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４ まちづくり実践活動・地域連携

▲まちづくり研究会 ▲あけぼのの家▲もかけ通信

４－１　学都チャレンジ企画

　当センター設立に伴い設けられた、学生たち自らが知恵を出し合い学都創生に向けて地域での実践活
動を実施する活動である「学都チャレンジ企画」（当センターが審査、予算をつける）は、新型コロナ
災禍の影響により、学生たちを地域や社会の現地へ出すことができないため、令和２年度は事業中止の
やむなきとなった。
　こうしたなかで、学生たちはオンラインを活用するなど、制約の中で活動を続けている。その一部を
紹介する。
　岡山大学まちづくり研究会（学生サークル）は、６月１日（月）、瀬戸内市裳掛地区コミュニティ会
議や保護者代表らと、新型コロナ災禍が広がる環境を踏まえつつ、新たなまちづくり活動再開にむけた
企画ミーティングをオンラインで実施した。当日、裳掛地区の皆さんは、地元の小さな拠点「あけぼの
の家」に集まり、学生サークルは、地域の皆さんと、小学生の見守りや耕作放棄地対策の手法について、
自宅からWebでミーティングに参加した（新型コロナ災禍の影響で学生課外活動は禁止）。山陽新聞が
学生代表に取材、６月４日、その様子が山陽新聞東備版「コロナにゃ負けん」のコーナーで、現地と自
宅学生たちをつなぐWeb会議の様子として紹介された。
　また、地区活動の広報誌として「もかけ通信」の発行やオンラインによる小学生の見守り活動など、
定期的に集まり活動を継続させている。
　こうしてウィズコロナ時代と向き合う、新たなスタイルでの地域活動再開を始めている。

　また、おかやまプロスポーツ文化まちづくりサークルSCoPは、スポーツチームを応援しながら商店
街やまちの活性化活動を展開中の学生サークルである。７月８日（水）、３密対策を考慮した少人数で、
ランチミーティングを実施した。今回は、空き家対策研究会との連携により学生たちの部室（地域での
活動拠点）の確保を目指すというテーマで、建築士横田都志子先生からアドバイスを得て、一方で新た
な活動への支援依頼があった。
　新型コロナ災禍のため新入生勧誘が滞っているなか、それに負けない奉還町商店街を拠点とした新し
い活動計画の提案が相次いだ。同商店街「旭軒」の畝本伸三社長に指導を仰いだ。
　さらに、こうした活動を知って、卒業生が支援する動きがあった。新型コロナ禍の影響で、学生たち
の活動は大きく制約を受けるなかで、８月１日（土）、岡山県、岡山市、萩原工業に就職した卒業生３
名が、岡山大学地域活動拠点「西川アゴラ」へ集まり、オンラインのZOOMシステムを用いて、仕事
の内容、職場環境、やりがいなどを、現役生に情報提供した。
　事前に質問状もやり取りしていたため、質問も数多く出された。新型コロナが広がる渦中で、就職活
動が制約されるなか、少しでも就活にも役立てて欲しいとの思いで開催した。現役生からの要望を集約
し工夫を重ねながら継続した開催をする予定。

４ まちづくり実践活動・地域連携
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まちづくり実践活動・地域連携 ４

▲路上トリックアート

▲SCoPの学生と奉還町「旭軒」畝本伸三社長（右）

▲ホコテンのステージイベント

▲卒業生による就活支援

▲調査風景

４－２　岡山市中心市街地

▶４-２-１　ホコテン実行委員会
　西川緑道公園歩行者天国実行委員会は、沿道の商業者、イベントへの出展者などを中心にした実行委
員会組織で、岡山市役所庭園都市推進課、前田芳男副センター長等が委員として参加している。本年度
は、令和２年６月、９月、11月、令和３年２月、３月の計５回の「ホコテン」開催を予定していたが、
６月と９月は、新型コロナウイルス感染防止を重視し、開催を見送った。11月は、会場での手指消毒、
マスク着用、密接状態を生み出す可能性のある飲食ブースを出さないなどの対策をとったうえで実施し
たが、２月・３月は感染の再拡大をうけ、中止とした。そのような中本年度は、会場設営などを手伝う
ボランティア組織も正式に立ち上がり、自主企画を提案するなど新しい動きが出てきた。

▶４-２-２　西川アゴラの閉鎖
　岡山大学・岡山市・市民協働まちづくり拠点として平成26年10月に開設した西川アゴラは、本学のま
ちなかキャンパス事業（学生のまちづくり活動）の拠点、まちづくりに関わる市民団体の会合や作業ス
ペース、各種の研究会、勉強会の会場、歩行者天国開催時の調査員のベースなどとして機能してきた。
具体例をあげれば、本学学生や卒業生も多く参加する「満月バー実行委員会」、「ホコテン実行委員会」、
おかやま地域発展協議体の各種部会の会議、県外からのまちづくり視察の受け入れ、米国ポートランド
のまちづくりを学ぶ西川ポートランドウィークなど多彩であり、延べ利用者数は毎年2000人を超えてい
た。そのうち、本学の学生教職員以外の人の活用が過半を占めていたことが、市民協働まちづくり拠点
として貢献してきたことの証左と言える。
　しかし、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、こうした活用がほとんどなされず、
家賃負担のみが発生していた。令和３年度も新型コロナ収束が見通せないことから、令和２年度末をもっ
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４ まちづくり実践活動・地域連携

