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　岡山大学地域総合研究センターは、2011（平成23）年11月15日に設立され、本年、
設立10周年を迎えることができた。本センター設立の目的は「学都」の創生に起源
を持つ。設立時に「学都創生の鍵は、大学人が地域の人々と連携し、地域の人々が世界
の人々と連帯するという活動理念を持つことにある。多くの国立大学は、人材養成の理
念を国家に有為な人材の育成に重点を置き、医療や地域教育などを除けば、大学は地域
社会に深い連繋意識を持つことが少なかった。岡山大学は、グローバルな視野で、地域
の人と連携しつつ、地域の善き頭脳となり、地域の優れた人材を養成し、知的に高度な
地域サービスを提供する拠点として、地域総合研究センターを設立する。」と謳った。
現在は、槇野博史学長のリーダーシップの下で、SDGs大学経営を核に据え「実りの学都」
構想の実現に邁進している。
　本センターの主な足跡を振り返ると、「平成26年度岡山大学概算要求」の企画案作り
と交渉を担当、テーマは社会と連携した実践型社会連携教育の全学導入であった。この
大型予算を獲得、５年間をかけ、全学をあげて、教養、専門、大学院科目に「実践型社
会連携授業」を配備する業務のサポートを全うしたと自負している。
　また、学生のまちづくり活動では、まちなかキャンパス（「城下ステーション」や「西
川アゴラ」）を岡山市内にオープン、学生みずからがまちづくりに参加する仕組みを整
備した。そこでは大学と地域をつなぐ企画を募集・審査、予算措置を含め活動を支援し
た。学生たちは、中心市街地や中山間地域の活性化などの活動を通じ、地域の課題解決
の提案と実践活動を展開、社会へ巣立つための生きる力を得た（現在は役割を終えた）。
　さらに、岡山大学は、国際的なネットワーク社会において、人文社会、教育、環境、
自然、医療の分野を包含した国際的な「リージョナルセンターを持つ大学」に押し上
げ、そこから岡山大学を真に個性的な、卓越した大学に作り上げたいと考え、岡山の地に
あってこそ世界から人が集まり、世界に輝く大学を作りたいと「産官学金言」連携組織
の設立を提案した。こうした呼びかけに、岡山県、岡山市、倉敷市、岡山商工会議所、
岡山経済同友会、中国銀行、山陽新聞社が賛同、2016（平成28）年４月１日、地域総合
研究センターを企画運営事務局として「おかやま地域発展協議体」を創設、次いで、同
年10月１日、産官学金言のトップで構成する「おかやま円卓会議」を設立した（事務局
は社会連携課へ移管）。
　現在は、岡山大学が掲げるSDGs大学経営の下、SDGs推進の一翼を担い、日本経済
新聞社が主催する、全国761の国公私立大学を対象とした、日経グローカル「大学の地
域貢献に関する全国調査2021」において、総合ランキング14位にランクインした。この
10年間、地域と岡山大学をつなぐ全学センターとして、社会貢献活動、実践型社会連携
教育、シンクタンク機能を果たし、地域と共に歩むことができたと確信している。
　現代社会には様々な課題が山積し、未来への道筋が見えにくい混迷を深める時代にあ
り、この10年間を振り返れば『地方創生道半ば』と言わざるを得ない。しかしながら、
岡山大学は夢と希望を掲げ、真に幸せを感じられる、ウェルビーイング（Well-
being）な社会の実現を目指して、これからも地域社会と共に力強く歩みを続けて参りた
い。

　素晴らしいご縁を頂き、活動を支えて頂いた皆々様に心より深く感謝申し上げる。

　令和４（2022）年３月
岡山大学地域総合研究センター長
同大学院社会文化科学研究科教授

三　村　　　聡

地域総合研究センター
設立10周年を迎えて

ごあいさつ
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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、2010（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、
2011（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＞設立趣意書

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

『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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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。

１︲３　令和３年度事業計画

１研究活動
⑴設立10周年記念シンポジウムの開催

これまでの学都研究の成果を集大成して取りまとめ、その成果をシンポジウムにて発表する。
⑵SDGs展示スペースの新設

地域におけるSDGs活動を学内と地域双方から情報を収集、調査研究成果や活動情報を展示するスペー
スを新設して、岡山大学の地域におけるSDGs活動を示す拠点の整備を行う。
⑶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。
⑷国外・国内研究

視察調査を行う。（国外は、アメリカ・ポートランド、フランス・ストラスブール。国内は金沢、熊本、
岡山県内などを予定。）新型コロナ禍の影響で、オンラインでの調査も検討する。

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）
⑵岡山県内でのまちづくり
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　SDGs達成に向けた取組の中で、地域課題解決に向けて、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学生の活動

新型コロナ禍の影響（学生や地域へのリスクコントロール）を踏まえつつ、地域社会との連携による
学生たちのSDGsを念頭に置いた地域活動への参画を継続する。
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）

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）。

リーフレットの制作（不定期）。

６実践型社会連携教育プログラム
　全学教育・学生支援機構を支援し、SDGs推進を視座においた社会連携教育科目を全学の担当教員に
周知する。また、学生が地域社会で学ぶことによリ、実践力の向上と生きる力を身につけることを目指
し、オンラインを有効活用した新たなスタイルのインターンシップ型の教育プログラムの開発に取り組
む。

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、2019（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（学都おかやま共創本部に改名）のもとで社会連携、地域貢献
を後押ししている。
　2022（令和４）年１月末現在で、教員２名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
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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。2018（平成30）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
づくりの分野で梶谷俊介氏、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
りの分野で德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　地域総合研究センター設立10周年記念シンポジウム

　岡山大学地域総合研究センターは、2011（平成23）年11月15日に開所され、今年で10周年を迎え
た。
　2021（令和３）年11月９日、岡山大学創立五十周年記念館において、地域総合研究センター設立10
周年記念シンポジウム「実践志向のSDGsまちづくり～地域資源としての大学」が開催された。冒
頭、槇野博史学長が基調講演に立ち、学都構想を踏まえたセンター10周年の歩みと、現在、岡山大学
が進めるSDGs大学経営について大所高所から「地域社会と歩む岡山大学SDGs経営」の演題で講話を
行った。
　続いて三村聡センター長が、現場責任者の立場から、活動報告 「地域総合研究センター10年の歩み」
と題して10年間の振り返りを行った。

　パネルディスカッションでは、「地域資源として岡山大学に期待するもの」と題して、倉敷市伊東香
織市長、岡山経済同友会代表幹事梶谷俊介氏、NPO法人まちづくり推進機構岡山代表理事德田恭子氏、
三村聡センター長の４名により、地域と大学の連携の在り方について議論がなされた。進行役は、加賀
勝上席副学長がつとめた。
　続く活動報告「ローカルからグローバルへ」では、進行と報告を岩淵泰副センター長が担当した。フ
ルブライト奨学生デイビッド・M・アンダーソンJr.氏とアーバンデザイナーとして活躍するサウミャ・
キニ氏（米国ポートランドからのオンライン参加）が、岡山における地域研究の可能性について意見と
感想を述べた。

　結びに高橋香代理事の心のこもった謝辞にて閉会した。
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　2021（令和３）年度の状況

　2011（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。

　2021（令和３）年11月15日、設立10年を迎えた本センターは、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、2021（令和３）年度は、昨年度に続き、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。一方で、大学全体で、

三密対策の徹底は継続強化されたなかで、ようやくワクチン接種が本格的に開始され、社会全体はも

とより、キャンパスにも安ど感が広がったことで、2020（令和２）年度に比べると安定的な運営の定

着の第一歩につながったと思料する。

　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（教育含む）、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。2021（令和３）

年度は、�2020（令和２）年度のコロナ禍への対応してきた経験値を活かしながら、「今般の新型コロ

ナ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、しばしばウイズコロナで

表現される、コロナ禍と向き合いながら大学生が貴重な時間をどのように過ごすのか」を問い直し

た。本センターとしては、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」を養い巣立ってもらうために、大学は何ができるかを検討し

た。

　同時に、新型コロナウイルス感染拡大の影響が長引く中で、学生たちも、現実のコミュニティ社会

で暮らす「市民」としてライフスタイルに規制や制約を受けながら、日々の暮らしに、このパンデ

ミックとの共存の道を模索した。

１︲７　新型コロナ禍の地域総合研究センター１︲７　新型コロナ禍の地域総合研究センター
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　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、小学校や中学校単
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。2021（令和３）年度は、こうした渦中で学生たちは、2020（令和２）
年度よりは自信をもってコロナに立ち向かい、キャンパスライフを過ごすことができたと確信している。

　ポストコロナに向けた可能性
　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、通常の「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志や趣味・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

（Café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。
　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、
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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るかもしれない。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、2020（令和２）年度、�

2021（令和３）年度のコロナへの対策やそこから得た経験値を活かしながら、今般の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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２‒１　おかやま地域発展協議体の関係

２‒１‒１　「おかやま地域発展協議体」と「おかやま円卓会議」
　岡山大学は、国際的なネットワーク社会において、人文社会、教育、環境、自然、医療の分野を包含
した国際的な「リージョナルセンターを持つ大学」に押し上げ、そこから岡山大学を真に個性的な、卓
越した大学に作り上げていくことが必要であると考え地域社会に「岡山の地にあってこそ世界から人が
集まり、世界に輝く大学を作りたい」と「産官学金言」連携組織の設立を提案した。
　2016（平成28）年４月１日、こうした呼びかけに、岡山県、岡山市、倉敷市、岡山商工会議所、岡山
経済同友会、中国銀行、山陽新聞社が賛同、そして、岡山の社会が対応すべき課題や解決の方向性、例
えば各自治体・団体の総合計画・目標等を持ち寄り、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ために、岡山の社会を構成する産・官・学・民の組織や団体が
英知を出し合い、一体となって、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、地域総合研究センターを事務局に、地域社会を構成する関係者と共有、具現化すべく「おかやま地

域発展協議体」を創設した（現在、事務局は総務・企画部社会連携課）。
　さらに、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
るために、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して、2016（平成28）年10月、「おかやま
円卓会議」が設立された。メンバーは、岡山県商工会議所連合会代表、一般社団法人岡山経済同友会代
表、一般社団法人岡山県銀行協会代表、岡山県知事、岡山市長、倉敷市長、山陽新聞社代表、岡山大学長
オールおかやまのトップで構成されている。

2021（令和３）年度のおかやま地域発展協議体は、2021（令和３）年７月８日、新型コロナ禍によりオ
ンライン開催となったが、岡山県の産官学金言で構成されたメンバーが集まった。進行は同協議体委員長
の本学高橋香代理事がつとめた。また、１月20日、2021（令和３）年度第２回となる協議体会議が岡山大
学本部６階を会場として開催された。今回も各団体が最新の話題を持ち寄り、情報交換や意見交換を通じ
て、おかやまの持続的な発展を支えるべく、活発な熟議の時間を持った。

　さらに、「おかやま円卓会議」が、11月26日、岡山大学本部棟で開催された。座長に山陽新聞社会長
の松田正己社長が再任され、副座長も、引き続き、本学の槇野博史学長が再任された。また、「おかや

ま地域発展協議体」の委員長である、本学の高橋香代理事が事務局長を引き続き務め議事進行された。　
今年度のSDGsアワードの結果やスポーツプロモーション研究会、空き家対策研究会、まちとモビリ

ティ研究会の活動報告がなされたあとで、全委員から意見具申や各組織の取り組みや提案がなされた。

　本センターの関係では、今夏に上梓した『地域モビリティの再構築』について、話題提供を申し上げ、
岡山県商工会議所連合会の松田久会長と倉敷市伊東香織市長からコメントを頂いた。会の結びとして、
本会座長である山陽新聞社会長の松田正己社長から、引き続き、岡山の持続的な発展に向けて連携を強化
することが宣言され閉会した。
　現在、同協議体と同円卓会議のなかで、本センターが運営に関係している二つの研究会について、そ
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の報告内容を下記に紹介する。

２‒１‒２　おかやま都市とモビリティ研究会
　同研究会は、①公共交通、②移動の多様性、③中山間地域の移動、という３つの分科会に分かれて活
動を実施してきた。ところが、今般の新型コロナ禍の影響により、昨年度に続き今年度も対面開催がで
きなかった。
　そのため、地域総合研究センターが各分科会会長（公共交通分科会長：若林昭吾氏、移動の多様性分
科会長：梶谷俊介氏、中山間地域の移動分科会長：三村聡）と連絡を取りながら、岡山県内を中心とし
たモビリティにまつわる調査研究についての実績をおかやま地域発展協議体やおかやま円卓会議におい
て報告することにより、参加機関へ情報提供を行っている。
　本年度は、11月26日、おかやま円卓会議にて、本センターの三村センター長から、下記に示す、書籍
の発行、調査の実施、シンポジウムの開催について報告と話題提供を行った。

① 書籍の発行
国が掲げる地方創生において、地域の移動（モビリティ）を支える地域公共交通の課題は、最も重要

視される政策テーマにあげられている。地域モビリティが直面する課題は、急速に進む少子高齢・人口
減少社会にあって、あらゆる意味で転換期にあり、本年度は、政策研究大学院大学の家田仁特別教授と
一般財団法人地域公共交通総合研究所の小嶋光信理事長（両備ホールディング会長）の呼びかけにより、
東京大学、東洋大学、岡山大学（本学は三村聡センター長が編著を担当）はじめ全国の公共交通分野の
研究者が協力しながら『地域モビリティの再構築』を上梓した。
　本書は、人々の日常的な移動を担保する機能を包括的に「地域モビリティ」と呼び、地域公共交通を

「地域モビリティ」としてあらためて捉えなおし、現状の課題を整理したうえで、その再構築に向けた
論点と方向性、さらに方策を示した。第一部では地域交通に関する専門家が、現状の捉えなおしと今後
の方向性を論じ「再構築」へのビジョンと方策を示し、第二部では公共交通経営および地方行政のトッ
プが、「再構築」へのより実務的なビジョンと方策を示した。加えて、一般財団法人地域公共交通総合
研究所が取りまとめた、コロナ禍における『公共交通経営実態調査報告書』から、目前の「再構築」に
向けた現状を示した。なお、本書は公益財団法人交通協力会から「交通図書賞」を受賞した。
目次を下記に示す。

『地域モビリティの再構築』
　　総論　地域モビリティ問題の本質～求められる俯瞰的総合～
　　第１部　転換期の地域モビリティと未来へのデザイン再構築
　　　　第１章　目指すべき地域社会と地域モビリティ
　　　　第２章　モード・路線再編による再構築
　　　　第３章　地域公共交通の現場で何が求められているのか？～キーワードは「適材適所」～
　　　　第４章　まちづくりからみた再構築
　　　　第５章　情報技術による再構築
　　　　第６章　車両技術による再構築
　　　　第７章　災害・防災から地域モビリティを捉えなおす
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　　　　第８章　SDGsで活かす交通権確保の道筋
　　第２部　地域公共交通を支える現場の最前線から
　　　　第１章　日本の地域公共交通をサステナブルに維持する方策と課題
　　　　第２章　地域公共交通のＣＸ・ＤＸと再編が地域を救う
　　　　第３章　地域公共交通が果たす都市の持続可能性
　　調査報告　「公共交通経営実態調査」に見る新型コロナ禍の影響

　なお、三村センター長が、第８章 SDGsで活かす交通権確保の道筋で、倉敷市のSDGsで描いた「倉
敷市第七次総合計画」の策定を支援した事例を紹介した。

② 調査の実施：一般財団法人地域公共交通総合研究所
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、2013（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であり、地域では、岡山大学地域総合研究センター
と連携を取りながら活動を進めている。
　2020（令和２）年度の第１回「公共交通経営実態調査」に続き、2021（令和３）年度は、第２回、第
３回を実施している。新型コロナの第１波から第５波までを時系列で追いながら、新型コロナ禍が経営
に与える実態を分析・把握することに努めている。

【調査概要】
「公共交通経営実態調査」は、新型コロナ禍により、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。

③ シンポジウムの開催：一般財団法人地域公共交通総合研究所
　「地域モビリティの再構築」出版記念 として、第７回地域公共交通総合研究所オンライン・シンポジ
ウム ～危機に瀕する公共交通再生の道を示す！～を2021（令和３）年９月２日、両備HD本社をキー
ステーションとして全国を結びオンラインにて開催した。後援は国土交通省、公益社団法人土木学会、
一般社団法人計画・交通研究会。
　本センターは、おかやま都市とモビリティ研究会の、公共交通分科会および中山間地域の移動分科会
の観点から、本シンポジウムの開催を支援した。
　下記にプログラムを示す（敬称略）。
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危機に瀕する公共交通再生の道を示す！
シンポジウムプログラム

　　Ⅰ．午前の部（10：00～12：00）
　　　　開会挨拶　　

三村 聡 岡山大学地域総合研究センター長・大学院社会文化科学研究科教授
　　　　特別講演

１）「地域モビリティ問題の本質を考える」 
家田 仁 政策研究大学院大学特別教授・東京大学名誉教授

２）「第２次交通政策基本計画のとりまとめにあたって」
阿部竜矢 国土交通省総合政策局交通政策課長 

　　　　調査報告 「新型コロナ禍と地域公共交通経営」
大上真司（一財）地域公共交通総合研究所副理事長 

　　Ⅱ．午後の部（13：00～17：00）
　　　　鼎　談　「地域モビリティの再構築」
　　　冨山和彦 経営共創基盤IGPIグループ会長・日本共創プラットフォーム代表取締役社長

森　雅志 富山市前市長、富山大学客員教授・非常勤講師、DBJ 特任顧問 
小嶋光信（一財）地域公共交通総合研究所理事長・両備グループ代表 

ショート・プレゼンテーション
１）「超高齢社会のモビリティ」

鎌田 実 東京大学名誉教授・一般財団法人日本自動車研究所理事長
２）「情報技術による再構築」

伊藤昌毅 東京大学大学院情報理工学系研究科准教授
３）「脱炭素・持続可能な社会に向けた EU の地域交通政策」

柴山多佳児　ウィーン工科大学上級研究員 
　　パネルディスカッション

テーマ「転換期の地域モビリティと未来へのデザイン再構築」 
加藤博和 名古屋大学大学院教授
岡村敏之 東洋大学国際学部教授

　　閉会挨拶
岡村敏之 東洋大学国際学部教授

問合せ：（一財）地域公共交通総合研究所 事務局担当理事：町田 敏章 

「岡山まちとモビリティ研究会」10年間の思い出と足跡
　東京一極集中等を背景に地方の地盤沈下が指摘されて久しく、岡山市でも同様に中心市街地の活性化
が一つの課題となり、加えて、人口減少や超高齢化社会の到来により、今後はさらに国の財政制約が厳
しくなることが予想されている。
　2015（平成27）年９月７日、産官学及び市民団体の連携によって、都市交通及びこれに関連する各種
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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する「岡山まちとモビリティ研究会」が発足した。本研究会で
は、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することとなった。メンバーは、岡山経済同友
会、岡山商工会議所、岡山商工会議所青年部、岡山青年会議所、岡山県バス協会、岡山県タクシー協会、
日本自動車連盟岡山支部、岡山県レンタカー協会、西日本旅客鉄道（株）岡山支社、宇野自動車（株）、
両備ホールディングス（株）、岡山電気軌道（株）、下津井電鉄（株）、八晃運輸（株）、国土交通省岡山
国道事務所、岡山市都市整備局、岡山市政策局、山陽新聞社論説委員会、岡山大学、オブザーバーとし
て、岡山県県民生活部県民生活交通課、NPO法人まちづくり推進機構岡山、みんなでつくる財団おか
やま、NPO法人みんなの集落研究所、トヨタ自動車（株）、岡山大学教員などで構成されている。会長
に岡山大学の荒木勝理事が、副会長に経済界から岡山経済同友会の松田久代表幹事と自治体から岡山市
都市整備局の山﨑康司局長が就任した。
　また、顧問には、岡山大学からは阿部宏史理事、外部から筑波大学大学院システム情報工学研究科の
石田東生教授、東京大学大学院新領域創成科学研究科の鎌田実教授、熊本大学大学院自然科学研究科の
溝上章志教授に就任頂いた。
　そして研究会には次の３つの分科会を設けた。①「まちと公共交通を考える」分科会：岡山市中心部
の理想的に道路空間とともに、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
創出するための施策を検討する、②「移動の多様性を考える」分科会：岡山市のコミュニティサイクル

「ももちゃり」、環境に優しく単距離移動に適した超小型電気自動車のより有効的な活用の方策を研究す
る、③「中山間地域の交通を考える」分科会：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。事務局は、岡山大学地域総合研究セン
ターのメンバーが担当、第１回の研究会では、「まちと公共交通を考える」分科会委員長には、岡山商
工会議所都市交通委員会の若林昭吾委員長が、「移動の多様性を考える」分科会委員長には、岡山経済
同友会地域振興委員会の梶谷俊介委員長が、そして「中山間地域の交通を考える」分科会委員長には三
村聡副センター長が就任した。
　岡山大学では、大学が地域資源として「学都」構想実現に向けた具体的なアクションを起こして行く
こととなった。
　2017（平成29）年４月17日、2017（平成29）年度、第１回となる岡山まちとモビリティ研究会が開催
された。開会にあたり、研究会会長を務める本学の高橋香代理事と研究会第Ⅱ分科会長の梶谷俊介氏（岡
山経済同友会地域振興委員長・岡山商工会議所副会頭）があいさつにたち、三村センター長が進行役を
担当した。
　まず、超小型モビリティ（コムス）を利用した実証実験プロジェクト（通称オカモビ）の結果報告と
して「2016（平成28）年度超小型モビリティ実証実験について」岡山市から話題提供があった。
　次に、研究会メンバーの宇野自動車株式会社から、JR岡山駅-岡山後楽園の区間を結ぶ直通シャトル
バス「岡山後楽園バス」の運行開始について発表、担当者が詳細を説明した。2016（平成28）年７月の
研究会で、金沢市、広島市、熊本市の市内回遊バスについて話題提供をした結果、岡山市にも後楽園や
岡山城を回遊するバスがあれば良い、との議論をきっかけに検討が始まり、これまで産官学や市民団体
が連携して都市交通や交通を絡めたまちづくりを考える会を継続しながら検討してきた成果が実を結ん
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だ。

　研究会に引き続き、岡山大学創立五十周年記念館玄関前に新車の「後楽園バス」が乗り入られ、お披

露目式を開催した。岡山県後楽園事務所長の野崎正志氏より祝辞を受け、続いて宇野自動車株式会社の

宇野泰正取締役社長から運行開始にあたり、挨拶を頂いた。

　岡山まちとモビリティ研究会の具体的な成果とすることができ、後楽園バスは、岡山駅と後楽園を結

ぶシャトルバスとして、2017（平成29）年４月27日から運行を開始した（現在は新型コロナの影響で休

止中）。

２‒１‒３　国際学都研究会
　国際学都研究会では、まちづくりをテーマに様々なシンポジウムや研究会を行ってきた。海外では、

フランス・ストラスブールやアメリカ・ポートランドを参考にし、金沢市、熊本市、岡山市の三都市で

は、毎年まちづくりシンポジウムを開催してきた。たとえば、ストラスブール大学からは、ミッシェル・

クベル教授が、フランスの地方議会と地域民主主義について、ジャン＝リュック・ドゥニ教授が、フラ

ンスの教育制度について紹介した。ポートランド州立大学からは、スティーブン・ジョンソン教授が、ソー

シャル・キャピタル論について、イーサン・セルツァー教授は、オレゴン州の土地利用計画と都市計画

について、サウミャ・キニ研究員は、パブリック・スペースの活用について講演が行われた。国際学都

シンポジウムでは、ロベルト・ヘルマン副市長、カトリーヌ・トロットマン元市長から大学と地域のま
ちづくりについても講演が行われた。

2011（平成23）年度

11月　岡山大学地域総合研究センターを設置、開所シンポジウム

12月　学都研究中間報告会＆三都市シンポジウム

2012（平成24）年度
２月　学都研究等成果報告会
２月　学都研究等成果報告会

2013（平成25）年度
６月　学都創生シンポジウム
１月　学都研究等成果報告会
２月　西川を学ぶ「管理から活用へ～西川緑道と若者のまちづくり～」

2014（平成26）年度
12月　アメリカ・ポートランドのまちづくりウィーク
１月　学都研究等成果報告会
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2015（平成27）年度
５月　国際学都シンポジウム「最新のフランスまちづくりを岡山に活かす」
９月　ポートランドのまちづくり講演「センス・オブ・プレイス」
12月　ポートランドのまちづくり2015：おかやま版エコ・リバブルシティへ！
１月　学都研究等成果報告会

2016（平成28）年度
10月　国際学都シンポジウム
カトリーヌ・トロットマン講演会「現代ストラスブール　都市・地域形成事業の特徴」

2017（平成29）年度
１月　サウミャ・キニ客員研究員受け入れ（～2020（令和２）年１月）
２月　「フランスの地方議会：議員は本当に人を代表しているのか？」

2019（令和元）年度
７月　岡山大学創立70周年記念「岡山の水とくらし」を考えるシンポジウム
９月　ポートランド州立大学「コミュニティベース教授法　ワークショップ」
９月　三都市シンポジウム
12月　「 高校教育の質向上とその課題」～フランスの教育制度改革、教育の現場、市民教育の

視点から～
12・１月　 サウミャ・キニ研究員による「岡山とポートランドのパブリックスペース」研究発

表会
２月　「フランスの地方議会：議員は本当に人々を代表しているのか？」

2020（令和２）年度
12月　サウミャ・キニ研究員による勉強会「コロナ禍と大統領選挙の中のポートランド」

　2021（令和３）年度の国際学都研究では、岩淵泰副センター長が英語論文を発表した。Christophe 
Emmanuel Premat氏（ストックホルム大学）の編纂によるDirect Democracy Practices at the Local 
Level（邦題：地域レベルにおける直接民主主義の実践）がIGI.Globalから出版され、岩淵教員は第10
章のOpen the Public Space： Do Local Referendums Revitalize Deliberative Democracy in Japan?（邦
題：公共空間を開く：住民投票は日本の熟議民主主義を活性化させるか？）を担当した。この書籍の特
徴は、スイス、ドイツ、トルコ、ボリビア、ドミニカ、カナダ、台湾、インドネシアなどの直接民主主
義の事例をまとめた点だ。第10章は、実施が困難な住民投票にどうして市民が挑戦したのかという背景
を紹介し、市民、行政、議会との間での対話の重要性とその困難性を分析している。

２‒１‒４　おかやま空き家対策研究会
　「空き家対策の研究会」は、産官学及び市民団体の連携により、現在増加しつつある空き家及びこれ
に関連する各種の問題に関し、学際的かつ業際的研究をはかり、利用可能な空き家を市場で円滑に流動
化させることなどを通じて、地域の魅力や環境の維持、向上に資することを目的として活動を続けてい
る。現在、中心市街地に空き家が増えつつあり、加えて、空き家として放置せざるを得ない家が増え相
続手続きができぬままの家も増えている。こうした事態へ対応すべく岡山市と倉敷市を中心として地域
で活動する特定非営利活動法人おかやま入居支援センターからの依頼により、住宅確保要配慮者の相互
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見守りに役立つ空き家活用モデル提案事業への助言を目的として、博士の家を会場に建築士や弁護士な
ど専門家を中心に活動する社会弱者に廉価に住居を提供するプロジェクトを進めるメンバーによる勉強
会が開催され、６月24日、三村聡センター長が、また、７月12日、岡山市内の空き家対策の研究を続け
る学術研究院環境生命科学学域から氏原岳人准教授をゲスト講師に招いて勉強会が開催され、岡山市の
空き家の状況に基づく分析を受けて議論は大いに盛り上がった。
　さらに、11月26日、おかやま円卓会議にて、氏原岳人准教授から、岡山市や専門家と進める空き家対
策研究の進捗状況について説明と話題提供がなされた。具体的な対策エリアを設定して、各種関連デー
タや地図システムなどを組み合わせた分析による空き家対策の政策シナリオ案が示される段階に入った
ことが報告された。

２‒１‒５　おかやまスポーツプロモーション研究会
　2014（平成26）年秋に設立された、おかやまスポーツプロモーション研究会は、岡山県下におけるス
ポーツ振興や教育、まちの活性化に結びつける活動を総合的な視点で展開するために、その企画やアイ
ディア、インフラ整備を含め検討・立案し、具体的な取り組みに展開するためのネットワークや重層的
な組織の形成を目指して組織化された研究会である。
　この活動を本センターは支援を続けてきたが、おかやま地域発展協議体事務局機能の社会連携課への
移管や国際学都おかやま創生本部の設立などの措置に伴い本センター所掌の業務が見直され、2019（令
和元）年度末をもって、その使命と役割を終えている。なお、この研究会活動は、岡山大学では、大学
院教育学研究科の高岡敦史准教授を中心に現在も活動が継続されている。

２‒２　社会実装に向けたSDGs活動（地域総合研究センター関与分）

２‒２‒１　これまでのSDGs活動の歩みと実績
2018（平成30）年度の主なSDGs活動の実績
① 岡山経済同友会通常総会

2018（平成30）年５月29日、岡山国際ホテルにおいて、岡山経済同友会通常総会が開催され、代表幹
事に山陽新聞社の松田正己社長と中国銀行の宮長雅人頭取が選ばれ、新体制がスタートした。松田正己
代表幹事の挨拶では、SDGs推進をメインテーマに掲げると決意表明がされた。また、来賓祝辞では、
本学槇野博史学長から、急速な人口減少・少子高齢社会が進むなかで、私たちは幸せを実感できる暮ら
しを、子供や孫の代に伝えてゆく責務があり、岡山大学は、SDGsを産官学の共通言語として教育、研究、
社会貢献の視座から、知の地域資源として責務を果たすために、経済界と歩調を合わせ、SDGs推進に
全学体制で取組む覚悟であると述べ、岡山県経済団体連絡協議会の中島博座長から、熱いエールがおく
られた。
　岡山の先進自治体でも既にSDGs推進が地方創生の重要施策に掲げられており、いよいよ岡山の産官
学が一体となり、SDGsを推進する流れが整った。
　山陽新聞社社長の松田正己社長が、筆頭代表幹事に選任されとことを受け、2018（平成30）年６月13
日、三村聡センター長が、同社本社へ松田社長を表敬訪問し、岡山経済同友会が掲げる政策目標である
SDGsについて具体的な意見交換を実施した。SDGsについては、岡山大学も全学を挙げて取り組みを
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スタートさせており、国から国立大学では唯一SDGsアワードを受賞している。また自治体においても、
早くから、岡山市、真庭市が取り組みを始め、2018（平成30）年６月15日、持続可能な開発目標（SDGs）
の達成に向けた優れた取組を行う都市として「SDGs未来都市」に、また、その取組自体も先導的なも
のとして「自治体SDGsモデル事業」に選定された。また2019（令和元）年７月16日には西粟倉村が、
さらに2020（令和２）年７月17日には、倉敷市が「SDGs未来都市」に選ばれ「自治体SDGsモデル事業」
を開始している。岡山大学では、本センターが窓口となり、真庭市の国への提案書作成のサポートをさ
せて頂き、国に対して連携を明示した。また、先行して倉敷水島のみずしま財団が、倉敷市、岡山大学
の連携により環境省のSDGs予算に採択されている。
　地方創生に向けて、今後の産官学が連携したオールおかやまによるSDGsへの具体的な取り組みを進
めるための組織組成の検討に着手した。
　岡山大学は地域を結ぶ地域資源として、研究、人材育成、社会連携の分野で社会実装に向けた活動を
展開する。

② 岡山県議会地域公共政策セミナー
2018（平成30）年６月12日、岡山県議会地域公共政策セミナーで、岡山大学狩野光伸副理事（大学院

ヘルスシステム統合科学研究科教授）が県議会議員を対象にSDGsをテーマに「平成の黒船（SDGs）
が岡山にもたらす大きな変化とは」をテーマにSDGsの理念である目前の利益を追うより、人類の持続性、
すなわち世代を超える価値を考えた活動を優先すべきという価値観を、持続可能性への教育を進めてい
る岡山で、地方自治体、経済界、大学など多様な人たちが、どのように全国を先導していくべきかなど
について講話した。講演後、SDGsの今後の展望などについて、意見交換を行った。
　狩野副理事は、岡山大学が取り組むSDGsの推進企画会議議長を務めている。
　本セミナーのコーディネートを本センターが担当した。

③ スポーツをテーマにしたSDGsシンポジウム
2018（平成30）年７月30日、「SDGsで拓く！スポーツによる地方創生－東京五輪を活かしたまちづ

くりとイノベーションの創出－」と題して、スポーツをテーマにしたSDGsシンポジウムが岡山大学創
立五十周年記念館を会場にして開催された。250名を超える市民や関係者が参加した。
　同シンポジウムは、岡山大学が「スポーツ庁　2018（平成30）年度スポーツ産業の成長促進事業『ス
タジアム・アリーナ改革推進事業（先進事例形成支援）』」に応募し、採択されたことを受けて、「スポー
ツによる地方創生」をテーマに、代表者らによる講演・パネルディスカッションを行い、SDGsを基本

理念としたスポーツによる持続可能なまちづくりを討論したもので、主催は、おかやま地域発展協議体
おかやまスポーツプロモーション研究会、岡山シーガルズの活躍に向けた民間活力活用推進協議会、お
かやまスポーツプロモーション機構である。そして後援は、岡山県経済団体連絡協議会、岡山県商工会
議所連合会、岡山県経営者協会、（一社）岡山経済同友会、岡山県中小企業団体中央会、岡山県商工会
連合会、（公財）岡山県産業振興財団、西日本旅客鉄道（株）、（公社）おかやま観光コンベンション協会、



■ 18 ■

地域総合研究センターの社会連携・研究・教育（10年の歩み）２

（一社）日本スポーツツーリズム推進機構、岡山県、岡山市、岡山大学、（株）中国銀行、岡山県医師会、
山陽新聞社、山陽放送（株）、岡山放送（株）、テレビせとうち（株）とオールおかやまとして開催した。
　総合司会は、岡山商工会議所理事・事務局長の鶴岡良孝（シーガルズ協議会事務局長）がつとめた。 
オープニングでは、「SDGsが導くイノベーション・シティとしての国際学都おかやま」と題して本学
槇野博史学長が世界を見据えたグローバルな観点から地方創生をめざす必要性を説いた。また、基調講
演Ⅰでは「まちづくりへの多様な市民参加が市民を育てる」と題して、おかやまスポーツプロモーショ
ン研究会の梶谷俊介代表、基調講演Ⅱとして「スポーツで拓くSDGsを踏まえた地方創生の道筋」と題
して岡山シーガルズの顧問の三村聡センター長が、それぞれの持論を展開した。
　パネルディスカッションでは、「徹底討論！スポーツによる持続可能なまちづくり」と題して、パネ
リストに公益財団法人岡山県体育協会の越宗孝昌会長、スポーツ庁から仙台光仁参事官、岡山市の大森
雅夫市長、岡山大学から高橋香代理事、そして岡山シーガルズの河本昭義監督を迎え、コーディネーター
を岡山大学大学院教育学研究科の高岡敦史講師が担当した。

④ SDGsに取組む企業訪問
2018（平成30）年８月１日、岡山空港近くにある岡山のエクセレントカンパニー「フジワラテクノアー

ト」を取材訪問させていただいた。藤原恵子社長と藤原加奈副社長からトップの経営姿勢を拝聴、
SDGsを念頭に置いた「女性の働きやすい環境を整える」経営に対する企業としての具体的な考え方は
じめ貴重な経営哲学をヒアリング、有意義な意見交換を実施、女性が生き活きと輝く職場づくりの実践
については、日本企業では、最高レベルの取り組みをなされていると確信した。SDGsを企業の具体的
な行動目標に設定する検討がなされている点に先進性を感じた。

⑤ 2018（平成30）年度岡山大学若手職員塾
岡山大学の発展を担う大学職員の役割を考え、実践する力を養成して将来の大学の在り方を考える岡

山大学の若手職員による自主研鑽活動「2018（平成30）年度岡山大学若手職員塾」が、2018（平成30）
年８月２日、本部棟６階で開催された。今回のテーマは、岡山大学で取組が進むSDGsをテーマに、岡
山大学SDGs推進企画会議と合同で、①本学が行っているSDGsに係る先進的取組を知り、岡山大学の
強みとは何かを考える、②岡山大学がSDGsに貢献できることを探り、具体的な施策を立案する、こと
を目標に、狩野光伸副理事をメイン講師として３つのグループに分かれ、白熱したディスカッションが
なされた。今後、どのように若手職員の意見や考え方を大学運営に取り込んでゆくべきか、具体的な議
論を進めることを確認した。本センターからは、SDGs推進企画会議メンバーとして、三村聡センター
長が参加した。

⑥ SDGsサイエンスカフェ
岡山大学SDGsサイエンスカフェ第１回が、2018（平成30）年８月20日、岡山大学創立五十周年記念
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館を会場に開催された。岡山大学から牛窓臨海実験所の坂本竜哉所長、資源植物科学研究所の植木尚子
准教授、公益財団法人みずしま財団法人から塩飽敏史理事・研究員が「海」をテーマに話題提供、続い
て県立瀬戸高校と岡山大学から各３名が登壇してパネルディスカッションが実施された。

コーディネートを青尾謙副理事と本センター吉川幸実践型教育プランナーが担当した。小学生からミ
ドルまで幅広い参加者が集い盛会であった。

⑦ SDGsで拓く新見市環境保全型森林ボランティア活動
新見市の森林状況は、森林面積79,327haの大部分を民有林が占め（59,292ha）、林野率は約87％。ま
た、人工林率は約59％で、その大部分はスギ・ヒノキ（94％）で占められている。しかし、木材材価
の低迷、林業従事者の減少・高齢化等により、市内の森林施業の実施は年々困難になり、間伐等の保
育作業を緊急に必要とする人工林

2018（平成30）年度の日程は、2018（平成30）年８月31日から２週間の活動期間であり、今回から
SDGsを視野に入れた古民家再生の拠点で活動を展開するとあって、家の中では虫や蚊達と共存した生
活となった。恒例ながら地元の皆さんからの差し入れで、学生たちは自炊自活しながら２週間の間伐ボ
ランティア活動に入った。自己紹介からはじまり、SDGs17の目標のうち「13気候変動に具体的な対策を」
と「15陸の豊かさを守ろう」のテーマを踏まえたミーティングがされ、諸注意や役割分担など真剣な時
間が続いた。
　2018（平成30）年９月１日、人杜守の本部である「新見市移住交流支援センター」へ案内頂いた。新
見市では、新設されたにも関わらず、残念ながら休校になった「旧油野小学校」を移住交流支援センター
として利活用しており、その施設の指定管理を人杜守が受託している。施設は小学校の面影を随所に残
しながら地域活動拠点となっており、例えば大きな杉のテーブルを本学法学部の卒業生、佐伯佳和さん
が製作して商品見本として使うなど、新しい地方創生のウェーブを感じることができた。
　保全型森林ボランティア活動では、まず現地でのチェーンソー実習に入り、主催の人杜守と、岡山県
備中県民局の指導により、安全第一を心掛けながら実際のチェーンソーを使った伐木実習に入った。指
導担当の岡山県備中県民局担当者に倒木作業の手本を見せて頂き実習訓練が続いた。
　大学の教室での講義では経験できない貴重な体験となり、活動拠点となった古民家には年代物のちゃ
ぶ台はじめ懐かしい品々が生活用具として使われており、稲穂が実るのどかな風景に囲まれた中で、学
生たちは日本の伝統的な暮らしぶりを学んでいた。
　2018（平成30）年９月８日、新見神郷で森林ボランティア活動の中間懇親会が開催された。林野庁や
新見市、林業家、地域の皆さん達が、数々の差し入れを持参、学生たちを慰労してくださった。2018（平
成30）年９月10日、瀬戸内海放送KSBスーパーJチャンネルで、新見森林ボランティア活動が紹介された。
指導しているのが法学部の卒業生、インタビューが環境理工学部と教育学部の学生、学生たちの生き生
きとした姿が放映された。

　　　　　　　　　　　　　　　が増加しているのが現状である。このような状況が全国のあちらこち

らで発生しており、こうした現状を打開する手段として、大学生が地域の専門家の指導を受けながら、
一般社団法人人杜守（ひとともり）が主催、新見市、新見市森林組合、林野庁など多くの関係者が連携
して、さらに岡山県備中県民局が後援しながら、新見市の健全な人工林を造成する「環境保全型森林ボ
ランティア活動」を実施している。
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　こうして２週間にわたるボランティア活動は、無事に終了した。

　2018（平成30）年９月23日、かつて広島市で金融機関勤務をしていた若手男性が、本森林ボランティ

ア活動への参加がきっかけとなり、新庄村（岡山県北部の村で人口は900人を割り人口減少が続いてい

る）へ林業男子として就職（転職）、地元のお嬢さんと結ばれた。村役場と森林組合あげて末永い幸福

が祈念され、地方創生での活躍が期待されることとなった。

 なお、この活動は年２回の活動であり、岡山大学は2013（平成25）年９月から参加を続けてい

る。�2020（令和２）年度、2021（令和３）年度は新型コロナの影響により中断している。（本報告書

では略する）。

イSDGsと労働界

SDGsを視座に置いた全国の労働界幹部（労働金庫の理事・監事）を対象としたシンポジウムが、�

2019（平成31）年３月28日、東京日暮里にあるホテル・ラングウッドにて開催された。

　一般社団法人全国労働金庫協会の中江公人理事長（元防衛省事務次官）が挨拶に立ち、2019（令和元）年

の国連ILO（International Labour Organization）設立100周年に向けILO担当者がプレゼンテーション、�

ILOは、熟議を重ねた結果、①格差社会の是正、②社会的包摂のあり方、③働く人の未来をデザインするため

に、日本においては労働金庫運動をSDGsの取組みとして進めることが決定したことを宣言した。

　三村聡センター長が招待され、岡山大学のSDGsへの取組み、高齢社会、人口減少社会における勤労者

福祉とファイナンスの連関についてSDGsの観点や国連、ILOの指針等を踏まえて意見交換した。

⑨ 高校生懸賞論文2018

2018（平成30）年度、NPO法人こくさいこどもフォーラム（略称インターキッズ）が募集した高

校生懸賞論文2018の論文テーマは、『SDGsと私～17の持続可能な開発目標～』 と設定された。

　岡山県内の多くの高校生が応募、審査員長は、岡山県教育委員会日比謙一郎次長、本学から三村聡セ

ンター長が審査員をつとめた。本高校生懸賞論文は、開始から５年目を迎えた。
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2019（令和元）年度の主なSDGs活動の実績
① 林業教育コンソーシアムSDGs研究会
2019（令和元）年５月18日、真庭市にあるCLT（Cross Lami-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nated Timber：繊維方向が直交す

るように積層接着した木質系材料）生産日本一を誇る銘建工業を吉川賢名誉教授と三村聡センター長
が訪問、中島浩一郎社長はじめ幹部の皆様と林業・林産業分野における人材育成やCLTを活用した地
方創生の道筋について意見交換を実施した。

② 岡山企業のSDGs経営を考える
2019（令和元）年７月２日、岡山大学創立五十周年記念館にて、SDGsを念頭に置いた「働き方改革

の実践展開～企業経営最前線からの報告」をメインテーマとして「人を大切にする経営学会中国支部大
会公開フォーラム」が開催された。萩原工業株式会社から浅野和志代表取締役社長（同学会常任理事・
中国支部長「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」第８回経済産業大臣賞受賞企業「人本主義が持続
可能な会社をつくる」、また株式会社フジワラテクノアートから藤原加奈取締役副社長に「社員が輝く
企業経営の実践から未来志向の会社へ」との演題で報告を受けた。さらに、「人を大切にする経営こそ
が社会を救う」と題して、人を大切にする経営学会の坂本光司会長から講話を受けた。
　パネルディスカッションでは、三村聡センター長がコーディネート役を務め、SDGs経営を踏まえた
地域企業の新展開と題して、参加者と登壇者による対話を通じて、中国地域のめざすべき企業経営の将
来性について議論した。
　なお、2020（令和２）年１月16日、萩原工業と岡山大学は、互いが有する資源の相互利用と緊密な人
的交流を通して得られた研究成果を効果的に活用することにより、学術研究の振興と研究成果の社会活
用の推進に貢献することを目的として、連携・協力に関する協定書を締結した。

③　『岡山大学SDGs学生アンバサダー』任命制度
SDGsとは、国連により採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に基づき、地球上の

誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを目指した持続可能な世界を実現するための17
のゴール・169のターゲットから構成される国際的な共通目標であり、岡山大学は現在、槇野博史学長
を先頭に全学をあげた積極的なSDGs活動を展開している。
　2019（令和元）年度、岡山大学では、活動の裾野をさらに広げるべく、本学の大学生・大学院生・留
学生にも『岡山大学×SDGs』活動に参加を促すべく、『岡山大学SDGs学生アンバサダー』任命制度を
新たに設置、それを記念して、2019（令和元）年７月31日、創立五十周年記念館において『岡山大学
SDGs学生アンバサダー』キックオフミーティングを開催した。槇野学長の話題提供に対して、高校生
を含む多くの学生たちから質問が出され、学長が丁寧に答える流れで、自由な意見交換を行った。
　地域総合研究センターでは、岩淵泰副センター長が、本センターの枠組みの中で地域活動に関心のあ
る学生に参加を呼び掛け、本制度の推進を進めている。

④ CLTをテーマとしたSDGs勉強会
2019（令和元）年５月20日、岡山の森林資源を活かしたSDGsを考える勉強会を岡山大学地域総合研
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究センターで開催した。カナダ・ブリティッシュコロンビア州から伊藤公久先生、真庭市から銘建工業
中島浩一郎社長をお迎えして、岡山県美作県民局、そしてSDGsモデル都市に選定された岡山市、真庭市、
さらに経済界が参加、CLT（Cross Laminated Timber：繊維方向が直交するように積層接着した木質
系材料）をキーワードに、東京五輪やG20保健大臣会合を契機とした山川里海をつなぐサステイナブル
なプロジェクトの可能性を考えた。
　CLTの利用は近年各国で急速な伸びを見せ、東京五輪でも注目を集め、構造躯体として建物を支え
ると共に、断熱性や遮炎性、遮熱性、遮音性などの複合的な効果や木目や木の肌触りを感じる心地のい
い空間の創造など、木造建築分野での規制緩和を突破口とした地方創生の主力政策として注目されてお
り、持続可能な循環型資源として環境に優しい特性を活かし、SDGsの観点からも今後の展開に期待が
寄せられている。

⑤ 労働界とSDGs
2019（令和元）年９月18日、お茶の水のホテルジュラクにて、全国労働金庫協会主催により2019（令

和元）年度全国労働金庫理事・監事セミナーが開催された。中江公人理事長（元防衛省事務次官）から
国連ILO創立100周年記念として発行されたSDGsレポートに日本の「労働金庫運動」が取り上げられ、
労働界にもSDGsが必要であるとの基調講演に続き、三村聡センター長がSDGsを主題に「勤労者福祉
運動と金融包摂」をテーマに講演、「ひとりも取り残さない金融包摂の運動」について議論を深めた。

⑥ 岡山シーガルズのSDGs活動とタイとの交流
東京五輪カウントダウンを受け、またSDGs活動の一環として岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山シーガルズが2019（令和元）年11

月２日から16日まで、タイ王国ナショナルチームを岡山へ招聘した。また2020（令和２）年１月10日～
14日、岡山シーガルズがタイを訪問、タイ王国バレーボール協会との間で協定を締結した。

チ、岡山へのタイからの観光インバウンドの環境づくり、などについて情報交換や意見交換を行う流れ
を醸成する大きな一歩を刻むことが出来た。

2019（令和元）年11月３日
　倉敷市水島の福田体育館で開催された岡山シーガルズ対デンソーの公式戦を観戦、タイ選手も会場で
大きな声援を送った。始球式に倉敷市伊東香織市長が、さらに高梁市近藤隆則市長も来場、タイの東京
五輪への出場が決まれば、倉敷の体育館も利用して欲しいと伊東市長からエールが送られた。
　11月５日
　大森雅夫岡山市長や議員代表を表敬訪問した。市長はじめ関係者からの歓迎のあいさつを受け、タイ
王国ナショナルチームも監督とキャプテンのヌットサラ・トムコム選手が挨拶、そして岡山シーガルズ

　地域総合研究センターは、JETRO、日本政策投資銀行、中国銀行、岡山経済界と連携して、この企画

をSDGs活動の一環として位置付�
                                                    　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け、誘致交渉や協定締結の交渉役を担当、女子バレーボールの活動を
契機として、SDGsが掲げる「質の高い教育をみんなに：すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い
教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」の実現に向け、さらには岡山県や経済界のタイへのアプロー
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は川島選手が挨拶した。岡山市側からは記念のシャインマスカットが贈られ、タイ側は選手のサイン入
りのユニホームをはじめとする記念品の交換がなされた。
　11月６日
　赤磐市のふれあい総合体育館にて赤磐市友實武則市長から歓迎を受けた。赤磐市特産の葡萄がプレゼ
ントされた。また、練習後、吉井川流域DMO（赤磐市、瀬戸内市、和気町の３市町で構成）活動の一
環として、ナショナルチームは赤磐市ドイツの森に招待された。
　11月８日
　ダイヤ工業を訪問、食堂でヘルシーランチのもてなしを受け、そのあとで選手やコーチは、オーダー
メイドで運動能力支援装備の注文はじめプロを支える数々のスポーツサポート用品を購入した。タイと
岡山を結ぶ架け橋をシーガルズがつとめ、岡山が鍛えた技が両国の先進企業を結びつける流れとなるこ
とを祈念した。
　11月10日

ナショナルチームは、休暇を利用して、倉敷美観地区やアウトレットモールで自由時間を楽しんだ。
おかやまの魅力が、スター選手のSNSを通じて、タイに発信された。
　11月11日
　岡山理科大学所有の体育館で、夕方から、地元の小中学生のバレーボールチームを迎えて、タイの選
手による子供バレーボール教室が開催された。SDGsの精神で、子供の指導での両国の交流を大切に育
ててゆくことで合意した。
　11月12日
　岡山商工会議所で、タイ王国バレーボール協会との東京2020オリンピック競技大会における事前キャ
ンプに関する協定調印式が執り行われた。岡山側は、岡山市、岡山県、岡山県バレーボール協会、岡山
シーガルズの４者。オールおかやまで、タイとの関係を深める大きな第１歩を刻むことができた。
2020（令和２）年１月10日～14日
東京五輪女子バレーアジア最終枠決定戦に合わせ、岡山シーガルズとタイ王国バレーボール協会との

協定締結を目的としてタイを訪問した。岡山大学は、協定書の文案づくり、協定書翻訳、そして交渉を
担当した。
　協定の要諦は以下の通り。
　第１条　 甲（タイ王国バレーボール協会）及び乙（岡山シーガルズ株式会社）は、2020（令和２）年

東京オリンピックの開催を機に、今後とも、深い信頼関係のもとで、互いの国を訪問・交流
を続けながらバレーボールの技を世界のトップレベルで継続的に競い、磨き合うことを約束
する。

　第２条　 甲及び乙は、子供向けのバレーボール教室などの教育面で連携し、両国の未来を担う子供た
ちに、世界を見せ、健全な身体と精神を涵養することにより、将来への夢を育むきっかけを
作る活動を実施する。

　第３条　 甲及び乙は、バレーボールによるスポーツ分野の活動を基本に、両国が言語や文化をはじめ
とした相互の違いを自然に受け入れ、互いに認め合い、文化交流や経済交流の分野でも、友
好関係を深めることができるよう、互いに協力しながら貢献活動を行う。

　第４条　 甲及び乙は、互いの友好関係の継承と選手及びチーム能力の向上を目的として、互いの協議
に基づき、若手の選手の相互受け入れや教育指導者を互いに派遣し合う活動についての実現
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可能性について検討する。

⑦ スポーツビジネスジャパン2019
東京五輪のカウントダウンを受け、2019（平成31）年１月19日～20日、さいたまアリーナで「スポー

ツビジネスジャパン2019 together with スタジアム＆アリーナ2019」が開催され、日本と世界中のスポー
ツビジネスに関わるプロや関係者が一堂に集った。（一社）日本トップリーグ連携機構の川淵三郎代表
理事、スポーツ庁の鈴木大地長官らのスピーチで開幕、SDGsを視座に置き、多くのテーマで議論が展
開された。また展示会では、地方創生や都市の持続可能性を具現化するために全国的にアリーナやスタ
ジアムを建設する流れが加速する様子が伝えられた。

セッションB‒14「スポーツで日本とアジアを繋ぐ」（11月20日16：15 ‒ 17：00）で、日本政策投資銀

行地域企画部の桂田隆行課長の進行により、Jリーグパートナー 事業部長兼国際部長の山下修作氏、 
Bリーグ経営企画グループ・国際グループマネージャーの斎藤千尋氏と共に、岡山シーガルズ顧問の立
場で三村聡センター長が登壇、市民主役のクラブチームである岡山シーガルズのアジア展開を紹介、
東京五輪を契機としたSDGsを念頭に置く地方創生について話題提供した。

⑧ 加藤勝信厚生労働大臣
2019（令和元）年12月７日、加藤勝信厚生労働大臣に、これまで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の岡山大学の2018（平成30）年７

月豪雨災害への復旧・復興支援や地方創生活動の取組みやSDGsの活動についてご説明させて頂く機
会を得た。厚生労働省の政策スタンスからコメントと岡山大学へのアドバイスを頂戴した。（写真提
供：岡山県議会議員小林義明氏）。

⑨ 山下貴司前法務大臣
2019（令和元）年12月22日、瀬戸内市長船の備前福岡の市（毎月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第４日曜日）にて、山下貴司前法

務大臣に岡山大学のSDGsと地方創生の取組みについてご説明させて頂く機会を得た。グローバルな視
座からコメントとアドバイスを頂戴した。

（コーディネート：瀬戸内市議会議員布野浩子氏）

⑩ 岡山県「備中発!おかしBOX」～地域で広がるサポートの輪～
岡山県が音頭をとり、自治体、企業や障がい者支援者が、「就労継続支援B型事業所」が運営する「お

かしBOX」事業支援が進められている。本事業は、１個100円のおかしをBOXに詰め、企業や自治体、
福祉施設などに設置、好きな時に好きなだけチョイスして自己精算してもらい、その代金を働いている
障がいのある人に支払われる工賃向上に役立てようとする事業である。
　2019（令和元）年12月22日、OHK岡山放送が、本事業活動の支援を視野に入れて特別番組「備中発!
おかしBOX～地域で広がるサポートの輪～」を制作・放映した。SDGsがめざす「一人も取り残さない」
との観点から三村聡センター長が番組のコメンテーターを務めた。
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2020（令和２）年度の主なSDGs活動の実績
① SDGsで描く「倉敷市第七次総合計画」
高梁川流域７市３町の中核市である倉敷市では、2021（令和３）年度から10年間の総合計画を策定す

るため、2019（令和元）年11月22日、第七次総合計画審議会が発足、三村聡センター長が会長として策
定に向けた審議に携わり議論を進めてきた。35名の委員５分科会で構成。

　　ⅰ．2020（令和２）年４月21日
　 岡山県はじめ全国に緊急事態宣言が出されるなか、倉敷市と「SDGsを念頭に置いた倉敷市

第七次総合計画（10か年計画）」の策定に向けてオンライン会議が実施された。これまでの
結果を検証し、市民や委員の意見に基づき、市の担当部局が作業を進め、委員の意見を集約、
素案（たたき台）のとりまとめに向けた作業の実施を確認した。コロナ終息（収束）の時期
が不透明で不安が積もる毎日、ウイルス感染の怖さ、人を不安や疑心暗鬼に陥れる怖さ、そ
して無意識のうちに人を差別してしまう怖さが指摘され、一方で、こうした未曽有の事態だ
からこそ、倉敷市の支援を通じて、改めて、人の絆や結びつきの大切さ、そして幸福に暮ら
せる環境整備の重要性を確認した。

　　ⅱ．７月14日
 倉敷市第七次総合計画審議会第５分科会（SDGs・市民協働・コミュニティ・行財政など）が、
倉敷市本庁舎において、開催された。倉敷市議会議長、倉敷商工会議所会頭（この日は欠席）、
中国銀行倉敷支店長など７名で構成され、三村聡センター長が分科会長を担当、進行役を務
めた。事務局より、これまでの議論を踏まえた具体的な柱が示され、それに対して、前回に
引き続き各委員から意見が多数出された。

　　ⅲ．８月28日
　 倉敷市第七次総合計画審議会第５分科会（SDGs・市民協働・コミュニティ・行財政など）

が議会棟会議室で開催された。この棟には、倉敷が生んだ将棋界の偉人、大山康晴十五世名
人の書「龍」があり、委員は、この書に勢いを授かり、長期的な視座に建つ財政健全化の在
り方を巡り、活発な議論を応酬した。

　　ⅳ．10月６日
　 倉敷市第七次総合計画審議会第５分科会（SDGs・市民協働・コミュニティ・行財政など）

が議会棟会議室で開催された。この日は、市民説明会の開催とパブコメの実施にむけた最後
の議論をした。事務局が意見を取りまとめ、最終的な修正を行い、市民説明会とパブリック
コメントに入る。この日は、地域創生総合戦略と総合計画との整合性についてと、人口減少
社会を迎える中での、人口ビジョンと政策目標の設定の在り方について、活発な意見交換が
なされた。

　　ⅴ．12月21日
　 倉敷市庁舎10階大会議室において、2019（令和元）年11月22日から１年以上の歳月をかけ、

総勢35名の委員で審議を続けた「倉敷市第七次総合計画（10年計画）」の最終審議会が開催
された。第６次総合計画を踏まえつつ、西日本豪雨災害を教訓とし、地域創生総合戦略を織
り込み、全編をSDGsで政策をデザインした同計画が示された。
 多くの委員から最終意見や感想が出され、最終調整を会長、副会長に一任することで審議が
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結審した。
　　ⅵ．12月22日

倉敷市庁舎３階市長応接室にて、35名の委員（市民）を代表して会長を務めた三村聡セン
ター長から伊東香織市長に対して「倉敷市第七次総合計画」を答申した（副会長：くらし
き作陽大学竹内京子教授）。新型コロナ禍の影響を受けながらも、35名の委員は、市民の声
にできる限り耳を傾け議論を尽くした。また、多くの意見を受け

② SDGsで描く「第２期井原市創生総合戦略」
2014（平成26）年９月３日に発足した第２次安倍改造内閣は、同日の閣議決定により、まち・ひと・

しごと創生本部を設置、同年11月28日にまち・ひと・しごと創生法が公布・施行 、同年12月２日から
内閣に設置される法定の組織となった。それに伴い、この組織の中核を成す事業の一つに「地方創生人
材支援制度」が立ち上がり、2014（平成26）年に岡山大学の地域担当の立場から、三村聡センター長が、
内閣府まち・ひと・しごと創生本部「地方創生人材支援制度」の派遣者に選ばれ、2015（平成27）年春
から２年間、岡山県井原市へ市長顧問として「地域創生総合戦略」（第１期：2015（平成27）年度から
2019（令和元）年度）策定の支援を行う任についた。
　　それ以降、任期終了後も、岡山大学として井原市の支援を続け、
改めて井原市から依頼を受け、第２期（2021（令和３）年度から
2026（令和７）年度）となる同創生総合戦略の策定作業を支援した

（2020（令和２）年度は第１期の評価年と位置付けている）。
　　ⅰ．2020（令和２）年３月６日

 大舌勲井原市長が来学、この５年間の総合戦略と人口ビ
ジョンの精査を踏まえて、シンクタンク機能発揮の観点
から、再び井原市の「第２期総合戦略」策定の支援をすることとなった。

　　ⅱ．３月19日
　 「元気いばら創生戦略」第１回会議が井原市市役所５階で開催された。５年間のKPI検証に

続き、継続施策や新たなテーマの提案に対して、選任された委員全員が発言、真剣な議論が
なされた。三村聡センター長が会長を拝命、全員マスク着用での会議のなか進行役を担当し
た。

　　ⅲ．４月21日
　 第１回の会議を受け、大舌勲市長と「元気いばら まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定

に向けた具体的な企画検討ミーティングを行った。新型コロナウイルス感染への配慮のなか、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながら、事務を務めた市

の企画部局をはじめ職員全員による総力戦で仕上げた。SDGsを軸として、少子高齢・人口
減少社会への対応、そして自然災害やパンデミックに負けない、倉敷市の未来に向けた、ま
ちづくり長期ビジョンがスタートした。全国自治体において、自然災害を教訓とし、地域
創生総合戦略を織り込み、全編をSDGsで政策をデザインした総合計画は初めてであると思
料する。岡山大学の立場からは、同計画の策定を大学のシンクタンク機能発揮の観点から支
援することができた。
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広い市長応接にて、全体像をSDGsで描くことや新型コロナウイルス感染への対策を織り込
み、さらに収束後をにらんだ、地方創生第２ラウンドキックオフに向けたメインコンセプト
と実行シナリオについて意見交換した。医療体制については、岡山県との連携を軸に可能な
限りの対応を図ることが決められ、その具体的な準備が進められることとなった。そこでは、
井原鉄道をはじめとする公共交通機関の維持、市内の学校での子供たちや家庭へのフォロー
体制などについて、政策方針を聴取した。また創生総合戦略については、委員相互の協力体
制の強化と、実際の委員の専門性を活かした、全員参加を見据えた具体的なアクションプラ
ンの策定、そして市役所も若手職員の意識改革、そして知恵を汲み上げる仕組みづくり、創
生戦略決定後の参加と行動を喚起する手法について議論がなされ了承された。

　　ⅳ．８月25日
　 井原市『元気いばら創生戦略会議』の第２回会議が市庁舎５階で開催された。2015（平成

27）年度からこれまでの第１ステージの検証結果が報告され、それに対して委員全員から、
各人の感想や思いが述べられ熟議がなされた。（第３回会議は事情により欠席）

　　ⅴ．11月24日
　（ア）「元気いばら創生戦略」の第４回会議が開催された。
（イ） 井原市の第２期総合戦略は、井原市第７次総合計画の人口減少克服・地方創生施策に

資する計画として、井原市人口ビジョンの実現を目指し、人口減少問題に対応しなが
ら地方創生をなしとげるため実施する。

　（ウ） 第２期における新たな視点は、①地方へのひと・資金の流れを強化する将来的な地方
移住にもつながる「関係人口」の創出・拡大。企業や個人による寄附・投資などを用
いた地方への資金の流れの強化。 ②新しい時代の流れを力にするSociety5.0の実現に
向けた技術の活用。SDGsを原動力とした地方創生。「地方から世界へ」。③人材を育
て活かす 地方創生の基盤をなす人材に焦点を当て、掘り起こしや育成、活躍を支援。
④民間と協働する 地方公共団体に加え、NPOなどの地域づくりを担う組織や企業と
連携。⑤誰もが活躍できる地域社会をつくる女性、高齢者、障がい者、外国人など誰
もが居場所と役割を持ち、活躍できる地域社会を実現。⑥地域経営の視点で取り組む
地域の経済社会構造全体を俯瞰して地域をマネジメントすることを目指している。

（エ） とりまとめに向けた大詰めの議論がなされ、議会の議論を経て2021（令和３）年３月
末に確定した。

③ おかやまSDGsアワード
　「おかやまSDGsアワード」は自治体や経済団体が主催し、地域の活性化や課題解決に向けた優れた
取り組みを表彰する取組み。2020（令和２）年11月16日、岡山市を含む産官学民の連携組織「おかやま
地域発展協議体おかやまSDGs研究会」が連携する「おかやまSDGsアワード」の表彰取組が発表された。
受賞団体は、株式会社ありがとうファーム、倉敷市立精思高等学校、公益社団法人倉敷青年会議所、十
字屋グループ、とみやま助け合い隊、服部興業株式会社の６団体。2020（令和２）年12月19日、その「お
かやまSDGsアワード」の表彰式と受賞団体の代表等が参加する「SDGsフォーラムin岡山」が、岡山
コンベンションセンター１階イベントホールで開催された。開会にあたり、本学槇野博史学長と岡山市
大森雅夫市長が挨拶した。続いて、おかやま地域発展協議体おかやまSDGs研究会会長である藤木茂彦
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氏が本企画の趣旨を説明、受賞６団体の表彰を実施した。結びに、倉敷市伊東香織市長と松田正己山陽
新聞社社長が受賞団体へエールを送った。
　受賞者による取組発表後、さらに受賞６団体代表者パネルディスカッションがあった。発表団体への
コメンテーターをプレゼンテーターとして、おかやま地域発展協議体おかやまSDGs研究会副会長の狩
野光伸岡山大学副理事が担当した。パネルディスカッションでは、中国銀行の宮長雅人会長が、岡山経
済同友会代表幹事の立場から挨拶した。各事業の取組内容や事業に込めた思いが語られ、産官学金言に
よるおかやまでのSDGsの展開を実感できる記念すべきイベントとなった。
　開催にあたり事務局を担当した岡山大学社会連携課をサポートする形で、来賓やゲストのお迎えと応
対を本センターがサポートした。

④ 労働界とSDGs
労働金庫発祥の地は岡山県である。2020（令和２）年９月５日、

　講師には、元岡山労働金庫理事長・元中国労働金庫副理事長の春石竹一氏と三村聡センター長の２名
が招聘された。三村センター長は、国連が提唱するSDGsの視点から、とりわけILOが掲げる、働く人
たちの平等と助け合いの精神を大切にする「SDGs：誰一人も取り残さない金融包摂」運動の理論と実
践について持論を展開した（写真左は連合岡山の金澤稔会長）。

２‒２‒２　2021（令和３）年度の主なSDGs活動の実績
岡山大学SDGs推進表彰
　岡山大学では、2020（令和２）年度、学生や教職員によるSDGs（持続可能な開発目標）の達成に向
けた取り組みを顕彰する「岡山大学SDGs推進表彰」制度を設けている。厳正なる審査を行い、2021（令
和３）年３月10日、優秀賞４団体はじめ奨励賞が決まり、本学創立五十周年記念館で表彰式が開催され
た。
　優秀賞に選ばれ表彰されたのは、学内で食事や弁当を販売し、売り上げの一部を開発途上国の子ども
の給食支援に充てる「TABLE　FOR　TWO（TFT）」、ベトナム人技能実習生の日本語学習を支援す
る「SHARE＆CHILL！！」、地域と連携した実践型の農学教育を行う農学部、本学が事務局を務める
新型コロナウイルスの「県クラスター対策班」の各団体。表彰式では、本学SDGs推進企画会議で委員
長をつとめる狩野光伸副理事が司会を担当、槇野博史学長が受賞者に賞状と副賞を授与した。
　表彰は教育、研究、職場環境改善、学生グループの４分野で募集し、25個人・団体から応募があり、
優秀賞と奨励賞として12の個人と団体が選出された。本センターからは吉川幸氏（2021（令和３）年度
から副理事）が選出され表彰を受けた。本学は、SDGs達成の観点を取り入れた大学運営を進めるとと
もに、地域及び国際社会とのより一体的なパートナーシップ構築のための取り組みを推進することを目
的として、こうした様々なSDGs推進活動に取り組んでいる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国労働金庫が創立70周年を迎

え、岡山市「ピュアリティまきび」を会場に、2020（令和２）年度岡山県推進委員会代表者集会とし
て、岡山県下をはじめとする労働界の関係者が集い、働き方改革や勤労者や退職者の暮らしを支える
金融の未来を考える研究会が開催された。メインテーマは、「はたらく仲間とともに70年、～70年の
歩みとみんなで創る“ろうきん運動”～」。
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自動運転車試乗とSDGs
カーボンニュートラルを核としたSDGs環境対策とSociety 5.0の具現化を目指す技術革新による自動

運転が進歩を遂げている。2021（令和３）年３月31日、トヨタ自動車の誘いにより、自動運転で世界を
リードするテスラの車両に試乗会に招かれた。岡山商工会議所を起点に、岡山駅、イオンモール岡山、
市役所筋を経由して一周するコースを２周した。車両の認識も一般車とトラックの違いはもとより、自
転車や歩行者、コーンまで道路マップに表示され移動を検知され、インパネは大型のPC画面でコント
ロールされていた。運転に慣れるのに時間がかかるとの印象であり、特にイオンモール岡山脇から市役
所筋は渋滞で、歩行者や自転車、荷捌き車両など混在交通の中での走行は緊張した。
　一方で、停車時から時速40キロ（今回の試乗の際の設定）までは、周辺の車両などを検知しながら一
気に加速、自動のハンドルさばきは見事で、道路の曲線を認識しながらコントロールして走行した。右
左折や信号機認識など次への課題はあるものの自動運転車が公道を走る時代を実感できた。
　参加者は、兵庫、高知、香川、鳥取、広島など岡山周辺の広域から、地域の足を確保しようとする
NPOやモビリティ事業に関係する方々であり、岡山商工会議所の会議室で開催された意見交換会では、
岡山県下でのパーソナルEVの社会実験や導入状況について、三村聡センター長が紹介申し上げた。
　　試乗会に続き、自動運転や新たなEVモビリティの導入、所有からシェアリングなど多様な活用をテー
マに話題はおよび、具体的なシナリオについて議論がなされた時代の変化を読み解く先駆的な機会で
あった。トヨタ自動車担当者と、今後の岡山地域における本分野での活動について本センターが協力し
て普及の支援を進めることで合意した。
　年度が変わり、2021（令和３）年４月１日、参加者間で連絡を取り合いながら、今後のモビリティの
環境対策分野で情報交換を継続していくことで合意した。

萩原工業とSDGs
　　2021（令和３）年４月２日、水島コンビナートに本社を構える萩原工業へSDGs意見交換を目的に訪
問した。一部上場企業の萩原工業の社内は、大勢の新入社員の皆さんの活気で溢れていた。
テーマはSDGsによるNPO連携を踏まえた産学官共創である。地方創生を含め「言うは易し行うは
難し」ながら、まずは地域主導

ノートルダム清心女子大学とSDGs
校務やシンポジウムなどの催事で、岡山市内の大学と意見交換の機会があるなか、2021（令和３）

年４月14日、ノートルダム清心女子大学とSDGs活動に関する意見交換の機会を設けた。
　同大学は、カソリック修道女であった 故 渡辺和子先生（理事長であり第３代学長）が、国内はも
とより世界に有名な方であり、『置

　　　　　　　　　　　　　　で動く事で合意した。
対応いただいた、吉田淳一取締役総務部長、高宮純一国際部長と、本社玄関にて、２代目社長である

萩原賦一翁の胸像にグローカルな視座に立ったSDGs実践活動の実践を誓った。

　　　　　　　　　　　　　　　かれたところで咲きなさい』は、日本を代表する名著であり、その

精神を受け継ぎながらSDGs活動に取り組んでいることをお教えいただいた。同大学の３名の先生方
と、SDGsと地方創生をテーマに有意義な時間をもたせて頂いた。
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　会計検査院
会計検査院は、同院の外部との交流に「公会計監査機関意見交換会議」を設けている。今年度は、岡
山大学に意見交換会議パネリストへの参加依頼を頂き三村聡センター長が担当した。コロナ感染拡大
のため、例年開催されてきた会場での開催ができないため、オン

　第32回公会計監査機関意見交換会議の開催案内
　　開催日　①2021（令和３）年８月27日（金）13時から15時30分
　　開催日　②2021（令和３）年９月３日（金）13時から15時30分

テーマ　環境分野に対する検査・監査・評価 ～SDGsへの貢献を目指して～
プログラム
１．基調講演［講演者］

・ 蟹江憲史（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科　教授、国連大学サステイナビリティ
高等研究所　非常勤教授）

　　２．パネリストによるプレゼンテーション［パネリスト］
・辻　寬起　（総務省　行政評価局　政策評価課長）
・森　　裕　（静岡県　代表監査委員）
・藤本貴子　（日本公認会計士協会　常務理事）
・ 三村　聡　（国立大学法人岡山大学　地域総合研究センター長・大学院社会文化科学研究科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラインでの配信で実施されることとな

り、2021（令和３）年７月９日、霞が関の会計検査院にて「SDGsを意識した公会計への期待」�の
演題で講話を担当した。その内容は録画収録を頂きオンラインで配信されている。国立大学も縁が深
い、公金国費の最後の番人である同院にて、有意義な機会を頂戴することができた。
　以下に概要を同院HPから紹介する。
「この会議は、公会計監査に関与する諸機関の関係者が一堂に会して公開討議を行うことを通じ、それ
ぞれの監査活動の一層の充実を図ることを目的として、「公会計監査機関意見交換会議」を開催してい
ます。この意見交換会議では、数名のパネリストを中心に公開討議を行うパネルディスカッション、著
名な有識者による講演を行っています。構成は、総務省行政評価局、各府省の内部監査機関、地方公共
団体、政府出資法人、日本公認会計士協会、学会、会計検査院などの関係者が参加しています。「パネ
ルディスカッション」には、地方公共団体の監査委員、政府出資法人の監事・監査役、総務省や日本公
認会計士協会の方、会計検査院の幹部などがパネリストとして出席しています。第32回公会計監査機関
意見交換会議については、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、例年実施している集合形式
での開催は行わず、事前録画した動画をオンライン配信する方法により実施することとなった旨お知ら
せさせていただきましたが、その後、開催内容について以下のとおり決まりましたのでお知らせいたし
ます。

教授）
・片桐　聡　（会計検査院　事務総長官房　総括審議官）

　［司会］伊東 雅子（会計検査院 事務総局官房 能力開発官付公会計監査連携室長）
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　会計検査院のHPから引用抜粋する。
　当日は、森田院長の主催者挨拶のあと、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授、国連大学サ

ステイナビリティ高等研究所非常勤教授の蟹江憲史先生により「SDGsと評価の視点」をテーマに基調
講演が、その後、「環境分野に対する検査・監査・評価 ～SDGsへの貢献を目指して～」をテーマに、
監査に携わる機関のパネリスト５名によるプレゼンテーションが行われました。
　当日は、各府省の監査・行政評価担当部局、地方公共団体の監査担当部局、独立行政法人・国立大学
法人の監査担当部局、日本公認会計士協会、日本内部監査協会、会計検査院等の組織から多数の参加者
がオンライン配信を視聴し、盛会裡に閉会しました。

玉島商工会議所とSDGs

　　玉島商工会議所の守永一彦会頭（守永運輸社長）にお招きいただき、2021（令和３）年７月26日、同
会議所にて玉島地区の活性化について意見交換会を開催した。

　地元の若手経営者を中心に「玉島と企業の未来を考える会」が、本格的な活動を開始することが決ま
り、SDGsの観点を踏まえながら、企画運営への支援要請を頂いた。続く、2021（令和３）年９月� 

22日、玉島商工会議所で「Tamashima Innovation Meeting」講師予定者による事前会議が開催された。
主催は玉島商工会議所新事業創造委員会で、玉島地区の明日の経営と地域の繁栄を担う経営層を対象と
した全６回の講座で、毎回得た知見をまとめて、最終回に具体的な行動計画として提言する試みが始ま
ることが決定した。当日は、守永一彦会頭を囲み、ファシリテーターを担当する近藤安正（株）滝沢鉄
工所元社長と三村聡センター長が現地から、その他の講師はオンラインによる打ち合わせとなった。�
DX・第４次産業革命を生き抜く、との演題が予定されている宅和博彦玉島信用金庫理事長からは、従
来型の経営発想では、企業の存続が危ぶまれるほど企業を取り巻く環境の変化は大きく、広い視野で社
会や経済変化を見極め、対応してゆく経営者としての覚悟と知見が求められる時代であるとの慧眼に満
ちた言葉を拝聴できた。
　また、鈴鹿和彦岡山県よろず支援拠点チーフコーディネーターからは、最前線の経営の実践現場を指
導されている豊富な実績に基づいた、本講座の運営に関する貴重なアドバイスを頂いた。
　こうして、Tamashima Innovation Meeting ～玉島と企業の未来を考える会～の第１回が、2021（令
和３）年10月19日、玉島商工会議所にて開催された。初回は、玉島地域の輝く未来に願いを込めた熱い
基調講演を守永一彦会頭がされ、「新型コロナ禍の影響やDXの加速化により社会経済が変貌するなか
で、SDGs的な視点を学び、従来の経営手法にとらわれない新しい取組の実践が求められています。地
域が抱える問題点、今後経営に必要とされるテーマを地域の仲間と共に学び、自社の持続的な成長と玉
島地域の発展を目指します。」と宣言した。
　年度末まで成果報告会を含め７回のInnovation Meetingが開催されFacilitatorとして、近藤安正氏と
共に、岡山大学地域総合研究センターが、最終回まで支援することとなった。
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　なお、SDGsとの関係では、第４回「SDGsとこれからの企業経営」と題して、三村センター長が講
師を務めた。日本の中小企業がSDGsに取り組む価値は、自社の企業価値向上という意味合いが強い点
を申し上げ、また、日本のように少数の大企業と大多数の中小企業で産業構造ピラミッドが構成されて
いる日本では、そのサプライチェーンがSDGsの趣旨やESG投資（環境（Environment）、社会（Social）、
ガバナンス（Governance）の頭文字）の考えに反すると投資が呼び込めない時代になっている。つまり、
気候変動問題（自然災害が続く日本では西日本豪雨災害の真備の事例）や人権問題（新疆ウイグル自治
区の問題や国内では外国人技能実習生の労働環境）などの世界的な社会課題が顕在化している中、企業
が長期的成長を目指す上で重視すべきESGの観点での配慮ができていない企業は、投資家などから企
業価値毀損のリスクを抱えているとみなされる時代である点を講話申し上げ、参加者全員から意見や質
問を受けるスタイルで進めた。
　2022（令和４）年になり、再び新型コロナウイルスの感染が拡大したため、オンライン開催を踏まえ
た実施となった。

児島商工会議所とSDGs

　　倉敷市第七次総合計画の策定に深くかかわった、倉敷市児島に本社を置く、ベティスミスの大島康弘社
長（児島商工会議所会頭）のアドバイスで仕立てた大手アパレルメーカー麻布テーラーと共同開発した新
素材によるデニムスーツのお披露目会が同社本社で開催された。
　JRや中国銀行など関係者が集まり、仕上がりについて意見交換がなされ、話題はSDGs活動や産業観
光（倉敷市はデニム産業が日本遺産の認定を受けている）への取組についても議論を深めた。

　この時の議論が11月に麻布テーラーのホームページで公開された。
　その一部を紹介する。

「まず、みなさんのご関係を教えてください。
大島さん：岡山大学の三村先生とは、実はこの前の倉敷市の未来会議で初めてお会いしました。
三村さん：そうでしたね。
大島さん： その会議で先生がSDGsのお話をされていたんです。「この素材をデニムに再利用してみた

ら？」というようなお話で、それに興味を持ったことが親交を温めるきっかけとなりました。
三村さん： そうですね。それから、私が付けているSDGsバッヂを作っていただきました。これをデニ

ムでお願いできないかというような話も少し。それと数年前に倉敷市のご依頼で商工計画の
見直しをした際、デニム工場を見学したり、児島ジーンズストリートの活性化について少し
携わったりと、改めて児島のデニムは素敵だなと感じました。

常國さん： セレモニーで大島社長がブラックデニムのスーツを着用しておられて。一見すると普通のスー
ツのように見えましたが、「実はこれ、デニムなんだよ」と。みんなが驚いていて「これ、
良いね」という話になったことを覚えています。

大島さん：室さんとは十年くらいのお付き合いで、確か京都の会議で初めてお会いしました。
 当時はまだ、倉敷市の、児島のジーンズがそこまで有名ではありませんでした。多くの人が
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“ジーンズと言えばアメリカ”というすり込みがあって、「ビッグジョン」も「ボブソン」も「ベ
ティスミス」も、岡山発祥なのにあまり知られていませんでした。ただ、徐々に倉敷がジー
ンズの産地ということが知れわたり、それをPRしていこうという運びになって。京都の会
議で倉敷市の観光課の方と一緒に、倉敷のジーンズをPRさせてもらったんですよ。それか
ら2008年くらいに地域産業をクローズアップするというお話があって、その時に室さんが
JRで地域産業の取り組みをされていて、一緒に児島をPRしてくれたんです。それが知り合
いになったきっかけです。それから室さんはPRや講演などをされるたびに、自らジーンズ
を履いてくれました。 児島のジーンズを盛り上げていただいた功労者ですね！

室 さ ん： 当時は「白壁の町 倉敷」で定着していましたが、今や「ジーンズの町 倉敷」と言っても過
言ではありません。

デニムスーツをつくるきっかけ何だったのでしょうか？
大島さん： 実は、麻布テーラーさんからオーダースーツの販売会に誘っていただいたのがきっかけなん

です。そこからいろいろあって、僕らが普通のスーツを作っても面白くないね」ということ
で、自社で開発した生地を持ち込んでデニムスーツを作ることになりました。

三村さん：児島産ということで、単なるデニムではない価値が付きますね。
大島さん： 縫製いただいているのが、本物のテーラーさんなのでまさにスペシャルなスーツだと思いま

す。僕らがスーツを作るとやっぱり何かが違うんです。どうしてもカジュアルに寄り過ぎて
しまうというか。スーツというよりはセットアップに近い仕上がりになることが多いですね。

（以下略）」
　　　　麻布テーラーの人々　大島 康弘 さん（株式会社ベティスミス 代表取締役社長）より

人を大切にする経営学会とSDGs
　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壹岐敬社長と本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

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）。

① 全国大会～SDGsとダイバーシティの観点を踏まえて
人を大切にする経営学会の第８回となる全国大会が、９月11日、12日、開催された。テーマは「ウィ

ズコロナ時代の人を大切にする経営～SDGsとダイバーシティの観点を踏まえて～ 」が開催された。
　９月11日は、第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞報告会、９月12日は、第８回年次総会・
全国大会があり、両日とも新型コロナ禍の影響を受けオンライン開催となった。
　記念講演は、「ファンケルの人を大切にする経営」と題して株式会社ファンケル代表取締役社長・執
行役員CEOの島田和幸氏、特別講演は、「幸せを創造する企業としての取組」と題して株式会社マルト
グループホールディングス代表取締役安島浩司氏。

　　　　　　　　　　　　　　　　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、2021�

（令和３）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
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　続く、分科会では、解決策が見えにくい時代にあって、SDGsとダイバーシティを踏まえた企業経営
をテーマとした報告がなされ、第３分科会の座長と最終総括を三村聡センター長が担当した。次回、第
９回大会は法政大学市ヶ谷キャンパスでの開催が決定して閉会した。第３分科会の内容は下記の通り。

発表１： コロナ禍において明確になった課題と「人を大切に する経営」の実践　諸橋彰氏（株式会社
日本レーザー）

発表２： Withコロナ時代の従業員エンゲージメントの課題と施策　矢本成恒氏（名古屋商科大学ビジ
ネススクー ル）、安藤真一郎氏（あんしん経営企画室）

発表３：コロナ禍での働き方改革　佐藤みさと氏（株式会社ジェネック）
発表４：「おかげさま」の経営　小川長氏（尾道市立大学）

② 中国支部フォーラム：萩原工業
11月19日、人を大切にする経営学会中国支部第５回公開フォーラムが、島根電工株式会社本社を会場

として開催された。
　岡山からは、萩原工業浅野和志社長とSERIO壹岐敬社長、そして三村聡センター長が参加した。
　200名を超える参加があり、開会にあたり、中国支部長をつとめる浅野和志社長から開会挨拶、そし
てホスト役の島根電工の野津廣一専務取締役より歓迎の言葉、司会進行は三村センター長がつとめた。�
SDGsの推進を眼目の一つに置く学会の講演１は「賃金についての一考察」と題して坂本光司学会長が
担当した。講演２では「不思議な会社に不思議なんてない～期待を超える感動を」と題して、島根電工
株式会社荒木恭司代表取締役社長が登壇、「お客様を感動させる商売に心がけ、既存の公共事業受注主
体から「おたすけ隊」による電気工事や水道工事など小口工事の受注拡大に成功、右肩上がりの成長を
続け、バブル期よりも売上、利益を３倍に伸ばした。社員はお客様を、経営者は従業員を大切にする
SDGs経営に努めている。」と報告した。
　また、質疑応答では、荒木社長（副支部長）、坂本会長、浅野支部長の３名が登壇、三村センター長
がコーディネーター役をつとめ、多くの参加者から感想や質問を受けた。

「人を大切にする経営学会」10年間の思い出と足跡

　「人を大切にする経営学会」の設立大会が、2014（平成26）年９月23日、法政大学市ヶ谷キャンパ
ス「外堀校舎」にて開催された。冒頭、代表発起人の清成忠男元法政大学総長の挨拶に続き、藤井基之
文部科学副大臣及び山本香苗厚生労働副大臣、岩井茂樹経済産業政務官から来賓祝辞があった。そし
て、この学会の実質の生みの親である坂本光司法政大学大学院政策創造研究科教授・NPO法人オールし
ずおかベストコミュニテイ（障がい者の就労支援機関）理事長から挨拶があった。

