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シンクタンク業務 ５

▲ホコテンの様子

▲調査結果を報告する氏原岳人研究室の学生

▲通行量調査する大学生 ▲西川清掃への参加

５－１　岡山市「西川緑道公園界隈まちづくり関連等業務」

　平成25年度より岡山市庭園都市推進課の委託事業である ｢西川緑道公園界隈まちづくり関連等業務｣
を受託し、沿道建物調査、西川緑道公園界隈で開催されるイベントの来場者数や自転車・自動車通行量
の調査、来場者への聞き取り調査を実施してきた。また、西川のまちづくりに関する歴史資料を掘り起
こし、西川アーカイブとして出版した。これは、岩淵泰准教授の研究テーマであった。さらにこうした
調査・研究成果を社会に還元する目的で、様々な勉強会を開催してきた。
　市民活動に密着してまちづくりを支援するために、前田芳男副センター長がホコテン実行委員会に委
員として加わり、西川パフォーマー事業に参加する市民団体に協力してきた。ホコテンは、令和２年11
月の１回のみ開催され、来場者調査等には岡山大学の学生が調査員として参加し、実践的な教育の機会
を提供できた。本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響でホコテンの開催回数が当初予定（５回）
より減ったため、その代替業務として、統計データを駆使して岡山市中心市街地の小地域（町内会）を
単位とするエリア特性分析を実施した。これには、環境理工学部氏原岳人准教授と研究室の大学院生の
協力を得た。
　西川エリアにおいては、県庁通りの歩道拡幅工事が始まり、令和２年度には市役所通りから西川まで、
令和３年度には西川から柳川筋までの建設工事が完了する予定である。これに伴い、エリアの人の回遊
の流れも変わると予想され、西川緑道公園の位置づけも変わってくる。西川緑道をフィールドとする岡
山大学の研究や市民まちづくり活動の支援の在り方も、新しい時代に合わせて見直していく必要がある。

５ シンクタンク業務
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４ まちづくり実践活動・地域連携

▲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。
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５ シンクタンク業務

５－２　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」

　平成28年度より、岡山県教育庁の委託事業である「おかやま創生高校パワーアップ事業」を受託し、
県立高校の地域学の推進を支援してきたが、本年度がその最終年であった。本事業は、前田芳男副セン
ター長、山田一隆准教授（令和元年度まで）、岩淵泰准教授、全学教育・学生支援機構吉川幸准教授（令
和元年度まで当センター実践型教育プランナー）が担当した。
　本事業の目的は、推進校が、地域資源の活用や地域の課題解決を目指した教育活動を通して、おかや
ま創生を担う人材育成や地域活性化に貢献する高校としての魅力アップを図るものである。推進校の取
組は、おかやま創生のモデルとして、県下に展開していくことになる。各推進校では、この事業を進め
るにあたり、行政や地元企業、有識者などを委員とする地域連絡会議（高校により呼称が異なることが
ある）を設置し、助言や支援を受ける体制をとった。
　本年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、各高校とも地域活動が大きく制限されたが、タ
ブレット端末の活用を積極的に進め、これまでにはなかった地域学の教育方法も試され、ICT活用の教
育の可能性を確認することにつながった。10月26日（月）には、これまでの推進校に加え、県内の地域
学の先進校がその成果を発表する、岡山県教育委員会「地域と連携した『高校の魅力化』フォーラム」
をピュアリティまきびにて開催した。この様子は、Ｗeb会議システム（ZOOM）によって配信され、
県内だけでなく、文部科学省の支援を受ける全国の地域学推進校などに共有された。
第１期校（指定年度：平成28～30年度）

第２期校（指定年度：平成30～令和２年度）

学校名 テーマ 主担当
瀬戸南高等学校 グローバル市場を目指す「攻めの農業経営」人材の育成 山田

邑久高等学校 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
～BeaSETOUCHILeader～ 吉川

勝山高等学校 高校段階から教員を目指す人材の育成 山田
真庭高等学校 森林資源を活用したまちづくりを担う人材の育成 山田

鴨方高等学校 産学官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）～ 吉川

勝間田高校 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～ 前田

学校名 テーマ 主担当
井原高等学校 地域創生に貢献する人材の育成～地域に求められる学校づくり～ 吉川

新見高等学校 産学官連携による、新見地域の多様な資源を活用した、街づくりを担う人
材の育成 岩淵

勝山高等学校
（蒜山校地）

地域と連携した深い学びで郷土愛を育み、地域に貢献する人材を育てる。
～高校立てり野に立てり、学びのフィールド「蒜山」～

山田
前田

林野高等学校 林野Will　～Work・愛・Living・Learn～　若者のU/I/Jターンを促すま
ちづくりに貢献する人材の育成モデルの研究 前田
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シンクタンク業務 ５