▲満月バーの様子

▲ポートランドとのweb会議

▲満月バーの備品の保管

▲調査員のベースとしての利用

▲会場全景

▲萩原邦章会長（右）

て西川アゴラを閉鎖することとした。学生のまちなかでの活動、西川緑道公園界隈でのまちづくり調査・
研究が一定の成果をあげ、地域からの評価を得られたことも、閉鎖を決断した要因である。まちなかキャ
ンパス事業の継続、岡山市及び市民が進めるまちづくり活動への貢献については、新たなステージに向
かって大学資源の活用方法を検討していく。

４－３　倉敷市

▶４-３-１　萩原工業
　現在、SDGsの視点を踏まえ、働き方改革を進める「人を大切に
する経営学会」の中国地区の支部長を萩原工業（合成樹脂製品製造：
東京証券取引所一部上場）の浅野和志社長が、岡山の企業として
SERIO壹岐敬社長と当センター三村聡センター長が同学会の常任
理事を務め、中国５県におけるSDGs企業経営のあるべき姿を議論
しつつ活動を共にしている（岡山大学は萩原工業株式会社と、令和
２年１月16日、共同研究の推進や研究者・開発者の交流などの連携・
協力を深め、SDGs達成を通じて地域および世界に貢献することを
目指して連携・協力に関する協定を締結している）。
　この「人を大切にする経営学会」の第７回全国大会が、９月12日
（土）、13日（日）の両日、「五方良しの経営学の実践」をメインテー
マに掲げ、初日は「きゅりあん」（品川区立総合区民会館）、二日目
は川崎商工会議所を会場として、新型コロナウイルス感染予防の観点から、参加者の制限やオンライン
参加を併用する形式で開催された。役員の改選にあわせて、独立行政法人中小企業基盤整備機構の豊永
厚志理事長が学会顧問に就任した。
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まちづくり実践活動・地域連携 ４

▲三楽会館

▲守永一彦会頭（右）

▲旧大原家住宅

　一方で、11月６日（金）、中国支部大会の開催に向けて、学会事務局や萩原工業との間で検討を進め
ていた企画は、広島市のもみじ銀行本部を会場に予約するも、新型コロナ災禍の影響により延期された。

▶４-３-２　大原美術館
　４月７日（火）、倉敷市美観地区にある「三楽会館」にて、「リベ
ラルデモクラシーと人文知」をテーマに企画会議を実施した。会議
の目的は、先に、大原謙一郎大原美術館名誉館長を代表として、経
団連名誉会長の榊原定征氏、元文化庁長官の近藤誠一氏、作家の林
真理子氏ら各界の著名人計９人が運営委員となり、文化や芸術、人
文学の研究や普及の支援活動を目的とする「人文知応援フォーラム」
が発足したことを受け、文化や芸術、人文学のイベントの周知への
協力、講演会や作品の展示会の全国開催などを具現化しようとする
もので、その企画体制や事務局運営の在り方についての意見交換。
　地元倉敷では、歴史や風土、文化や芸術から説き起こし、世界ま
でを見渡す力量を持つ、倉敷町衆が育んできた力を、後世に継承す
る仕組みづくりの検討も緒についており、さらに東北地方をはじめ、
金沢や熊本など、地方の歴史文化に彩られた都市と連携しながら組織化の可能性について検討した。問
題提起は、大原謙一郎大原美術館名誉館長、聞き手は三村聡センター長。岡山大学では、黒神直純法学
部長からアドバイスを受けた。
　なお、令和３年２月27日、一橋講堂を会場として「人文知応援フォーラム」の開催を予定している。
 
▶４-３-３　玉島商工会議所
　倉敷市の玉島地区の活性化について、玉島商工会議所の守永一彦
会頭らと意見交換会を実施した。旧玉島エリアと新倉敷駅エリアの
総合的なまちづくりの方向性や連携可能性について、倉敷市総合計
画の視点から議論した。守永会頭からは、旧玉島エリアは古くから
海上交通の拠点として栄えた歴史と文化に彩られた地域であるが、
近年は空き家が増加傾向にあり、地域の創生に経済面を中心として、
歴史や文化面も含め玉島商工会議所が腐心している実情をお聞かせいただいた。聞き手は、三村聡セン
ター長。

４－４　高梁川流域

▶４-４-１　新見市大学連携
　新見公立大学は昭和55年の短大設置から数えて創立40周年を迎え、現在は、看護、保育、介護の専門
職人材を輩出される４年制大学として新校舎も完成、また、「地域共生推進センター」が地域創生を目
的に開設された。10月24日（土）、創立40周年事業の一環として位置付けられた同学地方創生にいみカレッ
ジ「鳴滝塾」に三村センター長が招聘され「地域資源としての大学」をテーマに講演した。講演では国
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▲公文裕巳学長（右） ▲鳴滝塾の様子

▲聞き書き研修会の様子 ▲リモート参加の大学生 ▲聞き書きフォーラム発表の様子

連が提唱するSDGsの観点から、世界の置かれた環境と日本社会の特徴を紹介した後に、新見市の現状
を人口の推移や市財政の特徴などを示し、高梁川流域の自治体の取組みと比較対比しながら、その地域
に大学が存在する意義や価値創造について、岡山大学の地域活動を事例として持論を展開した。
　そのうえで、新見公立大学が、公文裕巳学長先生を陣頭に描かれる「大学の強みを活かした戦略性の
高い地方創生ビジョン」にエールを送らせて頂いた。今後も両校の地域活動を担当するセンターは協力
関係を深めることで合意した（写真は公文裕巳学長先生）。