　その趣旨は「この度、私たちは「人を大切にする経営学会」を設立することといたしました。ご承知
のように、経営学や人に関する学会は数多くありますが、「人を大切にする経営学会」は、経営学者や
経済学者・社会学者・医療福祉学者といった大学関係者に加え、第一線の経営者や弁護士・公認会計士・
経営コンサルタント、さらには金融機関や自治体等産業支援機関の担当者の参加を得た、かつてない学
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際的・業際的な学会ではないかと思います。学会の主目的は、「人をトコトン大切にしている企業こそが、
好不況にぶれず好業績」という先行研究の深化・体系化と、人を大切にする企業経営の普及にあります。
そして皆が程度の差こそあれ、幸せを実感できる産業社会の形成の一助になることです。」とある（HP
より）。
　記念講演として、藤沢久美 （ソフィアバンク 代表）による 「ぶれない企業の７つの法則」 、記念講演
Ⅱとして坂本光司（法政大学大学院 教授）「人を大切にする企業の100の指標」があり、「人を大切にす
る経営とは」と題した、シンポジウムでは、竹内利明（電気通信大学 特任教授）の進行により、パネ
リスト 近藤宣之（株式会社日本レーザー 代表取締役） 、青谷洋治（株式会社坂東太郎 代表取締役）、
西浦道明（アタックスグループ 代表パートナー）、三村聡（岡山大学 教授）、小野寺 俊孝（東京弁護士
会 弁護士）、コメンテーターとして、錦戸典子（東海大学 教授）、早田豪（中小企業庁 事業環境部 調
査室長）が登壇、三村副センター長は、岡山県総社市障がい者1000人雇用の取り組み状況を中心に話題
提供した。
　その後、同学会主催の「日本でいちばん大切にしたい会社大賞」において、萩原工業株式会社が、第
８回「経済産業大臣賞」に輝き、中国５県の支部長に浅野和志社長が就任して現在に至っている。
　当時の浅野社長のコメントは以下の通り。

　　このような栄誉ある賞をいただき光栄であり、心より感謝を申し上げます。
　 　繊維産業の集積地である倉敷市で、イ草・花ゴザ業を根源に我社が誕生して56年。これまで地域

の雇用を創出すべく社員とその家族の幸せを大事に経営して参りましたが、まだまだその修行は続き
ます。
　今回の賞に慢心せず初心にもどり、これからも社員一丸となって我社の社会的使命を果たすべく、
新たな価値の創出に努力する所存です。

　　この度は誠にありがとうございました。
浅野和志

新見市とSDGs

　　2021（令和３）年９月10日、林業現場で威力発揮が期待される地下足袋のトップメーカー丸五が開発

した新作モデルを拝見しながら、（一社）人杜守の多賀紀征理事長、仲田有志理事はじめ地元関係者

が丸五の藤木茂彦会長と共に、SDGsで創る林業の未来について協議した。午後は、油野小学校跡で

運営されている新見市移住定住センターを訪問した。多賀紀理事長と松田礼平理事と３人で、新見市

における地方創生に係る課題、未来へのシナリオ案の提案、高梁川流域全体でのSDGs活動デザインに
ついて話し合った。
　岡山大学との関係では、新型コロナの影響で開催が休止している環境保全型森林ボランティア活動の
年明け再会を目指すことを確認した。

全国労働金庫協会とSDGs

コロナ対応が施されるなか、2021（令和３）年10月11日、神田駿河台の全国労働金庫協会にてJA・
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信金・信組・労金・漁協、さらに生協、労済、共済組合などの協同組合やNPOなど非営利組織を専門
領域とする学者６名と協会トップとのSDGsを踏まえた対面勉強会が開催された。

メインテーマは「SDGsや協同組合組織の社会的な意義と今後の展開について」、座長を中江公人理
事長（元防衛省事務次官）が務めた。この日は、明治大学大学院政治経済学研究科大高研道教授と法政
大学大学院連帯社会インスティテュート伊丹謙太郎教授の二人から話題提供を受け、中江理事長の進行
により意見交換がなされた。
　国連最大の専門組織である国際労働機関ILO（International Labour Organization）から、労働金庫
運動が、日本における最もSDGs活動体にふさわしい団体として認めた。この栄誉ある活動を、金融サー
ビスの観点から、ひとりも取り残さない金融包摂とは何かを熟議した。
　また、2021（令和３）年11月20日、中国労働金庫岡山県本部主催の2021（令和３）年度スキルアップ
セミナーが開催された。テーマはSDGsにおける金融包摂について「SDGsと労働金庫運動を考える」
であり、参加者は岡山県下の労働組合幹部と中国労働金庫の支店長など。講師に三村聡センター長が招
かれ、人口減少社会での外国人労働者受入れの在り方について質問を頂き、持論を申し上げた。

岡山放送とSDGs
　市役所筋にオープンした『杜の街』で、2021（令和３）年11月24日、岡山放送番組審議会が開催され
た。審議番組は、岡山放送が四半世紀以上にわたり手話の普及に取り組んできた軌跡を紹介した2021（令
和３）年９月23日放送の番組「手話言語から考える情報アクセシビリティ」であった。まさにOHK×�
SDGsにふさわしい内容で、委員一同から高い評価を受け、ひとりも取り残さない活動をゴールとした
岡山放送の姿勢に脱帽した（審議会委員長は大原謙一郎大原美術館名誉館長）。また、岡山大学と岡山
放送はSDGsによる包括要諦を締結したことが、中静敬一郎社長から紹介された。
　審議委員の三村聡センター長から、「大原孫三郎翁が設立した大原社会問題研究所は、孤児院から出
発した石井愛染園に起源をもち、戦前、言論の弾圧を受けながら活動を継続した。そして同研究の所長
であった高野岩三郎氏は、戦後、初代の日本放送協会（NHK）会長に就任した。現在の憲法を踏まえ、
言論の自由を保障した高野のマスコミ界への貢献は大きく、その制定に際しては、高野氏が歩んできた
大原家の精神が底流を成していると思料する。その精神や功績が、間接的にせよ、岡山の地方局におい
ても社会的な弱者を救済する活動として脈々と引き継がれていることは称賛に値すると感じ入った。」
とコメントした。
　なお、高野氏がNHK会長となったため、その後任の同研究所所長に久留間鮫造氏が就任、以降、14
年間にわたりその職をつとめている。久留間氏は旧制第六高等学校（岡山大学）の出身であり、法政大
学大原社会問題研究所の関係では、三村センター長の大師匠（師祖父）にあたる。

中国経済連合会とSDGs

　中国経済連合会企画フォーラム（事務局日本IBM）が、当初予定の鳥取県米子開催から、新型コロ
ナの影響を勘案して、11月15日、オンラインで開催された。

鳥取県平井伸治知事と共に三村聡センター長が基調講演を担当した。
全国知事会会長に就任した平井鳥取県知事は、様々なコロナ対策
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について、そして鳥取県の魅力発信について話題提供した。
　三村センター長は「SDGsを踏まえた地方創生とDX加速への道筋」の講演を行った。中国経済連合
会（中国電力）苅田知英会長やマツダ株式会社の菖蒲田清孝会長、岡山からは萩原工業萩原邦章会長、
大原美術館大原あかね館長などが参加、全体討論では、三村センター長の講演内容に対して、参加者か
ら、積極的な質問があり、岡山大学SDGs経営について披露した。なお、11月15日は、地域総合研究セ
ンター設立10周年記念日であり、課題山積で混迷する時代にあり、この10年間を振り返れば『地方創生
道半ば』ながら、私たちは夢と希望を掲げ、歩みを止めず、真に幸せを感じられる社会の実現を目指し
て、地域の皆様と共に歩みを進めて参ることを本フォーラム参加の皆様に伝えることができた。
　中国経済連合会はじめ事務局をつとめた日本IBMに心より深く感謝申し上げた。
次第は下記の通り。
14：00　オープニング 世話人挨拶 世話人挨拶 中国経済連合会 会長 苅田 知英 様
14：05　講演「リトルで利取る」
　　　　鳥取県知事　平井 伸治 氏
14：35　講演「SDGsを踏まえた地方創生とDX加速への道筋」
　　　　岡山大学地域総合研究センターセンター長・教授　三村 聡 氏
14：35　全体討論（講師へのQ&Aを含む）
　　　　議長 ブリリアントアソシエイツ株式会社 福嶋 登美子 氏
16：10　話題提供　「IBM有識者会議の歴史と今後の方向性について」
　　　　日本IBM 取締役副社長 福地 敏行 氏
16：30　終了

おかやまSDGsアワード2021表彰式&フォーラム開催
　岡山という地域に根ざし、SDGsを合言葉とした、人々に活気を生み、持続的に生きるための課題解
決につながることが期待される取組を対象としておかやまSDGsアワードの取組が進められている。本
アワードを通じて、岡山の持続的発展に挑戦する人材が集まる活力あふれる地域とすることを目指して
いる。
　2021（令和３）年12月４日、岡山コンベンションセンターを会場として、おかやまSDGsアワード
2021表彰式&フォーラムが開催された。主催は、おかやま円卓会議（オールおかやま産官学金言のトッ
プ）、おかやま地域発展協議体、同おかやまSDGs研究会、運営事務局を岡山大学が担当している。「特
に優良な取組」４団体、「優良な取組」10団体が表彰を受け、各団体から取組紹介がされた。こうした
取組がモデルとなり地域にSDGs活動が広がることを祈念した。
　本センターの関係では、倉敷市で進めている、みずしま滞在型環境学習コンソーシアムの活動が「優
良な取組」に選出された。みずしま滞在型環境学習コンソーシアムはG７倉敷教育大臣会合「倉敷宣言」
の具現化と2030（令和12）年に向けて世界が合意した「持続可能な開発目標（SDGs）」を活動の理念に
据え、高梁川流域において、持続可能な地域づくりを担う人材を育成するために、倉敷水島地域を今後
ますます増加が見込まれるASEAN諸国、そして世界から集う留学生の学びの拠点、フィールドとして
活用し、さらに地域で生まれ育つ子どもが、地域の自然・文化・暮らしに触れ、地域への愛着を持てる
地域社会の持続可能性を発見する教育プログラムを開発、地域を愛し、地域に根づくグローバル人材の
育成をめざして産官学民が連携して事業を展開している。
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　そこでは、持続可能な地域づくりを担う、若者の学びを支える仕組みづくりを実現するために、企業
と連携した取り組みを進めること、そして次世代を担う高校生や大学生といった若者の地域での学びを
支える下記のような仕組みづくりをおこなっている。

・ 滞在型環境学習モデルツアー企画、実施
・ みずしま滞在型環境学習フォーラム
・ 地域活性化（未利用地再生）に向けたワークショップ
・ 商店街や地域住民との対話：まちづくりサロン
・ 小学生向け環境学習出前講座　・高校生アンケート
・  環境学習ツアー、まちづくり行事への高校生の主体的参加、

活動報告機会の提供

みずしま滞在型環境学習コンソーシアムとSDGs
（１）これまでの歩み

2018（平成30）年３月29日、「水島滞在型環境学習コンソーシアム」が設立され、2018（平成30）４
月１日より本格的なコンソーシアム活動がスタートした。
　全国で地方創生の取組みが進むなか、高梁川流域では、1954（昭和29）年に大原總一郎氏らによって
設立された高梁川流域連盟の理念を礎として、倉敷市が高梁川流域中枢拠点都市となり、流域圏の七市
三町に暮らす隣人たちが手を携えて、地域の明るい未来を創るために産官学民が連携して多様な活動を
展開している。
　また、市民活動の視座からは、2003（平成15）年から流域の環境教育を中心に活動を続けるGREEN 
DAYの成果を反映して、2015（平成27）年度に（一社）高梁川流域学校が、さらに、2013（平成25）
年度には水島で「環境学習を通じた人材育成・まちづくりを考える協議会」が設立された。そして、
2016（平成28）年度には、倉敷でのG７教育大臣会合を契機に、ローカルサミットin倉敷おかやまが開
催され、国内外を問わず高梁川流域での取り組みに注目が集まり、この潮流に呼応して、高梁川流域の
市民・企業・行政・大学などが一堂に会したシンポジウム「世界一の環境学習のまち みずしまを目指
して」において、滞在型環境学習プログラムが提案されたところである。
　こうした高梁川と瀬戸内海が育んできた水島の豊かな自然や環境、歴史・文化・風土、暮らしや水と
命、そして企業活動が生み出す英知を結集し、また、倉敷が日本遺産に登録された時宜を得た地方創生
への気運の高まりを活かして、SDGsの思想を踏まえた、本格的な滞在型環境学習プログラムを企画・
実施しようとの機運が高まった。そこでは、地域はもとより世界の子供や若者たちに、人類と自然が織
り成す地域社会の素晴らしさを伝え、世界一の環境学習のまち“みずしま”の創造をめざすための活動
を展開せんとして、水島・高梁川流域の市民・企業・行政・大学などが一堂に会し、持続可能な地域づ
くりを担う人材を育成することを目的に「みずしま滞在型環境学習コンソーシアム」を立ち上げること
となり、2018（平成30）年３月29日、倉敷市の環境学習センターにおいてキックオフシンポジウムが開
催され、SDGsの社会実装に向けた活動がスタートした。
　その記念すべきシンポジウムでは、会に先立ち、みずしま滞在型環境学習コンソーシアムの発起人会
が開催され、G７倉敷教育大臣会合「倉敷宣言」の具現化と2030（令和12）年に向けて世界が合意した「持
続可能な開発目標（SDGs）」を活動の理念に据えることが確認された。そして、活動の目的である、高
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梁川流域において、持続可能な地域づくりを担う人材を育成するために、欧米はもとより、倉敷水島
地域を今後ますます増加が見込まれるASEAN諸国、そして世界から集う留学生の学びの拠点、フィー

ルドとして活用し、さらに、地域で生まれ育つ子どもが、地域の自然・文化・暮らしに触れ、地域へ
の愛着を持てる地域社会の持続可能性を発見する教育プログラムを開発することにより、地域を愛
し、地域に根づくグローバル人材の育成をめざして産官学民が連携して
事業を展開することを宣言した（発起人は以下とおり）。

　発起人代表
・ 萩原 邦章：萩原工業（株）代表取締役会長・（一社）岡山経済同友会 顧問
発起人（五十音順）
・ 伊東 香織：倉敷市 市長
・  井上 峰一：倉敷商工会議所 会頭・株式会社いのうえ 代表取締役社長、学校法人 関西学園 関西

高等学校 理事長
・  大久保憲作：（一社）高梁川流域学校 代表理事・（一社）岡山経済同友会 監事、倉敷木材（株） 

代表取締役会長
・ 岡　浩二：水島の未来を考える会 会長
・ 尾崎 浩子：水島おかみさん会 会長
・  梶谷 俊介：ローカルサミットinおかやま倉敷 実行委員長、（一社）岡山経済同友会理事・地域

振興委員長、岡山トヨタ（株） 代表取締役社長
・ 古川　明：（一社）高梁川流域学校　理事、前新水マリン株式会社 代表取締役社長
・ 槇野 博史：国立大学法人 岡山大学 学長

　実際の活動を担当する「滞在型環境学習プログラム企画委員会」の座長には、萩原邦章会長が、副座
長には古川明理事が選任された。そして、実施チームの委員長には本センターの三村聡センター長が選
任された。また、事務局はみずしま財団が主担当として活動することが決議された。

シンポジウムでは、まず、本学の槇野博史学長が「SDGsで拓く持続可能な地域づくり」と題して基
調講演を行い、地域の課題がグローバル・イノベーションに直結する、地域循環型の社会課題解決サイ
クルの重要性を問題提起し、コンソーシアムへの期待を表明した。また、発起人代表である萩原工業株
式会社の萩原邦章代表取締役会長が「地域への想いと、将来に向けて」と題した基調講演を行い、持続
可能な地域づくりを担う人材を育成するために、SDGsの考え方を柱に水島を人材育成の教材教場とし
たい旨を紹介した。
　続いて各界の代表者によるリレートークが行われ、「滞在型環境学習プログラムに期待すること」と
して、倉敷市の伊東香織市長、JFEスチール株式会社西日本製鉄所総務部総務室長の和田尚樹氏、高梁
川流域学校代表理事の大久保憲作氏、本学から三村聡センター長、水島おかみさん会会長の尾崎浩子氏、
みずしま財団理事・研究員の塩飽敏史氏が登壇し、コンソーシアムへの期待と各団体の思いを紹介した。
地域住民、企業関係者、行政関係者など50人を超える関係者が参加した。
　また、本学の高橋香代理事からは「岡山大学も水島地区の皆さんと共にイノベーションを起こす関係
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でありたい」というコメントがあり、続いて「環境学習を通じた人材育成・まちづくりを考える協議会」

座長である広島修道大学の西村仁志教授からは政策協働への期待が表明された。

　参加者一同、持続可能な地域づくりを地道に粘り強く行う活動目的を確認し、岡山大学では、SDGs

を視座とした環境学習が、公益財団法人みずしま財団はじめ地元企業や団体、倉敷市などと連携しなが

らスタートした。

　この活動は文部科学省のHPでも取り上げられるまでに注目を集めている。

参考として文部科学省のHPを引用紹介する。

　「2016（平成28）年５月のG７倉敷教育大臣会合で採択された「倉敷宣言」を踏まえたSDGsの展開

の一環で、2018（平成30）年３月29日に岡山県倉敷市水島地区、高梁川流域の市民・企業・行政・大学

による「みずしま滞在型環境学習コンソーシアム」が発足した。同コンソーシアムは、以下１．～３．

の３つのゴールを掲げ、産業界、自治体、地域住民、大学が協働して、高梁川流域・倉敷水島が考え

るG７倉敷宣言・SDGsを具現化するものである。

１． 高梁川流域と瀬戸内海の自然、文化、暮らしに直接触れる滞在体験型学習を通じて地域社会の

持続可能性を発見

　　２． 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など実践型教育で地域を愛し地域に

根付く人材を育成

　　３． イノベーション創出と暮らしや自然環境が調和する未来社会の実現に向けた英知と努力を世界
の人々が学ぶ

　岡山大学は、滞在型環境学習プログラムの開発と改訂、学生の参加等を通じて、同コンソーシアムの

参画機関として協働する。参画機関：萩原工業株式会社、倉敷市、倉敷商工会議所、みずしま財団、岡

山大学等

期待される成果

　上記滞在型環境学習プログラムに参加した学生等が、人の暮らしや企業活動が相互に関連し合う状況

を倉敷市水島地区での滞在型環境学習への参画を通じて知り、自らの課題意識や専門領域での学びと関

連付けた深い理解を得ることで、自ら問いを立て、解決方法を主体的に考える力を持った人材へと成長

することが期待される。」と紹介されている。

　本活動は、岡山大学が進める実践型社会連携教育の取組みとして開発した教育プログラムがきっかけ

で、地域総合研究センターの教員が総がかりで担当、2019（令和元）年度以降、岩淵泰副センター長が

主に担当している。こうした教育プログラムが、留学生対象とした実践型教育や高校生の地域活動、水

島での環境やまちづくりをテーマとしたイベントなど、様々なスタイルで発展展開を続けている。

　2021（令和３）年度は、「おかやまSDGsアワード2021優良な取組受賞」を契機として、さらなる活

動を推進していくことを確認した。
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　（２）グローバル実践型教育活動の実績

① ライデン大学留学生が学ぶ（グローバルパートナーズ研修を支援）

2018（平成30）年５月23日、岡山大学グローバルパートナーズ研修として、 オランダ国ライデン大学

の留学生が水島で学んだ。2018（平成30）年度から岡山大学とライデン大学との協定により開始された

取り組みであり、23名の学生が参加した。テーマは「環境再生とまちづくりを考える」で、本センター

では、岩淵泰副センター長が、全体のコーディネートと留学生のフォローを担当してきた。

　研修内容は次の通り。

　鴨ヶ辻山の展望台から水島地域を俯瞰して、水島の地域開発と公害の歴史について、地理的、気象的

条件などを交えながら全体像を学んだ後、JFEスチールの工場見学を実施、生産現場と環境対策の取り

組みを学び、倉敷市環境学習センターでは、環境学習用DVD「みずしま物語」を視聴後、監視センター

職員から倉敷市の環境行政についてレクチャーを受けた。その後、商店街「ゆとろぎ館（水島家守舎

NAdia）」で倉敷古城池高校生と交流、高校生が水島コンビナートの概要や環境対策についてヒアリン

グ結果を基に英語で説明、NAdiaの古川明氏に水島の成り立ちから現在のまちの様子、まちを元気にし

ようと取組むまちづくり活動についてレクチャーを受け、意見交流を行った。交流では、高校生から「好

きな食べ物は」「なぜ日本に行きたいと思ったか」といった質問があり、留学生からは「ヨーロッパに行っ

たことはあるか」といった質問など、和やかな雰囲気で交流がなされた。

　なお、この取り組みは、岡山大学のSDGsにおける重要な環境学習プログラムとして位置付け、みず

しま財団はじめ地元企業や商店街、倉敷市などの協力を得ながら、水島の教訓を生かして、持続可能な

社会づくりを担う人材育成とともに、世界とつながる水島を実感し、地域の若者たちが地域に誇りや愛

着を育むことを目指した実践型教育活動として展開した。ところが、2020（令和２）年度、2021（令和

３)年度と新型コロナ渦の影響で、海外との往来が実質できなくなったため、みずしま財団はもとより、

倉敷市の予算支援や萩原工業のコーディネートなど、滞在型環境学習プログラムの実績を積みながら終了

のやむなきとなった。

４)岡山大学実践型社会連携授業

2018（平成30）年度以降、2021（令和３）年度まで、岩淵泰副センター長が、集中講義として、みず

しま財団をパートナーに、水島をフィールドに岡山大学実践型社会連携授業を実施してきた。授業の目

的とテーマは、SDGsを意識した、①まち・商店街の持続可能性、②企業城下町（コンビナート門前

町）の発展、③水島はなにを持続可能なものとして残すのか、④環境学習は、地域生活と企業など水島

地域の「持続可能性」実現に貢献できるか、の４点に重きを置いている。講義実績と授業の要諦を下記

に示す。
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事前学習
　 　地域総合研究センターで、「水島の発展史から環境」について、みずしま財団の塩飽敏史理事・研

究員が講義をした。
　 　また、水島論「二つの和解」をテーマに、岩淵泰助教と鷹野郁子研究員が講義、さらに「水島にお

ける企業活動の変遷‒ハイテク環境技術にいたるまで」を水島家守舎NAdiaの古川明代表、みずしま
財団の藤原園子事務局長が講義を担当した。

水島現地訪問による学習（一泊二日）
　 　岡山県立倉敷古城池高校の高校生と合流、バスで大平山山頂から水島の地域全体を眺めた（鴨が辻

山は７月豪雨災害による土砂崩れの影響で通行止め箇所があり、場所を大平山に変更した）。高梁川
と水島の位置関係、蓮の花が咲くれんこん畑を見た後、呼松地区・松江地区・水島港・亀島山と廻っ
た。水島のまちづくり資産として商店街の方から水島の歴史やまちづくり活動についてヒアリングを
実施した（タカハシカメラ高橋美代子氏、電気屋兼ケーキ＆カフェの経営者の尾崎勝也氏）。また、
商店街では「コーヒーローストおかべ」、「和菓子清正堂」で買い物体験を実施し、宿泊先の「民宿中
塚」にチェックイン後、水島港からナイトクルーズを実施、宿へ戻り「まちづくり懇親会」を開催し
た。二日目は倉敷市環境学習センターエコギャラリーで、岡山大学と倉敷古城池高校の学生が、水島
おかみさん会会長の尾崎浩子氏の講話を共に学び、「水島をもっと面白いまちにするには」について
グループで話し合い提案発表。最後は、講評をみずしま滞在型環境学習コンソーシアム副座長である
古川明（水島家守舎NAdia代表）氏が担当した。

事後学習
　理解の進度を確認するため、振り返りの時間を設け、対話とレポートにより成績を評価した。

　（３）SDGsみずしま滞在型環境学習コンソーシアム シンポジウム開催
2019（令和元）年12月17日、「みずしま滞在型環境学習コンソーシアム シンポジウム～G７教育大臣

会合“倉敷宣言”を踏まえてSDGsを展開する～」が、倉敷市水島の環境学習センターで開催された。開
会の辞は、本コンソーシアムの座長である萩原工業萩原邦章会長。倉敷市、みずしま財団など関係者の
方々の協力により、地域住民、関係NPO、大学生、高校生はじめ環境省、倉敷市、倉敷商工会議所、
コンビナート企業など70名を超える関係者が一堂に会した。特に、岡山県立倉敷古城池高校の活動報告
には目を見張るものがあった。

シンポジウムでは、趣旨説明として「滞在型環境学習による持続可能な地域を目指した取り組み」を
みずしま財団の塩飽敏史理事・研究員が述べ、活動報告①として「滞在型環境学習の実践と学生や市民
にとってのSDGs」と題して三村聡センター長が、活動報告②では、「地域で学ぶ」と題して、岡山県
立倉敷古城池高校生が行った。続くパネルディスカッションでは「みずしま滞在型環境学習コンソーシ
アムで企業と地域と若者をつなぐ」と題して、パネリストとして、本コンソーシアム副座長の古川明（水
島家守舎NAdia代表）、岡山経済同友会地域振興委員長の梶谷俊介（岡山トヨタ社長）、水島おかみさ
ん会の尾崎浩子会長、そして岡山大学生と古城池高校生が登壇、コメンテーターを本コンソーシアム座
長の萩原邦章（萩原工業（株）会長）、コーディネーターを三村センター長がつとめた。閉会の辞を本
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学の加賀勝副学長がつとめ、水島を拠点とした高梁川流域と瀬戸内海を舞台としたSDGsをテーマと

した環境学習が本格的にスタートしたことを宣言した。

　この活動をSDGs活動の起点として、2021（令和３）年度は、みずしま滞在型環境学習コンソーシ

アムシンポジウム「持続可能な地域をみんなでつくる」ことを基本コンセプトとして、コンソーシアム

の活動報告と、地域での持続可能なまちづくりに向けた取り組みなどの報告を基に、各主体がどう役割

を果たし、どう連携していくかを考えることを決議した。

（４）第２回「CSRとSDGs調査アンケート」

2021（令和３）年度は、多岐にわたる活動を展開したが、そのなかで、水島コンビナート企業に対し

て実施したCSRとSDGs調査アンケートを実施した。本調査は、2018（平成30）年８月、みずしま財

団が、水島地域の企業を対象に「CSR（SDGs）活動についてのアンケート調査」を実施、その際の

調査結果は「SDGsについては企業の認知や理解は遅れている」との結論を得たが、今後のSDGs活

動を展開するうえで、大きな一歩となった。その調査に続き、SDGs調査としては第２回「CSRと

SDGs調査アンケート」となる。
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問１． CSR（SDGs）活動として、自社内での普及啓発活動や地域でのボランティア活動等を御社はお
こなっていますか？
□全社として、自社内で従業員や取引先向けなど具体的に行っている取り組みがある。
□全社として、水島地域はじめ高梁川流域などで行っている取り組みがある。
□本社で行っているため、水島事業所では行っていない。（本社の所在地： ）
□目立ったCSR（SDGs）活動は、行っていない。

問２．御社では、CSR（SDGs）担当者を配置していますか？
□はい □いいえ

問３． 環境対策環境対策（大気／水質／廃棄物、カーボンニュートラル、海ごみ（プラスチックなど））
としての技術開発状況（例：CO２活用技術やCO２削減技術など）についてお教えください。
□全社方針として開発している技術があり、水島事業所でも行っている。
　（本社の所在地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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→ 具体的な内容
□水島地域で独自に開発している技術がある。

→ 具体的な内容
□わからない

問４． 御社では、SDGsを企業理念や経営方針等に反映されておられますか。反映しておられる場合、
その内容をお教えください。
□はい　　□現在取組んでいないが、今後検討の予定　　□今後も取組む予定はない

→「はい」の場合、具体的な取組み

ホームページに公開されておられれば該当するURLを記してください
　　　URL：

問５． 御社で環境学習やSDGs学習（工場見学・出前講座等）以外に、水島地区や高梁川流域、瀬戸内海、
さらには日本全国や海外を対象とした取り組みとしてどのようなものがありますか？

　　　また、高校生、大学生や市民が参加できるようなものがあれば教えてください。
　　　　１）【水島地区や高梁川流域、瀬戸内海での取り組み】
　　　　取組の内容
　　　　例）地域の清掃活動、植樹活動、
　　　　地域のお祭りへの参加、など 場所 時期 学生や市民参加の可否
　　　　２）【日本全国や海外を対象とした取り組み】
　　　　取組の内容
　　　　例） 地球温暖化対策への支援、留学生への支援、基金の創設など 場所 時期 学 生

や市民参加の可否

問６． 御社のCSR活動やSDGs活動に関して、ホームページがありましたら、アドレスをご記入くださ
い。

問７． 問１で「取り組みがある」とお答えいただいた方にお伺いします。御社では、工場見学などの受
け入れをおこなわれていますか。
□ある（問８へ） □ない（問９へ）

問８．工場見学の受け入れについて（「ある」と回答した場合）

１）受け入れたことのある対象に☑を入れてください（複数回答可）。
□小学生　□中学生　□高校生　□大学生　□企業関係　□地域住民・自治会等　□その他

２）最も受け入れ数の多い対象をお教えください。
□小学生　□中学生　□高校生　□大学生　□企業関係　□地域住民・自治会等　□その他

３）年間の受入総数を教えてください。（ 人／年）
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４）見学のプログラムの内容について当てはまるものに☑を入れてください（複数回答可）。
□製品の紹介　　□会社の紹介　　□環境対策の取り組みの紹介　　□その他

→その他の具体的中身（ ）
５）工場見学の受け入れでご都合がいいのはどれですか？

□平日（時間帯： ）　 □土・日・祝日（時間帯： ）
□曜日で変わりはない。

問９．問７で「ない」と回答した場合
□必要があれば、今後検討したい。 □当面は行う予定はない。

問10．インターンシップでの大学生・高校生の受入の有無や今後の可能性について。
□インターシップで大学生・高校生の受け入れを行っている □行っていない

→「行っている」場合、具体的な内容をお教えください。
時期・期間　　　活動内容　　　連携先の大学・高校

→「行っていない」場合、今後受け入れの希望はありますか。
□ある □現時点ではないが、今度検討の予定 □今後も検討の予定はない

問11．御社では、地域の学校向けに出前講座などを行っていますか？
□ある　　□ない　　□今まではなかったが、依頼されれば実施してもよい

　「ある」、「依頼されれば実施してもよい」と答えた場合、対象・内容・開催方法など

問12．2018（平成30）年（前回のアンケート実施）以降での、SDGsに関する取組の変化について。
※2018（平成30）年実施のアンケートの集計結果は別添いたします
□ある □ない

→「ある」の場合、具体的な内容
お答えいただいた内容について
　お答えいただいた内容について、コンソーシアムが作成するパンフレット、ホームページ（URL：
https：//sdgs.mizushima‒f.or.jp/）等に公表してもよろしいでしょうか？

□公表しても構わない □公表しない

ヒアリングについて
問13． お答えいただいた内容をより深めるために、ヒアリングにお伺いをさせていただいてもよろしい

でしょうか
□ヒアリングを受けてもよい □受けられない

問14． 問13で「ヒアリングを受けてもよい」とお答えいただいた場合、どなたがご対応いただけますで
しょうか。差支えなければ、メールアドレスもお教えいただけますと幸いです。

　　　ご対応いただける方　　　お名前　　所属　　e‒mail
　　　ご協力、ありがとうございました。
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　③　シンポジウムの開催

　また、2022（令和４）年２月19日、同コンソーシアムシンポジウム「持続可能な水島をみんなでつく

る」を、水島愛あいサロンにて開催した。企画は、みずしま財団、萩原工業、倉敷市、岡山大学などが

中心となり、産官学民連携により開催した。

10年間の主な思い出を振り返る

　高梁川ミーティング2014「川と生きる持続可能な地域を創る環境教育」開催

　2014（平成26）年12月14日、倉敷市環境交流スクエアにおいて、主催：高梁川流域学校準備委員会・

STOP 温暖化くらしき実行委員会、後援：倉敷市・岡山県備中県民局・高梁川流域連盟により、「高梁川

ミーティング2014」が開催された。このミーティングは、地域における環境教育拠点を目ざす「高梁川流

域学校」の2015（平成27）年４月開校に合わせて開催された。また岡山市ではESDの世界会議が無事に

終了、次の取り組みがスタートしている。

　基調講演では、公益社団法人日本環境教育フォーラム理事長 川嶋直氏がゲストとして招かれ、「川と生

きる 持続可能な地域を創る環境教育」と題して環境教育の重要性と展開手法について披露した。

　続くシンポジウムでは、「高梁川流域学校の目指す地域、人づくり」と題して、モデレーターを岡山大

学の荒木勝理事がつとめ、パネリストを大久保憲作氏（株式会社倉敷木材代表取締役）、小見山節夫氏

（NPO 法人フォレストフォーピープル岡山副理事長）、辻信行氏（暮らしき編集部株式会社代表取締

役）、山辺啓三氏（有限会社まるみ麹本店代表取締役）、そして三村聡（副センター長）がつとめた。高梁

川流域学校準備委員会代表の大久保憲作（クラモク社長）から高梁川流域学校設立に関わる提案がなさ

れ、満場一致で賛同を得た。

　その趣意書～持続可能な地域を創る人材育成を目指して～を引用する

　「高梁川は、岡山県西部その源を鳥取県境付近の花見山（標高1188m）に発し、新見市において熊谷川、

西川、小阪部川等の支流を合わせて南流し、高梁市において成羽川を、倉敷市において小田川をそれぞれ

合わせたのち、倉敷、玉島両平野を南下して、瀬戸内海の水島灘に注ぐ、幹川流路延長111km、流域面積

2670km２の一級河川です。

　流域は、岡山･広島の２県にまたがり、流域面積は中国地方で２番目、岡山県内の主要三河川（高梁川、

旭川、吉井川）の内で最大です。地形は、上流域は阿哲台、上房台等にカルスト地形が発達し、下流域は

沖積平野や干拓地、かつて瀬戸内海の島や半島であった丘陵地です。地質は、上流域･中流域は、中
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生代の花崗岩、安山岩、流紋岩が多く分布しています。上流域の花崗岩には砂鉄が多く含まれ、江戸時代

～明治時代を中心に砂鉄採取のための鉄穴流しが行われました。中流域には古生代の石灰岩が、帝釈峡、

井倉峡等の石灰岩峡谷、井倉洞、満奇洞等の鍾乳洞が点在しています。下流域は、沖積世の砂礫が堆積

し、下流丘陵地は中生代の花崗岩、流紋岩が主体となっています。

　高梁川流域に暮らす人々は、現在に至るまでこのような自然を背景として、古代から川と生き、川を機

縁とした歴史･文化を育み、さまざまな産業を興してきました。歴史的には古代吉備王国の総社、中世

の京都東寺の荘園として栄えた新見、近世備中の首都と呼ばれた高梁、近代以降、経済的な発展を牽引

していく倉敷と続く流域都市の歴史は、まさに日本の歴史の縮図と言えます。流域の人口･資産の大半

は下流域の沖積平野に集中しています。想定氾濫区域内の人口は、約47万人、資産額は約５兆3900億円

（平成17年国土交通省河川現況調査）に達します。これは高度経済成長期に高梁川河口部水島地区に形成

された全国屈指規模の石油･鉄鋼･化学等コンビナートが大きく寄与してきました。

　しかしながら現在、我が国の全体に広がる急激な人口減少･少子高齢社会が喫緊の課題となり、これ

まで以上に東京への一極集中する経済に対して、「地方が踏みとどまるための拠点」を形成が求められ

るようになっています。地方圏において、相当規模と中核性を備える中心都市が近隣市町村と連携して、

地域を活性化し経済を持続可能なものとし、市民が安心して快適な暮らしを営むことの出来る社会を実現

することが期待されています。

　倉敷市は、2014（平成26）年度に地方中枢拠点都市圏構想を立ち上げ、高梁川流域の総社市、笠岡市、

高梁市、新見市、井原市、浅口市、矢掛町、早島町、里庄町の６市３町と連携協約を締結し、流域圏の地

域性、歴史･文化、産業を継承･発展させ、未来に向けて他のモデルとなる地域づくりに取り組むこと

になりました。具体的には、圏域内経済の牽引、医療、交通、教育など高次の都市機能の集積、コミュ
ニティ強化による圏域全体の生活関連機能サービスの向上を果たすことを目的としています。

このような現状を踏まえて、流域自治体、大学、企業、様々な地域団体等と協力して、流域の自然･歴

史文化･産業などを学び、流域圏を持続的に発展させることに寄与する地域活動や人材の育成を推進する

「高梁川流域学校」を構想しました。高梁川流域学校は、昭和29年にユネスコ憲章前文にある世界平和や

国際理解･協力を理想として設立された「高梁川流域連盟」の理念及び地域活動と、平成15年から「高梁

川流域の森と水と暮らし」をテーマとして活動してきたGREEN DAY活動をそれぞれ継承し統合発展さ

せ、産学官民が連携した流域ネットワーク型の組織体として、2015（平成27）年４月に設立することとし

ました。何卒趣旨をご理解頂き、ご協力を賜りますようお願い致します。」と謳っている。

　こうした活動を毎年積み重ねた成果が、みずしま滞在型環境学習コンソーシアムの設立へとつながった。

EReTTSaシンポジウム～SDGs時代の地域活性

　EReTTSaとは、教育 Education、研究 Research、技術 Technology でつながる三機関によるトライ

アングル Triangleが、作州地域 Sakushu area が抱える社会課題などに取り組んでいくこころみを

「EReTTSa（エレッサ）」と呼び、国立大学法人 岡山大学、独立行政法人国立高等専門学校機構 津山

工業高等専門学校、及び国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構は、それぞれ二者間で包括的な連携

協力協定を結び、それら連携協力を核にその活動の一環として、2022（令和４）年２月４日、シンポ
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ジウムが開催され、本センターからは三村聡センター長がパネリストとして登壇した。なお、2022（令

和４）年に入り、再びコロナ禍が再燃したため、オンラインでの開催となった。

２‒２‒３　地域総合研究センター設立から現在までの主な活動

　地域総合研究センターが、SDGs活動に本格的に取組を開始したのは2018（平成30）年度からであ

る。それまでの本センターの主な活動及び2018（平成30）年度と2019（令和元）年度におけるSDGs以

外の地方創生活動など、センター業務の中で地域社会との関りで対応した出来事を年度別に列挙して記

録に留める。

① 2011（平成23）年度の主な活動
（ア）岡山大学地域総合研究センターAGORA 設立
2011（平成23）年11月10日付け山陽新聞（本記事下部に掲載）と日本経済新聞にて、11月15日設立予定の
「岡山大学地域総合研究セ ンターAGORA」の記事が掲載された。

AGORAとは、同センターの愛称で、Academic and General Okayama University Regional 

Research Associationの頭文字をとり、一般には「人々が集う広場」を意味する。

　本センターの設立理念は、大学と都市、地域が連携して、魅力的な美しい学都を創成するために、「国

際的な学術ネットワークの中で、人文社会、教育、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、卓越した大学となること」、「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こととなった（山陽

新聞参照）。
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　その主要なミッションは、下記の通り。

１・学都構想の実現
２・大学の社会貢献活動の調整・強化
３・地域諸問題におけるシンクタンク機能の発揮
４・地域連携に関する大学の窓口機能の展開
５・地域に関する研究の蓄積と情報発信

　11月15日13：00より岡山大学地域総合研究センターAGORAの除幕式が岡山大学旧事務棟前で、そし
て13：30より開所記念式が創立五十周年記念館にて開催された。
　森田潔学長、荒木勝同センター長（理事）と、来賓として県や岡山市、倉敷市をはじめ自治体、経済
界、労働界のトップにお見えいただき、さらにNPOや町内会の皆さんに学生を加えて、会場は400名を
超える記念式となった。
　14：00から開催された、『おかやまが目指す「美しい学都」とは～大学と地域の連携のあり方を求め
て～』と題するキックオフシンポジウムでは、近藤誠一文化庁長官が基調講演、続くパネルディスカッ
ションは、直島福武美術館財団副理事長福武純子氏、国土交通省都市局担当大臣官房審議官花岡洋文氏、
日本経済研究所専務理事傍士銑太氏、岡山商工会議所副会頭古市大蔵氏が登壇、近藤誠一文化庁長官に
も引き続きコメンテーターをお願いした。また、コーディネーターを荒木勝センター長が担当した。会
場から多数のご意見や質問をいただき、また学生２名が意見と質問を述べた。17：00から国際交流会館
へ会場を移して記念祝賀会を開催した。
　経済界を代表して、岡山県経済団体連絡協議会座長の中島博氏が登壇、祝杯を挙げた。
　除幕式から祝賀会まで、司会・進行は三村聡副センター長が担当した。

（イ）国際シンポジウム「岡山から世界へ　国吉康雄」開催
2012（平成24）年３月11日、国際シンポジウム「岡山から世界へ　国吉康雄」が、岡山大学五十周年

記念館にて開催された。
シンポジウムは、まず、荒木勝理事、鍵岡正謹 岡山県立美術館館長、福武總一郎 ベネッセホールディ

ングス取締役会長・福武教育文化振興財団理事長の挨拶で幕を開けた。海外からのゲスト講師をはじめ、
美術や歴史関係者、国吉康雄を生んだ岡山市出石町の皆さん、そして学生と、多くの来場者が訪れた。
　基調講演は、国吉研究の第一人者で直島福武美術館財団顧問の小澤善雄氏が、「クニヨシ追跡50年」
と題して、国吉康雄画伯の足跡を辿りながら、彼の生きた時代背景を踏まえ、彼の喜びや苦悩に満ちた
生涯と絵画の特徴、彼がアメリカでの人生をどのように生き抜いたか、など国吉の美の世界と生きざま
を分かりやすく解説した。
　続いて、「画家クニヨシの戦争―映画化に向けて」と題した鼎談では、映画監督の五十嵐匠氏、脚本
担当の丸内敏治氏、そして小澤善雄氏の３氏が登壇、戦前、戦中における日本人国吉が、敵国となった
アメリカで生き抜く孤独感のなかでの焦燥や苦悩と、彼を支援してくれたアメリカ人との間で紡がれる
人間模様、その時代背景を思い浮かべながら描く彼の作品、そして戦後の虚無感のなかで最後の作品「ミ
スターエース」（チラシの右の作品）に至る国吉芸術の変遷と、本音のクニヨシ談義が展開された。

東日本大震災を悼み、14：46発災時刻には黙とうが捧げられた。
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　結びは「岡山から世界へ 国吉康雄」と題して全体会議が催され、盛会のなかで閉幕した。

　地域総合研究センターは、国吉の地元である出石町をはじめ地域活動を担当、シンポジウムに合わせ

た国吉の魅力を探る活動として、まちなかキャンパスにおいてアートCaféを開催するなど対話の機

会を設ける活動を継続して展開した。

（ウ）Campus Asia Startup Conference
2012（平成24）年３月３日、2011（平成23）年度採択　文部科学省　大学の世界展開力強化事業「キャ

ンパスアジア」のスタートアップカンファレンスが岡山駅前ホテルグランヴィアにて開催された。

この構想の目的は、総合大学３校（岡山大学、中国吉林大学、韓国成均館大学）が、既に確立された

共同教育システムの実績をもとに、相互を理解し、共通の価値観を持って、協力し課題を克服できる次

世代の中核人材の育成を実施することである。

　まず、主催者を代表して、岡山大学森田潔学長、中国吉林大学吴振武副学長、韓国成均館大学金峻永

学長の挨拶があり、続いて、岡山県知事と岡山市長（代読）から祝辞が述べられ、大学院社会文化科学

研究科の田口雅弘教授よりプログラムの紹介があった。引き続き、荒木勝副学長から、日本、中国、韓

国の共通する学びのベースに「共通善」（個人の利益と社会共通の利益の同時追求、そのための共通

価値と共通課題の共有）を置くことを宣言があり、中国では朱子、王陽明、韓国では李退渓、李栗国

の思想について紹介がなされた。こうした歴史的な背景を念頭に置きながら、３国の学生が相互に留学

をして、ハイレベルな学びを体験するプログラムがスタートした。

　地域総合研究センターは、本プログラムの地域での実践展開のコーディネートを担当、主担当部署の

国際センターと連携して、閑谷学校訪問では岡山県や備前市、山田方谷の教えでは高梁市、水島コンビ

ナート訪問では倉敷市やみずしま財団などとの交渉や随行を担当した。
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（エ）岡山市経済戦略懇話会 発足
2011（平成23）年11月18日、岡山市役所第３会議室にて、第１回岡山市経済戦略懇話会（検討会）が

開催された。市案では、目的として「複雑で専門化・多様化する、あるいはグローバル・ダイナミック
に変化する経済社会環境の中で、地域の産業の活性化と経済の持続的な発展を図るために、地域の産業
界、大学、行政機関などの関係者が一堂に会し、各々の知見を活かした自由で創造的な議論を通じて、
本市の経済産業政策の推進に資することを目的とする。」と謳っている。また、構成組織は岡山商工会
議所、岡山大学、岡山市から成り、委員は岡山商工会議所会頭、岡山大学長、岡山市長の３名、検討会
議ではそれぞれの団体が協働して、テーマを持ちより必要に応じて検討会議を開催することが決まった。
　第１回目（検討会）は、佐古親一岡山市副市長、古市大蔵岡山商工会議所副会頭、荒木勝理事の挨拶
に続き、本懇話会の規約について市側から説明があり、それを受けて審議がなされ合意した。次に「若
者が住みたくなる街、住み続けたくなる街」をテーマに、まず三村聡副センター長より、昔、学生の街
であった神田神保町の変遷、また、現在、外国人も大勢訪れる秋葉原（AKIBA）の電気街、パソコン
街からサブカルチャーの発信基地としての変貌ぶりについて、若者の変容する姿と意識・行動変容につ
いてハイカルチャーとサブカルチャーに分けて整理しながら講話した。そして「学都」と呼ばれるオッ
クスフォード（英）、ハイデルベルグ（独）、また、まちづくりが成功しているナント（仏）、世界の
VIPが夏休みを利用して７日間古典を読むというカリキュラムを持つアスペン（研究所）（米）訪問の
際の写真を引用しながら、岡山市のあるべき学生のまちについて方向性を述べた。
　その後、同懇話会は回を重ねて開催され、2016（平成28）年のおかやま地域発展協議体の設立に伴い、
その役目を終えて、発展的に解散した。

（オ）JICA「エジプト・アラブ共和国」開発計画セミナーで講義

2011（平成23）年12月５日、JICA（独立行政法人国際協力機構）主催のエジプト・アラブ共和国開発計

画セミナーで、エジプトから来日された政府関係者に三村聡副センター長が話題提供を担当した。テー

マは「地方大学と地域産業・行政の連携」、会場は岡山大学文法経２号館５F経済学部会議室。

　外務省によれば、2011（平成23）年２月における政変後，エジプ                                                                                                             トにおける民主的体制移行に向けた

諸改革への取り組みを続けているエジプト・アラブ共和国では、「11月18日にもカイロ中心部タハリー
ル広場において、現在の国軍統治等を批判する数万人規摸のデモが発生し、デモの一部が19日から22日
にかけて、同広場及び内務省ビル付近にとどまり、同デモ隊と治安部隊との衝突が断続的に発生。一連
の衝突で、23日までに35人が死亡」と伝えている。こうしたなか、新しい国づくりを目指すエジプトか
ら来日された皆さんは、真剣そのもので、大学と地域の関係性についての質問はもとより、国と地方の
予算配分の仕組みや行政機構と国立大学との連関性など、数多くの質問を頂いた。
　また、日本も東日本大震災という未曾有の天災と原発被害に見舞われ、国民全員が復興に向けての活
動や祈りを続けている点、世界中から支援を受けている点、そして被災地から離れた岡山大学も被災地
の岩手大学と共同で瓦礫の処理・バイオマス活用を推進し、さらに学生サークルもネットワークの輪を
広げながらボランティア活動を展開していることを伝えた。

　世界の文明を開いた国家であるエジプトの一日も早い安定を祈念した。
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（カ）サウジ駐日大使 来岡

　　三村聡副センター長から、岡山大学地域総合研究センターの設立趣旨と今後の活動方針について
紹介申し上げた。トルキスターニ駐日大使は歓談で「ホルムズ海峡封鎖問題が顕在化してもイラン
から日本への石油輸出量分はサウジアラビアが供給する」とした心強い発言に続き、「石油にとどま
らない、文化や教育、医療など様々なシーンで岡山と交流を深めたい」との積極的な意見を具申頂い
た。岡山大学にて行われたトルキスターニ駐日大使による「サウジアラビアと日本」の講演では、
学生を中心に教職員、市民ら約200人が聴講した。

② 2012（平成24）年度の主な活動

（ア）岡山商工会議所と「学都」とは何かを議論
2012（平成24）年４月５日、ホテルグランヴィア岡山で、岡山商工会議所と岡山大学のトップ懇談

会が開催され、岡山大学が進める「学都構想に基づく地域連携の取組み等について」議論がなされ
た。
　出席者は、岡山商工会議所から、岡﨑彬会頭、若林昭吾副会頭、古市大蔵副会頭、剱持一副会頭、
畠平泰彦理事の５名、岡山大学からは、森田潔学長、荒木勝理事、三村聡副センター長・教授、高月
希一郎企画・広報課長の４名。
　冒頭、岡山大学側から岡山商工会議所に対して、学都構想への取組みの現状報告を行い、続いて、
地域との関係、海外の大学との関係、国内の大学との関係、文部科学省プロジェクトとの関係
（『キャンパスアジア』、『留学生の街』）などの具体的な取組内容を紹介した。これを受けて、岡山
商工会議所と岡山大学の協力体制を念頭に置いた今後の進め方について、フリーディスカッション
がなされた。
　また、この場では、岡山大学が考える「学都」の定義について明示した。『学都』とは、大学と都
市・地域が共同で作り挙げていく魅力的な空間である。そこでまず『学都』の構成部分を明らかにし
た。その構成部分とは、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
構成部分をさす。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、共同して『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。

　したがって、当面『学都』を以下のように定義するとした。

2012（平成24）年１月25日、日本最大の石油輸入国であるサウジアラビア王国のアブドゥルア
ジーズ・トルキスターニ駐日大使が来岡、岡山県の自治体、経済界の皆さんとの懇親会が岡山大学
主催で開かれた。
　　森田潔学長の歓迎挨拶に続き、大使が祝辞を兼ねたスピーチをされた。そのあと、石井正弘岡山
県知事の挨拶と続き、元アラビア石油社長である小長啓一・本学同窓会長、伊東香織倉敷市長、岡
崎彬�        岡山県商工会議所連合会会長をはじめ経済界のトップや水島の石油コンビナート企業の代表な

どが歓迎のスピーチを行った。
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　『学都』とは、高度な教育機関と、都市・地域が、それぞれ固有の伝統・風景を持ちながら、知的・
美的な意味において魅力的な、また経済的社会的にも豊かな生活空間を、共同的意志を持って、その担
い手とともに、生み出そうとしている複合的地域であると言える。学都を目指すための現状認識と今後
に向けた課題提起を示すと、その要諦は「これらの都市は高度な学術機関を有した存在であるが、この
学術機関が都市の生活に有機的に意志的に関わっていることが重要である。人材養成の循環が実現して
いるだけでなく、都市も大学も、その固有の意志として、共同して魅力的な生活空間を実現しようとし
ていることが重要である。逆に言えば、大学と都市が単に並存しているだけでは、学都としては死んで
いるのである。私たちが研究し、実現しようとしているのは、いわば生きた『学都』である。
　また、以上の意味において、巨大な都市においては、学都形成は極めて困難であり、他方で、都市的
機能が弱い小都市でも学都形成は困難であろう。中核的な都市と総合的で高度な大学を擁する地方の中
核的都市においてこそ『学都』形成の客観的条件はある程度備わっているといってもいいであろう。
　同時に今日の高度な科学的水準にかなう高度な機能を持った大学・都市空間を創造することが求めら
れている。さらに今日求められているのは、大学と地域・都市双方における、共同して『学都』を作ろ
うとする主体、担い手の形成という主体的条件である。その意味において『学都』を作ろうとする人を
作る人づくりこそが最も重要な課題である。
　この課題提起に対して、岡山商工会議所岡崎彬会頭から、「岡山大学がめざす学都の意味を良く理解
することができた。会議所としても共通するまちの課題や協力できる領域については、互いに知恵とそ
れぞれが持つ資源を出し合い、未来の岡山をより良くするために力を尽くしましょう」と応えた。
　また、森田学長が、大学としては路面電車の延伸を大きな施策として取り組みたいとの意思表示をし
たことに対して、会議所側からも、大変に難しいテーマであるが、もう一度、知恵を出し合う方向で調
整・検討に入りたい、との回答を得た。この話題では、岡山大学が学都の海外における研究都市・大学
と位置付けているフランスのストラスブール市（大学）について、訪問調査したキャンパスに路面電車
が乗り入れている写真を示しながら、ストラスブールと岡山の類似性、学ぶべきコンセプト、公共交通
と個別交通が共存する交通まちづくりについて話題提供をさせていただいた。今後は、引き続き両者で
検討会を継続してゆくことで合意した。
　未来の岡山のまちづくりに向けて大きな一歩を踏み出した、大変に意義深い懇談会であった。

（イ）西川緑道公園界隈を地域まちづくりの中心拠点とした契機
2012（平成24）年４月17日、岡山商工会議所との交流会を西川緑道沿いにあるセントラルホテル岡山

で開催した。それに先立ち、このホテルの10Fに移築されている、昔この地にあった家屋の座敷を見学
した。ホテルの最上階は純和風旅館を思わせるたたずまいである。
　案内頂いた、杉山真子専務（女将：宇喜多秀家の母（おふくさま）の歴史を語る会「おふくの会」会
長）によれば「この部屋は幸いにして戦災を免れた旧杉山邸の一部で、備前西郷と言われた杉山岩三郎
の建設したもの。明治維新の元勲、伊藤博文、勝海舟、大山大将など次いで大隈重信、財界では、渋沢
栄一、安田善次郎、その他多数の政財界名士、昭和に入ってからは加賀宮様、近くは吉田首相の御駐泊
になられた由緒ある部屋である。当ホテル建設にあたり取り壊すに忍びず、このホテル内に収容した次
第であります。幕末には西郷隆盛や勝海舟、坂本龍馬も立ち寄った屋敷であり、祖父にあたる杉山岩三
郎氏は、岡山西郷と呼ばれ、東京から多くのことを岡山に取り入れた方で、岡山商工会議所を開設され
た人物」と紹介された（商工会議所は明治11年に東京、大阪、神戸で設立され、その後主要な産業都市
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に相次いで設立された。岡山商工会議所は、「岡山県商法会議所」として明治12（1879）年12月、中四
国初、全国でも10番目の商工会議所として設立されている）。部屋には実際に主にあてた西郷従道直筆
の手紙が飾られており、杉山岩三郎氏の生涯を通じた岡山への貢献と幕末当時の世相や戦前戦後のまち
の変遷について興味深い話を拝聴した。
　留学生に日本（岡山）の近代の歴史や文化を知ってもらう教育プログラムを企画する際にご協力を頂
くことを約束頂いた。国際学都創生のためには、こうした協力体制の人脈ネットワークと学びの拠点を
県内に広げてゆくことを決定した。また、まちづくりの中心となる拠点を西川緑道公園界隈に定めて活
動を開始することを決めた。
　こうして2012（平成24）年から2022（令和４）年３月末現在まで、岩淵泰副センター長が中心となり、
西川緑道公園界隈でのまちづくり活動を展開している。

（ウ）岡山大学まちなかキャンパスオープン

　岡山大学まちなかキャンパスの主な活動実績を下記に示す（順不同）。

● 岡山県の総合計画を読み解く会（地域総合研究センター）

● 表町商店街のまち歩き調査（地域総合研究センター）

● 哲学カフェ（地域総合研究センター）

● スポーツカフェ（教育学部）

● 国吉を語る会（文学部）

● 文部科学省「留学生のまち」事業活動拠点（地域総合研究センター）

● 被災地からの避難者を支援する会（ネットワークアゴラ、法学部、経済学部）

2012（平成24）年６月26日、センター設立以来、準備を進めてきた“まちなかキャンパス”がオープン

した。以下、岡山大学地域総合研究センターのHPの引用。

　「岡山大学は、岡山市石関町にまちなかキャンパスをオープンしました。まちなかキャンパスが担

い、目指すものは以下の通りです。

まちなかキャンパスとは、大学の教員・職員・学生が地域の人々の自由な語り合いを通じた対話の場で

す。すなわち、まちなかキャン                               　　　　　　パスを通じて、お互いを信じ合い対話する空間、岡山の地に信頼的対話

の空間を創造することが、まちなかキャンパスの最も重要な目的となります。」

　NPO法人まちづくり推進機構岡山（德田恭子代表理事）の支援により安定的な運営が確保された。

また、岩淵泰副センター長を中心とした企画や活動が精力的に展開され、岡山市内の名所として、岡山

大学の広報拠点として情報発信やグッズ販売もなされた。（2018（平成30）年３月閉鎖）
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● 歴史文化（古地図）を読み解く会（文学部）
● 環境にやさしいエネルギーとモビリティ（工学部）
● 地域包括医療ケアミーティング（医学部）
● モビリティ研究会（トヨタ自動車IT・ITS企画部、地域総合研究センター）
●  イオンモール岡山の影響を考える（岡山市、岡山商工会議所、経済学部、環境理工学部、地域総

合研究センター）
● 学生による学都チャレンジ企画実施拠点（地域総合研究センター）
● ユニバーサルデザインを考える（地域総合研究センター）
● 西川緑道公園界隈の賑わいを考える会（地域総合研究センター）
● 岡山芸術回廊（東北大学との連携）（地域総合研究センター）
● 出石地区の活性化プランニングと写真展（地域総合研究センター）

（エ）学都シンポジウム「岡山知恵とエネルギーネットワーク構想」開催

国際的な研究・教育拠点としての「美しい学都」を創生すべく、地域が自立する事に貢献する大学

作りをめざした。そこでは、各学部の専門教員たちが、地域の良き頭脳となり、地域のための優れた

人材養成の場となり、知的に高度な地域サービスを提供する大学をめざして、地域の皆様と連携しつつ

学都研究を進めてきた。2013（平成25）年３月21日、その一環として「岡山知恵とエネルギーネット
ワーク構想」を開催した。

まず、講演Iとして、おかやま次世代自動車技術研究開発センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（OVEC）の吉田寛センター長に

「おかやま次世代自動車技術研究開発センター（OVEC）の取組み」、講演IIとして、トヨタ自

動車IT・ITS企画部渉外担当部長の佐藤則明氏から「日本のスマートタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウンとモビリティの将来

像」について話題提供がなされた。

そのあと、この学都研究プロジェクトチームを構成する、工学部冨田栄二教授と河原伸幸准教授、理学

部池田直教授、環境理工学部氏原岳人助教、地域総合研究センター三村聡教授の５人から、知恵（スマー

ト）を活かした地域のエネルギーモデル構築や拠点となるべき学都として太陽電池パネルによる発

電、EVステーション、超小型モビリティなど次世代モビリティ活用による大学キャンパスのスマートタ

ウン化、地域のエネルギーモデル構築ならびに災害時における防災拠点としての役割について報告した。

　また、岡山市や岡山県についてのクリーンエネルギーや新型モビリティの多様性を念頭に置いたわが国

の成長戦略に資するまちづくりの将来像について提案を実施した。ちなみに、具体化には多くの課題があ

るが、持続可能な社会を目指す上では、技術的にはどれもの実現可能なビジョンであると説明した。

　この学都研究は、2022（令和４）年現在、岡山大学が推進するSDGs大学経営におけるカーボンニュート

ラル社会の実現に向けた取組みと思考を同じくする内容である。

（オ）文部科学省来学
岡山大学では、文部科学省「留学生のまち」事業の採択を受けて、留学生に岡山を知ってもらう活動
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や彼らのまちづくり参加を促す活動を続けきた。担当は岩淵泰助教である。
　その活動を視察に文部科学省の担当官が来学した。まちなかキャンパスにて日本人学生たちと留学生
との交流や留学生向けの地域学習プログラムについて紹介し、さらに会場を本部キャンパス内にあるイ
ングリッシュCaféへ移動して留学生と意見交換、そして留学生会館にて質疑応答の時間を設けて、交流・
連携を深めている岡山県、岡山市、経済界、NPOとの関係から、本事業での岡山大学の役割について
説明があった。
　夕方からは、会場を岡山駅西口にある岡山県国際交流センターへ移して、岡山大学の留学生たちが南
三陸町の被災地を訪問して、現地で見たり、聞いたり、体験して感じた点を、母国との比較で報告する
会を行った。この企画も、岩淵助教が担当し、会場には岡山県の総合政策局や岡山市の防災担当者をは
じめ、数多くのNPOや市民の方が詰めかけた。外国人学生が感じた、素直な被災地に対する意見や感想、
復興への祈りに会場は一体感を持ち、大きな拍手が寄せられた。
　大学との情報交換会では、文部科学省担当官から、「ますます、頑張っていただきたい」とのエール
があった。
　なお、文部科学省「留学生のまちづくり」事業については、国の予算期間終了後は岡山県中山間地域
支援の活動費を受けながら、2022（令和４）年３月現在も、矢掛町を留学生の活動拠点として、岩淵泰
副センター長が中心にL-Café藤本真澄准教授らと活動を続け10年目を迎えている。

③ 2013（平成25）年度の主な活動
（ア）文部科学省COC説明会

2013（平成25）年４月18日、文部科学省にて、全学的に地域を志向した教育・研究・社会貢献を進め
る大学（短大・高専を含む）を支援することで、大学のガバナンス改革及び機能別分化を推進すること
を目的とした「地（知）の拠点整備事業（大学COC）」の説明会が開催された。
　全国の大学関係者が集まり、文部科学省担当官の説明を受けて、多くの大学人や連携を予定している
自治体担当者から活発な質疑が出された。
　岡山大学のCOCについては、COC＋への発展事業の段階で、主たる大学として岡山県立大学が名乗
りをあげ、岡山大学は協力大学として、岡山県立大学が開発した岡山県内企業とCOC＋加盟大学の学
生との就職マッチングシステムの構築を支援した。
　岡山大学の担当を地域総合研究センターと総務・企画部が担い、主担当を三村聡副センター長が担当
した。

（イ）概算要求プレゼンテーション
2013（平成25）年４月19日、文部科学省高等教育局を訪問、岡山大学概算要求「社会と連携した実践

型教育の導入」に向けた指導を受けた。この日を起点として、地域総合研究センターが2014（平成26）
年度概算要求中の「実践型社会連携教育」展開予算獲得に向けた企画と交渉を担当した。
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（ウ）国際学術都市構想会議開催

2013（平成25）年６月17日、国際学術都市構想会議が開催された。メンバーは、岡山県、岡山市、倉

敷市、岡山商工会議所、岡山経済同友会、岡山県市長会、岡山県町村会、岡山県市町村振興協会、岡山

大学で構成された。

メインテーマとして文部科学省事業採択により「留学生のまちづくり」コンソーシアムの結成と留学

生と日本人学生合同による「オカヤマ ウエルカム ピクニック」が実施され、その報告がなされた。「オ

カヤマ ウエルカム ピクニック」は、岩淵泰助教と職員の石田聡子さん、近藤亜希子さん、そしてNPO

法人まちづくり推進機構岡山の德田恭子理事たちが中心になって進めた企画である。

　会議では、こうした企画を通じて、産官学NPOの連携を強化し、岡山のグローバル都市に向けた

活動を展開するために参加団体が情報交換や共同企画を続けてゆくことで合意した。

【岡山大学地域総合研究センターHP（当時）より】

　本学地域総合研究センター（AGORA）は、留学生と日本人学生が一緒に岡山の街を歩いて歴史と

文化を学ぶ「オカヤマ・ウェルカム・ピクニック」を６月９日、岡山市内で開催しました。ピクニッ

クには、他大学の学生や一般の方を含む103人が参加。10人程度のチームに分かれて後楽園や岡山

城、出石町といった観光スポットを巡り、田植えやお茶席を体験しました。昼食にはイスラム教の教え

にのっとったハラルやベジタリアン料理も用意し、留学生らに「ようこそ」の気持ちを伝えました。オ

カヤマ・ウェルカム・ピクニックは、AGORAが進める留学生のまちづくり事業で日本人と留学生の地

域交流の柱として初めて企画。本学の言語教育センターや国際センター、岡山県、岡山市、NPO、

市民らの協力で実施されました。

岡山大学「学都」創生シンポジウム～社会に応える教育を目指して～

　2013（平成25）年６月29日、文部科学省から板東久美子高等教育局長をお招きして、岡山大学創立五

十周年記念館にて、活力ある地域人材の育成を目的に地域レベルから国際レベルまで含んだ「高等教育

モデル」の構築について考えるシンポジウムを開催した。

「大学改革の推進」と題した基調講演では、板東局長から少子化が進む中での大学のあり方について、

海外との比較を引用されながら、社会で活かすことができる実践力やグローバルな視野から物事を考え

られる力を身につけた大学生の育成が重要であると、熱のこもった講話がされた。

　パネルディスカッションでは、テーマを「グローバル化と地域創生に向けた教育改革」と題して、板

東局長、伊原木隆太岡山県知事、大原謙一郎大原美術館理事長、森田潔岡山大学長という顔ぶれで、ファ

シリテーターを荒木勝理事がつとめた。
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　グローバルと地域という二つの観点を、いかに融合させる教育が地域社会の持続的な発展を支えるた
めに必要であるかについて、それぞれの立場から突っ込んだ議論が繰り広げられた。会場からは、梶谷
俊介岡山トヨタ社長（岡山県教育委員長）をはじめ、多くの参加者から質疑や意見が出され、会場は熱
気に包まれた。伊原木県知事からは「岡山大学と県の連携体制の確立」、大原理事長からは「自然科学
系学生を対象とした『アート』の重要性に対する大原美術館にての特別講義開催」の提起、具体的な提
案を含む地域創生実現に向けた前向きな発言を頂いた。
　森田学長から「岡山大学は地域社会と共に歩むことを宣言する」とした宣言でシンポジウムは締めく
くられた。全体の司会進行を三村聡副センター長が担当した。

（エ）学都研究報告会と学生・職員企画報告会
地域総合研究センターのミッションの一つは、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ことである。
　2014（平成26）年１月22日、学都岡山創生に向けて研究を続けてきた成果の報告会が開催された。
　プログラムの下記の通り。

　　　１．産官学民連携組織「ネットワーク・アゴラ」による地域貢献活動
平野正樹・社会文化科学研究科教授

　　　２．学都構想に資する“おかやま”まちづくり教育研究プロジェクト
－防災まちづくりとまちなか活性化の視点から－
氏原岳人・環境生命科学研究科助教

　　　３．「道徳と法」教育研究会によるいじめ防止授業教材作成
中富公一・社会文化科学研究科教授

　　　４．地域と教育
橋ケ谷佳正・教育学研究科教授

　　　５．総社市清音地区における地域スポーツ実践と市民のネットワーク
－地域住民が集うクラブハウスの地域社会における場所性に着目して－
高岡敦史・スポーツ教育センター・助教

　　　６．地域の実情に応じた地域包括ケアの構築
浜田　淳・医歯薬学総合研究科教授

　　　７．バイオマスを活用した地域エネルギー創成
神崎浩・環境生命科学研究科教授／坂本圭児・環境生命科学研究科教授

　　　８．岡山知恵とエネルギーネットワーク構想
冨田栄二・自然科学研究科教授／河原伸幸・自然科学研究科准教授

　　　９．大学コンソーシアムの活用策を考える
平野正樹・社会文化科学研究科教授

　　　10．岡山市中心市街地における持続可能なまちづくり調査
中村良平・社会文化科学研究科教授

　　　11．総社市地域包括ケア
三村聡・地域総合研究センター教授
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　午後からは学生・職員のまちづくり企画の報告会を兼ねたグループディスカッションを開催し
た。15組の学生団体と職員も入り、４つのグループに分かれて、活動概要、成果、反省点、大学への
要望、今後の展開などについて語り合った。情報の共有化の必要性や予算執行上の規約改正要望な
ど、前向きな意見が数多く出された。

（オ）岡山市商業調査「商店街ワークショップ」
2014（平成26）年３月14日、表町商店街、市民、NPO、企業家、岡山青年会議所 、岡山経済同友

会、銀行、岡山大学と学生達、そして主催の岡山市、岡山商工会議所が一堂に会し、明日の岡山の
商店街について熱い議論を交わした。マスコミも山陽新聞、NHKはじめTV各社が取材した。冒
頭、三村聡副センター長から岡山市商業調査の結果を報告した。

引き続き、魅力ある商店街にするために何ができるか、どうすれ                                                                                                          ば良いか具体的なプランについて

話し合った。結果は、とりまとめ、商業調査の結果と合わせて提言書として市や経済界、商店街に
提出した。この取り組みを起点に、市民協働による具体的なまちづくり実行計画とロードマップの
策定に入った。

　　「商店街等調査事業」は岡山商工会議所・岡山市・岡山大学の３者で構成する岡山市経済戦略懇

話会で力を合わせて実施展開してきた。イオンモール岡山の出店を控えて、この商店街等調査事業の

結果をイオンと商店街や専門店との共存共栄に活かしたいと考え、そのために調査結果の内容と課題

の解決策のヒントを提案することが岡山大学のミッションであった。この調査では３つの調査を実施

した。分析は岡山大学の７名の教員が担当した。まず、ひとつが商圏                                                                                                         （消費購買動向）調査で、岡山

市の商圏がどのような構造になっているのかを調べた。その結果、岡山市内が中心で東備エリアが
多いことが明らかになった。備中エリア（県西エリア）は、すでに倉敷にイ                                                                                                                           オンモールをはじめ大
型商業施設があるため岡山市への来街者は少ない事実が判明した。

また、来街者調査では、実際に岡山市に来た人を対象にその実態と回遊性を調べた。その結果、
ショッピングが最大で駅前と天満屋ゾーンに明確に分かれていることが詳細に確認できた。岡山市が
重視する回遊性を議論するベースとなる結果をえることができた。
　三番目の調査は商店街現況調査（組合・個店）で、商店街の経営実態と課題ならびにイオン出店の
影響を調べた。その結果、課題は「後継者不足」、「集客の核となる店舗がない（弱い）」、「魅力ある
店舗が少ない」と続き、「商圏人口の減少」「空き店舗の増加」「店舗・設備などの老朽化」「駐車場・
駐輪場不足」「空き店舗を賃貸しない」などが並んだ。また、「貸す意志の無い店舗」については、「家
賃補助・改装費などの補助」、「家主に対して賃貸の要請」、「情報発信による新規出店の促進」、「マイ
ナスとなる店舗の出店／進出の抑制」が並んだ。すなわち、商店街のメイン顧客はミドル・シニアの
常連客が多く若者へのアプローチが弱い、後継者不足、空き店舗対策の弱さ、契約駐車場不足、カー
ド戦略の弱さが浮き彫りになった。また商店街の経営者はイオンを驚異に感じていることが確認され
た。
　来街者の声では、駐車場の整備をはじめ、フルーツパフェを出すような若者向けの店、託児所の希
望、商店街を楽しく“ぶらぶら歩き”できる工夫、若い主婦層、親子や孫世代と一緒に出かけられる
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スポットの整備など、多くの意見が寄せられた。こうしたわくわく感を共有できる魅力を演出して賑わ

いを創出する施策を考える方向を見出すべく、複数世代の発想で新しい商店街のカラーを醸成してゆく
組織体制の実現が希求された。
　今回の調査結果を参考にして頂き、課題解決に向けた具体的な活動を一歩、一歩ながらスタートして
くださることを願った。

④ 2014（平成26）年度の主な活動
（ア）西川アゴラの活動

2014年（平成26）年10月30日に西川緑道公園沿いのオフィスビル２階（伊達ビル、岡山市北区田町一
丁目）に「西川アゴラ」が開設した。西川アゴラは、市民、行政、市民団体が自由にまちづくりを考え
る場として出発した。年間約2000人の利用があった。西川アゴラでは、定期的にまちづくり勉強会・研
究会が開催され、日本各地や、アメリカ・ポーランドからの講師を招待し、市民、学生、教員が協働し
てまちづくりを学んだ。西川アゴラの活動を通じて、岩淵泰副センター長は、「西川アーカイブス」（吉
備人出版）を出版した。西川緑道公園の賑わいづくりや県庁通りの一車線化など、様々な研究・調査の
拠点にもなった。（2020（令和２）年の新型コロナウイルスの拡大のため活動が制限され、2021（令和３）
年２月に閉鎖）

（イ）岡山商工会議所通常議員総会
2014（平成26）年イオンモール岡山のオープンは、商店街や地元商業施設の影響のみならず、様々な

シーンに影響を与えることが確実視されるなか、地域総合研究センターへイオンモール岡山オープンの
関連する講演依頼が急増した。
　2014（平成26）年６月24日、岡山国際ホテルで開催された岡山商工会議所通常議員総会にて、岡山大
学のシンクタンク機能発揮の観点から三村聡副センター長が、本件の話題提供を担当した。
　岡山県の有効求人倍率は急速に伸び、特に岡山市は全国でも有数の求人倍率の高さとなった。失業率
の観点からは、ほぼ完全雇用の状態になっていると申せ、アベノミクスのシナリオからすると、雇用環
境が上向き、賃金が上昇して、消費が伸びるという流れが求められる。東京一極集中ではなく、地方都
市の景気が上昇しなければならず、数値上は、この景気上昇にイオンモール岡山の出店が寄与している
と言えた。一方で、一度に多くの雇用が創出される（一度に350店舗がオープンする）と、既存の企業
や諸団体（福祉など）からの急速な労働者の移動が発生することが懸念される。その影響について注視
すべき必要も出てくると考えられた。
　こうした環境について、講演の後の懇親会の席で、岡山を代表される企業経営者と意見交換を行った。

（ウ）イオンモール岡山出店協議会
2014（平成26）年12月５日、イオンモール岡山のグランドオープンを控え、岡山商工会議所が主催す

る「イオンモール岡山出店協議会」は最終回（第６回）を迎えた。イオン側からオープンするイオンモー
ル岡山の具体的な店舗構成やフロアの概要、岡山放送入居のコンセプトや地元NPOとの地域連携活動
計画などが披露された。中四国の新しい顔になることは確実である。
　岡山大学の立場からは、本協議会のアドバイザーとして、三村聡副センター長から以下の諸点を総括
的に指摘した。
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　１． 迎える側が、岡山が持つ固有の歴史や文化、地の利、気候、利用性の高い公共交通、多くの大学
や病院、名所旧跡など、他の都市と比較した際の優位性を活かし、回遊性の創出に向けて何をな
すべきか

　２． イオンモール岡山は西日本の旗艦店であるが、同時にイオンはマルナカ、マックスバリュー、コ
ンビニ、宅配サービス、ネット販売、イオンバンク、そしてテレビ局を起点としたマルティメディ
アビジネスなど総合的に岡山全県を対象としたビジネスモデルを描いている点に留意すべき

　３． イオン対商店街などという狭い構図で岡山のまちづくりを考えることは消耗戦になるだけで前向
きな発想とは言い難い感がある。時まさに岡山市の都市マスタープランを描き直す時期が到来し
ている。都市全体の構図からイオンをどのように位置づけるかという視座でまちづくりを考える
べきであり、それがウイン、ウインの関係構築につながる

以上

（エ）国連「国際協同組合年」を支援
国連が提唱した「国際協同組合年」にちなみ、中国５県の協同組合から地域総合研究センターに依頼

があり、2014（平成26）年７月29日、鳥取県を開催地として実施された国際協同組合デー記念集会「鳥
取県の集い」に三村聡副センター長が講師として招聘され「協同組合の連携と今後の活動方向」と題し
て記念講演した。
　協同組合は株式会社などの営利を目的とする組織と異なり、ロッチデール原則と呼ばれる原則を守り
ながら活動を続けている。その原則とは、１　加入・脱退の自由、２　１人１票の原則、３　出資配当
の制限、４　購買高配当の原則、５　政治・宗教からの中立、６　組合員教育の促進である。
　わが国の協同組合にはさまざまな種類があり、農業協同組合や漁業協同組合に代表される「農林水産
業」、生活協同組合に代表される「購買」、信用組合、信用金庫、労働金庫、農業協同組合に代表される

「金融」、全労済、農業協同組合に代表される「共済」、その他「雇用創出」、「旅行」、「住宅」、「福祉・
医療」など、暮らしの中で、あらゆる分野において事業を営み、日々の生活を支えている身近な存在で
ある。
　国連では、2012（平成24）年を国際協同組合年として定め、協同組合は、その様々な形態において、
女性、若者、高齢者、障がい者および先住民族を含むあらゆる人々の経済社会開発への最大限の参加を
促し、経済社会開発の主たる要素となりつつあり、貧困の根絶に寄与するものであることを認識してさ
まざまな活動を展開することとし、International Year of Co-operatives（IYC）宣言をした。これは、
協同組合がもたらす社会経済的発展への貢献が国際的に認められた証で、特に協同組合が貧困削減・仕
事の創出・社会的統合に果たす役割が着目されてた証左である。これらの目的に向かって、国際的にも
国内でも様々な取り組みが行われた。そして、この活動を継承・継続すべく全国で集会が開催された。
　本会では、鳥取県生活協同組合の高倉美香全域理事から「協同組合組織のさらなる連携強化に向けた
アピール」がなされ、全会一致で採択された。そしてJA鳥取県中央会の蔵増保則専務理事から閉会挨
拶がされた。講演のあとはマリンピア賀露にある『とりっこ広場』、JF鳥取県漁協直営『かろいち』を
見学させて頂いた。
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（オ）（一社）岡山経済同友会「企業経営・環境委員会」

　2014（平成26）年度のテーマのひとつが「おかやまで働く－外部から見た岡山大学－」であり、2014
（平成26）年10月10日の職員塾では、まず、職員の石倉里紗子さん（医歯薬学総合研究科教務グループ）、
大地拓真さん（総務・企画部法規・企画・評価グループ）、大園隼彦さん（附属図書館鹿田分館グループ）、
松島和季さん（教育学部事務部会計グループ）の４名から「外部から見た岡山大学-岡山大学と地域を
つなぐ-」というテーマで報告があった。その要諦は、岡山大学と地域の関係性について考えるために、
まず、大学改革実行プランでは、激しく変化する社会における大学の機能の再構築について考え、それ
に即して岡山大学が取組むスーパーグローバル大学創生事業（大学改革と国際化を断行し、国際通用性、
ひいては国際競争力の強化に取り組む教育環境の整備支援を目的とする事業で、その社会のグローバル
化を牽引する大学を対象としたグローバル牽引型に岡山大学が採択された）にフォーカスをあてたプレ
ゼンテーションであった。
　そしてもうひとつのテーマが、地域総合研究センターについてであり、現在、開発を進める実践型社
会連携教育をはじめ、まちなかキャンパス事業やCo-opプログラム等について職員が調べた内容が報告
された。それを受けて、地域総合研究センターの活動を具体的に紹介しながら、グローバルな視野を兼
ね備えた地域社会の構築と学都創生について議論がなされた。

（キ）「犯罪被害者支援シンポジウム」開催
　2014（平成26）年10月22日、岡山県警察本部と共催による「犯罪被害者支援シンポジウム」を、岡山
大学創立五十周年記念館を会場に開催した。
　このシンポジウムは、岡山県と岡山大学の連携活動推進の一環として企画されたもの。明るく健全な
社会を築くために、犯罪被害者遺族の方による講話や専門家による対話を通じて、犯罪被害の実態、生
命の大切さ、被害者支援の必要性について理解を深めることにより、「地域から被害者も加害者も出さ
ない安全・安心まちづくり」や「ボランティア参加による被害者支援活動」への意識を高めるための企

2014（平成26）年10月８日、うちさんげ電気ビル３階にあるエネルギアホールを会場に、（一社）岡
山経済同友会の企業経営・環境委員会にて「岡山大学が取り組む地域の環境プロジェクト」の演題
で、三村聡副センター長が話題提供を担当した。松田久代表幹事（両備ホールディングス社長）の挨
拶で始まり、萩原工業の吉田淳一氏から「水素エネルギー活用の動向について」� との題で報告があ
り、続いて依頼いただいた演題で、岡山市や倉敷市をはじめ県内全域で活動を展開中の地域総合研究
センターの実情について現状報告をさせていただいた。結びは、萩原邦章代表幹事（萩原工業社長）
の挨拶で閉会した。
　情報交流会では、地元企業の経営者はもとより、三菱自動車、東芝、日立製作所など多くの企業人と
意見交換をすることができ、岡山大学の取組をお伝え出来た。

（カ）「岡山大学若手職員塾」
　岡山大学若手職員塾は、２年前に事務若手職員有志によって始まり、現在３年目の取り組みとなって
いる研鑽会で、講師との人的ネットワークの構築や前年度受講者が次年度の企画を行うリレーによる
運営などが特徴である。
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画。まず、岡山県警察本部犯罪被害者支援室の髙本恵介課長補佐から講話をいただき、続いて、岡山県警

察の男女職員による痴漢や異常者から女性が身を守るための護身術の実演があった。

　基調講演では、「犯罪被害者の心情と現状～被害者支援の必要性について～」と題して、公益社団法

人被害者支援センターとちぎ事務局長で、全国被害者支援ネットワーク理事の和氣みち子氏から、実際に

お子様を交通事故で亡くされた体験に基づき、話題提供をいただいた。パネルディスカッションは、

テーマを「被害者にも加害者にもならないために」として、パネリストには、先ほどの和氣みち子氏、

そして、岡山大学からは、大学院法務研究科で弁護士の吉沢徹教授、先の岡山県警察本部犯罪被害者支援

室の髙本恵介課長補佐、そしてコーディネーター役を岡山大学大学院教育学研究科の山本力教授が担当し

た。

　それぞれの立場から、交通事故被害や性犯罪被害がもたらす様々な悲劇と遺族への心身双方の後遺症、

それに対するケアの考え方や実践的な活動展開について、活発な意見交換がなされた。

（ク）シンポジウム「地方都市の創生を目指す都市交通システムを考える」

地方都市の交通システムのあり方が問われるなか、都市経営の観点、環境負荷の軽減、地方創生など

の視点でまちづくりを考える時代が到来している。これからのまちづくりは、人々の移動の質量の拡充、

回遊性の拡大が地域（中心市街地）の活性化につながると考えられている。こうしたなかで公共交通と個

別交通とを総合的にマネジメントする発想である「都市交通マネジメント」が求められている。

　2014（平成26）年11月５日、パーソナルモビリティを新たな移動手段として考えるきっかけを作りた

いとの思いから、車両展示＆試乗を兼ねて、超小型モビリティと呼ばれる「i-ROAD」（２台）とコムス

（３台）をトヨタ自動車のご協力によりお借りして、展示・試乗会を岡山大学工学部前～教育学部前周

辺を会場に設定して開催した。

　試乗会では、森田潔学長はじめゲストに国土交通省徳山日出男技監、大森雅夫岡山市長、経済界、�

NPOが参加した。マスコミが見守る中で、大勢の学生たちが、小型モビリティの運転を体験した。ゲ

ストの徳山技監は、わが国における戦後最大の国難と言われる東日本大震災に際して、当時、東北地方

整備局長として、その最前線で、最高指揮官として、不眠不休で陣頭指揮をとり復旧・復興に尽力され

た。その功績は、後世に大きな教訓として受け継がれることとなった。
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　試乗会の後は、会場を岡山大学自然科学研究科棟２階 大会議室（大講義室）へ移してシンポジウム
を開催した。基調講演は、徳山技監が、地方創生の動きや今後の地方の政令指定都市における役割、そ
して地方の拠点都市における都市交通システムのあり方と進むべき方向性について基調講演した。続い
て大森雅夫岡山市長が、岡山市における都市及び交通の問題、コンパクトシティ構築へ向けた取り組み
など、これからの岡山市の都市交通計画のあるべき方向性を示した。さらに、パネルディスカッション
では、地方中核都市のまちづくりと都市交通システムを考えることをメインテーマとして、筑波大学大
学院石田東生教授をモデレーターにお願いして、徳山技監から地方創生に向けた国の都市交通政策の今
後の方針を、また、大森岡山市長から岡山市の取り組みを、さらに東京大学大学院鎌田実教授、熊本大
学大学院溝上章志教授にパネリストとして加わっていただき、新しい都市交通の可能性、これからのモ
ビリティの進むべき方向性、高齢者の移動機会拡大に向けた取り組み、地域の活性化に向けた熊本市の
取り組みについて持論を展開いただいた。地元からは、岡山市と経済界が進めてきた都市計画と交通計
画に関する成果と現状の課題、さらにはトヨタ自動車としてのまちづくりの考え方について、梶谷俊介
岡山経済同友会地域振興委員長（岡山トヨタ自動車㈱代表取締役社長）が披露した。
　また、大学と行政、経済界とNPOや市民が連携してまちづくりを進める上で、いかに小型モビリティ
を活用してゆくべきか、について岡山大学荒木勝理事が持論を披露した。このシンポジウムが、岡山市
における新しい都市交通のあり方を議論するきっかけとなり、今後の岡山市におけるまちづくりと交通
体系の方向性を見出していく流れを作ることができたと確信した。
　経済界を代表して、一般社団法人 岡山経済同友会 萩原邦章 代表幹事（萩原工業代表取締役社長）が
謝辞を述べ閉会した。
　全体の企画及び司会進行を三村聡副センター長が担当した。