▲「地域と連携した『高校の魅力化』フォーラム」の様子

▲理事会の様子 ▲小嶋光信理事長

５－３　一般財団法人地域公共交通総合研究所

　一般財団法人地域公共交通総合研究所は、地方創生がいわれるなかで、豊かな日本創造のためには地
方のしっかりした基盤が必要であり、その地域で安全安心に暮らすためには地域公共交通の存在は欠か
せない。今後の高齢化の進展や、環境問題、マイカー主体の日常生活での運動不足からくる健康問題の
解決等々に、地域公共交通の存在が重要性を増す中で、平成25年、地域を支える公共交通を救う一助と
なることを目的に、岡山に設立された民間主導の研究所。設立時から、当センターの三村聡センター長
が理事を務めてきた（理事長は小嶋光信両備ホールディング会長）。
　令和２年は、５月28日（木）、両備HD本社において、同研究所理事会が開催された。理事会では、
小嶋光信理事長から同研究所が新型コロナ禍対応に向けた問題提起した次の宣言が採択された。

　「（前略）公共交通は、政府の新型コロナウイルス感染予防対策に対する「基本的対処方針」で緊急事
態宣言下でも国民の生活や経済の安定確保のために不可欠に業務を行う事業者として、休業要請の対象
外になっていました。それ以上に、公共交通に携わる者として地域の足を守るという使命感に燃えて必
死に歴史上稀に見る大赤字でも運行を継続しています。特に地方生活交通については、事業者が元々８
割以上赤字体質であるにも関わらず、運行継続努力をひたすら続け、乗務担当社員の皆さんも、場合に
よっては新型コロナウイルス感染の危険にさらされ、その家族は運輸業の仕事の家庭と白い目で見られ
るなどの社会情勢の中で任務を果たしてくれていることに、国民の一人としても感謝にたえません。（後
略）」

　また、出席した評議委員長の千葉喬三先生（中国学園大学長・元岡山大学長）から、専門的な知見か
ら新型コロナウイルスについて解説がなされた。（写真は、左から小嶋光信研究所理事長・両備ホールディ
ング会長、中央が千葉喬三先生、右が松田敏之両備ホールディング社長）
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５ シンクタンク業務

５－２　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」

　平成28年度より、岡山県教育庁の委託事業である「おかやま創生高校パワーアップ事業」を受託し、
県立高校の地域学の推進を支援してきたが、本年度がその最終年であった。本事業は、前田芳男副セン
ター長、山田一隆准教授（令和元年度まで）、岩淵泰准教授、全学教育・学生支援機構吉川幸准教授（令
和元年度まで当センター実践型教育プランナー）が担当した。
　本事業の目的は、推進校が、地域資源の活用や地域の課題解決を目指した教育活動を通して、おかや
ま創生を担う人材育成や地域活性化に貢献する高校としての魅力アップを図るものである。推進校の取
組は、おかやま創生のモデルとして、県下に展開していくことになる。各推進校では、この事業を進め
るにあたり、行政や地元企業、有識者などを委員とする地域連絡会議（高校により呼称が異なることが
ある）を設置し、助言や支援を受ける体制をとった。
　本年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、各高校とも地域活動が大きく制限されたが、タ
ブレット端末の活用を積極的に進め、これまでにはなかった地域学の教育方法も試され、ICT活用の教
育の可能性を確認することにつながった。10月26日（月）には、これまでの推進校に加え、県内の地域
学の先進校がその成果を発表する、岡山県教育委員会「地域と連携した『高校の魅力化』フォーラム」
をピュアリティまきびにて開催した。この様子は、Ｗeb会議システム（ZOOM）によって配信され、
県内だけでなく、文部科学省の支援を受ける全国の地域学推進校などに共有された。
第１期校（指定年度：平成28～30年度）

第２期校（指定年度：平成30～令和２年度）

学校名 テーマ 主担当
瀬戸南高等学校 グローバル市場を目指す「攻めの農業経営」人材の育成 山田

邑久高等学校 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
～BeaSETOUCHILeader～ 吉川

勝山高等学校 高校段階から教員を目指す人材の育成 山田
真庭高等学校 森林資源を活用したまちづくりを担う人材の育成 山田

鴨方高等学校 産学官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）～ 吉川

勝間田高校 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～ 前田

学校名 テーマ 主担当
井原高等学校 地域創生に貢献する人材の育成～地域に求められる学校づくり～ 吉川

新見高等学校 産学官連携による、新見地域の多様な資源を活用した、街づくりを担う人
材の育成 岩淵

勝山高等学校
（蒜山校地）

地域と連携した深い学びで郷土愛を育み、地域に貢献する人材を育てる。
～高校立てり野に立てり、学びのフィールド「蒜山」～

山田
前田

林野高等学校 林野Will　～Work・愛・Living・Learn～　若者のU/I/Jターンを促すま
ちづくりに貢献する人材の育成モデルの研究 前田
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５ シンクタンク業務