▶４-４-２　備中「聞き書き」の支援
　「聞き書き」は、高校生が地域に暮らす高齢者等に直接会いに行き、相手の個人史や仕事や地域に対
する思いを聞き取り、録音した対話を書き起して文章作品に仕上げる活動である。備中「聞き書き」実
行委員会が主催し、前田芳男副センター長が講師陣として生徒を指導した。令和２年度は、県内の４つ
の高校（倉敷中央高校、古城池高校、矢掛高校、総社高校）の15名の生徒が聞き書きに取り組んだ。本
年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により中止にすることも考えられたが、この時期だからこそ
できることをしようということになり、感染対策に万全を期して、７月18日（土）に総社高校にて研修
会を開催した。本年度は、北海道教育大学釧路校、ノートルダム清心女子大学の大学生も、Ｗeb会議
システム（ZOOM）により遠隔で参加した。高校生、大学生は、例年の通り夏休み等を使って聞き書
きを実施した。12月23日（日）に総社高校にて「聞き書きフォーラム2020」を開催し、高校生、大学生
が聞き書き作品を発表した（大学生はリモートで参加）。長年、本会の活動を支援してくださっている
NPO共存の森ネットワーク理事長澁澤寿一氏は、東京からリモートで参加していただいた。また、令
和元年度に本会に活動助成をしてくださった福武教育文化振興財団の和田広子氏も会場で参加された。
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まちづくり実践活動・地域連携 ４

▲審議会の様子

▲地方創生学習会の様子

▲井原商工会議所
▲舞鶴楼

▶４-４-３　井原市
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③　８月27日　美星エリアの活性化：地方創生学習会
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施した。大舌勲市長も参加、地域の創生に向けた市民協働の必要性
を提案した。
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４ まちづくり実践活動・地域連携
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システム（ZOOM）により遠隔で参加した。高校生、大学生は、例年の通り夏休み等を使って聞き書
きを実施した。12月23日（日）に総社高校にて「聞き書きフォーラム2020」を開催し、高校生、大学生
が聞き書き作品を発表した（大学生はリモートで参加）。長年、本会の活動を支援してくださっている
NPO共存の森ネットワーク理事長澁澤寿一氏は、東京からリモートで参加していただいた。また、令
和元年度に本会に活動助成をしてくださった福武教育文化振興財団の和田広子氏も会場で参加された。
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４ まちづくり実践活動・地域連携

▲天文王国おかやま美星町

▲ランチミーティングの様子

▲記念写真　大舌勲市長（右）

▲シンポジウムの様子

▲シンポジウム案内▲質問する河原菜摘さん

④　11月11日　指定管理者選定委員会
　井原市指定管理者選定委員会が開催され、財政健全化の中で、創
意工夫された運営企画のプレゼンテーションがされた。三村セン
ター長が選定委員として出席した。

⑤　12月12日　美星エリアの活性化：地方創生シンポジウム
　井原市美星町観光協会では、世界基準の評価である「星空保護区」の認定に向け、地域が一体となり
星空保護活動に取り組んでいる。美星農村環境改善センター大ホールを会場に、星の郷・美星に宇宙医
学者と天文学者を講師として、シンポジウム「日本一の星の郷・美星町で星と宇宙と人類の未来を考え
る」が開催された。
　シンポジウム開始前の昼の時間を利用して、美星地区や井原市全体の観光や地方創生を考える関係者
が一堂に介し、大舌勲市長にも加わり、ランチミーティングが実施され、コーディネートを三村センター
長が担当した。
　シンポジウム講師は、嶋田和人教授 JAXA、中里龍生博士 NASA、綾仁一哉博士美星天文台前台長、
そして総合進行を前田芳男副センター長が担当した。パネルディスカッションの質疑応答では、本学法
学部３年の河原菜摘さんが質問にたち、講師陣との応酬に会場は盛り上がりをみせた。
　この様子は、新型コロナ災禍対応の意味も込めて、井原放送がYouTube ストリーミングで生放映さ
れた。
　なお、企画は、環境省の予算を活用して、両備HDの関係組織、一般財団法人地域公共交通総合研究
所が全面支援した。



33

まちづくり実践活動・地域連携 ４

▲ワークショップの様子 ▲大舌勲市長（右上）

⑥１月23日　美星エリアの活性化：ワークショップ
　美星町観光協会では、世界基準の評価である「星空保護区」の認定に向け、地域が一体となり星空保
護活動に取り組んでいる。令和２年12月12日、美星農村環境改善センター大ホールを会場に、星の郷・
美星に宇宙医学者と天文学者を招き開催された「日本一の星の郷・美星町で星と宇宙と人類の未来を考
える」を受けて、星の郷まちづくりコンソーシアム第４回会議が、令和３年１月23日、井原市美星町「星
の郷ふれあいセンター」で開催された。今回は、いわゆる「マンダラート（マンダラチャート）」と呼
ばれるチャートを完成させる発想手法を用いて、美星町を中心とする井原市、さらには備中・備後広域
までを含めた「課題解決による地域を元気にするためのアイデア」を参加者が持ち寄り、星の郷美星の
創造をメインテーマとして８つのチームに分かれてワークショップを実施した。
　冒頭、美星町観光協会の西野曻会長が主催者挨拶を行い、事務局がこれまでの活動の振り返りを行い、
地域住民や関係者を主役に、大舌勲市長はじめ市職員、地元小中学校の校長、天文台、企業経営者、住
職、NPO、さらに岡山県、中国銀行、パナソニック、両備グループ（一財　地域公共交通総合研究所）
など多様なメンバーが参加、三村聡センター長のコーディネートにより具体的な美星の進む道筋を検
討・提案した。今回の結果に基づき、第５回の同会議において、令和３年度以降の具体的な行動計画を
策定・実施する予定。

