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ごあいさつ

　岡山大学は、平成�29�年４月より、第�14�代学長に槇野博史教授が就任、岡山なら
ではの「実りの学都」を創造すべく、平成�27�年９月に国連サミットで採択された�
SDGs（Sustainable�Development�Goals：持続可能な開発目標）を学内のみならず、地
域社会や世界との共通言語として掲げ、様々な取り組みをスタートさせました。そこで
は、教養教育から大学院教育に至る実践型社会連携教育プログラムの更なる展開や、国際
的連携による「国際学都おかやまの創生」を社会実装し、もって、大学が地域資源として
の機能を果たすべく、一層の社会連携強化を打ち出し、着実な歩みを進めています。
　一方、平成�30�年は７月豪雨災害という「晴れの国おかやま」にとっては、近年では
類を見ない大災害に見舞われました。そこでも岡山大学は、被災した地域の復旧・復
興、安心・安全なまちづくりに向けて、地域の皆様方に寄り添う活動を、全学あげて取
り組んでいるところです。
　さて、岡山大学に地域総合研究センターが設立されたのは平成�23�年�11�月であり、爾
来、７年が経ちました。平成�30�年度は、これまで以上に、地域社会と向き合いながら、�
SDGs�を起点として、学生たちや留学生が、地域の皆様と共に、地域や社会の課題を議
論し、その解決策を模索して参りました。そうした経験を活かしつつ、学生たちが、こ
れまでの大学教育に加え、さらに社会で「生きる力」を身につけることを目的として、
岡山大学がプラットフォームとなり、岡山の持続的な発展を支える知恵と駆動力の源と
なる産官学民の連携組織「おかやま地域発展協議体」活動や産官学民のトップで構成さ
れる「おかやま円卓会議」活動を展開しています。そして、地域社会を取り巻く環境が
さらに厳しくなる将来を見据え、オール岡山の体制で、産官学民が同じ土俵で具体的な
施策を成就させ、生き活きと暮らせる地域社会の創造、すなわち、SDGs�が目指す�17
の目標達成を念頭において、地域創生活動を本格化して参りました。
　わたしたち地域総合研究センターは、国際社会や地域社会と連携した世界に伍する最
先端の研究及び実践的かつグローバル教育の展開による「学びの強化」に取り組みつ
つ、岡山大学と地域社会の持続的な発展を支える「知恵の泉」としてシンクタンク機能
を果たせるよう尽力して参ります。
　何とぞ、皆様方のご指導、ご協力をお願い申し上げる次第です。

　平成 31 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
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１ 地域総合研究センターについて

１- １　設立経緯と学都の定義

　岡山大学は、平成22年７月、地域連携の進め方について検討する「岡山大学戦略的社会連携・地域
貢献ワーキンググループ」を設置し、翌年２月末までの８か月間にわたって国内・国外の現地視察を
含めた調査検討を行った。その結果、部局や教員個人レベルでは多くの地域連携活動が行われているが、
他方で、岡山大学全体の地域貢献の姿が不明確であることも明らかとなった。今後はこれまでの成果
を踏まえ、さらに岡山県内自治体や経済界、各種団体との組織的な協力によって、大学と地域が全体
的ビジョンを共有し、取り組んでいくところに、一つの活路があることが浮かび上がり、大学と地域
が協働して美しい学都を創造する方針を明確にした。私たちは、この新しい学都構想の具体化を目指し、
平成23年11月15日にリージョナル・センターの中核となる岡山大学地域総合研究センターを設置する
運びとなった。
　地域総合研究センターの設立の理念は、『学都構想』の中に明らかにされている。すなわち、大学と
地域が連携して、魅力的な美しい学都を創生し、「国際的な学術ネットワークの中で、人文社会、環境、
自然、医療の分野を包含したリージョナル・センターを持つ、真に個性的な、卓越した大学となり」、「岡
山の地にあって、世界から人が集まり、世界に輝く大学となること」、さらに、「地域の方々と連携し
つつ、地域の善き頭脳となり、地域のための優れた人材養成の場となって、地域の自立と創造的発展
に貢献する大学となること」である。地域総合研究センターはこのような学都を実現するための知的
拠点として設立された。

『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。

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。
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地域総合研究センターについて１
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　平成 30 年度事業計画

１　研究活動
⑴ 専任教員による学都研究

地域総合研究センターのミッションである大学と地域の連携に関する学術研究の蓄積を行い、
学都創生に必要不可欠な情報を発信するため、４つの柱（「地域と医療」「地域と教育・スポーツ」
「技術・環境」「まちづくり・地域創生」）を中心とした学都研究を行う。

⑵ 学都構想推進支援
専任教員による学都研究の実施に加え、各部局の学都構想推進に資する取り組みに対して、受

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

２　実践活動
⑴ シンポジウム・報告会
・ 学都のモデルとなる都市の研究を行い、国内外のモデル都市から識者を招いてシンポジウムを
開催し、学都の創生について学び、その方策を検討する。
　（三都市シンポジウム（金沢・熊本・岡山）、国際学都シンポジウム）

・ 自治体の政策の後押しとなるシンポジウムを開催する。
⑵ 岡山市都市戦略懇話会、おかやま地域発展協議体、おかやま円卓会議

行政や経済団体とともに国際学術都市として魅力あるまちづくりについて検討を行いつつ、国
際学都実現のための産官学民の連携組織において、地域が抱える課題の解決と次代を担う人材の
育成を目的とした活動を目指す。
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１地域総合研究センターについて

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

は岡山の友好親善大使を育てる取り組みを行う。
⑷ まちなかキャンパス事業
・ 学都チャレンジ企画（学生企画、職員企画）

職員や学生自らがまちづくりに積極的に参加できるように、活動企画を募集・審査し、基準を
満たした企画に対して活動を支援する。

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

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

５　情報発信
　　成果報告書、実践型社会連携教育プログラムに関する実施報告書の発行（各年１回）。
　　実践活動における中で発行するニュースレター、リーフレットなどの制作（不定期）。

６　実践型社会連携教育プログラム（概算要求関連）
　�　全学教育・学生支援機構教育開発センターと連携し、実践型社会連携教育プログラムを平成�28�年
度より教養教育科目を中心に実施し、概念、定義、学内外の体制などを整備・構築する。

１- ４　組織体制

　加賀勝副学長（社会貢献担当）が着任し、三村聡センター長、前田芳男副センター長の体制でセンター
運営を行うこととなった。また、運営委員会の開催を簡素化し、センター担当理事、副学長およびセ
ンター教職員をメンバーとした代議委員会が新たに設置された。
実践型社会連携教育プログラムの推進のため、センター専任教員と実践型教育プランナーに対して

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。
　事務体制としては、センターを専ら担当する組織として、引き続き総務・企画部社会連携支援室が
担当し、平成31年３月末現在で、教員６名（兼担教員含む）、研究員２名、職員９名（実践型教育プラ
ンナー含む）の体制となっている。
地域総合研究センターは全学センターとして、大学本部との機能連携が欠かせないところであるが、

本部棟がある地区からはアクセス面で不便が生じていた。これを解消するために津島地区北キャンパ
スから本部棟近隣となる津島地区西キャンパス（旧事務局庁舎）へ移転した。
また、本学において地域との窓口機能体制整備の一環として国際学都おかやま創生本部が設置され

ており、同本部に所属するコーディネーターも同じ建物内に居を構えている。このため、運営委員会
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地域総合研究センターについて１
は社会連携担当副学長と地域総合研究センターの教員で構成
され、代議委員会は廃止する運びとなった。
　地域総合研究センターは同本部のもとで社会連携、地域貢
献を後押しすることとなる。
参照：＜資料編＞ 運営委員会名簿、代議委員会名簿

地域連携専門委員会名簿

１- ５　アドバイザー委員

　地域総合研究センターは業務・活動を通じた学都創生の実現にむけて、自己点検・業務活動の客観性・
公平性を担保し、教育・研究・社会貢献の水準の更なる向上を図るため、地域の課題解決が求められ
る事案で、専門性の高い知見や判断が必要とされる際に、その分野で専門的な力量を有するアドバイ
ザーから助言を得て、業務改善に反映させることを目的として、平成26年度よりアドバイザー委員会
を設置している。
　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、三宅昇氏、三木良一氏、都市計画の分野で石田尚和氏、空き家対策の分野で本田
伸孝氏、被災地支援の分野で石原達也氏、イノベーション創出の分野で伊藤直人氏、観光の分野で平
本真樹氏、まちづくりの分野で徳田恭子氏の各氏から助言を得た。

参照：＜資料編＞アドバイザー委員会名簿 

旧事務局庁舎
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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）

　SDGs（Sustainable�Development�Goals：持続可能な開発目標）とは、2015年９月の国連サミットで
採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された、2016年から2030年までの国
際目標である。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、そこで
は地球上の誰一人として取り残さない（leave�no�one�behind）ことを誓っており、SDGsは発展途上国
のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものとして、岡山大学においても積極
的に取り組みが進んでおり、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、倉敷市、真庭市が取り組みを始め、内閣府より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全国29都市の「SDGs未来都市」に岡山市と真庭市が選定
され、さらに、真庭市は、その取組自体も先導的なものとして全国10事業の「自治体SDGsモデル事業」
に選定された。岡山大学では、地域総合研究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、みずしま財団（倉敷市水島）が、倉
敷市、岡山大学の連携による滞在型環境学習プログラムの取り組みにおいて、環境省のSDGs予算に採
択されている。
　このプログラムでは地方創生に向けて、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、社会連携の分野で活動を展開する。

２- １　みずしま財団との連携による環境学習への取り組み

▶︎２-１-１　「水島滞在型環境学習コンソーシアム」
　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、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り組みが進むなか、高梁川流域では、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、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、平成27年度に（一社）高梁川流域学校が、さらに、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、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
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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
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、
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、平成30
年度からSDGsの社会実装に向けた活動がスタートした。

　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　

会場の倉敷環境学習センター

　⃝　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
岡山トヨタ自動車（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
水島家守舎NAdia

　⃝　槇野　博史：国立大学法人�岡山大学�学長



8

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）

　なお、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、萩原工業株式
会社の萩原邦章代表取締役会長が、副座長には（一社）高梁川流域学校の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地域総合研究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邦
章座長が「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」
と題して、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、本学の高橋香代副学長・理事（企画・評価・総務担当）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。
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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
▶︎２-１-２　ライデン大学留学生が学ぶ（グローバルパートナーズ担当）
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。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、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り組むまちづく
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。
　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する予定である。

▶︎２-１-３　水島地域企業へのSDGs意識調査
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」を実施した。いまのところ「SDGsについては企業の認知や理解は遅れている」との結果となっ
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。地域総合研究センターが分析の支援
を行った。

▶︎２-１-４　岡山大学実践型社会連携授業（授業の詳細は後掲）

平成30年度第2学期の集中講義として、みずしま財団の協力を得て、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）の生き残り、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。主に、岩淵泰助教が担当した。
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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）

　７月11日の事前学習では、「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
員から講義を受けた。
　８月８日は、地域総合研究センター講義室で、午前は、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、午後は「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の古川明氏、みずしま財団の藤原園子事務局長が講義した。
フィールドワークにおいては、８月９日、水島の現地にて、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。
　あさがお会館にて地元「ピーポー弁当」（ピーポーとは水島と倉敷市中心部をつなぐ水島臨海鉄道の
愛称）で昼食の後、午後は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、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にヒアリン
グを実施した。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に参加、宿へ戻り「まちづくり
懇親会」を開催した。
　８月９日（２日目）、倉敷市環境学習センターエコギャラリーで、岡山大学の学生と倉敷古城池高校
の生徒が、水島おかみさん会会長の尾崎浩子さんの講話を共に学び、「水島をもっと面白いまちにする
には」をテーマにグループで話し合い提案発表した。

　最後に、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氏が講評した。

▶︎２-１-５　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
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にて開催された。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代表取締役会長。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。
　まず、コンソーシアムの趣旨説明として「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。また、岡山大学実践型社会連携授業の集中講義として岩淵
泰教員が主担当になり８月に実施した授業の内容を、履修・受講した岡山大学生が、渡仏中の岩淵先生
の名代として報告した。（前述２-１-４参照。）�続いて、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、パネリストは、本コンソーシア
ム副座長の古川明氏、岡山経済同友会地域振興委員長の梶谷俊介氏（岡山トヨタ自動車社長）、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
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ム座長の萩原邦章氏（萩原工業�㈱�会長）、コーディネーターを三村

聡センター長がつとめた。
閉会の辞を本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。
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２- ２　環境保全型森林ボランティア

　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。岡山県
はヒノキの生産日本一を誇る一方で、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）が主催し、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。
環境保全型森林ボランティア活動は、２週間の合宿生活を通じて、主催するNPO法人�人杜

守、新見市森林組合のフォレス　　　　　　　　　　　　　　　ター、林野庁、岡山県、新見市、新見市地域おこし協力隊など、

多数の専門家に指導を受けながら、共に人工林の保育作業（間伐等）に従事し、木材利用の活動
体験を通じて森林の持つ公益的機能等の林業・林産業の重要性について学ぶ活動である。そ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の体

験を通じて、森林の保全や水源の涵養について現地体験から理解し、さらに全国から大学生が参加
して、作業ミーティング、地域交流、チーム作業や炊事、洗濯、チェーンソーの手入れなど、共同
生活からチームワークの大切さを学ぶ環境教育プログラムとして実施している。