（ケ）ESD世界会議開催
2014（平成26）年11月７日、ESD世界会議のフィナーレを飾るイベント「未来へつなごう！おかや

まESDふれあい広場」が開催された。
　会場は、岡山駅西口のコンベンションセンター。イベントホール及びロビーでは、ESDに取り組む
団体や企業の活動を紹介するパネル展示や体験型のワークショップブースなどがあり、岡山大学からは、
地域総合研究センターが、公益財団法人水島地域環境再生財団（みずしま財団）と共催で、テーマを「水
島ESD」と銘打って「岡山大学の地域における環境学習」についてパネル化した。
　具体的には、2014（平成26）年度実践型社会連携教育として実施した「倉敷市水島から学ぶ地域社会
と環境」についての紹介である。この授業は、日本有数のコンビナートを擁する倉敷市水島地域の環境
問題を考える実践型授業であり、倉敷市環境学習施設を拠点として活動するみずしま財団や倉敷市の協
力を得て、フィールドワーク２回（①コンビナート付近の瀬戸内海の環境を知るための漁業体験、②三
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菱自動車やJFEスチールなど現地企業の見学）を含む総合的な地域環境学習プログラムを学生たちに

提供している。

　対象学生は教育学部、理学部、医学部、歯学部、薬学部、環境理工学部、農学部の１年生。担当教員

は三村聡副センター長、非常勤講師（学外）を、藤原園子氏（公益財団水島地域環境再生財団（みずし

ま財団）事務局長）、塩飽敏史氏（同研究員）、岡野智博氏（一般社団法人「水辺のユニオン」専務理事）

に依頼し、さらに倉敷市環境リサイクル局環境政策部長、岡山県地球温暖化防止対策室室長、環境省中

国四国地方環境事務所環境対策室長を講師としてオムニバス授業として実施した。

　主目的は、様々な社会問題に一義的な回答を出すことが困難な現代、大学生が水島コンビナートや高

梁川、瀬戸内海の持つ環境に直接触れながら、社会体験を通じて現場の人々と共に課題を発見し、自分

たちに何ができるかを考える訓練をすることで、社会に出た時に“答えのない問い”に対応できる実践

知を身につけることである。

　また、世界各国で、環境と開発を調和させることを目的に「持続可能な発展のための教育

（ESD）」への取り組みが進められており、企業のCSRや環境レポートの義務化などの流れを踏まえ

ながら、受講生が持続可能な発展の重要性を認識することを目指している。

　世界中の関係者が岡山に集合して、岡山大学のESD活動に注目していただけたことは、今後の教育

活動の大きな励みとなった。出展した文部科学省の担当官からも、称賛の言葉を頂いた。

（コ）岡山大学「スーパーグローバル大学」キックオフシンポジウム

岡山大学は文部科学省が公募した「スーパーグローバル大学創成支援事業」に採択された。この取組

みは、文部科学省が中心となって「若い世代の「内向き志向」を克服し、国際的な産業競争力の向上や国

と国の絆の強化の基盤として、グローバルな舞台に積極的に挑戦し活躍できる人材の育成を図るため、大

学教育のグローバル化のための体制整備を推進する。」ための事業である。

　そして、本事業は、Ａタイプ（トップ型）世界ランキングトップ100を目指す力のある大学を支援と

Ｂタイプ（グローバル化牽引型）これまでの取組実績を基に更に先導的試行に挑戦し、我が国社会のグ

ローバル化を牽引する大学を支援する、に分かれていて、岡山大学はＢタイプに採択された。

2014（平成26）年11月24日は、それを記念して、また、本格的な事業展開を目指すべく、ホテルグラ

ンビアを会場にして記念シンポジウムと懇親会を開催した。シンポジウムでは、本事業の審査委員長を

つとめた、木村孟東京都教育委員会委員長をお招きし、さらに伊原木隆太岡山県知事や松田久岡山経済

同友会代表幹事らが登壇、これからの岡山の未来を創るために岡山大学の頑張りに期待する旨のご挨拶

や講話をいただいた。

　地域総合研究センターも推進メンバーの一員として、地域の視点からグローバル事業の成果が出せる

よう担当することが決まった。
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（サ）「第１回bikebiz推進フォーラム」開催
　　地球温暖化対策として、環境省は、移動手段を過度に自家用車に頼らず、日常生活に自転車を快適
かつ積極的に取り入れた「エコで スマートなライフスタイル」を推進している。

こうした流れを背景に、2015（平成27）年３月13日、環境省中国四国地方環境事務所が主催、岡山

大学地域総合研究センターが協力して「bikebiz（バイクビズ）」の展開や取組に関する情報提供を目

的に「第１回bikebiz推進フォーラム」が、岡山コンベンションセ ンター301会議室にて開催された。

岡山市は2014（平成26）年の秋にESD世界会議を開催した経験を持つ都市である。岡山の地で、

地球に優しい「エコ」で「スマート」なライフスタイルを提案・発信できるようにとの思いを込め

て、基調講演では三村聡副センター長が「環境にやさしい多様な移動手段とまちづくり」との演題で自

転車を中心として、新たに注目されるパーソナルモビリティの導入コンセプトや事例を話題提供させて

いただいた。

　続いて、自転車シェアリングの取組紹介として、株式会社ＮＴＴドコモから「ドコモのサイクルシェ

アリングの取組について」、岡山市都市整備局街路交通課の平澤重之課長から「岡山市コミュニティサ

イクル『ももちゃり』の取組について」、さらにbikebizの取組紹介として、安田金属株式会社から

「安田金属株式会社によるbikebizの取組について」と盛りだくさんな話題が提供された充実した

フォーラ ムとなった。

⑤ 2015（平成27）年度の主な活動
（ア）国際学都シンポジウム「最新のフランスまちづくりを岡山の地方創生に活かす」

2015（平成27）年５月15日、ストラスブールのまちづくりの専門家であるヴァンソン藤井由実先生を

岡山大学へお迎えして、国際学都シンポジウムを開催した。2015（平成27）年２月のストラスブール視

察では、ヴァンソン先生にお世話になった。今回のシンポジウムでは、フランス・ストラスブールの市

民参加、スポーツ振興、公共交通政策について、市民の皆さんや学生に参加いただき、岡山市の交通ま

ちづくりに、その経験とノウハウを生かすために活発な議論を展開した。

　全体の司会進行は、岡山大学地域総合研究センター石丸香苗准教授が担当した。基調講演では「フラ

ンスと日本の都市交通政策地方創生への”考えるヒント”」と題してヴァンソン先生より、フランス

の最新の都市交通事情の紹介と公共交通を活用した都市活性化政策を進める上での合意形成につい

て、その仕組みやプロセスを講話いただいた。豊富な資料と実際の写真を組み合わせたお話は、とても

説得力があり、参加者は全員が深く聞き入った。また、地方中核都市である岡山市が、今後、いかに公

共交通を中心とした都市交通政策を進めるべきかについても大いなるご示唆を頂くことができた。

　岡山大学側からは、「フランス視察に学ぶ岡山市の地方創生」と題して、まず、岡山大学地域総合

研究センター岩淵泰助教が「フランスの大学改革と地域振興」、続いて岡山大学大学院教育学研究科

の高岡敦史講師から「市民参加によるスポーツまちづくり」、そして三村聡副センター長より「おか

やまモビリティ研究会」の設立提案について話題提供を行った。そして会場と活発に質疑応答がなさ

れ、最後に「総括」としてヴァンソン先生から「岡山市都市交通政策へのアドバイス」、荒木勝理事か

ら「地方創生と国際学都への道筋」についてコメントがあり閉会した。



■ 69 ■

地域総合研究センターの社会連携・研究・教育（10年の歩み）２

　現在の岡山市に求められていることは、地域コミュニティの根源的役割である生活者の視点に立つ住環

境の改善や安全・安心のできるまちづくりに向けた検討であり、こうした検討を「おかやまモビリティ研

究会」を設立して進めることにより、地域の持つ歴史的資源・自然の豊かさを維持・継承しながら、新

たな都市・交通計画を住民参加でプランニング、そこへ経済界や交通事業者、そしてNPOや企業、さ

らにはマスコミも参加しながら新たな都市交通政策が地域へもたらす経済波及効果について理解を得る活

動が重要となる。そうした活動が実を結べば、地域コミュニティと産官学言が真の意味で共生することが

可能となり、かつ、地域の進化・発展に結び付く地域住民・NPO（モビリティの主役）、行政（専門ノウ

ハウと資金提供、実施責任）、企業（地域経済の担い手としての誇りと地域へのCSR）が一体となりま

ちづくりが実現すると一同が確信した。

　特に、岡山市においても岡山市コミュニティサイクル「ももちゃり」の利用が高まりを見せており、

フランスのパリやストラスブール、リヨンで行われている官民連携によるレンタル自転車プロジェクトへ

の取組みは興味深く、そこでの行政、企業、住民の立場については、「伝統的な地域づくりの発想から

脱する」というコンセプトが貫かれている。伝統的とは、行政だけが計画立案のプロであり、地域住民へ

の情報公開は混乱を引き起こすだけであると考えられ、企業は自社のメリットだけを考えた企業誘致や活

動に専念していた時代をさす。

　今日では、構想・計画段階から地元との徹底した協議とそれによる合意形成、そのための情報公開が、

地域づくりにとって、益々、不可欠となってきている。重要な点は、計画決定の場に地域住民が参加可能

な基盤の整備である。合意形成は、そのプロセスが透明で、かつ、参加の機会や自由が保障されているこ

と、「施策の決定・実施段階における施策内容の提示」だけではなく、「施策立案段階からの情報共有、コ

ミュニケーション」を目指すことが求められる。これは、合意が形成されるプロセスにおいて、「決定手続

きの公正さ」が重要な役割を果たすためである。設立準備が進む「おかやまモビリティ研究会」では、

こうした点に留意して、よりよい岡山市の交通まちづくりを進めて参ることを宣言した。

（イ）第１回おかやまマラソン

　2015（平成27）年11月８日、第１回おかやまマラソンが開催され

た。参加者は14,000人、岡山市民はじめ広く全国そして外国人が、市内を快走する姿はとても美し

く、歴史や文化を肌で感じながら県都としての都市が躍動する手ごたえと風格を感じた。スタジアムや

沿道から声援をおくる観戦者、そして今回のイベントを裏方として支える自治体、経済界、警察、ボラ

ンティア団体、教育機関、観光団体、マスコミなど、それぞれが持ち味を活かしながら実施された

市民マラソンであり、参加型市民スポーツの果たすべき役割が「まちづくり」にとって、いかに大切か

を改めて実感できたイベントであった。

　翌日の山陽新聞の紙面はマラソンの記事一色となった。25面、越宗孝昌山陽新聞社会長（岡山陸上競

技協会会長）と共に三村聡副センター長がまちづくりの観点からコメントさせて頂いた。
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（ウ）テレビせとうち開局30周年報道特別番組

ン政策、スポーツを中心に考えるまちづくりなど、盛りだくさんの内容が話題提供された。

三村副センター長が進行役とコメントの二役を担当、岡山大学が「地域の資源」として市民の皆様の

お役に立てるよう邁進して参ることを伝えた。

（エ）地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）キックオフ

　具体には、まずこの事業の背景と課題は「人口減少を契機に、『人口減少が地域経済の縮小を呼び、

地域経済の縮小が人口減少を加速させる』という負のスパイラルに陥ることが危惧されており、地方と

東京の経済格差拡大が、東京への一極集中と若者の地方からの流出を招いており、特に、地方圏から東

京圏への転入超過は、大学入学時及び大学卒業・就職時の若い世代に集中。」であるとされている。そ

こで、地方の大学では、「地域の自治体や中小企業等と協働し、地域の雇用創出や学卒者の地元定着率

の向上に関する計画を策定（自治体の教育振興基本計画等へ事業期間中に反映）」するとされ、ＣＯＣ

事業の要件を満たした大学が、地域と協働し、地域を担う人材育成計画を実現するための教育改革を実

行、ＣＯＣ推進コーディネーターを活用し、都道府県内の他大学や自治体、企業等の連携先（事業協働

機関）を拡大、事業協働機関が設定した目標達成のため、大学力（教育・研究・社会貢献）を結集する

2015（平成27）年11月３日、文化の日、テレビせとうち開局30周年報道特別番組「始動！おかやま最

前線―岡山市中心部のまちづくり―」が放映された。

　大森雅夫岡山市長、矢部久智岡山市表町商店街連盟事業推進事業部長、三村聡副センター長の対談が

あり、大森市長と矢部部長から、来年度からスタートする岡山市総合計画や地方創生戦略の要諦、表町

商店街や奉還町商店街の課題と活性化策、イオンモール岡山出店の影響と共存策の考え方、西川緑道公

園界隈の魅力作り、岡山駅への路面電車乗り入れやコミュニティサイクル「ももちゃり」の活用と自転

車王国の実現はじめ都市交通政策、市民会館の移転とまちづくり、旧内山下小学校の有効活用やカル

チャーゾーンの更なる活用と歴史文化の誇りあるまちづくり、外国人はじめ観光客誘致とコンベンショ

　2015（平成27）年11月27日、岡山県立大学を中心大学として「（知）の拠点大学による地方創生推進

事業」がスタートした。岡山大学は、委員として、荒木勝理事が推進を担当しながら、他大学、

自治体、経済界と共に、本事業をフォローすることとなった。本事業は、「文部科学省では、2015（平

成27）年度から、大学が地方公団体や企業等と協働して、学生にとって魅力ある就職先の創出をすると

ともに、その地域が求める人材を養成するために必要な教育カリキュラムの改革を断行する大学の取組

を支援することで、地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積を目的として「地（知）の拠点大学

による地方創生推進事業」を実施します。」という内容である。
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ことが条件として促されている。
　その際に、ＣＯＣ大学は事業協働機関に参加することが事業継続の条件であり、その支援内容は地域
活性化政策を担う自治体、人材を受け入れる地域の企業や地域活性化を目的に活動するＮＰＯや民間団
体等と協働して、地方を担う人材育成に取り組む大学がCOC推進コーディネーターの活用等により、
地方創生を推進・拡大する取組を支援するように条件が付けられている。
　本事業の期間は５年間、「地方大学等創生５か年戦略」として、以下の３つのプランを推進すること
を約束している。

①知の拠点としての地方大学強化プラン
（地方大学等の地域貢献に対する評価とその取組の推進）
　地方公共団体や企業と連携して地域課題の解決に積極的に取り組む大学を評価し、その取組を推進し
ます。そこでは、地域活性化の核となる国立大学においては、大学の地域貢献に対する評価と資源配分
が連動するようにします。また、地域発展に貢献する私立大学の取組を推進します。
②地元学生定着促進プラン
（地方大学等への進学、地元企業への就職や、都市部の大学等から地方企業への就職を促進するための
具体的な措置、学校を核とした地域活性化及び地域に誇りを持つ教育の推進）
　奨学金（地方創生枠（仮称）等）を活用した大学生の地元定着の取組や、地方公共団体と大学等との
連携による雇用創出・若者定着に向けた取組を支援します。また、学校を核として、学校と地域が連携・
協働した取組や地域資源を活かした教育活動を進め、全小・中学校区に学校と地域が連携協働する体制
を構築します。さらに、キャリア教育や地域に誇りを持つ教育を推進します。
③地域人材育成プラン
（大学、高等専門学校、専修学校、専門高校等の人材育成機能の強化、地域産業の振興を担う人材育成）
　地方公共団体や企業等と連携して、地域産業を担う高度な地域人材の育成に取り組む大学や、高度の
専門的職業人材の育成を担う高専、専修学校、専門高校等の取組を推進するとともに、専門高校等にお
ける職業教育の充実や、卒業生が地元企業等が求める職業能力等を有していることを明らかにする取組
を推進します。また、一定の要件を満たす高校専攻科の修了者による大学編入学を可能にする制度改正
を実施します。さらに、地域に根差したグローバル・リーダーの育成や外国人留学生の受入を推進する
とともに、国際バカロレアの普及拡大を図ります。

　こうした事業のなかで、岡山大学は、園・小・中・高校で園児や生徒たちの学業や部活動、地域活動
を大学生が現場へ出て支援する学校ボランティア制度の拡充を担当する。また、その制度を地域貢献全
体に発展展開できるシステムの開発を担当する。

キックオフでは、岡山県立大学の辻英明学長より、「地域連携活動を中心とした地域貢献活動を推進
するため、総社市、笠岡市、備前市、真庭市と包括連携協定を締結し、2015（平成27）年４月、地域連
携活動を推進する組織として地域連携推進センターを設置して地域連携活動を行うことにより、こうし
た活動に学生を積極的に参加させ、地域貢献活動を本学の教育システムに組み込む」ことが宣言された。
　また、この活動では「自治体や経済界と連携して学生を地域社会に派遣し、インターンシップやボラ
ンティア活動の実施により、地域住民と協働して各々の自治体が抱える課題との取り組みを行うことに
より、地域における課題を認識し、その解決法を学習し、さらに、自立性、協働性ならびに課題解決能
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力を修得することにより、グローバルな視野を備えた、地域で活躍しうる人材育成を行い、地域の創生
にも大きく貢献する」と挨拶された。
　続いて、岡山県立大学地域共同研究機構の渡辺富夫機構長より、「地域共同研究機構は、地域コミュ
ニティの中核的存在として地域貢献活動の全学的な取組み強化を目的に、発足させ、この「地（知）の
拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」を推進してゆくことが宣言され、本事業は正式にキック
オフした。

なお、実施期間途中の2016（平成28）年４月から、岡山大学の担当は、荒木勝理事から、三村聡セン
ター長に交代、本事業終了まで三村センター長が委員を務めた。

（オ）RESAS講座in岡山大学
2015（平成27）年度は、全国に約1700あるすべての自治体で、地方創　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生に向けて、内閣官房（ま

ち・ひと・しごと創生本部事務局）及び内閣府地方創生推進室が提供する、「地域経済分析システム
（RESAS：リーサス）」を活用した地方創生戦略プラン作りが進行した。

こうした背景から大学向けにも「出前講座」が開催され、このたび、RESAS の操作方法の説明の
みならず、故郷や自らの地域について「楽しみながら」考えるワークショップを大学生や自治体が参加
して開催した。
　主催は、内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局・内閣府地方
創生推進室と岡山大学経済学部、岡山大学地域総合研究センター、そし�
て後援は岡山県。11月16日、国が提供する地方創生の切り札「ビッグデータ分析体験で まち・ひと・
しごと の実像を探る」と題して、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から
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部から、堀淳一郎ビッグデータ参事官補佐を講師に迎え、岡山大学
創立五十周年記念館を会場として、おかやま「地域経済分析システム（RESAS：リーサス）」講座と銘
打って開催した。三村聡副センター長が全体の進行役を担当した。
　講座では、岡山県の呼びかけで、県内の自治体の担当者が多数参加、グーグルクロームをインストー
ルしたノートPCを持参した学生と共にRESAS講座を受講、実際の地域統計データやビッグデータを
活用しながら、地方創生シナリオを考案した。
　まず、岡山大学大学院社会文化科学研究科の平野正樹教授が開催挨拶に立ち、堀淳一郎ビッグデータ
参事官補佐が講義を、パソコン指導を中国経済産業省の河野泰紀地域経済分析システム普及活用支援調
査員が担当した。RESAS利用の基本的なメニューと操作方法にはじまり、岡山県内の自治体データを
紹介しながら、わかりやすい分析事例を次々と紹介した。
　続いて、岡山大学大学院社会文化科学研究科の中村良平教授のゼミ学生有志が、具体的なデータ分析
による地方創生プランについて提案した。それを受けて、全員討議を行い、自治体職員や学生から、�
RESASに対する意見や質問、学生提案への質問が多数出された。
　堀淳一郎講師から学生提案についてアドバイスを頂き、中村教授がコメンテーターとして総評した。
三村副センター長から、日本金融学会でコメントした、RESASの実践活用に向けた自治体と地域金融
機関の連携について話題提供、平野正樹教授が結びの挨拶にたった。この模様は、NHKニュースで取
り上げられ、学生たちの提案の様子が紹介された。今回の企画を起点として、今後、自治体職員と学生
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たちが、地方創生について実際のビッグデータを用いながら研究、分析、具体提案の策定を行うことを
決めた。

（カ）美作市上山地区で地方創生プロジェクト発進～トヨタ・モビリティ基金
2015（平成27）年12月25日、岡山県美作市上山地区が、トヨタ自動車創設の「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選定された。
プロジェクト名は、「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）」、助成を受ける団体は、岡山県を中心に中山間地域の活性
化に取り組む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）の二団体である。それを美作市と岡山大学や岡山NPO
センターが支援する。

事業内容は、NPO法人と地元住民の皆さんが主役となり、超小型モビリティ（EV）を活用して、①
住民の皆さんの日常利用や地域社会を支え、見守るための利用、②棚田の再生はじめ農業や林業での利
用可能性の検討、③上山地区の棚田の景観を愛でながら、周辺にある温泉や宿泊施設、ハイキングコー
スやテニスコートを結ぶ、自然環境に溶け込む里山暮らしを満喫して頂くための観光で活用し、移動の
多様性と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予定。
なお、助成期間は約４年間で金額は２億２千万円。
　現在、内閣府地方創生本部が進める、地方創生人材支援制度の第１期生として、岡山大学から三村聡
副センター長が、岡山県井原市へ地域創生戦略顧問として、美作市へは経済産業省から森分幸雄氏が総
合戦略監として派遣されている。今回のトヨタ・モビリティ基金の事業目的には「地方創生」が掲げら
れているため、官（美作市）と学（岡山大学）が連携体制を取りながら、事業の採択に向けて、地元
NPOと住民をバックアップする。
　なお、岡山大学側の体制は、氏原岳人准教授をはじめとする環境理工学部チームが現地の移動ニーズ
や移動環境の調査などが事業展開の事情に合わせ、NPOの考えやトヨタ・モビリティ基金の指導・示
唆を受けながら、サポートする体制を整えた。調印式には岡山大学からは荒木勝理事が臨席した。
　2016（平成28）年２月28日、高齢化が進む中山間地域での移動の自由を確保、日常生活、農林作業、
棚田観光活用を目指し、NPOと地域の皆さんが本格活動を開始した。トヨタ・モビリティ基金を活用、
岡山大学や東京大学、美作市が支援した。全国から集められた超小型モビリティに、来場者が次々に乗
車、指導には東京大学鎌田実教授の研究室から久保登特任研究員が現地入りした。NPO担当者が、試
乗した来場者の感想をヒアリング、集約、感想会で報告した。その総評を三村聡副センター長が担当し
た。ファーストレディである安倍昭恵内閣総理大臣婦人はじめ、石破茂地方創生大臣、アナウンサーや
エッセイストの見城美枝子氏（青森大学副学長、NPO法人ふるさと回帰支援センター理事長）、梶谷俊
介岡山経済同友会地域振興委員長らが参加、石破大臣が上山棚田団に導入された新型のコムスに、そし
て萩原誠司美作市長が岡山大学のコムスに試乗した。岡山大学からは教員３名、職員２名、学生２名の
計７名が参加した。石破大臣に超小型モビリティの基準を明確にして頂くよう進言申し上げた。



■ 74 ■

地域総合研究センターの社会連携・研究・教育（10年の歩み）２

（キ）シンポジウム「市民参加による岡山市の地方創生」

スポーツを生かした岡山のまちづくりを考える「おかやまスポーツプロモーション（SPOC）研究会」

は、岡山経済同友会、岡山商工会議所、岡山大学、山陽新聞社、バレーボール・Ｖプレミアリーグ女子の

岡山シーガルズなど複数の団体で構成された組織である。2015（平成27）年11月８日に開催された「おか

やまマラソン」では14,000人のランナーが県都を駆け抜けた。本研究会では、スポーツは地域を元気に

する重要なファクターであると位置付け、岡山の生活を豊かにするため、市民参加によりスポーツ機運を

高める方策の提案や、競技施設周辺のＪＲ岡山駅西口一帯の活性化につなげることをめざしている。

　また、現在、岡山市では新しい総合計画の策定作業が進んでいる。こうした流れを加速化させる一助と

なることを目的に、2015（平成27）年12月21日、シンポジウム「市民参加による岡山市の地方創生」を

開催した。会場は岡山駅西口にある国際交流センター８階イベントホール。

　第１部「スポーツで盛り上げるまちづくり」では、パネリストに大森雅夫岡山市長、ファジアーノ岡山

からホームタウン推進室の上條仁志室長、岡山シーガルズから高田さゆりマネージャーが、そして、岡

山大学経済学部４年生（おかやま百年構想代表）の長宗武司君が登壇した。コーディネーターは、岡山大

学教育学研究科高岡敦史講師。

　「現在、岡山市はスポーツ熱を帯びており、まちはスポーツで元気になっていて、第一回おかやまマ

ラソンの成功は、今後のスポーツを活かした地域活性化に可能性があるという期待感を大きく拡げてくれ

たと思う。岡山市をホームタウンとする２つのプロ・スポーツクラブの活躍も目覚ましい。相手のあるス

ポーツなので勝ち負けやリーグ内順位はミズモノであり、大事なことは、多くのスポーツファンが

ホームゲームに集い交流することと、岡山市民の誇りや愛着の対象として活動されていることである」

と問題提起がなされた。大森市長が、「32.195キロにわたる沿道では、手を振り応援する市民の姿が途

切れることはなかった」点を強調した。また、岡山出身のオリンピックメダリスト有森裕子さんの完走

の様子やエピソードなどが披露された。さらに、プロスポーツ団体からは、地域と密着した子供向けの

サッカー教室やバレーボール教室の開催状況、プロ精神を地域の子供たちに伝える姿勢などが話題提供

された。参加していた岡山シーガルズの選手が、まちとスポーツの関わり方について、「積極的な連携

を進めてゆきたい」と力強く宣言すると、会場は拍手に包まれた。

　続く第２部では、スポーツに限らず、幅広に岡山市中心市街地の活性化について、これまで、本格的

な議論があまりなされてこなかった「東口と西口の連携」をキーワードに議論が進められた。パネリス

トは、岡山大学から阿部宏史理事（岡山市基本政策審議会委員）、岡山経済同友会地域振興委員会から

梶谷俊介委員長（岡山市基本政策審議会委員）、岡山商工会議所まちづくり委員会から高谷昌宏委員長、
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奉還町商店街振興組合振興組合岸卓志理事長、山陽新聞社岡山一郎論説副主幹が登壇した。そしてコー

ディネーターは、岡山大学地域総合研究センターから三村聡副センター長が担当した。

　地方創生が言われる中で、来年度から岡山市においても新総合計画がスタートすることや、イオンモー

ル岡山が開業１年を迎え、イオン進出が岡山の街にインパクトを与え、商店街や百貨店、専門店も独自

色を打ち出した戦略を展開しつつあることが紹介され、路面電車の延伸、コミュニティサイクル「もも

ちゃり」の普及や西口への展開、岡山市民病院・川崎病院・済生会病院の新築、市民会館の新築計

画、まちなかでの交通社会実験、市民マラソンの開催、市民主役の西川緑道公園・石山公園イベント、

奉還町でのプロスポーツと市民参加によるまちづくりなど、新たなムーブメントが沸き起こりつつある

点が　　 確認された。

　こうしたなかで、パネリストからは、岡山県と岡山市の連携体制も良好な関係を築きつつあり、この

流れを加速させる必要がある点、また、こうした環境がプラス面で整いつつある中で、今回のシンポジ

ウムでは、従来、東口を中心とした１キロスクエアでの中心市街地化活性化の議論が多いが、西口には

大学や専門学校、高校が集積し、さらに動物園や植物園、そして総合グラウンドを舞台にプロ、アマ問

わず、スポーツを起点に若者や市民が集う機会に恵まれており、いまこそ、東口と西口が連携した総合

的な岡山市中心核のまちづくりの議論をすべきタイミングが訪れている、と全員からメッセージが伝え

られた。

　高谷氏から商工会議所が進めてきた１キロメートルスクエア構想との西口側との連携ストーリーを描

く重要性、岸理事長からも東西の商店街連携の可能性やイオン効果の波及シナリオ策定の大切さ、阿部

理事、岡山論説副主幹の両名は、長く岡山市のまちづくりを指導、論評してきた立場から、これまでの

取り組みの歴史と現在の課題について、今こそ最後のチャンスである点を強調した。

⑥ 2016（平成28）年度の主な活動

（ア）「地方創生人材支援制度」岡山県自治体への派遣者集合

　　内閣府まち・ひと・しごと創生本部「地方創生人材支援制度」で岡山県の自治体へ派遣されている第

１期生は、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：岡山大学の５名である。2016（平成28）年４月22日、岡山市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西川の拠点「西川アゴラ」に全員が集

合して意見交換、各人から派遣されて１年間の成果報告と課題を議論した。地方創生では、「東京一極

集中」阻止が、掲げられている一方で、県単位では、県庁所在地への一局集中も懸念される。

　日本国でみればマクロ、地域でみればミクロ政策、全体の整合を如何にとるべきか、みえれば、みえ

るほど、大きな壁が立ちはだかるなかで、力の及ぶ限り、地域の課題を解決してまいるとの考えで一致

した。
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（イ）おかやま都市活性化フォーラム

2016（平成28）年４月５日、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。

主催は山陽新聞社。講師に国土交通省から徳山日出男事務次官をゲストに迎えた。

　企画の段階で山陽新聞社から地域総合研究センターに相談があり、三村聡センター長が、徳山事務次官

と同省関東地方整備局道路部長、東北地方整備局長（３.11 東日本大震災）と面識があり、さらに
2014（平成26）年、技監のおりに、岡山大学で開催した、超小型モビリティの試乗会と研究会へお見え

いただき、話題提供いただいた経緯があったため、招聘を企画することになった。事務次官という立場

で、故郷岡山の地で、再び、講話をお願いできた。基調講演では「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、従来型ではない、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した。さらに、後段では、岡山市の出身にふさわしく、地元

の豊富な歴史とデータに基づき、先人が成し遂げた、干拓による耕作地の飛躍的な拡大による晴れの国の

活性化政策に触れ、昔の岡山人は、チャレンジ精神が旺盛だった点を思い起こし、果敢に未来を切り拓いて

欲しいとエールを聴衆におくった。

　続くパネルディスカッションでは、三村センター長がコーディネーターを担当した。「県都岡山の都

市活性化」を議論するという統一認識のもとに、「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」議論、急激に進む少子高齢化や人口減少への対応が、我が国全体の大きな政策テーマとなる

中で、これまで順調に人口が増加してきた岡山市においても、近い将来、人口減少期に突入することを見

据え、中長期的な展望に立ち、持続可能なまちづくりを進めていく必要があるとの問題意識を持ち、議論

の口火を切って、大森雅夫市長が、第６次岡山市総合計画「新総合計画」（2016（平成28）年度～

25（令和７）年度）の重要な点として、経済の活性化シナリオとコンパクトシティの正確な考え方を示し

た。総合計画とは、まちづくりの中長期的な指針として、基本理念や将来像、政策・施策の基本的な方向

性を示す、最も重要な計画であり、市政にとって羅針盤のような役割を果たすものであり、どのような都

市を目指すのか、その考えが披露された。

　次に、岡山商工会議所の岡﨑彬会頭から、「晴れの国おかやまデスティネーションキャンペーン」が

スタート、瀬戸内国際芸術祭の開催、今秋には初の岡山芸術交流が開催されるなか、「キャンペーンが

終われば、元の木阿弥」という事も世間では言われる。今回の流れを、一過性に終わらせず、岡山の財

産として活かしてゆくためには、何が必要かを語った。その要諦は、岡山市総合計画で、岡山市初の国

連機関によるESD国際会議の開催を契機として市民協働意識が高まる一方で、岡山駅前への西日本最大

級の大型商業施設の開業など、都市ビジョンの策定時には想定していなかった大きな環境変化も生じてお

り、こうした変化について、会議所では、イオンモール岡山の出店に際して、様々な議論が展開さ
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れ、会議所、岡山市、岡山大学は連携して、イオンモール岡山の開業前後で「商業調査」を実施し
た。そのイオンモール岡山開業後の岡山駅前地区の現状についてどうみて、また、表町地区や後楽園、
岡山城周辺、カルチャーゾーンとの回遊性をどう高めていくか、こうした諸点を踏まえて、経済界の
トップの立場から考えを披露された。
　　そして、中村圭二郎JR西日本岡山支社長は、「晴れの国おかやまデスティネーションキャンペーン」
のスタートを受けて、そのインパクトとJRが果たすべき役割について社の方針を述べた。特に、
市民参加による、地域の企画展開や資源活用も進むなかで、今回の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キャンペーン拠点となる岡山駅を

中心とした、岡山市中心市街地全体の活性化や、公共交通、「ももちゃり」など、鉄道とその他のモ
ビリティとの連携の重要性について語り、岡山駅の案内も、「後楽園口」と「運動公園口」に生まれ
変わった点、岡山駅運動公園口（旧西口）には、岡山済生会総合病院、県医師会館、朝日医療大学校な
ど、続々と新施設が誕生し、スポーツによる「まちづくり」や奉還町商店街界隈の活性化が進んでい
る観点も踏まえ、西日本最大の交通結節点を、「守り」、「育てる」、という立場から、「晴れの国おか
やまデスティネーションキャンペーン」に臨む決意と、地域活性化の展開シナリオを述べた。

　最後に、阿部宏史岡山大学理事からは、岡山市第六次総合計画はじめ、岡山市の都市交通計画など、様々
な策定に、長く、そして深く関わってきた豊富な経験に基づき、第１点は、コンパクトシティの必要性
と中心市街地の活性化や都市交通政策という中心核全体の課題や方向性について、次に、そのなかでも、
大学が集積し、さらに県総合グラウンドを有する「運動公園口エリア」が岡山市全体で果たすべき役割
や都市全体の中での一体的活用について、そして、地方創生が言われるなかで、県都としての広域連携
や都市間連携の必要性が問われており、中四国の交通結節点に位置し、人口160万の岡山大都市圏の中
心都市である岡山市には、産業の振興や雇用の創出など、圏域全体の成長と発展をけん引する役割を担
うことが求められている点を踏まえ、周辺の７市５町と取り組む「連携中枢都市圏構想」について、持
論を披露した。
　　この様子は、翌日の山陽新聞にも報道され、さらに４月30日の同紙に、全面見開きで、詳細が掲載され
た。

　写真は、前列中央徳山事務次官、左岡﨑岡山商工会議所会頭、右大森岡山市長、後列左から松田山
陽新聞社社長、中村JR西日本岡山支社長、阿部岡山大学理事・副学長、三村聡センター長。

（ウ）G７倉敷教育大臣会合
2016（平成28）年は、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た（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開催され、岡山県では倉敷市が教育・
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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日の二日間、教育大臣

会合が開催された。

サミットでは、国際社会が直面する様々な課題について、各国首脳が一つのテーブルを囲みながら、

自由闊達な意見交換を通じてコンセンサスを形成し、その成果が宣言としてまとめられるなか、教育大

臣会合でも、日本、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、アメリカ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」について議論された。そこで

は、二国間会談・共同記者発表、学校教育現場の視察、倉敷の重要伝統的建造物群保存地区の視察、教育

に関するシンポジウム、国主催の夕食会、地元歓迎レセプション、エクスカーションが催され、倉敷市は

開催地として、大きな役割を果たした。

① 岡山大学の取組み

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の皆様と共同し

て、環境学習への取組みを、サミット会場となったアイビースクエアにパネル展示させて頂いた。また、�

2016（平成28）年５月13日には、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

働大臣らを岡山大学付属図書館にお招きして、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」をテーマに展開してい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

部長や、倉敷木材株式会社の大久保陽平代表取締役社長から説明させて頂いた。

　同プログラムに参加した文学部３年の瀬﨑景己さんも出席、荒木勝理事をコーディネート役として意見

交換をした。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、岡

山大学として、この流れを加速させる。
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② G７倉敷教育大臣会合宣言の具現化に向けて

2016（平成28）年12月23日、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。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

し、約170名が参加した。また、あわせて、写真展「水島の記録」が開催された。

　今回のシンポジウムは、G７倉敷教育大臣会合において合意されたサミット宣言を意識した企画であ

る。そして1954（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、この2016（平

成28）年12月26日は「水島公害訴訟和解20年」となる記念日である。このシンポジウムには、地域住民、

関係する自治体や大学、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。

　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部はリレー報告として、矢掛町の話題提供としてYKG60共同代表の室貴由輝氏、

新見市の話題提供として、かのさと体験観光協会事務局長の仲田芳人氏、笠岡市の話題提供として、かさ

おか島づくり海社事務局長の石井洋平氏、高梁川流域学校から事務局長の岡野智博氏、倉敷市の話題提

供として、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、岡山市の話題提供とし

て、岡山市ESD推進課主幹の内藤元久氏が、それぞれ地域の環境学習活動をテーマに興味深い情報提

供を行った。また、クリスマスでもあり、休憩タイムに水島家守会社NAdiaのみなさんの出張カフェ、

ムジカくらしき弦楽四重奏の生演奏が４曲披露され、会場から大きな拍手喝采があがった。

第２部の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、荒木勝理事、三菱自動車工業株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。三

村聡センター長が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担当した。

　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を確認した。
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（エ）まちとモビリティシンポジウム開催

2016（平成28）年12月３日、岡山まちとモビリティ研究会主催で、まちとモビリティシンポジウム「お

かやまの移動の多様性を考える」を、岡山県天神山文化プラザ３階第２会議室にて開催した。

　今回のシンポジウムでは、現在、注目されている超小型モビリティの都市や中山間地域での活用可能性

を考えた。岡山県内では、すでに津山市、美作市上山地区などで導入されており、この10月からは

岡山市においても第２回目となる活用に向けた実証実験「岡モビプロジェクト」が始まった。少子高齢

社会が急速に進み、都市と中山間地域でさまざまな格差が広がりつつあるなかで、まちづくりや

人々の生活に交通は欠かせない。モビリティの多様性による豊かな暮らしについて考えた。

　まず、開会は、この岡山まちとモビリティ研究会で「公共交通を考える」第１委員会の委員長である

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が、大所高所から問題提起を行った。

　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、トヨタ自動車から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

展望した。そしてリレートークでは、「おかやまパーソナルモビリティ活用考」をメインテーマに三村

聡センター長がコーディネーターをつとめ、「岡山市が描くまちづくり」として大森雅夫岡山市長、「低

炭素都市津山に向けた超小型モビリティの活用」と題して津山市から飯田早苗氏、「美作市上山地区住

民・NPO主役で創る地域創生」と題してNPO法人みんなの集落研究所代表の石原達也氏、「移動の多

様性と人中心で考える都市の姿」と題して本研究会「移動の多様性」第２分科会委員長の梶谷俊介岡山

経済同友会地域振興委員長が講話した。こうした話題提供を受けて、「次世代モビリティとまちの魅力」

と題して岡山大学大学院環境生命科学研究科の橋本成仁准教授が、客観的なデータに基づき、魅力作り
に求められるキーワードを提起した。

　閉会の辞を、本研究会の委員長の岡山大学荒木勝理事がおかやま地域発展協議体、岡山商工会議所、

岡山経済同友会、岡山市、そして身内ながら岡山大学の関係者へ感謝の意を伝え閉会した。
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　（オ）「若者の政治参加ワークショップ」開催

　参議院選挙を控え18歳からの選挙がスタートすることを受け、2016（平成28）年６月２日、岡山

大学国際交流会館を会場に「若者の政治参加ワークショップ」が開催された。

　講師はYouthCreate 代表の原田謙介氏、地域総合研究センター岩淵泰助教が司会、そして経済界

から若林昭吾社長（岡山市選挙管理委員長）、岡山市議会から鬼木のぞみ議員が参加した。教員や岡山

市の職員などが見守る中で、大勢の大学生と高校生が共に政治参画について真剣なまなざしで考えた。

（カ）「地方創生山田方谷」シンポジウム開催

岡山県の有志が中心となって「雲中の飛龍 山田方谷」NHK大河ドラマ放映の実現を求める全国100万人

署名運動が強力に推進されてきた。その目的のひとつが現代社会への政策提言である。幕末に活躍した

山田方谷は、備中松山藩５万石の元締役に抜擢された後に、嘉永２年（1849年）から藩政改革、財政改

革を始め、安政４年（1857年）までの８年間で、借金10万両（約300億円）を返済し、余剰金10万両を

作った幕末の傑物。また、徳川幕府最後の政策顧問をつとめている。現在、地方創生が言われる中で、

実は国の債務は膨れ上がる一方であり、まさに行財政改革を断行しながら景気回復を図れるか否かがア

ベノミクスの肝となっている。出口が見えにくい時勢には、先人・先哲に学ぶことが重要である。

　こうした社会情勢の下で、2016（平成28）年９月３日、山田方谷を生んだ岡山県高梁市ご出身の前日本

政策投資銀行社長、元富士銀行頭取の橋本徹氏を基調講演者に迎え、倉敷青年会議所が主催者となって

「山田方谷の財政再建からみる『地方創生』」シンポジウムが、ライフパーク倉敷大ホールにて開催さ

れた。

　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を

された。方谷の足跡を辿りながら、「事の外に立ちて、事の内に屈せず」「義」「至誠惻怛」など、山田

方谷が「何を成して、何をやるべきか」を優しく解説、これらの教えは「言うは易く、行うは難し」で、

いざやろうとしても、なかなか周りの人に理解してもらえないことが多く、目先の誰でも考え付くことを

やっても、他者と同じ成果しか得られない、遠くを見渡す眼力を持ち、一見、理解されないことを、い

かに反対があろうが義の心でやり抜くことが大切である、と説いた。

　その「義」と「至誠惻怛」が地方創生のキーワードであり、それは「無私の心」と言い換えてもよく、

自分の利益よりも他人の利益、特に弱い立場の人たちの利益を考えて行動したのが山田方谷だと思う、

と述べた。そして、私心なく、自らを捨てて、正しいと思うことをすれば、最初は反対が多くても、最後

には物事を達成できることを、静かな口調の中にも、信念をもって講話された。富士銀行頭取や日本政策

投資銀行社長などトップを歴任した、わが国を代表する経済人の言葉に拍手が贈られた。

　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、三村聡センター長がコーディネートを担当



■ 82 ■

地域総合研究センターの社会連携・研究・教育（10年の歩み）２

した。まず、橋本相談役が話題提供した「方谷論と地方創生」についての内容をまとめ、続いて、現在

の地方創生について概説し、岡山県の自治体や経済界が置かれている状況について問題提起をパネリス

トの皆様にお願いした。
そして、わが国や地域社会が直面する課題、そして地方創生にまつわる問題意識について、それぞれ

の立場から考えを述べていただき、さらに、方谷の偉業や思想から、パネリスト自らが教訓とし、或い

は、実践現場で行動する際に支えとしている点について、自治体運営やその社会実装、企業経営の実践

展開という視点からご披露いただいた。後段では、地方創生で重要視されている「高梁川流域を結

び、つなぐ」（連携中枢都市圏）という観点から、大切にすべき発想や教えについて、持論を展開いた

だき、最後に、「一言」、地域社会の創生に向けての決意を、それぞれに表明頂いた。300名を超える来場者

があった。

（キ）岡山大学ティーチング・アワード
2016（平成28）年９月１日、“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、外部からゲストや研究者を招き

して全学を挙げて開催された。

　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た。

先進教育賞「アクティブ・ラーニング分野優秀教育賞」及び大規模授業部門では、「生命の基本原理

と生活の中の生物学」と題して、異分野融合先端研究コアの佐藤伸准教授が、先進教育賞社会連携・社

会実践教育分野では「現代コミュニティと地域経済」と題して三村聡センター長が、先進教育賞外国語

による授業分野では「観光文化交流論」グローバルパートナーズ小野真由美講師が、そして優秀教育賞

中規模授業部門では「対人援助のためのメンタライジングとマインドフルネスの心理学」と題して教育

学研究科上地雄一郎教授が壇上に促され、許南浩理事から表彰状と副賞（研究費10万円）を頂き、受賞

者プレゼンテーションの機会を頂戴した。

【三村センター長の受賞講話の要諦は以下の通り】

　「現代コミュニティと地域経済」の授業は、岡山大学がめざす、実践型授業の試行版として位置づけ

ました。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
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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ました。

　また、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ました。なお、成績評価では、「アクティブ・

ラーニング」と「アウトカム基盤型教育」重視の観点から、成果報告を実施して、学生相互の投票により

順位付けを行い、その結果を成績に反映する手法を用いました。

　さて、文部科学省の主導により“アクティブ・ラーニング”という言葉を巡り、全国の学校現場でそ

の対応がなされています。そのなかで、社会連携・社会実践教育という分野について持論を述べると、

最近の流行とでも申しましょうか、まちづくりや地方創生のさまざまなシーンで「ワークショップ」とい

う手法が用いられます。参加者が自由に考えを述べ、他の参加者の意見にも耳を傾け、本音をキーワードで

ポストイットに書き記し、それを同じカテゴリーに集約、その結果にみなが納得する、そこから今後の課

題解決に向けた方向性を見出す、というものです。

　確かに、参加者は、もやもやしていた悩みが晴れた気がします。しかし、「ワークショップ」を実施

したことで満足して、そこから先に物事が進まないことが、いかに多いことでしょう。こうした手法を授

業に持ち込む場合に、私たち教育者は何に留意しなければならないか、これが大事なポイントになりま

す。さまざまな知見から膨大な研究がなされていますが、小職が大事にしている留意点がひとつありま

す。それは、自分自身が、学生に与える授業（課題）に対して、その地域の現場へ入り、その現状と直面

する課題、その課題がなぜ解決できないのかを、可能な限り複眼的に調査・ヒアリングすることにして

います。そして授業の準備段階で、自らが解決策への仮説シナリオを複数持つことにしています。その

上で、学生に対して当該地域を題材にした、チームによるフィールドワークやワークショップを含む「社

会連携・社会実践教育」を実施いたします。

　つまり、現地現物に自らの足で接した結果をまとめ、さらに過去からのまちづくりの経緯（なぜ、どの

ような理由で課題が発生し、解決しようとしたが、どのような理由で合意形成ができなかったか、自治

体（法規制など）の限界はどこにあったのか）、さらに関係する文献や最新資料、国も含めた地域の時

系列データ等を読み解いた上で、学生をフィールドに出す、そのためには、座学オンリーの授業に比べ、

数倍の準備時間を要します。それでも、なかなか満足な授業をする力量が無い自分に気がつきます。そし

て理想は、授業は単位取得が目的でありますが、単位を取得した学生が、次は自主的に当該地域へ出向

き、具体的な課題解決に向けて動き出してくれる事であります。
　そこに到達した学生は、必ず「生きる力」が身につくと確信しています。

（ク）連合岡山2016地域フォーラム
2016（平成28）年８月22日、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
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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。

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、三村聡センター長より「地方創生と市民生活の方向性」と題して基調講演を行い、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、そして伊東香織倉敷市長、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に迎え、三村センター長が

コーディネーターを担当した。

　産官学金労言の総合的かつ有機的連携による地方創生、地域活性が必要である点を強調させて頂いた。

あわせて岡山大学地域総合研究センターの取組みについて紹介させて頂いた。

（ケ）岡山県議会セミナー

2016（平成28）年12月２日、岡山県議会セミナーが開催され、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。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と成果、問題点

について、後段は、この間の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、県内に

おける実践的な活動を通した話題を中心に講話した。

　講演後の30分間、複数の先生方から具体的な質疑応答の時間があり、国と国会、都道府県と都道府県

議会、基礎自治体と地域議会という３層構造を持つ、わが国の行政システムのなかで、その中間に位置

する県と県議会の役割がこれまで以上に重要となる点を強調させて頂いた。

（コ）岡山県知事と語る

2017（平成29）年２月16日、一般社団法人内外情勢調査会（時事通信社）主催のセミナー「生き活き岡

山の実現に向けて」がホテルグランヴィアで開催された。テーマは、基調講演が「新晴れの国おかや
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ま生き活きプラン（案）と2017（平成29）年度当初予算（案）のあらまし」、パネルディスカッショ

ンが「人口減少社会への対応」で、伊原木隆太岡山県知事が、基調講演と続くパネルディスカッショ

ンの コーディネーターを務めた。

パネルディスカッションは、人口の自然増減と社会増減への対応について、経済界からはフジワラテ

クノアートの藤原恵子社長、市民活動団体からは一般社団法人チカクの赤木美子代表理事、地方自治体

からは和気町小西哲史総合政策監（財務省）、岡山大学から三村聡センター長の４名が、それぞれの

視点で持論を展開した。われわれの話をコーディネート頂いた伊原木知事に心より感謝申し上げた。

　時事通信社の大室真生代表取締役社長の挨拶で始まった懇親会には政財界を中心に大勢が参加、地方

創生や男女共同参画・子育て、イノベーションの創出など、今後の岡山の未来を語り合う会となり盛会

であった。おかやま地域発展協議体について時事通信社の大室社長にご紹介申し上げ、さらに今後の進

め方について、岡山県桐野伸一総合政策局長と意見交換の時間とした。伊原木知事と（株）トミヤコー

ポレーションの古市大蔵代表取締役会長の挨拶で閉会した。

（サ）井原市での地方創生公式任務完了

2017（平成29）年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。瀧本豊文

市長の挨拶で始まり、会議の会長は前田芳男副センター長が担当した。

　会では「元気いばら まち・ひと・しごと創生 総合戦略」の2015（平成27）年度評価と2016（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

が出された。無事に井原市を構成する産官学金労言による創生戦略のこれまでの検分は終了した。閉会に

あたり、前田副センター長（会長）、NPO法人みんなの集落研究所の阿部典子首席研究員（本会議副会

長）、井原商工会議所の川井眞治会頭（本会議副会長）から挨拶があり、最後に内閣官房まちひとしご

と創生本部から地域創生戦略顧問として派遣された三村聡センター長から、この２年間の御礼を申し上

げ、井原市の今後益々の発展を祈念すると共に、井原市はデニムの聖地として有名であり、デニムのユニ

フォームに身を固められた、人口ビジョンの策定と創生戦略の策定を担当した、建設経済部地域創生課の

皆様の労をねぎらった。

　2017（平成29）年３月24日、内閣官房まちひとしごと創生本部から、地域の創生を支援すべく派遣され

た、第１期生最後の報告会が内閣府で開催され、続いて首相官邸で締めくくり会があり、三村センター長が

参加した。菅義偉官房長官や山本幸三地方創生担当大臣はじめ国の関係する皆様方が列席するなか、派遣

者を代表して、総務省から秋田県湯沢市へ派遣されている藤井延之氏と三重大学から南伊勢町へ派遣され

ている松田裕子教授の二名が派遣者を代表して、２年間の活動報告をした。菅官房長官から、ねぎらいと

激励の言葉を頂き、2017（平成29）年４月からは第３期生が、新たに地域へ派遣された。
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【地方創生人材支援制度の振り返りと現在】

　地方創生人材支援制度は、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制度であり、岡山大学から三村センター長が岡山県井原市へ地域創生戦

略顧問として2015（平成27）年４月１日から2017（平成29）年３月末日で２年間の任期満了を迎えた。

この２年間を振り返ると、2015（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、石破茂地方創生担当大臣から、「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（2016

（平成28）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

興大臣政務官や増田寛也元総務大臣らと直接意見交換の場も多くあった。当時、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。

　そして2015（平成27）年４月１日、井原市へ地域創生戦略顧問として着任、辞令交付と着任式があり、

第１回元気いばら創生戦略会議が開催された。人口ビジョンと創生総合戦略を策定、2016（平成28）年度

は、実施ステージに入り、同時に「2016（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）も倉敷市を会場に開催された。この懇談会では、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。ここでも三村センター長が座長を務めてきた（2022（令和４）年１月28日開催の同懇談会まで座

長を担当している）。

　さらに、2017（平成29）年２月１日、地方創生人材支援制度「第６回報告会」が霞ヶ関の合同庁舎４号

館にて開催された。８名の報告で、最後に三村センター長から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する機会を頂いた。その報告

では、活動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。

　こうして国からの派遣は終了したが、その後、井原市は市長が交代、人口ビジョンと創生総合戦略の実

施期間である５年間が過ぎ、2021（令和３）年度末現在で、第１期の評価をはじめ第２期となる創生総

合戦略の策定はじめ、総合計画（長期10年）、公共施設マネジメント、指定管理、のにも引き続き委員

長の立場で支援を続けている。
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（シ）生誕120年土光敏夫氏顕彰高校生感想文コンクール

2017（平成29）年１月20日、岡山放送が土光敏夫先生の生誕120年を記念して制作された「めざしの

土光さんを知っていますか」という番組を高校生がみて感想文にしたため、土光さんを顕彰する「土

光さんから学ぶ日本の未来」コンクールが開催された。そのコンクールに入選した高校生（私学が

対象）の表彰式が開催された。

　どの作品も心動かされる内容で、三村聡センター長が審査委員長を担当、講評した。

（ス）岡山まちあるき

　2017（平成29）年３月19日、西川緑道公園で始まった「ほこてん！花・緑ハーモニーフェスタ」に合

わせて、岡山市からの委託調査で、前田芳男副センター長が、学生たちに呼びかけ、陣頭指導をとり

来場者アンケート調査を実施した。

　西川緑道における歩行者天国の常時化に向けた取組みを目指すことを目的とした調査であり、大勢

の市民でショップは賑わっており、野殿橋の屋外会場では、さまざまな来場者向けのイベントがス

ター トしている。

地域総合研究センターでは、岡山市からの経年での本調査の調査費を西川アゴラの運営費に充当し

て拠点活動を続けてきた。

　（2020（令和２）年度で役割を終えたと判断して調査を終了、�2021（令和３）年２月末日、西

川アゴラも閉鎖した）
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⑦　2017（平成29）年度の主な活動
（ア）第28回中国フォーラム 松江会議

2018（平成30）年８月23日、24日の二日間、第28回中国フォーラム 松江会議が開催された。テー

マは「多様化・グローバル化の中で、いま中国地方は」であり、中国５県の各界で活躍する識者が集

まった。

　世話人代表の溝口善兵衛 島根県知事の挨拶で開幕、初日は、全体会で話題提供が二題、基調講演

では「循環型社会に先駆する中国地方の可能性」と題して、一般社団法人持続可能な地域社会総合研

究所の藤山浩所長が地方創生に関する実践事例を豊富なデータを織り交ぜながら講演した。続いて「Ｉ

ＢＭ Watsonの最新動向」と題して日本ＩＢＭの元木剛理事がＡＩ（人工知能）の最新動向と今後の

開発可能性について興味深い話題を提供した。休憩をはさんで四つの分科会に分かれメインテーマ

「多様化・グローバル化の中で、いま中国地方は」についてディスカッションがされた。岡山からは、

経済界、銀行、自治体、文化人、大学人が参加、三村聡センター長が、第三分科会の座長を担当した。

中国経済連合会専務理事や島根県政策企画局長、そして経済人、マスコミのトップなどの顔ぶれで、岡

山からは大原美術館の大原あかね理事長が同じ分科会で、二日間、ご一緒させて頂いた。情報交換会で

は、中国経済連合会 苅田知英 会長、中国経済産業局 波留静哉 局長、松下政経塾 河内山哲朗 塾長と議

論の機会を頂き、スポーツで岡山を元気にするプロジェクト、倉敷水島からつくる高梁川流域学校の環

境教育プロジェクトの二つについて、ご指導ご支援をお願い申し上げた。

　二日目の分科会を経て、再び全体会があり、広島大学地域経済システム研究センターの伊藤敏安教授

の進行で、各分科会で議論された内容を各座長が報告、質疑応答と続いた。

（イ）（一社）岡山経済同友会三委員会合同委員会
岡山経済同友会の地域振興委員会、観光委員会、文化スポーツ委員会、三委員会合同の委員会が、

2018（平成30）年９月25日、岡山商工会議所１階会議室で開催された。江尻博子文化スポーツ委員会委員

長の進行、梶谷俊介地域振興委員会委員長の挨拶で始まり、三村聡センター長が「スポーツ先進都市おか

やまをめざして－文化の薫る観光・街づくり－」のテーマで講演した。講演では、地方創生の実情、新た

な観光の定義と戦略シナリオ、2020（令和２）年オリンピック、パラリンピックを念頭に置いたスポーツ

を活用した元気なまちづくりについて持論を述べた。オールおかやまでのスポーツを起点にした、まちづ

くりに向けて参加者から活発な質疑があり応答した。松田久岡山経済同友会代表幹事から講評を受け、橋

本豪介観光委員会副委員長の閉会の辞で終了した。
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（ウ）岡山県「道の駅」活性化協議会
　国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所（池田裕二岡山国道事務所長）からの依頼によ

り、2018（平成30）年10月19日、三村聡セ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンター長が、岡山県「道の駅」活性化協議会にて「道の駅

を活かした観光と地域の活性化を考える」とのテーマで講師を担当した。北　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海道、関東、中部など、県

外の道の駅や地方創生への取組みを素材にしながら、岡山県内の道の駅と比較するという手法で講話を

進め、県内では、新見市で取組みが進む、クアオルト（地域の資源を活用した健康ウオーキング）を紹

介した。参加者は岡山県内の道の駅の経営責任者と担当自治体の担当者。中国地方で道の駅の経営者と

国、県、基礎自治体が一堂に会して議論を重ねているのは岡山県だけと説明を受けた。岡山国道事務所

や岡山県からの話題提供もあり盛会であった。

（エ）真庭市「未来を担う人応援基金」
未来を担う人を育て応援する基金を活用した人材育成事業に関する会議が、2018（平成30）年10月11

日、真庭市で開催された。この基金は、教育や産業、福祉などの分野で、民間の柔軟な発想を取り入れた

施策推進につなげることを目的に、対象は、①教育および学習、②産業振興、③市民の生活・文化・福祉

の向上、④未来を担う人材応援の４分野。また、事業の形態は、真庭市が実施主体となる「政策提案

型」、市民や市内の企業・団体の取り組みを行政が支援する「市民実施型」のいずれかで、市民実施型

の場合、市が賃金や旅費など必要経費の半分を助成するという内容である。本基金は2016（平成28）年

９月に総額10億円で新設されたもので、提案は誰でもでき、市内に拠点を置く企業や団体からも受け付

けている。2016（平成28）年度は144件の提案があり、研修会開催を支援する「企業人材スキルアップ

支援事業」など23件が採択され、事業費総額2387万円で、うち11件計1960万円は６月定例市議会で審議中

の一般会計補正予算案に盛り込まれている。また、2017（平成29）年度の事業について、更なる事業検討

の方向性など、ひとつひとつの事業を丹念に議論したため、ロングランの会議となった。

　その後、馬内雄大総合政策部長とこれからの岡山大学との連携について情報交換、話し合いを持った。

現在、国際インターンシッププログラムで、真庭市の林業、林産企業や真庭市に大変お世話になってい

る。カナダ国のブリティッシュコロンビア大学から３名の学生を受け入れて、岡山大学の学生たちと共に

地域での就労体験から生きる力とグローバル社会に対応できる力を身につけることを目的に実施している

プログラムである。
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（オ）新見市「クアオルト健康ウオーキング」

日本クアオルト研究所は、日本クアオルト研究機構の事務局的な存在で、健康づくりやストレスの軽

減を進めるため、社会環境をどう整備していくべきか、最新のドイツのクアオルトを調査研究し、地方

自治体、民間企業と連携しながら、日本に適した日本型クアオルト（療養地・健康保養地）を広めるた

めに活動している組織である。

　2018（平成30）年10月22日、新見市民運動公園内の新見市民体育館にて、太陽生命クアオルト健康ウ

オーキング「クアの道（健康の道）」認定記念式典が開催され、新見市の依頼を受けて準備段階から三

村聡センター長がアドバイスを担当した経緯があり式典に参加した。
クアオルト（Kurort）とはドイツ語で、クア（Kur）「治療・療養、保養のための滞在」とオルト（Ort）

「場所・地域」を組み合わせたハイブリッドな言葉で、「療養地」という意味であり、ドイツでは健康保

険の対象になっている気候性地形療法と説明を受けた。その特徴の一つは、個人の体力に合わせた運動
リスクの少ないウオーキングで、運動負荷を心拍数（脈拍）の測定でコントロールしながら、ウオーキ

ングを地域の資源を活用して自然環境を堪能しながら楽しみ、精神的にもリラクゼーション効果が得ら

れるプログラム。

　こうした健康寿命の延長と地域の創生を目指した活動が本格的にスタートした。式典では、コース認

定式、公式ガイド（指導員・普及員）認定式、関係者挨拶と続いた。そして、テープカットに続き、池

田一二三市長をはじめ、約70名の参加者が、雨のなか、専門のインストラクターの案内と指示に従いな

がら、クアオルトウオーキングに出発した。入念なストレッチや体力測定などのメニューも豊富で、さ

らに、地域の食材を中心に提供された「クアオルト弁当」が３種も提供された。カロリーを700㌍以

下に抑え、地域の食材を用いなければならないなど、厳しい基準をクリアした弁当である。

　2018（平成30）年10月、11月の開催予定は、10／26満奇洞コース（集合場所：ふれあいセンター満奇

駐車場）、11／１新見富士コース（集合場所：まんさく運動公園グラウンド横）、11／８満奇洞コース（集

合場所：ふれあいセンター満奇駐車場）、11／16新見富士コース（集合場所：まんさく運動公園グラ

ウンド横）。
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（カ）津山商工会議所と包括連携協定

2018（平成30）年３月13日、津山商工会議所と岡山大学は、岡山大学旧事務局庁舎にて「産学連携

による地方創生及び地域の人材育成に寄与することを目的とし、包括連携の推進に係る協定」を締結

した。津山商工会議所の松田欣也会頭と本学槇野博史学長による協定書への署名、調印が執り行わ

れ、津山商工会館内に岡山大学に関する県北の総合窓口を設置し、地方創生の深化と地域の人材育成

及び確保に向けた取り組みを推進する。

　高橋香代理事と共に三村聡センター長が調印式に同席した。

（キ）岡山県議会地域公共政策セミナー

2018（平成30）年度の地方創生は、全国的にインバウンドを含む観光事業の展開による地域活性化へ

の取組みが注目を集めた。2018（平成30）年２月27日、岡山県議会セミナーにて三村聡センター長が「岡

山県における市民参加型による観光まちづくり推進に向けて」をテーマに講演した。県内自治体の観光

事業への取組み事例を中心に、極力、理論より実践に重点を置いて話題提供を行い、伝統的な観光地と

しての事業展開も重要ながら、移住定住政策に代表される地域へ人を呼び込むためのきっかけ作りとし

ての観光、さらには地域の雇用を創出するためのビジネスモデル作りとしての観光など、地域創生総合

戦略とリンクした地域特性を活かした政策立案が重要である点を強調した。

　また、今ある資源としてスポーツイベントへの参加を通じて来岡される県外、海外の方に向けた観光

誘致へのシナリオ作りが経済界で進んでいる点を申し添えた。

岡山県議会事務局HPは下記の通り。

「岡山大学大学院社会文化科学研究科の三村聡教授（岡山大学地域総合研究センター長）を迎え、

「岡山県における市民参加型による観光まちづくり推進に向けて」をテーマに講演していただきまし

た。講演では、DMO（観光地づくりなどを行う官民一体の観光地経営体）などを例に挙げ、県内に

おける具体的な事例や考え方を中心に、その課題や方向性に関する話がありました。その後、観光に

よる地域創生について、意見交換を行いました。」

（ク）岡山大学ティーチング・アワード

山田一隆准教授が、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。該当する授業は「実践型まちづくり論」である。その授業の概要は下記の通りである。

担当：山田一隆准教授（地域総合研究センター）
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［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/講義番号912014、912015
実践型科目タイプ　　タイプA
学期・時限・教場　　３、４学期/木曜７、８限/一般教育棟A36教室

［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、2016（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2018（平成30）年度から、高等学校でも
2019（平成31）年度から先行実施される。2022（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」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。

［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。

高校→大学→社会という「移行」の問題を考える時、大学生の学びは、社会人への「移行」を念頭に
したものとなるべきであり、それを実践的に学習する場が、実践型社会連携教育であるといえる。
　この科目では、実践型社会連携教育の理念と親和的なサービスラーニングという教育手法を導入した。
　また、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
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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

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。

３学期：「実践型まちづくり論１」 ４学期：「実践型まちづくり論２」
01-02講：導入（現代社会とわたし）
03-08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）
09-14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）

01-02講：導入（現代社会とわたし）
03-12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）

３、４学期に共通する実践活動に関する注記。
※ 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】te.to.te岡山［子ども、子育て］
【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。
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DP要素との関連割合

［サービスラーニングの理論に基づく学習過程の枠組み］

［学習過程を支える目標設定シート、活動日報］

［授業風景］

［今年度の改善点］

　昨年度は、開講初年度であったため、試行錯誤での授業運営となった。にもかかわらず、本科目は、「2016�

（平成28）年度ティチング・アワード表彰」において、「社会連携・社会実践教育分野」の「先進教育賞」

を受けた。科目担当者としては、大きな励みになったことはいうまでもないが、実際の授業運営で

は、いくつかの課題を認識していた。すなわち、１）学生の学習支援に関する課題、２）活動先との関

係性に関する課題、の２点である。今年度の授業では、これらの２点にかかわるいくつかの改善を

行った。

創造力・想像力【教養】 ５％ 情報活用力【情報力】 10％
論理的思考力・判断力【教養】 10％ 情報発信力【情報力】 ５％
幅広い分野への知的関心【教養】 10％ 主体的行動力【行動力】 25％
情報収集力【情報力】 10％ 自己実現力【自己実現力】 25％
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課題と改善については、下表のとおりである。

⑧ 2018（平成30）年度の主な活動
（ア）自治体新入職員研修

公益財団法人岡山県市町村振興協会の依頼で、４月11日と13日、�2018（平成30）年度、岡山県下
の自治体に採用された新入職員を対象とした研修講師を三村聡センター長がつとめた。
会場はサントピア吉備路、参加者は約200名。
　自治体職員としての自覚、地域がおかれた課題、人口ビジョンと地域創生総合戦略の要諦について
講話、グループディスカッションを実施した。

（イ）岡山県市町村振興協会理事会
岡山県市町村振興協会は、市町村振興宝くじの収益金を活用して、県内市町村の振興発展を図り、住

民福祉の増進を目的として、1979（昭和54）年４月に設立され、2012（平成24）年４月１日に公益財団
法人となり、岡山県内の市町村の健全な発展を図るため諸事業を行い、住民福祉の向上の増進に資する
ことを目的に活動する公益法人で、事業内容は下記の通り。
　１．市町村の振興に資する事業に対する資金貸付事業
　２．市町村振興宝くじ岡山県交付金を市町村のソフト事業の財源として交付する事業
　３．市町村の振興に資する事業に対する助成事業
　４．市町村職員等の人材育成のための研修及びひとづくり支援事業
　５．市町村振興に関する調査研究及び情報提供を行う事業
　６． 市町村の共同事業の執務及び市町村の連携協議並びに市町村職員等の合同研修の場としての市町

村振興センター管理運営事業

　６月８日、岡山県市町村振興センターにおいて第134回理事会が開催され、執務執行状況の報告、
2017（平成29）年度事業・決算報告・承認、2019（平成31）年度基金貸付事業（2018（平成30）年度起

2016（平成28）年度の課題 2017（平成29）年度の改善
学生の学習支援に関する課題
● 他のチームとの学びと成長を交流する機会

が少なかった

● 学生が活動日報を書く負担が大きかった

● 期末レポートの発問がルーズだった

活動先との関係性に関する課題
● 現場でのリアルな様子を知る機会がほとん

どなかった
● 活動先との信頼関係の構築は、学生を受け

入れてもらいながら（「走りながら」）になっ
た

➡

➡

➡

➡

➡

学生の学習支援に関する改善
● チームごとにメンターを導入した
● 授業やコアタイムの際に、チームミーティ

ングの分かち合いを行った
● 「手書きの様式をオフライン提出する」から、
「PDFフォームをメール提出」に変更した

● 感想文や体験文にとどまらない論証型レ
ポートを書かせる発問にした
活動先との関係性に関する改善
● 中間伺いの実施、遠くから活動を観察

● 年度当初にプランを提示し、修正する往復
作業の実施
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債分）取り扱い方針、役員・評議員の選任の推薦などの議題が協議され承認された。執務執行状況の報
告では、2017（平成29）年度、三村聡センター長（同協会理事）が担当した「観光研究会」報告書が配
布され事務局より、その成果が報告された。急速に進む人口減少による人手不足問題に腐心する自治体
トップとしての使命や責任についても真剣な対話がなされた。また、同協会では７月豪雨災害へ支援金
を送ることも決議されている。国や地方の財源が厳しさを増す中で、同協会が地域振興のために果たす
べき役割は、ますます重要になってきていると確信した。

（ウ）大学院ヘルスシステム統合科学研究科開設
わが国は少子高齢化や地域経済社会の疲弊といった諸課題に直面している。この課題を解決するため

には、医学と工学技術の学術的連携によって生み出す成果を、人間社会において適切にかつ確実に活用
するための人材育成とイノベーションの創出が求められている。
　岡山大学は、この情況に対応すべく、2018（平成30）年４月、大学院ヘルスシステム統合科学研究科
を開設した。学生はこれまでに学んだ、工学・医療・保健・人文社会等の知識や技術を軸としながら、
さらにその垣根を越えた学際的な教育・研究を行い、医療・福祉の現場など、社会のあり方や課題を見
つめ、それに対して学術や科学の知見を活かし、人々と一緒に新たなものづくりや社会の仕組み作りが
できる人材を育成することを研究科の目標としている。
　６月23日は、岡山大学の自然科学研究科棟において、大学院ヘルスシステム統合科学研究科開設記念
行事が開催され、引き続きピーチユニオンに会場を移して、開設祝賀会が開催された。
　記念行事では、主催者として槇野博史学長が挨拶に立ち、続いて、松田久岡山経済同友会顧問より来
賓祝辞を受けた。また、米国ウェイン州立大学 Stephen Lanier 副学長（研究担当）、Ahmad M. 
Ezzeddine 副学長（国際担当）など関係の深い研究者をお招きするなかで、研究科概要説明を妹尾昌治
研究科長が行い、また学生代表が大学院に期待することと将来への抱負を発表した。記念講演は、JST 
特別顧問･元東京大学総長･元日本学術会議会長の吉川弘之先生から頂いた。
　祝賀会では、大森雅夫岡山市長や松田正己岡山経済同友会代表幹事（山陽新聞社社長）から祝辞を受
け、続いて大勢の医療界の企業代表の方々が次々に思いを披露した。
　こうして人文社会科学、自然科学、医学が融合・統合した研究が本格的にスタートした。
　本センターからは、岩淵泰助教が、授業の一部を受け持っている。

（エ）岡山県中小企業家同友会
岡山県中小企業家同友会から、７月９日、「第27期同友会大学」第１講の講師として三村聡センター

長が招かれた。「中小企業を取り巻く環境の変化～現代コミュニティと地域経済」の演題で岡山県内の
マクロ環境分析を踏まえて地場産業や中小企業が置かれた状況を中心に話題提供した。その中では、こ
の度の大雨による激甚災害復旧に向けた取り組みの方向性についても、東日本大震災の復興活動に関
わった経験に基づき、日常生活の立て直しはもとより、地域の企業活動が再生しなければ、地域の再生
は果たせない点について言及した。
　活発な議論が重ねられ、質疑応答にも熱がこもり、企業経営者から病院経営者まで幅広な方々との情
報交換がなされた。
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（オ）吉井川流域DMO
①吉井川流域DMO設立

アドバイスを担当してきた。
理事会では、山陽新聞社の越宗孝昌会長が代表理事に就任、「地域を超えた多様な組織、団体が連携

して、地域が持つ魅力でストーリーを描き、それを幅広に発信することにより、輝く地域社会を実現し
ていこう」と挨拶された。理事会は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
鯉のぼりの徳永夕子代表取締役、ビザビの前坂匡紀会長、テレビ局３社社長などで構成され、大学から
は岡山商科大学の大﨑紘一副学長が就任した。事務局は赤磐市内に設置された。現場の実質的な責任者
には、公募で選ばれた三雲弘和理事が最高経営責任者に就任、また、地域おこし協力隊サポートデスク
で上級専門相談員として活躍されている藤井裕也氏がフォローする体制で運営される。
　また、観光事業だけでなく、農水産物を起点に生産者と加工業者を結ぶ、いわゆる６次産業化ビジネ
スモデルの支援にも着手する。

３市町は構成団体には加わらず、吉井川流域DMO設立有識者会議が「吉井川流域DMO有識者会議」
に継続発展的に組成、引き続き三村センター長が座長に選任され、会の結びとして、これまでの３年越
しの準備の苦労と、これからの期待について講演した。
　岡山大学は、本ＤＭＯへの情報提供やアドバイスを行うなど支援、産官学金言NPOが力を合わせて、
地方創生に活かす事業モデルの創出に着手した。

②プラン作り活動
７月31日、赤磐市はじめ近隣３自治体で進める、吉井川流域DMOのプランづくりを目的として、赤

磐市の担当者とドイツの森周辺、吉井竜天オートキャンプ場、竜天天文台、４カ所訪問した。赤磐市竜
天天文台では火星観望会開催の準備のさなか、また、隣接するオートキャンプ場は地方創生の資金を活
用して、リニューアルと新たにコテージが新設されており、夏休み中の予約は満杯であり、子供たちの
遊具設備も改修、リニューアルする予定であるとのヒアリング結果を得た。ここには、遥かかなたに大
山（だいせん）を望むことができる魅力のロケーション、人気のスポットもあり、心と身体をリラック
スさせるには、絶好の環境が整っている。その一方で、買い出しや、急な病気への対応には、少々、距
離があることから、泊り客の方は用意を万全にして訪問する必要性も感じた。最後は、旧布都美（ふつ
み）小学校跡地に整備された都市と農村の交流施設である布都美林間学校を訪問した。宿泊、研修、キャ
ンプなど、多目的な利用ができる施設で、ちょうどこの日は、「GAKKO」が主催する世界から高校生
を集めたサマーキャンプが開催されており、施設内には国際化した若い空間が生まれていた。この高校
生向けのサマーキャンプGAKKOプロジェクトは、「世界中にはクリエイティブな人たちがたくさんお
り、彼、彼女らが自由に教える“夢の学校”があったらどんなにいいか」との思いから、古賀健太氏が、

吉井川流域DMO第１回理事会が、５月30日、サンピーチおかやまにて開催され、３年越しで取組ん
だ「吉井川流域DMO（デスティネーション・マネジメント（マーケティング）・オーガニゼーション）」が
設立された。この吉井川流域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、一般社団法人として設立されたもの。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目的にしている。岡山
大学は、三村聡センター長が、設立に向けて、「吉井川流域DMO設立有識者会議」の座長として



■ 98 ■

地域総合研究センターの社会連携・研究・教育（10年の歩み）２

2012（平成24）年、イェール大学在学中に立ち上げたプロジェクトである。世界中から集まった
Sempai（＝先輩）たちが「学びとは何か」議論をぶつけ合い、１カ月かけてプログラムをゼロからつくっ
ていく取組と説明を受けた。
　大学へ持ち帰り、留学生担当の教員と意見交換をすることとした。こうした地域には、まだまだ知ら
れていない資源やスポットが眠っており、2018（平成30）年度設立された吉井川流域DMOの活動に、
どのように活かしていけるか知恵を絞っていくことを確認した。

（カ）大学院社会文化科学研究科付属『文明動態学研究センター』開所
10月１日、岡山大学大学院社会文化科学研究科付属『文明動態学研究センター』が開所した。「我々

はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか」という人類共通の課題について、従来の人
文学の枠を超えて実証研究成果を生み出すことを目的として、幅広な領域から教員が選任され、本セン
ターからは、三村聡センター長が「社会実装」担当として選任された。かけがえのない過去からの遺産、
先人の知恵を語り継ぎ、読み解き、未来に生かす活動がスタートした。なお、同センターは、2021（令
和３）年４月、センターから文明動態学研究所として新設され、本センターからは岩淵泰副センター長
が参加する予定である。

（キ）中国フォーラム㏌山口
10月12日～13日、中国５県持ち回りで開催される有識者が集う会議「中国フォーラム」が山口市で開

催された。会議では、地方創生や未来のデザインを議論、山口県村岡嗣政知事（写真）、中国経済連合
会苅田知英会長（中国電力会長）、山口大学からは田中和広地域連携担当理事・副学長など中国５県よ
り多彩な皆様方が参加した。
　　第一分科会の座長を三村聡センター長が担当、同部会では中国経済連合会会長、マツダ役員、日本
IBM西日本支社長、日本政策投資銀行広島支店長、山口県産業政策部長、そして岡山からは萩原工業萩
原邦章会長が同じ分科会メンバーで、地方創生について議論した。他に岡山からは大原美術館理事長、
中国銀行常務取締役、瀬戸内市長などが参加した。

（ク）天文県岡山
11月７日、浅口市にある天文台と岡山天文博物館、矢掛町、井原市美生天文台を、三村聡センター長、

岩淵泰助教、近藤亜希子事務員が現地視察、星を活かした地方創生シナリオを検討した。
　まず、岡山県はじめ地域自治体や専門家と一緒に、浅口市「国立天文台」、「京都大学天文台」を見学、
そのあと、矢掛町で「矢掛屋」見学、本陣・脇本陣を構える宿場町のまちあるき、最後は井原市「美星
天文台」を見学、地域の特色を活かした天文を核とした広域ツアー企画＆シナリオを考えた。

（ケ）三都市シンポジウム㏌熊本
11月10日、熊本市内で恒例の金沢市、熊本市、岡山市の大学、経済界や商店街、自治体がそろって、

地域の課題を考える三都市シンポジウムが熊本市で開催された。主催は三都市シンポジウム 2018 in 熊
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本 実行委員会（熊本大学工学部まちなか工房 ・ すきたい熊本協議会 ・ 熊本商工会議所）、共催は岡

山市表町商店街連盟、 金沢商業活性化センター、 金沢中心商店街まちづくり協議会、 熊本市中心商

店街等連合協議会。

　今回のメインテーマは『駅前と中心街の競争と連携』、そして目的は「1972 山陽新幹線岡山までの開

通は、わが国高度経済成長最終期の1972（昭和 47）年であった。九州新幹線の熊本乗り入れは 

2011（平成23）年、北陸新幹線の金沢乗り入れは 2015（平成27）年の平成期であり、岡山とは40年

の隔たりがある。一方、駅前と中心街※という２つの拠点間の都市機能の集積バランスの問題は、都

市の成長管理を図る上で三都市に共通する課題である。本シンポジウムでは、これらの課題に対する地

元商業者からの現状報告、行政職員からは各都市の動向についてプレゼンをいただき、ざっくばらんな

意見交換を行う。明治以来の学都たる三都市において、大学と行政、商店街が連携して地域課題の解決

を図ろうとするところに、本シンポ ジウムの意義がある。（主催者メッセージより）」。

　11月10日正午、熊本駅新幹線改札前集合、まず九州新幹線の本格開通を受けて、再開発が進む熊本駅

前の駅舎と周辺の大規模な再開発計画のコンセプトや進行状況について、熊本大学前理事・副学長の両

角光男名誉教授から説明を受けた。次に路面電車に乗り市内の方面へ移動、熊本市街は直接の空襲を受

けていないため、昔ながらの市街地が残されている。先回の熊本地震で熊本城をはじめ大きな被害を受

け、あちらこちらに復興に向けた作業現場がみえた。まち歩きをしながら、昔からの辻や通り名、江戸

期からの市街地の発展プロセス、地震からの復興の状況などについて、熊本大学まちなか工房の富士川

一裕特別事業研究員から詳しい説明を受けた。こうして熊本城下まで参り、天守閣が一望できる熊本料

理「城見櫓」にて昼食とした。

　そしてシンポジウムのメイン会場である熊本市現代美術館アートロフトへ移動、金沢、熊本、岡山の

３都市の産官学が一堂に集い地域の課題を考えるシンポジウムが開かれた。進行役は熊本大学工学部の

溝上章志教授がつとめ、冒頭、駅前と中心市街地の競合と連携をテーマに、熊本大学まちなか工房の富

士川先生が、３都市について３つのスクリーンを同時に使いながら比較説明した。岡山市のまちづくり

については、前田芳男副センター長が説明を担当した。パネルディスカッションでは、岡山からは表町

商店街連盟の長谷川誠 理事長と岡山市産業振興・雇用推進課の河田雅博課長が登壇、進行役は熊本

大学の両角光男名誉教授がつとめた。

　三都市の最前線でまちづくりに取り組む関係者の本音トークに会場は熱気に包まれ、盛会に幕を閉じ

た。センターからは、三村聡センター長、前田副センター長、岩淵泰助教の３名が参加した。なお、来

年度は岡山市で開催することが決定した。
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（コ）地方創生人材支援制度講演会

センターは、トヨタ・モビリティ基金から外部資金を活用した調査研究を実施、また、三村聡センター
長がトヨタ自動車モビリティ研究会メンバー）。

ミーティングでは、現在、政府は、AI やIoT などの新技術と官民データをまちづくり分野に取り入れ、
都市・地域の課題を解決するスマートシティの実現に向けた取組みを推進、「未来投資戦略2018」（2018

（平成30）年６月15日閣議決定）では「先進的技術をまちづくりに取り入れる」べく検討を進めている。
そこでは、単なるインフラ整備では無く、健康寿命の延伸を具現化するための生活インフラ・サービス
を効率的に管理・運営し、環境に配慮しながら、人々の生活の質を高め、継続的な経済発展を目的とし
た、新しい都市の構築をゴールに掲げているとして、意見交換が行われた。岡山大学からは、岡山市、
倉敷市、真庭市など、岡山県内におけるSDGsや地方創生の取組を情報提供、トヨタ自動車からは、

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部主催「地方創生人材支援制度」講演会が、10月29日、玉野市産業

振興ビルを会場に開催された。

　人口10万人以下の都市（当初は５万人以下の都市）へ、地域の創生を支援すべく派遣されている、シ

ティマネージャーが北海道から熊本まで全国から一堂に会し、熱い議論を繰り広げた。これまでは霞ヶ

関での非公開での開催であったが、今回の玉野市開催は、初の

地方での公開による開催となった。

　この制度では、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2015（平成

27）年４月１日から2017（平成29）年３月末日で２年間派遣された。そこでは人口ビジョンと総合

戦略を策定、2016（平成28）年度からは、本格的な実施ステージに入っている。

　　また、その後は第七次総合計画の策定アドバイザーを担当、また現在は、井原市職員の研修講師や「梁

川流域連携中枢都市圏ビジョン懇談会」（倉敷市を中核都市とした井原市を含む７市３町で構成）の座

長を引き続き支援している。

　今回の講演会では、こうした活動の成果を報告、さらに、現在、岡山大学が全学体制で進めるSDGs

への取り組みについても報告した。

　その後、新庄村はじめ３組のシティマネージャーから、現在の活�

動状況についての報告があり、続いて開催地での取り組みとして、文部科学省から赴任している石川雅史

教育長から玉野市が企業と協働して企業版ふるさと納税制度を活用した市立高等学校への機械科の新設

や若者、高齢者、障がい者、移住者等の全ての市民が生涯活躍できるまちを目指す「たまの版

CCRsea」の推進など地方創生の取組が紹介された。また、それを支えた地元企業の三井E&Sホールディ

ングス（旧三井造船）の責任者から企業と地域社会が共生する創生活動について報告がなされた。また、

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局も準備から報告会まで同席、国の方針説明や個別具体的なア

ドバイスを担当した。

（サ）トヨタ自動車でSociety 5.0とSDGsミーティング

トヨタ自動車東京本社にて、２月22日、Society 5.0とSDGsをテーマとしたミーティングを開催した（本
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Society 5.0にまつわる国や先進企業の主要施策に関する各種資料の提供を受けた。

（シ）岡山県地域課題解決支援プロジェクト活動報告会『横展開フォーラム』

岡山県が主催する地方創生の実現を支援するプロジェクトの報告会が、２月14日、岡山市駅前のサン

ピーチ岡山を会場に開催された。

　2017（平成29）年に開始されたこの事業は、岡山県内の市町村から提案のあったテーマから事業が

選定され、岡山県が選考した専門家を派遣して実施される事業で、今回は「廃校施設の利活用」、「ジ

オパークの活用等による観光地域づくり」、「地域版観光DMO設立に係る検討」、「地域商社の設立等
による稼げる地域づくり」の４つのテーマについて活動成果が報告された。

　冒頭、岡山県総合政策局の村木正司局長が開会挨拶としてプロジェクトの趣旨を説明、基調講演では

イデアパートナーズ社長の井出修身（NPOイデア九州・アジア理事長）氏が、「人材×組織×マーケティ

ングによる観光活性化戦略～地域に求められるDMOの役割と機能～」と題して数々の地域活性化の

指導実績に基づく課題提起と成功のキーワードを語り、続いて３名の専門家が４つの事業活動につい

て報告した。
　続くパネルディスカッションでは、三村聡センター長がファシリテーターを担当、専門コーディネー
ター４名に地域活動の担い手や有識者３名を加え「地域資源の活用による地域づくり」のテーマで討論
をコーディネートした。
　大学の立場からも地域資源としての役割とは何か再考したフォーラムであり、本センターからは、吉
川幸実践型教育プランナーが参加、質疑に参加した。

（ス）文化庁『2018（平成30）年度戦略的芸術文化創造推進事業』文化庁『2018（平成30）年度戦

略的芸術文化創造推進事業』として、「岡山CLUB RED RESTAURANT」が、２月18日、後楽園「鶴
鳴館」を会場として開催された。

　主催は「文化庁」と「ぐるなび」、後援は岡山県、岡山市、おかやま観光コンベンション協会、そ
して岡山大学地域総合研究センター。

タ本センターは、ぐるなびの文化庁への企画書作成と地域コーディネートで協力した。担当は三村聡
センター長。
メインテーマは、「若手シェフと若手備前焼作家が後楽園鶴鳴館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 で新しい食文化を創造」、「ユニー