　７月17日（金）、同研究所理事の家田仁政策研究大学院教授を囲み、オンラインにより「地域公共交
通の再生（仮題）」の出版企画会議が開催され、執筆、編集体制の最終案がまとまった。
　11月12日（木）、同研究所理事会が、両備ホールディングス本社で開催された。この日は、理事会に
先立ち、現在、企画中の書籍の取材を経営共創基盤の冨山和彦会長に依頼して東京と岡山をオンライン
で結び実施した（冨山氏：パナソニック社外取締役、東京電力ホールディングス社外取締役、産業革新
投資機構社外取締役なども務め、経済同友会副代表幹事や国の重要な委員会、審議会の重責をつとめる
オピニオンリーダー）。三村センター長がインタビューを担当した。
　さらに今回の理事会では、同研究所が実施した「公共交通経営実態調査」について議論され、調査結
果の概要を町田敏章専務理事が報告した。そのサマライズ分析を、理事の立場と岡山大学地域総合研究
センターのシンクタンク機能発揮の観点から三村センター長が担当することが決まった。
　【調査概要】
　「公共交通経営実態調査」は、一般財団法人地域公共交通総合研究所が、令和２年10月22日～同２年
11月13日、集中的に実施したもの。新型コロナ災禍により、公共交通事業は大きな経営上のマイナスの
影響を受けるなか、政府は、「市民のために業務は継続してほしいが、経営上の損失についての補助は
しない」との方針を打ち出し、エッセンシャルワーカーの一員として、自立経営を原則として、政府や
自治体からの「支援金」等により、地域のために公共交通の業務を継続している。こうした環境の下で、
公共交通事業者の経営状況を明らかにするために、民の立場から調査を実施した。
　実施対象は、公益社団法人日本バス協会「会員名簿」令和元年９月～対象数：207社、一般社団法人
日本鉄道運転協会「事業者名簿（運転協会関係）」令和２年９月～対象数：110社、一般社団法人日本旅
客船協会「会員名簿」令和元年７月～対象数：109社を母数として、各県事業者から公営企業、三セク
企業を原則除き、サンプリングして対象を選定して合計426社に調査票を送付した。その結果、バス事
業者58社、鉄道会社26社、旅客船運航会社37社、合計121社の公共交通事業に携わる事業者から回答を
得た。
　予想通り、多くの事業者は、現在の新型コロナ災禍の中で、路線維持はもとより事業継続に危機感を
募らせている実態が明らかとなった。

５－４　岡山シーガルズ

　岡山シーガルズは、地域の企業やファンを中心に支えられて活動する女子バレーボールのクラブチー
ム（2019-20 V.LEAGUE DIVISION１ WOMENでは準優勝を果たしている）であり、大学のシンクタ
ンク機能発揮の観点から三村聡センター長が顧問を務めている。
　令和２年度は、新型コロナ禍の影響で、公式戦は新型コロナ対応の環境整備にコストをかけながら観
客は半分に制限されているため、実施すればするほど赤字の状態となった。こうした状況に負けぬよう、
岡山シーガルズは、従来型の単に資金支援・援助を頂くスポンサー関係から、丸五（地下足袋型スポー
ツシューズの開発）、ダイヤ工業（スポーツサポーターやシーガルズマスクの共同開発）、トンボ（新素
材によるウエアの開発）などとパートナー関係を結べるスポンサー企業との関係づくり、構造改革を図
るべく経営努力を続けている。また今年度は、岡山シーガルズ、山陽マルナカ、味の素との３社連携に
よる「勝ち飯」（トップアスリートが味の素の商品を使ったお気に入りの飲食メニューを広報する企画）
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シンクタンク業務 ５