　今年度は、前期は平成30年８月31日から、後期は平成31年２月26日からそれぞれ２週間の活動
期間で実施された。
　前期は、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の中で、
諸注意や役割分担など真剣な時間が続いた。
　活動期間中は、山での間伐作業の他に、主催団体である一般社団法人人杜守の本部機能を担って
いる「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未だ新築に近い「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、その施設の管理を人杜守のメンバーが行っている。施設は小学校の面影を随所に残しながら
素敵な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の佐伯佳和
氏が制作して商品見本として使われており、新しい地方創生のウェーブを感じることができた。
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　活動では、まず現地でのチェーンソー実習から入る。主催の人杜守と、岡山県備中県民局の指導に
より「玉切り」という、立木の伐倒後、枝払いをし、木の特徴に合わせ規定の寸法に切断して素材丸
太にする作業を想定して、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。
　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び、大学の教室
での講義では経験できない貴重な体験をしていた。

　　　　　　　　　　　ランティア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）で林業男子として就職、地元のお嬢さんと結ばれた。村役場と森林
組合あげて祝福され、末永い幸福と、地方創生での活躍が期待された。

新見市移住交流支援センター

��中間懇親会では、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くださり、学
生たちを慰労してくださった。
　また、瀬戸内海放送「KSBスーパーJチャンネル」で、この活動をご紹介いただき、伐木指導をし
ている法学部の卒業生、インタビューを受けた環境理工学部と教育学部の学生など、学生たちの生
き生きとした姿が放映された。
　この活動がきっかけとなり、新庄村での素敵な出逢いが実を結んだ。かつて広島で金融機関勤務を
していた男性が、森林ボ
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２- ３　スポーツを活用した SDGs の展開
〜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〜

　�経済界を核とした大学、医療界の熱烈なエネルギーにより、４月３日、岡山商工会議所において「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：岡山シーガルズ協議会）」（以下、「シー
ガルズ協議会」という）が発足した。これは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）となり、アリーナ整備構想を契
機にした産業イノベーションを創出することを目指し、経済界を中心にして広く産官学医金言民に呼
びかけ船出をした協議会である。

▶︎２-３-１　設立準備
■記者会見
「シーガルズ協議会」設立を４月３日に控え、３月30日、同協議会の内容について、岡山市役所内
の岡山市市政クラブにて、幹事長に就任予定の岡山商工会議所副会頭、岡山経済同友会理事・地域振
興委員長、おかやまスポーツプロモーション研究会会長の梶谷俊介氏（岡山トヨタ自動車社長）が記
者会見に臨んだ。岡山大学からは三村聡センター長が、おかやま地域発展協議体委員、岡山シーガル
ズ顧問の立場から会見に同席した。この様子は、地元のテレビ各社の夕方のニュースや、翌日の山陽
新聞社会面にて紹介された。
　その要諦を下記に掲げる。

　「2020年東京オリンピック・パラリンピックに合わせて、国が最も重要であると位置づけるスポーツ
振興策のひとつが『わが国における女性のスポーツ参加率の向上』です。岡山県においても、岡山シー
ガルズ、湯郷ベル、吉備国際大学シャルム、天満屋女子陸上競技部、山陽レディースカップはじめ女
子スポーツが盛んです。バレーボール界においては、Vリーグ機構改革が進行するなか、全国唯一の地
域が支える女子バレークラブチームとして活躍する岡山シーガルズへの期待が高まっています。
　その一方で、岡山シーガルズは、クラブチームゆえの経営の脆弱性や専用練習場や優先して利用で
きるアリーナを有さないなど、Vリーグ機構改革への対応面で重大な課題に直面しています。これを機
に岡山シーガルズを地域資源ととらえ、まちのにぎわい創出に一層活用できるような提案や事業推進
を図ろうと考えたのが、経済界と大学が中心に進めてきた「おかやまスポーツプロモーション研究会
（SPOC研究会）」であり、毎月のように議論を重ねて参りました。それが「おかやま地域発展協議体」
や「おかやま円卓会議」においても話題となるまでに具体化され、今回の「シーガルズ協議会」発足
の動きにつながりました。（おかやま地域発展協議体、おかやま円卓会議については後述（４章岡山地
域発展協議体）を参照）
　さらに、地元スポーツ関係者や経済界、行政、おかやま観光コンベンション協会、大学、メディア
関係者等が連携・協働して運営する地域スポーツコミッションである「おかやまスポーツプロモーショ
ン機構」の設立に向けた設立準委員会での議論が大詰めの状況であり、スポーツイベントの誘致・開
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催支援やスポーツによる地域活性化を推進する体制を整えつつあります。今後、本協議会との関係強
化を進めてゆく流れです。
　まず、当面の具体的な活動は、岡山シーガルズの経営基盤強化を図るため、各方面に出資を依頼し
て運営会社の資本体制などの充実を図り、同時に選手が引退した後のセカンドキャリアについても、
就職や勉学といった面で手厚い対応ができるような体制づくりを進める計画です。
　また、まちのにぎわい創出に関しては、試合観戦に訪れた人への宿泊・飲食・アフターコンベンショ
ンの提供を行っていく仕組みづくりに注力して参ります。さらに、平成30年３月２～７日にJETRO岡
山とシーガルズの吉田みなみ選手、竹田麻衣選手らがインドネシアとタイを訪問しました。特にタイ
では、宮下遥選手の人気が高く、シーガルズファンも多く、現地の宮下選手ファンサイトのフォロワー
は７万人を超えており、岡山に５回訪れたという熱狂的なファンもいます。そうした点も考慮し、国
内はもとより、インバウンドを含めて人を呼び込むための情報発信や事業を強化して参ります。
　加えて、今秋からバレーボールのトップリーグはプロ化を目指して新リーグに移行するなかで、V
リーグ機構が提示する専用練習場の保持、優先的に３千～５千人を収容できる公式試合の開催など、
岡山シーガルズはチーム単独では解決が困難な問題にも直面しており、県内経済５団体で構成する「県
経済団体連絡協議会」が２月、岡山市に対し市役所本庁舎の早期建て替えとともに、防災面でも役立
つアリーナを併設するよう提言していることも踏まえ、本協議会にて本格的な検討を開始いたします。
　現在の岡山シーガルズの練習場や試合会場は、赤磐市の山陽ふれあい公園体育館を練習拠点として
いますが、地域住民も利用するため、確保できない際には学校体育館を借用して練習したり、公園で
ランニングなどの体力づくりに振り替えたりしているのが実情です。また、体育館には専用のトレー
ニング機器やけが防止のためのコーナーガードなどの設備が十分ではないことに加えて、肝心な試合
会場も岡山市のジップアリーナ（収容観客数約4000人）を使うことが多いなか、平成30年２月のバレー
ボールV・チャレンジリーグ公式戦の２日間は使用できなかったため、９季ぶりに山陽ふれあい公園体
育館で行いました。同体育館は交通の便に難があり、県外からの観客が多い中で、今回は地元交通事
業者の宇野自動車（宇野バス）様のご厚意により、無償でバスをご提供いただき、ご不便をおかけせ
ずにすみましたが、収容観客数が1300人程度で、収支的に厳しいものがありました。すなわち、ジッ
プアリーナを優先的に使用すればいいとの声も聞こえますが、地域住民の利用が本来のジップアリー
ナの利用目的であるため、優先的に確保できるとは限らず、そこが大きな問題となっています。」
こうした状況を受けて、協議会の設立に至った点を報告した。

■小長啓一岡山大学同窓会会長来訪
４月１日、小長啓一岡山大学同窓会会長が、岡山商工会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所にある岡山シーガルズ事務所を来

訪、シーガルズ協議会について説明し、今後の活動計画と施策展開について、大所高所からご指導
を頂いた。同じ岡山大学草創期の卒業生である、岡山県バレーボール協会の中島博会長（ナカシマ
ホールディングス株式会社代表取締役会長）も来訪、岡山を代表する二人のトップがそろい踏みと
なった。

　関係者では、梶谷俊介岡山商工会議所副会頭（岡山トヨタ自動車社長）、延原正浩岡山商工会議所ス
ポーツ支援委員長（株式会社マルシン物流社長）、鶴岡良孝岡山商工会議所事務局長、高宮純一JETRO
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岡山所長、高田さゆり岡山シーガルズマネージャー、斉藤桃子岡山シーガルズスタッフ、高岡敦史岡
山大学大学院教育学研究科講師、三村聡センター長が議論に参加した。
　田中角栄総理の下で、日本列島改造論を描かれた小長会長の当時の思い出話は、とても深く示唆に
富んだ内容であり、多くのことを学ばせて頂いた。

▶︎ ２-３-２　設立発起人会・常任理事会
�　経済界はじめ岡山県知事、岡山市長、岡山大学、岡山県医師会、岡山県銀行協会などのトップが発

起人となり、シーガルズ協議会は発足した。

　設立発起人会では、設立の背景並びに趣旨説明があり、続いて以下のとおり、３名が意見報告を行
い、協議会の規約（案）について説明があり了承を得たうえで、組織・役員（案）が了承された。

　１．「Ｖリーグ改革の概要と岡山シーガルズの現状」� 岡山シーガルズ　監督　河本　昭義　氏
　２．「スタジアム・アリーナを活かしたまちづくり」について

日本政策投資銀行地域企画部　参事役　桂田　隆行　氏
　３．「岡山におけるスポーツを活かした地域の活性化について」

国立大学法人岡山大学大学院教育学研究科　講師　高岡　敦史　氏

　発起人・常任理事（五十音順）
　　青山　興司　岡山シーガルズを応援する医師・病院の会会長
　　石川　　紘　岡山県医師会会長
　　岡﨑　　彬　岡山県商工会議所連合会会長（副代表理事）
　　梶谷　俊介　おかやまスポーツプロモーション研究会代表（幹事長）
　　越宗　孝昌　公益財団法人岡山県体育協会会長（副代表理事）
　　中島　　博　岡山県バレーボール協会会長（代表理事）
　　野﨑　泰彦　岡山県経営者協会会長
　　晝田　眞三　岡山県中小企業団体中央会会長
　　槇野　博史　国立大学法人岡山大学学長
　　松田　　久　一般社団法人岡山経済同友会代表幹事
　　松田　正己　一般社団法人岡山経済同友会代表幹事
　　松畑　熙一　学校法人中国学園中国学園大学学長（当時）
　　宮長　雅人　一般社団法人岡山県銀行協会会長
　　吉澤　威人　岡山県商工会連合会会長

　発起人
　　伊原木隆太　岡山県知事
　　大森　雅夫　岡山市長

シーガルズ協議会の趣旨を、発起人代表および協議会の代表理事に就いた岡山県バレーボール連盟
会長、岡山経済団体連絡協議会会長の中島博中島ホールディングス会長、また、協議会の副代表理事
に就いた岡山県体育協会会長の越宗孝昌山陽新聞社会長よりの挨拶から読み解ける。
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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
【挨拶の要諦】
　「わが国が進める民間活力活用による地方創生と2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を契
機としたスポーツを活用した地域の産業や観光の活性化に向けて、産官学民連携による具体的な取り
組みが全国で展開されています。こうした中、岡山県においてもファジアーノ岡山、岡山シーガルズ、
湯郷ベルはじめプロスポーツや岡山市民マラソンに代表されるアマチュアスポーツの開催には、県内
外はもとより海外からも多くの観客が来岡しています。
　岡山が持つ天の利、地の利と、この集客力を活かして、宿泊、飲食、土産物、特産品、観光、アフター
コンベンションなど、スポーツ振興をきっかけに更なる産業振興や観光振興の力を伸ばし、岡山が日
本一のスポーツ先進都市（スポーツの聖地）となることを目指して、広くオール岡山の体制でストーリー
性の高い事業モデルを検討し、地域全体が潤う産業・観光施策を推進する好機が到来しています。
　岡山シーガルズは2001年に岡山に移って以降、トップリーグ唯一のクラブチーム（広く市民が支え
るプロチーム）として、2013-14プレミアリーグでは準優勝、2005年の岡山国体はじめ国体でも10回の
優勝を誇ります。五輪メダリストも輩出し、現在も日本代表に選手を送り出しています。直近のシー
ズンはチャレンジリーグに降格したものの、同リーグでは優勝を決めてトップリーグへの返り咲きを
早々と決めています。また、地域貢献への取り組みも積極的で、年間200回以上に及ぶバレー教室や各
種イベントへの参加など、地域と密接にかかわる活動を行っており、まさに地域の宝と言える存在です。
　一方で、市民が支えるクラブチームであるため、親会社の支援で運営している他チームに比べると、
経営基盤は不安定です。そこで、地元経済界が中心となって経営基盤強化をはじめとする支援態勢を
整えるとともに、これを機に岡山シーガルズを地域資源ととらえ、まちのにぎわい創出に一層活用で
きるような提案や事業推進を図ろうと考え、このたびのシーガルズ協議会を発足させる動きにつなが
りました。スポーツを活かした産業振興や観光振興の具現化に向けて、2020年東京オリンピックにメ
ダリストを送らんと努力研鑽を重ねている岡山シーガルズの活動環境の整備支援により、岡山シーガ
ルズのVリーグ機構改革を契機とした地域活性化策の検討・展開を目的として活動を展開してまいりま
す。」