クベニュー」（ふだんは見られないスポット＝後楽園鶴鳴館）でのフレンチコースパーティーの開

催、おかやまならではの魅力を実感できるメニューの提供と備前焼のコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラボによる相乗効果の演出、

瀬戸内海や岡山三川はじめ自然を活かした食材の若手シェフによる新たな価値創造、おかやまならで

はの　　歴史や文化、食材の活用、現地生産者や生活者との交流促進、主催者の意図する開催目的やテーマ

に合致するストーリー性を地域（自治体、観光コンベンション組織、大学）が支援しながら、事業の

継続性を大切に考えるなどを意図した企画とした。
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　全国の地域において観光インバウンド政策の展開が地方創生を一つのゴールとして試行錯誤がつづく
なかで示唆に富んだ企画であった。

（セ）2018（平成30）年度「国際会議場施設協議会」総会・実務研究会

国際会議場施設関係者の総会が、２月21日、岡山コンベンションセンター（社長は橋本豪介氏）で開

催された。国立京都国際会館、名古屋国際会議場、沖縄コンベンションセンターの館長はじめ、幕張メッ

セ、東京ビッグサイト、東京国際フォーラム、パシフィコ横浜、大阪国際会議場、福岡国際会議場など

札幌から沖縄まで日本を代表する国際会議場の役席者が参加、「地方中核都市のMICE事業の未来を考

える」をテーマに三村聡センター長が基調講演を行った。

　講演では、MICEのもたらす経済波及効果は、2015（平成27）年日本開催の国際会議「C（Convention）」

を調査した結果、経済波及効果5,905億円、雇用創出効果は５万4,000人分、税収効果は455億円との試算

が公表されており、MICE誘致の際の「企業インセンティブ」の開催地要件としては、地域・地勢的な

魅力や金銭的な支援も必要ながら、「主催者の意図する開催目的やテーマを如何に支援するか」の観点

が重要である点、さらに、早稲田大学と慶応義塾大学（私学）と国立大学を比較して、MICEと大学経

営の意識や関係性の違いについて持論を述べた。

　岡山大学はじめ国立大学は厳しい経営を余儀なくされる環境にあり、地域社会との関係性を重視した

MICEへの取組みについて議論を深める必要性を説いた。

（注）MICE とは、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅

行）（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イ

ベン　　ト（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントな

どの総称。

（ソ）吉井川流域DMO（赤磐市、瀬戸内市、和気町）

一般社団法人吉井川流域DMO（代表理事は越宗孝昌山陽新聞社会長）の第２回有識者会議が、２

月26日、瀬戸内市の備前長船刀剣博物館で開催された。有識者メンバーは、赤磐市、瀬戸内市、和気

町の観光協会やＪＡ、岡山県、ＪＲ西日本、中国銀行、日本政策金融公庫、山陽新聞社、ビザビ、大学

からは岡山商科大学と岡山大学で構成されている。

　事務局から本DMOの基本理念や活動概要、KPIの設定、2018（平成30）年度事業報告、2019（平

成31）年度事業計画などが報告され、地方創生に新たな観光ビジネスを如何に展開すべきか、その具

体的な考え方や方向性について活発な議論がなされた。三村聡センター長が座長を務めた。
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　なお、３月26日、山陽新聞社にて、赤磐市長友實武則氏、瀬戸内市長武久顕也氏、和気町長草加信義
氏、三村聡センター長による「吉井川流域ＤＭＯ発足記念広域観光振興企画キックオフ座談会」が開催
された。

（タ）岡山大学ティーチング・アワード
前田芳男教授が、アクティブラーニングを活用した授業で岡山大学ティーチング・アワードを受賞し

た。

　該当する授業は「岡山市の魅力を世界に伝える活動」である。

　その授業の概要は下記の通りである。

　担　当：前田芳男副センター長、吉川幸実践型教育プランナー

　2018（平成30）年度より新設した科目である。１年生を主対象として、実社会で活躍する様々な

人を　　　訪ね、その魅力をエッセイにするという授業内容である。毎学期、同名の科目が提供されてお

り、本年度は36人が受講した。学生は、一人ひとり違う相手にインタビューをし、それに必要なアポイ

ントや事前・事後の連絡調整、お礼といった社会人マナーを修得することができる。また、論文とは違

う文章の書き方も指導する。学生には、インタビュー相手がどのようなロジックをもって活動している

かを知ることが大事であると指導している。これにより、学生は、高校までの受験型の学習態度や方法

とは全く異なる学びを体験することができる。できあがったエッセイは、全学期分を一つにまとめた冊

子にしてインタビュー相手にお渡しするとともに、行政やマスコミなどにも配布し、そこを通して情報

発信してもらう。インタビュー相手のリストアップには、岡山商工会議所人材育成委員会の協力を得

た。

⑨ 2019（令和元）年度の主な活動

（ア）岡山県「地域課題解決支援プロジェクト」

10月25日、大阪のインテックス大阪で開催された「ツーリズムEXPOジャパン」に参加、岡山大

学地域総合研究センターは、岡山県と関係市町で構成する「地域課題解決支援プロジェクト（天文・

星空資源の活用による誘客促進）協議会」の活動支援を担当、2018（平成30）年にスタートした本事業

は２年目を迎え、数回にわたる会議を重ね、今年度は協議会が制作した「天文王国おかやま」のＰＲ

ツールを活用して会場で広報活動を支援した。

　同セミナーには、2018（平成30）年６月、日本で初めてアルベルゴ・ディフーゾの認定を受けた矢掛

屋を、イタリアから来日した「アルベルゴ・ディフーゾ協会」の会長が紹介、岡山からは岡山商工会議

所の松田久会頭と丸五の藤木茂彦社長が参加、SDGsを踏まえつつ岡山の魅力を世界に発信した。
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（イ）中国地区高等学校定時制通信制教育振興会大会及び研究協議会
第60回（2019（令和元）年度）中国地区高等学校定時制通信制教　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 育振興会大会及び研究協議

が、11月21日、22日の２日間、岡山市「ピュアリティまきび」で開催され、定時制通信制高校に学

ぶ生徒　　　に対する文化的事業及び体育的事業を実施し、再挑戦の機会を与えると共に逞しく生きる品格

ある人間としての青少年健全育成を支援することを目的として中国５県から高等学校の校長、教頭ら

が参集した。

（ウ）連合岡山30周年記念

１月28日、ホテルグランヴィア岡山において、県内各地の自治体首長や関係団体代表者など、総勢約

600名の参加のもと「連合岡山2020新年交歓会」「連合岡山結成30周年記念式典・祝賀会」が開催さ

れ、岡山大学から三村聡センター長が招待された。

　連合岡山の金澤稔会長があいさつにたち、来賓として連合本部逢見直人会長代行、岡山県から伊原木

隆太知事、岡山市大森雅夫市長らが祝辞を述べた。

　会では、これまでの30年を振り返る映像が流され、構成組織、地域協議会と一体となり、新たな決意

で取り組んでいく連合運動への決意が表明された。

２‒３　社会連携による実践型教育

２‒３‒１　実践型社会連携教育プログラムへの取組
①はじめに

岡山大学では、実践型教育に全学を挙げて総合的に取組むことを学都構想実現の一環として位置づけ、�

2014（平成26）年文部科学省概算要求を活用して、実施に向けて企画提案を行った。

　その前提が、地域や社会のニーズに耳を傾け、そのニーズに応えるための大学シーズをマッチング 

させることであり、学問的にも実践すべき課題を学際的に捉えながら幅広に思考するという、新たな 

潮流が芽生えることをめざしている。また、県内大学との連携も重視している。社会的効果としては、 今

後は、授業科目として、これまで以上に体系化されたシステムに乗りながら学生たちが医療・ケア 

　22日、三村聡センター長が、「学校教育の社会連携を学生目線で�

考える」と題して記念講演を担当、岡山大学の夜間主授業や実践型社会連携教育の取組みについて話題

提供した。
　幹事をつとめた同会北浦信夫会長はじめ岡山県立烏城高等学校、同岡山操山高等学校、玉野市立玉野
備南高等学校、倉敷市立工業高等学校など県外を含む関係する校長から謝辞を頂いた。
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の現場はもとより、中山間地域、教育現場、企業や NPO の現場に出かけて活動を展開することをめざ 

している。このことにより、［１］地域教育環境の改善、医療・ケアの活性化、［２］若者の感性・

知 性を活かしたまちづくり、［３］地域コミュニティ、産業の担い手養成、［４］世代間の対話と社

会的 絆の回復、［５］県、市町村、経済界等の事業計画との連携に成り立つ岡山大学の社会貢献を通じ

て「学 都」（森田ビジョン）を実現したいと考えた。

　また、教員の立場からは、大学が新たな学問的アプローチと地域資源としての新たなシンクタン

ク 機能を発揮することにより、地域人や社会人にとっても新たなノウハウや学びを得る機会が生ま

れ、それが新たなイノベーションを創生する効果を生み出すべきであると考えている。すなわち、こう

した実践知教育の導入・展開が、これからの人材育成には不可欠であるとの考えに基づき、地域社会、

大学の双方にとってメリットを実感しながら、なおかつ、抜本的な大学の学問的改革事業につながる活

動として展開する。なお、大学と地域の連携に関する学術研究を蓄積し、学都の創生に不可欠な情報を

発信することは、地域総合研究センターに課された重要なミッションの一つである。2013（平成25）年

度は各種のシンポジウムを開催するとともに、専門委員の教員による学都研究の実施とその成果につい

ての報告会を開催した。また、 学都構想を推進する各部局の取組を支援するとともに、先進的なまち

づくりを進めていている都市へ の視察調査などを行った。

実践型社会連携教育プログラムの概要図

②実践型社会連携教育の導入経緯
本学における実践型教育は、2014（平成26）年度算要求に基づき、本格的に導入が始まった。当初

は、地域 総合研究センターの教員が、実験的な科目を提供した。当該科目は、【リーダーシップ】【チー

ム力】【判 断力】【責任】【気概】といった「実践知」を有する実践人を育成すること目的に、地域社

会との互　　　　恵性を念頭に置きつつ、深い現場体験をするというものであった。翌2015（平成27）年に

は、本学がSGU（Super Global University）に認定され、その実現のための計画である「PRIMEプロ
グラム」に基づいて、教育の目標を「世界で活躍できるグローバル実践人の育成」と再設定し

た。PRIMEプログラムの教育の柱である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）に基づき、学生の学業や国際社会体験（留学等）などを勘案し、優秀者を「高度実践

人」として認定する仕組みができた。実践型社会連携教育科目の成績は、認定のための要件となって

いる。

　2018（平成30）年度以降、シラバスにおいて、各科目が実践型であるか、またその場合のタイプは
ど　れに該 当するかを明記することになり、これにより、全学で開講されている実践型科目の把握が

できるよう になった。
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③岡山大学の実践型社会連携教育プログラムの推進体制
2017（平成29）年４月１日より、地域総合研究センター教員及び実践型教育プランナーは、全学教育・

学生支援機構基幹教育センター兼務となり、教養学系部会の実践教育部門長及び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いた。同委員会では、毎月１回のペースで会議を招集し、実践型社会
連携教育科目の認定要件の改訂、シラバスへの当該科目の記載などに関する協議を行うとともに、これ
までの蓄積したノウハウを学内外の関係者と共有する目的で「CBL（Community Based Learning）」
研修交流会を開催した。また、当該科目の新規開講を促すために、「実践型社会連携教育科目の作り方・ 
教え方－教育向けガイドブック」を作成した。
　さらに本年度は、岡山商工会議所人材育成委員会（委員長：黒田季之 ㈱ブックス取締役社長）が、 
会議所会員の中から、授業への講師派遣、討論課題の提供、聞き書き活動、ジョブシャドーイングの 
受け入れなどをしてくれる企業を紹介してくれるようになり、授業開発がスムーズに進むようになった。

④実践型社会連携教育の定義及びタイプ分け

（ア）定義
実践型教育科目と実践型“社会連携”教育科目を分けて考えこととする。
学生が実践活動を通して学ぶものを実践型教育科目とする。例えば、測量

実習なども実践活動を伴うから、これに該当する。しかし、測量実習では単
に実技を学んでいるにとどまり、社会の人や組織、具体の課題に触れること
はない。これに対し、人や、組織、具体の課題を通した社会連携が伴うもの
を実践型社会連携教育科目とする。
　社会連携を具体的に説明すると、岡山大学のSGU－PRIMEプログラムに示された３側面を体験でき
る現場を通し学ぶものとするである。例えば、①教員と学生に加え企業の研究者等が議論を重ね、試 
作や分析をしている（異社会の側面）、②複数部局の教員や学生が参加し、それぞれの専門を融合させ 
る中で新しいものを生み出そうとするもの（異分野の側面）、③教育実習など、学生が学校現場に出向き、 
児童・生徒や教職員と触れ合い学ぶもの（異社会の側面）である。

３
側
面

１）異文化体験（学修現場が海外である、留学生・外国人と一緒に学ぶなど）

２）異分野体験（専門以外の世界を知る、異分野の学生や研究者等と交流するなど）

３）異社会体験（行政や企業、町内会といった様々なコミュニティに直接触れるなど）
※社会連携教育という場合の社会は、上表の３）異社会体験に限定されない。

参考：以下の学修（教育）に該当する場合は、基本的に実践型社会連携教育科目である

学修（教育）の名称 内　　　容

サービス・ラーニング 学生が、自分の持つ何らかの知識や技能を用いて、地域社会に貢献する
活動を通して学ぶ。
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ＣＢＬ 学生が、地域コミュニティでの活動を通して学ぶ。

インターンシップ 学生が、企業などでの就業体験を通して学ぶ。

（イ）授業内容としての「準備」と「省察」の重要性

実践型社会連携教育科目は、ただ単に現場に出ればよいのではなく、一連の授業の中に準備のステー

ジと省察のステージをセットで組み込むことを必要条件とする。

　例を挙げると、「地域の安全を考える」という科目があり、その活動の一環で、交通安全キャン

ペー ンに参加し、ティッシュを配るとする。その際、ティッシュを配るだけではなく、「事前に配る

場所の通行人の特性を調べ、それに合わせた配布資料を作ったり、通行人に対する聞き取り調査を準

備する。事後には、ティッシュを受け取った人の反応や、キャンペーンの効果、以後のより効果的な

キャンペーンのあり方を話し合い、改善策を提案する」ステージがある、というイメージである。

（ウ）タイプ分け

まず、社会連携を伴う「実践型社会連携教育科目」と、社会連携を伴わない「実践型教育科目」

に分け、次に、実践型社会連携教育科目についてのみ、以下のタイプ分けをする。

判断基準 記号 解　説

社会連携した実践活動の
度合い

Ａ

a）地域や企業等の現場に出向き、 
b）その時間数が全授業時間数の３分の１以上
c） 成果報告会を開催する（学外の関係者が参加し、授業自体の評価

をすることが望ましい）
　 の３条件を満たす。

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活動が１回以上ある。ただし、単に外部講
師が講義するだけの授業は対象としない。

学修環境としてのグロー
バル要素の付

Ｇ＋ 社会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 
であるなど、異文化の環境に深く入っていく授業。

Ｇ 留学生と日本人学生が協同することにより異文化理解を進めつつ学 
ぶ授業、海外とのテレビ会議など多言語で討論が行われる授業など。

⑤実践型社会連携教育科目の分類

現在、実際に開講されている教養における実践型社会連携教育科

目は、右図の３軸によって分類される。

　社会連携の特性を生かすためには、現場指向性を深めていく必要

があるが、これには、学生が具備する技術（調査や提案等）と社会

問題へのコミットの度合いを高めることが不可欠であり、この方向

性で既存の全ての授業をステップアップさせていかねばならない。

浅

深

低
低

問題指向性

技術
指向
性

高

高

性
向
指
場
現
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２‒３‒２　国際インターンシップとCoｰop in Okayama
　担　当：吉川賢特任教授、吉川幸実践型教育プランナー
①はじめに

2014（平成26）年度に文部科学省の「スーパーグローバル大学創生支援（Top Global University
Project）」事業に採択された岡山大学のPRIME（Practical Interactive Mode for Education）プログラ
ムでは、教養教育としての語学力を強化し、国際社会から地域社会まで対応できる能力を持つグローバ
ル人材を養成するための実践型教育の充実を目指している。

その一環として、岡山大学では、SDGsの目標15と11に関連する地球環境保全に不可欠な森林の機能
と特性を理解し、森林資源の持続的利用について考えることを目的とした実践型教育科目を2015（平成
27）年 度より開講している。

科目名は、2015（平成27）年度はグローバル実践教育科目「森林利用グローバルインターンシップ」
であっ たが、林業・林産業は契機の一つとするとともに、さらに視野を広げてより広範な教育分野を
対象と することを目的として、2016（平成28）年度には「国際インターンシップ」と改称した。
　現在の本科目は、カナダ国ブリティッシュコロンビア大学（以下「UBC」と略す）の森林学部（Faculty 
of Forestry）が実施しているコーオプ教育プログラムの一つ「Co-op in Okayama」と同時開催してい 
ることが大きな特長である。したがって、林学、林産学が主な教育分野である。
　本科目がUBCのコーオプ科目と同時開催することにより、本学の学生は就業実習と異文化体験を同 
時に経験することができる。UBCの学生は日本の森林管理、林業・林産業を学ぶと共に、日本の文化 
を経験できる。また受け入れ企業、機関は、岡山大学の学生が就業することで職場の就業意欲の増進 
と活性化が期待でき、さらにUBCの学生が自社業務に従事することを通して、世界的にトップランク 
の高等教育機関であるUBCの専門的知見を得ることができる。しかも、本学の学生が言語面や生活面 
でのサポートをすることで企業負担が軽減できる。

②国際インターンシップ
（ア）プログラムの概要

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。 
したがって、主にSDGsの目標15（陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林 
の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復および生物多様性の損失を阻止する）の 
課題とその対策を学び、その先に目標13（気候変動およびその影響を軽減するための緊急対策を講じる） 
の気候変動対策にとっての森林の役割とその管理の重要性を学ぶことになる。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 
性をグローバルな視点から学ぶことができる。さらに、UBCの学生との共同生活による良質な異文化 
体験により、就労意識やコミュニケーション法などをグローバルに学ぶことができる。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 
けることが目的である。

（イ）包括連携協定と林業教育コンソーシアム
これまで前例のない形の長期実践型教育プログラムである「国際インターンシップ」はその効果を
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理解し、サポートする体制の構築が欠かせない。つまり、教育活動を推進するための地元の企業との 
連携が重要である。特に本プログラムは、前述したようにUBCの森林学部のコーオプ教育プログラム 
と提携しているので、地元の林業・林産業の企業、行政機関と連携・協力して推進する必要がある。 
そこで、地域総合研究センターが中心となって、川上の森林・山地の管理や木材生産から川下の家具 
製造、建築まで幅広い林業・林産業に関連する企業、行政機関との間で産学官の連携についての協議 
を続けた。その結果、國六株式会社、銘建工業株式会社、院庄林業株式会社、服部興業株式会社、倉 
敷木林株式会社および岡山県森林研究所と岡山大学の間で2014（平成26）年７月に「林業とその関連分
野にかか る包括連携協定」を締結した。なお、岡山県森林研究所はオブザーバーとしての参加となっ
たが、本 プログラムの推進には積極的に協力していくことが確認された。
　そこでこの協定に基づき、次世代の林業を担う人材の育成や林業生産活動の活性化、森林の持続的 
利用を促進することを目的として「林業教育コンソーシアム」を設置した。コンソーシアム参加企業 
との間では、岡山大学の学生がUBCの学生と共に就業体験ができるような実習を実施することについ 
て合意している。当初は上記の５社に岡山県森林研究所を加えた６者であったが、その後、国際インター 
ンシップ学生の受け入れを受諾した企業、自治体、研究室が増えて、現在は、表１に示すように、９
企業、３自治体、３研究室が林業教育コンソーシアムに参加している。これらの企業には、森林の育
成管理、収穫、および搬出といった山元で行う林業、製材や木材加工をする林産業、さらに家具製造
や建築業まで含まれている。したがって、木材の生産現場から、製材や木材加工現場、そして家具製
造や建築現場という、林業・林産業の川上から川下までを就業体験できるプログラムを策定すること
が可能となっている。2018（平成30）年度は図１に示す６企業、１自治体、２研究室で就業実習を実施
した。

（ウ）募集と選考
国際インターンシップの履修対象者はTOEICスコア500以上で、森林や林業、地方創生や村づくりに

関心を持つ岡山大学の学部生、大学院生である。そのことはシラバスに記載したほか、周知のために 
一斉メールの送信やポスター掲示、さらに説明会を実施した。応募者について書類選考、面接、英語 
インタビューテス卜によって選考を行った。

これまでの履修生の所属先を表２に示す。2018（平成30）年度は経済学部、法学部、文学部、環境理
工学部、工学部、農学部、大学院環境生命科学研究科であったが、４年間で１研究科を含む12部局の学
生54名 が履修している。特にUBCからの受け入れ学生数が多かった2017（平成29）年は９部局の学生
が参加した。

表１：林業教育コンソーシアムのメンバー 図１： 2018（平成30）年度に国際インター
ンシップの学生を受け入れた企業等
の位置
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③UBCのコーオプ教育プログラム
（ア）コーオプ教育とは

コーオプ教育（cooperative　education）とはインターンシップに代表される就業体験教育の一つで

ある。日本ではインターンシップは「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体 

験を行うこと」と定義されている。しかし、欧米においては、企業主導のインターンシップとは別

に、 大学主導のプログラム化された職場体験による実践型教育を「コーオプ教育」と呼び、インターン

シッ プとは別のものとして扱っている。したがって、コーオプ教育とは、「教室での学習と、学生の学

問上・ 職業上の目標に関係する分野での有益な職業体験とを統合するための、組織化された教育戦略で

ある。 これにより理論と実践を結びつける漸進的な経験を提供する。コーオプ教育は学生、教育機

関、雇用 主が連携した活動であり、当事者それぞれが固有の責任を負う」と定義される。

カナダではコーオプ教育の内容が国の法律と州の条例で定められ、社会的にも広く認知されている。

企業は学生を準社員として雇用し、学生を実践的に教育する。一方で、学生の就業活動を通して企業 

活動の活性化を期待するとともに、学生をリクルートする機会を得ることができる。学生は企業に貢 

献する一方で、就業体験を大学の学習にフィ一ドバックして、学習内容を深化させると共に、就職の 

機会を拡大させる。このような互恵関係がこのプログラムの大きな特長である。大学はその間に入っ 

て全体をコーディネートし、その進涉状況をチェックし、教育効果を高めるために企業と学生からの 

フィードバックによってプログラムの検証と改善を図る。この三者の相互関係でシステムが出来上がっ

ている。

　企業と学生のどちらにも大きなメリットを持つコーオプ教育であるが、そのメリットを得るために 

は、３か月あるいは４か月という長期の就業が必要であると認識されている。

（イ）UBCにおけるカリキュラム

UBCでは20年以上前からコーオプ教育が行われてきている。現在はほとんど全ての学部・学科で

独自のコーオプ教育プログラムが実施されている。ここでは2015（平成27）年より共同開催して

いるUBC森林学部のコーオプ教育プログラムについて概説する。

コーオプ教育プログラムでは通常の４年間の修学期間を５年に延長したうえで、５回の長期就業実

習（各４か月）を行う。林産学科のコーオプ教育プログラムのカリキュラムを図２に示す。

表 2：国際インターンシップ履修生の所属先
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コーオプ教育プログラムによるUBCの学生の受

け入れを図るために、教員、学生の研究、教育交流

の基本的枠組みである部局間学術交流協定を岡山大

学環境生命科学研究科とUBC林学部との間で2014
（平成26）年７月29日に締結した（図３）。また、

2017（平成29）年には岡山大学とUBCの大学間

で学生交流協定を締結し、国際インターンシップ

を履修した岡山大学の学生がUBCへ正式に留学で

きる体制が整備された（図４）。

図２：UBCの森林学部林産学科の
コーオプカリキュラム

　林産学科のカリキュラムでは通常の林産学に関する講義のほかに、１学期（４ヶ月間）連続して１つの

企業現場で製材や木製品の製造について学ぶことができる就業実習（Co-op１～５）が５回準備さ れ

ている。最終的にコーオププログラムを修得したことが認定されるためには、少なくとも３回の就 業

実習を履修し、合格しなければならない。通常の講義が行われている学期に少なくとも１回は就業 実

習を受講しなければならないため、学部を修了するためには最短でも５年を要する。Co-op１は導入 プ

ログラムとして３か月、その他は４か月であり、次第に責任のある仕事に就くように配置されている。 

この就業実習の期間中、学生は準社員として勤務し、給与が支払われる。

コーオプ教育プログラムに参加する学生は、UBCに寄せられる企業からの求人票に提示される仕事

内容を見て、関心のある企業に応募申請書を提出する。その際、企業と学生の間に教育プログラムを 

熟知した大学のコーディネーターが入り、作業の調整や情報交換をサポートし、企業と学生のミスマッ 

チを防いでいる。

④国際インターンシップとCo-op in Okayama

（ア）岡山大学とUBCの間の協定

　以上のように林業とその関連分野に係る包括連携� 図 3：部局間交流協定

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の学生が協働する就業実習を実施することが可能となっている。全体の受け入れ体制を

図５に模式的に示す。
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（イ）Co-op in Okayama
　「Co-op in Okayama」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、林業教育コンソー
シアムのメンバーと協議し、岡山大学が受け入れ窓口となる求人票を作成し、UBCに提出し、UBCの
コーオプ学生を募集する。本プログラムには日本語、日本文化、日本の森林と林業に関する学習が含
まれており、すべて岡山大学が担当する。
　岡山大学と受入先担当者による書類選考と面接により応募者の中から採用学生を決定する。2015（平
成27）年より2018（平成30）年まで４年間のUBCからの募集学生数は２名、２名、３名、２名であり（表
２参照）、2019（平成31）年度は２名を予定している。2017（平成29）年、2018（平成30）年はUBCの
コーディネーターが本科目への応募者を１次選考したため、それぞれ３名、２名の募集に対して８名、
２名の応募者数であった。しかし、2015（平成27）年、2016（平成28）年はそれぞれ２名の募集に対し
て19名、17名の応募があり、UBCの学生にとって岡山大学でのコーオププログラムは大変魅力的なも
のであることがうかがえる。

（ウ）岡山大学とUBCの学生の協働体制
国際インターンシップを履修した岡山大学の学生は、受入先や本人の都合によって、就業実習期間

は２週間から４週間と異なっている。ちなみに、３週間までは３単位、それ以上では４単位が取得で 
きる。いずれの場合も実習できる期間が短いために、就業先は１カ所となっている。一方、UBCの学 
生は３か月間岡山大学に留学し、ほとんどの期間が就業実習であるため、川上から川下まで様々な業 
種の企業でインターンシップ体験をすることができる。どの就業先でも岡山大学の学生とUBCの学生 
が常に協働で就業実習を行う。
　図６に本年度の９月から11月までの就業実習のスケジュールを示す。UBCの林産系の学生は院庄林 
業、環境工学研究室、新庄村、銘建工業の４カ所で就業し、林学系の学生は服部興業、森林生態学研 
究室、倉敷木材、百森の同じく４カ所で就業した。一方、国際インターンシップを受講した岡山大学 
の学生は上記の８カ所の就業先からそれぞれが１カ所を選択し、２週間から４週間就業した。本年度 
は２名の学生が２カ所の就業先を選択し、それぞれ２週間ずつ就業することができたが、これは初め 
ての試みであった。

図５：２つの関係の全体模式図図４：学生交流協定（一部）



■ 113 ■

地域総合研究センターの社会連携・研究・教育（10年の歩み）２

　本学学生の就業期間が短いのは、本プログラムの実施期間（９月から11月）の３ヶ月のうち２ヶ月は
通常の授業が実施されている期間であり、本プログラムに参加するためには授業を休まなければならな
い。しかし、２週間以上連続して大学の授業を休むことができないためである。長期就業体験を可能に
するためのカリキュラムの改変が求められている。

（エ）国際インターンシップの目的
岡山大学の学生は所属する学部、研究科や専門分野

を問わず参加しているので、林業と林産業につ いて
の専門性は低い。そこで、就業実習を通して実践的な
知識と能力を身につけると共に、就業体験をその後の
大学での学びにフィードバックすることで自らの専門
分野についての学びを深化させることを大きな目的の
一つとしている。さらに、UBCの学生と英語による
コミュニケーションを図り、林業と林産業を通してカ
ナダと日本の違いを学び、語学力とグローバルな視点
を同時に身につけることをもう一つの目的としている。さらに、岡山県内の林業・林産業の企業の活動
や岡山の森林・自然を基礎とする地場産業の広がりを知ることで、地域の経済活動や環境問題への関心
を向上させることも大きな目的である。これは、前述したように、SDGsに深く繋がる授業であること
を示している（図７）。

　一方、UBCの学生は林学・林産学を専門としており、すでにコーオプ教育プログラムへの参加経験
があり、企業活動についての知識がある。そこで、そうした知見を元に日本の森林、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 
クすることが期待される。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。

このように岡山大学の学生とUBCの学生が協働で就業することで、国際インターンシップとCo-op
in Okayamaという ２つの実践型教育プログラムの双方に相乗的な効果が表れることが期待されている。

図６：2018（平成30）年度就業スケジュール

図７：目的と SDGs
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⑤就業実習と関連教育
事前教育、導入教育、事後教育は、岡山大学の農学部、環境理工学部、環境生命科学研究科、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の教員ならびに島根大学、高知大学、 鳥
取大学、岡山県森林研究所、岡山県労働基準協会、岡山県農林水産部の協力を得て実施している。

（ア）事前教育
岡山大学の学生のほとんどは林業とは異なる専門分

野の学生であるが、林学、林産学についての基礎的な
知識を持って就業することが望ましいので、就業実習
に先立ってほぼ１週間かけて事前教育を行っている。
内容は林業政策、木の文化、森林経理学、林業法律学、
林産学概論、林学概論、砂防工学、樹木生理学、森林
生態学に関するもので、集中講義として実施している。
表３は2018（平成30）年度の事前教育の科目とその内
容である。それらの講義の実施は地域総合研究セン
ターの教員が中心になっているが、その他に岡山県農林水産部、岡山県農林水産総合センター森林研究
所、岡山県労働基準協会等の協力を得ている。
　また、就業に臨む目的意識を明確にし、担当する業務が社会の中でどのような位置づけにあるかを理
解するために学習目標を設定し、実習後にその成果を検証するためのコーオプ概論も講義している。

（イ）導入教育
UBCの学生は林学、林産学を専門分野とするの

で、専門教育として日本の林や行政と日本の森林・
林業の実情および植物実習を実施している。さらに
日本での就業に必要と思われるものとして、日本語、
日本文化と社会などについての概説を行っている。
さらに、国際交流オフイスの「L‒Café」で一般学
生への英会話レッスンに協力している。表４は2018

（平成30）年度の事前教育の科目とその内容である。

（ウ）就業実習
３ヶ月のうち、導入教育と最終発表会の準備期間を除く11週間が就業実習期間である。
その就業実習中は、岡山大学の学生とUBCの学生は協働して作業を行うが、岡山大学の学生はUBC

の学生と企業担当者との意思味通をサポートする役割も担っている。これによって異文化を知り、コ 
ミュニケーション力が向上し、英語力が磨かれる。専門用語についてサポートするために、就業時に
必要と思われる専門用語630語と傷病時の状況説明に必要な88語を日本語とその読み方（ローマ字表
記）、英語を併記した林業用語集を電子版で作成した。
　実習内容を振り返るために活動日報（図８）を就業期間中は毎日記入し、受け入れ企業、機関に提出
する。企業は内容を確認のうえ、コメントを記入して学生に返却する。また、実習の効果を自己点検す

表３：事前教育の科目と内容

表４：導入教育の科目と内容
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るために、「自己評価シート」（図９）は毎週末に記入し、大学に提出する。

（エ）成果の報告
企業ごとに就業の最終日に成果報告会を実施し、就業活動の成果をまとめると共に、企業への提言

を行っている。
　また、実習期間の最後に行う成果報告会は全学だけでなく、一般にも開放されたものである。学生 
の口頭発表に対し、受入先や教員、学生から様々な質問や意見が出て、今後の学習へのフィードバッ 
クの内容を充実するのに有効なものとなっている。

⑥評価
（ア）自己評価

履修学生には、就業実習の前（事前学習終了時）と就業中、就業実習終了後の３回、就業について
の自己評価を行っている。これまでも同一の自己評価シートを用いて自己評価を行っており、事前学 
習の効果や就業実習の影響、あるいは今後の大学での学習への就業実習の効果などを検証できる。

（イ）成績評価
履修評価のための基準は以下のUBCの評価基準に則ると共に、就業期間中の態度や日報、口頭発表

の 内容などを加味して最終判断を行っている。
　１．リーダーシップに関する評価項目：主導能力、創造性と革新性、自主性、熱意と関心
　２． チーム力に関する評価項目：情報取得能力、作業をミスなく行う能力、生産性、コミュニケーショ 

ン能力（筆記、会話）、チームワーク能力
　３．判断力に関する評価項目：判断能力、指導者の意見を吸収する能力
　４．倫理と責任に関する評価：自己管理能力、信頼性、協調性、規則と方針に対する適応

２‒３‒３　倉敷市水島から学ぶ地域社会と環境
　教養科目の「倉敷市水島から学ぶ地域社会と環境」では、学部一年生を対象に、水島地区のまちづく

図９：自己評価シート図８：活動日報
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りを題材にした地域課題の現状とまちづくりの実践を学ぶ授業をしている。その特徴は、学内講義に合
わせて、みずしま環境財団、商店街、まちづくり団体からの地域の現状を紹介してもらうことだ。水島
地区は日本有数のコンビナートを抱え、産業経済拠点として発展しているが、人口減少社会の中で、住
民自身が住みやすいまちをどのように作っていくかを検討し始めた。学生たちは、集中講義への参加を
通じて、その発展策や課題をまとめたレポートを提出する。授業では、学生は、「まちとは何か」とい
う問いを持ち、専門を活かして地域に触れる経験を大切にする。参加学生は、熊本大学１名、新潟大学
１名、本学学生９名の計11名が参加した。対面とオンラインのハイブリッド型で授業を行い、対面での
参加者は、５名であった。
　授業のカリキュラムでは、７月27日に水島商店街のまちあるきを行い、９月17日に向けたパーキング
ディの打ち合わせをした。パーキングディは、アメリカ・サンフランシスコのまちづくり手法であり、
道路を人間の活動空間に変えるイベントだ。しかし、８月、９月の緊急事態宣言のため、パーキングディ
を中止した。その代わりに、当日、地域課題やまちづくりを振り返る日を設定した。９月16日は、岡山
大学にて、岩淵泰副センター長が市民参加の理論、水島財団から環境学習をテーマに講義を行った。９
月17日は、13時30分から「タウンミーティングと住民自治（岩淵）」、14時から16時まで、「パーキングディ
と水島のまちづくり」、16時から17時まで、「おかみさんの会（商店街のお母さん方）」、17時30分から19
時まで、「タウンミーティング（倉敷市市議会議員、水島臨海鉄道、岩淵のゲスト）」では、学生たちが、
コロナ禍で地域の発展策を議論した。９月18日９時30分から11時まで、授業の振り返りを行った。その
後、学生はレポートを提出した。

２‒３‒４　SDGs：持続可能な社会に向けた岡山のまちづくり事例
　岡山のまちづくり事例からSDGsを学ぶ講座である。岩淵泰副センター長は、SDGsや市民参画に関
する基礎理論を学んだ後、西川緑道公園のまちづくりの実践を紹介した。続けて、岡山市庭園都市推進
課から中心市街地の活性化の取り組みについて、また、みずしま財団からは、環境再生のまちづくりに
ついて紹介がなされた。受講生は120名を超え、受講生の中には、地域総合研究センターが提供するフィー
ルドワークに参加する学生もいた。

２‒３‒５　岡山まちづくり論
　岡山まちづくり論では、受講生が矢掛町中川地区江良集落で滞在型農村交流プログラムの開発に参加
した。目標は、滞在型プログラムの開発と集落同士の交流を活性化させることだ。輝け！江良元気会か
らは、田舎のフードロスについて問題点が投げられた。
　学生は、白桃の収穫に参加し、桃栽培の苦労や面白さについて集落の方からうかがった。学生からは、
都会と集落との間で、時間に対する意識や捉え方が異なっているという意見があった。また、夏野菜の
収穫体験では、ナス、トマト、キュウリなどの生産があっても、大量にできてしまうと、それらが消費
者になかなか届けられないことも知った。農家の方が丹精込めてつくった野菜を有効活用する方策を議
論した。学生たちは、草刈り作業に参加した。
　田舎のフードロス問題では、規格外の野菜が放置されてしまうことがあるが、有効に利用し、地域活
性化の手段にすべきだと意見があった。そのためには、生産者のメッセージを付けて訴えるべきだとし
た。
　江良集落には、トレーラーハウスがあり、学生たちは、自然体験、勉強合宿、バーベキューなど思い
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思いの活用提案をおこなった。

２‒３‒６　実践デモクラティック・ラーニング
　この講座では、人口減少社会における地方議会の役割を分析した。地方議会は、担い手不足、男女比、
高齢化、情報公開の不足など様々な課題を抱えているが、一方で、開かれた議会を目指す市町村も増え
てきている。本講座では、岡山市市議会議員、岡山市選挙管理委員会からもゲストスピーカーを招き、
地方自治の実態を学生と議論した。

２‒３‒７　ヨーロッパ都市論
ヨーロッパ都市論では、参加者の研究発表に加え、民主主義、市民参画、都市に関する論文を精読し

た。

２‒３‒８　授業科目名（教養科目）実践型社会連携教育「多職種連携と地域包括ケアのワークショップ」
　授業テーマ「島の高齢者の暮らしを考える」
　 　介護・福祉・医療を通じた地域包括ケア及び多職種連携に関する教育について、及び、福祉・介護

施設や医療機関が地域社会・地域経済に果たす役割の評価に関わる事業として、多様な学生が介護・
福祉・医療の多職種連携および地域医療・ケアの問題点を自主的に考える場を提供する。

　実施期間　2018（平成30）年度第３学期
　指導教員
　　岡山大学　大学院医歯薬学研究科　教授　浜田淳
　　岡山大学　地域総合研究センター　センター長・教授　三村聡
　　岡山大学　大学院保健学研究科　教授　西田真寿美
　　川崎医療福祉大学　医療福祉学部 医療福祉学科　准教授　竹中麻由美
　　笠岡市地域包括ケア推進室　室長　西江雅子
　参加学生
　　岡山大学16名、ハルピン医科大学１名（留学生）
　　川崎医療福祉大学５名
　参加社会人
　　笠岡市　今城　慶太

Ⅰ　背景と教育目標
　医療・介護・福祉サービスは、社会的共通資本※１としての性質を持ち、特に日本では比較的公平なサー
ビスが提供されていると国際的な評価が高い。しかし、世界一の高齢化を背景として高齢者の介護、医
療に関する問題が国民にとって切実なものになるとともに、「医療崩壊」という言葉が各種メディアで
叫ばれ、医師不足や公立病院の閉鎖などの問題が起きている。地域医療、特に島しょ部や中山間地域で
はその問題は顕著となり、他にも赤字体質の病院、国民健康保険の財政的な危機など、医療制度の先行
きに影を落とす問題は多い。
　本授業では、岡山県笠岡市の島しょ地域の医療・介護・福祉サービスを社会共通資本としてしっかり
と機能させ、地域住民が安心して生活できるためには、どのような条件が必要かについて、問題提起と
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考察を行うことを目的に実施した。

（注）１　 社会的共通資本とは、「ひとりひとりの人間的尊厳を守り、魂の自立を支え、市民の基本的権利を最

大限に維持するために不可欠な役割を果たす」「自然環境、社会的インフラ、制度資本の三つの範疇」

「制度資本として特に大切なのは教育と医療」 宇沢弘文『社会的共通資本』（岩波新書）より

Ⅱ　研究計画
　福祉・介護施設や医療機関が地域社会・地域経済に果たす役割の評価

①  島しょ地域を中心として、地域住民のさまざまな介護・福祉・医療ニーズに対応して欠かせない
役割を担っている介護・福祉施設、医療機関、関係機関の機能を学び、地域社会、地域経済にお
ける役割について検討する。

②  地域福祉計画、介護保険事業計画、医療計画の中でのこれらの施設の位置づけやこのような計画
の策定手法についても検討する。

③  地域福祉・介護・医療の従事者や地域住民、行政関係者とも連携しながら、地域社会の中で介護・
福祉・医療サービスを過不足なく提供する方策について検討を行い、安定的な施設運営や人材の
定着促進に資する方策を探る。

Ⅲ　2018（平成30）年度授業内容
　まず大学で事前学習を実施、授業の趣旨、目的、ねらい、実践型授業として現地調査の心構えや留意
点、ワークショップの進め方などについて大学院医歯薬学研究科の浜田淳教授と大学院保健学研究科の
西田真寿美教授と三村聡センター長が講義を担当した。

　【オリエンテーションと講義】
　　10月２日（火）16時20分～18時30分（岡大津島キャンパス）
　「オリエンテーション」
　「高齢社会における地域包括ケアの重要性と島しょ部における課題」

大学院医歯薬学研究科　浜田淳　教授
　「少子高齢社会と地方創生」

岡山大学　地域総合研究センター　センター長・教授　三村聡

　【事前講義】
　　11月13日（火）16時20分～18時30分（岡大津島キャンパス）
　「フィールドワークの経験」

岡山大学　大学院保健学研究科　西田真寿美　教授
　「フィールドワークのプログラム確認と学ぶべき視点」

岡山大学　地域総合研究センター　三村聡　センター長・教授

　【滞在型現地実践型授業】
　11月17日から18日の一泊二日、岡山大学と川崎医療福祉大学の学生たちが、笠岡市の白石島と北木島
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にて、介護ケア施設を訪問して、地域社会の実像を学んだ。
　４班に分かれての現地視察で、白石島は①デイサービス「だんだんの家」、②認知症対応型生活介護「あ
いあい」、北木島は③デイサービス「すみれ」、④デイサービス「ほほえみ」を訪問した。
　午後からは、島内巡りを体験、瀬戸内の島の歴史や文化、そして落ち着いたのどかな空間と多島美に
もふれた。
　授業終了、学生たちは島の皆さんと交流会を開催した。学生たちは島のコミュニティの結束の強さや
少子高齢化が進む地域の課題を直接ヒアリングした。陸地に比べて制約条件や不便さなど課題が多いも
のの、とても元気に生き生きと暮らす島の暮らしぶり、島の良さについて本音の話を学生たちは伺うこ
とができた。その夜、学生たちは深夜まで、視察報告書の作成作業を行った。
　主担当の医学部浜田淳教授と連携担当の三村聡センター長は、合宿所から宿へ移り、全体の流れの確
認と今後の指導方法について意識合わせをした。
　翌日、朝から、地域包括ケア推進室西江雅子室長の講話を受け、自治体や地域の医療ケア組織・団体
が直面する課題について学び、その内容を踏まえて、川崎医療福祉大学医療福祉学部の竹中麻由美准教
授のコーディネートでワークショップと報告会を実施した。随時、チームごとにコメントを浜田淳教授
が加えて、さらに深い学びを得た。
　班ごとに視察結果と課題解決に向けた提案は下記の通り
　１．白石島　町の暮らしを考えるデイサービス「だんだんの家」への訪問
　２．多職種連携地域包括ケア～認知症対応型生活介護「あいあい」in 白石島～
　３．働き口をつくり、一生暮らせる北木島をつくるためにデイサービス「すみれ」
　４．北木島グループワークデイサービス「ほほえみ」

　どの報告も、とても内容の濃い提案であった。
　お借りした合宿所の清掃を行い、晴々とした笑顔で船着き場へ戻り、北木島を後にして笠岡港へ無事
帰港した。

　（実 施 日）　11月17日（土）~18日（日）
　（場　　所）　岡山県笠岡市　笠岡諸島「北木島」と「白石島」
　（指導教員）　岡山大学　大学院医歯薬学研究科　教授　浜田淳

岡山大学　地域総合研究センター　センター長・教授　三村聡
川崎医療福祉大学　医療福祉学部医療福祉学科 准教授　竹中麻由美
笠岡市　地域包括ケア推進室　室長　西江雅子

　（訪 問 先）　地域密着型通所介護事業所「だんだんの家」
認知症対応型生活介護（グループホーム）「あいあい」
地域密着型通所介護事業所「すみれ」
地域密着型通所介護事業所「ほほえみ」

　（宿泊研修所）「石切りの杜（もり）」
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　【市民と共に学ぶ教育】
　12月８日、笠岡市において、「認知症サポーター講座」と「2018（平成30）年度 笠岡市愛育委員協議
会・栄養改善協議会・ヘルスアップ推進会合同研修会」が開催され、約300名が来場した（当日のプロ
グラムは別添参照）。研修会の会場は笠岡市保健センターギャラクシーホール。

テーマは「地域共生社会～お互い様の地域づくり～」、地域住民が安心して暮らせる地域づくりにつ
ながる特色ある活動が報告された。冒頭、地域共生社会の実現に向けた現状等について笠岡市地域包括
ケア推進室西江雅子室長から話題提供があり、それを受けて、地域を支える「愛育委員協議会」、「栄養
改善協議会」、「ヘルスアップ推進会」の三団体から、現場での活動報告があった。その要諦は、急速に
少子高齢・人口減少社会がすすむなかで「スキンシップの上手でない親」「孤独な高齢者」「認知症の高
齢者」が増えており、また、子育てや介護をする日々の生活の中で、健康状態の課題が生じたとき、自
分ひとりや家族だけでは対応できない事象が急増している。こうした課題を解決するために、地域の様々
な組織が相互に連携しあいながら、乗り越えようとする実践現場からの報告がなされた。
　例えば、健康づくりの取組がきっかけとなり、「地域」の人と人とがつながりを生みだす機会となり、
見守り・声掛け活動や高齢者見守り、健康問題の把握や孤立予防など、総合的に地域包括ケアシステム
が構築され、もって健康な町づくりにつながっている様子に学生たちは感銘を受けた。
　続いて、学生たち二チームが、先日の北木島と白石島の地域包括医療ケア実習で学んだ内容を報告さ
せていただいた。
　さらに、岡山大学大学院医歯薬学研究科の浜田淳教授、川崎医療福祉大学医療福祉学科の竹中麻由美
准教授が「地域共生社会の実現～わが事丸ごとの仕組みづくりについて～」と題して講演した。
　最後に三村聡センター長が、７月豪雨災害の話題を踏まえながら市民協働とコミュニティパワーの重
要性が地域医療ケアシステムを支えているとの観点からコメントした。
　岡山大学ではこのプログラムを実践型社会連携教育として位置付けており、①大学での事前学習、②
島での現地視察実習・ワークショップ・課題解決に向けた提案書作成、③今回の市民合同研修会への参
加と意見交換・情報交換、④大学での振り返りと気づき学習と続き終了した。
　笠岡市の諸団体、島の皆様、笠岡市の皆様のご理解・ご協力により、学生たちは多くの学びの収穫を
得たと確信した。

　　笠岡市「認知症サポーター講座」と「市民公開講座」への学生参加
　　　12月８日（土）午前　認知症サポーター講座

午後　 公開講座「2018（平成30）年度 笠岡市愛育委員協議会・栄養改善協議会・
ヘルスアップ推進会 合同研修会」
会場：笠岡市保健センターギャラクシーホール

　【まとめ】
　本授業のまとめとして、振り返りと気づきの時間を設け、教養科目としての学びの意義、社会とのか
かわりの重要性、高齢社会を生きるための力の大切さについて、学生から提出されたレポートをもとに、
大学院医歯薬学研究科浜田淳教授がまとめの講義と評価を行った。
　12月18日（火）16時20分～18時30分（岡大津島キャンパス）
　「実践型授業の気づきと提出されたレポート評価」

岡山大学　大学院医歯薬学研究科　浜田淳　教授
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岡山大学　地域総合研究センター　三村聡　センター長・教授

２‒３‒９　2018（平成30）年度岡山大学教養科目実践型教育留学生と学ぶ日本伝統文化
　授業概要
　　2018（平成30）年度１学期集中
　　教養教育科目（実践知・感性（実践知））
　　単位数：１
　期間
　　2018（平成30）年５月３日（木・祝）～５月５日（土）（二泊三日）
　宿泊地
　　岡山大学惑星物質研究所　三朝宿泊所
　参加者

○教員
高等教育開発推進センター（L‒café）藤本真澄、
地域総合研究センター　岩淵泰、三村聡

○スタッフ
　（L‒café）大原　瑞萌
○授業を履修した学生　合計22名
　（ア メ　リ　カ）　２名 　（ベ  ト  ナ  ム）　１名　　　（イギリス）　２名
　（オーストラリア）　１名 （インドネシア）　１名 　（タ イ）　２名
　（台 湾）　１名　　　（ド　 イ　 ツ）　２名 　（日　　本）　10名

　教育プログラムの概要
　【事前授業】日時４月 27日（金）17：00～18：00　 教室 L‒café

　事前学習
（１）留学生に伝えたいポイント
鳥取県三朝町にある、三徳山三徳寺は、断崖絶壁に立つ日本遺産 六根清浄「三徳山投入堂」が有名

であり、日本で最も参拝するのが難しい寺といわれ山岳宗教のメッカとなっている。
　その教えは、六根清浄（ろっこんしょうじょう）と六感治癒（ろっかんちゆ）という、人と自然が融
合する日本独自の自然観であると言われ、三徳山は、山岳修験の場としての急峻な地形と神仏習合の特
異の意匠・構造を持つ建築とが織りなす独特の景観を有しており、その人を寄せ付けない厳かさは1000 
年にわたって畏怖の念を持って守られ続けている。
　真剣に向かわねば事故を起こす霊験あらたかな人と自然が融合する修験道の山を体感することにより、
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断崖絶壁での参拝により「六根（目、耳、鼻、舌、身、意）」を清め、三朝温泉での湯治により「六感（観、

聴、香、味、触、心）」を癒す。

　つまり、参拝の前に心身を清める場所として三徳山参詣の拠点を担った「三朝温泉」は、三徳山参詣の

折に白狼により示されたとの伝説が残り、温泉発見から900年を経て、なお、三徳山信仰と深くつながってい

る。

　留学生と学生たちは、三徳山参詣による断崖絶壁での参拝体験により「六根（目、耳、鼻、舌、身、意）」

を清め、湯治により「六感（観、聴、香、味、触、心）」を癒すという、ユニークな世界を体感しつつ、

こうした日本古来の伝統と文化、自然と歴史を学び取った。

　特に留学生は、日本文化を母国の文化と比較しつつ、グローバルな視野から相互理解を深めようと議

論を尽くした。つまり、本授業では、鳥取県三朝町の歴史と文化から地域社会の風土に即した社会資本

としての祭礼への参加を通じて、地域の人たちの自然観や宗教観をはじめ地域を守り育てる考え方やま

ちづくりの機能についても意見交換を行った。

　そして地域社会が継続して豊かな文化を享受できる生活を送るためには、どのような条件が必要かに

ついて、問題提起と考察を行った。 

（２）現場体験、実際の課題に触れることを重視した科目

SGU（スーパーグローバル大学創成支援事業）などの諸計画の中で、実践人は「実践知」を身につけ

た者と定義づけられている。そして、実践知は【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】などをさす。

　こうした力を身に着けるために、従来の座学による講義から得る知識に留めず、学生が介護・福祉・医

療を通じた地域包括ケア及び多職種連携に関する社会現場の体験により様々な人や課題に触れながら、生

の驚き・得心等の感情を伴って獲得することにより“実践人”を目指すことが、本授業の主目的として

位置付けている。もちろん、あくまでも学生レベルの実践人であり、真に実践知がついたと実感するのは

社会に出て経験を積んでからのことになる。そのとき、振り返って、大学の学びが自分のベースになって

いると実感できることが重要となる。

　すなわち、社会のパートナーと連携し、そうした学びができるよう設計されたものが実践型社会連携教

育科目である。

　また、岡山大学の第三期中期計画における「グローバル実践型教育」に関しては、グローバル化に関す

る目標を達成するための措置として、スーパーグローバル大学創成支援「PRIME(Practical 

Interactive mode for Education)プログラム：世界で活躍できる実践人を育成する」事業の目標達成のた

め、次の取組を行うと定めている。
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　なお、岡山大学で、現在検討を進めている「実践型社会連携教育」の定義は下記の通りであり、本授
業は「G＋A」タイプに属する。

実践型社会連携教育のタイプ分けの基本
判断基準 記号 解　説

社会連携した実
践活動の度合い

Ａ

a）地域や企業等の現場に出向き、
b）その時間数が全授業時間数の３分の１以上
c） 成果報告会を開催する（学外の関係者が参加し、授業自体の評価をす

ることが望ましい）
の３条件を満たす。

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
スカッション等の活動が１回以上ある。ただし、単に外部講師が講義す
るだけの授業は対象としない。

学修環境として
のグローバル要
素の付置

Ｇ＋ 社会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
るなど、異文化の環境に深く入っていく授業。

Ｇ 留学生と日本人学生が協同することにより異文化理解を進めつつ学ぶ授
業、海外とのテレビ会議など多言語で討論が行われる授業など。

事前学習
　県や自治体の資料を引用して授業の位置づけや目的の理解を図った。
　Ⅰ　背景と教育目標
　冒頭述べた通り、本グローバル実践型社会連携授業の開催地である、鳥取県東伯郡三朝町は、岡山県
真庭市、鏡野町と隣接する、鳥取県の中央部（東伯郡の由来のとおり伯耆国の東部）にある町で、人口
は約7,000人である。三朝町は、1953（昭和28）年11月１日に５か村（小鹿・三徳・三朝・旭・竹田）
が合併して誕生した。主要産業は観光と農林業で、町土の約９割を山林原野が占め、狭あいな谷間に沿っ
て集落が点在している。
　そして、ここ三朝町は、山陰を代表する名湯「三朝温泉」があり、豊富な湯量は中四国屈指であり、「日
本遺産指定第１号」に指定されている。源泉が見つかり、浴場として人々に親しまれるようになって
2019（令和元）年で開湯853年を迎え、発祥の地・元湯である「株湯」、中心街にある「たまわりの湯」、
そして三徳川の中にある露天風呂「河原風呂」という３ヶ所の共同浴場を有している。
　また、三徳川両岸には大小20数軒の旅館が建ち並び、温泉街には、木造３階建ての老舗旅館をはじめ、
食堂やスナック、レトロな理容室や射的場、みやげ物屋が軒を連ねており、昔ながらの温泉街の風情を
とどめている。また、三朝町の地方創生の目標は次のとおりである。
　この地域の課題と解決策を、そして三朝地域の魅力を高めるための方策を、留学生（外国人）の素直
な目線でとらえて、歴史や文化、自然の恵みを踏まえて、議論、提案する。

　【事前学習に引用した資料の抜粋部分】
　人口ビジョンから読み解く「三朝町の目指すべき方向＝地域創生戦略」

☞  町の宝である“みささっ子が育つまち”として、「子育てするなら三朝町」のさらなる確立を推
進し、未婚率の増加と結婚年齢の上昇に対して施策を打つことによる出生数の維持を図り、自
然減年間60人の抑制、さらには合計特殊出生率における人口置換水準への上昇を目指す。
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☞  町民にとっていつまでも“暮らし続けたいまち”であるため、特に若年人口の転出抑制と転入
促進の効果が期待できる施策に取り組むことにより、年間約40人の転出超過について解消を図
るとともに、2040（平成52)年に約5,000人、2060（平成72)年に4,000人を超える定住人口の確
保を目指す。

☞  観光関連産業を中心とした町内の主産業がもたらす交流人口の維持拡大を図るため、関係施策
の強化および新たな関連施策を展開し、本町が2040（平成52）年を迎える時、定住人口と交流
人口を合わせた6,000人が幸せに過ごしているまちづくりを実現する。

基本目標　人が行き交いみささ人が暮らし続けたいまち
【主なＫＰＩと具体的事業など】
　　Ⅰ．郷土愛の醸成促進

　（主なＫＰＩ）ふるさとを学ぶ機会の提供回数30回(H31)
　　　　ふるさとに触れる機会の提供回数50回(H31)

　（具体的事業）町史収集・発信事業、みささの味わい発信事業 など
　　Ⅱ．“みささ暮らし”の促進

　（主なＫＰＩ）空き家バンク登録件数30件(５年間)
　　　　県外からの移住者150人(５年間)など

　（具体的事業）空き家バンク＆空き地バンク事業、移住定住相談員設置事業、
　　　　新築住宅に対する固定資産税課税免除、お帰りなさい奨学金助成事業
　　　　など
　　Ⅲ．宿泊拠点化に向けた交流人口の増加促進

　（主なＫＰＩ）観光入込客数40万人(H31)、外国人宿泊者数１万人(H31)
　　　　三朝町の記事が公開された日数256日(H31) など

　（具体的事業）三徳山歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業、
　　　　中部脇役選手権大会
　　　　開催事業、外国人観光客誘致対策事業、温泉地を結ぶトレイル整備事業、
　　　　三朝町ホームページ構築事業 など
【数値目標】
　　転入・転出者数が均衡(H31)
【具体的施策】
　　Ⅰ．郷土愛の醸成促進

①ふるさとを学ぶ機会の提供
②ふるさとに触れる機会の提供

　　Ⅱ．“みささ暮らし”の促進
①移住相談機能の強化と受け皿整備
②移住者への支援

　　Ⅲ．宿泊拠点化に向けた交流人口の増加促進
①日本遺産の磨き上げ
②観光プロモーションの実施強化



■ 125 ■

地域総合研究センターの社会連携・研究・教育（10年の歩み）２

③インバウンドの促進
④滞在型まちづくりの促進
⑤情報発信力の強化

　鳥取中部全体の魅力を高めて行くための重点施策を示します。重点となる観光施策は、５つの柱、「鳥
取中部のブランドづくり」、「おもてなしの基盤づくり」、「情報発信の充実」、「国際観光の推進」、「観光
ビジョンを推進するしくみ」で構成されています。
　「鳥取中部らしさ」とは何でしょうか。第２章の課題部分では、観光地として知名度・認知度は決し
て高くないと述べましたが、一つひとつの資源について言えば、「本物」であり、決して他の観光地に
劣るものではありません。温泉をはじめ、各地域の観光資源は「中部全体の観光資源であり、自分たち
の誇れるもの」 という意識を高め、鳥取中部ブランドづくりを行います。
（１）癒しの鳥取中部というブランドイメージ
ひとことで癒しと言っても、その要素は様々です。温泉や食で癒される人もいれば、体を動かして癒

される人、歴史ある街並みを散策して癒される人もいるでしょう。鳥取中部には癒しの要素となる光り
輝く観光素材が数多くあります。鳥取中部だからこそ体感することのできる癒しを提供することで、他
地域との差別化を図り、ブランド化につなげます。
　（２）おもてなしの環境整備

・観光客が快適に過ごすためには、住民、観光事業者、行政など、観光客を取り巻く全ての人が“お
もてなしの心”で接することが大切です。

・観光案内人（ボランティア含む）や通訳者の養成等が必要です。また、訪れる観光客に対するおも
てなしを行ううえで、住民みずからが、観光地のことを知り、価値を理解するなど、地域住民の意識向
上を図るための受入側としての学習等も必要です。
　国内観光市場が縮小する中にあって、鳥取中部においては韓国、台湾をはじめとした外国人の観光客
が増加する傾向にあります。鳥取県では、「国際リゾートとっとりプラン」を策定し、2015（平成27）
年までに年間３万人の外国人宿泊客の拡大を目標に、従来の米子ソウル便・環日本海定期貨客船に加え、
県内の空港や港湾へのチャーター便やクルーズ客船によるダイレクトの誘客と市場の拡大が取組まれて
きています。このような状況の中、鳥取中部においても、県とも連携し外国人観光客の満足度を向上さ
せるため、Wi‒Fi環境の整備などの受入環境整備の充実や観光素材のブラッシュアップ、ターゲット（国・
地域）を明確にした情報発信を行うことで、外国からの誘客を進めていきます。

フィールドワーク
５月３日、14時から留学生は、陣所の縄作りの準備に参加した。近年、コミュニティの高齢化が進み、

陣所の規模も縮小傾向にある。つたを集める作業も業者に委託しているが、縄作りはコミュニティの力
で現在も維持されている。留学生の力は、伝統芸能を維持するために役立てられている。三朝町プログ
ラムは３年目であり、コミュニティの人々と留学生は積極的な交流が行われた。留学生の中には、メモ
帳をとって、「どうしてお祭りが行われているのか」という質問を地区の人に投げかけていた。作業は
力仕事が主であり、適宜に休憩を取って行われたが、その間も交流が持たれた。
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【縄の準備】

【地域の人々との交流】

【綱の結び作業】

【縄だし】

　５月４日、９時30分から三朝館の協力を得て、おもてなしを学んだ。９時から11時までは、温泉の清

掃時間となっており、留学生は、風呂場の清掃と草むしりを行った。抜いていい草とそうでない草を見

分けながら、和気藹々と楽しい作業を行った。
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【三朝館お風呂掃除】

【茶道体験】

　講師からは、和敬清寂を基礎とする茶道の精神と作法が伝えられた。「和」は、仲良くすること、「敬」

は、慎み、人を尊重すること、「清」は、心を安らかにし、清潔にすること、そして、「寂」は、落ち着

き、動じないことだと説明があった。留学生は、正座をし、お茶の作法や、お菓子の食べ方などの指導

を受けた。

【松浦弘幸町長からのお話】

　松浦弘幸町長は、三朝町と岡山大学は、ラジウムの研究から医療に至るまで、長い歴史を持っている

と語った。また、留学生が伝統・文化を維持するためにまちづくりに参加していることに感謝の意を表

し、三朝町は、欧米で高まっているウェルネス（健康志向）のまちづくりを展開したいと述べた。

【陣所の大綱引き】

　赤のはっぴが西の商売繁盛を、そして、青のはっぴは、東の五穀豊穣のチームとなっている。19時30

分に公会堂にあつまり、その後、綱を引きながら地区を周った。21時に大綱引きが始まるが、二つの綱

がつながるまで、時間がかかった。「よいしょ！よいしょ！」の声があがり、学生たちは力いっぱい

綱 を引いていた。綱引きが終わった後、後片付けに参加する学生もいた。
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【三朝町プログラムの振り返り会】

　二泊三日の三朝町プログラムから学生たちが何を学んだのかを、宿泊所にて学生たちは自分の意見を

出し合った。

学生の体験学習から得た感想と意見等

１　地域の人とのコミュニケーションから得られた情報

　お祭りを支えているのは、70代以上の人が多い。人口減少はまちづくりに大きな影響を与えている。

祭りの担い手が減っており、バスの本数も減り、公共交通の運営も難しくなっている。お祭りの時は盛り

上がっているが、地域の課題も多い。

　縄作りでは、来年度から機械の導入が議論されている。かつては、つたを地区の人々で集めていたが、

現在は森林組合の力を借りている。しかしながら、地域の人は綱作りを手作業にこだわりたいと思ってい

る人もいる。地区の人の意見には、「市販のロープではなくて、木でするから意味がある。通すまでに

意味があるんだ。針金ではだめなんだ。これも木の皮でするから意味があるんだ。あなたが通すから、み

んなでするから意味があるんだ。」というものがあった。
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２　陣所に参加した留学生の感想
・ 非常にすばらしいものだった。陣所が終わり、片付けが始まると、地域の人はきれいに掃除をしてい

た。誰に指示されるわけではなく、働いていた。その姿を見て、地域の人々がどれだけ自分のまちが
好きなのかがわかった。しかしながら、陣所の幹部が変わったことで、物々しい雰囲気もあったよう
な気がした。笑ってくれる人やそうでもない人も地域にはおり、戸惑うこともあった。

・台湾から来たことを話すと喜んでくれた。深い交流ができたことは財産になった。
・岡大と三朝町は長い関係がある。今は個人同士の交流も深まればよい。

３　ウェルネスなまちづくりに向けてのアドバイス
　松浦町長が提示したウェルネスなまちづくりに向けて、学生たちはアイデアを出しあった。
・トリップアドバイザーなど国際的な情報サイトへの投稿が必要である。
・ フェスティバルのある日は良いが、その他の日は、時間を過ごす場所がない。自然散策、山歩きなど、

多様なアクティビティがあればよい。長期の滞在が難しい。お客さんの参加しやすいものを作って欲
しい。

・ラジウム（放射線）が怖い人もいるから、海外向けに情報をもっと提供したほうがいい。
・食べ物などインスタ映えを目指すべきだ。
・ コンビニもない。また、食事するところがない。浴衣来ても行くところがない。食べ歩きがあれば楽

しい。
・ヨガをしたり、朝歩き、瞑想などの旅行があってもいい。
・ 矢掛のように、小さな買い物があればたのしい。日本の伝統に限るものではなく、もっとやることが

ある。着物や書道などもいい。
・ 旅館の中の情報が閉じられているから、わかりにくい。また、お客さんのターゲットがよくわからな

い。
・ お土産の種類を増やしてほしい。綱に関わるものが欲しい。お金を落とすのなら、記念が欲しい。持っ

て帰ることができる、お土産を作ればいい。

　以上が、三朝プログラムに参加した留学生の意見である。滞在期間中に得た地域住民の声や学生自身
が感じたものを率直に述べてもらった。学生たちは三朝町には課題もあるが、まちづくりの資産は非常
に高いと感じており、機会があれば、また訪れたいと考えていることがわかった。

むすびにかえて～地域の声を基にして～

　岡山大学の学生を受け入れている藤井博美氏（みささ村地域協議会会長・三朝区長）は、留学生の参
加について以下の様に教えてくれた。

　『人数が少なくなっている中で、大助かりです。学生がいなかったら、ぎりぎり間に合わなかったか
もしれません。二年前にも参加して頂きましたが、自然な形で、わきあいあいと交流ができて、違和感
はありませんでした。あーして、こーしてなど身振りの説明でつながったのが良かったです。
　20年前は、女人禁制でした。でも、そのころ、一気に世代交代の波が押し寄せて、女性の外国人交流
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員が参加しました。
　２年とか４年とか、同じ人が続けて参加してくれるとまた良いと思います。綱からみは、朝10時から
やってますので、昼ごはんも一緒に食べて、集合写真を撮れたらありがたいです。ひとりではなくて、
参加者全員が入っているものが、公民館に残っていければありがたいです。』

　三朝プログラムは、学生の成長と地域のまちづくりの互恵的な関係を目指しており、2018（平成30）
年度の取組は、地域の人々にも好意的に受け止められていることが分かる。ただし、課題としては、参
加者が増えると、学生がお客さんのようになり、自主的な活動も制限されてしまうことである。教員は
地域の人々と共に声をかけ、注意をしていく必要がある。
　最後に、本講義は、留学生と日本人学生の混合による地域交流と国際交流を基にした実践型教育であ
るがその特徴を以下に付しておきたい。

（１） 留学生と日本人学生は、地域に伝わる伝統文化を共に学び、加えて、まちづくりの抱える課題を
国際的な視点から分析する力を身につけることである。

（２） 全学の学生が受講できるだけではなく、部局間の教員が連携し、地域からは、鳥取県と三朝町と
いった行政、寺社、自治会の支援を受けていることである。

（３） 学生がまちづくりの課題を知ることで学びがある。また、三朝町の伝統行事も維持することがで
き、岡山大学が掲げるSDGsの理念にも一致している。

　なお、本授業は2019（令和元）年まで継続して実施されてきたが、2020（令和２）年度は、新型コロ
ナ禍の影響により中止となり、2021（令和３）年度も同じく実施ができなかった。
新型コロナ禍の影響がなくなり次第、再び実施の方向で、三朝町と協議を継続している。

２‒４　まちづくりに関係する研究

２‒４‒１　三村聡センター長の研究
三村聡センター長の本センター教員としての主な研究業績は以下の通り
書籍
　 三村聡（2021）『地域モビリティの再構築』家田仁・小嶋光信監修，三村聡・岡村敏之・伊藤昌毅編

著（薫風社）PP192～214　第８章SDGsで活かす交通権確保の道筋
　 三村聡（2015）『現代公共政策のフロンティア』荒木勝編（岡山大学出版会）PP229～260　第９章 

現代コミュニティと地域経済
　三村聡（2014）『労働金庫　勤労者自主福祉金融の歴史・理念・未来』（金融財政事情研究会）単著

論文
　三村聡（2021）研究ノート「倉敷市における地域公共政策の支援活動」
　　岡山大学経済学会雑誌（53（２），PP １-25）
　三村聡（2016）「大原社会問題研究所の心」
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　　公益財団法人有隣会大原孫三郎總一郎研究会報告書（４）PP22-34
　三村聡（2014）「岡山の地で生まれた労働金庫（２）」
　　岡山大学経済学会雑誌（45（４），PP69-84）  
　三村聡（2013）「岡山の地で生まれた労働金庫（１）」
　　岡山大学経済学会雑誌（45（３），PP49-64）  
　三村聡（2013）「労働金庫の財務分析」
　　岡山大学経済学会雑誌（45（２），PP25-58） 
　三村聡（2012）「労働金庫のリレーションシップバンキング」
　　岡山大学経済学会雑誌（44（３），PP49-72） 
　三村聡（2013）「生命線は次世代システムと地域連携」

　『月刊金融ジャーナル』No.676，金融ジャーナル社，PP34-37

調査報告
　 三村聡（2019）『「日本一女性に優しいアリーナ」構想現実に向けたコンセプト調査』岡山大学地域総

合研究センター
　 三村聡（2017）「観光研究会2018まとめて考察」『2017（平成29）年度調査研究事業「観光研究会」報

告書』公益財団法人岡山県市町村振興協会，PP163-211
　 三村聡（2016）『2016（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』農水産業協同組合貯金保険機構

学会報告
　三村聡（2017）「岡山大学森田ビジョン「学都構想」の実現」日本計画行政学会中国支部大会
　三村聡（2018）「岡山大学の地域創生活動の実際」日本計画行政学会中国支部大会
　三村聡（2019）「岡山大学の地域におけるSDGsへの取組み」日本計画行政学会中国支部大会

その他の報告書
　 三村聡（2021）「SDGsを意識した公会計への期待」『第32回公会計監査機関意見交換会環境分野に対

する検査・監査・評価～SDGsへの貢献を目指して～』会計検査院，PP91-97
　 三村聡（2020）「災害から生き抜くためのまちづくり」『中核市サミット2020 in 倉敷』中核市市長会

倉敷市サミット開催事務局，PP12-13

２‒４‒２　岩淵泰副センター長の研究
岡山市西川緑道公園のまちづくり
　西川緑道公園を市民活動の拠点として捉え直す研究として以下のものが挙げられる。これら研究の特
色は、岡山市民の暮らしにとって水と緑の空間がどのように影響を受けてきたのかを明らかにした点だ。

　岩淵泰（2019）「西川アーカイブス」（吉備人出版）
　岩淵泰（2016）『参加民主主義による公共空間の再生：岡山市西川緑道公園のまちづくり史』岡山大
　学経済学会雑誌 47（２） 277‒301 2016（平成28）年
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　また、ESDの視点から西川緑道公園を捉えたものとして英語論文がある。
　IWABUCHI,I.（2018）“University and community partnerships for urban development Civic 
engagement in Nishigawa Canal Park in Japan” in Zinaida Fadeeva, Laima Galkute, Kiran Chhokar,
（eds）. ACADEMIA AND COMMUNITIES： ENGAGING FOR CHANGE, United Nations University 
Institute for the Advanced Studies of Sustainability （UNU‒IAS） .

大原總一郎論
　大原孫三郎の子である總一郎の社会思想を以下の論文にまとめた。總一郎が唱えた『親和協力の精神』
を基に、地域共生のまちづくりがどのように展開されてきたのかを分析した。

　岩淵泰（2020）『大原總一郎の高梁川流域論』高梁川 （78） pp.110‒122.  
　岩淵泰（2019）『大原総一郎の社会開発論：経済至上主義を超えるために』高梁川 （77）pp. 103‒121. 
　岩淵泰（2018）『大原総一郎における地域共生の思想：高梁川流域連盟から高梁川流域連携中枢都市
圏まで』高梁川 （76） pp.4‒17.

岡山地域のまちづくり
　真庭市、矢掛町、和気町など岡山県各地の市民参画を論文にまとめた。各地域で特色のあるまちづく
りが展開されていることを明らかにした。

　岩淵泰（2021）『SDGsのまちづくり：岡山県真庭市の地域循環共生圏』耐火物 737（９）pp. 372‒
376.
　岩淵 泰, 前田 芳男, 出川 真也（2021）『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』エンロールメント・マネジメントとIR = Enrollment 
Management and Institutional Research （２） pp.81‒88 2021.
　岩淵泰（2018）『サテライト・キャンパスを活用した大学と地域の連携可能性について：―岡山大学・
西川アゴラを拠点としたまちづくりの展開』、岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要 （46） pp.13‒25.
　岩淵泰, 吉川 幸, 長宗武司（2017）『教育による地方創生戦略 ： 教育の町『和気』構想を一例に』岡
山大学経済学会雑誌 49（１）pp. 41‒68.
　岩淵泰（2017）『地方創生時代のまちづくり：矢掛町大名行列inサンフランシスコを一例に』高梁川 （75）
pp. 57‒69.

海外のまちづくり
　国際学都研究会の内容を論文にまとめた。ストラスブールに関する研究は以下のものが挙げられる。

ミシェル・コベル, 岩淵泰（2019）『翻訳 ミシェル・コベル;地方議員は人々を代表しているか;社会
学的描写』岡山大学大学院社会文化科学研究科 （48） ．pp.１‒9.
　岩淵泰, 酒井健地（2019）『トランジション フランス・ウンガーサイム村のエコまちづくり』
　都市計画報告集（18） ．pp.３‒7.
　岩淵泰（2018）『フランスにおけるメトロポールの誕生と開発評議会 ： ストラスブール・ユーロメト
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ロポールを一例に』岡山大学経済学会雑誌49（３）pp.65‒77.
岩淵泰（2017）『都市成長に対する市民参加の制度的発展 フランス・ストラスブール市を一例に』都

市計画報告集（16）pp. 188‒191.
　岩淵泰, 氏原岳人（2017）『開発評議会：市民社会からの参加 フランス・ストラスブール・ユーロメ
トロポールを一例に』都市計画報告集（16）pp. 268‒272.

岩淵泰（2015）『フランスにおける学都創成』荒木勝（編）現代公共政策のフロンティア、岡山大学
出版会.

　また、ポートランドの都市計画と市民参画に関しては以下の研究がある。

　岩淵泰, セルツァーイーサン, 氏原岳人（2017）『オレゴン州ポートランドにおけるエコリバブルシティ
の形成 ： 都市計画と参加民主主義の視点から』岡山大学経済学会雑誌 48（３） pp.255‒277 2017（平成
29）年

岩淵泰（2016）『多様性の中の参加民主主義：オレゴン州ポートランド市における市民参加』
岡山大学経済学会雑誌 47（３） pp.209‒225.
スティーブ・ジョンソン&岩淵泰（2015）『ポートランドのまちづくり物語』荒木勝（編）現代公共

政策のフロンティア、岡山大学出版会.