▶４-４-４　矢掛町
■矢掛町の元気集落から留学生にお米１トン寄贈
　６月16日（火）、矢掛町中川地区の江良集落がつくる「輝け！江良元気会」から新型コロナウイルス
の影響により生活が困窮している学生の支援のため、お米１トンが寄贈された。中川地区とは、平成24
年から本学留学生と田植え体験、地元の祭り、ホームステイなどの交流を続けており、平成30年７月豪
雨の際は、本学学生らがボランティアとして、被害を受けた同地区の復旧支援に参加した。お米の寄贈
は、「輝け！江良元気会」から、今までの交流や支援へのお礼と、生活に困窮した学生を助けたいとの
思いにより実現した。「輝け！江良元気会」の呼びかけによって、同地区だけでなく矢掛町の羽無（は
なし）集落、下高末（しもこうずえ）集落、山ノ上（やまのうえ）集落にも支援の輪が広がった。寄贈
式では、「輝け！江良元気会」坪井優代表や槇野博史学長らが出席した。坪井代表のあいさつの後、坪
井代表から、槇野学長にお米を贈呈し、槇野学長は「矢掛町の皆様から学生支援の温かい気持ちを頂き
ました。大学と地域の力を循環しながら、持続可能な社会を一緒に作っていきましょう」とお礼を述べ
た。寄贈式終了後、「輝け！江良元気会」の方々から、会場に集まった本学留学生約130人に対し、小分
けにしたお米を配布した。取組みの詳細については、山陽新聞デジタル・岡山まちづくり探検を参照し
てもらいたい。
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４ まちづくり実践活動・地域連携
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長が担当した。
　シンポジウム講師は、嶋田和人教授 JAXA、中里龍生博士 NASA、綾仁一哉博士美星天文台前台長、
そして総合進行を前田芳男副センター長が担当した。パネルディスカッションの質疑応答では、本学法
学部３年の河原菜摘さんが質問にたち、講師陣との応酬に会場は盛り上がりをみせた。
　この様子は、新型コロナ災禍対応の意味も込めて、井原放送がYouTube ストリーミングで生放映さ
れた。
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４ まちづくり実践活動・地域連携

▲ゆず狩り体験（11月29日） ▲お餅つき体験（11月29日）

▲フィールドワークの様子▲

▲お米を頂く留学生 ▲お米にメッセージが書かれる ▲お米を入れる子ども達

■講義「岡山まちづくり論」
　11月14日（土）、岩淵泰准教授の担当講座『岡山まちづくり論』で学生７名が矢掛町中川地区江良集
落のフィールドワークに参加した。フィールドワークは、田舎のフードロス問題について考えた。集落
には、カキやイチジクなど収穫されていない食べ物が多く残っており、その活用方法について集落の皆
さんと議論を重ねた。学生達の意見については、梅、柿、みかん、いちじくを利用するために、人手や
機械も必要になるというものがあった。その中で、おもてなしを中心に食品開発を少しずつ増やしてい
くべきだとした。

■矢掛町農泊推進フィールドワーク
　一般財団法人・矢掛町観光交流推進機構（やかげDMO）が岡山大学の学生向けに農泊推進を進める
モニターツアーを企画した。岡山大学から国際交流サークル・Goingから積極的な参加が行われた。９
月30日（水）、14名（男子４名：女子１名）が田舎交流の体験を行った。集落では、栗拾い体験、ピザ
作り、じゃがいもの種付けを提供した。11月１日（日）、江良集落にて、11名の学生が、稲刈り体験、
BBQ、果物収穫を行った。11月29日（木）、日本人と留学生の合計15名が江良集落と羽無集落で田舎体
験を行った。内訳は、日本人学生４名、ベトナム４名、アフリカ５名、社会人１名、教員２名で参加し
た。12月５日（土）、『やかげまるごと！GoTo商店街』に学生16名が参加した。12月20日（日）、羽無
地区にてGoingは、じゃがいも掘りのほか、まちづくり意見交換会に参加した。
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まちづくり実践活動・地域連携 ４

