梶谷俊介氏、桂田隆行氏、都市計画の分野で石田尚昭氏、空き家対策の分野で本田伸孝氏、ま
ちづくりの分野で徳田恭子氏の各氏から助言を得た。
� 参照：＜資料編＞アドバイザー委員会名簿

１－６　新型コロナ災禍と地域総合研究センター

令和２年度の状況
　平成23年11月20日に創設された「岡山大学地域総合研究センター」は、地域コミュニティにおける「市
民参加や市民協働」、「地域共存・地域共生」について考え、実践するために、多様な人が集い、みなで
熟議し、直面する社会課題を解決することを使命として相談業務やシンクタンク機能を果たしながら学
生と共に活動する組織であり、通称「AGORA（広場）」と呼ばれ、多くの岡山県民に親しまれてきた。
　設立10年目を迎える当センターは、設立の趣旨を受け継ぎ、これまで学生たちを見守りながら、学生
たちが「生きる力」を身につけるよう育ててきた。そこでは岡山大学が「学都構想」の一環として推進
してきた、教室から抜け出し、社会や地域を起点として、社会の様々な人と交わる「実践型教育プログ
ラム」の推進をコーディネート、留学生を含む学生を積極的に社会や地域で学ぶ機会を創出するサポー
トを続けてきた。
　こうしたなか、令和２年度は、新型コロナ禍の発生と世界的な広がりにより、これまでの活動が大き
く影響を受け、改めて組織の意義や今後の在り方が問われることとなった。学生たちは、社会や地域で、
多様な先人の声に耳を傾け、自らの若さを活かして考えを述べ、そして「社会実装に向けた何らかのア
クションを起こす」ことを心掛けてきた。
　今般、新型コロナ禍の影響で制限を課せられ、社会や地域へ出かけることが制約される深刻な事態を
余儀なくされ続けている。例えば、私たちの記憶に新しい「平成30年７月豪雨災害」では、倉敷市真備
地区が最も大きな災害を被ったが、大自然を相手にした激甚災害・脅威と人類が如何に対峙できるかを、
学生たちも地域の市民や関係者と共に現場で議論、ボランティア活動を継続、その成果物として地域社
会は住民が主体となり「地域版ハザードマップ」を完成させる支援が出来た。ところが、われわれ市民
は「自然災害対策用のハザードマップ」を作れても、今回の新型コロナ禍では「新種ウイルス対策用の
バイオハザードマップ」を作ることはできない（経験知として無い）。学生たちは、大学キャンパスで
の授業はオンラインが主流となり、不要不急の外出を規制され、アルバイトも失い、毎日を悶々と過ご
す中で、学生からは「私たちは、このバイオハザードを、どのように捉え、何をなすべきでしょうか」
という質問が寄せられた。
　本学は国立大学屈指の地域総合大学であり、大きく分けて社会文化科学系、教育学系、自然・環境生
命科学系、医歯薬学総合研究系があるため、それぞれの異なる専門の視点で、SDGsの理念を起点として、
人類の限界性と持続可能性について議論することが可能な組織である。令和２年度は、こうした視座に
立ち「今般の新型コロナ災禍が長期にわたる場合、私たちは大学で何をどのようなスタイルで学び、大
学生としての貴重な時間をどのように過ごすのか」を問い続け、また、既存のシステムを問い直す１年
となった。それは、岡山大学で学び、岡山の地域や社会で暮らすなかで、学生たちに、未来への希望を
切り結びながら「生きる力」を養ってもらうために、大学は何ができるかを思料し続ける１年であった
ともいえる。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、学生たちは、現実のコミュニティ社会で暮ら
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す「市民」としてライフスタイルに規制や制約を受け、日々の暮らしは大きな変化を余儀なくされた。
　従来、市民にとってコミュニティの定義は、最小単位では地域における町内会や自治会、小学校区や
中学校区単位のエリア社会、さらにそれを拡張すると自治体（都市）単位や都道府県であったものが、
今般の新型コロナ災禍により、国単位、地球規模にまで視野を広げて論ずることとなった。つまり、期
せずしてSDGsが目指す「世界の国、どこも分け隔てなくグローバルな視野で新型コロナ災禍と向き合い、
克服すること」が持続可能な開発を実現するための世界共通の課題となり、その解決策（新型コロナ収
束策）を考えねばならない事態となった。令和２年度は、こうした渦中で学生たちはキャンパスライフ
を過ごすこととなった。