２‒５　学生活動　学都チャレンジ企画

２‒５‒１　10年間の主な学生活動の思い出を振り返る
　岡山大学の学生たちによる「学都チャレンジ企画事業」によるまちづくり活動は2012（平成24）年度
にさかのぼる。制度が全学に広がった2013（平成25）年度の活動計画発表の様子を紹介する。
　2013（平成25）年度の学生たちによる、まちづくり活動計画が採択され、地域総合研究センターから
支援することが決まり、2013（平成25）年７月８日、採択された15団体の学生代表が各団体の活動計画
を発表した。教員や職員も大勢参加しての発表会は熱気に包まれた。
　発表会では、地域総合研究センターの岩淵泰助教と職員の渡部英広氏が進行役を担当した。「学都チャ
レンジ企画事業」発足当時の活動と概要を紹介して記録に留める。

　　国際医療勉強会 ILOHA
　『ILOHA STUDY PROJECT～岡山大学で学び、岡山に還す』

　　 １年間１テーマ（医療に関するもの）を決め、現場（海外を予定）での経験を含む学習を自主的に
行い、この中で得た学びから自分の地域での問題に気づき、アクションを起こすことで自らの学び
を地域に還元する。

　　OKAYAMA カタリバ PROJECT実行委員会
　『OKAYAMA カタリバ PROJECT』
　 岡山県内の高校へ出張授業を行い、岡山の様々な問題を通して、「自分の地域をきっかけにして、
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世界を知り、自分の将来を真剣に考える」機会を高校生に提供する。

　　岡山大学ベンチャー研究会OUVL
　　『岡山大学公式Facebookから盛り上げよう』

　 岡山大学公式Facebookの投稿内容を充実させ、地域の方々等に今まで以上に岡山大学の魅力をPR
する。｢大学別Facebookページいいねランキング｣ でTOP10入りが目標。

　　岡山アグレクス
　　『野菜づくりで絆づくり』

　 牛窓町において、留学生も含め農作業を体験し、農業者と交流を行う。これらの活動を通して、｢
食育｣への関心を高め、自然の恵みに感謝し自らの健康や食生活について見直すきっかけをつくる｡

　　Energy Via Okayama
　　『美咲町小原地区と大学生が ｢協同｣ した ｢皆が一員の家｣ 計画』

　 農地やコミュニティ機能の担い手不足が深刻な美咲町小原において、｢むらしごと｣ 活性化の誘導
を実施する。空き家利用による拠点（｢皆が一員の家｣）の整備、実効的な農業体験、地域援農支援、
中山間マルシェとして学生農産物販路の開拓等を行う。

　　地域交流プロジェクト
　　『瀬戸内市裳掛地区再生プロジェクト』
　　 過疎化の問題を抱えている裳掛地区の活性化、人口増加を目指し、学生と地域で協力し合い様々な

活動を行っていく。｢情報発信｣、｢農地の再生｣ の２つから活動を始める。

　　MACHI FES
　　『MACHI FES』

　 石山公園において、他大学の学生とも協力し、｢学生を中心とした若者の連携・協働による街の賑
わい創出｣ を目指す。カフェ、フリーマーケット、ステージイベント、作品展示等を行う。

　　Li☆Luck
　　『岡山大学七夕祭／岡山大学うぇるかむデー』
　　 ｢大学と地域との交流｣、｢学生間の繋がりを広げる、深める｣、｢自己啓発｣ を目的として、七夕祭・

うぇるかむデーにおいて、企画立案、準備、運営を行う。

　　だっぴ50×50実行委員会
　 『｢働き方百科｣ 進路を考える若者が働き方・生き方に出会えるトークイベントだっぴ50×50～2014

～』
　　 進路や就職を考えている若者が、自分なりの働き方や社会への関わり方をしている社会人とつなが

る“場”を作ることで若者に生き方や働き方を軸に就職を考えるきっかけを提供する。
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　　満月BAR実行委員会
　『満月BAR』
　 満月の夜の西川緑道公園において、｢おしゃれ｣ にフードやドリンク、音楽を楽しめる空間を作る

ことで、岡山男子のおもてなし力を高め、賑わいを作り、若者が街を作っていくこと等を目指す。

　　おかやまバトン
　『おかやまバトン　夏プロジェクト』
　 岡山大学と地域、岡山と被災地をつなぐ、被災地支援活動。福島の子供達による日本舞踊の公演、

｢おかやま桃太郎祭｣ の“うらじゃ”参加等を行う。

　　おかやま百年構想
　『奉還町ファジストリート計画』

　　 奉還町商店街へファジアーノ岡山に関する掲示板、タペストリー等を設置し、市民の方々にクラブ
への関心や地元への愛着につなげる。

　　社会科教育講座大学院
　『市民と学ぶ！岡山の課題発見教育プログラムの開発』

　　 市民が一緒に学ぶことができる教育プログラムを将来教職を志す学生と市民の協働作業で開発・実
施を行う。協働して取り組むことで地域が一体となって支える教育のあり方を示す。

　　文学部「社文文」３回生
　『頭島に架かる希望の橋－その今と未来を見つめて－』

　　 ２年後に本土との橋が完成する頭島について、現状と橋が完成した後の生活の変化を調査するため、
フィールドワークを行い、島の現状や課題等を探り、解決策を考える。

　　地域創造研究部たんぽぽ
　『総社市地域包括ケア』

　　 大学と地域が協働したまちづくりのあり方について、地域の方々と意見交換等しながら実践を通し
て考えていく。ワークショップで出された意見等を基に、協働して行えるプランを考え、実施して
いく。

10年間の主な学生活動の紹介
　採択された活動はじめこれまでの主な学生の活動をいくつか紹介して記録に留める。

① 総社市山手地区「なかよしウォーキング」
2013（平成25）年10月５日、学生サークル「たんぽぽ」が支援準備を進めてきた、第２回目となる総

社市山手地区「なかよしウォーキング」に学生に加わり盛り上げた。朝一番で大学を２台の車に分乗し
て出発、学生は総勢11名、運転手は三村聡教授と職員の近藤亜希子さんが担当した。
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荷物の積み込みを行い、予定通り会場の「ふれあいセンター山手」に到着、まち歩きコースのポイント
地点に「山手地区歴史クイズ（古墳群や備中国分寺）」のコーナーを設ける作業にかかった。学生たちは
下見をして予行演習済みで手際よく準備を進めた。配備が終わると同時に「なかよしウォーキング」ス
タートした。急な雨に降られると子供たちが可愛そうなので、ロングコースは一部を断念してショート
カットすることになったが、それでも親子和気あいあいと楽しい時間を過ごしてもらうことができた。
まち歩きが無事に終了したら、昼食タイムは「カレーライス」。公民館の厨房で出来たてのカレーの大鍋
とご飯の釡を運搬した。車中、こぼさないように安全運転で二往復した。参加者は、思い思いの場所を陣
取ってカレーライスに舌鼓を打ち、おかわりする子供たちも大勢いた。学生たちもご馳走になりながら、
子供達との交流に一生懸命である。
　続いて屋外での「玉入れ」や「パンくい競争」などのゲームとなり、途中で雨が降り始めたので屋内
にて予定通りにプログラムを終了、最後に、役員の皆さんと学生たちが車座になって反省会を行った。
役員の皆さんからは、次回以降の改善点が出された。同時に学生たちへのねぎらいの言葉を数多く頂戴
することが出来た。また、学生たちからは、反省点と学びへの感謝の言葉を役員の皆さまへお返しした。
そして、活動の継続と３月開催予定の「山手福祉フェア」への協力をお約束して、帰路についた。

② 岡山大学まちづくり研究会『瀬戸内市裳掛地区再生プロジェクト』
2014（平成26）年５月31日、地域の皆さんと岡大生が、予てより企画していた、裳掛小学校の校庭奥

にある旧裳掛中学校の跡地を開墾してさつまいもと花卉栽培プロジェクトが本格稼働した。荒地として
放置され大きな木立まで伸び放題になっていた中学校跡地は、トラクターが入り綺麗に整地された。地
域のみなさんの協力とご指導により、学生たち10名が活き活きと作業に精を出した。畑にさつまいもの
種を植え付ける準備を済ませ、害獣から作物を守るための電気柵、そして柵を飛び越えてくる鹿を防ぐ
ための網を張り巡らせる作業を行った。竹やぶから長い大ぶりの竹を切り出して桟（さん）に使い、防
護ネットの網は漁師の方から提供いただいた。瀬戸内ならではの素敵な光景である。さつまいも（ベニ
アズマ、黄金千貫、鳴門金時の３種類）を作付して、水をやって栽培開始、その他に、スイカや花卉の
類も植えた。学生たちは裳掛小学校の子供たちへの学校ボランティアと組み合わせながら協力して地域
の活動に汗をかいた。
　2014（平成26）年11月16日、10名を超える学生たちが午前中から現地へ入り、地域の皆様に指導を仰
ぎながら、空き家になって久しい「旧教会」の大掃除に取り掛かった。築100年は過ぎている旧家であり、
柱や梁は見事で、さらに土台の礎石に使われている石は城壁に用いられるような分厚く長い立派である。
マスクと軍手姿の学生たちは、家の押入れや物置から、次々と放置された品々を運び出した。なかには
探偵団へ出せそうな「お宝」も数点、見つかり歓声が上がった。また、伸び放題になった庭の草木は、
地元の皆さんが、手際よくチェーンソーや草刈機で片付けた。歴史のある家屋には、その過去からの歴
史が、あちらこちらに刻まれていることを再認識した。まだまだ利用できるまでには時間がかかるが、
綺麗にして宿泊グッズも備える予定。現在、小学生の放課後の見守り、地域包括医療ケア、耕作放棄地
対策、地域魅力マップづくり、そして空き家対策と多面的な活動を展開する予定。道のりは険しく、そ
う簡単に軌道に乗るとは考えていないが、一歩一歩進むことを学生たちは誓った。
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③ 上山集楽「上山神社盆踊り2015」

2015（平成27）年８月11日、学生たちが美作市上山の盆踊りに参加した。

地元住民とNPO、そして学生も参加しての上山神社「盆踊り」は、とても懐かしく、そして新鮮な

イベント企画に仕上げられていた。東日本大震災で被災した福島の被災地から子供たちを受け入れる

ボ　ランティア活動を手伝っている岡山大学教育学部の学生が受付を担当した。地元の方の軽快な太鼓

のリズムに合わせて盆踊りが始まり、集まった人たちが次々と輪の中へ入っていく。踊りつかれた

ところ、鹿肉を使った特製ジビエカレーがふるまわれた。地元野菜もふんだんに入って最高の味。ま

た、お楽しみ抽選会も大盛況で、高級な景品もあるなか、草刈り機の歯や大きな箱にどっさりの菓子

が景品となるなど、盛況であった。盆踊りのフィナーレは招かれた子供たちが舞台にあがり感謝の気

持ちを伝える挨　　　　　　　 拶があり、夜も更けたところで、会場を谷へ移して、第二部のスカイランタンと花

火大会が始まった。一人一人に配られ火をつけて膨らんだスカイランタンを、それぞれの願いや思

いを込めながら夜空へ放った。次々と放たれるランタンの灯が高く舞い上がり、そして小さくなって

消えた。老若男女を問わず歓声があがり、その声が棚田に響き渡り、幻想的な光景を目の当たりにし

て心はときめいた。スカイランタンのイベントが一段落したところで、次は花火大会。上山の花火

は、私たちの目と鼻の先、つまり規則で定められた限度ぎりぎりの至近で打ち上げられ、しかも谷あ

いの底の位置（すり鉢の底）からの発射であり、光と音が同時で、まさに「ド迫力」という表現が

ぴったり。大輪が棚田を照らし、ドーンという轟音が心臓に響き、そして山と谷にこだました。最後

の１発が打ち上げられ、主催者から挨拶があると、参加者から惜しみない拍手が送られた。
心からのおもてなし、筆舌しがたい感謝の心で一杯の上山盆踊り大会であった。

④ 高梁川流域の水と命を考える～「亀のひみつ倉敷のこころ」～

2012（平成24）年10月27日、NPO法人「倉敷町家トラスト」にて、まちなかキャンパスin倉敷を

開催した。田中美穂氏（倉敷「蟲文庫」店主）、矢部隆教授（愛知学泉大学）をメイン講師に迎え、

倉敷市環境政策課（いきもの茶屋＝サイエンスCaféとの共催）やGREENDAY実行委員会の大久保

憲作氏代表、そして後援したWAVE出版にも議論に加わっていただいた。40名を超える参加者。倉

敷における連携活動のパートナーであるGREENDAY実行委員会や倉敷市との公式な「地域実践」
活動展開の第一歩とすることができた。
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広報面でも倉敷市が記者発表で関係団体に告知。山陽新聞、毎日新聞に取り上げられた。

　会場づくりは、倉敷市（環境政策課三宅康裕氏）とNPO法人「倉敷町家トラスト」（中村泰典氏）

が、設営、案内板設置、配布物の準備などを担当、岡大生５名が協力してCafé環境を整えた。市民を

中心に、小中学生約10名の参加を含め、岡山商工会議所、みずしま財団や岡山大学、川崎医科大学、

清心女子高校の先生方など、各方面からの参加があった。さらに外国人（アメリカ人）も飛び入りで

「外来生物」の議論に参加するなど多彩な顔ぶれで開催できたことで盛会につながった。

⑤ 西川緑道公園界隈の活性化に向けた学生報告会
岡山市都市計画「庭園都市構想」の2012（平成24）年度調査成果の報告会。この事業は岡山市から

300万円で受託し、学生延べ200名の参加で実施した。西川緑道公園界隈で開催されるイベントの評

価、交通流調査、駐車場調査などを担当し、実施後に学生たちが企画提案書を作成して市民の皆さん

に発表したもの。

　教育の目的は、①社会調査の基礎知識の習得（経済学部中村良平教授が担当）、②岡山市・NPOの

活動内容を現場で学ぶ、③学生たちが地域の課題を自ら考え、解決策を提案する実践力を身につけ

る。窓口は、岡山市庭園都市計画課の石田尚昭次長が担当。またNPO法人まちづくり推進機構岡山

の德田恭子理事にも支援と指導をお願いした。報告では、イベント評価として、岡山市が主催し

た催事よりNPOが独自に企画した催事の方がアンケートに回答を寄せた市民や直接評価を担当した

学生からは高い評価結果となった。西川を散歩や通行する人通りは、イベントがない平日は閑散とし

ている点など課題を明らかにした。

⑥ 西川満月BAR

岡山市のイベントの顔となった満月BAR。毎回、岡大生たちが企画や運営面に参加している。2014（平

成26）年７月12日、伊原木隆太岡山県知事が総合政策局の広報・広聴担当者と参加した。岡山市が政策

パッケージで提言している県庁通りでの社会実験のあり方について、知事の考えを学生たちが拝聴、学

生たちが対話の時間を楽しみながら、岡山大学との更なる連携についても意見交換を行った。
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　この活動は、2020（令和２）年度、2021（令和３）年度と新型コロナ禍のために中止しているもの

の、�2019（令和元）年は、４月20日、５月18日、６月15日、７月27日、９月18日、10月16日の合計６

回開催され、岡山大学が運営する西川アゴラを準備拠点として岡山大学の学生たちも企画や運営に深

くかかわり、まちづくりを体験している。

　2019（令和元）年５月18日、ポートランド州立大学から岡山大学へ留学、地域総合研究センターで

学ぶサウミャ・キニ研究員はじめ海外を含め関係者が集合して企画を盛り上げた。岡山大学地域総合

研究センターは、岩淵泰副センター長らが中心となり、本企画に参画して７年目、緑と水辺の親水空

間の創造によるまちづくりを続けている。

⑦　「西川緑道公園界隈活性化まちづくり協議会」に向けた意見交換会

⑧ 新見市環境保全型森林ボランティア活動

2013（平成25）年９月５日～２週間、一般社団法人水辺のユニオン主催の「新見市神郷人工林間伐ボ

ランティア活動」へ環境理工学部の学生２名が参加した。この学生ボランティア活動は、全国から集まっ

た学生たちが、２週間寝食を共にしながら、人工林の間伐活動を行い、森林の保全や水源の涵養の重要

性、中山間地域の課題や人々の生活ぶりなどを実践知として体験するプログラム。早稲田大学など幹事
団をつとめる学生は、前日から入り、参加者全員の食材や生活用品の買い出しに行ってくれた様子

で、お昼すぎには大きな荷物が駅の待合所に積まれた。集合時間の午後２時に新見駅に全国から集結し

た学

　2013（平成25）年４月25日、西川緑道公園界隈の活性化活動を進めている、岡山市、NPO団体、地

域活動団体に岡山大学の教員、学生、そして山陽新聞社などが西川アイプラザに集まり、今後の西川

緑道公園界隈活性化に向けた活動の方向性について意見交換を実施した。
　岡山市庭園都市推進課の石田尚昭審議監（課長）の司会で議論が�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はじまり、更なる活性化に向けた学

習会の開催、ESD（持続発展教育）への取組み、そして“まちづくり協議会（仮称）” 設立可能性につ

いてなど、NPO法人タブララサの河上直美理事長をはじめ現場で活動している諸団体から活発な意見

交換がなされた。

　岡山大学からは地域総合研究センターの岩淵泰助教がリード役を務め、顧問的な知見から経済学部の

中村良平教授が方向性を示した。

　また、山陽新聞社の岡山一郎政治部長（論説委員）からも、過去からの西川での活動について、ま

た、今年が西川緑道公園オープン30周年である点などを、紹介いただき、熱のこもった議論の中にも和

やかな雰囲気で会は進行した。
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生たちは、まず、指導教官である、水辺のユニオンの仲村正彦理事から挨拶と諸注意を頂いた足で、地
元のワークマンショップへ向かい、つなぎ服や地下足袋などの装備を調達した。準備が整ったら出発。
　新見市神郷地区は、岡山県の最北西に位置し、さらに進むと中国山地を縫うように越えながら、鳥取
県に入り、最後は日本海（米子）へ抜ける岡山県で最も奥深い山間地域である。新見駅から高梁川を伯
備線の線路を右や左に見ながら車を走らせること約40分、神郷温泉のある合宿所に到着。早稲田大学、
三重大学、長野大学、広島修道大学、広島経済大学、新見公立大学、吉備国際大学、そして岡山大学、
１年生から４年生、男女合わせて20名近くの集団による、まさに他流試合の開始。翌日の朝食と昼食（お
弁当）の準備やチェーンソーの手入れなども並行して進め、全員元気に６時起床、朝のミーティングを
済ませ、車を分乗して、新見市森林組合へ向かった。岡山県の専門家から間伐のイロハとチェーンソー
の使い方についてレクチャーを受けてから現地入り。まず、安全上の諸注意を頂いたあとで、さっそく
チェーンソーにエンジンをかけて、20年物の杉の木を切断する実習を開始。プロの職人さんにより、学
生たちが怪我をしないように、相当に気配りをしながらの作業である。山へ入り20分後、「木が倒れま
すから気をつけてください」との注意喚起がなされたひと呼吸後、「ドシーン！」と大きな地響きを立
てて、見事に天を突くような杉の大木が倒木された。そのあとも実習初日とは思えないくらいの速さで、
プロの指導のもとで、次々と巨木が間伐された。こうして２週間のプログラムがスタートした。
　なお、この森林ボランティア活動は、一般社団法人人杜守（ひとともり）に引き継がれ、年２回の活
動として、林野庁、岡山県、新見市、新見市森林組合の協力を得ながら続いている。ただし、2020（令
和２）年度、2021（令和３）年度と新型コロナ禍により中断している。

⑨ おかやま百年構想『奉還町ファジストリート計画』
2012（平成24）年11月３日文化の日、学生たちが商店街で地元サッカーチーム「ファジアーノ岡山（J

２）」と奉還町商店街をつなぐ活動を展開した。この日は、学生たちが用意した商店街の入口にファジアー
ノ岡山必勝を祈願する絵馬を道行く人たちに書いてもらい、岡山市商店街が主催する「大誓文払い」の
イベントに合わせて、まちを盛り上げた。丁度、ファジアーノの試合もあり、スタジアムへ向かう人々
や商店街へ買い物に訪れた市民などから100を超える絵馬が出来上がり、飾られた。また、商店街アーケー
ドの天井には、学生が作製したファジアーノの順位や試合結果を知らせるタペストリーも吊るされ、広
報効果を倍増させている。こうした学生の企画による実践活動を地域総合研究センターでは予算化を行
い支援している。

⑩　『環境学習を通じた人材育成・まちづくりを考える協議会』
2013（平成25）年12月２日、みずしま財団が中心にすすめる第２回「環境学習を通じた人材育成・ま

ちづくりを考える協議会」が、倉敷市環境学習センター環境学習教室にて開催された。塩飽敏史研究員
からコンセプトと実施説明があり、岡山大学からは岩淵泰助教と事務の学生指導担当である渡部英広氏
が７名の学生を連れて参加した。渡部氏がこれまでの活動を振り返り感想を述べ、座長をつとめる広島
修道大学人間環境学部の西村仁志教授から「広義の環境学習」について講義を受け、西村先生のコーディ
ネートにより、参加者全員でワークショップが実施された。「みずしまが○○○のまちだったら良いの
にね」の○○○を各人で考えたあとで、グループで並べ替えてポエムとして発表、それに続いて、「み
ずしまだから学べること」を話し合ったあとで、「活用可能なひと、もの、場所」というテーマで、水
島の持つ魅力とポテンシャリティについて話し合い、発表を行うという流れであった。
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　この協議会は、地元コンビナート企業、倉敷市、（公財）岡山県環境保全事業団環境学習センター「ア

スエコ」、水島おかみさんの会、水島の未来を考える会、黒崎連島漁協、（一社）水辺のユニオン、環境

省、大学教員など、さまざまな立場の人たちで構成されている。

⑪ まちづくりサークルが合同でSDGsを考える

瀬戸内市裳掛地区を中心に地域活動する学生サークル「岡山大学まちづくり研究会」、岡山市奉還町

をベースにスポーツでまちを活性化する活動を展開する「おかやまプロスポーツ文化まちづくりサーク

ルSCoP」、新見市神郷地区を拠点に「新見市環境保全型森林ボランティア活動」を展開する３つの学生組

織が、地方創生やSDGsを意識した活動を展開している。この３団体が、2019（令和元）年12月15日、

岡山大学と岡山市が共同運営する、まちづくり拠点「西川アゴラ」にて合同活動報告会を開催した。

　「岡山大学まちづくり研究会」は、少子高齢化や人口減少が進む瀬戸内市裳掛地区において、地元の

裳掛小学校の生徒も減少傾向にあり、それを食い止める一助になろうと、週１回放課後の「寺子屋」活動

の支援や子供たちの見守り、運動会への参加、空き家の再生による小さな拠点作りと活動、耕作放棄地

対策（収穫物の大学祭での販売による地元PR）、地元の「どんど祭り」への参加、移住定住者の裳掛地

区への誘致活動支援、地域住民の皆さんとの交流イベントの企画運営、情報誌「まちけん通信」の発行な

どの社会連携活動を展開している。

　「おかやまプロスポーツ文化まちづくりサークルSCoP」は、「百年続くプロスポーツ文化を岡山にを

合言葉に、この街をスポーツで盛り上げたい！そのために“まちなか”から学生の若い力でスポーツを

発信したい！ そんな想いからSCoPは、2013（平成25）年から商店街を拠点に活動を開始しました。」

と活動の目的や趣旨を謳っている。

「新見市環境保全型森林ボランティア活動」は、木材材価の低迷、林業従事者の減少・高齢化等により、

市内の森林施業の実施は年々困難になり、間伐等の保育作業を緊急に必要とする人工林が増加しており、

こうした現状を打開する手段として、大学生が地域の専門家の指導を受けながら、一般社団法人人杜守

（ひとともり）が主催、新見市、新見市森林組合、林野庁など多くの関係者が連携して、さらに岡山

県備中県民局が後援しながら、年２回、新見市の健全な人工林を造成する「環境保全型森林ボランティ

ア　活動」を実施している。

　この日は、現役の学生に加えて、岡山県や岡山市などの自治体や企業へ就職した卒業生も大勢集まり、

３団体から、現在の活動の様子、実績や気づき、そして今後に向けた課題を報告、続いて３つのグループ

に分かれて、今後の活動を高めるために、各人の思いを「自分事として表明しあい、その思いを持ち寄

り、それらを一つにして組織力を高め合う」ことを目的としたワークショップが開催された。

　こうして学生や卒業生たちは相互に交流しながら互いの活動を理解・共有して、さらには互いが助け合

いながらSDGs活動を強化する道筋が検討された。
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2021（令和３）年度の学生活動の状況
① 岡山大学まちづくり研究会

本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」（本センターが審査、予算をつける）は、新型コロ

ナ禍の影響により、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、2020（令和２）年度以

降、�2021（令和３）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。

　「岡山大学まちづくり研究会」は、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。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

守りや寺子屋など、オンラインを駆使して試行錯誤を繰り返しながらも活動を継続させている。

　令和３（2021）年度になっても、昨年度に続き新型コロナ禍の影響は続き、学生たちの地域での活

動に深刻な影響を及ぼした。瀬戸内市裳掛地区で活動を続ける、岡山大学まちづくり研究会の学生た

ちは、新型コロナ禍の拡大が続き、地域での活動が著しく影響を受ける中で、地域活動の広報誌とし

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、そして休日を利用して岡山市

北区にある京山公民館へ休日を利用して定期的に集まり、また、主な活動をオンラインに切り替えな

がら懸命にまちづくり活動を継続させてきた。こうしたなかで、緊急事態宣言の発令を受け、大学は

ロックアウトを余儀なくされ、岡山県や岡山市などの公民館や施設の利用もできなくなった。

　2013（平成25）年から続けてきた地域との連携活動であり、コロナを理由に絶やすわけにはいかな

いと、顧問の目から見守ってきた、サークル設立から現在までの足跡を時系列でまとめて在学生に伝

えた。そして主な卒業生に声をかけて、サークルの卒業名簿の作成を依頼、卒業生たちが現役生を支

援する体制の構築を本格的に開始した。

　一方で、新２年生と新１年生は、コロナの影響でキャンパスへ通えない不自由な時間が続くなか

で、話し合いを続け、「現地活動が制約されるいまだからこそ、これまで先輩たちが瀬戸内市裳掛を

拠点に展開してきた活動実績を学び、その知見から、自分たちの今後の活動を考えたい」との声を上

げた。

　こうしてオンラインを活用して、①活動経験を伝える、②まちづくり活動の喜びを伝える、③就活

の相談に乗る、④諸々の悩み事にも応える、⑤共にSDGsについて考える、などの目標を思考、検討

する流れが出来上がった。

　喫緊の活動として、「もかけ通信」では、現役生が卒業生インタビューを行い、地域の皆さんから

何を学び、裳掛での活動経験が、社会へ出てから「生きる力」となっているかなど、思い出話を交え

て紹介する企画を立て実行した。

コロナに負けず、ニューノーマル社会を見つめながら活動を続ける学生たちは輝いている。その輝き

を絶やさぬよう、卒業生たちの助けを借り、地域社会の皆様と連携しながら、今般の試練に正面から向

き合い、それを見守り、支援すべき責務が大学にはある。
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コロナに打ち勝つ「絆」の大切さが見えた１年となった。

2021（令和３）年９月19日、山陽新聞に瀬戸内市裳掛地区での活動で得た経験を、社会人となっても

現場で活かして頑張る卒業生が「岡山の大学へ行こう」という、県内大学の卒業生を大学別に紹介

した「全面広告」の記事に紹介された。

　学生たちの元気な笑顔に勇気をもらった。

　10月３日、コロナの影響でオンライン中心に苦労しながら活動を続ける学生たちは、ひさしぶりに

京山公民館を借りて企画会議を再開、地域フェスタ支援の企画と出し物制作を実施した。冒頭30分

程、岡山大学が進めるSDGs学生アンバサダー制度の説明を三村聡センター長（サークル顧問）が

行った。コロナが、この調子で下火のままなら、いよいよ瀬戸内市裳掛地区での学生活動を再開する

ことを確認した。また、４年生から広島県庁に就職先が決まったとの嬉しい報告を受けた。

　10月23日、コロナに負けず２年ぶりの瀬戸内市裳掛小学校（在校生31人）向け、岡大まちづくり学

生サークル企画イベント“大収穫祭~クイズで楽しく裳掛を知ろう~”の最終準備が、岡山県生涯学習

センターを借りして実施された。大学の車で迎えに行き、当日の備品の搬入を手伝った。サークル全

員の学生たちに見守られる中で、準備が整ったグッズを積み込み、学生代表４人を乗せて現地へ出

発、ブルーラインをひた走り、瀬戸内市にある会場となる裳掛コミュニティに到着した。学生たちは

コミュニティ協議会の山本稔副会長に施設を開錠して頂き、窓を全開にしてホールのモップがけから

始め、手際よく保護者席の設置など準備を進めた。１時間ほどで下準備を済ませて、アルバイトが

入っている学生もいて、とんぼ返りで帰岡した。

　10月24日、イベント当日、学生たちを裳掛地区の皆さんが車４台でＪＲ赤穂線の邑久駅まで出迎え

てくれた。「大収穫祭」は、私たちがダンボールや新聞紙などで作ったさつまいもやマスカット、か

きなどを収穫し、それに付いている様々なクイズに答えるというゲーム。既に学生たちは受付から３つ

のゲームコーナーを準備して子供たちの来場を待ち構えた。今回のイベントも地域コミュニティ、保

護者、地域おこし協力隊から裳掛に入り、現在は瀬戸内市に所属して地方創生の陣頭に立ち、学生た

ちの指導にあたってくれている菊地友和氏はじめ地域の皆さんの協力で企画が実施できる運びとなっ

た。

　こうして裳掛コミュニティの２Fに、10時過ぎから子供たちが次々と訪れた。受付で検温やアル

コール消毒を実施、参加者に名前を記入してもらい、10時30分の開始からお昼前まで、マスク着用を

義務付けさせて頂き、和気あいあいと実施することができた。ピオーネや牡蠣、そしてこれまで耕作

放棄地対策として栽培してきた、さつまいもなど特産品に関連するクイズで子供たちにもっと地域を

知ってもらうコンセプトで郷土愛を育んだ。正解した子供たちには、スーパーボールなどの景品が渡

された。一人で10以上正解して袋一杯に景品をゲットした子供もいた。マスカットひと房の適正な粒

の数はいくつ？といった難しい問題もあり、さすが岡大生と、思わず笑みがこぼれた。ゲームの途中

で駆けつけてくださった裳掛コミュニティ協議会の服部靖会長と、対面でいろいろな情報交換ができ

た。

　現在の喫緊の地域の課題は、今年度末（2022（令和４）年３月末）で、邑久駅と裳掛を結ぶ東備バス
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の運行が赤字続きで廃線となる予定であり、地域の皆さんが瀬戸内市にコミュニティバスを運行する

よう請願しているという。また、瀬戸内特産の牡蠣の収穫が最盛期を迎える中で、労働力として頼み

のベトナムからの外国人技能実習生がコロナにより確保できず、収穫に大きな影響が及ぶことが懸念

されていることなど、情報提供を頂いた。

　ともあれ、２年ぶりの学生たちによる地域イベントの開催を無事に終えることができた。裳掛小学

校の子供たちの元気いっぱいの笑顔、そして学生たちの懸命に動く仕草と晴れ晴れとした満足顔に勇

気をもらい、そして地域の皆様や保護者の方の理解に深く感謝申し上げた学生企画「大収穫祭」で

あった。　12月４日、就職活動に入る３年生を対象に、岡山生協を会場に、岡山県庁で頑張る卒業生

二人を講師に招き、県庁の仕事や職場の様子、働き甲斐、就活アドバイスを頂いた。夕方からはオン

ロラインで、プロスポーツを通じたまちの活性化を目指す岡山大学公認のまちづくりサークル

SCoP（Social activity�for the Culture Of Professional sports）と岡山大学学生サークルまちづくり

研究会のサークルが合同で、現役生が全国で活躍中のサークルOB・OGをオンラインで結び、２時間

の交流会を開催した。

コロナ禍を吹き飛ばすべく、卒業生や上級生が、下級生を励ました。

② おかやまプロスポーツ文化まちづくりサークル「SCoP」

学生のまちづくり活動で、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。2020、21（令和２、

３）年度と新型コロナ禍のため新入生勧誘が滞っているなかで、2021（令和３）年度は東京五輪が開

催され、学生たちは、五輪開催期間中、奉還町商店街を拠点に五輪企画を実施した。
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③ 新見市森林ボランティア活動
新見市において、年２回、学生による森林ボランティア活動を続けてきた。
ところがコロナ禍の影響で昨年度は２回とも休止、新年度も見通しが立たない状況が続いている。森

林ボランティア活動を指導、学生たちを受け入れてくれている一般社団法人 人杜守（ひとともり）の
メンバーと１年以上、顔合わせができない状態が続いてきた。

2021（令和３）年５月３日、森林ボランティア活動の拠点である、鳥取県境に近い新見市神郷地区を
訪ねた。学生たちの活動の面倒を見て頂いている責任者の多賀紀征理事長と待ち合わせて、まず、多賀
理事長が新規に完成させた、イタリアンのピザ窯で使用するためのマキを製造する工場を見学させて頂
いた。使用する木は、学生たちが間伐作業で倒木している杉やヒノキではなく（これらは燃やした際に
煙が多く出るとか水分の関係など、ピザ焼きには適さない）、樫やナラ、そして日本ではコルクの原料
として使われてきたアベマキ（乱獲で生産量が減ったが、岡山県は、かつては全国有数の産地だった）
など、常緑樹や広葉樹を使用するとの説明を受けた。新見市の補助金を有効利用して完成した作業場は、
シンプルな造りながら、あちらこちらに創意工夫が凝らされ、その建屋の構造と商品の生産工程につい
て説明を受けた。
　新見市は農業や果樹、畜産業も盛んながら、市のほとんどが森林であり林産業が盛んであるが、担い
手不足が大きな課題となっている。こうした事情に負けないよう、原材料を加工することにより付加価
値をつけて出荷するビジネスに注目している。全国のレストランへの供給ルートを持つ企業との連携で、
既に生産が追い付かないとの説明を受けた。
　こうした取り組みをヒアリングさせていただき、地域の資源を活かしながら知恵を絞り、新たな事業
を立ち上げるという、生きる力の強さを感じさせて頂いた。
　大勢の子供たちの元気な姿がそこにはあり、家族ぐるみの付き合いが生きている。都市では低下しつ
つある、コミュニティの絆の強さを感じずにはいられない風景が息づいている。コロナ禍が収束したら、
再び、森林ボランティア活動を再開することを確認、合意した。

２‒５‒２　岡山大学の学生団体にまちづくり活動を紹介
　地域総合研究センターでは、SDGsアンバサダーや国際交流サークル・Goingに矢掛町中山間地域の
まちづくり活動を紹介した。矢掛町では、岡山大学の学生に対し、梅摘み、さつまいもの収穫体験、餅
つき、地域と留学生との異文化交流会を提供している。
　2021（令和３）年度地域に飛び出せ大学生！おかやま元気！集落研究・交流事業の報告書を別紙参照。

２‒６　グローバル展開～国際学都への道

２‒６‒１　ストラスブール大学との交流
　岡山大学とストラスブール大学は、大学と都市による協働のまちづくりを目指す学都構想に向けて、
様々なシンポジウムや人材交流を続けている。2012（平成24）年11月、第１回国際学都シンポジウムと
して、ストラスブール副市長のロベルト・ヘルマン氏とストラスブール政治学院のシルヴァン・シルマ
ン氏から大学改革を通じたまちづくりイノベーションや人材育成について講演が行われた。2016（平成
28）年10月５日に第２回国際学都シンポジウムが開催された。ストラスブール大学のミシェル・デネケ



■ 146 ■

地域総合研究センターの社会連携・研究・教育（10年の歩み）２

ン学長は、『世界を牽引する国際学術大学の歩みと展望』について、ストラスブール市議会議員のカト

リーヌ・トロットマン氏からは、『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』につい

て講演が行われた。翌、10月６日には、トロットマン氏から「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』について講演が行われた。

　これらの国際シンポジウムを受け、2017（平成29）年には、７月、８月、10月に岡山大学、岡山

市、経済界の三者で勉強会が続けられた。11月３日から７日は、大森雅夫市長、槇野博史学長、経済

界の三者が、ストラスブールの現地視察を行った。ストラスブール大学との研究者交流が促進した。

　地域総合研究センターでは、ストラスブール大学の教員と共に研究会を続けている。2019（令和

元）年12月４日、５日には、ストラスブール大学教師教育大学院のディレクターである、ジャン＝

リュック・ドゥニ教授が質の高い教育実践について講演を行った。タイトルは「高校教育の質向上と

その課題：フランスの教育制度改革、教室の現場、市民教育の視点から」である。2020（令和２）年

２月27日、ストラスブール大学スポーツ学部のミシェル・クベル教授は、「フランスの地域民主主義：

議員は本当に人々を代表しているか？」を講演した。地域総合研究センターでは、ストラスブール大

学との継続的な研究交流を続けている。

２‒６‒２　ポートランド州立大学との交流

　ポートランドと岡山は、市民と大学の双方でまちづくりの交流を続けている。2014（平成26）年12

月11日から16日までポートランドまちづくりウィークを開催した。スティーブ・ジョンソン教授は、

ポートランドのまちづくりを市民参画の視点から講演を行った。2015（平成27）年４月には、岡山

市、岡山大学、経済界によるポートランド視察が実現した。同年９月には、シティ・リペア代表の

マーク・レイクマン氏が、パブリック・スペースを活用したまちづくりの講演を岡山で行った。同年12

月、イーサン・セルツァー教授が、まちづくり講演会を行った。2019（平成31）年１月から2020（令和

２）年１月まで、日米教育委員会（フルブライト・ジャパン）を通じてサウミャ・キニ研究員を受

入れた。2015（平成27）年、岩淵泰助教が、岡山市西川緑道公園のまちづくりを紹介し、キニ研究員

は、パブリック・スペースの日米比較を続けている。2019（令和元）年９月から２ヶ月間、日米教育委

員会（フルブライト・ジャパン）を通じてセリーン・フィッツモリス氏が、コミュニティ・ベースド・
ラーニングの研究滞在を行った。　　　　　　　　　　　　　　　キニ研究員は、日本各地でポートランドのまちづくり講演会を行っ

ており、岡山のまちづくりにアドバイスを送っている。
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　以上のように、地域総合研究センターでは、フランスやアメリカの研究者と連携を続けている。2021�

（令和３）年度の10周年記念シンポジウムでは、サウミャ・キニ氏とデイビッド・アンダーソン氏が研

究発表を行った。キニ氏は、パブリックスペースが、社会や経済だけではなく、市民のライフスタイルへ

の影響を分析した。アメリカでは、新型コロナウイルスの拡大によって、公園といったパブリックスペー

スの必要性が高まり、公園を使う人が増えた。岡山市では、岡山駅、イオンモール、後楽園、表町商店街

に人が集まっているが、西川緑道公園の特徴は、岡山城と同じように、緑が集中していることだ。キニ氏

は、滞在活動と通過行動を測定するパブリックライフ調査を通じて、質と居心地の良さを分析した。まち

でイベントが増えていくと、滞在も行動も増えていく。キニ氏は、西川緑道公園のイベントを通じて、市

民はまちを好きになり、歩きやすいまちを求めるようになったと述べた。

　デイビッド・アンダーソン氏は、フルブライト奨学生として日本の地方議会について研究している。

岡山市、倉敷市、真庭市、備前市、早島町などを訪れ、日本文化を深く学ぼうと努力している。また、

まちづくりは、21世紀のキーワードになると指摘する。その理由は、地方から都市に人が向う一極集中

は、日本だけではなく、世界中で起きており、まちづくりを通じてローカルを知ることは、民主主義その

ものであるからだ。また、まちづくりを政治学のコミュニティ分析から研究するつもりだ。日本の国土は

島国であり、様々な地域で色々な人が活躍しており、それらのライフストーリーを聞き出すことが重要

だ。ローカルからグローバルに若者が挑戦し、住んでいる場所の住民ではなく、市民として活動していく

のが大切だと述べた。

２‒７　国・県・自治体関係

２‒７‒１　一般財団法人地域総合整備財団（総務省）

　　一般財団法人地域総合整備財団（通称「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、1988（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した財

団で、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ます。そのなかで、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するもので

す。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ます。」

　岡山大学では、三村聡センター長が、2018（平成30）年度より、ふるさと財団の地域再生マネージャー
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事業アドバイザーを拝命している。以下に主な活動の事例を紹介する。

（１）岡山県真庭市調査
2019（令和元）年度「地域再生マネージャー事業」に真庭市の企画提案が採択された。これまでの主

な活動紹介を兼ねて、まず、真庭市の事例を振り返る。
　2019（令和元）年５月30日、12月６日の２度にわたり、「地域再生マネージャー事業」に選ばれた真
庭市へ同財団関係者が視察・ヒアリングを実施、同財団アドバイザーの立場で三村聡センター長が参加
した。
　真庭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」で、
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
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。
　旧湯本小学校校舎である真庭市湯原振興局の会議室や真庭市役所本庁舎にてプロジェクト進捗報告や
意見交換会が開催された。
　また、2020（令和２）年１月27日、2019（令和元）年度地域再生マネージャー事業の報告会が、東京
都千代田区二番町にある全国市町村職員共済組合連合会東京グリーンパレスにて、また１月28日、2020

（令和２）年度同事業の審査会が、東京都千代田区麹町の地域総合整備財団（ふるさと財団：会長は岡
山県津山市出身の元総務省事務次官の林省吾氏）で開催され、三村センター長がアドバイザーとして報
告会の評価、事業予算採択の審査を担当した。
　地域再生マネージャー事業とは、地域再生に取り組む市町村に対し地域再生マネージャー等各分野の
専門的知識や実務的ノウハウを有する人材を活用する費用の一部を支援する事業で、当該地域の段階・
実情に応じた地域再生の取組を促進することを目的としている（１事業最高700万円の補助金が給付さ
れる）。
　岡山県からは、前述の真庭市のSDGsを念頭に置いた、社（やしろ）地区と湯原温泉エリア活性化事
業が採択されており、事業の進捗状況が報告され高い評価を得て、次年度も事業の継続が確定した。

　2021（令和３）年度は、本事業に採択された自治体から、鹿児島県知名町と広島県府中市への現地調
査を実施した。
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（２）鹿児島県知名町調査

沖永良部島は鹿児島県のほぼ最南端に位置する美しい島である。2021（令和３）年８月15日～17

日、鹿児島県知名町を視察調査した。

　おきのえらぶ島観光協会HPによれば「沖永良部島は、鹿児島市から南へ552km、北緯27度線の上

に浮かぶ周囲55.8km、面積93.8km２の隆起サンゴ礁の島です。和泊、知名両町合わせて人口１万４千

人あまり。年間平均気温22度という温暖な気候に恵まれ四季を通じて熱帯、亜熱帯の花々が咲き、エ

ラブユリ、スプレーキクなどの栽培も盛んです。東洋一の鍾乳洞・昇竜洞をはじめ200～300の大鍾乳

洞群が見られ「花と鍾乳洞の島」の異名をとっています。また、奄美諸島の中でもハブがいない島と

して知られています。澄みきった青い海と空、まばゆい太陽、素朴で厚い人情は、あなたにとって忘

れ得ぬ旅の思い出を演出することでしょう。ぜひ、沖永良部へ「めんしょうり」（いらっしゃいま

せ）。」と島を紹介している。

　８月16日、今井力夫町長と赤地邦男副町長の出迎えを受けた。町長室で知名町の魅力と特色、地域

の資源、地方創生の方向性などをご紹介いただき、今回視察の地域再生マネージャー事業の主目的で

ある、知名町と北海道利尻島の利尻町との連携プロジェクトについて意見交換をした。両島の仲を取

り持つのはNPO法人離島経済新聞社の大久保昌宏代表理事であり、ふるさと財団から本事業により派

遣者となっている。これまでの事業の進捗状況と今後の推進計画について説明を受けた。

　今井町長からは、今後、知名町が目指すまちづくりへの抱負と地方創生に向けた熱い思いをお伝え

いただいた。財団側からもいくつかの質問をさせて頂き、また、三村聡センター長はアドバイザーの

立場からコメントを担当した。

　ふるさと財団の支援を受けて知名町が進める事業の概要は以下の通り。

　事業名は「関係人口と地域の担い手獲得のための広域連携事業」で、事業の背景は、鹿児島県知名

町は、奄美群島の南西部、鹿児島市から546km 南にある沖永良部島の南西部に位置し、基幹産業

は、サ　　　トウキビや花き、ばれいしょ、葉タバコの栽培、畜産などを中心とした農業と観光業であり、

人口減少が著しく、それに伴い農業の従事者も減少しており地域における担い手不足が課題となって

いる。一方で、観光業への就業者比率は増加傾向にあるものの、新型コロナウイルスの影響により、

新たな観光形　　　　　　態ニーズへの対応が必要となっている。そこで、繁忙期の異なる北海道利尻町との広域

連携を形成し、　　　　　　　両町に訪れるそれぞれの関係人口やリゾートバイトなどの働き手を共有し、人材不足

の解消と関係人口拡大に伴う新しい観光施策の創出、それらの人材による地域経済への波及効果を図

ることを事業目的としている。

具体的には、
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① 広域連携による人材獲得・共有のスキーム構築

② 広域中間支援組織の体制構築

③ 広域連携による地域産業の受け皿となる中間支援組織体の構築・立ち上げ

④ 地域内空き家等受け入れ人材の拠点整備のための調査

⑤ 人材獲得に向けた情報発信

⑥ 地域内事業者向け支援メニューの整備を進める

そして、本事業では、

① スキーム実施に向けたロードマップ作成/全体図の作成

② 支援組織体を構成する構成員確定と体制図の作成

③ 支援組織体の設立

④ 空き家等の状況調査報告書

⑤  メディアを通じた人材募集のための情報発信：掲出メディア ２～３件/両地域共催によるオン

ラインイベントの開催：１～２回等

⑥ 地域内事業者支援のためのメニュー：２件以上を目指す

　また、本事業の特徴は、北海道利尻町という日本最北端の町との広域連携により、農業と漁業とい

う異なる産業領域で、それぞれの産業を担う地域外人材を受け入れ、共有し合うための受け皿となる

中間支援組織体の構築を、互いの特徴を活かしながら持続性を高めようとする点がユニークであり、

ビジネス創出の観点からは、全国的にも自治体主導で特定地域間の広域連携による人材バンク構築と

運営等は事例がなく、競合もいないため、本事業を通じて構築する仕組みそのものが新たなビジネス

モデルとなる可能性を秘めている点が注目されている。
　事業継続方針としては、2022（令和４）年度までに広域中間支援組織の運営強化を行い、2023（令和

５）年度には、ワーケーション誘致や域内事業者の支援を通じて中間支援組織の自走体制の構築をめ

ざす。そして2024（令和６）年度以降には、常時500人以上の登録を目指し、各種広報 PR とプロ

モーションを実施して、広域中間支援組織体の完全自走化を図ろうとしている。
　財団の支援で派遣されている専門家は、大久保昌宏氏（特定非営利活動法人離島経済新聞社代表理

事）で、知名町と利尻町の両町を担当しながら結びつきを深め、事業連携の実装化を図っている。因

みに大久保氏は東京都福生市の出身。
　また、知名町では、企画振興課の元栄吉治課長、原田孝二課長補佐、坂井輝喜氏が案内役を担当く

ださった。

　　　今回の視察調査の参考として、先行する利尻町の事業を下記に紹介する。
　利尻町は、人口：2,037 人 面積：76.51 ㎢の利尻島にある漁業中心の町で、今回、知名町との広
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域連携を目指している。

　　 　利尻町では、広域連携事業に先行して、まず単独事業として利尻町漁業の担い手獲得・

育成のための支援組織運営事業を進めている。その事業目的を本事業の実施を通じた新たな漁業

人材の獲得・育成のための支援組織の構築、支援スキームの整備、体制運営はこれからの町の地

方創生施策の一つとして捉え、本事業の実施によって、既存施策や関連団体（利尻漁業協同組合

や「NORTH FLAGGERS」）との連携を行い、漁業の担い手獲得・育成による定住移住推進と基

幹産業である漁業の活性化を図り、地域内の 人口減少に歯止めをかけることを目指している。

　　　具体的な事業概要は、

① 漁業の担い手獲得・育成の支援組織「利尻町定住・移住支援センター」の運営
② 人材獲得・育成のための支援メニューの実施
③ 新規事業創出（体験型観光関連） 
④ 漁業の六次産業化推進のための加工場整備に向けた調査
⑤ 新規事業創出（水産物の六次化関連）
⑥ 担い手獲得に向けた情報発信

　　　　その目標達成のために、ふるさと財団は、外部からの専門家として大久保昌宏氏の派遣を支援。

そこでは、
① 支援組織運営のためのコミュニケーションサポート、マニュアル等の作成サポート
② 支援メニューの実施に向けた関係各所とのコミュニケーションサポート
③ 新規事業創出に向けた計画等の作成サポート
④ 六次産業化のための加工場整備に向けた調査
⑤ 六次産業化のためのスキーム検討、事業計画の作成サポート
⑥ 情報発信のための企画設計と実施を担う

また、具体的な成果目標は、
①  支援組織の運営に係るマニュアル、就業希望者のカルテ、事業管理シート、会議議事録の

作成
② 人材獲得・育成メニューの実施
③ 新規事業の創出
④ 加工場整備に向けた調査結果報告書
⑤  六次産業化に向けたスキーム作成、支援メニューの実施 ２ 件以上
⑥ 情報掲載メディア２件

を掲げている。
こうして現在は、

① 漁業の担い手獲得・育成の窓口「利尻町定住移住支援センターツギノバ」の運営
② 人材獲得・育成のための支援メニューの実施
③ 漁業の魅力化のためのガイド手配事業の運営
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④ 漁業の六次産業化支援事業の運営
⑤ 新規事業創出（町内に不足している機能としての不動産事業）
⑥ 担い手獲得に向けた情報発信を展開中

　この先行活動を参考にしながら、両町の広域事業連携の実現を目指すことになる。

　町長との意見交換会を終えて知名町役場を後に、葉タバコ工場を訪問した。出荷先はJTであり、タ
バコは専売品ではなくなったが、国内産業保護の観点を含め買取価格が決まっていると説明を受けた。
　その要諦を財務省の資料からみれば「専売制度改革によるたばこ事業法においては、国産葉たばこに
ついて、価格、品質上の問題から、これをたばこ企業の自由な調達に委ねた場合には、その使用量が極
端に減少し、国内のたばこ耕作者に壊滅的な打撃を与えるおそれがあることから、こうした国産葉たば
こ問題が解決されるまでの間は、ＪＴに国内たばこの製造独占を認めるとともに、国産葉たばこの全量
買取契約制を規定している。」とある。
　また、葉タバコについては、外国産の輸入価格が国内産に比べると大幅に廉価であり、田んぼのよう
に減反政策に近い補助金の給付など、多くの課題があるようだ。その一方で、国内産業維持のためにも
沖永良部島では、継続してゆく方針であり、刈り取りから乾燥までの過程で人手不足の課題があり、今
回のプロジェクトで移住定住者が来てくれることを期待している。
　次はサトウキビ畑が続く道を田皆岬へ向かった。奄美群島国立公園に指定されている岬からの水平線
が一望できる景観であり、遊歩道の敷設作業が進められていた。水平線の彼方に徳之島が遠望でき、眼
下の海の色は澄んだマリンブルーで、しばしばウミガメを観察することができると説明を受けた。
　田皆岬を後に、島の名所、昇竜洞へご案内頂いた。昇竜洞は鹿児島県天然記念物に指定されている鍾
乳洞で、全長3,500mのうち600mが一般に公開され、鍾乳石の発達が素晴らしく特にフローストーンは
全国最大級で、約30分の行程をコンシェルジュの方に案内頂いた。
　沖永良部島は隆起サンゴ礁の島で、地盤は琉球石灰岩で形成されており、この琉球石灰岩は隙間が多
いことから二酸化炭素を含む雨水が隙間に流れ込み、何万年もの長い時間をかけて岩が溶けて空洞が生
まれることから見事な鍾乳洞を形成しているとのこと。洞窟を覆う鍾乳石はフローストーンと呼ばれ、
壁一面を流れる巨大な滝が一瞬にして氷結したかのように見え、その美しさは「神秘の地下宮殿」と呼
ばれるにふさわしい自然芸術（入園料1100円）。また、洞窟の出口に広がる亜熱帯系の植物にも目を奪
われた。
　午後から視察を再開、おきのえらぶ島観光協会を訪問した。ここはかつて、保育園だった建物を改装
して、素敵なスポットになっている。マリンスポーツ用品やレンタサイクルなども配備されており、庭
の芝生にはハンモックが雰囲気を盛り上げている。特産品や土産物が、誠にハイセンスなレイアウトで
並び、島の関係書籍やパンフレット類も豊富で、観光ビデオや写真パネルも訪れる人に感動を与えるよ
う工夫がなされていた。
　赤い眼鏡が似合う、観光協会事務局の西温子さんは、埼玉県からの移住組みだと自己紹介してくれた。
ミーティングルームで、島の観光についての現状と強み、今後の課題について、かなり突っ込んだ意見
交換をさせて頂いた。キャッチフレーズは「離島の概念を覆す」。確かに、そのコンセプトを反映した
洗練されたコーディネートがなされていた。
　再び知名町役場へ戻り、会議室にて農林課と農業協同組合とのミーティングに臨んだ。「2020（令和２）
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年度知名町農業生産振興計画書」が配布され、農業振興方針や主要施策、そして基幹となるサトウキ

ビや花卉、果樹、葉タバコ、畜産、シマ桑など農業畜産生産物の説明を頂いた。そして、これらの生

産・耕作期間のどこで人手不足になるか、どのくらいの労働力が求められているかについて意見交換

を実施した。この知名町のカレンダーと同様のカレンダーを北海道の利尻町で作成して、総合的に年

間を通した産業ごとの労働力需要を具体的に明らかにする作業へと進む。予定時間をオーバーするほ

ど白熱した議論を交わすことができた。
　最後に沖永良部スポーツクラブELOVEを訪問、前田純也理事長が出迎えてくれた。

　前田氏は、フィットネスクラブの経営や島唯一の高校である鹿児島県立沖永良部高等学校のPTA会

長、島に21ある「字区」（あざく）の会長など、多くの職責を兼務されている自助、共助を担う島のキー

マンである。
スポーツクラブには、ife Fitnessのマシンからフリーウエイトのハード系マシンまで完備され、また

ミポーツ支援関係では、バスケット：VAYoreLA（バイオレーラ）・サッカー：XF（エグゼフ）はじ

めスポーツウェアやトレーニングシューズ、バッグからコロナ対応のお洒落なスポーツマスクまで

揃っていた。また、未就学児を対象にしたリズムトレーニングや幼児運動教室を開催されている。そ

してア　　　　ロマテラピー、アロマを使用したオールハンドマッサージ、指圧マッサージまで幅広いエス

テ事業も展開中との説明を受けた。また打ち合わせ会を開催したレクチャールームはじめシェアオ

ヱフィスやレッスンスペースなど多目的に使用可能なスペースもシンプルながら洗練した設備が完

備されており、プロジェクター機材やWi‒Fi環境も完備されていた。ここでも「離島の概念を覆す」

としたキャッチフレーズを感じた。

ホテルへの帰路の途中で、島のコンビニエンスストアに立ち寄り、夕食を求めた。コロナ感染症対

策を念頭に、各自、部屋でとることにした。

（３）広島県府中市調査

2021（令和３）年度採択された広島県府中市の地域再生マネージャー事業の状況把握のために、10月

21日から22日、一泊二日の日程で、三村センター長が財団職員と現地ヒアリングに参加した。

　府中市は2021（令和３）年10月１日現在の人口は37,454人、世帯数は17,117世帯、広島県の東南部

内陸地帯に位置する。案内頂いた市の方から「府中市は、400～700メートルに及ぶ山々が起伏する盆地

のまちであり、南は瀬戸内海に注ぐ芦田川水系本流及びその支流、そして北は日本海に注ぐ江の川水系

上下川が流れ、市北部の上下町には分水嶺があることが特徴のまちです。府中の名は、８世紀ごろにこ

の地に「備後国府」が置かれ、備後国の政治、経済、文化の中心であったことに由来します。また、府

中市にある上下町は、かつて石見銀山からの銀の集積中継地であったため、幕府直轄の天領として地域

の政治・経済の中心地として富を蓄え栄えたまちでした。そのため現在でもその面影を残す白壁・なま
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こ壁の美しい建物が並ぶロマンあふれる町並みが残っています。」と説明を受けた。

① 府中市子育てステーション

② 小野申人市長面談

次に、府中市役所市長室へ小野申人市長を訪問した。冒頭、「ⅰ－coreFUCHU（いこーれふちゅう）」

の話題となり、市長から「「学び」「チャレンジ」をコンセプトとし、「ヒトがヒトを、ビジネスがビジ

ネスを呼び込む」、そして安心して出産から子育てができる拠点の整備と併せて“府中ならでは”“府

中らしさ”を発揮した地方創生を実現する拠点」を実現したとの説明を受けた。また、東京オリンピッ

ク・パラリンピックを機に、スポーツによるまちの活性化を図るため、本格的なオンラインマラソン大

会の　　開催はじめ、既存のスポーツの枠にとどまらない新たな取り組みにも挑戦していることを熱く語られ

た。さらに、Vリーグ女子バレーボール岡山シーガルズは府中中央ライオンズクラブや府中商工会議所

はじめ地元の識者や経済界から支援を頂き、今日を迎えることができていることが話題となり、今後の

子供バレーボール教室を軸とした新たな連携の可能性まで話が及んだ。この度の「ⅰ－coreFUCHU（い

こーれふちゅう）」と岡山シーガルズの連携可能性について話し合いを持っていくことが確認された。

③ 上下町視察

最初に、2021（令和３）年７月21日にオープンしたばかりの府中市子育てステーション「ⅰ－

coreFUCHU（いこーれふちゅう）」を視察した。ここは天満屋府中店の２階半分の面積を市が譲り

受け、ギャラリースペースやコミュニティスペースを実現、市民が自由時間を過ごせる空間であると

共に会議やセミナーで使える多目的室の整備、さらにマルシェやフリーマーケットの開催などビジネス

にも活用できる仕組みを実現している。そして肝が、保健師と保育士の配置による母子保健業務と子

育て支援業務の窓口を一本化した「子育てステーションちゅちゅ」の整備である。これから出産期を

迎える層から子育て世代まで、幅広く一貫してケアができる体制が完備されていた。デザインも素敵

で若い女性やイクメンにも人気であろうと想像した。

市長室をあとにして、初日訪問で地域再生マネージャー事業の核となる上下町へ案内頂いた。旧上下

町は、「広島県福山市からJR福塩線に乗り、途中駅の府中で列車を乗り継いで約１時間30分、福塩線で

最も高い場所にある駅で、標高は383.7メートルで、それほど高い場所にあるわけではありません。町

の由来は、先ほどの紹介にある通り「分水嶺」と呼ばれる、水の流れが分かれる山脈の上の境 目に位置

するため、この町に降った雨は一方は江の川になって日本海（上）へ、もう一方は芦田川になって瀬戸内

海（下）へと流れるから「上下」という町の名前になったと言われている」。

　この上下の町は現在でも美しい町並みが残っていることで知られ、江戸時代、世界の銀の１/３を産

出していたという石見銀山から瀬戸内海へ続く銀山街道の宿場町で、石見銀山からの銀の集積中継地と

なっていたため、幕府直轄の天領となり、代官所も置かれていた。最盛期には町には33軒もの金融業者

が軒を連ね、のちに酒、醤油などの醸造業をはじめとするさまざまな商人も集まり、町は大いに栄え

た、と言われている。上下のメインストリートには現在でも白壁やなまこ壁、格子戸といった格式のある

懐かしい町並みが続く。
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　まず、大正時代に建てられ、芝居や映画などの上演が行われていた劇場「翁座」へ案内頂いた。大き
な木造の建物であり「映画実演」（「映画」と「実演」の意味は映画も演劇も兼ねるの意味）の看板が目
を引いた。こうした芝居を上演する劇場は全国にあったと思料するが、映画が全盛となり、劇場が映画
館にとってかわられる歴史の中で幕を閉じて行ったと考えられる。こうしたなかにあって、ここ「翁座」
は、裕福だった町の有志により建てられた歴史ある劇場のひとつとして、2010（平成22）年まで開業し
ていたと聞き驚きを隠せなかった。
　二人の女性コンシェルジェにご案内頂いた。説明によると「翁座は京都にある演舞場、南座を参考に
設計されたもので、人力で動かす回り舞台や手掘りの奈落も現存し、館内も客席も非常にクオリティの
高いもの」だった。実際に修復された花道はじめ昔のままの奈落や舞台裏の控室などを拝見させて頂い
た。数多くの一座や演者が、満員の観客を迎え、演目にあわせて大道具小道具を準備、化粧を施し衣装
に着替えて本番に臨むため呼吸を整えたのだろうと想像され、かつての町の繁栄にまで思いを馳せるこ
とができた。また、色あせてはいるが、古い映画のポスターも残っており、思い出を懐古することがで
きた。
　翁座をあとに、末広酒造資料館では膨大な骨董品の数々を、そしてメインストリートでは、国の登録
有形文化財に指定されている洋館づくりの旧片野製パン、屋根の上に火の見やぐらが明治時代の姿のま
ま残る旧警察署、鉄格子が入った幕府の公金を扱う「掛屋」であった「旧田辺邸」、明治時代に財閥の
蔵として建築された建物で独特の趣を持つ高い塔のある戦後キリスト教会に転用された「上下キリスト
教会」、田山花袋の小説「蒲団」のヒロインのとされる女流文学者・岡田美知代の生家で、現在は歴史
文化資料館となっている旧岡田邸など、様々なスポットへ案内頂いた。
　石見銀山の繁栄を肌で感じ、偲ぶことができた。このように白壁の町並みが続く風情ある通りが続き、
また、かつての豪商の敷地や建物は、途方もなく広すぎる印象であった。この江戸の繁栄も明治、大正、
昭和、平成、そして令和と時代は流れ、人口減少による限界集落化、空き家の増加はもとより、後継者
難と建物の老朽化が進み、店舗の閉鎖や保存コストの増大に大きな課題を抱えている。このままでは貴
重な歴史的遺産は消滅してしまう危機に瀕していると言って過言でない。一方で、旧家を改造して「泊
まれる町屋 天領清上下」をオープンさせている。素泊まりながら既存の宿泊施設との競合を避けて、
１人目は8,000円、２人以上は4,000円の宿泊料が設定されている。見事な古い佇まいを残しながら室内
はモダンなデザインが施されており、岡山県では宿場町を活かした矢掛町の「矢掛屋」を思い浮かべた。
このような新たな取組もスタートするなかで、同時に地域資源の調査と磨き上げ、インバウンドモニター
ツアーや商談ツアー、農泊推進事業などの取組みも進んでいる。

こうしたなか、ここ上下町を国から重要伝統的建造物群保存地区にするための試みがスタートした。
広島県では、福山市の鞆の浦や広島市の宮島など、岡山県では倉敷市の美観地区や津山市の旧出雲街

道のまちなみ保存をめざす城東まちなみなどが有名。
　こうして、ふるさと財団では、上下町の「重要伝統的建造物群保存地区をめざす」活動の支援をする
ことを現地で改めて表明した。
④ 協和地区

上下から府中市内への帰路の途中、協和地区にある協和公民館を目指した。ここは伝統的な和紙の産
地であり「阿字和紙」技術の伝承に取組み、その活動を支える一般社団法人協和元気センターの会議に
臨席させて頂いた。古老の和紙職人が頑張る姿をみて、若者７人が手をあげ、この阿字和紙を伝承、地
方創生に役立てようとする活動を展開中である。協和元気センター田原輝巳会長の講話を拝聴、阿字和
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紙の歴史から技術の特徴、そして阿字和紙で作られた作品、製品の数々を紹介いただいた。
　とりわけ、サッカーJ１の川崎フロンターレの「フロ」と「風呂」をかけた、阿字和紙製の風呂桶には、
一同感心すると共に、木の桶を和紙で再現する技術の高さにも目を見張った。田原会長の『技をつなぐ
には面白く取り組まねば若いモンは続かん』の言葉が印象的で、皆さんの、阿字和紙で地域再生を目指
す取組への熱意に心打たれた。

アドバイスとして、和紙の歴史や体験、様々な和紙製品の販売を展開しながら地方創生を目指してい
る高知県の「いの町紙の博物館」と「道の駅 土佐和紙工芸村クラウド」を紹介申し上げ、視察をお勧
めした。
⑤ 老舗旅館「恋しき」

二日目は府中市内の観光拠点として再活用を目指す老舗旅館「恋しき」を訪問した。
「恋しき」は、「1872（明治５）年､ 土井利助が恋しきの原型である ｢旅館土生屋｣ を開業｡ その後､
当時の財界人･延藤友三郎の提案により名前を ｢恋しき｣ と改名します｡（中略）1918（大正７）年に
は当時のお金で２万円と言う大金を投入。高僧が母屋の３階から指揮を取り庭園を整備し備後エリアの
シンボルとしてその名を広く知れ渡ることとなります｡ 当時、数多くの政治家､ 文化人が訪れ､ 犬養毅
や岸信介､ 福田赳夫といった歴代の総理経験者や鳩山威一朗などの大物政治家も宿泊した記録が残って
います｡ 文化人では井伏鱒二､ 吉川英治､ 田山花袋などの作家､ 人間国宝の狂言師･茂山千作や備前焼
の重鎮で人間国宝の金重陶陽の名前が宿泊者名簿にあります｡ こうして一時代を築いた恋しきは登録有
形文化財基準の ｢再現することが容易でないもの｣ に該当するとし登録文化財となり、府中市のシンボ
ルとなりました｡」とあり、施設は「760坪の敷地内には本館と４つの離れに囲まれた300坪の日本庭園
があります。 犬養毅や井伏鱒二などの政治家や文化人が多く訪れ、府中の歩んだ歴史が刻まれた貴重
な文化遺産であり、 国登録有形文化財（建造物）に登録されています。現在は、本館及び離れの貸館・
貸室を中心とした事業に加え、庭園はどなたでも無料で観覧していただけます。（府中市のHPから抜粋）」
とある。
　この文化財の維持・運営には相当の費用が必要であると容易に想像できる。館内を隅々まで案内頂き、
２階の広間でミーティングを開始、市の担当者と観光協会から現状と課題、そして将来に向けたビジョ
ンをヒアリング、さらに地域再生マネージャー養父信夫代表理事から、今後の「恋しき」の有効活用に
よる府中市の観光振興、地方創生に向けたプランの説明と提案を受けた。特に府中市は産業の盛んな土
地柄であり、伝統のものづくりを伝承する企業や世界をリードする技術を有する多くの企業が地域経済
を支えている。観光振興プランでは、電動のベロタクシーやシティサイクルを利用して、まちなかを回
遊、その拠点として木工や家具、仏壇などの職人の技を見学、さらに味噌や菓子などの食、神社仏閣な
どを巡るプランの説明があった。

アドバイスとして、岡山市のコミュニティサイクルによる回遊性の向上による地方創生や美作市の電
動超小型モビリティ活用による棚田観光の話題、SDGsを視座に置いた真庭市のバイオマス発電を軸と
した産業観光、倉敷市水島のコンビナートと瀬戸内海を活かした滞在型環境学習への取組み、井原市の
美星天文台と中世夢が原を活用した食を加えた観光誘致、岡山市後楽園のお庭を活かした地元の食材と
備前焼を活かしたグルメの会の開催や七五三の前撮りスポットとしての有効活用などで実績を積んでい
る事例など、いくつかの話題を提供させて頂いた。
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（４）NPO法人まちづくり推進機構岡山

ふるさと財団の府中市訪問を契機として、NPO法人まちづくり推進機構岡山が、12月16日～17

日、重要伝統的建造物群保存地区指定を目指す広島県府中市を訪問した。

　同NPOの理事会にて、ふるさと財団が府中市のまちづくりを支援している話題が提供され、本NPO

は、備後地域のまちづくりに深く関わってきた実績があり、総務省の公益法人が応援する取組であれ

ば、現地調査を含め、府中市や地域の取組みを学び、また、本NPOも岡山県内を中心としたまちづ

くり活動の現場に深く関わってきた経験を伝え、意見交換を実施する機会を設けたいとの意向で一

致、理事をととめる三村聡センター長が府中市観光課を窓口にコーディネートを担当、この度の視察

となった。

　NPOメンバーは、建築士、弁護士、Webコンサル、日本政策投資銀行、学識、岡山シーガルズ

らが参加した。迎えて頂いたのは、府中商工会議所、府中中央ライオンズクラブ、上下商工会、府中

市観光協会、上下まちづくり協議会、府中市観光課、中国銀行。

　府中市へは岡山駅から山陽新幹線で福山駅へ、そこから福塩線でＪＲ府中駅のコースで訪問、ま

ず、駅前の道の駅びんご府中を見学した。地元の野菜や特産の味噌が並び、併設されたレストランは

盛況であった。

　初日は、上下町まち歩きのあとで、意見交換会を実施した。岡山県の津山、倉敷、矢掛など重要伝

統的建造物群保存地区における先行事例を紹介。活発な意見交換、話し合いが続いた。

　二日目は、国登録有形文化財に登録されている「恋しき」にて、スポーツ観光や産業観光の可能性

について、腹蔵ない本音の議論がなされた。昼食に名物「府中焼き」を共に食しながら、今後の継続

した交流について合意した。さらに備中備後圏域交流の企画についても意見交換ができたことは大き

な成果といえる。

２‒７‒２　公益財団法人　岡山県市町村振興協会

① 岡山県自治体職員新人研修

例年、総社市にある「岡山県市町村振興センターサントピア岡山総社」を会場として開催される対面

での岡山県自治体職員新人研修はコロナ禍の影響で中止となり、2021（令和３）年度は2020（令和

２）年度に続き、４月８日、岡山市今にある市町村振興センター本部から各自治体をオンラインで結

び開催された。講師は三村聡センター長が担当、オンラインのため、参加者の表情やアクションが読

めないため、コミュニケーションが取りにくいなかでの実施となった。



■ 158 ■

地域総合研究センターの社会連携・研究・教育（10年の歩み）２

② 岡山県自治体職員監督職研修

2021（令和３）年11月１日、２日、両日とも９時半から16時半まで、オンラインで県下自治体をつ

なぎ新任係長（監督職）研修会が開催された。

　両日で約150名を超える参加者と『地方創生と公共経営』をメインテーマに真剣勝負の研修を実施し

た。どの自治体とも創意工夫を凝らした地方創生総合戦略の展開や自治体の特徴を活かした諸施策が

講じられていることを理解できた。

③ 思い出と足跡～理事会や観光研究会

2017（平成29）年２月24日、公益財団法人岡山県市町村振興協会の理事会が開催され、三村聡セン

ター長が理事に選任されて以来、2022（令和４）年度も引き続き理事を務める予定である。同協会

は、理事長は岡山県市長会会長、副理事長は岡山県町村会会長、常務理事に同市長会事務局長、そし

て理事は同町村会事務局長、弁護士、大学教員の３名、そして監事が同市長会副会長、同町村会副会

長、公認会計士の３名という総勢９名で構成され、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・交流などの活動を展開している公益組織である

（2022（令和４）年１月１日現在、倉敷市伊東香織市長が理事長）。

　三村センター長は、理事職や講師の他に、2017（平成29）年度、同協会からの依頼で「観光研修

会」を企画・運営、2017（平成29）年５月26日を第１回として、2018（平成30）年１月25日の最終報

告会までをコーディネートした。参加者は岡山県内の自治体職員。１年間をかけての研究会であり、

どの自治体の報告も創意工夫にあふれた観光振興策の提案を実施、地方創生に向けて時宜を得た内容

であり、赤磐市と里庄町が表彰された。
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２‒７‒３　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

　2016（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、2020（令和２）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（2019（令和元）年度まで）、岩淵泰准教授、吉

川幸実践型教育プランナー（現在、全学教育・学生支援機構准教授）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。

　2020（令和２）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：2016～2018（平成28～30）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
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第２期校（指定年度：2018～2020（平成30～令和２）年度）

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

２‒７‒４　岡山県美作県民局
　（１）「美作国創生公募提案事業」

① 2021（令和３）年度岡山県「美作国創生公募提案事業」岡山県美作県民局は、人口減少問題

をはじめとする美作地域の　　　　　　　　　　　　　 様々な課題の解決を図り、魅力と活力にあふれ、安心で生き活きと暮ら

せる美作地域づくりを進めるため、地域のニーズを踏まえ、資源等を生かしたノウハウやアイデアに

より高い効果が期待できる事業として、2021（令和３）年度岡山県「美作国創生公募提案事業」の

事業提案を募集、2021（令和３）年度は、第１次審査に残った８組の団体の第２次審査が、４月15

日、同局の５階会議室で開催された。

　2021（令和３）年度の同事業の募集期間は、2020（令和２）年11月20日～2021（令和３）年１月

15日、募集に際しては、美作県民局の諸課題や、今後取り組むべき事柄として、具体的に次の３

テーマを設定した。

(１) 若者が活躍できる美作地域の創造に効果的な事業<例>・地域の将来を担うことができる人材
育成のための取組、・地域の産業を支える人材を育てるための取組、・若者の地域定着を目指
し、子どもたちへ郷土愛や地域への関心を高める取組

(２) 美作地域の「交流・定住・関係人口」の増加に効果的な事業<例>・観光振興や地域資源を活

用した特産品づくりなどにつながる取組、・移住・定住を促進するための取組、・文化・スポー

ツによる交流を促進する取組、・耕作放棄地の利活用など中山間地域における農林業の維持・

発展につながる取組、・農福連携につながる取組
(３) その他、事業の趣旨に沿うもので効果的であると特に認められる事業<例>・新型コロナウイ

ル
スに伴う地域課題解決の取組



■ 161 ■

地域総合研究センターの社会連携・研究・教育（10年の歩み）２

　上記のテーマに合致する取組提案を募集いたし、１組持ち時間10分、質疑応答10分、７名の審査委員
で審査を実施した。どの組も、創意工夫を凝らした提案内容であり、審査委員からは多くの意見や感想、
アドバイスがなされた。

同事業は2014（平成26）年度から三村聡センター長が審査委員長を拝命、担当している。

　こうして、第２次審査結果を踏まえ、５月７日、次の４事業を事業化候補に決定した。
　今後は、県民局と団体との間で事業内容について調整をした後、各事業を実施する。
　１ 　岡山県産材を使った木工ものづくりワークショップ ～デジタルファブリケーションで「人々の

憩うベンチ」を 創造する～ 株式会社まちづくり新庄村 
　２　縁起のいい地名を活かした観光地開発と住民の福祉向上 を図る事業 地域起こし隊「吉 縁起村」 
　３ 　岡山県北の隠れた絶景ポイントの発掘・保全・整備・活用！ 美作国やまざと秘境ツアープログ

ラム創生事業 真庭遺産研究会
　４ 　続・深刻化する超高齢社会の空き家問題の「困った」を、 個人だけでも行政だけでもない方法で

解決に繋げるしくみづくり事業 株式会社

　11月11日、2021（令和３）年度岡山県「美作国創生公募提案事業」成果報告・中間報告会が、岡山県
美作県民局にて開催された。今年度事業の進捗状況や成果、課題などを発表し、審査委員との意見交換
等を通じて、より効果的な事業展開を図るため、中間報告会を実施する会である。 併せて、昨年度に
実施した団体の事業成果が発表された。

　引き続き三村センター長が委員長を担当した。
　報告いただいた団体は下記の通り。

　　成果発表
　　　１．（一社）地域支援機構サトビト
　　　２．ＯＫＵＴＳＵ芸術祭実行委員会
　　　３．認定 NPO 法人 英田上山棚田団
　　　４．（株）和田デザイン事務所
　　中間報告
　　　１．（株）和田デザイン事務所（成果報告に続き中間報告）
　　　２．（一社）むらづくり新庄村
　　　３．地域おこし隊 ｢吉 縁起村｣
　　　４．真庭遺産研究会

　報告会開催後に、中間報告団体へ審査委員の助言を通知させて頂く。

② 2022（令和４）年度岡山県「美作国創生公募提案事業」
2022（令和４）年度美作国創生公募事業の募集が始まった。
多くの組織、団体のチャレンジに期待しつつ、岡山大学地域総合研究センターは、この活動を支援し
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ていく。
　2022（令和４）年度も三村聡センター長が審査委員長を拝命している。

（２）岡山県美作県民局地域課題研究チーム会議
2021（令和３）年10月に入り、岡山県北の雄 津山市の人口が、ついに10万人を割った。
津山は名城「鶴山城」を取り巻くように街並みができている古くからの建造物が多く残る閑静な数々

の歴史に彩られた城下町である。
　また、岡山県では、岡山市、倉敷市に続く人口が３番目に多いまちであり、県北の要といえ、その都
市の人口が10万人を割ったことは、県民にとってもショッキングな事件である。
　岡山県美作県民局地域課題研究チーム会議は、３回連続で開催され、研究チーム会議の目標も、子育
て教育、公共施設マネジメント、地域モビリティ、産業振興と４つのチームに分かれる。その最終的な
共通の目標は人口減少対策である。
　10月13日、会場は津山商工会議所、三村聡センター長が講師兼コーディネーターを担当した。
　参加は県庁職員と県北３市５町１村の企画部門職員（都合により西粟倉村は不参加）。人口減少対策
が待ったなしとなり、参加者は、課題解決に向けた議論と具体的な施策研究への取り組みが開始された。
人口減少に歯止めをかけることができる具体策の立案に大いに期待いたすと共に、岡山大学として、精
一杯の支援を続ける。
　11月16日、秋が深まる津山で、美作県民局地域課題解決研修の第２回目となる会が開催された。会場
は津山市保健センター、医師会。県職員や圏域自治体職員は、具体的な提案書作成に向けて、作業を開
始した。
　今回からビジネススクールの手法を取り入れ、岡山県美作県民局版の実践型地方創生講座が本格着手
した。岡山大学は地域のお役に立てるようシンクタンク機能を発揮していく。
　12月14日、美作国地域課題研究チーム支援事業の肝となる第３回の研究会が開催された。この事業は、
美作県民局管内３市５町２村の自治体職員および県職員を対象として、地域課題解決に向け、県民局職
員と市町村職員が共同して具体的な解決策を検討し、事業化を検討することを通じて、職員の企画・政
策形成能力の向上、県と市町村・市町村間の連携強化を図る事業である。
　地域課題を抱える現場での活動を基本とし、活動から得られた体験や課題をもとに施策を企画立案し、
事業化を図ることをねらっている。
　今年度のテーマは、子育て教育、公共交通の維持、公共施設マネジメント、産業振興の４つを課題研
究テーマに選択して、ビジネススクールの手法を用いて、具体的な実行可能な政策施策に落とし込むと
ころまで研究を進めた。
　2022（令和４）年３月14日、最終報告会が開催される予定。

（３）2021（令和３）年度岡山県「美作地域自治体職員研修会」
地方創生の政策立案において、オープンデータを政策立案から検証まで活用することが求められている。い

わゆるEBPM（エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング）と呼ばれる証拠に基づく政策立案を意味し、政
策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠（エビデンス）
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に基づくものとすることであり、政策効果の測定に重要な関連を持つ情報や統計等のデータを活用した
EBPMの推進は、政策の有効性を高め、国民の行政への信頼確保に資するものである。
　内閣府では、EBPMを推進するべく、様々な取組を進めており、わが国の研究、教育、産学連携に
係る状況をマクロからミクロに掘り下げて「見える化」しようとしている。代表例が、関係省庁等に分
析データを共有しEBPMの推進に貢献しているほか、一般公開可能な部分についてe‒CSTIとして公開
している。今年度の美作地域自治体職員研修会のメインテーマは「産業振興」に設定された。岡山県職
員と美作県民局管内の３市５町２村の若手職員が受講、講師として、新見公立大学の長宗武司助教（本
学博士後期課程）がマクロ産業分析、三村聡センター長がミクロ産業分析を担当した。
　10月18日、第１回美作地域自治体職員研修会が、津山市の美作県民局で開催された。第１回の主題は
地域経済分析システムRESASを用いた政策立案能力を磨く。
　11月22日、第２回美作地域自治体職員等研修会が、津山市の保健センターで開催された。第２回の主
題は、各自治体の産業構造を、国のRESASを活用してマクロ的な視点で把握、そして各自治体の主要
産業の業種の動向や個別企業を分析し、具体的な施策を検討する。前半は、長宗講師により、地域経済
構造分析がスタート、産業・経済分野の統計資料の概要説明から理論の説明（経済基盤モデル、特化係
数、チャート図分析）がなされ、RESASを用いて個別自治体の産業特性を分析した。
　後半は、三村センター長より、特定した分析産業の業種の動向、個別企業の分析、具体的な産業振興
施策の検討の見方、そして「地域の産業」の活性化に向けたアクションプラン構築のアプローチ手法を
説明した。特に、業種別審査事典を引用して、地元特定企業の見方、業種把握、業界動向の見方・考え
方についての概要を説明した。
　12月13日、2021（令和３）年度美作地域自治体職員等研修会の最終回となる第３回研究会が、津山市
健康福祉センターを会場に開催された。
　最終回は、第１回、第２回の研修内容をもとに、各受講者が自地域の経済構造、個別業種、企業の分
析結果と具体的なアクションプランを持ち寄り、ディスカッションを通じて多様な視点を身に着け、グ
ループ内で代表１自治体を選択し、より具体な産業振興策を深堀していきながら、参加自治体のＫＰＩ
の吟味・検証と確実なＰＤＣＡサイクルを目指す（グループ発表）ことを目標に実施した。
　研修の成果として、各自治体の分析結果、具体的なアクションプラン「産業振興・支援策策定へのア
イデアとりまとめシート」に基づくパワポを作成・発表会を実施した。

結びに、研修全体の総括を、新見公立大学の長宗武司助教と三村聡センター長が担当した。
オープンデータに基づく政策分析と政策立案が主目的の研修であり、研修会終了後、引き続き県の担

当者と評価並びに反省会を実施した。

２‒７‒５　岡山市のまちづくり
　岩淵泰副センター長は、地域と市民参画の視点から自治体との連携を続けている。岡山市においては、
若者と政治参画の観点から岡山市明るい選挙推進協議会の会長を、また、市民と行政のパートナーシッ
プを支援するため、岡山市市民協働推進委員長を務めている。2021（令和３）年度は、岡山市・市民協
働フォーラムの基調講演を行った。西川緑道公園のまちづくりにおいては、学生まちづくり団体へのレ
クチャーも提供している。ESDと市民参画の視点から、岡山市京山公民館のシンポジウムでコーディネー
ターを行った。
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２‒７‒６　井原市のまちづくり
① 井原市の広報戦略NHK大河「青天を衝け」

地方創生活動を積極展開中の井原市が、2021（令和３）年６月18日、NHK大河「青天を衝け」第18

回に登場した。主人公は「日本資本主義の父」とも称される渋沢栄一で、井原市との縁が紹介され

た。渋沢は、一橋家の家臣となり、慶応元年（1865年）春、農兵を集めるため、領地であった備中国

西江原村（現岡山県井原市）を訪れた。滞在中には、興譲館の館長であった阪谷朗廬と語り合い、親交

を深め、農兵の募集では大成功をおさめ、苦労の末に農兵200名を集めることができ15代将軍の慶喜に

認められたとされている。

　まさに、井原は栄一にとって世に出るきっかけとなった地であり、栄一が朗廬と面会したとされる興

譲館講堂は、現在でも当時のまま残っており、興譲館高校の校門に掲げられている「興譲館」の扁額

は、栄一が1912（明治45）年に揮毫したものである。

　このように、井原市内各所に渋沢栄一ゆかりの地があり、大河をきっかけに井原市の知名度が全国に

広がるよう、さらなる広報戦略シナリオを観光課の方と描くことを確認した。

　一方で、大河で歴史に興味を持つようになった、TV世代と違い、ネット世代の大学生にはやや認

知度が低い模様であり、こうした課題を解決する仕組みも併せて検討することで一致した。こうした

歴史を多くの方に知ってもらい、井原市の魅力をあげる試み「渋沢栄一と井原」（NHK青天を衝け）

が、井原市文化財センター「古代まほろば館」で開催された。渋沢栄一は、一橋家の家臣となり、農

兵を集めるため領地であった備中国の西江原村（現井原市）を訪れました。郷学・興譲館の館長・阪谷

朗廬と語り合い、親交を深め、農兵募集は大成功をおさめ、慶喜に認められる。井原は栄一にとって世に

出るきっかけの地であった。

② 井原市2021（令和３）年度リーダー養成研修会

井原市で2021（令和３）年度のリーダー養成研修会が、2021（令和３）年８月６日、井原市市民会館

を会場に開催された。井原市に12地区ある「まちづくり推進協議会」の代表者と各地区の市担当者によ

る合同のリーダー養成研修会であり、大舌勲市長も参加した。講師を三村聡センター長がつとめ、岡山

大学として、2015（平成27）年から井原市のお手伝いをしてきた歩みを紹介しながら、地方創生総合戦

略の内容を解説した。そして、参加した各「まちづくり推進協議会」の主要な活動のひとつに「井原市

がんばる地域応援補助金」制度があり、この補助金制度は、地区まちづくり協議会及び井原市まちづく

り協議会連絡会議が、自ら企画立案し実施するまちづくり事業であり、住民の皆さんが地域課題の解決

や、よりよい住民生活をおくるために実施するまちづくり事業に対して財政支援を行うことで、住民の

皆さんが「住んでいてよかった、住み続けたい」と思えるまちの実現を図ることを目的としている点を

再度確認させて頂いた（上限は100万円）。さらに同制度に加え、地域の活力づくりとなる人口増を目指

した移住定住促進事業等である、空き家対策及び移住者支援事業、子育て支援を図る事業、市外在住者
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との交流を図る事業、その他市長が必要と認める事業に該当する、人口増を目指した地方創生に関する
事業について150万円を上限に実施しており、こうした事業の更なる促進を狙いとしたリーダー養成が
急務である点を申し上げた。
　研修会終了後、市長応接室にて、次回以降の進め方について意見交換をさせて頂いた。
　自助、共助、公助を進める核となる「まちづくり推進協議会」の今後の在り方が、地方創生の成否を
握るカギとなることは明白であり、共助を担う母体がリーダーシップをとれるように、いかに公助が支
援できるか、「学」の立場から、岡山大学としては、今後の展開シナリオ作成に向け熟議の輪に直接参
加しながら支援を続けて参りたい。

③ 井原市公共施設等マネジメント推進会議
現在、地方創生が進む一方で、地方の自治体は少子高齢社会の急速な進行と税収不足により、その財

政は厳しい事態を余儀なくされている。井原市もその例外ではなく、2021（令和３）年７月27日、井原
市で公共施設等マネジメント推進会議が開催された。三村聡センター長が委員長をつとめた。
　井原市の公共施設等総合管理計画ついては、同市の公共施設等は高度経済成長期に整備された施設が
多く、今後、一斉に建替えや大規模改修を迎え、また、人口減少、少子高齢化の進行に伴い、歳入・歳
出面で厳しさを増すことが予想されるため、公共施設等の維持更新の考え方については、従来型の発想
から、大きく意識を転換させる必要がある。
　2014（平成26）年４月には、総務省から全国の地方公共団体に対して「公共施設等総合管理計画の策
定にあたっての指針」が示され、2016（平成28）年度中に所要の計画を策定するよう要請がなされた。
井原市では、2016（平成28）年３月の同市が保有する公共建築物の管理状況等を把握する「井原市公共
施設白書」を作成、将来の見通しを踏まえ、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方
針・考え方を定めた「井原市公共施設等総合管理計画」の策定を目指してきた。この日は、これまで井
原市が施設ごとに評価を進めた結果に基づく、第３次評価会議であった。
　同会議では、公共施設等を16の分類に分けて議論がなされた。
　その内訳は、集会施設や文化施設等の「①市民文化系施設」、図書館や博物館等の「②社会教育系施設」、
スポーツ施設、レクリエーション施設・観光施設等の「③スポーツ・レクリエーション系施設」、「④産
業系施設」、学校等の「⑤学校教育系施設」、幼稚園・保育園や幼児・児童施設等の「⑥子育て支援施設」、
高齢福祉施設や保健施設、その他社会福祉施設等の「⑦保健・福祉施設」、庁舎等や消防施設等の「⑧
行政系施設」、そして「⑨公営住宅」、「⑩公園」、「⑪供給処理施設」、「⑫病院施設」、「⑬医療施設」、「⑭
その他」、「⑮水道施設」、「⑯下水道施設」。

　なお、計画期間は、2017（平成29）～2026（令和８）年度の10年間とし、その後、10年毎に計画を更
新するローリング方式を採用した。全国でほぼ同じような傾向ではないかと思料されるが、地域で急速
に少子高齢化が進行する様子から、市民はおおむね公共施設の老朽化に対しての関心があり、総量削減
に対する方針にも理解を示している。その一方で、公共が担ってきたサービス水準の低下や維持に係る
税金や地域による自己負担による支出の増加は望んでいないと思われる。こうした状況のなか、井原市
の「公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針」の要諦を紹介すると、公共施設につ
いては行政コスト（新築・改築・大規模修繕等。光熱水費等の運営費を除く）を、10年間で総計100億
円以内に抑制、総延床面積は前年度を超えないようにしながら、施設更新時に、統廃合・複合化・多機
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能化を推進し、原則、単独新規施設整備を抑制すると謳っている。
　また、施設の必要性の高いものは積極的に活用し、低いものについては適切に除却、さらに既存施設
の有効活用のため、計画的な修繕・更新及び耐震化・長寿命化を実施して、利用者の安全性及び適正な
サービス水準を確保するとしている。

なお、統合や廃止の推進方針については、利用頻度が低い施設は、あり方を見直し、統合・廃止・効
果的・効率的な施設配置を検討、さらに、中長期的な経費の見直し及び充当については、公共施設等の
修繕・更新等は、国・県の補助金を活用、また、有利な地方債や公共施設整備基金を活用、同時に、民
間活力の活用・民間と連携した運営維持管理（指定管理者制度を活用）を目指そうとしている。加えて
隣接する市町との連携（連携中枢都市圏の枠組みなど）を踏まえつつ、より広域的・効率的な運営がで
きるように検討するとの方針も明示されている。
　こうして第３次評価を巡る会議は、全員の委員から、苦渋の選択を含む、様々な視点からの意見が出
された。その内容を踏まえて、具体的な公共施設の維持管理を示した、最終的な方向性が示される段階
まで進むこととなった。
　持続可能な井原市の未来に向けて勇気ある方向性が示されたと確信した。

④ 井原市企業誘致に係る委員会
井原市「稲倉産業団地立地企業選定委員会」が、2021（令和３）年７月16日、開催された（非公開）。
この取り組みは、内閣府まち・ひと・しごと創生本部の発足に伴い、2015（平成27）年度以来、岡山

大学から三村聡センター長が、第１回地方創生人材支援制度で市長顧問として井原市へ派遣され人口ビ
ジョンと創生総合戦略策定の支援を担当した時代から懸案の事業であり、繰り返し議論がされてきた重
要案件である。すなわち、地域経済への波及効果や雇用の創出効果を期待できる企業誘致を実施するた
めの事案であり、準備段階から、用地の選定、買収、造成を経て、企業誘致とのプロセスを踏み、ここ
までたどり着いた事案であり、その審査は厳しい基準に基づき応募された企業から、慎重かつ積極的な
議論のなかでなされた。雇用の創出効果はもちろんのこと、進出時から地域との協働によるまちづくり
への参加意向も確認させていただいた。
　こうして地方創生の実現に向けた大きな一歩が踏み出された。岡山大学の立場からも、長かった事案
に一定の結論が見いだせるまでこぎつけたことに安堵した。
　井原市の関係者の皆様のご苦労に心から敬意を表する。

⑤ 井原市『元気いばら創生戦略会議』

　地方創生は、いよいよ正念場を迎えつつある。

2021（令和３）年11月17日、井原市『元気いばら創生戦略会議』が井原市役所５階会議室で開催さ

れた。会議では、事務局から人口推移や政策の進捗状況、成果説明を受け、産官学金労言士そして市

民代表で構成される、全ての委員から積極的な意見や質問、そして的を射た質問が出された。予定の時

間をオーバーする熱心な会議と�なった。三村聡センター長が委員長を務めた。

　岡山大学が国からの依頼を受け、井原市の地方創生を支援して７年目を迎えた。会議終了後、市長を

囲み事務局反省会が長時間にわたり開催された。
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⑥ 井原市まちづくりと留学生の訪問先
どの地域にも特産品があり、それを活かしたまちづくりが進められる。井原市では、駅ナカの『ぽっ

ぽや』で、井原市明治地区特産の明治ごんぼう（牛蒡）を主役にした麺（手打ちきしめん）を提供して
いる。運ばれてきた瞬間、素朴で奥行きある牛蒡の薫りがたつ。そのほか、明治ごんぼう（牛蒡）を練
りこんだ、かりん糖はじめ菓子としても提供されている。
　さて、７月16日現在、井原市の田中美術館が改装中のため、館内の田中先生の傑作「鏡獅子」のレプ
リカはじめ代表作が駅ナカへ移されて、駅利用者の目を楽しませていた。売店では、井原で人気の焼き
たてパンの店、池崎堂「カウ･ベル」のきのこメロンパンとベビードーナッツが人気。また、学生の実
践型授業で見学先として協力頂いている、1804（文化元）年創業の山成酒造に立ち寄り酒粕かりんとう
と奈良漬けについて女将からヒアリングをさせて頂いた。ここ山成酒造『蘭の誉』には、谷崎潤一郎の
直筆「芳醇」が架かっている。谷崎の奥様が山成酒造の親戚筋にあたり、谷崎夫妻が岡山に疎開してい
た時代にお酒を届けたお礼にと書が贈られた。留学生の日本の歴史と文化をすることをテーマにした実
践型教育では、山成酒造さんに訪問コースに入っていただき、お世話になっている。

⑦ 井原市「星の郷まちづくりコンソーシアム」会議
井原市美星町は2021（令和３）年11月１日付（米国アリゾナ州現地時間）で、国際ダークスカイ協会

が設けた国際的な認定制度である「星空保護区（コミュニティ部門）」に認定された。
　星空保護区としては日本で３番目、コミュニティ部門としてはアジア初となる。
　この反響は大きく、認定に関する報道は、テレビ、全国紙はじめ新聞、ネット上など、60以上のメディ
アで取り上げられ、星空保護区認定取得に沸く井原市では、地方創生に多大なプロモーション効果があっ
たと評価している。
　こうした事情を踏まえ、12月20日、星の郷まちづくりコンソーシアム会議が、井原市美星支所にて開
催された。その目的は、今後観光客の増加が見込まれることから、並行して、まちの受け皿整備に取り
組んでいく必要があるため。これまで６回にわたり開催してきた本会議は、今後の星の郷まちづくりの
指針となる事業計画の策定に向けて、来年以降、検討された政策を具体的に実装するながれを目指して
いる。
　第７回となった会議では、まず、グループディスカッションに入る前に、中高校生『美星プロジェク
ト』のプランを地域おこし協力隊の方が話題提供、この提案には、高校生のプランを協力隊が支援する
プランも含まれるため、参加した小中高の校長先生も期待が膨らむ様子であった。地方創生には若いア
イデアと参加が必要で、コーディネートを務めた三村聡センター長からは、子ども議会制度の先進事例
についてアドバイスした。こうして、今回の中高生からの提案を大切に温めながら、その具現化に向け
て、参加者が全員で協力することを確認した。こうして、いよいよ政策プランの策定に入り、具体的な
政策シナリオが報告された。
　毎回、大舌勲市長がフル参加、今回はヤマト運輸がメンバーに加わり、産官学金言が地域住民と地域
資源である天文台を取り巻きながら展開を進めるSDGs創生戦略の白熱議論がなされた。