▲矢掛町にある４つの元気集落が共同で出店した　（12月５日）▲

▲特産品開発で窯炊きご飯と柿のシャーベット（11月29日）▲

■矢掛町「学生交流を通じた地域の変化に関するアンケート」
　令和２年２月からの３ヶ月間、矢掛町（人口約14,000人）を対象に、地域学習がまちづくり活動に与
えた変化を調べるアンケートを行った。全世帯（約4,500世帯）から849の回答を得た。アンケート名は、「学
生交流を通じた地域の変化に関するアンケート」であり、毎月発行される矢掛町の広報誌に併せてされ
た。結果の一部は、11月27日（金）の日本計画行政学会で発表した。発表タイトルは、「アクティブ・ラー
ニングが与えたコミュニティの変化 ―岡山県矢掛町まちづくりアンケートを一例に―」である。発表
者は、岩淵泰准教授、前田芳男副センター長、出川真也（大正大学 地域創生学部 講師・エンロールメ
ント・マネジメント研究所）の三名である。内容は、学生が参画するアクティブ・ラーニングは、まち
づくりに影響を与えているのかについて問うものである。矢掛町には、７つの地区があり、それぞれの
変容を分析した。特に、（１）学生交流で住民が期待しているものはなにか。（２）学生交流は、市民性、
団体の所属率、地域活動の活性化に貢献したのか。（３）地域特性が生じた背景はなにか、について分
析した。発表では、学生交流がソーシャル・キャピタルに貢献するだけではなく、地域活性化の手段に
もなり得る点をデータから明らかにした。
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４ まちづくり実践活動・地域連携
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モニターツアーを企画した。岡山大学から国際交流サークル・Goingから積極的な参加が行われた。９
月30日（水）、14名（男子４名：女子１名）が田舎交流の体験を行った。集落では、栗拾い体験、ピザ
作り、じゃがいもの種付けを提供した。11月１日（日）、江良集落にて、11名の学生が、稲刈り体験、
BBQ、果物収穫を行った。11月29日（木）、日本人と留学生の合計15名が江良集落と羽無集落で田舎体
験を行った。内訳は、日本人学生４名、ベトナム４名、アフリカ５名、社会人１名、教員２名で参加し
た。12月５日（土）、『やかげまるごと！GoTo商店街』に学生16名が参加した。12月20日（日）、羽無
地区にてGoingは、じゃがいも掘りのほか、まちづくり意見交換会に参加した。
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４ まちづくり実践活動・地域連携

▲近藤隆則市長（右）

▲学会発表のファイル１：矢掛町の紹介

▲学会発表のファイル２：アンケート用紙

▶４-４-５　高梁市
　岡山シーガルズは、岡山県内を中心に、年間200回に及ぶ「子
供向けバレーボール教室」を実施している。その中でも高梁市は
子供たちの健全な心身を育てるために、市や教育委員会、地元企
業と連携しながら、この活動を支援している。
　あわせて、人口減少・少子化に歯止めをかけるためにも、子供
たちが地域を愛する心を育む取り組みも必要である。岡山大学の
SDGs推進及び社会貢献活動、そして岡山シーガルズ顧問の立場
から三村聡センター長が高梁市近藤隆則市長と協議、互いに連携
しながらこうした地域活動を深めることで合意した。

４－５　吉井川流域DMO（赤磐市・瀬戸内市・和気町）

　吉井川流域DMOは、赤磐市、瀬戸内市、和気町の３市町が連携して、広域観光を展開すべく、平成
30年５月に一般社団法人として設立された組織。自然景観、伝統文化、特産品などの地域資源を活用し
て、国内はもとより、海外からも多くの人を呼び込み、地域の創生を図ることを活動の目的にしている。
岡山大学では、当センターが設立準備の段階から支援、具体には「吉井川流域DMO設立有識者会議」
の座長として三村聡センター長がアドバイスを担当してきた。また、社団法人の理事には、山陽新聞社
の越宗孝昌前会長が代表理事、岡山トヨタの梶谷俊介社長、日本オリーブの服部恭一郎社長、徳永鯉の
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▲DMO会議の様子（和気町） ▲配布資料

ぼりの徳永夕子代表取締役、ビザビの前坂匡紀会長、岡山商科大学、テレビ局３社社長などで理事が構
成されている。

　令和２年度は新型コロナ災禍の影響で会議が延期されてきた。何度かの調整を重ねた末に、８月６日
（木）、和気町、元中国銀行を改装した地域活動拠点で、吉井川流域DMO有識者ミーティングが開催さ
れた。事務局より、本DMOの活動報告を受けた。
　事業成果の紹介では、岡山シーガルズのタイナショナルチーム招聘（インバウンド企画）など、具体
的な活動成果が報告された。次いで、新型コロナ禍の影響を踏まえた今年度の活動計画について提案が
なされ、メンバー全員から真剣な意見や議論が出された。

４－６　吉備中央町「スーパーシティ構想」

　国が構想、推進、公募する「スーパーシティ構想」に、岡山県からは吉備中央町が応募に向けた準備
を進めている。令和２年12月７日、吉備中央町「きびプラザ」において、吉備高原都市スーパーシティ
推進協議会設立総会が開催され、産官学金民等の関係者ら約100名が参加、同協議会は吉備高原都市スー
パーシティ構想の実現を目的として、山本雅則町長を会長とし関係者ら32の企業や団体会員で構成され
た。会員から先端的サービスにおける事例紹介や取組提案等が行われ、医療、教育などの５分野と様々
なデータを連携・共有させることで、複数分野の先端的サービスの実現を可能にするために分科会を設
置、吉備中央町が取り組む先端的サービスを具体化する協議がスタートした。
　その第２回となる吉備高原都市スーパーシティ推進協議会が、令和３年１月20日、きびプラザにおい
て開催され、同日も産官学金民等の関係者ら約100名が参加、協議会顧問の東京大学特別教授や岡山大
学特別招聘教授で建築家の隈研吾氏もWebで参加した。議事では、スーパーシティ公募申請や全体の
活動状況、各分科会における取組状況、今後のスケジュールについて報告がされた。
　岡山大学は、この取組みに参加、那須保友理事（研究担当）・副学長がシステムアーキテクト（総括
プロジェクトマネージャー）に就いている。同日は、那須理事がWebによる参加であったため、三村
聡センター長（同協議会メンバー）が代理として現地参加、３月の国への応募申請に向けて、関係者と
意見交換を行った。
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▲近藤隆則市長（右）