　こうして、シーガルズ協議会が発足した。発起人会の同日、第１回となる常任理事会が開催され、
伊原木隆太知事と大森雅夫市長を除く発起人全員が常任理事に就任した。常任理事会では、常任理事
の中から代表理事１名、副代表理事２名、幹事長１名が選出され、当面の活動方針や計画が確認され、
結びとして岡山シーガルズ河本昭義監督と選手全員が発起人に対してお礼の挨拶を行なった。
　また、事務局は岡山商工会議所に置くこととし、具体的な活動を支える幹事会を組成、①組織改革
委員会、②コンセプト部会、③広報部会の３部会を設け、幹事長には、岡山商工会議所副会頭・岡山
経済同友会地域振興委員長の梶谷俊介岡山トヨタ自動車社長が、事務局長には岡山商工会議所理事・
事務局長の鶴岡良孝氏が就任した。
　岡山大学からは、大学院教育学研究科の高岡敦史講師と地域総合研究センターの三村聡センター長
が幹事会活動を支えている。
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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）

　さらに、スポーツ庁、経産省中国経済産業局、国土交通省地方整備局岡山国道事務所、財務省中国
財務局岡山財務事務所、岡山県、岡山市、赤磐市、笠岡市、高梁市、岡山県警、岡山県産業振興財団、
おかやま観光コンベンション協会、日本政策投資銀行、JETRO（国際貿易振興機構）などに協力や支
援を呼びかけ活動を開始した。

▶︎２-３-３　幹事会
シーガルズ協議会の実働部隊として組成された幹事会は、梶谷俊介幹事長（岡山商工会議所副会頭・

岡山トヨタ自動車社長）を幹事長として、産官学金言からなる最前線を支えるメンバーに、岡山シー
ガルズスタッフが加わり活動している。
　４月27日の第１回幹事会では、岡山大学大学院教育学研究科高岡敦史講師より、これまでの活動概要、
進捗状況、今後のロードマップ案が示され、年間スケジュールと役割分担を確定し、2020年東京五輪
を目標に掲げ、市民主役のスポーツによる地方創生とグローバル戦略展開を目指す活動が開始された。
　以下に、幹事会の年間の開催記録を掲載する。

　【第１回】平成30年４月27日�【第２回】平成30年５月10日
　【第３回】平成30年５月31日�【第４回】平成30年６月13日
　【第５回】平成30年６月29日�【第６回】平成30年７月10日
　【第７回】平成30年７月25日�【第８回】平成30年８月７日
　【第９回】平成30年８月27日�【第10回】平成30年９月11日
　【第11回】平成30年10月１日�【第12回】平成30年10月15日
　【第13回】平成30年10月31日�【第14回】平成30年11月12日
　【第15回】平成30年11月22日�【第16回】平成30年12月20日
　【第17回】平成31年１月15日�【第18回】平成31年１月25日
　【第19回】平成31年２月27日�【第20回】平成31年３月13日�

▶︎２-３-４　 スポーツ庁「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）』」　

シーガルズ協議会の運営面においては、メンバーによるボランティア運営のため、予算措置は行っ
ていない。そのため、アリーナ整備構想の検討やプラン作りについては、大学院教育学研究科の高岡
敦史講師が中心となり、スポーツ庁が公募した「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）』」へ申請し採択された。
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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
　岡山シーガルズをはじめとした岡山のトップ・スポーツクラブのホームゲームの開催や練習拠点の
ほか、防災や市民の交流拠点としての機能も持つ、地域経済を牽引する次世代型アリーナの整備に向
けた活動を支援するもので、本事業の柱となるアリーナ整備構想には、「日本一女性が輝くアリーナ」
を極めて重要な要素に据え、先進的かつ複合的なアリーナとなるようにコンセプトをまとめた。
　また、アリーナの基本構想と機能設計、ビジネスモデルの構築のための調査研究を行うべく、専門
性の高い外部コンサルタントの協力を得ながら、岡山市の市役所本庁舎建替計画に歩調を合わせてプ
ラン作りの作業を進めた。

■「日本一女性が輝くアリーナ」を考える会
「日本一女性が輝くアリーナ」コンセプトの参考にすべく、８月10日、岡山大学津島キャンパス旧事
務局棟２階ミーティングルームを会場として、岡山県内から女性の有識者にお集まりいただき、女性
の視点や発想によるアイデアを出すための意見交換会が開催された。また、それに先立ち、今回の有
識者メンバーに加わった、大学院社会文化科学研究科の田中共子研究科長・教授の授業にて、岡山シー
ガルズの高田さゆりマネージャーが留学生を含めた女性目線でのアリーナコンセプトについて議論の
時間を持った。

■スポーツ庁「中間報告会」
12月14日は、スポーツ庁や経済産業省に対して、本事業の進捗状況の中間報告を行った。当日は、

主担当である大学院教育学研究科の高岡敦史講師が海外出張のため、三村聡センター長が代理として
報告した。
　他には、石川県金沢市、京都府亀岡市、滋賀県大津市の取組が紹介された。
　本事業に対して指導を仰いでいる、日本政策投資銀行の桂田隆行氏にも臨席頂き、アドバイスを頂
戴した。

スポーツ庁 中間報告会場
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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）

■シンポジウム「スポーツ産業創出が導くスポーツまちづくりの未来」
日　　時：平成31年１月29日（火）14：00～17：00
場　　所：山陽新聞社さん太ホール
参加者数：約140名

アリーナ整備構想を広く公知なものにするために、シーガルズ
協議会が主催してシンポジウムを開催した。
　本事業の再委託先であるパシフィックコンサルタンツ（株）が
アリーナ整備構想を説明、続いて、大学院教育学研究科の高岡敦
史講師は自身が副運営委員長を務めるおかやまスポーツプロモー
ション機構の役割を披露した。（おかやまスポーツプロモーショ
ン機構については後述（４章おかやま地域発展協議体）を参照）
パネルディスカッションにおいては、「スポーツ産業創出の“タ

ネ”と“畑”」と題し、岡山県内でスポーツ産業を事業とする企業、
東京でスポーツ産業創出を取り仕切る識者、秋田のプロバスケットボールチーム運営者が登壇した。
日本政策投資銀行の桂田隆行氏をコメンテーターに迎え、高岡敦史講師のコーディネートで、スポー
ツ産業の活性化や創出、スポーツコンベンション誘致によるスポーツまちづくりの機運をいかに高め、
具現化するかを追求する議論が繰り広げられた。

▶︎２-３-５　関連活動
■スポーツを活かしたインバウンドの創造
９月１日～３日の３日間で、タイから岡山シーガルズのファン10名が来岡した。９月２日に笠岡ス

ポーツ総合体育館で行われるファン感謝会に合わせた来岡で、おかやま観光コンベンション協会、お
かやまスポーツプロモーション機構、JETROなど多くの機関が受け入れを支援した。
タイからのファンには、赤磐市で練習見学、笠岡市ではファン感謝祭への参加をメインとし、その間、

赤磐市ではブドウ狩り体験、倉敷市では美観地区散策、岡山市では宿泊に加えて、岡山城、後楽園観
光など多くのエクスカーションが用意され、岡山シーガルズの選手もこれに帯同し、ファンサービス
を行った。
　また、受け入れ支援の一部を本学の学生によるスポーツまちづくりサークル「SCoP」が担うことと
なり、８月19日、学生たちが奉還町商店街「りぶら」に集合し、企画会議が行われた。（SCoPについ
ては、後述（５章　学都チャレンジ企画）を参照。）
　学生発案企画として、ファン感謝会に合わせて、学生が特製のシーガルズ必勝祈願絵馬を制作、来
日したタイのファンによる寄せ書きを添えて、タイのファンと岡大生からチームに贈呈した。全国か
ら訪れたシーガルズファンからの大きな拍手が送られる中で、チームを代表して山口舞選手からタイ
のファン代表に記念品が返礼された。タイとおかやまの架け橋を深めていくきっかけ作りが出来た。
　会場では、笠岡市の小林嘉文市長とシーガルズの活動を起点とした地方創生シナリオづくりについ
て意見交換した。
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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
■スポーツビジネスジャパン2018
８月30日、31日、大阪梅田で開催された「スポーツビ

ジネスジャパン2018」にシーガルズ協議会の有志メン
バーが参加、岡山大学からは三村聡センター長と近藤亜
希子事務員が参加した。2020年東京オリンピック・パラ
リンピックがカウントダウンにはいり、会場には大勢の
人がつめかけ、関係者はじめ中国経済産業局や広島銀行
など、顔見知りの顔に会うことができた。
アリーナやスタジアム運営の実際、スポーツを活かしたビジネスモデルの考え方、そして新たなス

ポーツとして市民権を得ることができるか注目されているeスポーツの普及・発展可能性など多くの
セッションで貴重な情報収集をすることができた。
また、初日夕方にはシーガルズ協議会幹事会の梶谷俊介幹事長も大阪入りし、山陽新聞社社長室の

三木良一副部長やシーガルズ関係者と意見交換を実施した。２日目から参加の岡山商工会議所の鶴岡
良孝理事・事務局長（シーガルズ協議会事務局長）と合流した。
　岡山でのスポーツを活用した地方創生に役立てていくことを参加者全員で確認した。

■練習試合
10月20日、岡山大学医学部バレーボール部と岡山シーガルズの練習試合が催された。これは大学院

医歯薬学総合研究科の那須保友研究科長が、同学部バレーボール部の顧問であるため実現した。最初
は緊張していた学生たちながら、第３セットは、プロチームを相手に11点奪取した。
　試合後、河本昭義監督による白熱指導が続き、プロスポーツを活用した健康寿命の延伸をめざす地
方創生モデルについても意見交換した。
　医学部の学生は覚えが早く、めきめき上達したと河本監督が感心、誠にすがすがしい時間であった。���
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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）

■岡山シーガルズ激励会
Vリーグ公式戦のスタートに先立ち、10月24日、岡山プラザホテルにて激励会が開催された。経済界

のトップ、岡山県知事、岡山市長、赤磐市長はじめ、総勢300名をはるかに超えるファンが集った。
　会の結びに、岡山シーガルズ顧問の立場から三村聡センター長が登壇、専用練習場と優先して使え
るアリーナの整備に向けて、「いまこそオールおかやま、とりわけ民間の力を結集して実現して参りま
しょう」と述べた。
オール岡山が力を合わせて、一つの目標に向かい、どれだけ邁進できるか、岡山の実力が試される

時がきた。

■スポーツビジネス国際展開セミナー
11月８日、岡山駅運動公園のANAクラウンプラザホテル岡山において、JETRO（日本貿易振興機構）

がスポーツ庁から平成30年度スポーツ国際展開基盤形成事業として受託した「スポーツビジネス国際
展開セミナー」が開催された。
　主催者であるJETRO岡山事務所の奥井浩平事務所長から「政府は成長戦略において、スポーツの
成長産業化を図る　　　　　　　　方針を掲げ、アジアをはじめ世界では生活習慣病など新たな健康課題が生じ、中高

所得者層を中心に健康増進のためのランニングやサイクリング等、スポーツブームが起きて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　います。

今後、予防や健康管理をキーワードにスポーツ用�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品やサービスを海外市場に売り込んだり、「見る」

「参加する」等、スポーツツーリズム体験を売りに日本の地域に海外から誘客を図るビジネスには
成長の余地が大きくあります。今回のセミナーではアジアを中心とする海外の健康・スポーツ市場
の動向や海外市場の開拓に先行的に取り組む日本企業の事例を紹介します。」と説明された。
　参加呼びかけでは、おかやま地域発展協議体のおかやまスポーツプロモーション研究会が大きな役
割を果たした。

【プログラム】
　１．講演「ASEANで高まる健康意識�―拡大する健康・スポーツビジネス―」�
　　　ジェトロ・ヘルスケア産業課　長谷　明日香　氏�
　２．インバウンド、アウトバウンドの国際展開事例�

○株式会社今治.夢スポーツ
○株式会社サンフレッチェ広島
○大歩危観光株式会社（RiverStation�West-West：観光複合施設）�

　３．質疑応答
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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
▶︎２-３-６　役員合同会議会
シーガルズ協議会は、スポーツを活かした産業振興や観光振興の具現化に向けた足がかりを、2020

年東京オリンピックにメダリストを送るべく努力研鑽を重ねる岡山シーガルズをはじめ、プロ、アマ
を問わずスポーツチームの活動環境の整備支援にすることと定め、岡山シーガルズのVリーグ機構改革
を契機とした地域活性化策の検討・展開を目的として設立され、幹事会を中心に議論を続けてきた。
　この目的を達成するために、活動拠点となる専用練習場と複合機能を有するアリーナ（以下、「新ア
リーナ」という）の整備が必要であり、新アリーナには、①スポーツの殿堂としての研究教育機能、
②産業・観光振興など経済成長機能、③市民、県民はもとより中四国広域防災拠点としての安心・安
全機能、という３つの機能を具備する必要があると考えられる。こうした諸点を勘案すると、新アリー
ナの立地場所は極めて重要であり、あわせて、新アリーナ建設のコンセプトは、国が最も重要である
と位置づけるスポーツ振興策が「わが国における女性のスポーツ参加率の向上」であり、新アリーナ
を「日本で一番女性が輝くアリーナ」にすることを目標に掲げて検討を重ねてきた。
　ときあたかも、岡山市の市庁舎は老朽化が進み耐震面でも不安を抱えることから、政令市及び県都
の顔としてふさわしい新たな市庁舎の建設が検討されている。本協議会では、現在の岡山市本庁舎の
建替えにあわせて、新アリーナの建設を推進することにより、民間の知恵と資金を複合的かつ総合的
に活かし、従来の自治体サービス機能に、スポーツによる活力創出機能や新アリーナに防災機能を付
加することで、地域社会の持続可能性及び安心安全性を最大限に高める機能を有する、岡山市の新た
な中枢拠点を整備することを活動の目的に据えて、それに対応するアリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナの基本コンセプトと具体的