２‒７‒７　笠岡市のまちづくり
　2021（令和３）年４月18日、笠岡市のまちづくり活動を拝見するため笠岡港で開催された笠岡港マル
シェ「ミナトの休日」へ参加、会場で笠岡市小林嘉文市長と意見交換した。また、かつて地域おこし協
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力隊の時代に学生たちが実践型教育で指導いただいた、Pasión（パシオン）の山脇節史氏と意見交換

を実施、氏が焼き上げたパウンドケーキのセットを買い求めた。この商品は、地元産の柑橘はじめ果実

や野菜などを素材に開発した素材の風味を引き出した自慢の逸品がラインナップされている。港をあと

にして、笠岡市吉田文化会館の守屋基範館長にご案内頂き、吉田地区へお連れ頂いた。守屋氏はNPO

法人かさおか島づくり海社の理事を長くつとめており、学生たちの島での実践型社会連携教育「地域

包括医療ケア実習」で、大変にお世話になってきた。ご案内頂いた笠岡市の北部に広がる吉田地区は、

のどかな里山が広がる美しい地域であり、地域の活性化に向けた取り組みをご紹介いただいた。

　最後に、港の傍にある改装中の旧家を訪ねた。港に面する堂々とした構えの建物は、旧広島銀行の寮

（ゲストハウス）だったと説明を受け、再生中の建物を見学させて頂いた。凝った造りの意匠や工夫が様々

なされた建物であり、広々と開口した２階からは海が一望できる。ここが改装されれば、地域コミュニ

ティはもとより、笠岡市へ訪れる人たちの新たな交流拠点になるであろうと感じた。近くの笠岡港には

地域の活動拠点として「笠岡コモンズ」も整備されており、この拠点との連携した活用も考えられると

イメージがふくらんだ。

人口減少が進む中で、市長はもとより、市民やNPOはじめ大勢の人たちが、本気で地域の創生活

動を実践展開していることを理解できた笠岡訪問となった。

２‒７‒８　吉備中央町のまちづくり

　各自治体で新たな地方創生の取組みが続くなか、2021（令和３）年７月13日、吉備中央町へ山本雅則町

長を訪問した。「吉備中央町」は岡山県のど真ん中に位置し、岡山県の“へその町”といわれている吉備高

原台地の一角を占める自然豊かな町である。

　一方で、この町もご多分に漏れず、少子高齢化が進んでおり、その対策として国のスーパーシティへの

チャレンジを展開中である。

スーパーシティとは、AIやビックデータを活用し、社会のあり方を根本から変えるような都市設計

の動きが、国際的には急速に進展している。白地から未来都市を作り上げるグリーンフィールド型の取り

組み（雄安、トロント等）と既存の都市を造り変えようとするブラウンフィールド型の取組（ドバイ、シ

ンガポール等）に大別され、吉備中央町はブラウンフィールド型にエントリーしている。そこでは、エ

ネルギー、交通などの個別分野にとどまらず生活全般にわたり、最先端技術の実証を一時的に行うでので

はなく暮らしに実装し、技術開発側・供給側の目線ではなく住民目線で未来社会の前倒しの実現を目指し

ている。

　わが国にも、必要な要素技術は、ほぼ揃っているが、実践する場がないことが指摘されてきた。

　岡山大学は、この吉備中央町の取組を支援しており、町長、副町長、創生担当の職員の方々と内容の濃

い話し合いの時間を持つことができた。



■ 169 ■

地域総合研究センターの社会連携・研究・教育（10年の歩み）２

２‒７‒９　三朝町訪問

　岡山大学は、中国５県屈指の温泉地、鳥取県三朝町に惑星物質研究所という拠点を持っている。ま

た、例年、岡山大学の留学生拠点であるL‒Caféと連携して、GWに開催される祭礼に留学生を参加

させる実践型授業を続けてきた（現在、コロナ禍で中止）。

　2021（令和３）年７月17日、ご依頼により三朝町役場へ松浦弘幸町長を訪問、継続した授業実施の

確認と、三朝町が直面する、まちの課題と今後の方向性について意見交換をした。

　さて、三朝温泉のシンボル「河原風呂」は先の豪雨で豪雨の土砂が流れ込み、湯船が埋り使えなく

なったなかで、地元の皆さんの精力的な復旧作業により、順調に再開に向けた準備が進んでいた。松

浦町長からも、河川護岸の強化により、温泉街を自然災害から守りたいとの意向があるなかで、工事

による温泉の源泉への影響も指摘されており、今後も慎重に議論を進めていきたいとの考えを拝聴で

きた。こうして三朝町は自然災害とコロナ禍に負けず粘り強い地方創生をめざしている。

２‒７‒10　備前市政策コンペ
　　本センターでは、備前市からの依頼により「備前市職員対象の政策コンペ」の審査を支援した。

　公務員の年功序列システムも大切ながら、若手を登用して権限と予算を与え、新鮮なアイデアを

政策に具体反映すべき時代であると思料される。

　次の世代を担う方が創生の駆動力となり、若い世代が持つ無限の可能性を引き出し、それを実践

して、地域に元気を呼び込むことは重要だと考え、市職員全員に広く呼びかけ、政策を考え提案、

それを審査して、実際の政策に反映することを目的に、本事業が実施された。本事業では、三村聡

センター長が、第１次審査から審査を担当した。

　さらに、備前市職員による政策コンペの二次審査会（プレゼンテーション）が、2021（令和３）年

10月20日、備前市役所にて開催された。二次審査会では、知恵を絞った企画が提案され、審査員から

は積極的な質疑が出され、備前市の活性化に向けた市と市民が一体となった会となった。
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２‒７‒11　赤磐市地方創生人材育成講座
2021（令和３）年度地方創生人材育成講座が開催された。
この講座の目的は下記のとおり。

　１．次期総合計画、創生総合戦略の策定、地方創生の実現に向けた人材育成研修を行う。

　２． 本研修では、担当業務に捕らわれず、創生総合戦略推進上の課題について、様々な視点から
　　　の現状分析、斬新かつ新たな発想での政策立案、事業化に向けた提案能力を身につける。

　３．本研修を通じて、職員の士気向上をはかるとともに組織横断的な政策立案と推進を目指す。

また、目標は下記の項目を目指す。

　１． 自治体職員自らが「地域産業・企業のことは経済界のテーマ」ではなく、地域にとっての産
　　　　業振興の目的を明らかにする

　２．住民に対して産業振興が地域社会に果たすべき役割は何か説明できるようになる

　３． 赤磐市にとっての産業振興の必要性を地域の強み・弱みを踏まえて総合計画や創生戦略から理
　　　解して説明できるようになる

　４． 赤磐市が産業振興を進める際のマーケティング分析手法の基礎を身に着け、補助金などの支援
　　　制度の説明、赤磐市産業振興策を説明できる力を身に着ける

　５．公開情報を活用して地域内外の人的ネットワークの組織化と活用できる能力を磨く

　６．産業振興を進める際に、赤磐市内部で関係すると思われる部署と業務内容を整理する

　こうした目的と目標を掲げ、年度末まで５回連続の講座を開催、地方創生に向けた具体プランを練り上

げる。メインテーマは産業振興、地元経営者から自治体への期待や要望を直接広聴、企業意識と自治体

サービスのギャップを議論、出された意見や要望を、マーケティング手法を用いて政策企画のヒントを得

るながれで進める。岡山大学の地域自治体へ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、

全体のコーディネートと毎回の講師や進行役をつとめた。

　第１回となった、2021（令和３）年10月28日、会場は赤磐市役所２階、冒頭、本講座の目的ねらいが事

務局より説明された。岡山県における地方創生の実態を話題提供したところ、参加した職員は赤磐市の将

来への危機感が強く、積極的な質疑やグループでの議論や報告がなされた。

　第２回となった、11月25日、赤磐市図書館を会場に開催された。第２回のテーマは「仮説思考を身につ

ける」、ねらいは、「戦略立案の基本的なフレームワークや思考プロセスを学び、 問題点の発見、問題解

決、戦略立案までのコツを身に付ける」。企業のマーケティング戦略の手法等について講義を行った。今

回からアドバイザーとして、赤磐市産業支援センターの植野悦次副センター長が加わり、地方創生の実践

モデルの考案がスタートした。

　第３回となる赤磐市地方創生人材育成講座が、12月23日、赤磐市役所で開催された。今回のテーマは、

企業経営者等の考えを聞き知見を広げるとして、地域に不可欠な企業の理念、戦略、開発、販路開拓の方

法などを聞き、ビジネスモデルや事業革新の難しさ、突破のポイントを学ぶことをねらいとしている。
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そのため、今回は赤磐市の関わりの深い企業４社から特別講師をお招きしての開催とした。

　招聘企業は下記の通り。

　創業から半世紀にわたり、健康に役立つ医薬品・健康食品を提供し続ける備前化成株式会社の清水富江代

表取締役社長

　高品質な圧力容器を作り続けて75年、西日本有数の生産数を誇る富士鋼業株式会社の永井芳紀代表取締役

　９年連続で「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」企画部門に選ばれた株式会社ホテルリゾート下電

「ゆのごう美春閣」女将の永山泉水氏

　地域密着型の市民クラブチーム、地域に根ざす魅力あるチームを目指す岡山シーガルズ株式会社の高田さ

ゆり取締役・マネージャーと𠮷田𠮷な𠮷𠮷𠮷𠮷業部𠮷𠮷・𠮷𠮷𠮷𠮷

　まず、各社の経𠮷理念と戦略についてご披露頂き、続いて産業の活性化の課題や自治体への期待について

意見交換を実施した。

　こうして、自治体と企業の距離を縮めながら、企業の自治体への期待について提案を受けた。従来の待ち

の姿勢での自治体サービスでは、急速に進む人口減少による雇用の確保や従業員の定着では不十分であると

の気付きを得た。

　経𠮷者から頂いた課題を吟味、その解決に向けて、職員は、自治体として具体的に対応できる解決策の検

討に入った。

２‒７‒12　「高梁川流域連携中枢都市ビジョン懇談会」（高梁川流域７市３町）

　高梁川は岡山県と鳥取県境の新見市花見山（標高 1,188ｍ）に源を発し、111ｋｍの流れを経て、瀬戸

内海に注いでいる。この高梁川の流れと共に生き、豊かな恵𠮷を共有するこの流域圏は旧備中圏を中心に地

域間の強いつながりで結ばれてきた。こうしたことから、流域を形成する７市３町の自治体は、�

1954（昭和29）年３月に「高梁川流域連盟」を設立、産業や文化・教育など流域全般の文化向上に寄与する

取り組𠮷を進め、2014（平成26）年３月に創立 60 周年を迎えた。そして今後の流域活性化のため、連携を

より強固なものとし、まちづくりにかかる課題解決に共同で取り組むことで、様々な地域特性を持つ市町が

連携することで、圏域の特色を最大限に活かし、地域の総合力をもって、人口減少・少子高齢化社会への対

応を図り、圏域全体の経済成長を目指そうとしている。その具体化を目指す組織として
「高梁川流域中枢都市圏ビジョン懇談会」が設置されている。

　そこでは、国がリードする地方創生の流れを踏まえ、人口減少・少子高齢社会にあっても、地域を活

性化し経済を持続可能なものとし、国民が安心して快適な暮らしを𠮷んでいけるようにするため、地方

圏において、相𠮷の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣市町村と連携して、人口減少に対す

る、いわば「地方が踏𠮷とどまるための拠点」を形成することを目的に、岡山県の高梁川流域では、倉
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敷市を中核都市として、流域の７市３町が連携して、高梁川流域中枢都市圏を形成しようとするものであ

る。そのビジョン懇談会が2022（令和４）年１月28日、倉敷市で開催される予定であったが、再び、新型
コロナ禍が広がり始めたため、 2021（令和３）年度高梁川流域連携中枢都市圏ビジョン懇談会の開催は書
面会議となった。

　今回は、これまでの成果に基づく、2020（令和２）年３月25日に策定された、第２期となる新たな成長

戦略ビジョンの提案「第２期高梁川流域圏成長戦略ビジョン（連携中枢都市圏ビジョン〉～高梁川の流

れとともに、未来に続く流域の成長と発展を目指して～）」及び、2021（令和３）年１月25日開催の同

懇談会で追加報告されたの合意事項を受けて、2022（令和４）年１月、新型コロナ禍により、流域の商

工会議所会頭、商工会会長、大学学長、病院長、金融機関、NPO、マスコミなど地域を構成する責任

者が書面により内容を吟味、三村聡センター長が会長として各議案の内容を確認して決議を行った。

２‒７‒13　矢掛町のまちづくり

　岡山県の「地域に飛び出せ大学生！おかやま元気！集落研究・交流事業」を通じて矢掛町江良集落とま

ちづくり交流を行った。2021（令和３）年度は、『田舎のSDGs：食を通じた地域の持続可能性を考え

る』をテーマにした。学生は、集落のみなさんからまちづくりのお話しをうかがいながら、ワラビ、梅、ピ

オーネ、ぎんなん、みかん、ゆず、柿、とうもろこし、お米の収穫など、様々な体験をした。学生たちは

地域の魅力をレポートにして提出し、まちづくりの資料を作成する。

岡山大学・矢掛町の年間交流

５月22日 梅摘み体験（飛び立て！交流事業外の活動）
岡山大学参加者４名（教員１名、学生３名）

７月３日 矢掛町滞在型農村交流まちづくり開発
岡山大学参加者11名（教員１名、学生10名）

７月17日 田舎のフードロスを考えるフィールドワーク
岡山大学参加者９名（教員１名、学生８名）

11月５日 田舎体験：イモ掘りと稲刈り
岡山大学参加者14名（教員１名、学生12名、事務局１名）

11月14日 江良集落の出店 in やかげまるごと道の駅
岡山大学参加者19名（教員１名、学生18名）

１月９日 田舎体験：とんど焼きと餅つき
岡山大学参加者16名（教員１名、学生15名）
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２‒８　大学連携の関係

２‒８‒１　2012（平成24）年度の大学連携
① 岡山県「第３次おかやま夢づくりプラン」

② 新見公立大学公開講座で講演

2012（平成24）年10月12日、2012（平成24）年度後期の新見公立大学・新見公立短期大学主催の公開

講座で三村聡副センター長が講師を務めた。全体のテーマは「人が輝く地域づくり～協働する関係を～」、

演題は「都市構造学的に捉えた地域づくりの考え方」、約30名の市民が受講した。

③　「岡山芸術回廊」岡山大学学生企画に東北大学が参加

2012（平成24）年11月３日から開催された岡山芸術回廊岡大チーム「ゴ」が参加・出展した。

10月14日、被災地支援の目的もかねて、東北大学と進めているジョイント企画の製作打ち合わせに、

仙台から２名の学生たちが岡山を訪れ、会場となる旧内山下小学校の下見と企画会議を「岡山大学まち

なかキャンパス城下ステーション」で実施した。

　出展の目玉は、「仙台市」と「岡山市」の巨大ハザードマップで、それを使って来場者の皆さんに防

災意識を持ってもらうことを狙いにした。

　11月３日、後楽園正門前にて行われたオープニングセレモニーでは、岡山県警察音楽隊の演奏に続い

て、石井正弘岡山県知事の祝辞があり、テープカットが行われた。3.11を忘れないために11.3（文化の日）

の実施は感慨深い、とリーダーが語り、ワークショップでは、各人、思い思いの意見や感想を積極的に

発言した。被災地と岡山をつなぐテーマにふさわしい、工夫を凝らした展示物、その独創性に溢れた企

画力とクオリティの高さであった。

2012（平成24）年４月19日、岡山県が発表した「第３次おかやま夢づくりプラン」について岡

山県主催により、岡山県内の大学がどのように関わるべきかを考える連絡調整会議が

岡山県立図書館にて開催された。

　参加大学は、岡山大学、岡山県立大学、岡山商科大学、岡山理科大学、吉備国際大学、倉敷芸術

工科大学、くらしき作陽大学、山陽学園大学、山陽学園短期大学、就実大学、就実

短期大学、中国学園大学、中国学園短期大学、ノートルダム� 清心女子大学、環太平洋大学、津山工

業高等専門学校。

　冒頭、岡山県総合政策局政策推進課の矢吹周平課長から、第３次おかやま夢づくりプランの推進には

大学との連携体制が重要であるとの挨拶があり、続いて、関係資料に沿いながら第３次おかやま夢づく

りプランの概要説明、大学出前講座との関係、県が2012（平成24）年１月16日に策定・発表した「グロー

バル人材育成等プラン」に掲げる大学との連携施策についてなど、各担当から説明があった。そして質

疑応答に続き、各大学からの周知事項として、三村聡副センター長より岡山大学学都構想に基づく「ま

ちと共に歩むグローバル化と人材の育成に関する考え方」と題して話題提供した。その概要は、今年度

の岡山大学が進める学都研究と”まちなかキャンパス”の展開を軸とした地域総合研究センターの活

動方針について。
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　岡山県の予算をフォローする観点から、仙台との交通費の補助として地域総合研究センターとして

資金支援を行った。

④ 金沢大学訪問

⑤ 早稲田大学訪問

2012（平成24）年11月８日、早稲田大学商学研究科にある早稲田大学マーケティング研究所主催の「赤

磐市サスティナブルタウン研究会」に三村聡副センター長が招かれた。

　この研究会は、岡山県赤磐市が “自然とテクノロジーの調和が新しいコミュニティを想像する” と

題して、同市が10月に発表した「あかいわスマートコミュニティビジョン」について、具体的な方法

や内容の検討を進めている研究会である。永井猛教授を委員長とするメンバーからスマートシティに関

する話題を提供頂き、現在の岡山大学が取り組むまちづくりへの参加について紹介させていただいた。

⑥ ブリティッシュ・コロンビア大学との連携

2012（平成24）年12月12日、社会で活躍できる学生を、いかに育てることができるかの教育プログラ

ムを考えるため、カナダのブリティッシュ・コロンビア（BC）州から伊藤公久、K.Ito＆Associates代

表を講師に招き、「カナダで学んだ教育方針」との演題で講演いただいた。伊藤氏は木造建築構造設計、

2012（平成24）年10月３日～４日、岡山大学がめざす「学都構想」の研究のために、学都の先輩で

ある金沢大学と金沢市に調査に出かけた。金沢市では、ヒアリング調査を済ませた後で、旧制四高

（しこう）記念館にも足をのばし、明治時代から昭和に至る金沢大学の学生たちの生活や西田幾多郎

博士の講義風景などを、数々の写真や展示品から知ることができた。翌日は、移転した現在の金沢大

学を訪れ、金沢大学が進める地域貢献活動についてレクチャーを受けた。金沢大学では、奥能登地

域の高齢化対策とコミュニティの活性化、

そして金沢市のまちづくり活動に積極的に取り組んでおり、実践活動は大学が本気で地域社会へ出か

けて、まちづくりに積極参画していることを実感させられる質の高い活動内容であった。

　また、金沢市訪問では、金沢市が５億円をかけて、金沢市の繁華街、香林坊ちかくの片町２丁目に

９月29日オープンした「金沢学生のまち市民交流館」を見学した。この市民交流館の目的は「学生と

市民との交流、情報交換等を通じて学生とまちとの関係を深めるとともに、自主的なまちづくり活動

を支援することで、協働による市政の推進を図る」ことであり、そのスケールの大きさと行政の決断

振りの素晴らしさに感心した。まさに「学都」の精神が行政にも宿っていると感じた調査であった。
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省エネルギー建築テクノロジーコンサルタントであり、International Eco‒House 社も設立されインドアエア

クオリティーの技術コンサルタント。また、林学の研究家であり、ブリティッシュ・コロンビア大学林産学部ア

ドバイザー協議会委員、カナダ政府住宅金融公社政府認定国際建築技術指導員、カナダ天然資源省Super E 省

エネ住宅技術委員など数々の公職を務めている。カナダの面積は日本の24倍、人口3400万人、10の州と３の準州

からなり、世界から毎年20万人の移民を受け入れ、言語も英語とフランス語が中心ながら、世界からの移民で多

くの言語が使われているため英語教育に予算を積極的に使っている、日本とはいろいろな面で事情や性格の異な

る国。日本との関係では、日本人は４世といわれる世代が育ち、最近は東日本大震災の関係で、電力供給のため

の資源として石炭や液化ガスの日本向け輸出が急速に伸びている。環境面では森林国としてのサステナブルな

政策として100年単位で森林の伐採をする仕組みが完成しており、永久に資源が枯渇しない保全手法が確立して

いて、さらに国内木材の特性を最大限に活かせるよう住宅断熱の研究が国レベルで進み、また電力会社やガス

会社がLEDを個人世帯に無償配布するなど、エネルギー節約に関するエコ施策も日本とは異なる発想が、随所

になされているとの講話。教育の基本理念は社会が個人を作るのではなく、個人が社会を作るとした個人主義と

それを支える効率的な発想が根底にあり、個人から社会へ、社会から国へとの考え方に裏付けられた社会責任と

ナショナリズムを重要視するのが特徴。そこでは、個人の価値を高めるために固定観念や既成概念にとらわれな

い、社会変革に自分自身の能力を自由に試すことで選択力を育てることにより、より良い社会を気づくための自

由な発想が涵養されるとした自由主義的合理主義が広く定着している。大学教育はかなり自由に入学できるが、

進級、卒業のためには相当な自己努力が求められ、毎年、脱落者が多数出るために、うまく卒業まで到達した学

生たちの結束力は強く、社会に出たあとも友情や人脈は引き継がれるとのこと。

　また、30歳を過ぎた世代が数多く大学で学んでおり、そこでは政府が授業料を負担することにより、生涯に

わたり学び続けられるシステムを保障している点も、日本とは大きくスタイルが異なる。ただし、そこでも学位

を取得するには、自らが相当な努力をしなければならず、社会の方が厳しいのだから、大学生が徹底的に学ぶこ

とは当然であるとの考えが前提となっている。また、ブリティッシュ・コロンビア大学には見事な日本庭園があ

るそうで、これはビクトリア市で永眠された新渡戸稲造博士の偉業を讃え、彼を追悼するために作られたと紹介

いただいた。

　さて、今回の講演の肝は、Co-opプログラムと呼ばれる大学で得た知識を大学生の時代から延べ４か月にわた

り社会（企業）へ出て実践し、技量と経験を身に付け、そのうえで大学へ帰り知識の深化に務めるという大学と

社会のコラボレーションによる実践型教育プログラムの紹介である。わが国では短期のインターンシップ制度は

あるが、それは単に２週間程度企業に大学生を派遣するといった内容で、派遣先の企業に内容はおまかせする

のが通常である。カナダの、Co-opプログラムでは、大学と受け入れ側をつなぐ役割を果たすコーディネーター

がいて、双方向でプログラミングを行い派遣時はフルタイムで勤務、また受け入れ先も地元企業はもとより世界

の企業に広がっているという点で、日本の大学の語学教育と大学での座学中心となっているグローバル教育の狭

さを痛感する結果となった。こうしたプログラムに参加して、一定の成果をあげた学生は、就職時の門戸や雇用

条件も通常の学生より格段に優遇される実態も説明いただいた。岡山大学の目指すべき学都構想に大きな影響を

与えていただいた講話であった。

　このご縁を作っていただいたのは、三村聡副センター長の友人で、かつてカナダBC州で日本政府代表をして

いた芝綜合法律事務所の舛井一仁弁護士。
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⑦ 金沢大学、熊本大学との連携～三都市シンポジウム開催
2012（平成24）年12月８日、「大学と地域の連携 ―学都の創生を目指して―」と題して、三都市シン
ポジウムを開催した。パネリス　　　　　　　　　　　　　　トに金沢大学地域連携推進センター准教授で地域連携部門長の松下重

雄先生、熊本大学大学院自然科学研究科教授で工学部まちなか工房代表の溝上章志先生、岡山大学か
らは大学院社会文化科学研究科　　　　　　　　　　　　　　教授で地域総合研究センター研究統括ディレクターの中村良平先生、

そしてモデレーターをで地域総合研究センター長の荒木勝理事がつとめた。

　このシンポジウムは、３大学が立地する金沢市、熊本市、岡山市は、明治期に旧制四高、五高、六

高が開学した「学都」の伝統を残す都市であり、各先生方に大学と地域の連携に関するこれまでの研

究と実践を通して何が見えてきたかを語る中から、これからの時代に即応した新たな「学都」の創生

に必要な条件を探ることが目的である。

２‒８‒２　2013（平成25）年度の大学連携
① 長崎県立大、長崎国際大、九州大～佐世保市のまちづくりに学ぶ

岡山市と岡山大学は、地域のNPOや諸団体と協働して岡山市中心部の水と緑の空間「西川緑道公

園」のまちづくりを調査活動やまちづくり活動を通じて支援している。

　持続的なまちづくりを進めるためには、若い世代が参加することが大切であると考えている。佐世保

市は、バブル経済崩壊により、地元商店街から元気や賑わいが低下する状況になるなかで、学生が商店

街の皆さんと連携、20代の世代がイベントや調査などを行い、新しいまちづくりを展開して、まちに活

気を取り戻した。

　2013（平成25）年７月13日、岡山市と岡山大学が連携して、こうした活動を繰り広げた、宮崎大氏：

させぼ港まちづくりスタジオ初代代表、佐世保市都市政策課勤務、別府真希氏：させぼ港まちづくりス

タジオ第３期代表、シルバータクシー（株）勤務、深川毅一氏：させぼ港まちづくりスタジオ元研究員、

吉田由佳氏：させぼ港まちづくりスタジオ元研究員、裏邊彩子氏：させぼ港まちづくりスタジオ元研究

員を岡山へ招き、その活動内容や苦労話を講演頂いた。今後の岡山の活動に活かしていくためのヒント

をいただくと同時に、佐世保の皆さんとの交流を通じて、まちづくりを引っ張る若者の力、まちづくり

へのかかわりと歴史を紐解くきっかけを探った。この「させぼ港まちづくりスタジオ」は、都市計画や

観光などを学ぶ長崎県立大、長崎国際大、九州大の３大学の学生約30名が集まり、若者らしい自由な発

想で「させぼ」を再発見・再発掘することを目的に活動している団体である。

② ポートランド州立大学との交流

2013（平成25）年６月27日、Urban Serving Universityと呼ばれる、都市及び公共問題を研究する活動

が盛んであり、地域と連携した実践型教育プログラムを提供するポートランド州立大学の、西芝雅美

教授をお招きして、学習会を開催した。Urban Serving Universityは、地域コミュニティに対する支援

を大学の使命であるとし、地域コミュニティと協働で様々な地域課題を解決するプログラムを大学カリ

キュラムに体系的に組み込み、地域コミュニティに対する専門分野での教育機会の提供と、都市研究で

貢献する大学をさす。
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　現在、岡山大学も大学改革の目標に、このUrban Serving Universityを目指すべく、多面的な研究を行って

いる。この日は、荒木勝理事をはじめ、経済学部、文学部、環境理工学部、国際センター、そして地域総合

研究センターなど、複数の部署から教員が参加して、西芝博士からポートランド州立大学が実施している

様々な社会連携教育プログラムと国際交流プログラムについて、お話を拝聴した。

　大いに参考になる驚きの内容であり、とりわけ発想やシステムが日本の大学と異なる点を理解できた。岡

山大学との連携も視野に入れて、引き続きの交流をとエールをいただいた。さらに研究交流を深めて行くこ

とを確認した。

③ 金沢大学、熊本大学との連携～三都市シンポジウム開催

岡山大学地域総合研究センターは、自治体・経済界など関係機関と連携を深めながら国際学術都市「美しい

学都岡山」を目指した活動を目指している。2013（平成25）年度は「市民、大学、自治体連携による都市の

魅力とにぎわいづくり」を共通テーマとして、金沢からは、「学生のまち推進条例と市民交流館活動の実

際」、熊本からは「大学と自治体の連携による都市の魅力創出と商店街活性化」、そして岡山は「西川緑道公

園界隈を中心としたNPO・大学・自治体連携活動」の演題で三都市シンポジウムを岡山大学で開催した。

　続くパネルディスカッションでは、「三都市がめざす地方中核都市のデザイン」で、オールフリーディス

カッションによる徹底討論がなされた。モデレーターは地域総合研究センターの岩淵泰助教がつとめた。会

場からも積極的な質問が出され討議がなされた。

④ 筑波大学×東京大学×トヨタ自動車

2013（平成25）年３月24日、筑波大学の石田東生教授と東京大学の鎌田実教授をお招きして、岡山でトヨ

タ自動車モビリティ研究会を開催した。参加者の公募はせず、岡山市、岡山商工会議所、岡山経済同友

会、NPOに参加を依頼した。研究会の事務局側として、トヨタ自動車とユニバーサルデザイン総合研究所

が東京から参加した。

　今回のメインテーマは岡山中心市街地の活性化に向けた都市・交通政策について。会では、本学環境理工

学部の氏原岳人先生から岡山市内の来街者回遊性調査について話題提供を受け、参加者から活発な意見が出

された。

⑤ 九州大学マネタリーカンファレンス

2013（平成25）年３月28日、29日、九州大学マネタリーカンファレンスが九州大学箱崎キャンパス経済

学部にて開催された。初日のプログラムは留学生２名による報告から始まり、夏氏による「アメリカと中

国のシャドーバンキングの比較」、張氏による「国際通貨としての人民元」、続いて、松山大学の掛下達郎

先生により「現代アメリカ大手銀行の特質分析：三大商業銀行グループによるOTDモデルの形成過程」

の報告があった。リーマンショックを越えようとする米国商業銀行のビジネスモデルを提起された。

　二日目は、バークレイズ証券チーフエコノミストの森田京平氏による「労働市場と金融市場の相互補完

性」、大和総研の取越達哉氏による「アジアのクロスボーダー証券投資と域内統合の分析」、岡山大学三村

聡副センター長による「労働金庫の分析」報告と続いた。
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２‒８‒３　2014（平成26）年度の大学連携
① ブリテッシュ・コロンビア大学

岡山大学とカナダのブリテッシュ・コロンビア大学の間で、交渉を進めている学生および企業の相互交流

プロジェクト推進のために、2014（平成26）年４月３日、K.Ito & Associatesの伊藤公久代表取締役が来

岡、県内企業の経営者と農学部林学系教員が会して第３回目となる実行計画策定に向けた打ち合わせが開催

された。

② 熊本大学　両角光男理事・副学長が来岡・満月BAR

2014（平成26）年６月14日、熊本大学から両角光男理事・副学長が来岡し満月BARなど市民活動を視

察した。会場では、大森雅夫市長が出迎え、岡山大学からは荒木勝理事、門岡裕一理事・事務局長が迎え

た。両角光男理事・副学長は、熊本市のまちづくりをはじめ、熊本大学を地域社会の知的資源として、実

践活動を企画・指揮・展開されてきた有識者・学者の代表。

　美しい満月の下、大勢の市民で賑わう会場の西川緑道公園で市民の方と気さくに会話を楽しまれ、午後

から後楽園や岡山城の散策や商店街の様子を見学された感想をふまえて、まちづくりに関するご指導・

ご示唆を頂いた。

③ 京都大学　橘木俊詔名誉教授が来岡　岡山大学経済学会「大講演会」

岡山大学経済学会では、京都大学から橘木俊詔名誉教授をお招きして、「アベノミクスで日本人は幸せに

なれるか」と題して、アベノミクスをテーマに講演会を開催した。骨子はジョン・スチュアート・

ミルの唱える『定常型経済』による幸福論をベースに、アベノミクスへの疑問を投げかけた。橘木先生に

よれば「日本は大企業と家族が福祉の担い手であった。低成長経済と少子化による成長率低下のため、今

後は、ヨーロッパ型の大きな政府による社会保障の再配分による福祉国家とアメリカ型の自由・自己責任

原則による自立重視の小さな政府の考え方のいずれの道を歩むかの選択が迫られている」と質を重視する

ミルをベースにしながらも、リカードを起点とする古典主義経済学を基調にした自由主義経済を

念頭に置いた国家存続のシステム選択の考え方について問題提起をされた。

　経済学部の学生を中心にホールは満席で、地域総合研究センターもネットワークアゴラと連携して地

域へ講演会への参加を呼びかけた。

④ 岡山県大学人の会

2014（平成26）年７月25日、岡山県の大学人で構成される大学人の会が、就実大学を会場に開催された。

会長は就実大学・同短期大学学長の稲葉英男教授。記念講演会では「福島第一原子力発電所事故とエネル

ギー問題」と題して岡山大学の市川康明先生が講演した。

⑤　「交通政策基本法」「地域公共交通活性化再生法」シンポジウム2014（平成26）年８月７日、一般財団法

人地域公共交通総合研所主催で公共交通シンポジウム「交通政策基本法、地域公共交通活性化・再生法の改

正で地域の足を守るために、今、何をなすべきか？」が、岡山国際交流センター２階（国際会議場）にて開催

された。冒頭、小嶋光信理事長より、2012（平成24）年秋の井笠鉄道（株）の
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経営破綻と再生についての要諦、地元自治体と住民、公共交通事業者努力で地域の足が守られたこ

と。そして、長きに渡り審議されてきた「交通（政策）基本法」が2013（平成25）年成立、今年５月には

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案」が国会で成立したことを受

け、この法律への実践的な対応が必要であるとの問題提起がなされた。

　続いて話題提供された東京大学大学院兼政策研究大学院大学教授の家田仁先生の講話「基本法のキモ

はどこに？ ～国民・情報・見える化～」、さらに名古屋大学大学院 准教授の加藤博和先生の講話『意

識共有・役割分担・連携協働が地域公共交通を持続可能とする～新しい法制度をかしこく活用せよ～地

域公共交通破綻の危機をいかに回避するか？』、パネルディスカッションでは、東京大学大学院教授の

鎌田実先生、京都大学大学院特定教授の土井勉先生、国土交通省総合政策局公共交通政策部長の藤井直

樹氏が加わった。三村聡センター長が同研究所理事として参加、意見交換した。

⑥ 三都市シンポジウム

　三都市シンポジウムは2005（平成17）年に熊本市で第１回が開催され、今回で４回目の開催とな

る。明治時代の四高・五高・六高からの伝統を有する３大学と各市の行政、経済界が一堂に会し、３

市に共通する話題として、城下町での暮らし、新幹線とまちづくり、学都創成などをテーマにまち

づくりについて議論を続けてきた。�2014（平成26）年12月６日金沢大学をホスト校として「学都シ

ンポジウム in 金沢」が開催された。金沢へは、教職員に加え、岡山市、岡山商工会議所、学生を中心

に総勢20名が参加した。

⑦ シンポジウム「地方都市の創生を目指す都市交通システムを考える」

これからの地方都市のあり方が問われるなか、都市経営の観点、環境負荷の軽減、地方創生などの視

点でまちづくりを考える時代が到来、人々の移動の質量の拡充、回遊性の拡大が地域（中心市街地）の

活性化につながると考えられ、公共交通と個別交通とを総合的にマネジメントする発想である「都市交

通マネジメント」が求められている。

　2014（平成26）年11月５日、パーソナルモビリティを新たな移動手段として考えるきっかけを作りた

いとの思いから、車両展示＆試乗を兼ねて、超小型モビリティと呼ばれる「i‒ROAD」（２台）とコ

ムス（３台）をトヨタ自動車の協力により借り、展示・試乗会を岡山大学工学部前～教育学部前周辺を会

場に設定して開催した。

シンポジウムでは、全体の進行役として総合司会を三村聡副センター長が担当、冒頭、開会挨拶をセ

セター長の荒木勝理事が行い、基調講演では、国土交通省、徳山日出男技監より、地方創生の動きや今

後の地方の政令指定都市における役割、そして地方の拠点都市における都市交通システムのあり方と進

むべき方向性を示して頂いた。続いて大森雅夫岡山市長が、岡山市における都市及び交通の問題、コン
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パクトシティ構築へ向けた取り組みと岡山市の都市交通計画のあるべき方向性を示した。さらに、パネ

ルディスカッションでは、地方中核都市のまちづくりと都市交通システムを考えることをメインテーマ

として、筑波大学大学院石田東生教授をモデレーターとして、徳山技監から地方創生に向けた国の都市

交通政策の今後の方針を、また、大森岡山市長から岡山市の取り組みを、さらに東京大学大学院鎌田実

教授、熊本大学大学院溝上章志教授にパネリストとして加わっていただき、新しい都市交通の可能

性、これからのモビリティの進むべき方向性、高齢者の移動機会拡大に向けた取り組み、地域の活性化

に向けた熊本市の取り組みについて持論を展開いただいた。

⑧ ポートランド州立大学　スティーブン・ジョンソン博士来岡

ポートランド州立大学特任教授のスティーブン・ジョンソン博士は、1970年代から、ポートランド（オ

レゴン州）のNPO、市民参加活動にたずさわり、1990年よりポートランド州立大学で教鞭をとられて

きた。2001（平成13）年アメリカ政治学会の都市政治部門で最優秀博士論文賞を獲得、2006（平成

18）年から世界20ヶ国125の都市で6,000人が講義に参加している。

　全体のコーディネートは岩淵泰助教と前田芳男副センター長が担当するなか、2014（平成26）年12月

11日、公開講座「ポートランドの市民参加史」が、岡山大学津島キャンパス国際交流会館での講演をか

わきりに、12日西川アゴラ、13日岡山大学津島キャンパス創立五十周年記念館にて開催され、さら

に、まちづくりワークショップ「岡山のまちづくり物語－持続可能なコミュニティ」が開催された。15

日には公開講座「岡山のまちづくり―ポートランドとの比較から」、16日には「ポートランド州立大学の

サービスラーニング」と題して岡山大学津島キャンパス創立五十周年記念館にて、市民参加を通じた持

続可能なコミュニティ作りや人材育成プログラムについて、岡山のまちづくりにいかに応用してゆく

か、対話型の講義が開催された。
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⑨ ストラスブール大学

2015（平成27）年２月15日～22日の間、ストラスブールへ視察調査を実施した。教育学部の高岡敦

史講師、地域総合研究センター三村聡教授、岩淵泰助教、企画広報課の石田達彦総括主査の４名。ス

トラスブールでは、日仏異文化研修講師のヴァンソン藤井由実先生にコーディネート兼通訳をお願

いした。初日は、ストラスブール政治経済学院でシルマン学院長、翌日は、ストラスブール大都市共

同体（CUS）のヘルマン議長訪問をはじめ、地域におけるスポーツ振興をテーマにしたヒアリングで

は、メノー・スタジアムを訪れ、スポーツ局・スポーツライフ課長はじめ関係者から詳しい運営の手

法についてヒアリングをした。さらにストラスブール大都市共同体（CUS）がめざす大学改革につい

て経済発展局高等教育課長やスタッフから、そして市民参加のテーマでは、都市活性化局・青年会議

課長と近接民主主義局の担当者から具体的な取組についてヒアリングした。

　交通政策では、Jansem交通局長から最近のコミュニティサイクルと自転車道の整備、 LRTやBRT

延伸の状況など、とても高度で市民や大学生を意識した理にかなった政策についてヒアリングした。

　【ヒアリングの要諦は次のとおり：Jansem交通局長】

　「20年前には、精緻な論拠があるわけではなく、直感的にトラムと自転車のまちをつくろうと、ま

ちづくりプロジェクトがスタートした。それが2017（平成29）年にライン川を越えてドイツのケール

までLRTを延伸させるところまで前進させることができた。これは、単にトラムの路線を延伸させ

るという事業にとどまらず、フランスとドイツが長年にわたり、戦争を繰り返したてきた歴史に終止

符を打つという、まさに平和の象徴として位置づけている。これまでもバスや鉄道での往来はある

が、トラムという日常性が持つ特徴を活かして、国境を意識しない移動の自由を両国民が確認・享受

しあうプロジェ クトである。

また、ストラスブールとしては、過去に栄えたライン川を利用した海運による産業が斜陽となり、

現在は産業不毛地帯となっている約40万ヘクタールのエリアを活性化させる経済効果をねらってい

る。そこでは、産業遺産建造物を図書館にするなど、昔の建造物を再利用して効果的なまちづくりを

めざしている。また、ストラスブール側の敷設ルートは民家が無い場所を選定しているため用地買収

などによる住民とのトラブルはほとんどない。逆に、トラムの開通に併せて、新駅周辺を中心にマン

ションの建設ラッシュとなっており、教会や保育施設などのインフラ整備と合わせて、新たなまちづ

くりが進んでい
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る。加えて、住民の合意形成については、トラムを敷設する計画は20年の実績が市民に浸透しているため、反対よ

りはむしろ、自分たちのエリアへもトラムをつけて欲しいという願望の方が強いため、スムースに運んでいる。ま

た、これまでのノウハウの蓄積があるため、計画の策定、合意形成、議会承認、事業開始、事業の進捗まで、てき

ぱきと効率的に展開している。一方で、ドイツ側は人口３万人の都市ケー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルの中心地へLRTを初めて引き込む計

画であり、市民との合意形成に腐心している。とはいえ、まずはケール駅まで、次にケール市役所広場まで延伸

させてゆく予定である。ドイツはフランスより日常品の価格が安い店が多い。逆にストラスブールの中心市街地

はゆっくりとウインドウショッピングを楽しめ、大学などの高等教育機関や文化・芸術施設が多いため、これま

で以上にライン川という国境を意識せず、フランス側とドイツ側の行き来は盛んになると期待している。また、

ライン川沿いの公園整備な　　　　　　　　　　　　どにより、休日や余暇を楽しむ人々の憩いの場の創出も進む。この路線の総距離は５

キロメートルで、建設費用は13000万ユーロを計上している。これにより、現在、１年間に4000万パーソント

リップの移動を12000万パーソントリップにまで増やしたい。

　次に、BRTについては、2025年をターゲットにした交通マスタープラン（SDT）に基づき利用と都市計画が

進んでいる。もちろん、そのベースはPDUの基準に従っている。この沿線には、企業や研究所、工学系の短期大

学、低所得層向け集合住宅、公園、託児施設などが立地するものの、その移動の不便性が指摘されてきた。ただ

し、LRT路線設置の場合は、１日当たり４万人の利用が目安となっているが、�BRTの場合は１日当たり9000人

の利用を目標としている。現在、当初の目標を超えて１日当たり10000人が利用しており順調である。今回は建設

費用を抑えるために、軌道をコンクリート化したため軌道の緑化ができず、景観面で無機質な印象がある。そのた

めに沿道の照明塔をいろいろなデザインにし、また、駅のネーミングをEU議会のある都市にちなんで、加盟国の

名前を付けるなどの工夫をしているとことである。当然のことながら終着駅にはパークアンドライドの駐車ス

ペースを確保し、さらに高速道路のインターチェンジのそばという結節点にも配慮した。ただ、住民はBRTより

もLRTに慣れ親しんでいるため、LRTを希望する気持ちが強いことは否めない。

　なお、これまでのLRTの総距離は45キロメートル、車両を含む建設費用に16億ユーロ、沿道整備に７億ユー

ロとなっている。さらに沿道の都市計画については、交通局を超えた協議がなされている。交通局としては、路線

の敷設効果をあげるために、関係する部局や関係機関との調整に力を注いでいる。この部局間の相互理解には苦

労している。

　自転車については、現在、6500台を貸し出している。ストラスブールでは、個人貸出のスタイルをとっているが、

その理由は、ストラスブールは学生の街であるため、新たに入学してきた学生たちに、まず、自転車を利用しても

らうことが重要であると考えている。そのため、これ以上自転車を増やす計画は無い。また、貸出期間が長いほど

レンタル料金を高く設定している。つまり、短期だと50ユーロだが、長期になると100ユーロといった塩梅だ。100

ユーロあると自転車を買えるため、利用者は返却して自分の自転車を買うという行動に出る。そこで返却された自

転車を新入生に貸出供与することになる。ただし、この自転車は貸出用に丈夫につくられているため１台350ユー

ロする。現在、自転車道の総距離は600キロメートルとフランス１である。自転車道を専門に見回る警察官も配置

されている。また、病院で肥満の診断を受けた人には自転車利用を進める処方箋が出され、それを持参した人には

無料で自転車が貸し出されるシステムになっている。

　パーソナルモビリティについては、まず、バスは100キロ走行するために50リットルの燃料を必要とするた
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め、満員ならば効率的であるが、乗車率が悪いと燃料の無駄になる。そこで、カップリングという乗用

車１台に３～４人が乗車する運動を推進中である。たとえば、何月何日にストラスブールからパ

リへ自動車で行く人があれば、その情報をネット上で公開してスマートフォンを利用して同乗者を募る。

次がカーシェアリングである。車の所有のあり方を見直し、１時間、24時間（１日）といった時間単位で

の利用を進めるシステムを定着化させようとしている。その次が、トランスロール社が開発する通称

「連結ミノムシ」と呼ばれるスマホ予約に対応した４人乗りEV「クリスタル」の導入である（自動車同

士を連結させて運行する新たなモビリティ）。これは公共交通の停留所から自宅や病院までのラスト１

マイルを結ぶモビリティとして、４年後の導入を目指している。距離と利用の関係は、パーソナルモビ

リティが自宅から１～３キロエリア、クリスタルが１キロ未満であり、中心市街地はゾーン30があるた

め低速での利用を中心に車道（公道）を走行させたい。そのための道路空間の再配分や自転車道との共

用は考えていない。次回のITS世界会議に出すべく、トランスロール社と準備を進めている。トラン

スロール社とCUSの関係はパートナーであり、ファシリテーターである。今のところ出資などはしてい

ない。

　最後に環境対策としては、高速道路の建設である。ストラスブール市を１日16万台の車両が通過す

る。この車両から排出される排気ガスが大気汚染の要因となっている。それを回避するためにストラス

ブール市を迂回するコースをとる高速道路を建設する。これにより市内の環境対策はかなり向上すると

考えている。

　また、日本と異なり、こうした様々な都市交通計画の策定や推進に関しては、警察との協議は、ほと

んど必要ない。フランスは中央集権国家システムをとるため、知事は国が任命する。この知事と議会の

決定により、すべての計画は実行される。日本は自治体と警察の協議がスムースにいかないケースがあ

るならば可哀想である。また、タクシー事業者も反対することはない。その理由は利用者層の違いであ

る。タクシー利用者はいくらLRTやBRT路線を増やしても、タクシーを利用する。そのことをタクシー

事業者はよく理解している。今後は、新たなLRTの延伸計画については一段落させ、BRTとクロノバ
スの利用促進を核に都市交通計画を進める予定だ。

ただし、われわれはLRTをはじめとする公共交通システムの信奉者ではない。車社会は大前提であり、

公共交通と個別交通の調和により、人々が自由に移動することが保障され、社会全体が持続的に発展する

ことを願っているだけである。」

⑩ 国際シンポジウム「グローバル実践型教育プログラムの構築に向けて」を開催

2015（平成27）年３月19日、岡山大学鹿田キャンパス「Junko Fukutakeホール」にて、国際シンポ

ジウム「グローバル実践型教育プログラムの構築に向けて」を開催した。本シンポジウムは、長期就業体

験により地域と企業が求める人材を育てるための特別プログラム「Co-opプログラム」を長年実施して

きたカナダ国、ブリティッシュ・コロンビア大学（UBC）の関係者と岡山県内の企業の方々を招き、
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岡山大学グローバル実践型教育プログラム構築に向けた意見交換を行うことを目的としている。

　学生に長期就業体験をさせることで、地域、企業へ貢献しているカナダのブリティッシュコロンビ

ア大学の事例を学びながら、大学人、学生、県内企業関係者ら約130人が、人材育成について理解を深

めた。

　ブリティッシュコロンビア大学の森林学部には、Forest Resources Management（森林資源管理

学）、�Forest Operations（森林管理学）、Natural Resources Conservation（自然保護学）、Forest 

Sciences（森林科学）、Wood Products Processing（林産学）の５コースがあり、同大学森林学部の

サイモン・エリス准教授が、学生が一定期間、企業等で就労する「Co-op（コープ）プログラム」を説

明した。プログラムでは、従来のインターンシップとは異なり、大学の講義を踏まえた実務体験の中

で課題発見と解決策に取り組んでいる。また、同大はカナダの林産業約160社と連携しており、エリス

教授は「学生にとっては良い刺激になり、企業にとっては優秀な学生を得るチャンスになる」と語っ

た。

　同大のスデー・ジャハン林産学科Co-opプログラムコーディネーターは、プログラムの具体的な過程

や手続きを解説、ロバート・コザック教授（同森林学部）は、カナダの林産業の現状について講話い

ただいた。こうした長年の経験に育まれながら成長してきたCo-opプログラムに関する話題提供を受け

て、荒木勝理事が、岡山大学の実践型教育の概要を紹介した。また、これまでの取り組みと、これか

らのプログラム開発の方向性について三村聡副センター長が話題提供を行い、環境生命科学研究科の

吉川賢教授を司会に、エリス准教授と三村副センター長、そしてカナダで設計事務所を営みながら

UBCのプログラムアドバイザーを長年つとめた伊藤公久代表、県内林産業関係者を代表して銘建工業

の安東慎吾取締役総務部長の４人が実践型教育について協議するパネルディスカッションを行った。

　いよいよ2015（平成27）年６月から３ヶ月間、UBC から２名の学生を受け入れCo-opプログラムが

スタートする運びとなった。岡山大学が国からスーパーグローバル大学に採択されて初の本格的な実

践型グローバル教育プログラムである。

　ブリティッシュコロンビア大学は、SDGs（持続可能な開発目標）が掲げる17のゴールのうち「13.気

候変動に具体的な対策を」「14. 海の豊かさを守ろう」では、世界第１位にランク付けされた実績を持

つ大学で、カナダ首相を３名、ノーベル賞学者８名を輩出している（2022（令和４）年度末時点の情

報）。

⑪ 東京大学訪問

岡山大学地域総合研究センターでは、岡山市の新しい中心市街地活性化計画の一環として、市内の回

遊性の向上と賑わいを創出するために岡山市、トヨタ自動車とパーソナルモビリティの活用検討に

向けた連携研究を開始、パーソナルモビリティ（トヨタ車体製：コムス）を５台購入した。2015（平成

27）年３月30日、その調査研究や社会実験に向けての知見・指導を仰ぐべく、三村聡副センター長と石

丸香苗准教授が、東京大学工学 部の鎌田実教授の研究室を訪問して指導を受けた。
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２‒８‒４　2015（平成27）年度の大学連携
① 日本計画行政学会第30回中国支部大会

2015（平成27）年４月25日、山口大学（吉田キャンパス）経済学部 第１会議室を会場として、「一般

社団法人日本計画行政学会中国支部」大会が開催された。座長は、山口大学の平尾元彦大学教育機構学

生支援センター教授。研究報告１は、岡山大学の氏原岳人大学院環境生命科学研究科助教により「商業

エリア間における回遊行動の促進策に関する研究－岡山市中心部を対象として－」。続いて、研究報

告２は福山市立大学の渡邉一成都市経営学部教授が「福山市における観光の現況と域外市場産業として

の取り組みのあり方に関する一考察」、さらに、研究報告３は、山口県商工労働部交通政策課三木正之

主査による「みんなが利用したくなる生活交通推進会議」について。

② 関西大学リサーチアトリエ視察

関西大学商学部の馬場英朗教授（日本NPO学会理事）により、天神橋筋商店街（日本一長い商店

街）に設置している関西大学リサーチアトリエ（岡山大学では「まちなかキャンパス」）の視察を実施し

た。アーケードから「関西大学」と書かれた見事な提灯が、目をひいた。

　関西大学のＨＰによれば「リサーチアトリエ～大学と地域の連携の場～リサーチアトリエは、「社会

的信頼システム創生センター」（略称STEP）が「知識と文化のハブ」構築のために設立した研究・地

域連携拠点です。具体的には、主として楽歳天三（RAKUSAI）と天満天神楽市楽座が共同活動する場

として機能することが想定されています。楽歳天三は、地域研究の拠点として創設されました。楽歳とは

「豊作の年」を意味しています。この名前には、大学の研究活動を軸として複数地域との実り多い連携を

実現しうるリサーチ拠点を目指す、という思いが込められています。天満天神楽市楽座とは、天神橋筋商

店連合会と協力し、関西大学が形成する地域連携拠点です。ここから学・地・産の連携事業が展開される

ことになります。リサーチアトリエは、このように「研究」と「地域連携」が同居することで、これら二

つの機能が効率的に展開される場となっています。」と説明されている

③ カナダCo-op学生＆岡大生がインターンシップ
岡山大学地域総合研究センターでは、グローバル実践型教育を実施してきた。
そのひとつが、2015（平成27）年度より実施しているグローバル実践教育科目「森林利用グローバル

インターンシップ」である。その目的は、地球環境の改善・保全に欠かせない森林の機能と特性を理解

し、持続可能な開発による森林資源の利用についての課題と展望を、実務経験を通して学ばせること。

学生は３週間に渡って岡山県内の林業、林産業を営む企業や実験研究機関でのインターシップに参加、�

Co-opプログラム（Cooperative program）で同じ企業と研究所に来ているカナダ国ブリティッシュ・

コロンビア大学の学生と一緒に実務に就きながら、英語力と国際感覚を身に付けることに期待が持てると

いう仕組み。受入先は、國六（株）、服部興業（株）、銘建工業（株）、院庄林業（株）、倉敷木材（株）、岡

山県森林研究所。メンバーは、UBCからの留学生２名、岡山大学からは、文学部、理学部、農学部、環

境理工学部からの女性６名、男性３名の学生によって構成。
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　2015（平成27）年６月２日から、岡山県や県内企業と協力して、学生２人（マットさんとヒューさ

ん）を受け入れ、６月15日から、「森林利用グローバルインターンシップ」を受講する学生たちとと

もに、県内における林業、林産業の企業や研究機関などでインターンシップを開始、企業の現場で実

務経験を通して、地球環境の改善・保全に欠かせない森林の機能と特性を理解し、持続可能な開発に

よる森林資源の利用についての課題や展望を学んだ。

　８月28日、６月から３ヶ月間の長期にわたり開催されたCo-opプログラムが、無事に終了し、協力

頂いた企業関係者はじめ学内関係者などが集まり、参加学生たちの発表報告を開催して終了した。

④ 新見公立大学と連携

岡山大学まちづくり研究会が新見公立大学と大学連携の観点から、新見市で森林ボランティア活動

を指導する仲村正彦さんの引率で、新見公立大学まちづくり研究会「KAF新見」と「西川アゴラ」

で環境学習をテーマに意見交換会を開催した。

⑤ ITS地域交流会 in中国地方2015

2015（平成27）年９月18日、「第８回ITS地域交流会 in中国地方2015－ 交通の利便性向上による街や

地域の活性化を考える－が、広島市の「サテライトキャンパスひろしま（広島県民文化センター）にて

開催された。主催は特定非営利活動法人ITS Japanと中国経済連合会。IT／ITS、地域公共交通、超

小型モビリティ、地域における小さな拠点、交通まちづくりの専門家が集結した。基調講演では、

「官民ITS構想・ロードマップ2015とIT利活用の促進に向けて」内閣官房情報通信技術（IT）総合

戦略室参事官補佐の内藤博道氏、「高齢者や交通弱者の足となる新モビリティ」広島大学大学院国際

協力研究科教授の藤原章正氏、「地域公共交通維持と地域活性化について」一般財団法人地域公共交

通総合研究所理事長小嶋光信氏、「『小さな拠点』がつなぐ新しい交通・仕事・定住のあり方」島根県

中山間地域研究　　　　　　　センター研究統括監で島根県立大学連携大学院教授の藤山浩氏、モデレーターを岡山大

学地域総合研究 センター三村聡副センター長がつとめた。

岡山からは、梶谷俊介岡山トヨタ社長が参加した。
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⑥ 土木学会in岡山

土木学会全国大会が岡山大学を会場として開催され、第Ⅳ部会の「コンサルタント委員会市民合意形

成小委員会」のセッションで「『市　　　　　　　　　　　　　　民参加型防災まちづくりハンドブック』からの展開、市民参加と合意

形成～東日本大震災から学ぶ」と題して、岡山県内における岡山大学の防災活動や被災地支援の取り

組みを、地域総合研究センターの三村聡副センター長が、話題提供した。パネルディスカッションで

は早稲田大学創造理工学部の森本章倫教授と登壇した。

⑦ 日本金融学会2015秋季大会in東北大学
アベノミクスの真価が問われるなか、「日本金融学会2015（平成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27）年度秋季大会」が東北大学川

内キャンパスを会場として開催された。セッション「金融仲介機関」の岡山大学経済学部西垣鳴人教
授による報告「マイクロファイナンスを機能させる条件について」

⑧ 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）キックオフ
岡山県立大学を中心大学として「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」がスタートした。岡

山大学は、委員として、社会貢献担当理事の荒木勝副学長が推進を担当、他大学、自治体、経済界
と共に、本事業をフォローした。

　本事業は、「文部科学省では、2015（平成27）年度から、大学が地方公共団体や企業等と協働して、

学生にとって魅力ある就職先の創出をするとともに、その地域が求める人材を養成するために必要な教

育カリキュラムの改革を断行する大学の取組を支援することで、地方創生の中心となる「ひと」の地方へ
の集積を目的として「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」を実施します。」という内容。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（A会場 B200教室）を拝聴し

た。大会二日目「地方創生と地域金融機関の役割」と題した広島大学村上真理先生の研究報告に対す

る討　　論者（コメンテータ）を三村聡副センター長が担当する予定が、村上先生が体調を崩されたため

に、三村副センター長が報告内容を説明してコメントも行うという異例の対応をした。また、次の第

２報告の討論者を岡山大学の教育学部大熊正哲教授が担当した。
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　具体には、まずこの事業の背景と課題は「人口減少を契機に、『人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経

済の縮小が人口減少を加速させる』という負のスパイラルに陥ることが危惧されており、地方と東京の経済格

差拡大が、東京への一極集中と若者の地方からの流出を招いており、特に、地方圏から東京圏への転入超過

は、大学入学時及び大学卒業・就職時の若い世代に集中。」であるとされている。そこで、地方の大学では、

「地域の自治体や中小企業等と協働し、地域の雇用創出や学卒者の地元定着率の向上に関する計画を策定（自

治体の教育振興基本計画等へ事業期間中に反映）」するとされ、COC事業の要件を満たした大学が、地域と協

働し、地域を担う人材育成計画を実現するための教育改革を実行、�COC推進コーディネーターを活用し、都

道府県内の他大学や自治体、企業等の連携先（事業協働機関）を拡大、事業協働機関が設定した目標達成のた

め、大学力（教育・研究・社会貢献）を結集することが条件として促されている。

　その際に、COC大学は事業協働機関に参加することが事業継続の条件であり、その支援内容は地域活性化

政策を担う自治体、人材を受け入れる地域の企業や地域活性化を目的に活動するＮＰＯや民間団体等と協働し

て、地方を担う人材育成に取り組む大学がCOC推進コーディネーターの活用等により、地方創生を推進・拡

大する取組を支援するように条件が付けられている。

　本事業の期間は５年間、「地方大学等創生５か年戦略」として、以下の３つのプランを推進することを約束

する。

①知の拠点としての地方大学強化プラン

　（地方大学等の地域貢献に対する評価とその取組の推進）

地方公共団体や企業と連携して地域課題の解決に積極的に取り組む大学を評価し、その取組を推進します。そ

こでは、地域活性化の核となる国立大学においては、大学の地域貢献に対する評価と資源配分が連動するよう

にします。また、地域発展に貢献する私立大学の取組を推進します。

②地元学生定着促進プラン

　（地方大学等への進学、地元企業への就職や、都市部の大学等から地方企業への就職を促進するための具体

的な措置、学校を核とした地域活性化及び地域に誇りを持つ教育の推進）

　奨学金（地方創生枠（仮称）等）を活用した大学生の地元定着の取組や、地方公共団体と大学等との連携に

よる雇用創出・若者定着に向けた取組を支援します。また、学校を核として、学校と地域が連携・協働した取
組や地域資源を活かした教育活動を進め、全小・中学校区に学校と地域が連携協働する体制を構築します。さ
らに、キャリア教育や地域に誇りを持つ教育を推進します。

③地域人材育成プラン

　（大学、高等専門学校、専修学校、専門高校等の人材育成機能の強化、地域産業の振興を担う人材育成）
　地方公共団体や企業等と連携して、地域産業を担う高度な地域人材の育成に取り組む大学や、高度の専門的

職業人材の育成を担う高専、専修学校、専門高校等の取組を推進するとともに、専門高校等における職業教育
の充実や、卒業生が地元企業等が求める職業能力等を有していることを明らかにする取組を推進します。ま
た、一定の要件を満たす高校専攻科の修了者による大学編入学を可能にする制度改正を実施します。さらに、
地域に根差したグローバル・リーダーの育成や外国人留学生の受入を推進するとともに、国際バカロレアの普
及拡大を図ります。
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　岡山大学は、園・小・中・高校で園児や生徒たちの学業や部活動、地域活動を大学生が現場へ出て支

援する学校ボランティア制度の拡充を担当、その制度を地域貢献全体に発展展開できるシステムの開発

をめざす。

キックオフの2015（平成27）年11月27日は、岡山県立大学の辻英明学長が、「地域連携活動を中心

とした地域貢献活動を推進するため、総社市、笠岡市、備前市、真庭市と包括連携協定を締結

し、2015（平成27）年４月に地域連携活動を推進する組織として地域連携推進センターを設置して地域

連携活動を行うことにより、こうした活動に学生を積極的に参加させ、地域貢献活動を本学の教育シス

テムに組み込む」ことを宣言された。

⑨ 日仏セミナー「EUの現状と課題－11.13テロ後のEU」

2016（平成28）年２月13日、フランスからストラスブール大学教授、前ストラスブール大学政治学

院院長、ジャン・モネプログラム正規教授のシルマン博士が来校された。

　来岡を記念して法学部会議室にて特別講演「EUの現状と課題－11.13テロ後のEU」を頂いた。こ

こ数年、欧州危機が懸念されるなか、 シルマン博士は、実際のEUの政策立案に深く関わっておられ、

EUの現状と課題を核として、中東からの移民問題をはじめ、政治・軍事問題、財政危機からみた経済

問題など、過去からの歴史や地理学的な知見から課題を説き起こしながら、最新の欧州事情を高い視

座から講話頂いた。
　グローバルパートナーズの延味能都副センター長と地域総合研究センターの岩淵泰助教が通訳と解
説を担当した。

２‒８‒５　2016（平成28）年度の大学連携
① 日本計画行政学会中国支部大会

2016（平成28）年４月23日、広島大学東千田キャンパスで日本計画行政学会中国支部大会が開催され

た。広島大学大学院社会科学研究科伊藤敏安教授の進行で始まり、島根大学戦略的研究推進センター本

田正美特任助教と法文学部野田哲夫教授から「オープンデータ推進に見る新規施策の行政計画への採用

過程の事例分析」と題して報告がなされた。続いて、三村聡副センター長が「岡山大学の地方創生活動」

について報告した。

　続く、シンクタンク・セッションは、三村副センター長が進行を担当、まず、徳島経済研究所の元木

秀章上席研究員から「徳島県の観光ビジネス活性化に向けたシンクタンクの役割」 、続いて、中国地

方総合研究センターの石松一仁研究員から「レインガーデン（雨庭）と屋上緑化を活用した都市緑化の
すすめ」が報告された。
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　そして、特設セッションである公開討論会は、広島県立大学の和田崇教授のコーディネートにより、「金融機関

からみた地方創生の課題」と題して、広島銀行公務営業部小迫義満公務営業室長、もみじ銀行地域振興部馬明

孝一郎主任調査役、広島信用金庫お客様サポート部筒井信一郎副部長の３名により議論が展開された。会員総

会では、これまで６年間本学会の支部長を務められた岡山大学の阿部宏史理事から、退任の挨拶があり、広島大

学の伊藤敏安教授が支部長に選任された。また、副支部長には三村副センター長が選任された。

② コミュニティ政策学会第15回全国大会
2016（平成28）年７月３日、コミュニティ政策学会第15回全国大会が、江戸川大学で開催された。三村聡副

センター長が「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－」のテー マで報告した。

大会テーマは、「小規模多機能自治の推進」。大会プログラムより、本報告を企画された名和田是彦（法政大

学法学部、コミュニティ政策学会会長）の要旨を引用すると「地域コミュニティそのものを法人化する制度

（「スーパーコミュニティ法人」）を提唱している雲南市・朝来市・伊賀市・名張市を中心とした「小規模多

機能自治推進ネットワーク会議」の関東ブロック会議とドッキングする形で分科会を開催する。小規模多機

能自治推進ネットワーク会議及びかながわ国際交流財団のご協力により、関東の各自治体の協議会型住民自

治組織（自治体内分権）への取り組みの相互交流と支援を行いたい。また、コミュニティ政策学会が重視して

きた中山間地域に関する分科会が、今回は特に企画されていないが、それを補う意味もある。（企画責任者：

名和田是彦（法政大学法学部、コミュニティ政策学会会長）」と記されている。

③ 地域公共交通総合研究所第14回理事会

④ 日本計画行政学会第39回全国大会

2016（平成28）年９月９日・10日、日本計画行政学会の全国大会が兵庫県宝塚市にある関西学院大学を会

場に開催され三村聡副センター長が参加した。

　　岡山大学からは、防災と環境関連をテーマに環境理工学部の氏岳人先生が２本の報告。また、パネル・ポ
スター展が併設され、岡山大学が、G７先進国首脳会議「倉敷教育大臣会合」で各国トップ向けに示した

『地域と大学の協働による環境教育の取組』パネルを展示、さらに地域総合研究センターの活動資料を配布

した。

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、2016（平成28）年８月10

日、両備本社ビルにて開催された。

　第14回理事会では、ここまでの研究所の歩みと実績の報告に続き、今後取組むべきテーマや研究の方針が

議論された。小嶋光信理事長、政策研究大学院大学家田仁先生、東京大学鎌田実先生、名古屋大学

加藤博和先生、岡山大学から三村聡副センター長など関係者で新たな企画について会議が持たれた。おかや

ま地域発展協議体との関係もあり、地方創生の課題は山積するなか、いかに未来志向で歩みを進めるべき

か、本音の議論がなされた。
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　今回第39回を数える大会のメインテーマは「多様性ある地域のかたち」（Diversity in Planning and 

Public Management）。大会要旨は次の通り。「地域・都市・街など、地域は時代の中にあって、同時に時代の

産物であるとも言える。これまで東京・名古屋と開催されてきた大会では、時代として「成熟社会、縮減社

会」を挙げていた。そして、『都市・地域を、新しい時代にマッチしたものに切り替えていくかという、

フィージブルなヴィジョンを持つこと』、また『地域における生活の質をどのように維持・発展できるか』が、

時代に求められるとしていた。地域において、時代の中で過去、現在から未来へ向けて、「どのような」「どの

ように」架け橋（あり方）を考えるべきだろうか。あり方として、まったく新たなものは困難であろう。地域

それぞれの過去と現在を活かす「固有性」、地域の持続的発展を考える「復元性」、地域での「チャレンジ可能

性」、種々の分野に広く係わる「総合性」が重要ではあるが、「あり方」として最も重要な軸の一つが「多様性」

であろう。

　多様性の重要さは認識されていても、地域のプラニングやマネジメントを行う軸として理解が十分かと言え

ば、そうではない。地域において個性と多様性が混同視されているようにも思われる。個性は現在の特質を掘

り起し、生かすことが基本であるが、多様性は生み出すものである。未来を取り入れる中で、過去と現在を共

に活かすことが多様性であろう。時間の前後だけでなく、多様性には、地域の生活、生産・消費、文化等の積

極的な「混合」「共生」が重要である。

　本大会では、「多様性ある地域のかたち」をテーマとして、「どのような」多様性を「どのように」生み出す

のか、多様性は地域に理解されているのか、について、広くそして掘り下げて議論していきたい。例えば、多

様性ある地域の実態（特性・歴史性ある自立した中規模都市の存在、大都市圏の「経済の傘」が外れ、成長都

市からさほど遠くない位置にある過疎の地域の存在）、多様性ある社会経済的実態（地域の多様なものづく

り、地域スポンサーとして地元有力企業の社会経済活動、おもてなしビジネス、飲食の業種業態、観光業）、

多様性を生み出す（伝統的特色ある文化、独自性・多様性を創る自治体の独自条例、地域のインフラ・建物

等の資産のリノベーション、新成長製造業）、多様性の地域理解（混合への市民の理解・評価、国際観光業）

などについて、多様性を軸に地域のかたちを発信していきたい。」

⑤ 人を大切にする経営学会 第３回全国大会

人を大切にする経営学会の第３回全国大会が、2016（平成28）年８月27日28日、駒沢大学深沢キャンパスで

開催され三村聡副センター長が参加、二日目、第４分科会のコメンテーターを、中小企業家同友会全国協議会

の松井清充専務幹事と共に担当した。

　基調講演は『帝国ホテルの歴史とおもてなしの心』と題して帝国ホテル小林哲也代表取締役会長が登壇し

た。明治維新、鹿鳴館に代わる迎賓館として1890年（明治23年）に建築された帝国ホテルは、本格的な西洋式

ホテルで最高のおもてなしを提供するという志を大切にしながら、明治以降の日本の歴史と共に歩んできたこ

とを改めて学ぶことができた。東日本大震災の際には、帰宅難民2000人の人々のために、誰からの指示も無

く、非番のスタッフも出勤するなど総出で対応にあたり、ロビーや宴会場を開放した。そして、毛布や水、保

存食、そして夜を徹して、温かいスープを2000人分こしらえて無料で提供した活動が紹介された。
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⑥ 京都大学をサポート：まちづくり調査研究
2016（平成28）年11月16日、京都大学が岡山市のまちづくり調査研究を実施した。

　岡山大学からは環境理工学部の氏原岳人准教授と三村聡副セン ター長が協力・支援した。

地域では、奉還町商店街旭軒の畝本伸三社長と岡ビル商業協同組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合の太田敏之事務局長が面談に応

じた。奉還町商店街は、明治維新の大政奉還に、岡ビルは1946（昭和21）年９月に前身である『岡山

マーケット』が当時の闇市と区別して開設された歴史を持つ。京都大学のチームは、イオンモール岡

山出店後を念頭に置きながら、京都市内の商店街調査結果と岡山市を比較しつつ、調査と分析に着手

した。

２‒８‒６　2017（平成29）年度の大学連携

① 法政大学の実践型教育を学ぶ

② 日本計画行政学会中国支部大会

2017（平成29）年４月８日、社会人対象の大学院教育で社会と連携した実践指導に定評のある、法政

大学政策創造研究科の坂本光司教授の研究室を訪ね、実際のミーティングに参加、学生へヒアリン

グや質問をさせて頂いた。

　学生は企業の社長、弁護士、会計士、中小企業診断士、市議会議員など多士済々で、研究テーマは中

小企業経営現場への調査分析。坂本研究室では毎年具体的なテーマ（2017（平成29）年度は「経営理

念研究」）を取り上げ、チームを編成、年度末にはチームの分担執筆による単行本の刊行をミッション

にしており、年間の活動計画や、チーム編成、役割分担、研究計画書の策定など、学生たちが自主的に

相談して決めるスタイルをとっている。

第32回日本計画行政学会中国支部大会が、2017（平成29）年４月22日、岡山大学国際交流会館で開

催された。研究報告Ⅰでは、座長を福山市立大学の渡邉一成先生がつとめ、研究報告１「国が進める

地方創生の実際－地方創生人材支援制度の振り返り－」と題して岡山大学から三村聡副センター長、研

究報告２「歩きやすいまちを目指して－岡山市西川緑道公園筋歩行者天国の試み－」岩淵泰助教、�石

田尚昭研究員（岡山市都市整備局）、研究報告３「低炭素都市津山に向けた超小型モビリティの活用」

津山市から飯田早苗氏、研究報告４「地方議会による総合計画策定への関与の事例研究」島根大学の本

田正美先生が発表した。

　休憩をはさみ、研究報告Ⅱでは、三村副センター長が座長を担当、研究報告５「地方都市における都

市スポンジ化の実態」岡山大学和氣悠氏、氏原岳人先生、阿部宏史先生、研究報告６「地方公共団体と

オープンデータ －地方公共団体の情報公開制度から見たオープンデータ－」島根大学田中哲也研究

員、野田哲夫先生、研究報告７「高齢化社会における通信販売の将来展望」福山市立大学渡邉一成先

生、合田大貴氏と続いた。
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③　人を大切にする経営学会中国部会設立

　中国経済連合会、岡山経済同友会、経済産業省中国経済産業局の後援を受け、2017（平成29）年６月23日、県立

広島大学サテライトキャンパスひろしまを会場に、人を大切にする経営学会中国部会が設立された。公開フォーラ

ムでは、講演１では、学会長の坂本光司 法政大学大学院政策創造研究科教授が「いまこそ人を大切にする経営が企業

を救う」、講演２では、島根電工株式会社の荒木恭司 代表取締役社長が「社員本位による気が組織の活力を生む」

と題して、記念講演があり、続く、パネルディスカッションでは、テーマを「世のため人のため社員のために幸せ

を育む経営を考える」として、萩原工業株式会社の萩原邦章 代表取締役会長（岡山経済同友会前代表幹事）、もみ

じ銀行の神田一成専務取締役、セリオ株式会社の壹岐敬代表取締役社長が登壇、各企業の取組みについて経営理念

と実践について紹介した。三村聡副センター長がコーディネーターを担当した。
　情報交換交流会では萩原工業萩原邦章会長が乾杯の音頭に立った。

④ おかやまCOC+推進協議会
文部科学省が進めるCOC＋ 地（知）の拠点事業を岡山県内で推進するための「おかやまCOC+推進協議会」

が、2017（平成29）年６月２日、代表校である岡山県立大学を会場に開催された。岡山大学からは三村聡セン
ター長が出席した。

　本事業の概要を岡山県立大学のHPから引用する。

　「岡山県立大学を代表校とする「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」は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山県、

県内自治体の政策課題も取り込みながら、これまで岡山県立大学が取り組んできた「教育改革」、「域学連携」、

「産学連携」活動を、県内大学、自治体、企業、NPO団体等と協働して設置した「おかや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まCOC+推進協議

会」を推進組織として進化・発展させ、地域を志向する人材の育成とその受け皿づくりを行い、若者の地元定

着率の向上を目的とした事業です。このために、岡山県をはじめ、各事業協働自治体の創生総合戦略を反映した

下記３つの目標を設定し、本事業期間内（2015（平成27）年度～2019（平成31）年度の５年間）を通して、「教

育改革」、「域学連携」及び「産学連携」活動を相互に連携・実施しながら、若者の地域定着を進める産・学・官・

民協働の体制を整備し、地域で学び、地域を志向し‘生き活きおかやま’を創生する人材を育成します。参加大学

は、岡山県立大学（COC+大学）、岡山大学、岡山理科大学、ノートルダム清心女子大学、就実大学、山陽学園大

学、吉備国際大学（COC大学）、倉敷芸術科学大学（COC大学）、くらしき作陽大学（COC大学）であり、それ

を自治体から、岡山県、総社市、笠岡市、備前市、真庭市、岡山市、倉敷市、高梁市が、さらに経済団体や地域

組織から、岡山県経済団体連絡協議会、岡山県商工会議所連合会、岡山県経営者協会、一般社団法人岡山経済同

友会、岡山県中小企業団体中央会、岡山県商工会連合会、公益財団法人岡山県産業振興財団、中国銀行、トマト

銀行、一般財団法人岡山経済研究所、山陽新聞社、特定非営利活動法人岡山NPOセンター」などが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メンバーに

加わり、オールおかやまの体制で岡山の人材育成と地方創生を進めている。

県立大学の辻英明学長が進行役を務め、岡山大学を退職され、４月から県立大学の副学長に就任された沖陽子

先生が結ばれ閉会した。

⑤ 金沢大学、熊本大学との連携～三都市シンポジウム開催

2017（平成29）年９月30日～10月１日、金沢大学主催の「学都シンポジウム」に、岡山からは三村聡センター長
と岩淵泰助教、岡山市、岡山商工会議所が参加した。会場は「金沢学生の街市民交流館」。
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　　金沢大学の学生たちの報告では、耕作放棄地の再生からはじめ、酒米品種の田植え、収穫、酒の

醸造作業、ブランディング、出荷、それを石川県が支援などである。

　交流会では、金沢の産官学の関係者や学生を中心に、熊本、岡山の産官学の関係者も加わり、金沢

大学の社会貢献担当の福森義宏理事・副学長と金沢大学地域連携推進センターの市原あかねセンター

長・教授、そして熊本大学まちなか工房代表の溝上章志教授と意見交換をした。

⑥ 政策研究大学院大学

2017（平成29）年11月17日、三村聡センター長が、政策研究大学院大学に家田仁教授を訪問、新し

い企画検討会議に参加した。高齢過疎、人口減少社会が進む中で地域の公共交通ネットワークの維

持・改善が大きな社会問題であり、全国の研究者、実務家の英知を結集して、現状把握、課題解決の方

策、未来を拓く視点を考える「地域モビリティの再構築」に向けた企画がキックオフした。本企画には

両備グループが全面的に協力することで合意。

　（2021（令和３）年『地域モビリティの再構築』を上梓した。）

⑦ 広島大学「地域経済研究集会」

2017（平成29）年12月14日、広島大学地域経済システム研究セン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ター主催の「地域経済研究集会」

に参加した。テーマは「いまこそ地方創生－地域金融と地域経済の課題－」、会場はANAクラウン

プラザホテル広島。湯崎英彦広島県知事挨拶、辻庄一中国財務局長、池田晃治広島銀行頭取、福田幸

雄（株）アスカネット社長、橋本卓　　　　　　　　　　　　　　　　 典共同通信記者など、多彩な講師陣から話題提供がなされた。

　進行は広島大学地域経済システム研究センター伊藤敏安教授、コメントは広島大学大学院社会科学研

究科鈴木喜久准教授。知事挨拶では、近年、広島県は40年ぶりに人口が社会増となっている点や、県民

所得の伸びが全国１位など、各種の指標が上昇していることを披露された。話題提供では、まず、辻中

国財務局長が「地域金融と地域経済」と題して、リーマンショック以降の経済立て直しに向けた金融機

関の役割について、また、従来の担保主義から脱却するように求めてきた、リレーションシップバンキ

ングから、最近の事業性評価とローカルベンチマーク、そして地方創生にむけた顧客との共通価値の創

造による、金融機関経営の方向性を示唆した。とりわけ「日本型金融排除」の実態把握が必要である点

を強調された。なお、「日本型金融排除」とは、十分な担保や信用力に乏しい先への金融機関の取組

みが不十分なため企業価値の向上が実現できない状況を言う。実際に金融機関間の金利競争からは何

も生まれない。この話を受けて、広島銀行池田頭取が、「地域における資金循環機能を果たすため

に」と題　　　　して、広島銀行の取組みを、広島県や周辺地域のデータを踏まえ、地方創生の観点を織り込

みながら、地方銀行の果たすべき役割・機能、創業支援、ベンチャー育成、地場産業支援、観光支援、

農林漁業者支援、個人の資産形成など、幅広に具体的な施策を紹介された。最後は、地域再開発事業や

都心活性化への貢献活動まで言及された。

　県民性の違いからか、岡山県内では、ここまで本音の産官学の研究会は開催されていない。



■ 196 ■

地域総合研究センターの社会連携・研究・教育（10年の歩み）２

⑧ 立命館アジア太平洋大学長来岡
立命館アジア太平洋大学（APU）の第四代学長に就任予定で、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライフネット生命の創業者である

出口治明氏が、2017（平成29）年12月11日、来岡された。三村聡センター長と意見交換をした。テー

マは大学改革、グローバル人材の育成について、岡山大学の取組みを話題提供させて頂いた。

　立命館アジア太平洋大学は、わが国のグローバル人材の育成をリードするトップランナー大学で

あり、その取組は参考になった。

２‒８‒７　2018（平成30）年度の大学連携

　① 日本計画行政学会中国支部大会

広島大学東千田キャンパスを会場として、2018（平成30）年４月21日、日本計画行政学会中国支部

の理事会、大会、総会が開催された。岡山大学からは、大学院社会文化科学研究科の長宗武司氏が岡

山県の森田忠義氏と「岡山県庁における統計利活用の取組」で、三村聡センター長が「東京五輪を契

機とするスポーツを利用した地方創生」のテーマで報告、岡山大学から大学院生３名が参加した。

② 福島大学「うつくしまふくしま未来支援センター」

③ 人を大切にする経営学会
人を大切にする経営学会第５回大会が、2018（平成30）年９月15日～９月16日、慶應義塾大学日吉キャ

2018（平成30）年８月25日、福島大学「うつくしまふくしま未来支援センター」（通称

「FURE」）の天野和彦特任教授が来学、今回の７月豪雨で大きな被害に見舞われた倉敷市真備地区

での復旧・復興支援活動について情報・意見交換を行った（福島中央テレビ報道部のニュースデス

クが随行）。

　「うつくしまふくしま未来支援センター」は、東日本大震災と東�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京電力福島第一原子力発電所事故

の発生直後、2011（平成23）年４月に設立され、大地震・津波による大災害と放射能汚染によって避

難を余儀なくされた福島の被災者と被災地域の復旧・復興を支援することを目的に設立されたセン

ター。福島では、いまだに県内外に５万人を超える方々が非難を継続されており、ご苦労な日々が続

いている。

　現在、真備地区では、被災者の避難所から仮設住宅への移動、仮住まいとしての空き家やアパート

の紹介による住居の確保が課題になっている。天野先生からは、福島での経験から、住民の皆さん

が、ばらばらに分散して生活を送ると、住みなれた場所を離れることによる無縁感・孤独感による孤

独死などが増えることが指摘され、こうした被災者の生活や心をつないでゆくハード＆ソフト両面で

の施策展開の緊急性を指摘頂いた。
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ンパスにて開催された。冒頭、同学会会長・元法政大学大学院教授の坂本光司先生が挨拶にたち、続いて

大会実行委員長挨拶を開催校である慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科の前野隆

司教授がされ、三村聡センター長が、大会議長を務めた。

　基調講演１は、未来工業株式会社の代表取締役社長山田雅裕氏（第１回「日本でいちばん大切にしたい

会社」大賞経済産業大臣賞受賞）が、「労働時間が短いから業績が上がる」と題して、基調講演２では、株

式会社エイチ・エス・エーの代表取締役会長田中勉氏（第６回「日本でいちばん大切にしたい会社」大

賞厚生労働大臣賞受賞）が、「働く人が主役の会社を目指して」と題して、さらに特別講演では、働き

方改革と「幸福学」と題して、前野教授が講演した。

　翌９月16日は、三村センター長が、第３分科会自由論題の司会を担当、コメンテーターは税理士法人報

徳事務所代表の赤岩茂先生。岡山からは「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞（第８回経済産業大臣

賞）を受賞した萩原工業の萩原邦章会長が参加した。

④ 静岡大学来学

⑤ 三重大学訪問

2019（平成31）年２月８日、三重大学の松田裕子副学長（地方創生担当）を三村聡センター長が訪

問、SDGsの取組みと地方創生の関係性について情報交換した。
　三重大地域創生推進チームの若手職員２名が同席、本学と三重大

　2018（平成30）年９月28日、本学の地域総合研究センターにあたる、静岡大学地域創造教育セン

ターから、学長補佐で同センター地域連携室長をつとめる阿部耕也教授が来学され、地域との連携、

県議会との関係性、学生の地域への派遣プログラム、COC（地（知）の拠点事業）など、幅広いテー

マで情報交換を行った。

　静岡大学は、静岡市と浜松市の二つのエリアにキャンパスが分か�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れており総合力の発揮について腐

心されている点が印象的であった。また、地域での活動について、さまざまな工夫をされており、セ

ンター運営の観点で学ばせて頂き、今後も情報交換を続けることで合意した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学の地域社会との連携実績につい

て話題提供を行い、地域連携における大学共通の悩みや課題や限界性を共有した。また、大学の社会

連携活動はもとより、SDGsへの取組みに関しても、教員をサポートする大学職員との連携の大切さ

について再確認した。
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⑥　国際シンポジウム「木質構造物の未来と可能性」
　　国が進める地方創生で力を入れるCLT（クロス・ラミネイティド・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ティンバー（Cross‒

Laminated‒Timber）建築の普及に向けた国際シンポジウム「木質構造物の未来と可能性が、2019（平

成31）年３月８日、岡山大学創立五十周年記念館にて開催された。シンポジウムでは、講師として、カ

ナダ国ブリティッシュ・コロンビア大学からフランク・ラム教授、オーストリア国グラーツ工科大学か

らゲルハルト・シックホーファー教授、東京大学から腰原幹雄教授という、世界を代表するCLT研究

者を招いた。

　加賀勝副学長と三村聡センター長が挨拶に立ち、地元岡山からは、銘建工業の中島浩一郎代表取締役

と同社（本学卒業生）瀬崎景己さんが登壇した。

　主催は岡山大学地域総合研究センターと岡山大学大学院環境生命科学研究科、後援は岡山経済同友

会、岡山市、真庭市、日本CLT協会。参加費は無料、同時通訳付き開催で、100名を超える専門家が

全国から参加した。

　日本の森林資源の有効活用に向けての大きな第一歩を刻むことが出来た。

⑦ 熊本大学訪問

　2019（平成31）年３月29日、熊本大学まちなか工房を訪問した。熊本大学大学院自然科学研究科

（工学系）社会環境マネジメントの溝上章志教授に面会、今夏に開催を企画している公共交通を

テーマとしたシンポジウムの熊本開催を打診、溝上先生から、熊本での数々の取り組みをレク

チャー頂きながら、意見交換をさせて頂いた。

⑧ 日本計画行政学会第34回中国支部大会in山口

2019（平成31）年３月30日、大学院社会文化科学研究科の長宗武司氏が「空間的要素を考慮した経済

基盤乗数の実証分析」、三村聡センター長が「岡山大学の地域におけるSDGsへの取組み」で報告した。

　開催校の山口大学はじめ、広島大学、広島修道大学、島根大学、東京工業大学の研究者とSDGsを視

座においた地方創生や地域研究に関する意見交換ができた。

２‒８‒８　2019（令和元）年度の大学連携
① 人を大切にする経営学会 中国支部大会 公開フォーラム

「人を大切にする経営学会 中国支部大会 公開フォーラム」を、７月２日、岡山大学創立五十周年記
念館にて開催した。テーマはSDGsを念頭に置いた「働き方改革の実践展開～企業経営最前線からの報告」。