▲学会発表のファイル１：矢掛町の紹介
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　あわせて、人口減少・少子化に歯止めをかけるためにも、子供
たちが地域を愛する心を育む取り組みも必要である。岡山大学の
SDGs推進及び社会貢献活動、そして岡山シーガルズ顧問の立場
から三村聡センター長が高梁市近藤隆則市長と協議、互いに連携
しながらこうした地域活動を深めることで合意した。

４－５　吉井川流域DMO（赤磐市・瀬戸内市・和気町）

　吉井川流域DMOは、赤磐市、瀬戸内市、和気町の３市町が連携して、広域観光を展開すべく、平成
30年５月に一般社団法人として設立された組織。自然景観、伝統文化、特産品などの地域資源を活用し
て、国内はもとより、海外からも多くの人を呼び込み、地域の創生を図ることを活動の目的にしている。
岡山大学では、当センターが設立準備の段階から支援、具体には「吉井川流域DMO設立有識者会議」
の座長として三村聡センター長がアドバイスを担当してきた。また、社団法人の理事には、山陽新聞社
の越宗孝昌前会長が代表理事、岡山トヨタの梶谷俊介社長、日本オリーブの服部恭一郎社長、徳永鯉の
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４ まちづくり実践活動・地域連携

▲国の資料 ▲協議会の様子 ▲報道された協議会の内容

▲公募案内 ▲津山城跡 ▲審査会の様子

４－７　岡山県

▶４-７-１　美作国創生公募提案事業
①　審査会
　新型コロナウイルス感染予防対策として、４月16日（木）、全国に緊急事態宣言が発令されるなか、
同日、岡山県美作県民局にて、岡山県「美作国創生公募提案事業」審査会が開催された。この事業は、
美作県民局管内を中心とした、様々な地域の課題を解決し、活力ある地域を実現するため、ボランティ
ア・NPO等各種団体から協働事業の提案を募集、審査を経て実施するもの。今年度（令和２年度）も様々
な創意工夫を凝らした地方創生事業についての企画プレゼンテーションがなされ、審査に通った事業が
採択された。事業実施時における新型コロナウイルスへの対応についての考え方についても考えを聴取
した。本事業は地域での実践的な活動が主であり、今回の新型コロナウイルスの発生と広がりにより、
多くの制約を受けざるを得ない点を審査委員一同が危惧した。三村聡センター長が審査委員長をつとめ
た。

②　中間報告及び成果報告会
　10月27日（火）、美作県民局５階会議室にて、岡山県美作県民局「令和２年美作国創生公募提案事業」
の中間報告及び成果報告会が開催された。新型コロナ災禍の影響を受けながらも前向きな活動の様子が
報告された。委員からは、事業活動の実績を創生すべく、具体的で示唆に富んだコメントが各団体に対
して出された。

③　令和３年度岡山県「美作国創生公募提案事業」募集開始
　岡山大学地域総合研究センターでは、岡山県からの依頼により、平成27年度から本事業のお手伝いを
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▲片岡聡一理事長（右）

▲研修会の様子

▲講師の長宗武司さん

行ってきた。
　新型コロナ禍の影響で、地域での創生活動が制約を受けるケースが多いなかではあるが、令和３年度
の同事業の募集が開始されたことを受け、県北地域の課題解決に向けて、支援を継続していく予定。

▶４-７-２　美作地域自治体職員研修会
①　第１回研修会
　10月16日（金）、岡山県庁と美作地域自治体の職員を対象にした、
岡山県美作県民局主催の第１回美作地域自治体職員研修会が岡山
県美作県民局を会場に開催され、本学大学院社会文化科学研究科
博士後期課程の長宗武司さんと三村聡センター長が講師を務めた。
内容は、国の統計データや地方自治体の様々な取り組みを情報面
から支援するために、まち・ひと・しごと創生本部事務局が提供
する、産業構造や人口動態、人の流れなどの官民ビッグデータを集約し、可視化するRESAS（リーサス）
と呼ばれる地域経済分析システムを読み解く研修。分析テーマは観光とインバウンド。課題（宿題）を
与え、第２回目のグループワークへとつないだ。

②　第２回研修会
　11月27日（金）、第２回となる岡山県美作県民局主催「美作地
域自治体職員研修会」が、津山文化センターを会場に開催された。
前回に続き、講師を大学院社会文化科学研究科博士後期課程の長
宗さんと三村センター長が担当した。前回第１回の課題への成果
発表をはじめ、データに基づく政策立案～RESAS（地域経済分
析システム）の活用に向けて具体的な自治体の政策を提案する能
力の向上を目指して頂いた。

▶４-７-３　岡山県市町村振興協会
①　理事会
　（公財）岡山県市町村振興協会の理事会が、６月５日（金）、開
催され三村センター長が理事として参加した。三密を回避するた
め、いつもの会議室ではなく大ホールでの開催となった。理事長
を務める総社市片岡聡一市長の進行で、新型コロナ災禍の影響で
開催が遅れたが、令和元年度活動報告・収支報告、令和２年度事
業計画・予算について報告、提案がなされ、その内容について審
議された。また、自然災害対応を踏まえた「防災ヒント集」の紹介や新型コロナ禍の影響についても議
論がなされた。２月15日（土）、同理事会が開催される予定。
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▲国の資料 ▲協議会の様子 ▲報道された協議会の内容