な設計図（案）の作成までたどり着くことができた。それを受け、12月４日、岡山商工会議所に常任理
事、理事はじめ協議会関係者が一堂に介して、基本コンセプトと具体的な設計図（案）の説明を行う、
役員合同会議を開催し、大いに議論を深めるに至った。
　まず、冒頭で中島博代表理事から挨拶があり、はじめに梶谷俊介幹事長から幹事会での議論経過
について説明、次に、設計を再委託したパシフィックコンサルタンツ（株）の小野崎研郎氏から新ア
リーナの具体的な構想についてプレゼンテーションをいただいた。さらに日本政策投資銀行の桂田隆
行氏から、全国のアリーナ構想の進捗状況と岡山の独自性について、客観的な分析に基づきながら
も岡山への熱いエールをいただいた。
　続いて、岡山大学槇野博史学長から、SDGsの視点をまえたスポーツを起点に健康・医療分野に
産業イノベーションを創出する道筋を提示した。

こうした話題提供や報告を踏まえて、理事や参加者から質問、意見や感想が次々と述べられた。こ
の議論から、さらに幹事会で意見をとりまとめ、いよいよ岡山市との意見交換に入ることが決議され
た。
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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- ４　SDGs で拓く！スポーツによる地方創生　シンポジウム

　日　　時：平成30年7月30日（月）13：30～16：30
　場　　所：岡山大学創立五十周年記念館
　参加人数：約250名
　主　　催：�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

　後　　援：�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、�（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、
RSK山陽放送、OHK岡山放送、TSCテレビせとうち

　本シンポジウムは、岡山大学がスポーツ庁　「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ある。
　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、岡
山大学の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」と題して三村聡センター長が岡山シーガルズの顧問の立場から、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・副学長、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、絶妙な進行ぶりで会場は熱い熱
気に包まれた。
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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- ５　地域と連携した SDGs 活動

■地域のSDGsへの取り組み
岡山経済同友会は５月29日、岡山国際ホテルにおいて、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任され、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。

　また、６月13日、山陽新聞社本社にて松田社長を訪問し、
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。

山陽新聞社からの風景
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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）

■岡山県議会地域公共政策セミナー
６月12日、岡山県議会地域公共政策セミナーで、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。

■SDGsに取組む企業訪問
岡山のエクセレントカンパニーと言われている、㈱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
グした。有意義な意見交換の中で、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
り組みが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おり先進性を感じた。

■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）を対象としたセミナーが、東京

御茶ノ水にあるホテル・ジュラクにて開催された。
　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

㈱フジワラテクノアート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省事務次官）が挨拶に立ち、2019年

のILO設立100年に向けILO担当者がヒアリングに来日され熟議を重ねた結果、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、�SDGsの取組みを進めることが
決定したことを宣言した。
　基調講演では、三村聡センター長が、７月暴雨災害への全国からの支援に対するお礼を申し上
げた上で、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話題提供した。
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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
■高校生懸賞論文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、厳正な審査の
結果、以下のとおり受賞者が決定した。

・最優秀賞　（金光学園高校２年）「私にできるSDGs」
・優秀賞　　　（学芸館高校３年）　「SDGsと私」�
・優秀賞　　　（岡山南高校２年）

　「身近なSDGs（え。SDGsってなに）」�
・奨励賞　　（岡山城東高校３年）「私達の明るい未来をつくるSDGｓ」
・奨励賞　　　（岡山南高校２年）　「変化への小さな一歩」�
・奨励賞　　（瀬戸高校２年）　　「SDGsと私」
・学校賞　　岡山県立岡山南高校

■三重大学訪問
内閣官房まちひとしごと創生本部より、「地方創生人材支援制度」の第１期生として共に国立大学か

ら地域の自治体へ派遣された、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
問し、SDGsの取組みと地方創生の関係性について情報交換した。
　三重大学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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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）

■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（現在、地域総合研究センターでは、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中である。
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」（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、おかやまでにおけるSDGsや地方創生の取組を情報提供、トヨタ自動車からは、
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。

■日本計画行政学会
平成31年３月30日、日本計画行政学会中国支部大会が、新山口ターミナルホテルを会場として開催

される予定。開催校は山口大学。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」
と題して研究報告、話題提供を行い、参加する中国5県の大学や自治体関係者とSDGsの取組について
意見交換や情報収集を行う。

２- ６　学内 SDGs 活動の支援

■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「平成30年度岡山大学若手職員塾」が、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に係る先進的取り組みを知り、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。

トヨタ自動車東京本社
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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
■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、８月20日、岡山大学創立五十周年記念館を会場に開催さ

れた。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。
　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、地域総合研究センターからは吉川幸
実践型教育プランナーがファシリテーターをつとめた。
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３平成3０年７月豪雨災害対応（地域総合研究センター関与分）

３- １　岡山県における被害概要

　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。

３- ２　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、地域総合研究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。

■物資のお届け
大学院環境生命科学研究科の舟橋弘晃研究科長が岡山東ロータ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リークラブの会長をつとめられて

いる関係で、同クラブより、静岡からの救援物資（新品タオル三箱）をお預かりした。７月17日に岡
山市社会福祉協議会へお届けした。
　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。

▶︎３-２-１　岡山大学災害ボランティア支援センターの設置
岡山大学災害対策本部での議論を受け、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、加賀勝副学長をセンター長、青尾謙副理事と地域総合研究センターの前田芳男副センター長の２
名を副センター長、安全衛生部より明石正氏を専任スタッフとして、平成30年７月19日に「岡山大学
災害ボランティア支援センター（OVC）」が設置された。
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　これに先立ち、発災直後は、多くの学生が復旧支援活動に行くことが予想され、特に７月14日（土）
～16日（祝）の連休にはその数が多くなり、トラブルの発生が懸念されたため、７月11日（水）12時
と13時の２回に分けて全学生を対象とした『学生災害ボランティア活動』説明会を一般教育棟201講義
室で開催した。237人の学生が参加し、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、支援活動に赴くにあたっての準備や注意事項、保険への加入、
現場でのマナーなどを説明した。

　その後、青尾謙副理事を中心に、日本財団学生ボランティアセンター
の支援を得てバスをチャーターし、学生・教職員が複数回にわたって
復旧活動支援に参加した。また、個別に被災地に行く学生のためにス
コップや長物、ゴーグルの貸し出し、保険加入手続きの説明などを常
時行うためのカウンターを設け、センター長以下スタッフ及び学生ボ
ランティアが対応に当たった。カウンターは、当初、本部棟１階ロビー
に設置したが、学生のアクセスのよさを優先し、一般教育棟Ａ棟１階
に移した。カウンターは、平成30年の年末を持って閉鎖したが、安全
衛生部において随時対応する体制をとっている。開設以来、相談に訪
れた学生・教職員は126名であった。

　学生のボランティア活動について、８月７日（火）に座談会を開催、学生３名と教員の現場での体
験やボランティアのあり方に関する意見交換の結果を大学ホームページに掲載した。11月７日（火）
には、学生６名とOVCスタッフ、学務部、地域総合研究センターの山田一隆准教授が参加し、

水害作業マニュアル

学生ボランティア活動の課題を話し合うワークショップを開催した。ここで、ボランティア活動に
関する平時の学習や意識啓発が必要との意見が出されたことを受け、山田一隆准教授が平成31年度
の教養科目として「災害復興のまちづくり論」を開講することにした。
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▶︎ ３-２-２　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・副学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　長と三村聡センター長の２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である。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

倉敷市
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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。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（倉敷市
玉島長尾1242−1）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。

■倉敷市真備支所再開
浸水被害で、機能が麻痺していた倉敷市真備支所は、８月16日に全ての業務が再開した。三村聡セ

ンター長が現地視察した。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ことが感じられた。また、



34

３平成30年7月豪雨災害対応（地域総合研究センター関与分）

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し、あわせて、一日も早い真備の復興を祈念させて頂いた。
帰学後、まだまだ復旧に時間がかかるとの報告を行い、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。

■倉敷市へアドバイス
８月29日、倉敷市からの要請を受け、他都市における大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水害に関する影響分析について、大学院環

境生命科学研究科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。

▶︎ ３-２-３　その他の対応

■ニュース報道
７月25日に開催された岡山放送番組審議会に三村聡センター長が出席し、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
見られ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。

真備地区の様子
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■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、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。

■福島大学来学
８月25日には、福島大学「うつくしまふくしま未来支援

　「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である。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
くハードとソフトの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。

■岡山県議会で講演
岡山県議会は議員を対象とした９月12日『岡山県議会地域公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共政策セミナー』を開催し、「平成

30年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、大学院環境生命科学
研究科の氏原岳人准教授と三村聡センター長が講師をつとめた。

赤磐市の桃農家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　センター」（通称「FURE」）の天野和彦特任

教授が来学され、今回の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）。�
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　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。三村聡センター長は、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は、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」とのご依頼をいただいた。
セミナーの様子は、平成31年２月発行の「県議会だより」に掲載された。

■コミュニティ政策学会
平成30年７月豪雨災害により、福山市立大学で開催予定であった、同学会の第17回全国大会が中止

となった。
　平成31年２月25日、大会関係者が福山市に集まり、平成31年７月に「豪雨災害から１年、その復旧・復
興と未来に向けたコミュニティ活動の在り方」をメインテーマに、広島県、岡山県の大学が連携して、自
治体、まちづくり協議会、NPO、関係団体、学生に呼びかけ、中国研究支部による研究会の開催を決議した。
　岡山県は岡山大学地域総合研究センターが合従連衡の窓口となる。

３- ３　学生ボランティア活動

▶︎３-３-１　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
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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、平島団地の多くの皆さんからも支援を受けている。「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立てた。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、顧問の三村聡センター長から平島団地の町内会長に、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は、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。岡山シーガルズの事務所に到着後、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、備品の椅子な
ども泥だらけであり、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。
　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。

復旧作業の様子
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　　　　　　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。また、昼休みは岡山シーガルズの事務所で休息をとらせて頂き、
スイカをごちそうになった。さらに事務所は合宿所にもなっている関係で、お風呂でシャワーを
お借りすることができた点は、通常のボランティアの皆さんに比べ恵まれていた。

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時までで、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。
　なお、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、岡大生たちの姿も掲載された。

▶︎ ３-３-２　街頭募金活動

　岡山市東区平島団地地区でのボランティアと同日、さらに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、自宅からできる活動、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、何かできる活動を行う
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。

　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。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
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▶︎３-３-３　矢掛町での復旧支援活動
　岩淵泰助教の教養科目「岡山まちづくり論」の中で、受講学生が、被災した矢掛町中川地区にて、
復旧支援活動を行った。酷暑の中、泥カキや家財道具の運び出しを手伝った。
（詳細は後述（９章　実践型社会連携教育科目）を参照。）

活動日時 活動場所 時間 活動人数 活動内容
８月５日（日）きらめきプラザ 10：00〜16：00 1名 聴覚障害のある子どもの学習支援

８月６日（月）
岡山大学 15：00〜16：00 1名 読み書き障害のある子供の学習支援
倉敷市民会館 9：00〜16：30 2名 岡山県吹奏楽コンクール手伝い

８月７日（火）
倉敷市民会館 8：30〜17：30 3名 岡山県吹奏楽コンクール手伝い
総社南高校 9：00〜12：00 1名 中学生の学習支援ボランティア

８月８日（水）
学内 8：30〜10：00 56名 学館周辺・清水記念体育館西・旧ボックス周辺清掃
総社南高校 9：00〜16：00 1名 学習支援ボランティア

８月９日（木）
倉敷市民会館 8：30〜16：00 3名 岡山県吹奏楽コンクール手伝い
矢掛町 9：00〜12：00 1名 庭の片づけ，泥除け作業
倉敷市立薗小学校 10：00〜16：00 1名 薗っ子まなびのひろばのボランティア（学習支援，遊び）

８月10日（金）
倉敷市民会館 9：00〜16：00 2名 岡山県吹奏楽コンクール手伝い
総社南高校 9：00〜16：00 2名 中学生の学習支援ボランティア
倉敷市立薗小学校 13：00〜16：00 1名 薗っ子まなびのひろばのボランティア（学習支援，遊び）

８月11日（土）倉敷市民会館 9：00〜18：00 2名 岡山県吹奏楽コンクール手伝い
８月12日（日）倉敷市民会館 8：00〜19：30 8名 岡山県吹奏楽コンクール手伝い
８月16日（木）倉敷市立薗小学校 10：00〜16：00 1名 薗っ子まなびのひろばのボランティア（学習支援，遊び）
８月19日（日）旭川荘療育園 15：00〜17：00 1名 児童が行うスポーツの補助

８月20日（月）
倉敷市立薗小学校 10：00〜16：00 1名 薗っ子まなびのひろばのボランティア（学習支援，遊び）
岡山大学 15：00〜16：00 1名 読み書き障害のある子供の学習支援
玉島公民館長尾文館 13：00〜18：30 1名 学童保育ボランティア