　萩原工業株式会社から浅野和志代表取締役社長（同学会常任理事・中国支部長「日本でいちばん大切に

したい会社大賞」第８回経済産業大臣賞受賞企業が「人本主義が持続可能な会社をつくる」、また、株

式会社フジワラテクノアートから藤原加奈取締役副社長が「社員が輝く企業経営の実践から未来志向の

会社へ」の演題で登壇した。さらに、「人を大切にする経営こそが社会を救う」と題して、人を大切に

する経営学会の坂本光司会長から講話を受け、最後に、三村聡センター長がコーディネート役を務め、
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「SDGs経営を踏まえた地域企業の新展開」と題して、３名の登壇者による対話を通じて、中国地域の
めざすべき企業経営の未来について熟議した。

② 第６回地域公共交通総合研究所シンポジウムin熊本

熊本市や熊本大学、国の協力を得て、2019（令和元）年８月９日、10日、災害対策を念頭に置いた未来

の公共交通のあり方やモビリティ政策を考える地域公共交通総合研究所の第６回シンポジウムが開催され

た。会場は熊本国際交流会館大ホール。

テーマは「激甚災害」、「公共交通の本質」をキーワードとして、国が進めるソサエティ5.0（超スマート

社会）に深くかかわるMaaS実現に向けた様々な課題や実現可能性について、公共交通を視座に置き議

論を展開した。

　基調講演では、「地域公共交通の再デザイン　熊本市の挑戦とその成果」と題して、熊本大学溝上章

志教授、次に「災害時の地域交通マネジメント」と題して、広島大学藤原章正教授、さらに「地域公共交

通のイノベーションに向けて」と題して、国土交通省から総合政策局交通政策課の杉田茂樹同課長補佐が

話題提供した。

　続くパネルディスカッションでは、「災害復興から明るい未来への道筋を示す～公共交通の役割と希

望」と題して、三村聡センター長がコーディネート役をつとめ、熊本都市バス株式会社の高田晋社長、（一

財）地域公共交通総合研究所小嶋光信理事長、株式会社玉の湯の桑野和泉社長、国土交通省九州地方整備

局の前佛和秀部長、東京大学生産技術研究所の伊藤昌毅特任講師、政策研究大学院大学家田仁先生から将

来に向けた持論・決意をそれぞれ伺った。二日目は、熊本市による、地震からの復興と中心市街地の再開

発計画の説明を受け、エクスカーションとして、新しく生まれ変わるバスターミナルの現地視察、熊本城

へ入場して復興作業の進捗状況について説明を受けた。
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③ 日本計画行政学会第42回全国大会in徳島
日本計画行政学会第42回全国大会が、2019（令和元）年９月12日～14日の日程で、徳島文理大学徳島

キャンパスを会場として開催された。大会のテーマは「地方創生大競争時代と計画行政」。まず特別

講演では、徳島県飯泉嘉門知事が『VS東京 とくしま「未知」知るべ戦略』と題して、地方創生と

SDGsの取組みを講演した。次に基調講演では、高松丸亀町商店街振興組合の古川慶造理事長が「高松

丸亀町まちづくり戦略～住民をベースにしたデベロッパーによるメインストリート再生計画」と題し

て、進化を続ける商店街創造事業モデルを開示、さらに大阪大学大学院の土井健司教授が「クロスセク

ター効果　　　　を重視した小豆島の交通まちづくり」、道の駅「よって西土佐」の林大介駅長が「道の駅の運

営と課題」と続き、高知県須崎市職員の守時健氏が「マスコットキャラクターとふるさと納税事業」で

話題提供した。

④ 第30回中国フォーラム広島会議

2019（令和元）年８月27日、28日、中国フォーラム「2019（令和元）年！中国地方の未来を語ろう」

が世話人代表は広島県湯崎英彦知事、企画は中国経済連合会、事務局は日本IBMとして、広島で開催

され、三村聡センター長が参加、中国５県の経営者をはじめとして銀行、国、県、自治体、文化人、新聞

社、NPO、大学人らが集い、二日間にわたり議論を展開した。

　三村センター長は、広島大学などと共に分科会（オープンイノベーション部会）の進行役を担当した。

意見交換会では、岡山トヨタの梶谷俊介社長が挨拶に立った。
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⑤ ポートランド州立大学のアクティブラーニングを学ぶ

ポートランド州立大学からセリーン・フィッツモリス先生によるCBL（コミュニティ ベースド ラー

ニング）の学習会が、10月21日、学内Ｌ‒Caféを会場に開催された。環境の変化を水を題材にして学び、�

CBLの実践的教育法が教授された。社会の課題解決を考える際に、まず、学生たちに社会を取り巻くリ

スクについての概念を伝えることが大事であり、さらに、①日常生活で楽しい時間を過ごす領域と、�②

その逆に、自らの限界点が問われた瞬間やそこに身を置いた経験の領域、そしてCBLでは、③その双方

を意識した中間領域で社会経験を積むという学びにより、はじめて「実践知」を身に着けることが可能と

なるとの説明を受けた。

⑥ 中国地区高等学校定時制通信制教育振興会大会及び研究協議会

第60回（2019（令和元）年度）中国地区高等学校定時制通信制教育振興会大会及び研究協議会

が、�2019（令和元）年11月21日、22日の２日間、岡山市「ピュアリティまきび」で開催され、中国５県

から多数の高等学校長が参集した。会の目的は、定時制通信制高校に学ぶ生徒に対する文化的事業及び

体育的事業を実施し、再挑戦の機会を与えると共に逞しく生きる品格ある人間としての青少年健全育成

を支援すること。三村聡センター長が講師に招かれ、「学校教育の社会連携を学生目線で考える」と題

して記念講演を担当、岡山大学の夜間主授業や実践型社会連携教育の取組みについて話題提供した。

⑦ 政策研究大学院大学訪問

2020（令和２）年１月28日、政策研究大学院大学へ家田仁特別教授を三村聡センター長が訪問し

た。政策研究大学院大学のSDGsは、国策的テーマで大企業と連携して展開されており、SDGsの

パネル　　　展示の通り、「インフラ・防災の即戦力となる人材育成プログラム」の運営委員会長を担当

している家田仁先生（写真）の研究室でSDGsのレクチャーと公共交通政策をテーマとした打合せ

を行った。

⑧ 文部科学省：COC+地（知）の拠点事業

５年目の結び、おかやまCOC+事業のフィナーレを飾るシンポジウム2020「大学と地域が切り拓く

未来」が、2020（令和２）年２月17日、メルパルク岡山で開催された。

　本事業は、「文部科学省では、2015（平成27）年度から、大学が地方公共団体や企業等と協働し

て、学生にとって魅力ある就職先の創出をするとともに、その地域が求める人材を養成するために必要

な教育カリキュラムの改革を断行する大学の取組を支援することで、地方創生の中心となる「ひと」の

地方への集積を目的として「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」を実施します。」を目指し

て実施された。
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⑨　SDGs研修会

　2020（令和２）年２月10日、人口減少や格差社会、そして東京一極集中や財政不足が進む中、人の暮らしを支

える『ひとりも取りのこさないための金融包摂』とは何かを考えるSDGs研修会が、東京都千代田区神田駿河台

の労働金庫会館にて開催された。対象は北海道、早稲田、明治、法政など卒業を控えた大学生。三村聡センター

長が講師をつとめた。

２‒８‒９　2020（令和２）年度の大学連携
① 人を大切にする経営学会第７回全国大会

人を大切にする経営学会第７回全国大会が、2020（令和２）年９月12日、13日、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開催された。メインテーマは「五方良　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しの経営学の実

践」。初日の理事会では、岡山の関係では、セリオの壱岐敬社長が常任理事、中国５県の支部長に萩原工業の浅

野和志社長が選任された。三村聡センター長が二日目の３分科会の総括を担当した。

② 新見公立大学「創立40周年」
新見公立大学は1980（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」が地域創生に寄与して

いる。2020（令和２）年10月24日、同学地方創生にいみカレッジ「鳴滝塾」にて三村聡センター長が、「地域資

源としての大学」をテーマに講演した。講演では国連が提唱する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数字で示し、高梁川流域の自治

体の取組みと比較対比させて頂きながら、その地域に大学が存在し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。

２‒８‒10　2021（令和３）年度の大学連携

① ノートルダム清心女子大学訪問

2020（令和２）年４月14日、ノートルダム清心女子大学を三村聡センター長が訪問、３名の先生方とSDGsの

取組みや授業展開について意見交換をした。

② 全国労働金庫協会有識者懇談会
コロナ対応が施されるなか、2020（令和２）年10月11日、神田駿河台の全国労働金庫協会にてJA・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信金・

信組・労金・漁協、さらに生協、労済、共済組合などの協同組合やNPOなど非営利組織を専門領域とする学

者６名と協会トップとの勉強会が開催され、三村聡センター長が招かれた。

テーマはSDGsや協同組合組織の社会的な意義と今後の展開について。座長を中江公人理事長（元防衛省事

務次官）がつとめ、この日は、明治大学大学院政治経済学研究科大高研道教授と法政大学大学院連帯社会イン

スティテュート伊丹謙太郎教授のから話題提供を頂き、意見交換がなされた。

③ 日本計画行政学会第44回全国大会

日本計画行政学会第44回全国大会が、11月13日、14日の両日、オンラインで全国を結び開催された。大会テー

マは「ウィズコロナと計画行政」。大会の趣旨は、「2019（令和元）年に感染が確認された「（COVID
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‒19）」は世界的に感染が拡大している。いくつかのワクチンが開発されているが、短期的に接種や有効な治療

方法が普及することは難しい状況にある。そのため外出などの自粛、他人との接触を避けることが求められ、

日常生活、経済活動は重大な影響をうけることが予測され、あらゆる側面において社会システムは、大きく変

容することが求められている。こうした状況の下で、少子高齢化、過疎化が進行している我が国、とりわけ地

方においては、医療体制などの危機管理マネジメントを強化するとともに、地域資源を活かした観光産業など

によって新たな自立した取り組みが求められる。本大会では、ウィズコロナの状況下において計画行政学がど

のように貢献することができるかを考えてまいりたいと考える。」と謳われている。三村聡センター長が、「市

民参加」分科会の座長を、徳島大学の矢部拓也先生と担当した。

２‒８‒11　大正大学研究協定

　2019（令和元）年度から大正大学と参加型地域教育アセスメントの共同開発に関する研究協定を結んでい

る。この協定は、大学と地域によるまちづくり交流が学生と市民に影響を与えているのかを効果測定するもの

である。研究内容は、岩淵泰・前田芳男・出川真也（2021）「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」エンロールメント・マネジメントとIR = Enrollment 

Management and Institutional Research、81‒88頁に収められている。

２‒９　その他関係

一般財団法人　地域公共交通総合研究所

① 書籍の出版

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、2013（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であり、岡山では、岡山大学地域総合研究センターと連携を取りながら活

動を進めている。

　2021（令和３）年度、昨年度に続き、依然、コロナ禍によるパンデミックが収まらず、また少子高齢社会が

進行、多発する自然災害も含め、地域公共交通は深刻な事態を呈している。一方、高度化するIT・ネット

ワークがモビリティ社会の救世主となりうるか、またデジタル庁の開設によりDX時代への対応が求められる

昨今である。こうしたなか、2021（令和３）年８月『地域モビリティの再構築』が薫風社から発行された。全

国の公共交通分野の研究者や実務家が総力を挙げて執筆にあたった。岡山の関係では、地域公共交通研究所小

嶋光信理事長（両備ホールディングス会長）が監修、本センターの三村聡センター長が編著を担当、岡山の地

域から全国に向けて政策提言とも言える内容の書籍が上梓されたことは意義深い。本書は初版3,000部を印刷、

同年11月1,000部が増刷され、公益財団法人交通協力会より、�2021（令和３）年度の「交通図書賞」（経済・経

営）に選定された。
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　②　シンポジウム開催

　　主催（理事長：小嶋光信両備HD会長）により、全国の英知を集めたシンポジウムジウム 「地域モビリティ

の再構築」出版記念 第７回地域公共交通総合研究所オンライン・シンポジウム～危機に瀕する公共交通再生の

道を示す！～が、2021（令和３）年９月２日、国土交通省や土木学会の後援を得てオンライン開催された。

　地域の移動を支える地域公共交通は、あらゆる意味で転換期にあ

③ 富山大学及び富山市調査
富山大学は学生数約10,000人、岡山大学が13,000人であり、ほぼ同等規模の国立大学である。富山大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学訪

問の目的は、通学の足として路面電車がキャンパス脇まで延伸した様子を見学した。富山駅から富山大学まで

は、距離があるため、徒歩や自転車では通学に無理がある。バス便はあるが、路面電車の開通により、運行が

安定的で本数が多く、学生や関係者にとって利便性が向上したことは明らかである。若者に移動の自由度を高

めて住みやすさを提供することは、地方創生の重要なキーワードの一つである。岡山大学（津島キャンパスに

は、他に岡山理科大学や岡山商科大学など大学や高校が集積している、また、鹿田キャンパスには岡山大学附

属病院があるため多くの利便性がもたらされる）にも路面電車があれば、さらに大学の魅力が高まること間違

いないと確信した。

　2021（令和３）年10月５日、富山大学を訪問、さらに富山市市民プラザにて、森雅志前富山市長と情報交換

の時間を持った。富山市長を５期20年務められた森氏は、市長職を自ら後進に譲られたとお聞きした。これま

での足跡と今後の公共交通を核とした新たなまちづくりへの方向性を自らのパソコンを使いレクチャー頂い

た。ひとつひとつのテーマが、実践知に裏付けられた内容であるため、計画はあっても実践を伴い、さらに結

果をだすことは本当に困難を伴う。一方で、５期の森市政では、県外からの転入者を実際に増加させて、さら

に公共交通をベースとしたコンパクトシティの実現により税収を増やし、増加分を中心市街地以外の行政サー

ビスが手薄なエリアへ再投下することにより、富山市全体をボトムアップさせる政策まで実践展開している。

そのPDCAサイクルのスパイラルアップは、まさに地方創生の具体的な実践展開であった。市長職を退任さ

れたため、これまでの首長としての覚悟と政策決断、そして苦労話の数々をヒアリングできた。コンパクトシ

ティの実践展開のドキュメントはわが国の地方創生にとって得難い成功事例であることを確信した。

　翌６日、富山大学都市デザイン学部都市・交通デザイン学科本田豊教授と地方鉄道と路線バスの将来の

在り方について意見交換をした。本田教授は、氷見市都市計画審議会の会長や呉西地区交通まちづく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り、喫緊の課題として、昨今のコロナ禍で公

共交通事業は「危」路�ともいえる瀕死の状態にあり、中長期的には、少子高齢化と人口減少下において様々な

技術も活用した再構築が求められている。

　本シンポジウムでは、地域公共交通の現状の課題をふまえ、その再構築に向けた論点と方向性、さらには方策

について、様々な角度から議論し今後を展望した。

　全国自治体、交通事業者など約500名を超える参加があり、熱い議論がなされた。このシンポジウムは、先般上

梓した『地域モビリティの再構築』の出版記念を兼ねたシンポジウムであり、地方創生における公共交通再生の

道筋を考える内容であり、国土交通省の後援はじめ多くの関係者が注目した。岡山大学は、本センターが中心に

開催支援を担当、シンポジウムでは、三村聡センター長が開会挨拶をつとめた。
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り市民会議の顧問をはじめ、地方路線存続・活性化の市民会議の活動支援をされており、具体的な合

意形成の進め方、地自体をまたぐ路線についての予算の在り方、利用方法の検討などのコーディネー

トを担当している。北陸エリアでの今後の課題は、北陸新幹線が福井県敦賀駅まで延伸すると、敦賀

が新幹線の基地となり、電力供給も関西電力となる予定。基地維持のためのJRからの税の恩典は敦賀

市に入る。一方で、JRはこれまで100年、北陸の輸送を支えてきた北陸本線をJRから切り離す方針

を決定しているため、地域の自治体が協力しながら、この路線の維持により市民の足を守る義務が発

生する。かつて上越新幹線開通に合わせて、在来線の運行が維持できなくなり、新幹線の停まらない

地方の駅を利用してきた人たちの足の確保が重要な交通権の視座から問題となったことを改めて想起

した。

　さらに、日本海の大動脈とも言える北陸本線を軸（背骨として）に、JRはじめ私鉄など多くの支線

（ローカル線）が運行されており、また、JRと私鉄が並行して走る路線もある。これらの維持・存

続についても議論すべき段階に差し掛かっていることをご教授頂いた。岡山では山陽新幹線が開業し

ても山陽本線は健在であったが、年々、運行本数は減少傾向を示している。一方で、県北を走る、姫

新線や芸備線などのローカル線は、中国自動車道をはじめとする高速道路網の整備により、上下合わ

せて日に数本の運行となり、存続の危機に瀕している。

　改めて、急速に進む少子高齢社会と地方部の過疎化の進行にまつわるモビリティの課題について、

深く考えさせられた視察調査であった。

④ 内閣府「地方創生政策提言コンテスト」への支援
内閣府主催の「地方創生政策提言コンテスト2021」において、岡山市在住の高校一年生（灘高校）、

千原顕勝さんが優秀賞を受賞した（高校生の部）。テーマは、「地域公共交通の再生と地域の成長戦略」

であり、わが国の多くの都市で国民が日々直面しているモビリティの課題を整理、分析を行い、具体的な

創生に向けた政策提言をおこなった。その内容にはRESASなどオープンデータを駆使したマクロ環境

分析に基づき、さらには岡山市を事例とした政策が織り込まれ、具体性に満ちた政策となっている点が高

く評価された。研究所では、千原さんからの質問について、アドバイスを続けてきた。

　若い方が公共交通問題に目を向けて本気で向き合った発表に賛辞を送り、研究所の理事はじめメン

バーによる聴取機会を設けることで、さらなる磨きこみを行うことを、11月26日開催の理事会で決めた。

⑤ 地域公共交通の再生に向けた無料オンラインセミナー
2021（令和３）年９月２日に、第７回地域公共交通総合研究所オンライン・シンポジウム～危機に瀕

する公共交通再生の道を示す！～を第１回として、全４回シリーズで、地域公共交通の再生に向けたオ
ンラインセミナーを開催する。

第２回は、テーマを「地域公共交通をどう再構築するか？」に設定して、2022（令和４）年１月24日、

オンラインZOOMにて開催した。国土交通省が後援、本センターが企画、運営を支援した。概要は下

記の通り。
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オンラインセミナー「地域公共交通をどう再構築するか？」

コーディネーター：岡山大学地域総合研究センター長・教授 三村聡（同研究所理事）

ゲストスピーカー：関西大学経済学部教授 宇都宮浄人 氏

：慶應義塾大学商学部教授 田邉勝巳 氏

　　パネルディスカッション

：宇都宮浄人 氏、田邉勝巳 氏、地域公共交通総合研究所 専務理事 町田敏章

コメンテーター　：政策研究大学院大学 特別教授 家田仁（同研究所理事）

ヱる。本センターが、五輪地域レガシーの創出に向けて支援した活動を下記に紹介したい。
(１)有形インフラの構築について

女子バレーボール岡山シーガルズの専用練習場確保と公式戦で優先して使えるアリーナ建設について、

2015（平成27）年度以降、建設に向けて支援活動を続けてきた。その実現に向けて、東京五輪の開催を

契機として、更なる弾みをつけて、建設への具体的な事業へ着手することができた。

　（２）無形ソフト化戦略の展開について
女子バレーボール岡山シーガルズが、世界から多くのナショナルチームを岡山へ誘致続けてきた実績

東京五輪2020関係のセンター活動～五輪地域レガシーの構築支援活動

　IOC（International Olympic Committee）によれば、レガシーとは「長期にわたる、特にポジティブ

な影響」と定義され、オリンピックやパラリンピックの開催を契機として、社会資本の整備、経済的な

恩恵を受けるシステム構築、スポーツによる文化財の創出などが思料され、スポーツ、社会、環境、都

市、経済の５分野を挙げてる。東京五輪2020の開催決定を受けて、開催予定都市においては、各種の施

設やインフラの整備、スポーツ振興等が図られた。本センターでは、地方創生の観点から、岡山地域に

おける東京五輪レガシーの創出支援活動を実施してきた。

　さて、レガシーの概念については、しばしば有形のインフラ整備があげられる。その思考は、先

の1964年東京五輪開催時による高速道路網や新幹線の整備、体育館の建設など高度成長の原動力と

なったインフラ整備が代表的である。一方で、現代社会における課題解決に向けては、有形インフラの

有効性は認められるが、知恵を出し合い無形のソフト施策を構築するスタイルも重要であると思料する
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に基づき、ASEAN諸国で世界ランキングの最上位に位置するタイ国のバレーボール協会との関係性を、
東京五輪を契機として強化した。

　2021（令和３）年度は、新型コロナ禍の影響があるなかで、東京五輪の開催に合わせて、スポーツ国
際交流による産業振興を、スポーツ庁の国際業務展開とJETROが進める日本企業の海外展開施策の支
援を受けながら、オンラインファン感謝会や岡山シーガルズスポンサー企業とタイ国企業とのオンライ
ン商談会を実施展開した。

① 岡山シーガルズとの連携による地方創生
　（ア）第１回「タイにおけるスポーツ産業」勉強会

岡山シーガルズのタイでの交流をきっかけとした岡山企業のタイ進出を目標とした勉強会第１回「ス
ポーツ関連産業の輸出促進プロジェクト（シーガルズプロジェクト）」が、７月29日、岡山商工会議所
４階会議室にて開催された。
　新型コロナ禍の影響により、講師はJETROバンコック（タイ）をオンラインでつないでタイからの
話題提供となった。
　参加者一同、今後の前向きな展開に期待を寄せた。参加企業は以下の５社（五十音順）。

オージー技研株式会社（医療機器、福祉機器及び健康機器の製造、販売）

ダイヤ工業株式会社（サポーター・コルセット等の医療用品メーカー）

株式会社トンボ（学生服、体操服の製造販売）

林原株式会社（トレハロースをはじめとする機能性糖質と機能性色素の研究開発、製造販売）

株式会社丸五（地下足袋や安全スニーカーの開発製造）

　冒頭、岡山大学地域総合研究センターは協力機関の立場から挨拶した。
　岡山シーガルズの目指すべき国際展開の方向性は、スポーツ庁のHPでも紹介されている。

　（イ）ドミニカ共和国女子バレーボールチーム岡山五輪合宿

世界ランキング９位のドミニカ共和国女子バレーボールチームが岡山でオリンピックの事前合宿に訪れ

岡山シーガルズが対応を担当、７月15日、ZIPアリーナで岡山シーガルズと練習試合が開催された。

　新型コロナ感染のリスクがあるため、様々な制限を実施した環境での開催のなかで、岡山シーガルズ

スタッフが全員で準備にかかっていた。その苦労談を会場でヒアリングさせて頂いた。

試合は入場料無料、約300名の観客が、ソーシャルディスタンスをとりながら、声援禁止のなかで、

拍手のみでの観戦となり、３セットマッチ、試合は１対２でドミニカ共和国が勝利した。どちらが点を入

れても、会場からは惜しみない拍手が送られた。

　首都圏のほとんどでは無観客でのオリンピック開催が決まり、生のオリンピック観戦は叶わぬなかで、

訪れた観客は、生のTOKYO2020観戦ができたと言えよう。

　市民が支えるクラブチームならではの活動だと位置づけ、本センターも、こうした社会貢献活動を支援

することを伝えた（ドミニカ共和国は東京五輪で日本チームに勝利した）。
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　（ウ）タイ国ファン向けオンライン感謝会

タイに10万人を超えるファンを持つ岡山シーガルズは、JETRO岡山と共催、タイ王国バレーボー

ル協会協力、岡山大学地域総合研究センター後援により、９月12日（日本時間18：45）、オンライン

によるファン感謝会を開催した。

　約10,000人のファンが視聴の快挙である。タイのファンからは、数々の熱心な質問を頂き、時間の

許す限り選手たちが答えた。また、タイの数多くのメディアで、今回のイベントの様子が伝えられた。

こうして岡山シーガルズの魅力をタイに発信すると同時に、選手自らが、岡山県内のスポーツ・健康・

医療産業分野で岡山シーガルズスポンサー企業の魅力をタイに発信することができた。スポーツを起点

に岡山とタイをつなぐファン交流と産業交流が本格スタートする契機となった。本センターは、企画か

らリハーサル、本番までお手伝いを担当した。

JETROはじめスポーツ庁、岡山経済界、関係自治体の協力の賜物である。

　岡山シーガルズの公式HPから開催案内を引用する。

　 　このたび、岡山シーガルズは日本貿易振興機構岡山貿易情報センター（以下、ジェトロ岡山）

と連携し、『岡山シーガルズ×タイ王国 オンラインイベント2021』を開催することとなりましたので

お知らせいたします。当チームは2019（令和元）年にチーム設立以来初となる海外遠征としてタイ王

国を訪問した他、同年11月には東京五輪予選を控えたタイ王国ナショナルチームの強化合宿受入を行

いました。また、2020（令和２）年１月には同国バレーボール協会と競技力向上や交流などを目的と

した協定を結ぶなど、タイ王国と岡山シーガルズとは固い関係性に結ばれています。今回のオンライ

ンイベントは、当チームと同国の関係性を活かし、県内企業の関連産業を発信することで同産業の知

名度向上やマーケット需要喚起を目指す取り組みとして行うものです。同時に、現地のファンとの交

流イベントの開催により両地域の文化交流促進を図ります。イベントは新型コロナウイルス感染拡大

などを考慮すると共に、地域を問わずに交流を図ることが出来るSNSを活用したイベントとなり

ます。詳しくは以下をご覧ください。

１．開催日時　2021（令和３）年９月12日（日）　18時～19時（日本時間）　　

２．事業運営　主催：ジェトロ岡山、岡山シーガルズ

協力：岡山大学 地域総合研究センター

　　３．開催形式　岡山市内からオンライン配信

　　４．出 演 者　岡山シーガルズ：河本昭義監督、川島 亜依美選手、宮下 遥選手、

　　金田 修佳選手、及川 真夢選手

　　５．開催概要　岡山シーガルズ×タイ王国交流活動紹介、トークショー、

チーム紹介映像上映（スポンサー企業の商品を選手が紹介）
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　（エ）第２回「タイにおけるスポーツ産業」勉強会
JETRO岡山主催『タイ経済概況とスポーツビジネスの可能性 アジア新世代ビジネスの展望』をメイ

ンテーマに、10月14日、第２回シーガルズプロジェクト勉強会が岡山商工会議所を会場に開催された。

国士舘大学政経学部の助川成也教授とタイ王国大使館工業部のバウオン・サッタヤウティポン公司参事

官の二人が講師として招かれた。タイ王国の総勢を概説いただいた後に、健康・スポーツ分野における

タイ国民の事情や成長分野、岡山企業のタイ進出についての可能性について、平易に解説頂いた。進行

を担当されたJETRO岡山の相原君俊所長により、意見交換の時間があり、参加企業から具体的な質

問が出され、両氏から丁寧な返答、解説を受けた。スポーツの力で岡山にグローバル企業が増えること

を祈念した。
　本センターも質疑応答に参加、ASEANマーケットの重要性とスポーツ交流を契機としたタイ国と
の交流の具体的なシナリオ案を提起した。山陽新聞、日本経済新聞の取材を受けた。

（オ）第３回「タイにおけるスポーツ産業」勉強会とスポーツ庁来学

第３回となる「タイにおけるスポーツ産業の可能性を考える」勉強会が、オンラインでタイ国を結び、�

11月25日、岡山商工会議所で開催された。

　JETRO岡山の相原君俊所長の挨拶に続き、本センターからも挨拶をさせて頂いた。今回の講師は、

アビームコンサルティング株式会社執行役員の久保田圭一氏を招聘、プロフェッショナルコンサルの講演

は、的確な現状分析に加えて、直面する課題に対して鋭い考察を加えられ参加企業からも具体的な質問が

数多く出された。また、タイ国と参加企業との具体的なビジネスモデルの提案を受けることができた。こ

うして、タイにおけるスポーツ産業のビジネスモデル検討に着手した。オリンピック開催成果を将来に地

域レガシーとして活かす取り組みに歩みを進めることで基本合意がなされた。

　また、こうした流れに呼応して、11月26日、スポーツ庁国際課の高田雄飛氏が、岡山大学地域総合研究

センターに来学され、意見交換を行った。岡山側の参加者は、JETRO岡山相原君俊所長、岡山シーガル

ズ高田さゆり取締役、本学荒木秀治学務部長、三村聡センター長の４名。

　高田氏からタイプロジェクトへの引き続きの支援表明を頂いた。

　東京五輪の成果を、地域版のレガシーの確立に向けて活かせるように歩んで参ることを全員が確認し

た。

　（カ）岡山シーガルズの活躍に向けた民間活力活用推進協議会

岡山シーガルズの活躍に向けた民間活力活用推進協議会（略称：シーガルズ協議会）の常任理事会が、�

12月27日、午前11時より岡山商工会議所３階会議室で開催された。

　本会は、2018（平成30）年４月３日、スポーツをきっかけとして、更なる産業振興や観光振興の力を
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伸ばし、岡山が日本一のスポーツ先進都市（スポーツの聖地）となることを目指す趣旨で、経済界が中心となり

広く産官学医金言民に呼びかけを行い、発足した協議会である。 発足式には岡山県伊原木隆太知事、岡山市大

森雅夫市長も理解・賛同の意を示し臨席した。また、岡山大学、岡山県医師会、岡山県銀行協会などもトップが

同様に発起人に名を連ねての発足となった。

　今回の協議会では、冒頭、同協議会の会長が中島博（岡山県バレーボール協会会長）から、中島基善（岡山県

経済団体連絡協議会座長）に交代、中島博会長は名誉会長に就任する議案が満場一致で可決・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認された。

　議案に従い議事に移り、事務局より、これまでの活動内容について説明があり、2018（平成30）年に発足した同

会が、岡山市役所本庁舎の建て替えに合わせてアリーナの建設を提案、民間主導での建設を提起した。これに対し

て岡山市は建設に際して経済界が提案した資金計画が100億円を見積もったため、現実的でないとの判断から難色

を示し、対案として北長瀬地区の岡山市営住宅跡地のみずほ住座跡地を検討の候補地として示した。それを受けて

経済界と岡山シーガルズが中心となり民間活力を活かした再提案を本年９月に行った。このプランは建設15年後に

施設を岡山市が買い取る計画内容であったため、これについても岡山市が難色を示した。一方で、岡山市は室内プ

ロスポーツ団体や市民、そして広く岡山県民が利用できるアリーナの必要性を認め、同時に公設による建設可能性

を示唆した。

　それを受けて、今後の動きについて議論がなされ、民主導の建設から公設民営方式に計画を改め、その方針に基

づく新たな提言書がまとめられた。本会では、その内容についての議論を行った。進行は中島基善会長、新たな提

言書の内容説明は、事務局を務める岡山商工会議所理事・事務局長の鶴岡誠良氏が行った。それを受けて総括コメ

ントを中島会長、補足説明を松田久岡山商工会議所会頭が行った。会は提言書案の裁決にうつり、満場一致で採択

された。

　その要諦は下記の２点であり、公設民営の方式で建設に向けて正式な検討を開始することを提言するというもの。

　岡山大学は本センターが中心となり、2017（平成29）年から５年間にわたり、本会の支援を社会貢献活動とシン

クタンク機能発揮の観点から実施してきた。2021（令和３）年12月27日の常任理事会には、岡山大学からは槙野

博史学長の命を受け、三村聡センター長が代理として出席した。

　１． 岡山市北区北長瀬の「北長瀬みずほ住座」跡地に、観客席３千人～５千人規模のメインアリーナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を有し、サ
　　ブアリーナなど付帯施設を完備したアリーナを建設する。

２． アリーナの建設・運営において、経済界等が推進する寄付金や企業版ふるさと納税による資金を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設費に

　　　組み入れた「公設」と、指定管理者制度およびＰＰＰ制度の利点を考慮した民間事業者のノウハウによる

　　「民営」の仕組みを導入する。

　なお、12月27日、午後２時から、中島基善会長、松田久岡山商工会議所会頭、河本昭義岡山シーガルズ株式会社

社長が、岡山市長ならびに岡山市議会議長を訪問して、決議された提言書を提出した。

　これにより、岡山市のアリーナ建設構想が具体的な検討段階に入ることとなった。

岡山シーガルズの活躍に向けた民間活力活用推進協議会
常任理事会　会議出席者名簿

（順不同・敬称略）
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　会　長　　　　　　中　島　　　博　　　（岡山県バレーボール協会会長）
代理：槇本　　亨　 （岡山県バレーボール協会理事長）

　副会長 越　宗　孝　昌　　　（（公財）岡山県スポーツ協会会長）
　副会長 松　田　　　久　　　（岡山県商工会議所連合会会長）
　【常任理事】　　　　青　山　興　司　　　（岡山シーガルズを応援する医師・病院の会会長）ご欠席

中　島　基　善　　　（岡山県経済団体連絡協議会座長）
野　﨑　泰　彦　　　（岡山県経営者協会会長）

代理：西谷　治朗　（岡山県経営者協会専務理事）
宮　長　雅　人　　　（一般社団法人岡山経済同友会代表幹事）

代理：久山　裕士　（一般社団法人岡山経済同友会専務理事）
梶　谷　俊　介　　　（一般社団法人岡山経済同友会代表幹事）
晝　田　眞　三　　　（岡山県中小企業団体中央会会長）

代理：脇本　　靖　（岡山県中小企業団体中央会専務理事）
田　村　正　敏　　　（岡山県商工会連合会会長）

代理：深井　　太　（岡山県商工会連合会事務局長）
槇　野　博　史　　　（国立大学法人岡山大学学長）

代理：三村　　聡　（国立大学法人岡山大学地域総合研究センター長）
松　畑　熙　一　　　（備前市教育委員会教育長）
松　山　正　春　　　（公益社団法人岡山県医師会会長）ご欠席

　【オブザーバー】　　河　本　昭　義　　　（岡山シーガルズ監督）
高　田　さゆり　　　（岡山シーガルズマネージャー）
神　崎　浩　二　　　（岡山県経済団体連絡協議会事務局長）

　【事務局】　　　　　髙　橋　邦　彰　　　（岡山商工会議所専務理事）
鶴　岡　良　孝　　　（岡山商工会議所理事・事務局長）
高　木　久　志　　　（岡山商工会議所会員サービス課長）

以上

（キ）第４回「タイにおけるスポーツ産業」勉強会とスポーツ庁オンライン商談会

2021（令和３）年度最終回となる、第４回「タイにおけるスポーツ産業」勉強会が、２月７日、岡山商工会議所

会議室にて開催された。

　今年度は、JETRO岡山の指導により、岡山シーガルズのスポンサー企業を中心として、スポーツ、健康、医療

産業に関係する企業５社のタイ市場への展開を狙いとして勉強会を重ねてきた。

　その成果としては、タイファンとオンラインによる感謝会の実施、さらにはスポーツ庁が推進するスポーツ産業

の国際展開に合わせた、オンライン商談会の実施まで進めることができた。ここまでの歩みは、JETRO岡山の相

原君俊所長の卓越した指導力の賜物であると思料する。同時に、岡山シーガルズの、これまでの海外ナショナル
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チームとの友好関係を礎とした実績とプロとしてのノウハウが良好なコラボレーションを実現したと確信した。

　本センターとしては、東京五輪の経験を地方でのレガシーとして後世に残すために、地方創生の観点から支

援活動を継続してきた。

　なお、2018（平成30）年４月の本協議会発足時の山陽新聞記事を下記に示す。

　なお、本センターでは、岡山シーガルズ河本昭義監督及び当時の岡山経済同友会地域振興委員会の梶谷俊介

委員長（2022（令和４）年３月末現在、岡山経済同友会代表幹事、岡山トヨタ社長、岡山県教育委員会委員、

岡山大学経営協議会委員）からのご依頼により、三村聡センター長が、2016（平成28）年度から岡山シーガル

ズ顧問として岡山シーガルズへの支援を続けてきた。その記録を資料編に掲げる。

② 東京2020オリンピック聖火リレー

東京2020オリンピック聖火リレーは、2021（令和３）年３月25日に福島県のナショナルトレーニングセン

ターＪヴィレッジでグランドスタートを実施し、東日本大震災から10年目となる節目の年に行われる聖火リ

レーとして、復興の歩みを進める被災地をはじめとする全国各地を隅々まで巡り、日本全国の人々に希望と勇

気を与えた。

　５月19日は、岡山市の「岡山城下の段」、２日目の20日は津山市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の「津山中央公園グラウンド」でラン

ナーが走らずに聖火をつなぐ「トーチキス」が開催された。

　20日に津山市で開催された式典は、あいにくの大雨と新型コロナの感染拡大を受けて公道でのリレーなど

が中止となりトーチキスと点火セレモニーのみが無観客で行われた。こうしたなかで女子バレー岡山シー

ガルズの元キャプテンで、ロンドンオリンピック銅メダリストの山口舞氏（中国学園大学勤務）ら83人が聖

火をつなぎ鳥取県へ引き継いだ。山口さんが「スポーツには素晴らしい力があると思う。そういう部分を少

しでも、私も何かしらの活動をしながら伝えていけたらいいなと思う」との記念談話を残した。

　JETRO岡山が岡山シーガルズと共同で進める、東京五輪を契機とした岡山のスポーツ、健康、医療産業

とタイ国企業を結ぶプロジェクトを、本センターは山口さんと共に支援しており、岡山シーガルズのご厚意に

より山口さんからトーチを見せて頂いた。片手で持つには結構な重みがあり、ずっしりとした手ごたえ。

　　国内世論は中止を求める声があり、本当に東京五輪が開催されるか不透明な事態の中で、６月８日、東京

五輪を岡山地域の発展に役立てるよう地域レガシーの具現化に向けて未来志向で歩んでいくことを、改めて

話し合った。参加者は山口舞氏、𠮷𠮷みなみ氏（岡山シーガルズ）、丸山亜季氏（岡山シーガルズ）、三村聡

センター長の４名。

　本センターは、スポーツ庁が示す、スポーツを活用した国際業務展開による地方創生の指針に従いなが

ら、東京五輪を契機とした地方創生を支援していく。
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③ 岡山放送の東京五輪番組～天満屋女子陸上競技部

岡山放送（OHK）は、岡山市中心部で再開発が進められた「杜の街」（イトーヨーカドー跡地）に本社を移転

し、７月12日、新しい本社からの放送を始めた。

　同社によれば「OHKは、1969（昭和44）年に開局し岡山市北区学南町から52年間、放送を続けてきまし

た。12日から、両備ＨＤなどが開発を進める「杜の街づくりプロジェクト」のオフィススクエアに放送拠点を移

します。2014（平成26）年にイオンモール岡山に開設したコンテンツ部門の拠点、ミルンと連携し、情報発信の

強化を目指します。「地域の安全安心のためにこれまで以上に地域を良くして元気にする情報を届けたい（中静敬

一郎社長）」として、７月19日から新本社での業務をスタートさせます。」と記している。

　７月28日、新社屋で番組審議会が開催された。

　この日の審議番組は、オリンピック開催期間中とあって、創部30年を迎えオリンピックへ選手を輩出し続けて

きた「天満屋女子陸上競技部」の努力の軌跡を綴った番組であった。全審議委員からエールが贈られ、番組に対

して高い評価がなされた。

　審議会終了後、新社屋の見学会が開催され、中静敬一郎社長自ら案内役を務められた。最新鋭の機材やスタジ

オ、そして多目的ホールや来場者が気ままに憩えるコーナーの配置など、ワクワク感満載のテレビ局がオープン

した。スポーツ番組を得意とする岡山放送では、益々、充実した番組を地域のために制作を続けることが制作者

から伝えられた。
　番組審議委員からも真剣な審議、議論を続けて参ることを誓った。

④ 学生による東京五輪企画
スポーツでまちを元気にする学生サークルSCoP（Social activity for the Culture of Professional

sports）が、オリンピック開催中に岡山市運動公園口にある奉還町商店街の拠点「りぶら」をお借りして、

ノリンピック種目である岡山のプロスポーツ、サッカー・ファジアーノ岡山、バレーボール・岡山シーガルズ、

卓球・リベッツ、バスケットボール・トライフープのご協力、さらに岡山大学の他の部やサークルの支援によ

り、写真展を開催するオリンピック企画を実施した。

７月19日は、学生たちがその準備作業として、お借りした写真を展示用に拡大する作業を本センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で実施した。

この準備に合わせて、奉還町商店街へ参り、奉還町商店街振興組合の岸卓志理事長（岸佛光堂社長・岡山駅西口活

性化協議会会長）と旭軒の畝本伸三社長をそれぞれ訪ねして、写真展開催のご協力に対するお礼とご挨拶に伺っ

た。
　こうしてオリンピックの開会にあわせて、奉還町商店街やスポーツ団体、岡山大学の他の部やサーク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルの協

力により写真展を開催することができた。

新型コロナ禍の継続拡大で極端に活動が制約される環境ながら、学生たちはよく頑張った。
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３‒１　東日本大震災関係

3‒1‒1　国での報告

　2011（平成23）年10月28日、野田政権の誕生によるメンバー構成の変更を受け、三村聡副センター

長が、衆議院第１議員会館へ招かれ「高齢社会の移動とITSの活用（被災地の復興計画）」をテーマ

にトヨタ自動車の渡邉浩之技監（特定非営利活動法人ITS Japan会長・前専務取締役）と共に講演し

た。高齢社会を迎えたわが国の移動確保に向けた課題と取り組み、そして海外比較、さらに東日本大

震災の復旧・復興に向けたまちづくりの具体的プランについて、これまでの調査や活動などの経験を

踏まえて話題提供を行った。
　意見交換に続いて、直嶋正行議連会長（民主党副代表・両院議員総会会長）と高木義明議連副会長
（選挙対策委員長・前文部科学大臣）から質問とコメントがあった。
　今こそ被災地の復興に向けて国の迷わぬスピード感ある政策実施に期待する旨をお伝えした。

3‒1‒2　岡山大学被災地支援学生サークル「おかやまバトン」

① 活動開始

2012（平成24）年３月11日、岡山市内の天満屋百貨店と西川緑道公園の２か所で、東日本大震災１年

を悼んで、岡山大学被災地支援学生サークル「おかやまバトン（通称：おかバト）」や岡山学生連合

など多くの学生サークルが、DVDを被災地へ送る活動や追悼イベントとして絵本の「読み聞かせ」、

「うらじゃ踊り」などを開催した。
　被災地へ向けて桜を咲かそうと題した支援メッセージを花弁にして送る企画など、創意工夫を凝らし
たメニューが盛りだくさんの企画。メンバーの半分は、被災地である現地へ出かけて、それぞれの企画
に参加した経験を持つ。
　私たちに出来ることを探して、この3.11を忘れず、風化させず、そして全国の人たち、世界中の人た
ちが、いざという時に備えて、準備と心構えを怠らない、そんな活動が続いていくことを祈念した。

② ５年目報告会
2011（平成23）年の東日本大震災を契機として「岡山でできる、岡山だからできる被災地支援」に岡
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山大学の学生や教職員を中心に結成された「おかやまバトン」の取組みは５年が経った。2016（平成

28）年５月21日、これまでの活動の軌跡を

報告する会が岡山大学津島キャンパス国際交流会館にて開催された。学生たちが製作した活動成果を振

り返るオリジナル映像の放映や活動メンバーはじめOB・OGによる報告が続いた。また、協力・支

援企業のご好意により製作いただいた写真集の配布・説明など、被災地支援活動の地道な実績と復興へ

の思いの深さが披露された。さらに、福島からゲストとして駆けつけた「日本舞踊花柳流里の子会」代

表の花柳沙里樹先生が、岡山への謝辞に合わせて被災地復旧・復興の状況について講話された。

　日本舞踊花柳流里の子会は、文化庁委嘱事業「伝統文化こども教室」にて日本舞踊を続けたいと望む

子供達により2005（平成17）年発足、花柳沙里樹先生の指導のもとで子供達が研鑽を重ね、震災直前の

2011（平成23）年２月に第19回新舞踊民踊全国大会（仙台）の一般の部で文部科学大臣賞を受賞した実

力派の団体ながら、同年３月の東日本大震災で練習場を失い、悲しみにくれていた折に、活動を続けて

もらいたいと岡山へお招きしたのが、「おかやまバトン」活動の始まりである。福島の地にも「福島バ
トン」が創設されたとの嬉しい話題提供があった。

また、宮城県南三陸町立志津川中学野球部と岡山市の中学野球部との交流も続けてきた。年に２回の

岡山への招待・交流活動をはじめ、５年間の長きに渡る被災地と岡山の信頼の絆とつながりは、学生や

それを支えてくださった皆さんの筆舌しがたいボランティアスピリッツにより支えられてきたと言えよ

う。

　この絆とつながりがエネルギーとなって、息の長い被災地支援が続いてきた。「つなぐ広げる被災地

支援」の輪をこれからも継続して頂きたいと願った。

3‒1‒3　モビリティ研究会　東日本大震災被災地復興状況調査レポート

　　　　－東京大学の現地復興支援活動を中心に－

　被災地復興調査は、東京大学が組織的に活動展開を続けている、岩手県の遠野市、釡石市、大槌

町、大船渡市、陸前高田市等の復興支援活動の実際を、被災者の皆さんを支えるモビリティの観点から

現地調査を実施した。

　日程は2013（平成25）年６月10日から11日の二日間、参加メンバーは、東京大学新領域創成科学科人

間環境学専攻の鎌田実教授、筑波大学大学院システム情報工学研究科の石田東生教授、トヨタ自動車株

式会社ＩＴ・ＩＴＳ企画部から佐藤則明担当部長、モビリティ研究会事務局の筒井雅之氏、岡山大学地

域総合研究センターから三村聡副センター長の総勢５名。以下に活動記録を転載する。なお文調は、で

す、ます調である。
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遠野市「希望の郷“絆”」

　東北新幹線で11時前に北上駅に到着しました。車中にて、鎌田先生から、ご準備頂いた、現地の地図

やバス路線図、仮設住宅の配置図、復興計画の概要など、豊富な資料に基づき事前レクチャーを頂きま

した。北上は晴れ。北上駅でレンタカーを借り、運転役は鎌田先生ご自身がお引き受けくださいました

（２日間、約400キロを運転いただきました）。

　北上駅から東へ一路進路をとり、遠野市へ到着しました。

　ここは、日本民俗学の創始者であり、近代日本の生んだ思想家、柳田国男の『遠野物語』であまりに

も有名なまちです。かつて、大学生の時（30年以上前）に民俗学の旅に新宿から夜行バスで訪れ、河童

池などをたずねた記憶がよみがえりました。遠野は震災のおりに全国から支援団体やNPOが集結した

拠点のまちです。その理由は、沿岸部から比較的近いまちでありながら内陸に入っているため、津波の

被害は受けなかったことと、従来からNPO活動や社会福祉協議会活動などが盛んであったなどの理由

が指摘されています。

　また、東京大学が被災地支援活動を進めるうえで大活躍をされたまちです。鎌田先生に遠野市役所の

近くにある東大の活動拠点へご案内頂きました。宿泊機能や市民や支援団体の方と対話ができるスペー

スなどがあり、工学研究科博士課程の学生が１年間派遣され、仮設住宅の設計や自治会等の組織のサポー

トを行うなど、積極的な活動をされたそうです。こうして建設された仮設住宅「希望の郷“絆”」へ参

りました。通常のプレハブ住宅と異なり、地元産の木材を使った建築で、建物だけでなくデッキや周辺

の造作も木製です。全体の意匠に見事な工夫がされている様に驚きました。隣地に公園もあること

も、景観や日々の暮らしにとってプラスの効果があると感じました。
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東北横断自動車道釡石秋田線（通称：釡石道）～地産地消の“こすもす”で昼食

　被災地の復興には、地域の幹線道路や鉄道路線の復旧が急務ですが、同時に新幹線や東北自動車道路

をはじめ内陸部と沿岸エリア（被災地）間の物流や人の高速移動を支える道路の整備が必須条件になり

ます。現在、東北横断自動車道や東北縦貫自動車道の整備が急ピッチで進められています。もちろ

ん、高速道路の基準で建設されていますが、通行料金は無料です。部分開通ながら、この道路のおか

げで、内陸部の北上駅から釡石まで短時間で行くことが可能になりつつあります。一方で、限られたコ

ストで急速に工事を進めるため、サービスエリアやトイレ、給油施設などの付帯施設はありません。ガ

ソリンの残量は乗る前に確認する必要があります。また、インターチェンジとインターチェンジの間に

位置するまちや施設は、通過交通が無くなってしまうため忘れ去られ、過疎に拍車をかける懸念を石田

先生が指摘されました。

　柳田国男の遠野物語によれば「遠野郷より海岸の田ノ浜、吉利吉里などへ越ゆるには、昔より笛吹峠

という山路あり。山口村より六角牛の方へ入り路のりも近かりしかど、近年この峠を越ゆる者、山中に

て必ず山男山女に出逢うより、誰もみな怖ろしがりて次第に往来も稀になりしかば、ついに別の路を境

木峠という方に開き、和山を馬次場として今は此方ばかりを越ゆるようになれり。二里以上の迂路なり。」

と記され、遠野から釡石や大槌へ出るには、苦労した様子がわかります。東北横断自動車道や東北縦貫

自動車道の整備の重要性に併せて、こうした昔からの往来の記憶も伝えられるようなまちづくりも大切

であると感じました。

　こうして、遠野から釡石へ入り、市街地へ向かう途中で昼食をとりました。地元の皆さんが“コスモ

スコミュニティ”と名付け、地域の産品を活かして料理を提供している“農家レストラン創作農家こす

もす”で、定食のランチを頂きました。食材のすべてが近隣の皆さんが育てたものとあって、素朴な味

つけにも深みを感じました。地域の情報交換の拠点にもなっているらしく、お店の前の広場には、様々

な花が植えられていて、とくに菖蒲の花が満開でした。また、先の遠野の仮設住宅もそうでしたが、地

元の材木をふんだんに使った子供向けの遊戯施設が何種類も作られていました。
　なお、この施設や活動を、トヨタ財団が復興支援の一環としてサポートしています。

釡石市に入り復興住宅見学

　日本最古の製鉄所の歴史を持ち鉄のまちとして栄えた釡石。1989（平成元）年に高炉を停止、あわせ

て転炉・連続鋳造設備なども休止した後に、今回の震災の影響を受け、さらに2012（平成24）年、新日

鐵住金が発足して現在は釡石製鐵所となっています。また、釡石市は、今回の災害で、死者・行方不明

者1042人、被災家屋は約4700戸（市全体の３割）という甚大な被害を受け、現在は人口が３万人台まで

減少しています。
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　まず、車は中心市街地の入口にさしかかりました。新日鉄釡石（現在は釡石製鐵所）の社宅近くに
仮設住宅が並んでいます。その隣には復興住宅も一部が完成して、新しい生活をはじめた人たちもい

ます。

　鎌田先生から「この仮設住宅は、上中島仮設住宅で、新日鉄のグラウンドを利用して設置されまし

た。また、復興住宅は、新日鉄がスチールハウスとして建設し、釡石市が買取り提供しています。」

とのご説明を頂きました。この復興住宅の周辺には公園もあり、そしてショッピングセンターやコン

ビニエン スストア、ガソリンスタンドなどの生活インフラも整っています。

一歩一歩ですが、確実に復興が進んでいると感じました。市内の中心エリアでは、瓦礫や破壊された
建物の撤去も終わっている印象を受けました。

安渡第２仮設団地

　大槌町の高台に位置する安渡小学校は地震により倒壊の危険性があり閉鎖になりました。その校庭に

建てられた、安渡第２仮設団地には、小学校の校庭一杯に35戸の仮設住宅が並びます。校舎には“あり

がとう安渡小学校”の看板が貼られ、東京では見られなくなった二宮金次郎の像がひっそりと立ってい

ます。また、正門に入る手前に土手があり、その上を鉄道が通っていたのですが、鉄道の橋は、おそら

く仮設住宅の工事用の際に地上高が低いので、荷物を積んだトラックは通れないために外されたものと

思われます。今は走らぬ線路軌道に登ってレールが視界から消える切れ目を見つめるうちに、悲しい気

持にさせられました。

　ここは海岸線からかなり高い位置にあるため津波の心配はありませんが、長くて細い坂道が続き、お

年寄りが徒歩で往来するには無理があります。また、一般車両は行けますが、バスでは道路幅員が狭い

ため進入には無理があります。お年寄りが自分で自由に移動するためには、電動車いすが必要です

が、これでは時速６キロの制限があるため目的地までたどり着くには時間がかかりすぎます。できるこ
となら、規制を緩和して、小型モビリティを利用できる環境整備を行いたいものです。
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旧大槌町役場

　津波が押し寄せた際に、町民を守ろうとして町長以下、役場に残っていて、大勢の尊い職員の命が失わ

れた大槌町役場です。今もなお、多くの花が手向けられています。時計も津波に呑み込まれた時刻を刻ん

だまま止まっています。大槌町は今回の災害で1230名の尊い命を失いました。いま、この記憶を残すため

に、役場を保存するか取り壊すかで議論が分かれているそうです。

　また、東京大学では、旧役場庁舎をデジタル計測し、３次元映像で残す事業に取り組み始めています。

大震災の悲惨さを思い出すに十分すぎる、あまりにも激しく心を揺さぶられる遺産です。思わず手を合わ

せて頭を下げました。滅私奉公などと言いますが、公務員の仕事の重要性と献身する心の尊さを痛感しま

した。

希望の灯り

　大槌町が一望できる高台に登りました。斜面には真新しい墓石があちらこちらに見受けられます。まだ

まだ、痛々しい風景に息を呑み、完全復興への道のりは遠いことを感じますが、ところどころに確実に復

興が前進している様子もみてとれます。

　そして、この高台には「希望の灯り」が燈されています。この希望の灯りは、阪神大震災の犠牲者を慰

霊するガス灯「１・17希望の灯（あか）り」の火を神戸から分灯して灯したものです。文字を囲む円上に

今回の東日本大震災の日付と、先の阪神淡路大震災の日付が刻まれています。

　この希望の灯りを前に鎌田先生、石田先生と記念写真を撮っていただきました。この災難を決して忘れ

ないと改めて心に誓いました。
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大槌町役場にてヒアリング

　役場が被災したため、現在の大槌町役場は、津波被害（１階）、火災被害（２・３階）があった旧

大槌小学校を、改修し小学校の建物をそっくり利用しています。改修費は膨大で、賛否が色々あった

ようです。

　ここには、東京大学の支援活動の拠点となる一室もあり、常駐して支援活動を担当している女性が

明るく応対してくれました。また、東京大学が提供した実験用小型モビリティも置かれていました。

　そして、会議室をお借りして、この４月１日付で就任された、大水敏弘副町長（復興担当）から復

興の進捗状況と今後の計画についてお話を伺いました。まず、「新しいまちを創るうえで、今回の津

波でほとんどの中心エリアが影響を受けたために、一からやりたいようにできるため、計画段階から

既成概念に捉われない発想を導入することが不可能ではないと考えている。例えば道路計画について

も規制は横に置いて、住民がずっと住み続けるために良いとされるイメージを持ってもらえる計画

を、大胆に描くことができる。つまり、防潮堤も無い段階で、“これなら良いね”、と感じてもらえ

る計画を提示したい。そのためにはスピードがとても重要であると考えている。」と基本的な考え方

を述べていただきました。それに対して、鎌田先生からは「地域住民のニーズをしっかりと拾い、コ

ミュニティが納得できる仕組みを考える必要があります。つまり、道路の整備計画だけでは住民の

ニーズには十分に応えられないわけで、そこではモビリティ（移動手段や需要ニーズ）を反映した路

車一体の都市・交通計画が必須であると考えます。」と述べられました。

　また、石田先生からは、「超高齢社会を見据えて、とりわけ高台移転を想定した傾斜地の移動を念

頭に置いた、大きく分けると、団地内の移動と団地以外の移動を十分に検討・検証し、それに対応す

るためには既存の規制を除外した大胆な施策を講ずることが大切です。そのためにお役にたてること

があれば、このモビリティ研究会は、純民間の研究団体ですから自由に発言することができますの

で、必要があればお申し出ください」と対応されました。

　加えて鎌田先生から「７月７日には小型モビリティの試乗会を計画しています。ぜひ、多くの住民

の方や関係者方々に参加いただきたいと願っています。」と提案されると、石田先生から「イギリス

の多くの都市では、ショップモビリティと呼ばれる、商店街を自由に行き来するパーソナルモビリ

ティを導入しているケースが一般的になっていて、歩道（歩行速度＝時速６キロ）、車道（時速13キ

ロ）、店内（ゆっくり）と移動の用途に合わせて速度を調整できる。」という実例の紹介がありまし

た。そこでは、「道路側もバリアフリーの構造が徹底されていて、こうした高齢者の移動を想定した

総合的な路車一体の整備と規制緩和（日本では、免許の要らない電動車いすは時速６キロで右側通行

と決められている）が必要である。また、同時に、新しいパーソナルモビリティと公共交通の組み合
わせが、団地内の移動と団地以外のストレスのない移動を可能にする」点を強調されました。



■ 221 ■

地域総合研究センターの被災地支援活動 3

　こうした提案に大水副町長は「警察も理解を示してくれている部分もあり、今後とも一層の協力を仰

ぎたい。」と返答され、最後に、「まちの中心核の再生、産業誘致と雇用の確保、被災者の皆さんの住居

の高台移転、高齢者医療・介護、町内のモビリティ確保と広域連携など課題は山積する中で、施策の選

択・決定時期が迫ってきており、複雑に絡み合う課題を一度に解決するためのシナリオを考えなければ
ならない。」との決意を語ってくれました。

大槌港

　大槌港には東京大学大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターがあります。ここも津波で被害を受け

ています。３階にあかりが見えましたが、建物は壊滅的な状況で、大槌町内で移転先を探しているとこ

ろだそうです。

　われわれは、港に車を停めて、しばし美しい大槌湾の景色を眺めました。漁業も再開されている様子

で、小型の漁船が何艘も並んでいました。湾に浮かぶ小島が、ひょっこりひょうたん島のモデルになっ

た“蓬莱島”です。赤い色の灯台は、そのデザインを公募して造られたものです。観光による再生の拠

点にすべく色々な企画や催しがされているとのことです。

　大槌港へ津波が押し寄せた際のシミュレーションが国際航業さんにより提供されています。国際航業

さんも、岩手県をはじめ被災地の復興に尽力されていますが、その陣頭指揮を執っている上野俊司東日

本事業本部長（副社長）は、小職のトヨタ自動車研究所時代の直属の上司でした。上野さんの頑張りを
心から応援しています。

大槌町復興まちづくり情報プラザ

　大槌町では、町民の皆さんに復興計画や支援情報をタイムリーに提供するために、シーサイドプラザ

マストの２階に“大槌町復興まちづくり情報プラザ”を開設しています。豊富な情報が誰にでもわかるよ

うに、ビジュアルなパネルで掲載されています。また、その隣には、“おおつちさいがいFM”とネー

ミングされたFM局もあり、丁度、番組のオンエアー中でした。

このシーサイドプラザマストは、地域の皆さんの買い物や食事、生活用品の用達の拠点になっていて、

書店には今回の災害を著した書籍が数多く並べられ、またNHK朝の連続テレビ小説“あまちゃ

ん”のポスターも掲示され、訪れる買い物客の皆さんに元気を発信しています。また、地域バスもこ

こに停車する便が多くなっています。
　こうして、被災した方々も普段の生活を確実に取り戻していることがうかがえました。
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大槌小学校、中学校（仮設）

　今回の災害では、大槌小学校、安渡小学校、赤浜小学校、大槌北小学校、大槌中学校の計５校が使用

できなくなるという被害を受けました。仮設校舎を、同町内の「大槌ふれあい運動公園」のサッカー

場において建設を進め、現在、仮設の校舎で授業が行われています。新しい小学校、中学校は一貫教

育校として高等学校も含め高台に建設工事がなされています。なお、なお鎌田先生のご説明によれば

「この小中一貫校は、場所の確保が困難で、早期実現のために大槌高校のグラウンドに設置することに

なりました。グラウンドは山を切り開いて新たに作る予定」とのことです。

　現在の仮設小学校、中学校は広域から生徒が通うため、生徒を安全に送迎する必要があり、送迎用の

スクールバスが20台以上運行しているとのことです。校舎脇の広場・駐車場には数多くのスクールバス
が駐車されていました。将来の大槌町を担うためにも、子供たちの教育環境を整えることは最優先課題

のひとつと言えましょう。また、小学校から高校までを一箇所に集めて、再スタートをする計画も、大

勢の知恵や意見に基づき出されたことと思います。

　一日も早い、新校舎での授業がスタートすることを祈ります。
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釡石市の中心市街地を視察、情報交換

　釡石市役所は、高台にあったために被災を免れています。また、避難場所にもなっています。市役所

の近くに釡石市オンデマンドバス“にこにこバス”の基地があるということで訪れました。この交通ネッ

トワークについては、オンデマンドバスの運行を釡石市とトヨタ自動車が共同事業としてスタートさせ

たもので、トヨタ自動車がシステム開発とその提供を行い、その後、東京大学への依頼により鎌田実先

生と鳩山紀一郎先生がサポートすることにより運行されています（車両は復興交付金で市が購入、実証
実験そのものも復興交付金での事業）。

　大学や企業の社会貢献は、専門的な知見や研究成果を如何に実際の社会の課題解決に活かすことがで

きるかどうかにかかっていると言って過言ではありません。研究者の自己満足では、復興はもちろ

ん、実際の市民の役に立てないケースも多いのではないでしょうか。具現化した取り組みに、釡石市か

らも高い評価と感謝の意を示していただいています。鎌田先生やトヨタ自動車の取り組みに大いに学ば

せて頂きました。こうした取り組みに加えて、被災した高層ビルも、目立つものでは最後に近い取り壊

し作業が進行中であり、さらに道路も耐震装置がしっかりとされているなど、様々な点で、復興の力強

さを市役所の周辺では実感することができました。

　このように、釡石市の中心市街地の復興は、急ピッチで進んでいます。車を移動して、青葉通りに向

かいました。青葉通りでは復興した花壇に花が咲き、周辺部分の建物も新しくなっています。仮設の青

葉通り商店街を見学して歩きました。いろいろなお店が賑わいをみせています。また、この通りは門前

町の様子をとどめており、名刹石応禅寺の門前には、津波が止まった地点を示す碑が建てられてい

て、神社仏閣は過去からの津波の記憶を活かしてこうした自然災害を予知して安全な地点に建立されて

いることを改めて感じました。そうした人々の記憶や、厳しい環境を乗り越えて、次の新しいまちづく

りに取り組む市民の皆さんや外部からの協力者の皆さんのひたむきな努力にただただ頭が下がります。

　夜は、会費制にて、「一助」にて、三陸の新鮮な魚介類を頂きながら、釡石市嶋田賢和（しまだよし

かず）副市長、復興推進本部の石井重成主査、釡石リージョナルコーディネーターの荒木淳さん、そし

て東京大学文科２類の学生で１年間休学して現地支援をしている田久保彰太さんと意見交換会を持ちま

した。田久保さんは嶋田副市長の講がきっかけで支援を決意したそうです。そこで、東京大学が実施す
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る“入学直後の学生が１年間、特別に休学して国際交流体験や社会貢献活動などを行う「初年次長期自主

活動プログラム（フライプログラム）」”に応募して実践活動を続けています。

　復興の進捗状況と当面の課題について、嶋田副市長から丁寧なご説明を頂きました。苦労をしながらも

一歩一歩復興を実現する経過や人口減少への対応など市役所の皆さんの努力はただ事ではありません。

また、イオンが出店してくるという計画をお聞きし、便利になるがイオン出店により買い物が一極集中

すると、まち全体の活気や地元の小売業者の再生に影響が出る点も指摘されました。岡山でも2014（平

成26）年秋に岡山駅前にイオンモールが完成予定です。必要なテーマでありながら、同時に悩みもある点

を語っていただき、岡山市でも同じ課題に悩んでいる点をご紹介しました。

　釡石市の皆さんに、貴重な時間をいただいたお礼を申し上げ、宿泊先である、釡石市から離れた山田町

のビジネスホテルに向かいました。宿には、復興関係者の皆さんでしょうか、広い駐車場はほぼ満杯の

状態でした。日中は30度近くに上がった気温も夜は12～３度くらいまで下がり冷え込みました。（初日

の調査終了）
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仮設住宅が抱える移動面での課題

　朝食会場は早くから仕事着の関係者の方で賑わっており、打ち合わせを兼ねた食事にもご飯のお代りを

する方々が多かったのが印象的でした。われわれも８時に集合して、二日目の調査に出発しました。運

転は引き続き鎌田先生が引き受けてくださいました（感謝です）。

　さて、車中からは、いまだあちらこちらに積まれた瓦礫の山が視界に入ります。かなり撤去は進んでい

るようですが、手ごわい課題であるには違いありません。岡山大学でも岩手県と共同で瓦礫のバイオマス

化事業に取り組んでいますが、効率は悪く、エネルギーの取り出しというよりは、雇用確保の面が強いと

聞いています。

　また、車中から「城山観光」という看板がみえ、バスが数台駐車されています。鎌田先生から「この城

山観光さんへは、岡山の両備グループからの支援でバスが贈られていますよ。」とご説明を頂きました。両

備グループから３台のバスが贈られ、１台は大槌地域振興（大槌町民バス）、２台が城山観光（貸切バ

ス）への寄贈だそうです。岡山の企業も復興支援に一役買っていることがとてもうれしかったです。特

に、小職が、この４月に両備グループが設立した、一般財団法人地域公共交通総合研究所の理事を拝命し

ている関係もあり、今度、役員に詳しい経緯を伺ってみたいと思いました。

　鎌田先生のご案内により、昨日に続き仮設住宅の視察を行いました。川の上流域の田畑を埋め立て、

仮設住宅が点在して設置されています。モビリティの観点からの課題は、川沿いを走る主要道路にバス停

が設置されているのですが、その道路の対岸側に作られた仮設住宅では、バス停に行くのに当然のことな

がら必ず橋を渡らなければなりません。ところがその橋までの距離が遠かった場合は、実質的にかなり遠

回りをしなければバス停にたどり着けないことになります。自家用車で移動する世代は良いのですが、免

許を持っていない層や高齢者の人たちがバスを利用するのは一苦労なのです。加えて、その橋も幅が狭い

ケースが多く、通常のバスは車両幅員の関係で進入できないのです。

　つまり、冬場は雪も積もりますし、買い物に行っても、荷物をバス停から仮設住宅まで手で運ぶのは一

苦労です。また、足の弱い方は病院に行こうにもバス停までが大変です。仮設住宅とバス停を結ぶための

小型モビリティなどの移動手段がなければ、せっかくのバスも利用されないという現状を知りました。

オンデマンドバス体験

2012（平成24）年10月10日に運行を開始した「にこにこバス」に乗車体験をしました。この運行実験

は2014年度まで実施される予定です。

　８時40分にオンデマンドバスの停留所「鵜住居生活応援センタ―」に参りました。

　定刻より少し早目の到着でした。予約制なので、乗車予定のわれわれが乗車すると発車です。バスは
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海岸線を快走します。デマンドバスのパネルには、「箱崎町仮設団地D」にて「二名乗車」の表示が

あります。予定通り、箱崎町仮設団地バス停で、老夫婦の方が乗車されました。県立病院へ行かれる

ご様子です。確かに、後期高齢者の車の運転ができない方にとっては海岸沿いから内陸部にある県立病

院までは距離がありますので、病院通いや買い物には公共交通が無いと大変です。われわれは、市役所

に近いオンデマンドバス拠点のバス停で老夫婦にご挨拶をして降車しました。

　下記に、釡石市がトヨタ自動車と結んだ協定の要諦を釡石市のHPから引用紹介します。

釡石市、オンデマンドバスの実証実験運行においてトヨタ自動車との協定に調印

釡石市はトヨタ自動車（株）（以下、トヨタ）と、東日本大震災において被災された地域の仮設住宅地

と市内中心部を結ぶ新たな交通システムとして、オンデマンドバスシステムの実証実験を本年10月から

共同で行うことに合意しました。本実証実験は、一般交通の便が悪い仮設住宅地において、その乗客需

要に応じた柔軟な運行を行い、また復興に伴って変化する街の交通事情にも追従できるシステム構築を

目指すものであります。トヨタはオンデマンドバスの運行のベースとなる「オンデマンド交通システム」

の提供を行い、釡石市は所有する小型バスにより、トヨタのシステムを活用したオンデマンドバスの運

行を行います。実証実験は、2012（平成24）年10月から平成27年３月までとし、運行地域は市の北部か

ら市内中心部までの区間を計画しています。トヨタは、昨年６月、東日本大震災において被災された地

域の支援活動の継続的推進を目的に「ココロハコブプロジェクト」を発足させました。昨年７月には、「社

会貢献活動」などを通じて、復興に寄与するための具体的活動を公表していますが、今回の「オンデマ

ンド交通システム」提供は、この一環と位置づけられています。（2012（平成24）年８月９日）
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釡石市平田地区仮設住宅見学

　釡石市の最後の視察先として、平田地区（へいたちく）の仮設住宅を見学いたしました。ここは2012

（平成24）年に「Good Design Award」を受賞されています。その事業主体は、岩手県、岩手県釡石市、

東京大学高齢社会総合研究機構の３者であり、鎌田先生はこの東京大学高齢社会総合研究機構の初代機
構長をされています。

　視察をして、まず感じた点は、遠野市でもそうだったのですが、建物全体がウッドデッキ仕様で、実

質的に高床式であることから、とても安心感と安定感があるということです。通常の建物には基礎工事

が施されていますので、その感覚が安定感を生んでいると思います。また、夏は通気性、そして厳しい

冬期には低温や雪から生活を守る効果が期待できるのではと感じました。

　また、身近な生活用品を販売している建屋や診療所がある点、そしてコミュニティを支える集会所も
モダンで、また広場・公園には品質の高い子供たち向けの遊戯施設が完備されている点も見逃せません。

特に診療所・ケア施設の若い職員の方は、とても礼儀正しく、見知らぬわれわれに対しても、明るく気軽

に挨拶の声をかけてくれました。また、バスの待合所も喫茶・軽食コーナーがついていて、高齢の女性の

皆さんが、バスを待つ間に、井戸端会議を始めています。こうしたハード面だけではなく、ソフト面にも

配慮されたコミュニティが形成され、住居者自らの力で、支え合え、励まし合えるシステムが、しっかりと出

来上がっていると関心しきりでした。ここでも東京大学の実践活動に感服です。

　施設を紹介したHPの一部を引用します。

高齢者、子育て層など、震災後ケアが必要とされる世帯を中心に、被災者が安心で快適に生活できる物

的・医療福祉的・社会的環境の形成をはかるコミュニティケア型仮設住宅団地をデザインした。具体的に

は１）ケアゾーンを設定しウッドデッキでサポートセンター、商店街そしてバス乗り場を繋ぎバリアフ

リー化、２）向かい合わせの住棟配置とすることで近所付き合いの促進を図った、３）クリニック付のサ

ポートセンターを配置し、さらに商店街も配置し生活に必要な機能を擁した仮設の「まち」とした、４）

商業者、医療・福祉事業者、住民自治会、行政等からなるまちづくり協議会をたちあげ、弱者の見守りや

居住者の共助活動を持続的に展開している。
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（注）Good Design Award

　「グッドデザイン賞」は、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する、総合的なデザインの推奨

制度です。「グッドデザイン賞」は、家電や車などの工業製品から、住宅や建築物、各種のサービス

やソフトウェア、パブリックリレーションや地域づくりなどのコミュニケーション、ビジネスモデル

や研究開発など、有形無形を問わず、人によって生み出されるあらゆるものや活動を対象としていま

す。（公益財団法人日本デザイン振興会HPより）

大船渡市でBRTに乗車
　釡石市を後に、大船渡市へ入りました。

　大船渡市は今回の災害では370名の方が犠牲になられています。また、建物被害5,539世帯です。ここ

では、今回の視察の目的の一つである、大船渡線BRT（バス高速輸送システム＝気仙沼-盛間43.7キロ）

に乗車体験をいたしました。専用道が完成しているのは、今のところ盛駅から大船渡駅までの１区間（1.9

キロ）ですが、BRTへの乗車は、フランスのナント市にて乗車して以来で、もちろん、わが国のBRT

への乗車は初めての経験です。2013（平成25）年４月に運行を再開した、三陸鉄道南リアス線（盛－吉

浜間）と同一ホームで乗り換えできるようになりました。

　盛駅で乗車券を購入、さっそく乗り込みました。運転手さんの後方、最前列の座席に座りました。既

に数人の乗車客の方々がいて発車を待ちます。運転手さんの合図で発車します。駅員さんがホームから

運転手さんに手をあげて合図を送りました。確かにバスですので、感覚はバスなのですが、軌道は専用

のレーンが整備されていて、横からの車や人の侵入はありません。

　途中で、踏み切りがあり、車や自転車、歩行者は赤信号で、BRTの通過待ちをしています。これは、

電車と同じ理屈です。こうして、被災して不通となった大船渡線の沿線に造られた専用軌道沿い

を、�BRTは快走します。これは良いな、と思ったころに大船渡駅に到着・停車です。乗車券を機械に

かざして降車しました。
　大船渡駅は無人駅ながら、待合所には電子案内板で運行状況が表示され、また、トイレもきれいに設
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計されています。ここから先は、一般道に入り、通常の路線バスと同じスタイルで運行されます。

　ここでわれわれは、遮断機の設置されている踏切まで戻り、次のBRTを待ち、その周辺の通過交

通の状況と踏切の処理について見学しました。乗車客も結構いるように見えたこともあり、こうした

新たな試みが一歩一歩進められていることに、確かな復興の足音と、喜びを感じることが出来ました。

名物“さんまらーめん”で昼食

　お昼は、さんまのラーメンが大船渡名物であるとのご紹介に、全員がご当地グルメを食しました。確

かに、ドンとさんまが入っています。スープは醤油の薄味、海藻が入り、さらにレモンスライスが入っ

ている点が注目です。

　全国有数のさんまの水揚げがある大船渡の名物で、地元の人たちは勿論のこと、テレビで紹介された

日に、わざわざ、埼玉県から食べに来た方がいたとか、また、どこのお店で食べても「650円」とい

う価格設定もご当地ならではの気遣いだと感じました。

陸前高田市にて奇跡の一本松に再会

2011（平成23）年４月17日、発災から約１か月後に訪れた陸前高田市。その時のショックは筆舌しが

たく、このブログでも“奇跡の一本松”の写真を含めて紹介させていただいたところですが、あれから

２年以上が経過し、どのように復興の姿を見せてくれるか、期待を抱きながらの視察となりました。ち

なみに、陸前高田市で震災により亡くなられた方は1,735人、被災戸数は3,368戸にも上ります。人口が

震災前に約24,000人であったことを考えますと、いかに多くの方が命を落とされたか、想像に難くあり

ません。

　これまでの遠野、釡石、大槌、大船渡と、まだまだ道のりは険しく厳しいとは言いながら、確実に復

興が進む姿を拝見でき、安堵の気持ちもあったなか、ここ陸前高田は、瓦礫こそ無くなりつつあります

が、全くの平地のままで、白爪草がジュータンのように一面咲いているばかりです。この果てしなく茫

洋と広がる光景の先に、希望の灯をいかに見つけることができるか、可能性は無限かもしれません

が、具体策を描くにあまりにも空間が広いのです。繰り言になりますが、何か、良い切り口は見いだせ

ない
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市民のみならず、全世界の人々から親しまれてきました。しかしこの一本松は、大地震による地盤沈下

で海水がしみ込み塩分過多の状態となり、徐々に衰弱が進んで枯死にいたってしまいました。そこ

で、今後も復興の象徴として後世に受け継ぐために、現在の一本松に人工的な処理を加え、モニュメン

トとして保存することとなりました。整備にあたっては多額の資金を要するため、今回「奇跡の一本松

保存募金」として全世界へご協力をお願いし、奇跡の一本松の保存および周辺の環境整備に充てたいと

考えております。皆様の温かい善意とご協力をお願いいたします。”

と募金が呼びかれられた経緯を記しています。

　この奇跡の一本松は、陸前高田の復興のシンボルであり、今回の大災害を後世に伝える証人となるで

しょう。そして、わたしたちも立ち尽くすのではなく、一歩、一歩、何としても前進を続けてゆかねば

ならないと考えなおしました。自然災害の前では人は無力かもしれませんが、自然と共生できる災害に

か、これまでのモビリティ研究会での復興支援シミュレーション検討で、グランドデザインや災害に強
い都市交通計画プランは議論を重ねてきたはずですが、この現実の空間を目の当たりにすると言葉を失
わざるを得ませんでした。

　あちらこちらで、土砂が堤防のように、うず高く積まれています。素人の小職は、これで防潮堤を造

る準備をしているのかと勘違いしてしまいました。石田先生から、「防潮堤を造るには、土砂を塗り固

めたようなやり方では、到底だめです。これは、高台移転のために傾斜地を崩して出てきた“切り

土”�を運んできて、積み上げているのではないでしょうか」とご指摘を頂きました。
　車を停めて、奇跡の一本松まで歩きました。観光地のようになっていて、大勢の見物人が河口の傍の
一本松へと向かっています。この奇跡的に残った一本松も塩害により枯れる懸念が強まったために、特
殊な加工が施され保存されたことは有名です。

陸前高田市のHPを引用します。

“東日本大震災の大津波に耐えた高田松原の「奇跡の一本松」は、震災直後から復興のシンボルとして、
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強いまちづくりは必ずできると信じます。これまでの英知を結集して、後世に引き継げる、新しい陸前高

田のまちづくりを支援させていただくことを決意いたしました。

　その思いを頂けたのが、「りくカフェ」です。この「りくカフェ」は、被災してほとんどの中心市街

地が消失した陸前高田にあって、地域の皆さんが気軽にお茶を飲みながら話ができる場所を、みんなの力

を合わせて作ろうというコンセプトのもとで建設されたスポットです。

　HPによれば、“地域住民が気軽に立ち寄れる居場所＝まちのリビング”となる、それを実現するため

に、“地域の人びとが気軽に集まれる場所を地域につくりたいという住民自らの発意によりスタートし、

専門家や企業が支援することで実際に居場所をつくることを目指す取り組み。「あたらしい公共」をか

たちにするプロジェクト”として開始され、2012（平成24）年１月９日に“東京大学大学院の小泉秀樹准

教授（都市工学専攻）と、建築家の成瀬友梨さん（東京大学助教）・猪熊純さん（首都大学助教）、後藤

智香子さん（ＵＤＣＫディレクター）をふくむ、東大・首都大の都市計画・まちづくり・建築の専門家と

学生、住友林業をはじめとする企業のサポートによってオープンを迎えた”と紹介されています。

　“りくカフェ”の方に丁寧に入れていただいたコーヒーを頂きながら、板戸に書かれた様々な人たち

の思いを拝見しながら、単なる被災地の光景からだけでは見えない、人の絆の強さ、コミュニティの復

権、そしてこうした復興へのエネルギーを感じることができました。

　今回の震災では、大学としては東北大学を中心とする被災地エリアの大学の活躍ぶりが紹介されます。

こうした中で、この調査を通して東京大学の活動に触れさせていただくことが出来ました。遠野、釡石、

大槌、大船渡、陸前高田と、復興支援に全力で取り組む東京大学の一気呵成な総合力と瞬発力の凄さ、

すさまじいまでの専門的知見を実践知として復興のエネルギーに変える「気概」には、心より感服いたし

ました。これぞ、日本の大学の代表者として、未曽有の国難に対して、東京から遠く離れた陸奥の最前線

に数多くの教員、研究者、学生を派遣、動員して実践活動を粘り強く展開する。どこの大学も到底真似の

できない、真の知の拠点としての大学の存在意義を篤と拝見させていただきました。
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気仙沼の復興状況

　帰路の列車の発車時刻まで、もう少し余裕があるとの判断で、スケジュールにはなかったのです

が、宮城県気仙沼市まで、足を伸ばすことにいたしました。
　気仙沼市も、陸前高田市と同じく、2011（平成23）年４月16日に現地調査を行った地域です。途中に、

陸に打ち上げられた大型船が、そのままの姿で放置されています。奇妙なことに、平日ながら観光客が

バスを連ねており、ちょっとした賑わいを見せていました。あとで行った、気仙沼港には、こうした残

骸は影も形もなく撤去処分されており、ここはメモリアルとして残す予定ではないかと推測しました。

発災直後の気仙沼港は、テレビで何度も放送されたとおり、多くの船舶が炎に包まれたために、異臭が

漂うなかで真っ黒焦げの船舶が無残な姿を横たえておりましたし、マンモス級の船舶が打ち上げられた

り、港の立体駐車場の上層階部分に車が突き刺さったりと津波のエネルギーの想像を絶する莫大さを見

トヨタ自動車東日本株式会社にて

今回の復興状況調査の締めくくりとして、トヨタ自動車東日本株式会社の正門にて記念写真を撮らせ

ていただきました。この工場は、いま好調に販売台数が伸びているAQUAを主力とするコンパクトカー

の製造拠点です。

　前任校が豊田市であったため、トヨタ自動車の工場には驚きはありませんでしたが、工場の前で記念

撮影をするのは、これが初めてです（豊田市では考えたこともありませんでした）。工場の周辺を一

周して北上川を眺めながら無事に北上駅に到着いたしました。

せつけられました。

　現在は、その悲惨な光景は復興作業によりほぼ無くなり、お魚市場は大勢の人たちで活気に溢れてい

ます。南気仙沼エリアは、まだまだこれから復興に時間がかかりそうですが、気仙沼市は市役所や気仙

沼駅が、海抜から数メートルは高台に位置するため、鉄道を含め被災を免れています。このエリアは平

常時と同じ都市の顔をしています。

　ここ気仙沼駅もBRT気仙沼線の駅です。駅に車を停め、BRTの到着を待ちました。駅構内には一関

行の列車が発車のベルを告げていました。まもなくBRTが駅前ロータリーへと入ってきました。ちな

みに大船渡線は岩手ナンバーで岩手県交通が運行、気仙沼線は宮城ナンバーで宮城交通（ミヤコーバ

ス）が運行しています。復興を支えるBRTに皆でエールを送り、気仙沼をあとに、一路、北上へと向

かいました。
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結び

　今回の復興調査では、かなり復興が進んでいるといった印象を受けましたが、元の平穏な生活を取り戻

すには、まだまだ、長い時間がかかりそうです。特に仮設住宅にお住まいの方が、仮設住宅を出て、復

興住宅や新しい住まいで新生活をスタートされるには、それを阻害する様々な課題が横たわっており、何

年かかるか想像すらできません。

　しかし、多くの皆さんの努力や支援により、確実に復興は進んでいるのです。私たち、モビリティ研究

会では、引き続き、この課題に正面から向き合い、そして関係方面に働きかけながら、また心を同じくす

る人たちと手を携えながら、１日も早い復興の日まで活動を展開して参りたいと思います。

　最後になりますが、今回の機会をお与え頂きました、鎌田実先生、石田東生先生、トヨタ自動車やモビ

リティ研究会の皆様に、心より深く感謝申し上げる次第です。

ありがとうございました。

（了）

参考：2011（平成23）年４月15日～16日「被災地現地調査」発災当時の写真（三村聡撮影）
【陸前高田市】

【気仙沼市】
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３‒２　熊本と大分被災地支援活動開始

　2016（平成28）年４月25日、岡山大学でも熊本と大分で発生した激甚災害の一日も早い収束と復旧を

祈念しつつ、支援活動の輪を学生、教職員が一体となって展開する本格的な準備に入った。地域総合研

究センターに、おかやまバトン、岡山まちづくり研究会、めめも会、岡山百年構想など、まちづくりに

取り組む学生サークルの責任者が集まり、阿蘇の現地から戻った前田芳男副センター長からの報告を受

けて、ボランティア活動の心得や活動について山田一隆准教授が説明した。また、アクションプランを

練る岩淵泰助教、関係する職員、こうした輪をおかやまの地域や現地と連携しながら広げていくことを

決めた。

３‒３　震災後の倉吉と三朝調査

　2016（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、幸いなことに死者、行方不明者はゼロの一方で、負傷者は、重傷が５（４）人、軽傷が25
（19）人となっている。また、住家被害については、全壊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）件である（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。現在、復旧に向けた取組みが急ピッチで進められている。発生から約一ヶ月半が経