▲公募案内 ▲津山城跡 ▲審査会の様子
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▶４-７-１　美作国創生公募提案事業
①　審査会
　新型コロナウイルス感染予防対策として、４月16日（木）、全国に緊急事態宣言が発令されるなか、
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ア・NPO等各種団体から協働事業の提案を募集、審査を経て実施するもの。今年度（令和２年度）も様々
な創意工夫を凝らした地方創生事業についての企画プレゼンテーションがなされ、審査に通った事業が
採択された。事業実施時における新型コロナウイルスへの対応についての考え方についても考えを聴取
した。本事業は地域での実践的な活動が主であり、今回の新型コロナウイルスの発生と広がりにより、
多くの制約を受けざるを得ない点を審査委員一同が危惧した。三村聡センター長が審査委員長をつとめ
た。

②　中間報告及び成果報告会
　10月27日（火）、美作県民局５階会議室にて、岡山県美作県民局「令和２年美作国創生公募提案事業」
の中間報告及び成果報告会が開催された。新型コロナ災禍の影響を受けながらも前向きな活動の様子が
報告された。委員からは、事業活動の実績を創生すべく、具体的で示唆に富んだコメントが各団体に対
して出された。

③　令和３年度岡山県「美作国創生公募提案事業」募集開始
　岡山大学地域総合研究センターでは、岡山県からの依頼により、平成27年度から本事業のお手伝いを
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▲会場の様子▲シンポジウム案内 ▲服部立弥氏の発表

▲シンポジウム案内

▲自治体新入職員研修の様子

②　新入自治体職員研修
　例年、公益財団法人岡山県市町村振興協会の依頼で、岡山県
下の自治体に入られた新入職員向け研修の一部を当センターが
担当している（岡山市、倉敷市、津山市は採用人数が多いため
独自研修を実施）。
　今年度は、当初４月に予定されていた同研修が、新型コロナ
災禍の影響で延期となり、ようやく年が明けた令和３年１月26
日と２月２日の二日間に分けて、各自治体をオンラインで結び実施され活発な質疑応答や意見交換がな
された。
　テーマは「地方自治体の役割とこれからの地方自治」、担当は三村センター長。

▶４-７-４　岡山県・岡山県中山間地域協働支援センター「集落のあり方を考えるシンポジウム」
　10月31日（土）、令和２年度集落のあり方を考えるシンポジウム「多様な
集落のあり方―海外の事例も視野に―」が行われた。高松平蔵氏（ドイツ在
住ジャーナリスト）から「ドイツから見た日本の中山間地域」の発表を受け、
岩淵泰准教授はパネリストとして、岡山県内の中山間地域のまちづくりの様
子についてコメントを行った。

４－８　三都市シンポジウム in金沢

　金沢・岡山・熊本三都市シンポジウムは、平成17年に第１回が熊本市にて開催され、以後、３つの都
市で順次開催され、今年で12回目を数えた。今回は、金沢大学が主幹校となり、「学都のこれまでとこ
こから―市民・学生がともに進めるまちづくり―」をテーマに、金沢学生のまち市民交流会館を会場に、
９月23日（水）、24日（木）に開催された。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、岩淵泰准教授が参加し、岩淵准教授から岡山大学における学生のまちづくり活動の事例発表があっ
た。また、パネルディスカッションでは、岡山市庭園都市推進課の服部立弥氏が、西川緑道公園での大
学生との協働について報告した。令和３年度は、熊本大学が主幹校となり熊本市で開催されることになっ
た。
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▲公開講座案内

４－９　岐阜大学公開講座「地(知)の拠点×SDGs地域課題解決に向けた大学の挑戦」

　12月12日（土）、岐阜大学の公開講座で岩淵泰准教授が、「SDGsから学び
のまちづくりへ－岡山大学と地域の協働事例－」を発表した。岐阜大学地域
協学センターは、まちづくりを通じた地域の課題解決を目指しており、岡山
大学のSDGsとまちづくりの様子を紹介した。ウェブ上から質問も提示され、
活発な議論が行われた。地域にあるまちづくりの資源を十分に活かしていく
点が共有された。発表内容は、地域志向学研究・第五巻に掲載される。

４－10　一般財団法人地域総合整備財団「地域再生マネージャー事業」

　一般財団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）は、地域における民間能力の活用、民間部門の支援
策として考え出され、昭和63年12月21日、自治大臣（現：総務大臣）及び大蔵大臣（現：財務大臣）の
許可を得て、都道府県、政令指定都市の出捐による財団法人として発足、地方自治の充実強化のため、
地方公共団体との緊密な連携の下に、民間能力を活用した地域の総合的な振興及び整備に資する業務を
行うとともに、地方公共団体が実施する長期資金の融資業務を支援することにより、地域における民間
事業活動等の積極的展開を図り、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与することを目的として
いる。
　その事業のなかで、地域再生マネージャー事業は、市町村等が地域再生に取り組もうとする際の課題
への対応について、その課題解決に必要な知識、ノウハウ等を有する地域再生マネージャー等の外部の
専門的人材を活用できるよう必要な経費の一部を支援している。また、地域再生に向けた地域の課題が
明確になっており、その課題解決に市町村等が戦略・ビジョンの策定を行っている段階において、住民
主体の持続可能な体制に整備するとともに、ビジネスを創出して雇用に結び付け、地域が自立的に行動
できる仕組みを構築するために、市町村等が外部専門家を活用する費用の一部を助成している。その事
業アドバイザーを当センターの三村聡センター長が担当している。
　岡山県からは、真庭市が選ばれ、同市の地域再生のテーマは、「歴史を生かした里山資本主義による
持続可能な未来集落形成事業」となっており、その概要は以下の通り。
１．地域の担い手発掘、組織形成
２．地域の結・地域資産を活用した大御堂茅葺き替えによる地域のつながり（誇り）継承と再生
３．放置竹林の活用や地域循環農業等による商品化および販売方法の検討
４．地域の歴史ガイド等と特産品開発による交流促進と小さな経済創出
５．観光客と地域の高齢者の移動手段に電動自動車を利用するビジネス・仕組みづくり
６．現代のニーズにマッチした手法による演出・情報発信を地域外の若者を巻き込みながら実施