▶︎３-３-４　岡山大学応援団総部吹奏楽団の活動
　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・開設に伴い、岡山大学応援団総
部吹奏楽団の学生たちが、８月、９月の１か月間、ほぼ連日、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、黒川美樹団長（教育学部）が報告書を携えてセンターを訪れた。
　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。

奉仕活動一覧表
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活動日時 活動場所 時間 活動人数 活動内容

８月21日（火）
倉敷市立薗小学校 10：00〜16：00 1名 薗っ子まなびのひろばのボランティア（学習支援，遊び）
玉島公民館長尾文館 13：00〜18：30 5名 学童保育ボランティア
総社中央公民館 13：30〜15：00 1名 避難している子供の学習支援

８月22日（水）

旭川荘療育園 10：45〜12：00 1名 工作活動の補助
学内 8：30〜10：00 52名 旧ボックス，ピーチユニオン北側の遊歩道周辺
玉島公民館長尾文館 13：00〜18：30 3名 学童保育ボランティア
倉敷市真備町 9：00〜15：00 1名 被災者宅のがれき撤去，屋内清掃

８月23日（木）
総社中央公民館 10：30〜12：00 1名 避難している子供の学習支援
総社南高校 9：00〜16：00 1名 学習支援ボランティア

８月24日（金）
玉島公民館長尾文館 13：00〜18：30 2名 学童保育ボランティア
総社南高校 9：00〜16：00 1名 学習支援ボランティア

８月27日（月）玉島公民館長尾文館 13：00〜18：30 1名 学童保育ボランティア
８月28日（火）玉島公民館長尾文館 13：00〜18：30 3名 学童保育ボランティア

８月29日（水）
玉島公民館長尾文館 13：00〜18：30 1名 学童保育ボランティア
学内 8：30〜10：00 31名 旧ボックス周辺，一般教育棟北用水沿い
くらしき健康福祉プラザ 9：00〜16：30 14名 避難所の移設，新設�（写真１）

８月30日（木）
総社中央公民館 10：30〜12：00 1名 避難している子供の学習支援
玉島公民館長尾文館 13：00〜18：30 2名 学童保育ボランティア

８月31日（金）水島愛アイサロン 9：00〜16：30 17名 出張!岡大教室のボランティア
９月１日（土）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 5名 避難所への引っ越し手伝い等
９月２日（日）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 8名 避難所への引っ越し手伝い等

９月３日（月）
くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 看板づくり，利用者の方との団欒
岡山大学 15：00〜16：00 1名 読み書き障害のある子供の学習支援
宇野港 7：30〜8：30 1名 グリーンバード岡山チーム主催のゴミ拾い

９月５日（水）
くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 時間割表やカードづくり，清掃，利用者の方と会話
学内 8：30〜10：00 38名 銀杏並木，旧ボックス周辺

９月６日（木）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 床掃除，トランプ作成，段ボールまとめ
９月７日（金）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 支援物資の服の整理，貼り紙作成，利用者の方との交流
９月８日（土）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 支援物資の服の整理，利用者の方との交流
９月９日（日）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 支援物資の服の整理，貼り絵の作成，利用者の方との交流

９月10日（月）
くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 掲示板の作成，トランプを使って利用者の方との交流
岡山大学 15：00〜16：00 1名 読み書き障害のある子供の学習支援

９月11日（火）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 掃除，体操，利用者の方と交流

９月12日（水）
学内 8：30〜10：00 31名 旧ボックス・学館周辺
くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 清掃，体操，利用者の方との交流

９月13日（木）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 利用者の方との交流，折り紙や貼り絵の作成（写真２）
９月14日（金）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 折り紙，ファイルたての飾りつけ，利用者の方との交流

９月15日（土）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 利用者の方・利用されていた方との交流，
名前マグネットの作成，切り絵

９月16日（日）
くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 支援物資の服の整理�（写真３）,�利用者の方との交流

学内 10：00〜11：00 10名 大学構内（文学部北，一般教育棟北用水沿い）のたばこ吸
い殻拾い�（写真４）

９月17日（月）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 敬老会のロゴ・プレゼント用折り紙作成（写真５）

９月18日（火）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 ファイルたての飾りつけ，物資の整理，
利用者の方との交流（写真６）

９月19日（水）
学内 8：30〜10：00 45名 旧ボックス・学館周辺の清掃

くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 敬老会のときの写真の飾りつけ，折り紙，
利用者の方との交流

９月20日（木）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 布団の片づけ，清掃，物資の整理

９月21日（金）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 物資の整理，机等の配置変更，段ボールでの棚作成
（写真７）
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活動日時 活動場所 時間 活動人数 活動内容

９月22日（土）
くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 棚の修繕，カレンダーづくり，利用者の方との交流（写真８）
レストパーク 10：00〜15：00 1名 地域のお祭りのお手伝い，出店補助

９月23日（日）
くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 カレンダー・備品の見取り図づくり，利用者の方との交流
旭川荘療育園 15：00〜17：00 1名 児童が行うスポーツの補助

９月24日（月）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 物資の整理，掃除や体操前のアナウンス，
利用者の方との交流

９月25日（火）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名 支援物資の服の仕分け，利用者の方との交流
９月26日（水）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名
９月27日（木）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名
９月28日（金）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名
９月29日（土）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名
９月30日（日）くらしき健康福祉プラザ 9：00〜17：00 2名

＊9月４日（水）は台風のため倉敷市ボランティアは無し。＊9月26日（水）以降は予定。

倉敷市でのボランティア報告
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写真１：８月 29 日の避難所の様子

写真４： ９月 16 日に回収したたばこの
吸い殻

写真２：９月 13 日に作成した貼り絵

写真５：９月 17 日に作成した看板

写真７：段ボール棚 写真８：カレンダー

写真３： 9 月 16 日の支援物資の
衣服の仕分け

写真６：９月 18 日の避難所の様子
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平成30年7月豪雨災害対応（地域総合研究センター関与分）３
３- ４　倉敷市真備地区復興計画策定委員会

■第１回真備地区復興計画策定委員会（11月21日）
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、第１回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、
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
していく考えである。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。

■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。
　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。

会場の真備福祉会館 三村聡センター長が委員長
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３平成30年7月豪雨災害対応（地域総合研究センター関与分）

　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。
　年明けからは、具体的な復興計画の全体像を平成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。
　なお、委員会の模様は、地元テレビ各局のニュース番組で放送された。

■倉敷市第３回真備地区復興計画策定委員会（１月30日）
第２回の本委員会における復興ビジョンの決定を受け、倉敷市は甚大な被害が出た真備町地区の住

民を対象にした地域向け復興懇談会を、伊東香織市長が出席し、きめ細かく開催してきた。こうした
活動を経て、平成31年１月30日、第３回委員会が開催された。
　会では、来年度からスタートする５年間にわたる復興計画の具体素案が、倉敷市から地域の住民団体、
関係組織などの代表（委員）に示され、大いに議論がなされた。
　最終的な計画については、地域の委員から委員長をつとめる三村聡センター長に対して、今後の倉
敷市との内容調整を一任された。
　もう一段の地域関係者の方との話し合いから素案を推敲し、２月のパブリックコメントを経て、同
委員会では、３月に正式な計画決定を目指す予定である。（本稿記載日は平成31年２月末。第４回委員
会は３月18日開催。）
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４おかやま地域発展協議体

４- １　目的・ねらい・体制

　岡山大学は、平成28年度からの文部科学省の国立大学法人運営費交付金第３期中期目標期間に向け
た大学改革構想と将来ビジョンを「岡山大学改革プラン」として明確化した。そこでは、急激な少子
高齢化・グローバル化を見据えて、「聖域なき組織横断型改革」を断行するとともに、国際社会や地域
社会と連携した世界に伍する最先端の研究及び実践的かつグローバル教育の展開による「学びの強化」
に取り組み、大学が地域の資源として、その成果を地域社会と連携することにより地域創生に活かす
ことを目標に掲げている。さらに長期的には、人類が蓄積してきた知と、最先端の知とを総合的に継
承するとともに、世界に向けて創造的な知の成果と技の結実を発信し、以って、岡山の地域社会と共存・
共栄しながら若い力を地域社会へ送り出し、岡山はもとより、わが国のイノベーションを先導する真
のグローバルな教育・研究拠点として輝くことをめざしている。こうしたビジョンを踏まえ、岡山の
社会を構成する組織、団体が英知を出し合い、産官学民が一体となり、大学がプラットフォームとなり、
連携、協働して地域が抱える種々のニーズや課題に関する検討・研究を行いながら、岡山の持続的な
発展を支える知恵と駆動力の源となることを目的として、平成28年４月１日に「おかやま地域発展協
議体」（Okayama�Association�for�Community�Development）を創設した。
　岡山大学は、協議体メンバーとなった岡山商工会議所、岡山経済同友会、岡山県、岡山市、倉敷市、
中国銀行、山陽新聞社をはじめ地域を構成する主要組織・団体と連携しながら、岡山大学が有する多
様な分野にわたる専門性や、大学機関という公正中立的な立場を地域貢献に積極的に活かしてゆく。
また、産官学民の情報共有の場として有効活用していくとともに、市民協働による地域活性化に資す
る活動につなげていくことを目指す。

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

活動支援団体

後援団体 賛助団体 協力団体・企業

事務局　事務局長

おかやま地域発展協議体

おかやま円卓会議（ラウンドテーブル）

専門委員会

顧問・アドバイザー

監事
委員会　委員長
　　　　副委員長
　　　　委員

組織図
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４おかやま地域発展協議体

４- ２　活動実績

■委員会・円卓会議の開催
・平成30年７月12日　第７回委員会
今年度初めての開催であることから、委員の変更があり、審　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議ののち承認され、続いて、各研究会

の活動が報告された。とりわけ、おかやまスポーツプロモーション研究会が担う、おかやまスポーツ
プロモーション機構と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（シーガルズ協議会）
においては、

・平成30年10月３日　第３回おかやま円卓会議
（後述（４-３おかやま円卓会議）を参照）

・平成30年11月20日　第８回委員会
　�　おかやまスポーツプロモーション研究会、おかやま空家対策研究会について、重点的に報告があっ
た。スポーツについては、アリーナ整備構想のアイデアや、空家対策については流動化における多
方面からの視点を持つことなどのアドバイスがあり、委員会参加者から活発な意見が交わされた。

・平成30年３月22日　第９回委員会
　�　各専門委員会の活動が紹介され、その他関連事業の情報共有が行われた。また、メンバーの変更、
次年度以降の委員会開催スケジュール案が提示された。

４- ３　おかやま円卓会議

　最初の議案として、産官学金言の体制でSDGsに取り組むために９月14日に発足した「おかやま

　　　　　　　産官学金言にステークホルダーによる協働の活動が活発にすすめられており、委員会参

加者からも様々な意見が交わされた。�また、委員会では10月に開催予定の円卓会議について、議事案
を出し合った。

　最後に、平成30年７月西日本豪雨災害に伴う、岡山県内の市町村、大学の対応について、意見交
換がなされた。

　おかやま円卓会議は、世界や国際情勢の動向に基づき、岡山の社会が対応すべき課題や解決方法に
ついて、高い視座から自由に意見交換を行い、各立場からビジョンを語り、共通軸を見出すことを目
的として平成28年10月１日に設立された。
　本会議は、経済界（岡山県商工会議所連合会、一般社団法岡山経済同友会、一般社団法人岡山銀行
協会）、行政機関（岡山県、岡山市、倉敷市）、大学（岡山大学）、マスコミ（山陽新聞社）のそれぞ
れの代表者、文化人等で構成されている。
　10月３日に第3回目の会議が開催され、座長に山陽新聞社取締役会長の越宗孝昌氏が引き続き選出
され、副座長は本学の槇野博史学長、事務局長は、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（企画・評価・総務担当）・副学長がつとめることが承認された。
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おかやま地域発展協議体４
SDGs研究会」について説明があり、構成員から本研究会に対して地域全体としてSDGsを広げていく
役割についての期待などが語られた。
　続いて、「おかやま地域発展協議体」が支援する研究会（岡山まちとモビリティ研究会、おかやまス
ポーツプロモーション研究会、おかやま空家対策研究会）の概要説明及び活動報告があった。また、
平成30年７月の豪雨災害を受け、安心安全な持続可能な社会に向けた地域の発展をSDGsの視点から目
指すことなどについて活発な意見交換が行われた。

参照：＜資料編＞おかやま円卓会議　規約
おかやま円卓会議　名簿

４- ４　専門委員会

▶︎４-４-１　おかやまスポーツプロモーション（SPOC）研究会
本研究会は、経済界はじめスポーツ関係者、岡山大学からは大学院教育学研究科の高岡敦史講師が

中心となり、毎回、様々なスポーツ団体からの話題提供やスポーツ行政に関する情報、調査研究報告
や新たな組織作りなど、多彩で幅広なテーマで開催されている。ほぼ毎月１回開催され、平成30年３
月で第50回を数える。
　毎回、ファジアーノ岡山、岡山シーガルズ、天満屋陸上部はじめとするスポーツ団体、岡山商工会
議所、岡山経済同友会、企業経営者、中国銀行、地元商店街、JR、岡山県、岡山市、岡山観光コンベ
ンション協会、山陽新聞、テレビ局各社、経済産業省中国経済産業局、日本貿易振興機構（ジェトロ）、
笹川スポーツ財団、岡山大学（学生を含む）など教育研究者など50名を超える参加がある。
　本研究会では、各人が持っている課題やテーマを披露し、協力できそうなメンバーが実現に向けて
検討し、実装していくことを続けている。年代も業種も様々な人が、岡山をスポーツで元気にという
思いのもとで集まることで、お互いに補完し合いながら加速している。