過した、12月10日、その復旧の状況について、倉吉市と三朝町を車と徒歩で視察した。

　まず、倉吉市の様子は、玉川沿いに並ぶ白壁土蔵群は、江戸や明治期に建てられた建物が多く、国の重

要伝統的建造物群保存地区（岡山県では倉敷市）に選定されている。玉川に架けられた石橋や、赤瓦に白
い漆喰壁が見られる風情のある町並みであり、現在は、白壁倶楽部となっており、国の登録有形文化財の

指定を受けた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ていた。また、歴史的な建造物にもあちらこちらに震災の爪あとが残っていた。
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　こうしたなか、中国か台湾からの団体観光客はじめ、家族連れ、若い女性の一団など、来訪者で賑わっ

ていた。

　次に、三朝町の周辺はブルーシートが掛けてある家屋が見られる場所が集中してた。つまり、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た。加えて、神社の鳥居が傾き、墓石が崩れた箇所も確認

できた。温泉街では、中心部にも被害の跡がみられ、源泉元湯のある「株湯」共同浴場の周辺の被害が

大きかった模様。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た。

　ただし、温泉街は平素と変わらない風景・風情で営業をしており、客足への影響は避けられないと思

料されるも、まずは安心した。

３‒４　西日本豪雨災害（平成30年７月豪雨災害）関係

3‒4‒1　2018（平成30）年度の主な活動
（１）岡山県にける被害概要

2018（平成30）年６月28日以降北日本に停滞していた前線が、７月４日にかけ北海道付近に北上した

後、７月５日には西日本まで南下してその後停滞した。また６月29日に発生した台風第７号は、東シナ

海を北上し、対馬海峡付近で進路を北東に変えた後、７月４日15時に日本海で温帯低気圧に変わった。

この前線や台風第７号の影響により、日本付近に暖かく非常に湿った空気が供給され続け、西日本を中

心に広い範囲で記録的な大雨となった。６月28日から７月８日にかけての総雨量は、四国地方で1800ミ

リ、東海地方で1200ミリを超えるなど、７月の月降水量平年値の２から４倍となったところもあった。�

48時間雨量、72時間雨量などが、中国地方、近畿地方などの多くの地点で観測史上１位となった。平成

30年の台風第７号及び前線による大雨について、「平成30年７月豪雨」と名称を定めた（７/９ 14：00）。

　岡山県の人的、物的被害状況は、平成30年７月豪雨災害では、岡山県において、人的被害は、死者61

名、行方不明者３名、重傷者９名、軽症者152名、合計225名（うち倉敷市が、死者52名、重傷者３名、

軽症者103名、合計158名）、家屋等の被害は、全壊4,841棟　半壊3,129棟　一部損壊1,063棟　床上浸水2,902

棟　床下浸水5,990棟　合計17,925棟（うち倉敷市が、全壊4,645棟　半壊844棟　一部損壊355棟　床上浸

水109棟　床下浸水１棟　合計5,954棟）という激甚災害となった。

　岡山大学でも大学所有の半田山が２か所崩落し、近隣の住宅に被害をもたらす結果となった。

（２）学生ボランティア活動

① 学生に対する被災地支援活動の体制づくり

大学では、平成30年７月豪雨災害を受け、岡山大学災害対策本部が設置され本部長を槇野博史学長が
担当した。

　そこでの議論を受け、学生の被災地でのボランティア活動を安全に実施するために「岡山大学災害支

援学生ボランティアセンター」が設置された。７月11日、12時と13時の２回に分けて『学生災害ボラン
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ティア活動』説明会を教養棟大教室で開催した。あわせて約250名の学生たちが参加した。
加賀勝副学長の挨拶、参加者全員による黙祷に続き、青尾謙副理事からボランティア活動の基本、発

災・被災直後の初動対応、学生たちに期待すること、大学として体制などの説明がなされ、地域総合研究

センターからは前田芳男副センター長が熊本地震の経験やまちづくりの専門家としての立場から注意を喚

起し、大学が地域の資源として、学生、教職員一体となって支援する体制づくりを行った。その後、学生

たちの登録活動が実施され、連日交替で、青尾副理事と前田副センター長が窓口を担当した。

② 岡山市での学生ボランティア活動
　（ⅰ）岡山市東区平島団地での活動

学生による学都チャレンジ活動を続けている学生サークル２団体が連携して、被災地支援ボランティ

ア活動に参加した。そのひとつが、おかやま地域発展協議体おかやまスポーツプロモーション研究会

（SPOC研究会）に参加し、岡山のスポーツまちづくりについて学ぶ学生たちで、彼らは、参加者の方

と交流することで自分たちの活動をより、岡山のまちづくりの現状に沿った現実的なものにするために

奉還町商店街において、岡山シーガルズやファジアーノ岡山のホームゲームに合わせた企画などを進め

ている「岡山プロスポーツ文化まちづくりサークルSCoP」である。そして、もうひとつの学生サーク

ルが、瀬戸内市裳掛地区で耕作放棄地対策や子供たちの見守り、移住定住の促進活動などを展開してい
る「岡山大学まちづくり研究会」である。

　彼らは、７月11日に開催された岡山大学『学生災害ボランティア活動説明会』に参加したあと関係者

でミーティングを開催した。そこで、自分たちも何か具体的な支援活動を行えないか話し合い、今回の

平成30年７月豪雨で、岡山市東区東平島地区は河川の決壊により甚大な被害を受け、この地区にある平

島団地内の一画に事務所を構える岡山シーガルズも床上浸水となり活動停止になっていること知った。

女子プロバレーボールチームである岡山シーガルズは、岡山県民に支えられながら活動する市民チーム

であり、ここ平島団地の多くの皆さんからも支援を受けている。こうした状況のなかで、「岡山プロスポー

ツ文化まちづくりサークルSCoP」の学生たちは、日頃、岡山シーガルズがお世話になっている平島団

地への支援ボランティアに入ることを決め、友好団体である「岡山大学まちづくり研究会」にも声をか

け、具体的な活動について計画をたてた。また、７月16日のファジアーノ岡山の公式戦に合わせて、活

動拠点の奉還町商店街の入り口で街頭募金を実施することを決定、準備に入った。

　７月13日、岡山県社会福祉協議会にて参加学生全員がボランティア保険への加入手続きを済ませ

た。また、同日、平島団地の町内会長さんに、７月16日９時30分から８名の学生がボランティア活動に

参加することを伝え、会長さんから岡山市の災害ボランティアセンターに伝えて頂く手続きをとった。

　７月16日８時30分、地域総合研究センターに集合した学生たちに、顧問の三村聡センター長からボラ
ンティア活動の諸注意を受けたのちに２台の車で現地へ向かった。

渋滞なく岡山シーガルズの事務所に到着、荷物を置いてからボランティアの活動拠点である平島団地公

民館で受付を済ませた。担当は復旧半ばで拠点となっている平島団地公民館の復旧。室内は大部屋が
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二つあり、床に汚泥が積り、壁も浸水した位置まで泥が付着、すでにカビが発生している状態で、さらに

トイレや厨房など小部屋の奥まで泥が流れ込み固まっていた。室内から泥をかき出し、消毒液を入れたバ

ケツに新聞紙を丸めて浸してから部屋にまき、新聞紙ごと掃除をしてから水拭きして、最後に消毒液を散

布した。

　また、備品の椅子も泥だらけであり、外へ運び出し洗浄して干す作業や、公民館の庭のベンチや花壇に

付着した汚泥の洗浄作業を実施した。

　こうして、若い力の結集により、公民館の清掃にめどが立ったため、最後は岡山シーガルズ事務所周辺

の側溝に堆積した泥をかき出す作業を手伝った。

　屋外での作業は36度と熱中症の恐れが指摘されており、屋内ですら風通しが良いとは言えない環境で消

毒液を散布する作業などがあったため、幾度となく休憩時間をとりながら、併せて水分補給に十分に気を

配りながらの作業となった。ただ、公民館でボランティアスタッフの世話をする町内会の役員さんの冷え

た飲料水やきれいな氷、そして冷やしたキュウリの差し入れなど、手厚い心使いに学生たちの心は和ん

だ。

　こうして、岡山市東区平島団地地区における学生ボランティア活動は、９時30分開始、15時あがりで、

けがや熱中症も無く無事に終了、平島町内会の皆さんや岡山シーガルズの皆さんに挨拶をして帰路につい

た。

　（ⅱ）岡山市奉還町商店街での街頭募金活動

　一旦、地域総合研究センターに戻り、さら有志の学生が奉還町にて、災害支援募金の街頭活動を、16

時30分から18時30分の２時間実施した。事前に届けを提出した奉還町商店街組合の岸卓志理事長も顔を

出してくれ、道行く人にも声をかけてくださった。また、冷えた飲料水の差し入れを頂いた。募金協力

人数は、延べ164人、募金総額は23,014円。

　学生たちは、今回の活動の振り返りや今後の活動方針、さらに集めた募金の届け先などについて協議

した。

　岡山県は、台風直撃無し、大雪も無く、地震も活断層が極めて少ない、原発も遠い、ゆえに防災意識

が全国で一番ひくい県だと言われている。この度の大水害で岡山県民の絆が試されており、必要なこと

は、現地に入る活動、救援物資を届ける活動、募金活動、自宅から出来る活動、いろいろな復旧支援活

動があるなかで、いまできる支援活動は、小さくとも、何か出来る活動を行うことが大切であると学生

たちは貴重な経験を積むことができた。

　（ⅲ）岡山市広報誌
　岡山市の広報誌「市民のひろばおかやま９月号」の表紙に岡山市東区での災害ボランティアの写真が
掲載され、センターに関わりの深い瀬戸内市裳掛地区や岡山シーガルズ・ファジアーノの応援で活躍し
ている岡大生たちの姿も掲載された。



■ 239 ■

地域総合研究センターの被災地支援活動 3

倉敷市真備地区での岡山大学応援団総部吹奏楽団の活動

　岡山大学応援団総部吹奏楽団の学生たちが、８月下旬に開設された避難所「くらしき健康福祉プラザ」

の移転・開設から、９月一か月間、連日一日も欠かさずボランティア活動に参加した。仮設ベッドの組み

立て、力仕事、避難所の皆さんのお世話や話し相手などを交代で続けながら、被災された皆さんに寄り添

う活動をやり抜いた。

　10月に入ると授業が始まり毎日通う事は出来なくなったものの、活動は継続してゆくと決意を固めた。

その報告に、団長（教育学部）が報告書を携えてセンターに報告に訪れ、担当した三村聡センター長が対

応した。

　なお、この活動は、全学教育・学生支援機構の坂入信也教授と中山芳一准教授が学生をコーディネー
ト、倉敷市との窓口・連絡調整を三村聡センター長が担当した。

大学の対応

　大学本部では、岡山大学災害対策本部が設置され本部長を槇野博史学長が担当した。

　地域との関係では、本センターが窓口となり、岡山県総合政策局と打合せ、県も総動員体制で復旧業務

にあたっていることを理解した。また、岡山市政策局や倉敷市企画財政局など、被災自治体とも連絡を取

り合いながら、復旧・復興の見通しについて情報収集を実施した。

　（ⅰ）物資のお届け

　７月19日、岡山市東ロータリークラブから、静岡よりの救援物資（新品タオル三箱）をセンターでお

預かりした。同クラブの会長を大学院環境生命科学研究科の舟橋研究科長がつとめられている関係

で、翌日、三村聡センター長が、岡山市社会福祉協議会へ届けた。

　こうした、小さな心遣いが、被災した方々の気持ちを少しでも和らげ、支援の一助につながればとの

願いを込めた。
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　（ⅱ）倉敷市訪問

　７月25日、岡山大学危機管理対策担当の菅誠治理事と三村聡センター長の二名が、倉敷市を訪問、倉敷市生水哲男 副

市長、河田育康 副市長と約40分間面談いたし真備地区の復旧・復興の現状をお聞かせ頂き、岡山大学の具体的な支援の

あり方について、意見交換を行った。

　冒頭、菅理事より、このたびの水害による死者・被災者の皆様はじめ関係者の皆様に対して、槇野学長に代わり、哀

悼の意、および、ねぎらいのメッセージをお伝えして、岡山大学のこの間の主な支援活動について報告した。

　それに対して、生水副市長および河田副市長より感謝の意が伝えられ、資料に基づき、今回の豪雨災害からの復旧・

復興に向けて、①被災状況の概要、②避難の状況、③復旧の進捗状況、④ボランティア活動を含む被災者支援関係につ

いて説明を受けた。

　その要諦は以下の通り。
　①　被災状況の概要

被災状況では、被害面積が約1,200ha、床下浸水を含む住宅被害が4,600戸、1.8ｍメートルを超す水害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に合い全壊し

た住宅が2,818戸となっている。これは、倉敷市が示していたハザードマップに符合する結果となっている、としながら

「平成30年７月豪雨による倉敷市真備町周辺浸水推定段彩図」及び「同推定浸水範囲の変化（資料３参照）」に基づき図面

により説明。多大な瓦礫が発生、全ての処理には１年から１年半はかかると予測しており、また、ようやく浸水した箇所

から水は退いたものの、県内はもとより、全国から様々な支援を受けながら、引き続き復旧作業がなされている。
②　避難の状況
真備地区が甚大な被害を受け、当該地区の岡田、薗、二万の三小学校だけでは、到底収容できないた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め、倉敷、

水島、玉島、船穂はもとより、総社市にも支援を仰ぎ、７月25日現在で、2,306人が避難所へ避難している。そこへ倉敷市

職員を分担して派遣している。一方、家族・親戚、知人・友人宅などに身を寄せている人も相当数いると思われる。
③　復旧の進捗状況
まず、ライフラインは、水道が復旧した。ただし、取水量に制限を設けている状況である。下水道に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ついても、一部

を除き回復している。ただし、従来どおりのレベルで正常な浄化を行うためには、あと、１年程度はかかる見込み。次に河

川の状況であるが、国土交通省の迅速な対応で、小田川本流については修復作業が完了した。また、支流については県が担

当、今月末までに修復作業が完了する見込み。倉敷市としては、市が担当する農業用水路などに堆積した汚泥の取り除き作

業が今後の課題となる。なお、ポンプが被害を受けているため国のポンプ車を残してもらい、それで作業を継続中である。

　次に住宅については、学校を避難所として利用している場合、体育館のみならず、教室を使用している場合もあり、２学

期までには空けないと、子供達の教育環境に問題が発生するため、迅速な応急修理や借上型仮設住宅の斡旋、紹介をはじめ

ている。また、仮設住宅の建設（当面は200戸）については、極力、真備に近いほうが良いものの、まとまった敷地を確保す

るために倉敷市内の公園などから候補地を選定している。なお、水島地区をはじめ、使用していない社宅が多く存在する。

耐震補強工事がなされていないため、県から使用許可が下りない。この点については、非常時である点を鑑み、県に期間を

決めてでも使用を許可頂くよう、働きかけるなどのアクションをとりたいと考えている。

　瓦礫の除去・処分については、現行の処理能力では、到底、追いつかないため、水島エリアに岡山県などがごみの破砕

や分別といった中間処理を行う処理プラントを新たに建設することが検討されている。
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また、医療については、全国レベルで医療チームが現地に入り、活動を展開、災害診療（非常時対応）から一般診
療（平常対応）に戻っている。窓口も県の保健所本部から備中県民局になり、保健師などによる巡回活動も開始さ
れ、歯ブラシを配るなど口腔ケアも進んでいるため、歯学部からお話があった口腔ケアについて話題提供したが、
とりあえず、倉敷の歯科医師会は現地に入っているそうで、当面は、それで様子をみるとの返答であった（緊急の
要請は無かった）。
　なお、被災者支援ボランティア関係では、真備地区へのアクセスは、中国職能開発大学校体育館に設置した倉敷
市災害ボランティアセンターを拠点に、加えて玉島ポートアイランド災害VC第１駐車場（岡山県倉敷市玉島乙島玉
島ハーバーブリッジ手前）に車で入るボランティアや関係者向けの大規模駐車場を用意、鉄道では新倉敷駅北口
と、３箇所から真備に向けてバスを出している。ボランティアの方々も、そこから真備町に入っていただくように
している。

　今後の要請事項として、短期的には、猛暑の季節であるので、無理しないようご留意いただきながらも、学生さ

んに息の長い、復旧支援ボランティアに参加して頂きたい。また、長期的には、当面の復旧に向けたプロセスでも

岡山大学に支援を頂きたいが、落ち着いた時点で、次は、「安心安全で、夢の持てる真備地区の復興」を目指した

い。復興に向けた組織体制を組成する際に、都市計画、防災計画、交通計画、商業計画、医療ケア、文化・教育、

まちづくりなど、幅広い専門的な知見で岡山大学に協力を頂きたい、との申し出を受けた。
　今後は、現場の情報窓口を、倉敷市は企画財政局、岡山大学は地域総合研究センターとし、互いに連絡・連携をと
ることで合意した。また、具体的な組織体制については、互いが持ち帰り協議の上で、トップの方針を伝え合い確定
させることで合意した。
　激甚災害がもたらした事態から一刻も早く脱し、未来に夢が持てる安心・安全に暮らせるまちに再生するまで、
息の長い支援活動を全学体制で展開する方針を決定した。

　（ⅲ）ニュース報道

　７月25日、岡山放送番組審議会に三村聡センター長が出席、大原謙一郎審議委員長（大原美術館名誉理事長）を

座長に、今回の災害に関するニュースについて激しい議論がなされた。TVを見ることのできない被災された方の

ことを考えると、ニュースは誰のために流されるのか、避難所に入って被災された方の様子を放映することに果た

して問題は無かったのか等々、予定時間を超えた審議が続いた。

　（ⅳ）農作物被害

　７月29日、ようやく落ち着きを取り戻しつつある矢先、今度は台風接近となり、「平成30年台風第12号」と命名さ

れたこの台風は、東から西、西から南へと進む異例のコースから、“逆走台風”と呼ばれる影響が読み難い台風で

あり、平成30年７月豪雨に続いて、また避難の準備に入った。岡山では、桃の収穫が最盛期を迎えており、台風一

過、三村聡センター長が、赤磐市の桃農家を訪問、豪雨や台風の被害状況についてヒアリングを実施した。出荷に

は、やや難がある商品が見受けられるなかで、見事な清水白桃を見せていただき安堵した。

　（ⅴ）倉敷市真備支所再開

　８月16日、７月豪雨の浸水被害で機能が麻痺していた倉敷市真備支所は、全ての業務が再開した。三村

聡センター長が現地視察を実施、真備のまちは発災当時に比べるとずいぶんと落ち着きを取り戻しつ
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つあるものの瓦礫の山の撤去作業は相変わらず続いており、決壊した河川も土嚢が積まれて応急処置は施されて

いるものの、元の姿に再生させるには、まだまだ、相当の時間を要する。また、まちには災害地特有の臭いが漂

うエリアも残っている。こうして真備地区のポイントを見て回り、最後に真備の地の由縁である奈良時代に吉備

真備を輩出した吉備氏の氏寺「吉備寺」にて、この度の豪雨で亡くなられた方へのご冥福をお祈りいたし、あわ

せて、一日も早い真備の復興を祈念させて頂いた。こうして、学内でまだまだ復旧に時間がかかるとの報告を

行った。

　復興に向けては倉敷市と協議を重ねながら岡山大学として可能な限りの支援を息長く続けることで一致した。

　（ⅵ）福島大学来学

　８月25日、福島大学「うつくしまふくしま未来支援センター」（通称「FURE」）の天野和彦特任教授が来学さ

れ、今回の７月豪雨で大きな被害に見舞われた倉敷市真備地区での復旧・復興支援活動について三村聡センター

長が情報交換・意見交換をさせて頂いた（福島中央テレビ報道部のニュースデスクの方が随行）。

　「うつくしまふくしま未来支援センター」は、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故の発生直

後、2011（平成23）年４月に設立され、大地震・津波による大災害と放射能汚染によって避難を余儀なくされた

福島の被災者と被災地域の復旧・復興を支援することを目的に設立されたセンター。福島では、いまだに県内外

に５万人を超える方々が避難を継続されており、ご苦労な日々が続いている。

　現在、真備地区では、被災された方々の避難所から仮設住宅への移動や仮住まいとしての空き家やアパートの

紹介による住まいの確保が課題になっている。

　天野先生からは、福島での経験から、住民の皆さんが、ばらばらに分散して生活を送ると、住みなれた場所を

離れることによる無縁感・孤独感による孤独死などが増えることを懸念しており、こうした被災された皆さんの

生活や心をつないでゆくハード＆ソフト両面での施策展開の緊急性を指摘頂いた。現場で経験知を積まれた方の

お話に耳を傾け、今後の大学間での連携可能性について学内で議論を進めることを確認した。
　また、倉敷市真備地区での学生活動への現地でのご指導を依頼した。

　（ⅶ）倉敷市へアドバイス

　８月29日、倉敷市にて災害復興に向けた打合せ会が開催された。

　この日は、倉敷市から要請頂いた他都市における大水害に関する影響分析について、環境理工学部の氏原岳人

准教授が調査分析した結果を報告した。真備地区の場合は、他の大水害に見舞われた都市と比べて、浸水深度が

６メートル近くに及び圧倒的に全壊、半壊、一部損壊、床上浸水の棟が多い点を指摘した。
　倉敷市から感謝頂くと同時に、９月３日付けで倉敷市災害復興本部が立ち上がるとの説明を受けた。

　（ⅷ）岡山県議会で講演

　９月12日、岡山大学は、岡山県議会議員を対象とした『岡山県議会地域公共政策セミナー』を担当しており、

「全員協議会室」を会場に「７月豪雨災害の復旧・復興に向けた安心安全のまちづくり」をテーマに、環境理工

学部氏原岳人准教授と三村聡センター長が講師をつとめた。



■ 243 ■

地域総合研究センターの被災地支援活動 3

　氏原岳人准教授からは、このたびの激甚災害で被災した倉敷市真備町の被災状況を、茨城県常総市の
水害と比較しながら、その被害の大きさを比較、復興に向けたポイントと方向性を示唆させて頂いた。

　三村センター長は、「東日本大震災の教訓から学ぶ、復興のデザイン」について話題提供をさせて

頂いた。高橋戒隆岡山県議会議長が倉敷市真備の選出であり、冒頭のご挨拶を含め熱心に耳を傾けて

くださった。また、岡山大学への復興に向けた支援についても「よろしくお願いいたします」とのご依

頼を頂だいした。

　（ⅸ）倉敷市真備地区復興計画策定委員会

　倉敷市第１回真備地区復興計画策定委員会

　2018（平成30）年７月豪雨により甚大な被害が生じた倉敷市真備地区において、生活の再建に向けて住

民が一日も早く安心して落ち着いた生活を取り戻し、再び真備町に戻っていただけるよう、復興に関する

基本的な考え方及び主要な施策等を定める倉敷市真備地区復興計画を策定するため、倉敷市真備地区復興

計画策定委員会が設置された。

　11月21日、倉敷市第１回真備地区復興計画策定委員会が真備保健福祉会館３階大会議室にて開催され

た。

　真備地域や関係団体の代表者が揃い、伊東香織倉敷市長の挨拶ではじまり、７月豪雨災害の被害状況、

そして復旧の状況と現在の課題、さらに復興に向けた今後の取り組みについて事務局から報告され、引き

続き意見交換がなされた。

　同委員会は、市民代表として真備地区７つのまちづくり協議会の代表者をはじめ、商工会関係者、学識

経験者など20人で組織され、委員会では2019（平成31）年３月の公表を予定している復興計画の柱とし

て、2009（平成21）年に策定した倉敷市都市計画マスタープランをベースに持続可能な地域として復興計

画を審議していく考え。１回目の委員会では、地区ごとに開催された復興懇談会であがった住民からの主

な意見が紹介されたほか、出席した委員からも「被災前から担い手不足になっている農業に関して、集約

化して大規模化するのはどうか」といった意見や、「今回の災害を機に地域の体質改善を図り、新しい真

備町を目指すべき」といった声が上がった。

　学識経験者からは、東京大学の加藤孝明准教授、本学から環境理工学部の橋本成仁准教授、三村聡セ
ンター長（委員長に就任）の３名が参加、三村センター長が議事を進行した。

こうして、いよいよ復旧から復興に向けた本格的な議論がスタートしたが、テーマはまちづくりに関

するすべての事案であり多岐にわたり、復興成就までは長い道のりになる。とりわけ、今回の豪雨災害

では、被災された皆様の不眠不休の努力、また国や自治体や多くの関係者の懸命の支援活動があったこ

と、とりわけ県内外からの大勢のNPOやボランティアの皆様の献身的な支援があり、ここまでたど

り着けたことが、復興に踏み出せる誠に大きな力となった。
　岡山大学としても可能な限りの支援を続けることを表明した。
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　倉敷市第２回真備地区復興計画策定委員会

　12月20日、復興計画の基本理念、基本方針、主要施策（ビジョン案）の検討が、真備を代表される組

織・団体が集まり議論された（NHKニュース）。

　住民や団体代表の方々と伊東香織倉敷市長をはじめとする行政関係者間で、未来を見つめた真剣かつ前

向きな議論がなされ、調整役（委員長）を三村聡センター長が担当した。

　まず年内に復興計画ビジョンが決定され倉敷市から公表されることとなり、この日の意見を反映して、

最終修正が加えられ12月27日に発表された（OHKニュース））。

　年明けからは、具体的な復興計画の全体像を2019（平成31）年３月末までに策定し、５年間の復興計画

が決定される予定である。

　目標は、被災前より、さらに住みたくなるまちを創造することであり、スピード感が重要ながら、一

歩、一歩、地域の声を復興に織り込み、反映しながら着実に歩んでゆくことが大切であるとの意見で一致

した。

　倉敷市第３回真備地区復興計画策定委員会

　年が明け、１月30日、復興計画の30基本計画が検討された。倉敷市は、平成30年７月豪雨災害で大き

な被害を受けた倉敷市真備地区の５年間にわたる復興計画の素案を委員会に提示、説明した。これまでの

委員会で出された意見や住民への説明会で出された要望などを参考にしながら丁寧に作業を進め、素案の

提示が完成した。さらに、地域の声を反映しながら、また、パブリックコメントを求めるなど、内容の改

定を進め、３月末までに正式な「倉敷市真備地区復興計画」を策定する。

　第３回となる委員会では、前回の第２回委員会で市から示され、12月末に公表した「復興ビジョン」

をもとに、復興への主な施策や具体的な取り組み、優先順位をなるべくわかりやすく明示した事業スケ

ジュールなどを事業項目別に記載して提示した。特に、まちの再生に向けて欠かせない「住宅再建策」

について、具体的に自治体として支援、寄り添える体制の整備、水害に少しでも耐えうるよう土地のかさ

上げを行う際の規制緩和策などについて力を入れる点、また、公民館や学校、災害公営住宅や市営住宅の

整備による「誰一人も取り残さない施策の誠意ある実行」とも言える決意が伊東香織市長から表明され

た。なお、計画期間は、2020（令和２）年度までが復旧期、2021～23年度を再生期、そして2024（令和６）

年度以降を創造期と位置づけた。こうして、意見交換を踏まえ地域委員から倉敷市との調整を三村セン

ター長に一任頂いた。２月にパブコメなどを経て年度末の計画確定に向けて最後の議論が続いた。

　倉敷市第４回真備地区復興計画策定委員会と答申

　第４回となる倉敷市真備地区復興計画策定委員会を経て、同委員会の答申案を、３月20日、倉敷市庁舎

において、伊東香織市長に提出した。

　答申の思いを住民の皆様の代表として読み上げ、お伝えした。
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　伊東市長から、最善を尽くして取り組む趣旨の決意表明を頂いた。
　いよいよ復興計画が本格的にスタートした。

　共助のつながりの必要性実感　浸水の矢掛で学生とボランティア活動

　以下は、岩淵副センター長が連載している山陽新聞デジタル「岡山まちづくり探険」からボランティ

ア活動の様子を参照したい。2018年７月15日の記事である。

　岡山県は災害の少ないまちであると、筆者も含めて多くの人はそのように考えていたかもしれない。

しかし、甚大な被害を起こした７月６日の豪雨を目のあたりにし、復興支援、防災、自然との向き合い方

を根本的に見直す必要があると感じた。そして、何より、一日でも早く救済と日常への回復を推し進めな

ければならない。

　７月14日、岡山大学の教員と学生有志の計24名で矢掛町中川地区の支援ボランティアに参加した。

　その日は、江良地区にて学生たちと寺社仏閣による集落の歴史調査や移住者へのヒアリング等のまちづ

くり調査を予定していたのだが、切迫した状況の中で、集落の要請と学生たちの意思も受けて、できる範

囲の中でボランティアをすることにした。筆者も学生たちも初めて体験であり、復旧や災害の情報は一刻

によって変化が起きてくる。水が引き始めてから被災状況が明らかになっていく。生活インフラが閉ざさ

れた空間では、誤った情報が流れる危険性もあり、とかく情報の把握が難しい。

　岡山大学の災害ボランティア研修会では、日射病や体調に注意すること、そして、自分たちがやりたい

活動をするのではなく、現地で必要としていることに専念すること、ボランティアセンターに登録し、保

険に入ることなど、地域の邪魔にならぬよう健康第一に気を引き締めるようにと指示があった。筆者も、

矢掛町災害ボランティアセンターや集落と連絡を取りながら、手袋、マスク、ゴミ袋、飲料水、飴玉、雑

巾、帽子、着替えを準備することにした。

　岡山大学からバスに乗って１時間で矢掛町中川地区の公民館と保育園に到着した。この場所では、留学

生へのお茶体験、凧作り、地域の皆さんと落語を楽しんだ場所であるが、多くの資材は既に外へ運ばれ

て、泥をかぶった資材が残されているのを見ると、失われたものの大きさを痛感した。到着後は、３つの

チームに分かれ、筆者は男子学生と共に、浸水した家屋に向かった。

　矢掛町中川地区は、西日本豪雨で氾濫した小田川に面している。地区を歩き始めて、やっと被害が見え

てくる。決壊した堤防、集められたゴミ、清掃中の店舗、土の被った道、曲がった木々が広がっており、

猛暑の中で独特のにおいも漂っている。荷物を積んだ軽トラックが何台も走っていき、黙々とみんなが働

いている。36度を超えているのだろうか。外にいるだけでも、大粒の汗が垂れてくる。

　家屋に到着。家財道具を外に出す作業を始めた。納屋の中には、泥水を被った品々であふれている。

重く、壊れやすく、運ぶと水が飛び散り、そして、独特の匂いが溜まっている。畳は既に出し終わってい

るが、家財のなくなった家を見てみると、言葉を失ってしまう。家族で使ってきた大事な品々、タン
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ス、服、壺、食器、机を手早く外に出す。とにかく、人手が必要なのである。声をかけながら、一区画が終わると水分

を取り、また、仕事を始めていく。途方もなく、でも、進めていかなければならない。

　「本当に、お疲れ様です。助かります。ここまで水が上がってきたんです」と言われて見てみると、その跡がしっ

かり残されているのが確認できた。また、ほかの人は「浸水時は、電気がついているけど、おじいちゃん、おばあちゃ

んが、そこにいるのか、どこにいるのか、わからなかった。実際には避難ができているのが後から分かりました」と教

えてくれた。
　その他ボランティアの様子を見てみると、食器や家財を乾かしたり、スコップで泥をまとめたり、石灰をまいたりな

のだが、どのような仕事が行われているのか、現地に行って初めてわかることであった。

　いつもの風景。見慣れた風景。それが一変する姿を見て事の大きさを知る。その中で、知っている人に出会うと、な

んとか勇気も出していける。今、日本全国で多くの人が復旧に全力を尽くしているのだ。今、矢掛町中川地区では、地

域の人、各地から集まったボランティア、YKG（学生たちが矢掛町のまちづくりを応援する団体）、そして、輝け！

江良元気会のみなさんが必死に頑張っている。地域の繋がりこそが復興の根源となっているのだ。

　災害復興では、強靭さを表わすレジリエンスという言葉があり、すぐに解決しなければならない課題と長期にわたっ

て対処する仕事に分けることができる。最も重要なことは、インフラなどのハードを整備しながら、人と人が声を掛け

合い、助け合うようなソフトなつながりを大切に維持することである。

　今回の支援ボランティアに参加して痛感したのは、現地と密に連絡を取りながら準備をすることが必須であるが、

刻々とその支援の内容も変化することである。雨靴やスコップなどがあれば、手伝えることも増え、ゴミ袋は多めに

持っていったほうが良い。できることもたくさんあり、被災した地域では支援の手を求めている。岡山は新しい局面と

して、復興のまちづくりに向き合っている。

３‒４‒２　2019（令和元）年度の主な復旧・復興支援活動

　年度が改まり、2019（令和元）年６月１日、公益社団法人土木学会中国支部と国土交通省中国地方整備局共催によ

り、第71回土木学会中国支部研究発表会特別講演会「平成30年７月豪雨による被災から考える」が、岡山大学津島キャ

ンパス創立五十周年記念館金光ホールで開催された。会では、国土交通省中国地方整備局中川哲志統括防災官、岡山大

学大学院環境生命科学研究科（高梁川水系小田川堤防調査委員会委員長）前野詩朗教授、三村聡センター長（真備地区

復興計画策定委員会委員長）の３名が登壇した。

　同年６月16日、2023（令和５）年の完成を目標として、西日本豪雨災害で甚大な被害を受けた小田川と高梁川の合流

点を付替える治水対策事業の着工式が、倉敷市船穂柳井原小学校体育館で開催された。式では、国土交通省副大臣及び

倉敷市長の挨拶に続き、来賓として加藤勝信衆議院議員、岡山県知事の挨拶を受け、岡山大学からは大学院環境生命科

学研究科前野詩朗教授、三村センター長が列席した。

　同年６月25日、倉敷市真備町の「災害公営住宅等整備事業者選定委員会」が倉敷市本庁舎で開催され委員長に三村セ

ンター長が選ばれ、被害が甚大であった「川辺地区」「箭田地区」「有井地区」３地区への建設について公募型プロポー

ザル審査会として必要な要求水準や応募要領、審査要領に基づき設計・施工を一体としたデザインビルド方式による提

案の審査を実施した。こうして災害公営住宅建設計画と業者が決定した。2020（令和２）年度末までに合計で３棟、約

120戸が建設され、2021（令和３）年６月末現在、入居者決定・入居済み。
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また、同年７月６日は、西日本豪雨災害から１年を迎え、倉敷市真備支所にて「倉敷市追悼式」が開催

され、伊原木隆太岡山県知事、伊東香織倉敷市長、加藤勝信厚生労働大臣はじめ関係者が参列して開催
された。岡山大学からは三村センター長が列席した。

　2019（令和元）年11月11日、倉敷市真備支所１階会議室を会場に、第１回「倉敷市真備地区復興計画

推進委員会」が開催された。本委員会は、平成30年７月豪雨災害からの復興に向けて、倉敷市真備地区

復興計画に基づく事業を着実に推進するため、倉敷市真備地区復興計画推進委員会として設置されたも

ので、初会合には、住民代表と、有識者として「倉敷市真備地区復興計画策定委員会」に続き、岡山大

学から環境理工学部の橋本成仁准教授と三村センター長など22人の委員が参加した。

　会では「倉敷市真備地区復興計画」に基づき、真備の復旧・復興に向けたこれまでの取り組みや同計

画の進捗状況などが報告され、さらに復興計画進捗の実態を把握するために住民向けに開催された「真

備地区復興懇談会」での意見を踏えた今後の見直しが倉敷市から説明がなされた。本推進委員会で

は、同計画策定委員会に続き三村センター長が委員長を務めた。

　さらに、倉敷市は、「平成30年７月豪雨災害対応検証報告書」を2019（平成31）年４月に取りまとめ、

この結果を踏まえ、倉敷市全体の住民への情報提供や周知の在り方、自主的な避難を促進するための検

討を行う「倉敷市災害に強い地域をつくる検討会」を設置、2019（令和元）年９月17日、11月29日に検

討会を開催した。第２回目となる検討会では、豪雨で亡くなられた方51人の避難行動調査の結果が公表

され、この結果を踏まえた対策や方策が議論された。本検討会は、防災教育や避難対策の有識者、住民

代表など８人で構成され、伊東香織市長を囲みながら、今後は地区防災計画策定などに向けた行動計画
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を取りまとめてゆくこととした。委員長には東京大学大学院の片田敏孝特任教授、さらに有識者としては、東京大学

生産技術研究所の加藤孝明教授、香川大学IECMS地域強靱化研究センターの磯打千雅子特命准教授、京都大学巨大

災害研究センターの矢守克也教授、岡山大学から三村センター長が担当した。

　また、同じく、平成30年７月豪雨災害で大きな被害を受けた高梁市では、災害の経験を活かし、２年間をかけて、

命と暮らしを守る仕組みを高梁市全域で作り上げるために、同年11月26日、広く防災に関係する組織や団体、そして

国や県を加えたメンバーで組織された「高梁市地域防災力向上委員会」をスタートさせた。開会にあたり、近藤隆則

市長が「全国的に大きな被害をもたらす災害が全国で発生している中、災害に強いまちづくりを進めるためには、市

民、地域、行政がお互いを補完しつつ、連携により地域の支え合いの中、地域防災力の向上を進める必要がある。こ

のため、高梁市は「自助」、「共助」、「公助」の相互連携による防災体制の強化を図るため、「高梁市地域防災力向上委

員会」を設置した」と宣言した。岡山大学から大学院環境生命科学研究科氏原岳人准教授が副委員長、三村センター

長が委員長に選ばれ、地域の防災力向上に向けた議論が本格的にスタートした。岡山大学の立場からは、倉敷市真備

地区での教訓を高梁川流域で活かす支援活動を展開している。

　なお、岡山大学では危機対策本部から『平成30年７月豪雨災害対応記録集』ｉが発行されている。本部長は槇野博

史学長、５章構成で、本センターは、第３章「復旧・復興支援活動」の章を担当、主に学生たちの岡山市、倉敷市、

矢掛町での活動の様子と岡山県議会への報告、真備地区での復興計画策定委員会での支援記録等の収録を担当した。

３‒４‒３　2020（令和２）年度の主な復旧・復興支援活動
① 倉敷市災害に強い地域をつくる検討会
倉敷市は、倉敷市における災害に対する住民避難について、より効率的な行政から住民への情報提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や周知のあり

方、あるいは住民による自主的な避難を促進するために必要な検討を行い、地域の防災力の向上を図るため、「倉敷

市　災害に強い地域をつくる検討会」を設置、検討会委員は学識経験者や住民代表者で構成され、岡山大学からは

三村聡センター長が委員をつとめてきた。オブザーバーとして国土交通省や岡山県も参加している。

　2020（令和２）年７月13日、第４回となる同検討会が開催された。午前中、倉敷市本庁舎で、伊東香織市長

を交え、事前打ち合わせ会が開催され、午後から会場を倉敷市消防局大ホールに移して本会議が開催され、委

員長の東京大学大学院の片田敏孝特任教授はじめ、真備地区の復興計画推進委員会委員の東京大学生産技術研

究所の加藤孝明教授、そして京都大学巨大災害研究センターの矢守克也教授の３名は、コロナ禍の影響に鑑み

オンラインでの参加となった。会の要諦は、災害時に自力で逃げることが困難な要配慮者とされる高齢者や障

がい者支援を如何に進めるかが肝となる行動計画案などについて意見交換がなされ、これまでの議論を踏ま

え、激甚災害に対応できる強い地域を如何に作り上げてゆくべきか、その基本理念や姿勢についての考え方が

明示され、さらに委員の意見を加えて、「災害からの復興と将来を見据えた地域づくり」をベースに住民が命

を守る意識を持ち、災害時に自ら判断して避難行動を取れる「地区防災計画」を作成して、防災教育の環境づ

くりを支援する流れが決議された。正式な行動計画案を取りまとめる段階に入ったことで、併せて議論が進む

SDGsを基本とした倉敷市第七次総合計画でも災害に強いまちづくりが重点目標であることを踏まえて、三村セ

ンター長は「SDGsの視点から地区防災計画の策定や防災教育に取り組むことが重要である」との考えを意見具

申した。こうして、倉敷市における災害に対する住民避難について、より効率的な行政から住民への情報提供
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や周知のあり方、あるいは住民による自主的な避難を促進するために必要な検討を行い、地域の防災力の向上を図

るため、倉敷市は検討を続けてきた。

　そして、同年11月９日、最後となる「第５回倉敷市災害に強い地域をつくる検討会」が開催された。午前中、

市本庁舎で事前打合せを行い、午後から本会議が消防署で開催された。委員長は東京大学大学院情報学環の特任教

授で日本災害情報学会の片田敏孝会長がつとめ、市民主導の活動が重要であるとの指摘がなされ同検討会は結審、

具体的な計画は倉敷市に委ねることとした。

② 倉敷市真備地区復興計画推進委員会
倉敷市は、平成30年７月豪雨災害からの復興に向けて、倉敷市真備地区復興計画に基づく事業を着実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に推進する

ため、真備地区復興計画推進委員会を設置して活動を展開してきた。

　2020（令和２）年度倉敷市真備地区復興計画推進委員会が、2020（令和２）年11月10日、真備保健福祉会館で開

催された。この日の委員会では、復興に向けた各種施策の進捗状況が事務局から報告され、参加した多くの委員

から、積極的な質疑がなされ、確認事項や更なる要望が出され、市、国、県が説明、対応した。未だ道半ばではあ

るが、ハード施策、ソフト施策共に、ほぼ予定通りに計画が推進されていることが確認された。こうして復興計画

に基づき進捗状況についての情報共有と今後に向けた活動指針に全員が合意した。三村聡センター長が委員長とし

て進行を担当した。
③ 中核市サミット2020 in倉敷
人口20万人以上の全国60の「中核市」（政令市を除く）の市長が、2020（令和２）年10月29日、倉敷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アイビー

スクエアに一堂に会し、新型コロナ禍を踏まえた「防災に強いまちづくり」、「地域の文化観光資源を活かしたまち

づくり」をテーマとして地方創生を議論した。

　「中核市は、1996（平成８）年に12市が移行して以来、社会情勢に対応しながら、地域の中核都市として地方

分権の推進と地域の発展に大きな役割を果たしてきました。本制度発足から20年余りを経た現在、中核市は全国

で60市まで拡大し、全市の人口は約2,233万人となるなど、我が国における存在と責任は高まっています。本格

的な人口減少と高齢化を迎える我が国では、自治体が行政上の諸課題に的確に対応し、住民の暮らしと地域経済を

守るための取組を進めていく必要があり、中核市は、各々の地域の中核都市として将来にわたって活力ある社会を

維持していく役割が求められています。

　一方で、近年、頻発・激甚化する自然災害によって、住民の尊い命や財産を失う等、各地で甚大な被害が生じて

います。加えて、新型コロナウイルスといった新たな感染症の脅威を受ける中、地方創生の中枢となる中核市は、

持続可能なまちづくりの基盤となる防災・減災に向けた取組、地域活性化のための力強いまちづくりを早急に進め

ていかなければなりません。中核市サミット2020in倉敷では、災害から「生き抜く」ためのまちづくり、そし

て、コロナに「打ち勝つ」観光文化のまちづくりについて、中核市の市長が一堂に会して議論を深め、その方策

を全国に発信し、真の地方創生につなげてまいります。

　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国各地で様々なコンベンションの中止や延期を余儀なくされ

るなど、国内外における交流は停滞し、地域経済は大きな打撃を受けています。本サミット開催においては、コ

ロナ禍を「生き抜き、打ち勝つ」一つのモデルケースとして、「新しい生活様式」を踏まえた感染拡大防止と交

流促進との両立を図る新たなコンベンションの形を示してまいります。」
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（倉敷市HPより転載）

　こうして10月29日のサミット当日は、まず『頻発・激甚化する災害から「生き抜く」ために』と題し

て、東京大学大学院情報学環特任教授、日本災害情報学会の片田敏孝会長が基調講演をした。

　この講演を受けて、『災害から「生き抜く」ためのまちづくり』と題して、片田特任教授がコメンテー

ターを、パネリストとして、福島市、いわき市、長野市、呉市、倉敷市の５市長が登壇、パネルディス
カッションを実施、三村聡センター長がコーディネーターを担当した。

そこでは、近年、全国各地で頻発・激甚化する自然災害により、住民の尊い命や財産を失う等、多くの

中核市においても甚大な被害が生じており、被災地では、現在、一日も早い復旧・復興に向けて邁進して

いる姿を首長自らがリレーで紹介、また、今後も地球温暖化による気候変動に伴う台風や集中豪雨の増

加、さらには南海トラフ地震や直下型地震などの発生が危惧されるなか、全国各地で、地域の実情に応じ

て、将来にわたって活力ある社会を維持していく上での基盤となる防災・減災、国土強靭化に向けた取組

の必要性について言及、加えて、新型コロナウイルス感染症の感染防止を踏まえた防災対策など新たな

課題への対応についても議論がなされた。会場からは中核市会会長の豊田市太田稔彦市長が、平成の合

併以降の広域防災対応の検証と更なる展開の将来像について持論を披露した。パネルディスカッション

では、各中核市でのこうした取組を紹介するとともに、災害から「生き抜く」ための方策等について熟議

がなされ、復興に向けた各自治体の取組と首長としての覚悟とリーダーシップが披露され、広い会場は熱

気に包まれた。

　また、第２会場では、『コロナに「打ち勝つ」観光文化のまちづくり』をテーマとして、コーディネー

ターに東洋大学大学院国際観光学部の丁野朗客員教授を迎え、コメンテーターを公益財団法人大原美術

館の大原あかね理事長がつとめ、パネリストとして中核市市長４名が登壇した。全国の各地域では、地

方創生の実現に向けて、郷土への愛着と誇りの醸成につながる町並み保存、文化財の総合的な活用、地

場産品の振興などといった地域資源のブランド化や観光客の拡大につながる様々な取組を進めるな

か、新型コロナウイルス感染症の影響により、現在、国内外における交流は停滞し、地域経済は大きな

打撃を受けている。本パネルディスカッションでは、各中核市での地域の個性と魅力の創出に向けた取

組を紹介するとともに、「新しい生活様式」を踏まえたまちの魅力発信や交流拡大など地域経済の回復

につなげるコロナに「打ち勝つ」ための方策等について議論がなされた。

　この新型コロナ禍が懸念される中での全国規模での催事に、参加された中核市の首長からは、開催ホ

スト役を務めた倉敷市に心から謝辞が伝えられた。
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④ マスコミ対応
2020（令和２）年７月６日、「NHKニュースおはよう日本」では、全国放送で平成30年７月豪雨災害

から２年が経過した倉敷市真備の様子が伝えられ、真備地区復興計画推進委員長の立場から三村セ

ンター長のコメントが紹介された。また、NHKは「西日本豪雨２年アンケート（被災者3500人の

方々を対象）」を、被災した岡山県、広島県、山口県、愛媛県に実施、その質問と回答結果を６月29

日から７月３日まで、連日取り上げ、特集「豪雨あの日から」を放送、三村聡センター長がコメン

テーターを担当した。

　新型コロナ禍への感染症対策を織り込んだ復興計画の再構築はじめ、新たな防災体制や感染症対策を

考える段階であり、リスクマネジメント対応やそれを支える人材育成は、いよいよこれからが正念場で

あると論評した。また、岡山放送では、６月24日、西日本豪雨災害２年特集番組「ぼちぼちと　西日本

豪雨災害と３世代家族の１年10か月」を放送、その内容は、西日本豪雨災害から復興を目指す３世代で

暮らす一家の姿を発災した７月６日の夜から長期的に取材を続けた力作であり、苦しくても焦らず、一

歩、一歩、復興に歩みを進める３世代家族の、リアルな生活ぶりが伝えられた。FNNドキュメンタリー

大賞にエントリーされている番組であり、三村センター長は、番組審査委員として番組審議を担当した
（審査委員長は、大原謙一郎大原美術館名誉館長）。また、岡山県知事選挙が10月25日実施され、選挙に

先立ち読売新聞から取材を受けた。要諦をヘッドラインから紹介する。

　読売新聞「岡山の針路　2020知事選」　連載１　西日本豪雨からの復興　取り残しゼロ　道半ば

『県は西日本豪雨を受け、昨年度から県内４か所を「地区防災計画」を制定するモデル地区に選定した。

同計画は災害対策基本法に基づき、地域の実情に即した避難方法を住民が立案する。県は１年間、計画策

定を支援する。だが、地域の危険な場所の予測や、避難時に配慮が必要な高齢者らの把握など、計画づ

くりは簡単ではない。岡山大地域総合研究センター長の三村聡教授がコメント。』（10/16読売27地域ヘッ

ドライン）

　「自助、共助、公助」それぞれの役割と連携の重要性についてコメント、同時に、災害復興における、国、

県、基礎自治体の相互連携の重要性について言及した。
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３‒４‒４　2021（令和３）年度の主な復旧・復興支援活動
　（１）倉敷市

① マスコミ対応

平成30年７月豪雨災害から３年を迎える2021（令和３）年度は、倉敷市真備地区復興計画に基づき、
復興は道半ばとは言え、2021（令和３）年６月24日には、真備住民の文化活動の拠点である「マービーふ

れあいセンター」が再開するなど、その復興活動は順調に進んでいると思料できる。こうした様子を、

マスコミを通じて、地域へ伝える活動に注力した。

新聞社では、日本経済新聞社及び朝日新聞社の取材に対応、記事として報じられた。また、NHK

は、昨年度に続き、平成30年７月豪雨災害で被災した真備地区を中心とした「西日本豪雨３年アン

ケート」を実施、そのコメントを求められた。その内容は、６月29日から７月２日までの４日間、連日、

朝の「おはよう岡山」と夕方の「もぎたて」のニュースで報じられ、７月５日は、朝の「おはよう日

本」でも全国に報じられた。さらに、瀬戸内海放送（テレビ朝日系列）のニュース番組、そしてテレビせ

とうち（テレビ東京系列）では、復興の様子を現地取材で伝える復興特番として報道された。

岡山大学に現地でのロケ依頼があり、被災地支援の視点から協力した。

７月１日、その現地ロケが実施され、真備地区復興推進計画５つの柱に基づき現地を廻った。復興作

業が進む末政川の工事現場、被災により住居を失った方々のために３カ所で建設が進み入居まで計画が

遂行できた公営災害住宅の取材、メインストリート中心に進む商業の復興、真備地区の文化施設である

マービーふれあいセンターや復興防災公園建設予定地でのコメントなど、精力的に現地を視察しながら

ロケを実施した。

テレビせとうちのスタッフと行動を共にして、継続的に現地で復旧・復興の様子を細かく取材を続け
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ていることを初めて知った。番組は７月９日に放送された。

　こうしたマスコミの継続的な報道が、災害を風化させず、地域の住民に元気を与えてくれる。継続したテレビ

局や新聞社はじめマスコミの復興報道に期待した。

　日本経済新聞　西日本豪雨３年、コミュニティー鍵に　三村・岡山大教授

『2018（平成30）年の西日本豪雨から７月で３年となる。大きな被害が出た岡山県倉敷市の真備地区では、
約９割の事業者が事業を再開したほか、６月中に一般利用を再開する「マービーふれあいセンー」など、

タ公共施設は秋までにすべて復旧する見込みだ。復興の歩みや今後について、倉敷市真備地区復興計画推進委員

会の委員長で、岡山大学地域総合研究センター長の三村聡教授に聞いた。』（６/22日経37地域ヘッドライン）

② 第１回「倉敷市復興防災公園」設計事業者選定委員会

また、６月29日には、復興のシンボル的な事業である「倉敷市復興防災公園」の第１回設計事業者選　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 定委員会が

倉敷市で開催された。この倉敷市復興防災公園設計事業者選定委員会は、倉敷市PFI事業等選定委員会条例に基づ

き設置される委員会で、平成30年７月豪雨災害により被災した真備地区において、災害復興のシンボルとなる公園

を整備するもので、災害時の防災拠点や一時避難場所となり、平常時には防災教育の場、住民が川を感じ楽しめる

場、真備の魅力を発信できる場等となる公園として整備を進める予定である。岡山大学からは、環境生命科学研究

科の堀裕典准教授が委員を、三村聡センター長が委員長を拝命した。

③ 第２回「倉敷市復興防災公園」設計事業者選定委員会
2021（令和３）年９月22日、午前９時30分から、倉敷市本庁舎７回において、第２回となる「倉敷市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 復興防災公

園」設計事業者選定委員会が開催され、複数の復興防災公園設計事業者が、公募型プロポーザル方式によりプレゼ

ンテーションを行い、委員による質疑応答、そして厳正な審査がなされ、最終案が決定した（非公開）。正式には倉

敷市が最終的な確認を経て同委員会から倉敷市長へ答申を行い、さらに諸手続きを経て公表された。

　岡山大学からは、同委員会の委員長を本センターの三村聡センター長が、環境生命科学学域 堀裕典准教授が委

員をつとめた。こうして2018（平成30）年７月の豪雨により被災した真備地区において、「真備地区復興計画」を踏

まえて策定された「復興防災公園（仮称）基本計画」に基づく復興防災公園（仮称）の実施設計等業務について、

本公園は真備地区の復興のシンボルとなる施設であるとともに、災害時における防災拠点や一時避難場所となり、

平常時には防災教育の場、住民が川を感じ楽しめる場、真備の魅力を発信できる場等として整備するために求めら

れる実績・専門性・技術力等を備えた設計計画を示した事業者を選定した。事業者選定では、プロポーザル方式で

事業者を募り、２グループから応募があった。審査の結果、オオバ岡山営業所と隈研吾建築都市設計事務所の２社

からなるJVを優先交渉権者に選定した。その後、倉敷市が最終的な確認を行い、正式に実施設計契約の締結となっ

た。事業費は計５億７千万円。

　こうして同豪雨災害から３年が経過、ようやく本格的な復興に向けた、大きなシンボルとも言える拠点の整備が

着手に向かう運びとなり、復興に向けて議論を重ねてこられた被災地区の皆様方はもとより、倉敷市長の必ず復興

を果たすと覚悟を決めた強力なリーダーシップと、倉敷市の関係職員の皆様方の弛
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まない努力、尽力の賜物であると心より賛辞をお送り申し上げた。

　倉敷市復興防災公園設計事業者選定委員会委員名簿
区　分 氏　名 性別 所　属　等

市民代表 加藤　良子 女 R3真備地区まちづくり推進協議会
連絡会　会長(同川辺地区会長)

公共的団体 妹尾　洋子 女 真備船穂商工会　女性部　部長
学識経験者

（コミュニティ政策） 三村　　聡 男 岡山大学地域総合研究センタ一長
大学院社会文化科学研究科　教綬

学識経験者
（防災） 磯打千雅子 女 香川大学四国危機管理教育・研究・地減連携推進

機構　地域強靭化研究センター　特命准教綬
学識経験者
（建築） 堀　　裕典 男 岡山大学環境生命科学学域　准教授

行政 古谷　修司 男 倉敷市建設局長
任期：２年

④ 倉敷市真備地区復興計画推進委員会
倉敷市では、平成30年７月豪雨災害からの復興に向けて、倉敷市真備地区復興計画に基づく事業を着　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実に推進

するため、倉敷市真備地区復興計画推進委員会を設置している。西日本豪雨災害から３年５ヶ月を迎えた、11月29

日、令和３年度 倉敷市真備地区復興計画推進委員会が、倉敷市真備支所で開催された。出席された各地区の委員

からは、復興に向けて取り組んできた具体的な事例が次々と紹介された。

　また、真備地区における地域の活動の推進や真備地区復興懇談会の内容、さらに住民アンケート調査（速報）

の報告について真剣な議論がされた。

　その後、各委員による報告や発言がなされ、予定時間を超えるほどの意見交換が行われた。会は伊東香織市長が

結んだ。

　地域の皆様が「われわれは自ら進む」と宣言された会であった。

　自然災害からの復興には、自助共助が大切なことを、改めて明示した委員会であった。

　（２）高梁市防災力向上委員会

現在、全国で地区防災計画の策定に向けた取組みが進んでいる。

平成30年西日本豪雨災害で、岡山県内では高梁川流域の多くの自治体で甚大な被害が発生した。その　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経験を踏

まえて、高梁市では本格的な地区防災計画の策定に着手した。

　岡山大学に依頼を頂き、学術研究院環境生命科学学域の氏原岳人准教授と三村聡センター長がお手伝いを続けてい

る。2020（令和２）年度末となる、高梁市地域防災力向上委員会が、2021（令和３）年３月24日、オンラインで開催

され、これまでの取組みの報告と2021（令和３）年度の活動計画が議論された。近藤隆則市長も議論に参加、防災力

向上に向けた決意を改めて示した。また、３月28日、成美地区で第２回目となるワークショップが旧成羽町伊藤記念

館で開催された。具体的な防災行動計画が、コミュニティ協議会の皆さんを中心として、自助、共助を主体に議論さ

れ、地元市議も２名が参加した。両日とも氏原准教授と三村センター長が参加、全体のコーディネートとコメントを

担当した。会の終了後、異動する担当者と国土交通省へ戻る政策官のこれまでの尽力を讃えて反省会を開催した。

　年度が改まり、コロナ禍が拡大したため活動が中断された状態が続いた。ようやく８月１日、成美地区

（旧成羽町）、８月８日、仁賀地区（旧川上町）で、それぞれ第３回目となる地区防災計画策定会議が、
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各コミュニティ推進協議会の主催、地域の皆様が集まり開催された。

　成美地区の特徴は、河川の沿川と山間地の両方から成り、山間地では道路の崩落があると避難経路が

ふさがれる地区がある。また、特定の道路は多少の雨で崩落する可能性や地すべりの危険性が指摘され

ている地区がある。そして、管理に不安があるため池が２か所ある。豪雨災害発生時には、成羽川の氾

濫、内水氾濫、土砂災害、ため池氾濫が想定される。平成30年７月豪雨災害では、浸水被害が、古町上

ノ丁、古町中ノ丁、古町下ノ丁、新張丁、櫻町、下市大谷であり、床上浸水は20棟、床下浸水は12棟に

及んでいる。一方で、仁賀地区の特徴は、深い山間地であり、大きな河川はない。集落が広域に点在し

ており、道路の崩落があると避難経路がふさがれる地区があり、高齢化率が高い集落となっている。想

定される災害は土砂災害で、過去の災害では、道路崩落や土砂災害など公共土木や農地がほとんどであ

り、民地は家の裏が崩れた程度である。過去の記憶では、1948（昭和23）年頃の大雨では崩土により家

屋倒壊と田が浸水、河川も増水し田が浸水した地区があると伝えられている。平成30年７月豪雨で

は、農道仁賀上大竹線で路肩崩落（片側）が２か所発生、農道１か所で崩落による通行不能、上房地内

で裏山が崩落し母屋に土砂が流入した。今回の防災計画では、平常時の活動、災害時の活動、震災時の

活動の３つに分けて策定作業が進んでいる。両会場では、白熱した議論が展開された。この計画が仕上

がれば、高梁市の地区防災計画のモデル計画になる予定。岡山大学は、少しでも地域のお役に立てるた

めに、お手伝いを続けて参る所存。

　こうしたなかで、８月14～15日の秋雨前線の長期停滞による線状降水帯の影響により、避難指示が発

令され、成美地区では一部の集会所に自主避難や指定避難所の運営が実際になされた。さて、今年度の

モデル地区、連絡会、防災教育などの取組のなかで抽出された課題としては、地域住民の皆様のなかで

は、防災意識に大きな差があり、特に防災意識の低い人が多く、一部の人のみが地域での防災活動を行っ

ており、防災活動に参加していない人が多い点、また、地域内の付き合いが少なくなり、隣近所や町内

会内での連絡体制ができていない状況で、一つの町内会や一つの組織では活動に限界あり、他地域や組

織との連携が必要である点、要支援者が把握できておらず、要支援者の避難を誰がどうやって支援する

のか決まっていない点が指摘された。その対応策としての具体的な取組内容は、防災教育、防災学習会、

防災訓練などを継続的に開催し、防災に関する広報をすることで、多くの地域住民が防災活動に参加する

機会を増やし、防災意識を高める活動を展開する。また、自主防災組織の設立及び活動支援を行い、防

災をきっかけとした地域づくりを進める。さらに、導入した避難行動要支援者名簿の管理システムを活用

し、市と地域などが協力して、避難に支援が必要な人を安全で確実に避難させる仕組みをつくる方向性が

示された。こうした活動を踏まえて、自主防災組織の設立支援等モデル地区の取組として、成美

コミュニティ推進協議会と仁賀地域自主防災会では、各地区住民が主体となり現時点での地区防災計画

（案）の具体的な内容について、協議・検討し、今年度中に地区防災計画策定を目指すことが、近藤隆

則市長に示され、同時に市への更なる協力要請がなされた。ようやく、自助、共助、公助の連携による、
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高梁市のモデルとなる地区防災計画が明確になった。会の結びで、氏原准教授（副委員長）から、岡山大

学としてモデル計画が完成するまで、引き続き、お手伝いを継続して参ることを宣言した。

　さて、NPO法人まちづくり推進機構岡山は、岡山県民一般に対して、誰もが気軽に楽しく参加でき

る地域のまちづくり活動の支援に関する事業を行い、会員相互の協力によって会員及び会員の関わるまち

づくり事業の発展を期すことにより、快適生活県おかやまの実現に資することを目的とする特定非営利

法人で、岡山市北区天神町に事務所を構えている。９月22日は、18時30分から年次総会が開催され、理

事や監事が事務所に集まった。

ユニバーサルデザインの構築支援や多発する自然災害が続くなかで、地区防災組織の組成にあわせた防

災マップ作りの指導、そして岡山大学のまちづくり活動に対しても、様々な支援をお願いしている。こ

の日は、三密対策の施した部屋で、限られた時間ながら、総会を開催して１年間の振り返りと次期計画に

ついて意見交換がなされた。コロナ禍が続く中で、活動にも大きな支障が出ている。こうした困難にも負

けずに創意工夫で活動を継続して参ることを誓い合った。そして高梁市の地区防災計画策定に対する指導

支援をすることを決定した。

　また、岡山県の中山間地域は、農林水産物の安定供給や水資源のかん養、憩いと安らぎの場の提供な

ど、公益的な機能を有している。一方で、過疎化、高齢化の急速な進行により、耕作放棄地の増加や森林

の荒廃、農林水産業の生産活動が低下するなど、さまざまな課題に直面している。こうした状況を踏ま

え、岡山県では、小規模高齢化集落など、単独では集落機能の維持が困難な集落が含まれる地域におい

て、小学校区、大字等の広域的な地域運営により、集落機能の維持・強化に取り組む地域を市町村からの

推薦により「おかやま元気！集落」として登録し、中山間地域活性化の原動力と位置付け、市町村と連携

を図りながらその取組を総合的に支援している。同機構では、こうした活動を現地でサポートしている。

　さて、第６回となる高梁市防災力向上委員会が、2021（令和３）年11月18日、高梁総合文化会館を会場

に開催された。コロナ禍で地域活動が制限を受けるなか、いよいよ地域の防災力向上に向けた具体的な目

標と計画のとりまとめ段階までたどり着いた。参加する委員全員が、それぞれの専門性を活かして、地域

の防災活動を支援する具体策を提案した。その内容を防災計画に具体的に織り込むことを決定した。自

助、共助、公助、それぞれの分担を明記した計画となることを目指している。会の結びに副委員長である

氏原准教授から力強い総括がなされた。

ｉ『岡山大学平成30年7月豪雨災害対応記録集』
　 https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/freetext/soumu-heavyrain/file/record_full.pdf
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4 岡山まちづくり探検

４‒１　岡山まちづくり探検の概要

　2021（令和３）年11月に吉備人出版から「岡山まちづくり探検」が出版された。岡山まちづくり探検

は、2015（平成27）年11月から2021（令和３）年５月まで山陽新聞デジタル・コラムをまとめたものであ

り、まちづくりに関わる人を取り上げている。岩淵泰副センター長は、持続可能な都市に向けて、市民や

行政はどのようなまちづくりを展開しているのかという問いを持ち、住みやすい都市づくりにむけて、

都市計画や市民参画の双方を分析する。まちづくり探検では、地域に住む人々の暮らしや考え方、風土

がまちづくりに与える影響を取り上げる。岩淵副センター長は、研究や教育に関わる地域を紹介している

が、探検が岡山を拠点にしている理由を以下のように述べる。

　「最初に、探検の拠点が岡山である理由を述べたい。岡山は『晴れの国』と呼ばれるように気候も穏

やかで、2018（平成30）年の西日本豪雨を経験したが、天災も少ない地域と呼ばれてきた。また、桃やブ

ドウに代表されるようにフルーツ王国だ。肥沃な土地と共に、美しい瀬戸内海にも面している。そのよう

な土地柄のためか、人も穏やかで、かつ、控えめであり、それぞれのペースでまちづくりが進められてい

る。筆者は2011（平成23）年から岡山大学で教鞭に立つ。それから考えたのは、岡山には、ＥＳＤ、ＳＤＧ

ｓ、環境、中山間地域、再生可能なエネルギー、文化・アートを含めて多彩なまちづくりの資源がある

のだが、情報発信が弱く、市民が、まちづくりの情報にアクセスしづらい状況があることだ。地域のみな

さんは、日々のまちづくりを前進させることで精一杯であり、まちづくりを振り返り、まとめるといった

時間をなかなか取ることができない。そこで、筆者は、まちづくりを市民活動として位置づけ、少しずつ

記事として残していった。探検で気づいたのは、地方の現状として、一人が二役、三役をこなしながら地

域を支えていることだ。岡山のような地方都市で生活してみると、地域が人のネットワークで成り立ってい

るのがよく分かる。探検の手がかりは、人から人へと広がるまちづくりの世界を追いかけることにし

た。」

　その中で、地方のまちづくりを以下のように指摘する。

　「地方のまちづくりは、限られた地域の資源を使いこなし、外からのアイデアや応援団を受け入れ

ながら、イノベーションを起こすものだ。人材、情報、資金が集まりやすい大都市のまちづくりと

は、少し趣が違うのだ。地域の魅力は、活き活きとした人そのものにある。筆者は以下のように考え

た。岡山でまちづくり探検を進めていけば、地方の可能性を言及するだけではなく、岡山らしさも徐々

に浮かび上がり、全国の読者ともまちづくりの連携が取れるはずだと。」

　岡山まちづくり探検の内容は、公園活用、中心市街地活性化、公共交通の活用、中山間地域のまちづ

くり、留学生交流など多岐に渡っている。岡山市18編、倉敷市15編、矢掛町９編、岡山県10編、世界17

編が収められている。
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４‒２　岡山市のまちづくり

　岡山市のまちづくりは、西川緑道公園を拠点とした中心市街地の活性化が取り上げられている。

「西川緑道公園まちづくりの系譜（2016／05／02）」では、市民活動史をまとめ、西川緑道公園の設計

を行った伊藤邦衛氏のインタビューが紹介されている（2017／03／16）、（2017／03／24）。その他、

清掃活動である西川クリーン探検ＤＡＹ（2019／08／19）、サウミャ・キニ研究員による大森雅夫市

長のインタビュー記事も紹介されている（2019／12／07）。西川アゴラの閉所を取り上げたものには、

（2021／02／15）の記事がある。その他、奉還町商店街とファジアーノ（2018／04／23）、金沢・熊

本・岡山の三都市シンポジウム（2018／11／13）、四つ手網小屋に関するもの（2019／10／18）などが

ある。

４‒３　倉敷市のまちづくり

　倉敷市のまちづくりでは、大きく４つのテーマを取り上げている。ひとつめは、美観地区の景観まち

づくりである（2017／10／01）（2017／12／21）。ふたつめは、下津井シービレッジプロジェクトによる

まちづくりである。留学生が見た滞在型漁村の可能性を取り上げた（2018／11／05）（2018／11／06）（2018

／11／06）。みっつめは、大原總一郎の語る地域共生論である（2019／07／17）（2019／07／18）。

よっつめは、水島地区の環境再生のまちづくりである（2018／05／15）（2018／05／17）。商店街が始

めた水島パーキングディと岡山大学の学生たちを紹介している（2019／08／08）（2019／09／07）（2020

／09／25）（2020／09／27）（2020／09／30）。

４‒４　矢掛町のまちづくり

　岡山大学では、2012（平成24）年に開催された大名行列以来、学生と地域の交流が続いている。内容

は、矢掛町中心市街地と中川地区江良集落のまちづくりである。中心市街地のまちづくりでは、矢掛町

大名行列inサンフランシスコ（2017／04／12）（2017／05／08）や重伝建地区のまちづくりを紹介して

いる。（2019／04／30）続けて、集落のまちづくりでは、西日本水害から復興の歩みから（2018／07／

15）（2018／11／28）（2019／02／26）、コロナ禍で生活に困窮する留学生への支援活動（2020／06／15）
（2020／06／25）を取り上げている。

４‒５　岡山県のまちづくり

　岡山県のまちづくりでは、地方創生における地域の取り組みを紹介している。和気町は、教育まちづ

くり（2016／01／13）とその振り返りについて（2020／03／25）、集落まちづくり（2017／11／22）（2017

／12／01）、備前焼と地域（2018／01／23）、新見市とストラスブール（2018／08／26）、新庄村の住

民自治　（2019／05／27）（2019／06／13）瀬戸内市の取り組み　（2019／10／31）高梁市・木野山神社

の狼信仰　（2020／07／27）について紹介がある。
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４‒６　世界のまちづくり

　世界のまちづくりでは、アメリカ・ポートランド、フランス・ストラスブール、デンマーク・コペン

ハーゲンを紹介している。ポートランドでは、パブリック・スペースの活用について（2016／03／10）（2016

／03／20）、都市成長の条件について（2016／11／05）（2016／11／06）、岡山大学との地域実践型教育

との連携について（2019／11／21）、コペンハーゲンは、ヤン・ゲール氏のレクチャーと人間中心のま

ちづくりについて紹介がなされている（2016／09／09）（2016／09／12）（2016／09／17）。ストラスブー

ルでは、カトリーヌ・トロットマン氏と大森雅夫岡山市長との対話がまとめられている（2016／10／

12）（2016／10／15）。また、歩行者空間の活用方法など現地報告がまとめられている（2017／07／12）。

　岡山まちづくり探検は、様々な課題に挑戦する人や取組みを紹介している。その中で、持続可能性や

人間中心主義が都市の成長にとって不可欠であることを分析した。岡山の地方創生では、地域の内外か

ら仲間を引き込み、まちづくりのイノベーションも起こそうとして様子を紹介した。
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５‒１　各種講演等

日付 講演先 催事 講演テーマ 担当
三村聡
令和３年10月18日
他２回

岡山県 美作地域自治体職員研修
会

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

講演

令和３年８月27日
及び９月３日

会計検査院 「公会計監査機関意見交
換会議」

SDGsを意識した公会計
への期待

講師

令和３年４月８日 公財）岡山県市町村振
興協会

岡山県自治体職員新人研
修2021

地方創生と公共経営 講師

令和３年11月15日 中国経済連合会 中国フォーラム2021 in
鳥取

SDGsを踏まえた地方創
生とDX加速への道筋

講師

令和３年11月11日 岡山県 令和３年度岡山県「美作
国創生公募提案事業」

成果報告・中間報告会 コメンテー
ター

令和４年３月９日 岡山経済同友会 カーボンニュートラル講
演会

岡山におけるSDGsと産
官学連携の道筋

講師

令和４年２月４日 岡山大学　日本原子力
研究開発機構　津山工
業高等専門学校

第２回「EReTTSa」シ
ンポジウム

SDGs時代の地域活性 パネリスト

令和４年２月19日 みずしま滞在型環境学
習コンソーシアム

みずしま滞在型環境学習
コンソーシアムシンポジ
ウム

持続可能な地域づくりに
向けて

講師

令和４年１月24日 一財）地域公共交通総
合研究所

地域公共交通総合研究所
シリーズセミナー

地域公共交通をどう再構
築するか

コーディネー
ター

令和３年９月２日 一財）地域公共交通研
究所

第７回地域公共交通総合
研究所オンライン・シン
ポジウム

危機に瀕する地域公共交
通再生の道を示す

講師

令和３年８月６日 井原市 令和３年度リーダー養成
研修会

自らの地域は市民協働で
守り育てる

講師

令和３年12月16日
~17日

NPOまちづくり推進
機構岡山

広島県府中市まちづくり
調査研究会

重要伝統的建造物群保存
地区における先行事例

講師

令和３年11月20日 中国労働金庫 SDGsスキルアップセミ
ナー

SDGsにおける金融包摂
「SDGsと労働金庫運動を
考える」

講師

令和３年11月９日 岡山大学 地域総合研究センター設
立10周年記念シンポジウ
ム

センター活動10年の振り
返り

講師

令和３年11月１日
２日

公財）岡山県市町村振
興協会

岡山県自治体職員新任係
長（監督職）研修

地方創生と公共経営 講師

令和３年10月19日
他５回

玉島商工会議所 Tamashima Innovation 
Meeting ~玉島と企業の
未来を考える会

SDGs経営 講師・コー
ディネーター

令和３年10月13日
他４回

岡山県 美作県民局『美作国地域
課題研究チーム』 

地方創生戦略シナリオの
策定

講師・コー
ディネーター

岩淵泰
令和３年11月９日 岡山大学 地域総合研究センター設

立10周年記念シンポジウ
ム

活動報告「ローカルから
グローバルへ」

講師・コー
ディネーター

令和３年11月23日 岡山市 市民協働フォーラム「多
世代でつくる持続可能な
岡山市」

第２次岡山市協働推進計
画から見る岡山市の協働

講演

令和４年２月27日 矢掛町 やかげまるごと町づくり
会議

「岡山まちづくり探検」
出版記念

講演
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　矢掛町商店街まちづくりワークショップ・「道の駅」から未来を考えよう

　2021（令和３）年６月１日、矢掛町商店街まちづくりワークショップ・「道の駅」から未来を考えようが

開催された。岩淵泰副センター長は、ファシリテーターとして、約30名の参加者と共に、道の駅誕生後のビ

ジョンを抽出し、発表会を行った。

　岡山市市民協働フォーラム

　11月23日、岡山市市民協働フォーラムが開催された。岩淵副センター長が、基調講演「第２次岡山市協働推

進計画から見る岡山市の協働」について報告し、第一次協働計画から第二次協働計画への変化を通じて、市民

と行政の協働が発展的に展開できている点を指摘した。また、市民協働の実績は、量充足から質の重視が進ん

でいくと述べた。

　奈義町SDGs円卓会議

　11月28日、奈義町SDGs円卓会議が開催された。岩淵副センター長は、コーディネーターとして俳優の杉浦

太陽氏、内閣府参事官の泉聡子氏、奈義町長の奥正親氏のディスカッションをサポートした。奈義町では、合

計特殊出生率2.95％と全国屈指の高さを誇っており、子育てを中心としたまちづくりを展開している。奈義町

SDGs円卓会議では、地域で活躍する市民団体が活動紹介を行い、住み続けるまちを形成するのは市民のイニ

シアチブであることを発表した。

５‒２　外部委員・協議会等への参画

外部委員・協議会 AGORA担当者
京都大学 大学院　経営管理研究部　研究員（非常勤） 三村　聡
（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　アドバイザー 三村　聡
岡山県「美作国創生公募提案事業」　審査委員長 三村　聡
岡山県美作県民局『美作国地域課題研究チーム』 　企画運営・講師 三村　聡
岡山県美作県民局 令和３年度美作地域自治体職員等研修会　企画運営・講師 三村　聡
岡山県企業誘致推進協議会　企業誘致アドバイザー 三村　聡
（公益財団法人）岡山県市町村振興協会　理事 三村　聡
高梁川流域中枢都市圏ビジョン懇談会　会長 三村　聡
倉敷市　真備地区復興計画推進委員会　委員長 三村　聡
倉敷市　復興防災公園選定委員会　委員長 三村　聡
高梁市　高梁市地域防災力向上委員会　委員長 三村　聡
赤磐市　地方創生人材育成講座　企画運営・講師 三村　聡
井原市「元気いばら創生戦略会議」　委員長 三村　聡
井原市「公共施設等マネジメント推進会議」　委員長 三村　聡
井原市「稲倉産業団地立地企業選定委員会」　委員 三村　聡
井原市「星の郷まちづくりコンソーシアム会議」コーディネーター 三村　聡
備前市　職員政策コンペ　審査委員 三村　聡
岡山シーガルズ　顧問 三村　聡
岡山放送株式会社　番組審議会　委員 三村　聡
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外部委員・協議会 AGORA担当者
（一般財団法人）地域公共交通総合研究所　理事 三村　聡
（特定非営利活動法人）まちづくり推進機構岡山　理事 三村　聡
（一般社団法人）全国労働金庫協会　有識者懇談会　委員 三村　聡
山陽学園大学　非常勤講師（地域マネジメント学部） 岩淵　泰
公立大学法人　新見公立大学　非常勤講師 岩淵　泰
環境省中国環境パートナーシップオフィス（EPOちゅうごく）　中国環境パートナーシッ
プオフィス・中国地方ESD活動支援センター運営委員会　委員

岩淵　泰

岡山市明るい選挙推進協議会　会長 岩淵　泰
岡山市　総務・市民政策審議会委員 岩淵　泰
岡山市　岡山市協働推進委員会委員 岩淵　泰
岡山ESD推進協議会　運営委員 岩淵　泰

５‒３　学内会議の委員

会議・委員会 担当者
教育開発センター実践教育専門委員会 三村聡センター長
教育開発センター実践型教育部会 三村聡センター長

岩淵泰准教授
基幹教育センター学系部会（実践知部会） 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
SDGs推進企画会議 三村聡センター長
未来懇談会 岩淵泰准教授
社会文化科学研究科国際交流委員会及び国際連携推進センター運営委員会 岩淵泰准教授

５‒４　学会・学術活動

催事 日時 会場 報告者 テーマ・学会名
三村聡
人を大切にする経営学
会中国支部第５回公開
フォーラム

11月19日 島根電工株式会
社本社

三村聡（全体のとりまと
め）

「賃金についての一考
察」　人を大切にする経
営学会

日本計画行政学会第44
回全国大会

11月13日、14日 オンライン開催
（幹事校　東京
工業大学）

三村聡「市民参加」分科
会座長

「ウィズコロナと計画行
政」日本計画行政学会

人を大切にする経営学
会第８回総会・全国大
会

９月11日・12日 オンライン開催 三村聡　第３分科会「コ
ロナ禍での働き方改革」
主査・分科会総括

「ウィズコロナ時代の人
を 大 切 に す る 経 営 ～ 
SDGsとダイバーシティ
の観点を踏まえて～ 」
人を大切にする経営学会

岩淵泰
日本地方政治学会・日
本地域政治学会第２回
研究会

12月18日 鹿児島大学郡元
キャンパス

岩淵泰 対話を求めた住民投票運
動－松江市新市庁舎建設
問題を一例に－
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催事 日時 会場 報告者 テーマ・学会名
（公益社団法人）日本
都市計画学会中国四国
支部 研究交流事業

44906 岡山大学オンラ
イン

岩淵泰 岡山市中心市街地の市民
参画史

　京都大学研究員

　2021（令和３）年度より、研究者としては、大学院社会文化科学研究科所属の三村聡教授が、京都大学

からの依頼で、同大学院経営管理研究部の研究員（非常勤）として、月１回のペースで証券投資研究とそ

の教育に関する産学共同をテーマに研究を開始した。

　長引くゼロ金利政策や日銀が継続する異次元緩和政策の長期の延長で、株価は高止まりをみせるなか、

株価が企業の業績や経営実態を正確に反映しているかどうかが問われている。こうしたなかで、長期安定

型の株価指数（仮称：京都大学指数）に関する研究を企業の業績とあわせて見ながら産学共創を進めてい

る。

　また、SDGsを進めるなかで重要視されているESG（環境（Environment）、社会（Social）、ガバナン

ス（Governance））の考え方について評価指標に反映する検討をスタートしている。

　人を大切にする経営学会第８回総会・全国大会

　人を大切にする経営学会の第８回となる全国大会が、2021（令和３）年９月11日、12日、開催された。

テーマは「ウィズコロナ時代の人を大切にする経営 ～ SDGsとダイバーシティの観点を踏まえて～」。

初日は、第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞報告会、二日目は、第８回年次総会・全国

大会であり、新型コロナ禍の影響を受け、開催方法はオンライン開催となった。

　二日目、三村聡センター長が第３分科会の主査を担当した。

　その内容を紹介する。

　発表１：諸橋彰氏（株式会社日本レーザー）
テーマは「コロナ禍において明確になった課題と「人を大切にする経営」の実践」
　発表２：矢本成恒氏（名古屋商科大学ビジネススクール）、安藤真一郎氏（あんしん経営企画室）
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テーマは「Withコロナ時代の従業員エンゲージメントの課題と施策」
　発表３：佐藤みさと氏（株式会社ジェネック）

テーマは「コロナ禍での働き方改革」
　発表４：小川長氏（尾道市立大学）

テーマは「「おかげさま」の経営」

　解決策が見えにくい時代にあって、メインテーマである「ウィズコロナ時代の人を大切にする経営」
にふさわしい、誠に内容の濃い発表であった。

　日本計画行政学会第44回全国大会

　市民の声を如何に行政に反映するか改めて問い直した学会であった。

　日本計画行政学会第44回全国大会が、2021（令和３）年11月13日、14日の両日、オンラインで全国を

結び開催された。今回の大会のテーマは「ウィズコロナと計画行政」であり、大会の趣旨は、「2019（令

和元）年に感染が確認された「（COVID-19）」は世界的に感染が拡大している。いくつかのワクチン

が開発されているが、短期的に接種や有効な治療方法が普及することは難しい状況にある。そのため

外出などの自粛、他人との接触を避けることが求められ、日常生活、経済活動は重大な影響をうけるこ

とが予測され、あらゆる側面において社会システムは、大きく変容することが求められている。こうし

た状況の下で、少子高齢化、過疎化が進行している我が国、とりわけ地方においては、医療体制などの

危機管理マネジメントを強化するとともに、地域資源を活かした観光産業などによって新たな自立した

取り組みが求められる。本大会では、ウィズコロナの状況下において計画行政学がどのように貢献する

ことができるかを考えてまいりたいと考える。」と謳っている。

　大会２日目、三村聡センター長が、「市民参加」分科会の座長を、徳島大学の矢部拓也先生と二人

で担当した。
　そのなかの報告で注目すべき報告を紹介する。

　研究テーマは「東京都内自治体における無作為抽出型市民参加の導入動向と課題」、東京都立大

学・学部生の下山拓貢氏の報告。住民基本台帳から人口比例的に無作為抽出した無作為抽出型の市民

参加手法が、従来の公募型参加にみられる参加者の固定化などの課題の解決策として2000年代から日本

国内で導入が進み、東京都下の自治体では「市民討議会」「総合計画」「行政評価」「付属機関・審議

会委員への市民委員公募」など、驚くほど導入が進んでいる実態を示す研究報告であった。東京と地

方では事情が異なり、課題もあるが、岡山県自治体でも検討する価値があると思料した。

　直感的には、裁判員制度に似ているのかと感じたが、多くの審議会や委員会が同じ顔触れになる傾向

が否めない地方自治体で、いかに新しい意見や若い女性の声、そしてサイレントマジョリティと言われ

る層の意見、さらに投票行動を喚起するための方策として、市政、町政、村政に反映するか、思案のし

どころであり、関係させて頂いている自治体と意見交換の場を持ちたいと感じた。



■ 265 ■

各種連携 5

５‒５　マスコミ報道

日付 報道機関 タイトル
【新聞】

令和３年６月20日 山陽新聞 アゴラ開設10年
令和３年６月23日 日経新聞 西日本豪雨３年・三村教授コメント
令和３年７月６日 朝日新聞 西日本豪雨３年・三村教授コメント
令和３年10月３日 山陽新聞 シンポジウム「SDGs地域課題を探る」・岩淵准教授登壇
令和３年10月15日 朝日新聞 投票先どうすれば・岩淵准教授コメント
令和３年10月22日 山陽新聞 書籍「地域モビリティの再構築」発刊・三村教授
令和３年11月30日 毎日新聞 西日本豪雨３年・三村教授コメント
令和３年12月９日 山陽新聞 書籍「岡山まちづくり探検」発刊・岩淵准教授
令和３年12月23日 日経新聞 岡山県井原市「星空保護区」生かし集客策・三村教授コメント
令和４年２月１日 山陽新聞 持続可能な水島　19日にシンポ・三村教授講演
令和４年３月３日 山陽新聞 持続可能な水島　テーマにシンポ・三村教授講演

【テレビ】
７月５日 NHK おはよう日本　西日本豪雨から３年
６月29日 NHK おはよう岡山　西日本豪雨から３年
７月２日 NHK もぎたて　西日本豪雨から３年
７月６日 瀬戸内海放送 災害の記憶　西日本豪雨から３年
７月９日 テレビせとうち ニュース特番　西日本豪雨から３年



■ 266 ■

各種連携5

５‒６　出版物

2014（H26）年度
『労働金庫―勤労者自主福祉金融の歴史・理念・未来』きんざい
（三村聡）

2015（H27）年度
『現代公共政策のフロンティア』岡山大学出版会
（荒木勝・三村聡・千田俊樹・岩淵泰）

2019（R1）年度
『西川アーカイブス』吉備人出版（岩淵泰）
『市民参画とサービス・ラーニング 』岡山大学出版
（吉川幸、前田芳男）

2021（R3）年度
『地域モビリティの再構築』薫風社（三村聡）
『岡山まちづくり探検』吉備人出版（岩淵泰）
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