　真庭市湯原温泉は、温泉として知名度は高いものの温泉オンリーではリピーターの確保が難しく、プ
ラスアルファの魅力を創出するために「地域再生マネージャー事業」を活用して、湯原温泉と程よい距
離で隣接する社（やしろ）地区と連携して、同地区が持つ中世延喜式に登場する式内八社をはじめ、大
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▲会場の様子▲シンポジウム案内 ▲服部立弥氏の発表

▲シンポジウム案内

▲自治体新入職員研修の様子

②　新入自治体職員研修
　例年、公益財団法人岡山県市町村振興協会の依頼で、岡山県
下の自治体に入られた新入職員向け研修の一部を当センターが
担当している（岡山市、倉敷市、津山市は採用人数が多いため
独自研修を実施）。
　今年度は、当初４月に予定されていた同研修が、新型コロナ
災禍の影響で延期となり、ようやく年が明けた令和３年１月26
日と２月２日の二日間に分けて、各自治体をオンラインで結び実施され活発な質疑応答や意見交換がな
された。
　テーマは「地方自治体の役割とこれからの地方自治」、担当は三村センター長。

▶４-７-４　岡山県・岡山県中山間地域協働支援センター「集落のあり方を考えるシンポジウム」
　10月31日（土）、令和２年度集落のあり方を考えるシンポジウム「多様な
集落のあり方―海外の事例も視野に―」が行われた。高松平蔵氏（ドイツ在
住ジャーナリスト）から「ドイツから見た日本の中山間地域」の発表を受け、
岩淵泰准教授はパネリストとして、岡山県内の中山間地域のまちづくりの様
子についてコメントを行った。

４－８　三都市シンポジウム in金沢

　金沢・岡山・熊本三都市シンポジウムは、平成17年に第１回が熊本市にて開催され、以後、３つの都
市で順次開催され、今年で12回目を数えた。今回は、金沢大学が主幹校となり、「学都のこれまでとこ
こから―市民・学生がともに進めるまちづくり―」をテーマに、金沢学生のまち市民交流会館を会場に、
９月23日（水）、24日（木）に開催された。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、岩淵泰准教授が参加し、岩淵准教授から岡山大学における学生のまちづくり活動の事例発表があっ
た。また、パネルディスカッションでは、岡山市庭園都市推進課の服部立弥氏が、西川緑道公園での大
学生との協働について報告した。令和３年度は、熊本大学が主幹校となり熊本市で開催されることになっ
た。
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▲令和２年度事業に採択されている市町村 ▲真庭市社（やしろ）地区

御堂や石造物などの遺産が、互いに関係しあうことにより、新たな魅力を発信する流れを醸成しようと
する事業である。

　令和２年度は、10月26日（月）、１月29日（金）、地域総合整備財団（ふるさと財団）が主催する地域
再生マネージャーのアドバイザー会議が、そして１月28日（木）活動報告会が東京麹町本部で開催され、
三村センター長がオンラインで参加した。
　新型コロナ禍の影響を受ける事業が多くあるなか、事務局から「地域性での特徴では、今年度は比較
的地域の偏りがない採択となった。前年度は無かった九州からも１件が採択となった。継続案件が11件
でうち９件が過年度の外部専門家活用助成採択地域であり、２件は外部専門家派遣（短期診断）採択地
域である。取組分野での特徴としては、「農林水産業」分野、「観光・交流」分野、「流通・販売」分野
を対象とした事業が多く、これらの分野を含む事業はそれぞれ12件であった。農林水産業分野では、特
産品のブランド化や６次産業化によって付加価値を高める取組（例：利尻町、館 林市、舟橋村、南伊
勢町など）が多くみられた。観光・交流分野では、地域が持つ特徴を生かした取組（例：むかわ町、中
之条町、広川町など）のほかに、体験型観光・交流の創出に向けたソフト面の取組（例：厚真町、小川
村、磐梯町、内子町など）が挙げられる。「流通・販売」分野では、地域内の経済循環を目指す取組（例：
中之条町、真庭市、波佐見町など）が見られた。新型コロナウイルスの影響では、新型コロナウイルス
の影響を理由として、事業内容の変更を申し出た事業は13件であった。とりわけ、「観光・交流」分野
やイベントを活用した「流通・販売」分野への影響が大きい。」との説明がなされ、各自治体事業に対
して、アドバイザーから新型コロナ災禍の影響を踏まえた指導や意見が出された。
　また、令和３年度の事業が採択された。