今後に向けた可能性
　さて、現代社会では、ソサイエティ5.0の進展や５G、６Gに代表される高速・大量ネットワークを活
用した情報社会の到来が人のコミュニティにも大きな影響を与え、さらに時代はDX（デジタル・トラ
ンスフォーメーション）をめざそうとしている。こうした中で、若い世代が「コミュニティ」を論ずる
場合は、SNS上で何らかのキーワードにより結ばれた人々の「輪＝集団」を指す、オンラインで結ばれ
た社会が、従来の「コミュニティ」世界となる傾向が顕著である。つまり、ご近所の町内会や自治会と
いうリアルコミュニティは基礎になっておらず、インターネットに代表されるオンラインの仕組みを媒
介として、何らかのきっかけで知り合った教育・研究や趣味・嗜好、芸術やスポーツ、ボランティアや
社会活動など、それぞれの目的やテーマを同じくする人たちが、オンライン空間で創造されたコミュニ
ティ上で出会い、意見交換や情報交換を行い、そしてそれが原動力となって、リアルな社会活動や経済
活動に昇華してゆく社会が日常の風景となってきた。
　さらに、現在の新型コロナ禍に対処するためには、このバーチャルなコミュニティでの人の暮らしや、
さらには経済活動まで維持するための処方箋を考えることも重要なテーマとなってきている。その理由
は、閉鎖空間での精神的な我慢と「不要不急」と言われる自由な移動の制限がもたらす、日常活動を制
約される環境の持続・継続を、国民は政府や自治体、学生の場合は文部科学省や大学からの要請を受け
止めながら「心のバランス」を維持するために処方箋としてのネットワーク活用に向けた模索が続く。
　その一方で、人は頭の中では、人命を最優先する政策や指示について、我が身を守るという観点から、
そして他人に迷惑をかけないという社会的な使命感からも理解を示すが、これが長引くとなると、その
制約を順守する行動を如何にコントロールしながら乗り越えるかが課題となる。したがって、勤労市民
にとっては、テレワークによる通勤リスクの緩和・解消というシナリオ、大学生では、オンライン授業
による通学リスクや、キャンパスでの感染防止となるが、長引く制約環境では「心のバランス」に限界
をきたす可能性も危惧されている。そうした事情により、代替案としてソサイエティ5.0の進展や５G・
６Gに代表される、「新たな進化を続けるネットワーク社会」が、「心のバランス」を維持するためにど
こまで有効に機能することができるか、その議論と実践が本格化している。
　こうしたなかで問題視するテーマは、新型コロナ禍というパンデミックに対して、最大限のリスクヘッ
ジを社会全体、そして私たち一人一人がマネジメントする責任があると同時に、精神的な日常の安息（カ
フェやレストランで友と時間を過ごす）や知的満足（絵を描いたり美術館へゆく）、身体的満足（スポー
ツをしたり、見たり、支えたりする）を得ることを含め、私たちが幸せを感じながら生きてゆくために、
不要不急の移動は避けねばならぬ環境下において、「ウェルビーイング（well-being）真の幸福」の観点
から、何が私たちの暮らしにとって大切であるかについて議論する必要がある。
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　つまり、人間が社会的動物である以上は、「安全」を第一義に考えることが最も重要であるものの、
安全性を順守するだけで、どこへも「移動」せずに過ごすことは、人間にはできない。それは、植物は
生まれ育つ所で、芽を出し、花を咲かせ、実を結び、光合成をすることで生長を続けるが、動物（人間
も）は、今回のような新型ウイルスの存在を意識しながらも移動して食べ物を手に入れなければ、餓死
してしまう。さらに人間は、知的面（例えば芸術）や身体面（例えば運動）の欲求を満たせないと幸せ
を実感できない。換言すれば、今回の新型コロナ禍においても、人間は「安全」を考慮・担保しつつも、
自らの目的のために「移動」「接触」することにより自己実現する、その両立をいかに図るべきかが、
生きるための重要なテーマであると思料する。
　一方で、新型コロナ感染拡大の視座からは、東京一極集中は、人口過密が生み出した常識を超越した
「異常なまでの社会的密集状態」であると言え、少々の時差通勤では解消しえない、社会が招いた社会
課題、すなわち一種の「人災」が招いた結果であると指摘できまいか。すなわち、大切なことは、いか
に「安全の担保」と「移動の自由」が共存できる仕組みを創造し、豊かな社会生活を維持するかを考え
る必要があり、いま、その共存の仕組みが問われている。その答えは、「新たな進化を続けるネットワー
ク社会」を活かしつつ、リアル社会、現実のコミュニティ社会においては『正常なソーシャルディスタ
ンスが日常の姿である地域社会システムの構築』により移動の自由を確保することが、パンデミックと
向き合いながら人類が安心して暮らせ、心から幸せを実感できる社会を支える光明になる必要十分条件
であると確信する。
　今般の新型コロナ災禍は「人の存在と幸せとは何か」について根本から考え、問い直す契機となった。
地域総合研究センターは、岡山大学がめざすSDGs大学経営の理念を起点として、パンデミックの脅威
から大学生の暮らしを守る立場、そして地域社会に貢献する地域資源としての大学の役割を果たすべく、
地域市民の目線から世界全体を見つめ、この度のリスクを機会に変える契機を創生する一助となるよう
活動を継続して参りたい。
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