■『おかやまスポーツプロモーション機構』設立
６月４日、岡山商工会議所において、『おかやまスポーツプ

ロモーション機構』が設立された。自治体、スポーツ団体・企
業（スポーツ産業、観光産業）等が一体となり、「する」「観る」
「支える（育てる）」スポーツや、スポーツを観光資源としたツー
リズム等による地域活性化に取り組む組織とした地域スポーツ
コミッションが、おかやまの中心エリアで設立された。
メンバーは、おかやまスポーツプロモーション研究会、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
大学、環太平洋大学、岡山県体育協会、岡山県観光連盟、山陽新聞社、山陽放送、岡山放送、テレビ
せとうち、岡山県ケーブルテレビ振興協議会で構成され、事務局はおかやま観光コンベンション協会
内に置く。
　なお、設立総会に先立ち行われた設立準備説明会では、おかやまスポーツプロモーション研究会の
梶谷俊介代表の挨拶に続き、大学院教育学研究科の高岡敦史講師により、「岡山における地域スポーツ

設立総会次第
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４おかやま地域発展協議体

コミッション設立について」説明があり、意見交換がなされ、新しいスポーツを活用した地方創生活
動がスタートした。

　本機構は、専門部会として、スポーツイベント誘致・開催支援部会、スポーツまちづくり促進部会
の２部会で構成され、地元スポーツ関係者とのネットワーク構築やスポーツイベントの誘致および開
催支援、マーケティング調査研究などを行う。今年度は、各種競技のナショナルチームや国内代表選
手団の合宿の受け入れに伴う、歓迎式やエクスカーション、地元交流会などを企画したり支援したり
した。また、競技団体関係者と受け入れ団体のマッチングをするセミナーを実施し、岡山へのスポー
ツ誘致へのハードルを低くする取り組みを試みた。

▶︎４-４-２　岡山まちとモビリティ研究会
産官学および市民団体の連携によって、都市交通及び関連する各種の問題に関し、行政の方向性を

考慮しつつ、学際的かつ業務的研究をはかり、都市交通ならびに地域の魅力や環境の向上に資するこ
とを目的とした研究会として、第Ⅰ分科会「まちと公共交通を考える」、第Ⅱ分科会「移動の多様性を
考える」、第Ⅲ分科会「中山間地域の交通を考える」の３つの分科会ごとに、公共交通と公共交通を絡
めたまちづくりに関連する事象をテーマにしている。
　今年度は、大学院環境生命科学研究科の氏原岳人准教授が、第Ⅲ分科会「中山間地域のモビリティ
を考える」として、美作市および赤磐市で具体的な社会実験を担当、コーディネートを三村聡センター
長が担当した。

参照：＜資料編＞分科会趣意書

▶︎４-４-３　国際学都研究会

＜国際学都研究会　設立趣旨＞
「国際学都研究会は、21世紀における持続可能な都市発展に対して研究や教育がいかに貢献でき
るのかを検討する。知の拠点として大学が生き残ると同時に、知は人間の幸福にとって不可欠
なものである。自然科学、人文社会科学を問わず広く研究者に呼びかけて、人々が生きやすい
都市を作っていくことを目指す。国際学都研究会は、各研究者の参加によって、新しい大学の
姿に挑戦する。」

　この趣旨のもとに、岡山の経済界、市、大学は、大学と都市が共に成長する戦略を検討してきた。平
成27年度には産官学でアメリカ・ポートランドに視察に行った際は「まちの人が都市を変えた経験があ
る街であり、道や広場の主人公は人間である。」というメッセージを受けた。また、平成28年度は、フ
ランス・ストラスブール大学のミシェル・デネケン学長とカトリーヌ・トロットマン議員を招聘しシン

ポジウムを行った。トロットマン氏は「学生はダイヤモンドだ。まちは宝石箱だ。」と述べ、大学へ
の投資メカニズムや若者の定着支援についての講義を行った。これらを受け、平成29年度は、産官学
でストラスブールを視察し、ストラスブール市役所・アルザス商工会議所で、都市成長と交通政策、
大学との連携による産業イノベーションの創出、環境配慮型の都市づくりについて、ヒアリングを
行った。
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おかやま地域発展協議体４
　今年度は、ストラスブール大学とポートランド州立大学の国際交流を深めるために活動を
行った。
　12月に岩淵泰助教と大学院教育学研究科の高岡敦史講師が、ストラスブール大学を訪問し、
研究・教育交流の発展について打ち合わせをし、三年間の長期プランを策定した。
　�訪�問�は、Aggée� Célestin� Lomo先�生�の�コ�ー�デ�ィ�ネ�ー�ト�で、Véronique�Amerein先生に
よるサン・クロチド高校の視察から始まり、Jean-Luc� Denny先生から高等教育改革、Michel�
KOEBEL先生からスポーツとデモクラシーについて、Roland�Pffeferkorn先生から高校パワー
アップ事業の評価について、レクチャーを受けた。
今回の渡仏の成果として、２月20日、21日に、Jean-Luc� Denny先生を招いて「フランス高等

教育改革、教室の現場、市民教育」というテーマでシンポジウムを開催する予定であったが、
ご本人の一身上の都合により来日が叶わなかった。

▶︎４-４-４　おかやま空家対策研究会
おかやま空家対策研究会は、現在増加しつつある空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いる。
　自治体調査によれば、１戸建ての空き家が岡山市で8,600棟、倉敷市で7,700棟と言われてい
る。こうした課題を解決すべく、第４回おかやま地域発展協議体委員会（平成29年７月７日開
催）で岡山市、倉敷市からの発足提案が承認され、２市に加え、本学が幹事となって発足され
た。
　岡山市と倉敷市は、互いが隣接する岡山県を代表する自治体であり、関係性・連関が深い良
きライバル都市である。研究会を重ねていくにつれ、両市は気心も知れる仲となりエネルギー
は相乗効果があり、両市に新たな絆が生まれた。おかやま地域発展協議体が、自治体と自治体
を結びつける接着剤としての役割も担って参りたい。

・第５回おかやま空家対策研究会（7月3日開催）
空家所有者に対する調査票の最終版が示され、今後の展開として、空家カルテの作成、個別
ヒアリ　　　ングなどを行っていくことが説明された。�回収された調査票で空家カルテの作成に取

り掛かっていることが報告され、大学院環境生命科学研究科の氏原岳人准教授より、個別ヒアリ
ングの実施方法、時期などが提案された。�また、将来、空家になる可能性が高い家屋の所有者
に対しての調査については、金融機関と協働で必要に応じて実施していくこととなった。
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・第６回おかやま空家対策研究会（11月5日開催）
空家所有者に対する調査を担当した岡山大学氏原岳人准教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　より、単純集計結果が発表された

後、所有者の課題を解決するための専門士業とのマッチング方法が確認された。
　今後は、空家の流動化についてヒアリングを了承している所有者について、宅建協会が現状把握
のため、岡山市職員、倉敷市職員と共に現地調査を実施し、続いて、市職員と岡山大学が個別ヒア
リングを実施することとなっている。

参照：＜資料編＞おかやま空家対策研究会規約

・第７回おかやま空家対策研究会（3月26日開催）
岡山大学氏原研究室の学生による岡山市の大学生まちづくりチャレンジ事業として行った空き家関

連調査とワークショップの結果報告、岡山市が、岡山大学とともに行った個別ヒアリングの結果報告
がなされた。さらに、次年度以降のビジネスモデル構築のためのゴールをメンバーで議論した。

▶︎４-４-５　おかやまSDGs研究会
　おかやまSDGs研究会は、平成30年７月12日に開催された「おかやま地域発展協議体」において、�
産官学金言の体制でSDGsに取り組む研究会の発足に向けた検討を開始したい旨、提案があったこと
から、当該研究会組成のためブレインストーミングで検討を重ね、「おかやま地域発展協議体」の専
門委員会とし

参照：＜資料編＞おかやまSDGs研究会規約　

　　　　　　　　て９月14日に設置された。�
　本研究会は、産官学及び市民団体の連携によって、地域におけるSDGsに関連する各種の問題に、学
際的かつ業際的研究をはかり、地域の魅力や環境の維持、向上に資することを目的とし、SDGsに関す
る情報収集、調査、研究、啓発普及、会員相互の情報交換、交流に資する事業等を行っていくことと
している。
　おかやまSDGs研究会には、「おかやま地域発展協議体」を構成する岡山商工会議所、岡山経済同友
会、岡山県、岡山市、倉敷市、中国銀行、山陽新聞社、岡山大学に加え、倉敷商工会議所、真庭市が
参画している。今年度「SDGs未来都市」に選定された岡山市、真庭市をはじめ、SDGsに取り組む
産官学金言の多様なステークホルダーが一堂に会して、議論、検討が行われることにより、岡山全
体でのSDGsの推進に寄与する場として大きく期待されている。
　３月28には、第１回目の研究会が開催され、各構成団体より、それぞれが取り組むSDGs事業が紹介
された。
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５- １　学都チャレンジ企画

　学都チャレンジ企画は、地域総合研究センターが掲げるミッションの実現を目的とし、平成24年度
から継続して行っている事業で本年度が７年目となる。
　平成30年度は昨年度に引き続き、学生がキャンパスの外に出て、企業や行政、NPO、地域の方々と
の交流や対話を通して、地域課題解決の手助けや岡山を魅力的にするためのアイデアを実践すること
を目的とする「学都チャレンジ学生企画」を実施した。
　本事業を通して学生が、教室では学べない体験、また、成果を挙げるべく責任を持って活動するこ
とを通して、実践人として成長することを狙いとしており、本年度の実施にあたっては、募集要項・
実施要項を見直し地域総合研究センターが行う支援の明確化を図った。
　６月にメーリングリストにより全学生に対し企画募集を行った結果、７企画の申請があり、全学教育・
学生支援機構および地域総合研究センター教員で構成する審査会による審査の結果、３企画を採択、
新規企画は１件であった。

■学生企画採択団体一覧

申請者・申請団体 企画名
岡山プロスポーツ文化
まちづくりサークルSCoP おかやまスポーツまちづくりプロジェクト2018

社会科教育学研究室 ティーチイン岡山～日本人にも外国人にも住みやすいまちを考える～
個人申請 岡大もんげープロジェクト

　採択された各団体は、限られた期間（７月から１月）での企画実現のために活動し、その成果を平
成31年１月18日に開催された成果報告会において発表した。成果報告会には学生・教職員のほか、両
備グループからの参加もあり、各企画に対して活発な意見交換が行われた。
　学都チャレンジ企画は今年度で７年目を終えた。学生企画に採択された活動は、学生の主体性が評
価され、また地域への影響を期待された活動であるという点から、学生には責任感のある行動が求め
られている。また、大学が支援する事業であることから、学生には地域の人から学び、学生同士で学
び合い、社会の中で生きる力を獲得して成長することが求められる。授業として実践型社会連携教育
科目が全学展開される一方で、地域総合研究センターは、学生の主体性を尊重しつつ、本事業を通し
て地域社会へ関与することの意味合いを教育しながら、学生の実践知の向上と地域社会への貢献に取
り組んでいきたい。
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＜学生企画①＞

「おかやまスポーツまちづくりプロジェクト2018」
おかやまプロスポーツ文化まちづくりサークルSCoP

■企画概要（目的）
�本企画は、主に以下の２つの企画により構成される。
①スポーツまちづくりを学ぶ（まなプロ）

スポーツを用いたまちづくり活動を行うことを目的として活動している当団体は、メンバー
全員がスポーツやまちづくりについて理解をした上で、活動をしていく必要がある。そのために、
奉還町商店街を中心とした岡山のまちづくりの現状、スポーツを用いたまちづくりの事例や企
画の進め方について、関係者へのインタビューや視察、文献調査、ワークショップなどを用い
た学習を行う。今年度は「岡山や全国のスポーツまちづくり」をテーマに、その現状について
学ぶとともに、これからどのようなまちづくりを行うべきかを考える。また、岡山のスポーツ
まちづくりの現状についてまとめた冊子を作成し、プロスポーツの試合日の商店街やスポーツ
イベントなどでの配布を通じて、スポーツに興味がある市民を中心に共有する。そして、スポー
ツまちづくりに興味を持ってもらい、スポーツだけでなくまちの盛り上がりについても意識す
るきっかけを作る。
　また、おかやまスポーツプロモーション（SPOC）研究会にも積極的に参加し、岡山のスポー
ツまちづくりについて学ぶとともに、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。

②まちの賑わいを生む実践的活動（まちプロ）
　「おかやま百年構想」時代から進めてきた「奉還町ファジストリート計画」を中心とした活動
について整理し、スポーツを通じてまちの賑わいを生み出す活動を行う。
　まず、サークル開始当初からの継続してきた活動として、J２リーグ毎試合後のファジアーノ
タペストリーの試合結果の更新作業及び、応援絵馬の掲出を行う。タペストリーについては作
業の安全性を高めるためワイヤーへの改修を行う。また、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行う。