▲ジップアリーナ岡山 ▲コロナ対策を講じて開催した青白戦

▲丸五製の地下足袋型スポーツシューズ

をテーマにして岡山県内での広報展開を山陽マルナカ全店において実現した（岡山シーガルズの選手４
名が登場）。
　さらに、新型コロナ禍の影響で、東京オリンピック・パラリンピックはじめ、スポーツ関連の試合の
開催が中止や延期されるなかで、夏を迎えて、プロ野球やサッカーなど、ようやく一部で公式戦はじめ
スポーツイベントが一部制約付きで再開され始めた。こうした動きを受けて、岡山シーガルズは、８月
29日（日）、ジップアリーナ岡山にて『岡山シーガルズ 公開練習・青白戦』を開催した（入場無料）。
入場者は300名と限定ながら、スタッフは、新型コロナ災禍対応への準備に細心の注意を払い、当日は、
新型コロナ災禍対策として、消毒や検温、そして観客席での混乱を避けるため、あらかじめ受付にて席
の確認、確定をするという措置を講じた。新型コロナ災禍対策の確認のために来場した岡山市保健所の
対応を三村センター長が担当した。公開練習、青白戦は無事に終了、その後感染者の報告は無い。
　このように、新型コロナ災禍の影響を受けつつも、岡山シーガルズは、岡山商工会議所がリードする
岡山シーガルズを中心としたアリーナ構想の推進やJETROが支援する岡山シーガルズのASEAN連携
に向けた意見交換など、新たな事業展開を目指している。
　こうした社会連携活動をはじめ、新型コロナ災禍により公式戦収入やスポンサー収入の減少への対策
としての財務体質強化などをアドバイスする活動を通じて、岡山大学は地域の活性化を支援している。
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５ シンクタンク業務

　７月17日（金）、同研究所理事の家田仁政策研究大学院教授を囲み、オンラインにより「地域公共交
通の再生（仮題）」の出版企画会議が開催され、執筆、編集体制の最終案がまとまった。
　11月12日（木）、同研究所理事会が、両備ホールディングス本社で開催された。この日は、理事会に
先立ち、現在、企画中の書籍の取材を経営共創基盤の冨山和彦会長に依頼して東京と岡山をオンライン
で結び実施した（冨山氏：パナソニック社外取締役、東京電力ホールディングス社外取締役、産業革新
投資機構社外取締役なども務め、経済同友会副代表幹事や国の重要な委員会、審議会の重責をつとめる
オピニオンリーダー）。三村センター長がインタビューを担当した。
　さらに今回の理事会では、同研究所が実施した「公共交通経営実態調査」について議論され、調査結
果の概要を町田敏章専務理事が報告した。そのサマライズ分析を、理事の立場と岡山大学地域総合研究
センターのシンクタンク機能発揮の観点から三村センター長が担当することが決まった。
　【調査概要】
　「公共交通経営実態調査」は、一般財団法人地域公共交通総合研究所が、令和２年10月22日～同２年
11月13日、集中的に実施したもの。新型コロナ災禍により、公共交通事業は大きな経営上のマイナスの
影響を受けるなか、政府は、「市民のために業務は継続してほしいが、経営上の損失についての補助は
しない」との方針を打ち出し、エッセンシャルワーカーの一員として、自立経営を原則として、政府や
自治体からの「支援金」等により、地域のために公共交通の業務を継続している。こうした環境の下で、
公共交通事業者の経営状況を明らかにするために、民の立場から調査を実施した。
　実施対象は、公益社団法人日本バス協会「会員名簿」令和元年９月～対象数：207社、一般社団法人
日本鉄道運転協会「事業者名簿（運転協会関係）」令和２年９月～対象数：110社、一般社団法人日本旅
客船協会「会員名簿」令和元年７月～対象数：109社を母数として、各県事業者から公営企業、三セク
企業を原則除き、サンプリングして対象を選定して合計426社に調査票を送付した。その結果、バス事
業者58社、鉄道会社26社、旅客船運航会社37社、合計121社の公共交通事業に携わる事業者から回答を
得た。
　予想通り、多くの事業者は、現在の新型コロナ災禍の中で、路線維持はもとより事業継続に危機感を
募らせている実態が明らかとなった。

５－４　岡山シーガルズ

　岡山シーガルズは、地域の企業やファンを中心に支えられて活動する女子バレーボールのクラブチー
ム（2019-20 V.LEAGUE DIVISION１ WOMENでは準優勝を果たしている）であり、大学のシンクタ
ンク機能発揮の観点から三村聡センター長が顧問を務めている。
　令和２年度は、新型コロナ禍の影響で、公式戦は新型コロナ対応の環境整備にコストをかけながら観
客は半分に制限されているため、実施すればするほど赤字の状態となった。こうした状況に負けぬよう、
岡山シーガルズは、従来型の単に資金支援・援助を頂くスポンサー関係から、丸五（地下足袋型スポー
ツシューズの開発）、ダイヤ工業（スポーツサポーターやシーガルズマスクの共同開発）、トンボ（新素
材によるウエアの開発）などとパートナー関係を結べるスポンサー企業との関係づくり、構造改革を図
るべく経営努力を続けている。また今年度は、岡山シーガルズ、山陽マルナカ、味の素との３社連携に
よる「勝ち飯」（トップアスリートが味の素の商品を使ったお気に入りの飲食メニューを広報する企画）