■実施事項
①まなプロ企画
・名古屋商店街視察
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スポーツとまちづくりのあるべき姿として、サークルの立ち上げの際参考にさせていただい

た名古屋市の瑞穂通商店街へ12月に視察を行った。当日は、８名が参加し商店街で活動をされ
ている店主の方へのヒアリング、Jリーグ試合観戦を行った。

・活動紹介冊子作成
　�　学生やサークルで関連する地域の方へ、自分たちの活動や岡山とスポーツまちづくりの現状
について知ってもらうために作成した。既に授業で学生に対し配布済みで今後はSPOC研究会な
どでの配布も考えている。

②まちプロ企画
・シーガルズタイファン絵馬
　�　９月１日から３日の期間で行われた岡山シーガルズタイファンツアーに同行した際に、タイ
から来たファンにシーガルズとの交流やチームへの思いを残すため、特大の絵馬を作成し、ファ
ンの方に応援メッセージを書いてもらった。ツアーの２日目のファン感謝会でシーガルズの選
手へ渡すことができた。

・シーガルズ奉還町商店街飲食店紹介パンフレット
　�　平成31年１月12日、13日に行われた岡山シーガルズのホーム戦を観戦したサポーターに、試
合後に奉還町商店街の飲食店によってもらうために、商店街の５店舗の飲食店を紹介するパン
フレットを作成し、両日合わせ約2,000部を配布した。

③その他
・SPOC研究会参加 ・ファジアーノタペストリー更新

・平成30年７月豪雨災害ボランティア
　�　豪雨災害後、岡山シーガルズの事務所がある平島地区周辺での復旧支援活動やファジアーノ
の試合開催日に奉還町商店街入り口で募金活動を行った。
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■成果
　�　今年度の活動の成果としては、新メンバーが多かったことでメンバーの学びを増やすことを一
つの目的としてきた中で、視察やSPOC研究会への参加を通じスポーツとまちづくりへの理解が進
んだと考えている。

　�　また、昨年まで活動してきたイベントなどを惰性的に行うのではなく、一度全て白紙に戻し全
く違う企画を行うことができたと考える。

　�　飲食店紹介の企画では、企画としての成果はあまり得ることが出来なかったが、一方で実施後
に商店街の店主からのヒアリングをして、改めて商店街の立場やスポーツとまちづくりへの課題
を認識することができた。

■今後の展望
・今年度の学びの部分を生かし、実践的活動（まちプロ）の企画を増やしていく。
・�活動を継続させるためにも、新メンバーを一年目は学び、二年目以降は学びを生かし次につな
げるサイクルを作り上げる。

・�指導教員への相談や連携を増やし、定期的にフィードバックを受けながら企画を進めていく。
・�今一度、商店街の課題を理解しデータをもとに企画が行えるよう商店街との交流の増加や調査
を行う。
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＜学生企画②＞

「ティーチイン岡山〜日本人にも外国人にも住みやすいまちを考える〜」
社会科教育学研究室

■企画概要（目的）
ティーチイン岡山は、大学生と高校生、市民が集まり、身近な社会の出来事や話題の社会問題

について自由に話し合い、互いの意見を交換するというイベントである。
　�　学生と市民がともに学ぶことができる教育プログラムを、両者の協働作業で開発・実施するこ
とで、学校と地域社会とが連携した教育のあり方を示す。また、今の岡山を支える市民と、将来
社会の担い手となる学生とが一緒に岡山について考える、あるいは協働してプログラム開発に取
り組むことは、地域が一体となって支える教育のあり方の具体的な姿を示すものとなると考える。
ワークショップでは、岡山をよりよい地域にしていくために解決すべき課題に対して学生と市

民とがそれぞれの視点から意見を出し合い、解決への見通しをもつことを目指している。

■実施事項
●2018/12/16（日） 18：30〜20：30

第24回ティーチイン岡山：多文化共生×防災
テーマ：�「多様な文化的背景をもつ人々が安心して暮らせるようにするための防災について考え

よう！」
　　　会　場：岡山国際交流センター　５階会議室（２）
　　　参加者：約35人

●2019/１/14（月・祝） 14：00〜16：30
第25回ティーチイン岡山：多文化共生×国際問題（領土問題）
テーマ：�「国籍や文化の違いを乗り越えた多文化共生のために、日中韓三国の領土問題につい

て考えてみましょう！」
　　　　会　場：岡山国際交流センター　７階多目的ホール
　　　　参加者：約48人

■成果
・�ワークショップの内容開発にあたって学内そして学外の方（市役所の方）へのインタビューを行っ
たことで、実際の地域社会の課題と“つながりのある”話題をワークショップで提供することがで
きた。

・�研究室にいる留学生のネットワークを生かし、新規参加者（留学生）を開拓することができた（学
内他学部・他研究科はもちろん、他大学の留学生にも参加いただいた）。

・�日本人と外国人が共に「多文化共生の防災」について、日中韓三か国のメンバーで「領土問題」
について考えるといった、日常にはなかなか存在しない話し合いの場を提供することができた。
・�ワークショップでの各グループでの話し合いの場のコーディネートを経験したことで、メンバー
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のファシリテーション能力を高めることができた。
　【反省点】
・�ワークショップの成果や出された意見をまとめて多くの方々に還元する方策を十分考えること
ができなかった（ワークショップの実施報告・成果や出された意見をまとめたリーフレットの
作成に取り組み中である）。

■今後の展望
　（１）「研究室の活動」からの脱却
　�　研究室のメンバー以外（他学部・他研究科）の企画・準備段階への参加の拡大を目指す（理想
は団体名まで「ティーチイン岡山」）。

（２）企画・準備および当日の運営・ファシリテーションのノウハウの確実な継承
今年度は外部から進学してきたＭ１の院生を中心に企画・実施したため、過去のことを先輩方

からうかがいながらの実施だった。今年度学んだノウハウを確実に継承していくことのできる組
織体制になっていると考える。

　（３）内容企画にあたっての外部機関との連携の拡大
今回は市役所へのインタビューを行ったが、実際の地域社会の課題と“つながりのある”話題を

ワークショップで提供できるよう、外部機関との連携による内容開発をもっと多く行いたい。
（４）参加者確保方法の多様化

結果的には今年度も幅広い一般市民・高校生の方に参加いただくことができたが、参加したこ
とのない方々にもっと多く参加してもらえるようにしたい。
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まちづくり実践活動・地域連携５
＜学生企画③＞

「岡大もんげープロジェクト」
教育学研究科

■企画概要（目的）
　�　本企画の目的は、主に２つある。第一は、岡大生への岡大野菜の周知である。岡山大学構内で
野菜の販売を行っていることや毎年新米が生協で提供されていることを認知している学生は極め
て少ない。岡山大学の魅力の１つである岡大野菜を岡大生に周知が必要であると考えた。

　�　第二は、若者の野菜を食べる習慣付けである。近年、生活様式の変化から栄養バランスが偏っ
た食習慣や子どもや若者の野菜嫌いがある。岡大生多くは、下宿生活をしておりコンビニや生協
で食事を済ましていることが予想される。その様な学生に対して、新鮮な野菜の美味しさを伝え
ることで、日常的に新鮮な野菜を食べるきっかけになることを目指す。
　以上のことから、岡大野菜を使った学食コラボメニューの提供企画を考案した。

■実施事項
① 学生への岡大野菜に関する認知度調査
教育学部の学生（13人）を対象に岡大野菜に関するアンケート調査を実施。その結果を基に今

後の活動の方向性を検討した。
② 他大学での大学産野菜に関する取り組み調査
農学部で栽培された野菜等を販売している大学やその取り組みに関する調査。

③ フィールド科学センターへのヒアリングと協働協力の依頼
④ 大学生協への協力依頼

　【岡大野菜生協コラボ】
　１．コラボ期間
　　　第一弾　１月24日（木）、１月25日（金）　
　　　第二弾　１月30日（水）、１月31日（木）　
　２．開催場所：ピーチユニオン
　３．コラボメニュー

（A）オカダイさんの特製野菜炒め
価格：270円

提供数：36食×2日（24日、25日）

（B）オカダイさんの蒸し鶏サラダ
価格：172円

提供数：60食×4日
（24日、25日、30日、31日）

（C）オカダイさんのまかない丼
価格：M　367円、S　324円

提供数：72食（30日）、96食（31日）
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　４　広告物作成
　〇メニューボード

　〇卓上ポスター
　�　卓上ポスターには、コラボメニューのレシピやフィールド科
学センターや岡大野菜の販売日などの情報を載せることで今後
の生活に役立てられるように工夫を行った。

■成果
〇学生アンケート調査

　　　岡山大学津島キャンパスの学生185名にアンケート調査を実施。
　【結果】
　　１．岡大で育てられた野菜が学内で販売されていることを知っていますか。
　　　　知っている　→65人� � � 知らない　→120人
　　２．これまで岡大で育てられた野菜を購入したことがありますか。
　　　　よく購入する　→0人� � � 時々購入する　→３人
　　　　あまり購入しない　→5人� � 購入したことがない　→177人
　　３．フィールド科学センターがどのような組織か知っていますか。
　　　　よく知っている　→０人� � 知っている　→１人
　　　　あまり知らない　→10人� � 知らない　→174人
　　４．毎年、およそ１月以降に岡大で育てられたお米が食堂で提供されていることを知っていますか。
　　　　知っている　→10人� � � 知らない　→175人
　　５．普段の生活で野菜は食べますか。
　　　　よく食べる　→73人� � � 時々食べる　→76人
　　　　あまり食べない　→34人� � 全く食べない　→２人
　　６．また、岡大で育てられた野菜と食堂のコラボメニューがでたら食べたいですか。
　　　　食べたい　→89人� � � どちらでもいい　→94人
　　　　食べたくない　→２人
　　７．感想　（一部紹介）

・岡大の野菜が売られているなら買ってみたいです！
・岡大で育てられたお米が食堂で提供されていることを初めて知ることができた。
・小鉢のメニューとして出してほしい。
・�今までフィールド科学センターという言葉を１度も聞いたことがなかったので、もっと宣伝
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されるといいと思います。例えば、ポスターを貼るだけでも違うと思います。

・岡大で野菜が育てられていることを知らなかったので驚きました。
・�ピオーネで宣伝しているのを見ました。ピーチでしか食べられないのが残念ですが、おいし
そうだったので食べてはみたいです。
・岡大野菜についてまったく知らなかったので少し興味が湧きました。

　　〇コラボメニュー販売個数
　（A）オカダイさんの特製野菜炒め　50食
　（B）オカダイさんお蒸し鶏サラダ　102食
　（C）オカダイさんのまかない丼　　M127食、S44食

　�　本企画の成果は、主に２つである。第一は、岡大生への岡大野菜の周知を行うことができたこ
とである。コラボメニューの販売個数からも多くの学生に食べてもらうことができた。また、ア
ンケート調査からは、第二弾もあれば食べてみたい/どちらでもいいという肯定的な回答した学生
が９割を占めている。コラボメニューを食べた友人からも「おいしかった」「また、食べたい」な
どの感想をもらった。岡大野菜の魅力は、大学構内で新鮮でおいしい野菜が安価で購入できる点
である。コラボメニューを提供することで岡大野菜の存在を知らない人は、知るきっかけを提供
することができた。また、自宅通い生など購入する機会のない人には岡大野菜を口にするきっか
けを提供することができた。

　�　第二は、学生の岡大野菜の認知度の状況を明らかにすることができたことである。アンケート
調査の結果からも分かるように３分の２の学生が岡大野菜の存在を認知していなかった。また、
岡大野菜の購入経験に関する回答では、９割の学生が経験なしと回答している。

　　�　本企画を通して、協働先との連携や企画の実現に向けて様々な課題があった。課題がでるたびに、
どの様に解決するかを考え実践に活かすことができた。また、近年食に関する様々な問題がある。
学校教育でも食育に関する取り組みはされてきているが、大学生や若年層という親元や地元を離
れ生活スタイルが変わる世代こそ食育が重要であると感じるようになった。今後は、本企画で得
た経験を糧に今後も大学生の食育を考案していきたいと考えるようになった。

■今後の展望
コラボメニュー企画に関しては、学生側と大学側のニーズを再度検討した上で吟味する必要が

あると考えている。
　次年度以降も本企画を行うのであれば、もっと多くの学生を巻きこみ新規性のあるコラボメ
ニューの開発を行っていきたい。
また、中間報告会の中で大学外でも岡大野菜を購入したいというニーズがあることを知ったの

で、引き続き学内や周辺地域への周知に加えて、その他の人にも岡大野菜を手にしてもらえるよ
うなツールの開発を行いたい。
コラボメニューや岡大野菜の周知に加えて、大学生同士で大学生の食生活について見直せるよ

うな場の提供など食に関する取り組みなどにも範囲を広げて挑戦していきたい。



60

５まちづくり実践活動・地域連携

５- ２　岡山市中心市街地

■西川アゴラの開設経緯
平成26年10月に開設された西川アゴラは、岡山市中心部に

ある西川緑道公園に面したオフィスビルの２階に開設された。
（〒700-0903岡山市北区田町１丁目８-30伊達ビル２階／常駐
スタッフはおいていない）岡山大学の授業や勉強会のほか、
岡山市やまちづくり市民団体の会議等で活用され、当初の目
的通り、大学−市役所−市民協働のまちづくり拠点としての
位置づけが確かなものとなってきた。特に本年度は、もう一
つのまちなかキャンパスであった「城下ステーション」の閉
鎖を受け、大学の地域貢献拠点としての位置づけが高まった。

■西川アゴラの活用状況
西川アゴラでは、まちづくり勉強会、学生によるまちなか

の調査、まちづくり団体の会合などを行っている。平成30年
１月～12月の稼働日数は約121日であり、延べ利用者は約
1,400名であった。受付簿に記載のない人も利用している可
能性は高く、実数は更に大きくなると考えられる。以下が代
表的な活動である。

利用事例

視察・取材対応
・浅口市役所
・帯広ホコテン実行委員会
・地元紙

中心市街地における各種調査の
拠点・交通量調査

・歩行者天国来街者聞き取り調査
・通行量調査
・床利用調査

岡山大学関係者の利用
・教育学研究科音楽研究会
・教育学研究会社会科教育
・働く介護者の集い

岡山大学の授業
・フィールド調査の基礎
・医学部インターンシップ
・岡山まちづくり論

研究会・講座
・おかやまスポーツプロモーション（SPOC）研究会
・日本技術士会
・建築学会
・マチナカゼミ

行政主体の会議、会合

・文化・アート・音楽関連事業の会議
・岡山市インターンシップ研修
・県庁通りまちづくりセミナーやワークショップ
・若手職員勉強会
・近代史研究会
・音楽祭など打合せ
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市民グループの会合、作業

・�実行委員会（満月BAR、ホコテン、キャンドルナイト、だっぴ、
いち、聞き書きなど）の会合
・NPO主催のセミナー
・NPOの定例会
・（公財）岡山市スポーツ・文化振興財団

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

・�岡山市スポーツ・文化振興財団が保有する楽器や機材など

■満月BAR
４月28日、2018年初回の「満月BAR」が、西川緑道公園で開催された。
今年の春は夏を思わせる陽気が続くなか、この日は満月を西川沿いから眺めることができ、涼を

求めて大勢の皆さんが早くから西川緑道公園の会場に詰めかけた。
　また、県内自治体の地域創生担当者や活動団体の皆さん、山陽新聞社の新人研修、倉敷中央病院
の広報責任者など、多くの方が視察に訪れる中、学生を含む主催スタッ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フがもてなしており、地域総

合研究センターも総出でまちなかの賑わいを共有した。

こうした市民主導のイベントに、岡山大学の学生たちも企画・運営に参画しながら、イベント終了
後には、使用した備品等を保管してある西川アゴラへ、関係者が片付けを行い、最終の鍵かけ確認は
前田芳男副センター長が担当した。
　祖は鎌倉の「満月BAR」にヒントを得た企画ながら、関係者も後継者へバトンを渡しながら、岡山
を代表する催事として独自に成長を遂げ定着した。

　岡山大学は、学生と教職員が一体となり、地域資源として地方創生を支えている。

■西川緑道公園歩行者天国実行委員会の活動
平成29年１月に「西川緑道公園歩行者天国実行委員会」が設立された後、今年度は５回の「ホコテン！」

（歩行者天国イベント）が実行委員会主催で開催された。回によってはテーマを掲げ、多様な市民がま
ちに訪れるように工夫している。
・平成30年５月27日（日）
・平成30年７月22日（日）こどもホコテン！～遊びと学びの天国～
・平成30年９月30日（日）おかやま愛されグルメ岡メシ　　※台風接近のため中止
・平成31年１月27日（日）雪のホコテン！～冬の街のプレーパーク～
・平成31年３月24日（日）ジャズ�×�岡メシ
本実行委員会は、岡山大学からは前田芳男副センター長が実行委員・監査役として参画しており、
ホコテン開催時に、来場者数や通行量調査、来場者アンケートを実施している。調査には岡山大学生
が関わっており、実践型教育の場にもなっている。７月に実施したアンケート調査結果によると、ホ
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賑やかな場所

その他

以 前

以 後

コテンに来てまちの楽しみを知ることで、西川緑道公園のイメージが向上したことが分かってきた。
西川での様々な市民活動が中心部の活性化に寄与したことが確かめられている。
ホコテンの会場設営やブース出展には、高校生や大学生のボランティアが多く関わるようになり、

市民主体のまちづくりが定着してきたことも近年の特徴である。岡山後楽館高校による「西川水族館」
の出展は定例化しており、西川に生息する生物の展示と説明は、高校生のふるさと教育の場ともなっ
ている。委員会の設立経緯については、平成28年度活動報告書を参照されたい。

■客員研究員の受け入れ
１月より、サウミャ・キニ客員研究員を受け入れている。キニ研究員は、ポートランド州立大学大

学院を修了後、ランドスケープデザインを中心にまちづくりに参画している。１年間、フルブライト
奨学生として西川緑道公園を拠点とした水辺空間の再生について研究を行う予定である。

ホコテンに来るようになる前と後での西川界隈の印象の変化

■論文出版
西川緑道公園のまちづくり調査の成果をまとめるために以下の論文を出版した。

（１）西川アゴラを拠点として、研究と教育活動がまちづくりに貢献している点を紹介している。
岩淵�泰・前田�芳男・石田�尚昭(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巻
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（２）国連大学サービスラーニング特集の中で西川緑道公園の事例が掲載された。
・�Iwabuchi�Y.(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".�Publisher:�United�Nations
University�Institute�for�the�Advanced�Studies�of�Sustainability�(UNU-IAS).�pp.146-159.

�　以上の論文は、地域総合研究センターの活動を外部に公開するものであり、研究と教育活動がまち
づくりに貢献する事例として注目に値する。

５- ３　高梁川流域

▶︎５-３-１　「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）
倉敷市は、平成31年１月30日、「平成30年度高梁川流域連携中枢都市圏ビジョン懇談会」を倉敷市役

所で開き、催された。流域の地域連携に向けて来年度取り組む64事業案を示した。
　高梁川流域を形成する７市３町の産業界、大学、金融機関、医療・福祉機関、公共交通機関、地域
コミュニティ団体の代表者が一堂に会し、流域連携による地方創生活動の取り組み議論がされた。冒頭、
平成30年７月豪雨災害の被害が７市３町に及んだことから黙とうがささげられた。次いで、伊東香織
倉敷市長の挨拶、事務局からこの１年間の成果報告と来年度に向けた事業展開について説明があり、
積極的な議論が交わされた。
　岡山大学からは、三村聡センター長が出席、座長をつとめた。
　なお、同懇談会の名称が「高梁川流域連携中枢都市圏ビジョン懇談会」から「高梁川流域連携中枢
都市ビジョン懇談会」に変更された。

▶︎５-３-２　新見市クアオルト事業関係視察調査
東京の日比谷公園で「みどりとふれあうフェスティバル」が５月12日に開催され、新見市が進める

クアオルト事業で新見市アドバイザーをつとめる三村聡センター長が日比谷クアオルトウォーキング
に参加した。新見市のプログラムに比べると、約１時間半の高低差が少ないプログラムながら天候に
恵まれ心地良い運動体験となり、主催の日本クアオルト研究機構の役員から、全国の取り組み状況に
ついてヒアリングを実施、今後の新見市での展開において必要と考えられる事項について意見を求めた。
　また、山川里海系のNPO、公益法人、ボランティア団体、林野庁、自治体、企業など多くの環境系
組織・団体がブースを出展、岡山大学がめざす「山川里海をキーとしたSDGｓ」とも関係が深く、興
味深く現地ブースをめぐり参考にさせていただいた。
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▶︎５-３-３　備中地域での聞き書き
高梁川流域学校の連携事業である「備中聞き書き」を支援した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聞き書きは、高校生が、地域に暮

らす高齢者から個人史を聞き取り、書き起し文として作品に仕上げる活動である。本年度は、岡山大
学の学生も２人、教養科目「聞き書きを通して学ぶ地域社会」の受講生として参加した。
　６月23日（土）に、倉敷公民館にて県内の４つの高校（倉敷中央、古城池高校、矢掛高校、岡山後
楽館高校）と岡山大生、引率の教員、ボランティアスタッフ約35人が集まり、聞き書き研修会を開催
した。講師は、NPO共存のネットワーク理事長澁澤寿一氏とともに、備中聞き書き実行員、聞き書き
OG有志が務めた。地域総合研究センターからは前田芳男副センター長も聞き書きにおける対話の進
め方や文書作成について指導した。７月28日（土）には、岡山県立大学にて聞き書きの作文指導を
実施した。生徒、学生は、それぞれに夏休み期間を使って聞き書きを実施した。12月22日（日）に倉
敷市立美術館で「聞き書きフォーラム2018」を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開催し、澁澤寿一氏の講演のあと高校生と岡山大生

が聞き書き作品を発表した。



65

まちづくり実践活動・地域連携５
５- ４　地域ぐるみの人づくりフォーラム

日　　時：平成30年８月24日（金）13：00～17：00
場　　所：岡山大学創立五十周年記念館
参加人数：95名
主　　催：岡山大学地域総合研究センター
後　　援：岡山県教育委員会、岡山市教育委員会、山陽新聞社

　地域コミュニティの衰退が懸念される中、全国各地で地域活性
化・地方創生の実現に向けた取組が進められている。岡山県内にも、
地域の歴史、文化、産業といった地域資産や人のつながりを活かし、
次世代を担う人材を育てる取組が県内各地で行われている。各取
組の様子を共有し、互いに学び合い、ネットワークづくりをする
ことを目的として、地域活性や地域人材育成への理解を深めるた
め本フォーラムを開催した。これは、文部科学省が７月７日に開
催した「高校における地域人材育成×大学等との連携サミット」で、各主体と等距離の関係にある大
学が地域人材育成のための「対話の場」を創出するよう訴えたことに呼応するもので、ローカル版「対
話の場」として、同サミットで講演を行った吉川幸実践型教育プランナーが中心となって企画した。
県内外の教育関係者ら95人が参加した。
　前田芳男副センター長が開催のあいさつを述べた後、吉川幸実践型教育プランナーがフォーラムの
主旨を説明した。その後、岡山県立和気閑谷高等学校の香山真一校長先生、地域総合研究センターの
山田一隆准教授、備中志事人の藤井剛代表がそれぞれの活動について話題提供を行った。休憩後、参
加者は「対話テーブル」として用意された５つの座談会から各自の関心事に応じたテーマを選び参加
した。対話テーブルの進行役として、話題提供者３名のほか、岡山市立後楽館中学校・高等学校の室
貴由輝教頭、勝央町教育委員会の三戸祥惠主査、岡山県和気閑谷高等学校の魅力化担当である江森真
矢子氏が登壇した。各テーブルでは取組の詳細や、課題の乗り越え方、情報交換などの交流が活発に
行われた。
　また、会場には「おかやま創生　高校パワーアップ事業」推進校の活動を紹介するパネルが展示され、
各校の教員や生徒が参加者に説明する様子も見られた。

　参加者からは、「事例や手法を知ることができ、何を大切にして取り組まれているのかを知ることが
できた」、「社会の一員として、大人として、いろんな所属の人として、何ができるか考えさせられた」、
「多くの方がいろいろな視点を持ち活動し、それがつながる楽しさを感じとれた。参加される皆様が社
会課題や、次世代を強く考えて行動していることに感謝している」等の感想が聞かれた。
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５- ５　第５回犯罪被害者支援シンポジウム　～寄り添うために私たちにできること～

日　　時：平成30年12月５日（水）14：00～18：00
場　　所：岡山大学創立五十周年記念館
参加者数：約40人
主　　催：岡�山大学地域総合研究センター、岡山県警察本部、

岡山西警察署

　岡山県警察本部と協働して、例年、被害者またはその遺族を招
聘し、講演会と学生による意見交換会を実施している。平成29年
度に立ち上がった県下10大学の学生による犯罪被害者支援サーク
ル「あした彩（いろ）」がボランティアを希望し、啓発活動に取り
組んでおり、本年度は、講師として熊本市在住の清水誠一郎氏を
お招きした。氏は、2011年に熊本市内のスーパーマーケットにて
当時３歳だった娘を大学生に殺害された方である。

　会の企画・運営は、例年、地域総合研究センターの教職員によって進め、岡山大生がそれを手伝う
形であったが、本年度は、法学部学生有志を中心とする学生主体の形をとった。学生たちは、県警や
他大学のボランティア学生との調整を図りながら、何度もミーティングを繰り返した。
　本シンポジウムでは、講演に先立ち、「あした彩」に参加する各大学の代表者が、これまでの活動に
ついて発表した。ロビーでは活動を紹介するパネル展示も行った。大学生のほか、法学や臨床心理学、
犯罪学の教員・研究者、支援員や保護司など専門職に就く方々、被害者支援に関心の高い地域の方が
参加、交流し、被害者遺族支援のあり方を話し合い、今後の具体的な支援活動のアイデアと想いを共
有した。講演者である清水氏からも感謝の言葉を頂いた。
　岡山の大学生の活動を参考にしながら、自らも活動する京都産業大学の学生の参加もあり、県を越
えた大学生のネットワークの広がりを期待させるシンポジウムとなった。

参加者の振り返り

　また、平成31年１月22日、この活動に対して岡山県警から感謝状が学生グループに対して授与された。
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５- ６　瀬戸内市裳掛地区における地域活動

　「岡山大学まちづくり研究会」の学生たちが、瀬戸内市裳掛地区の小さな拠点「あけぼのの家」で、
４月22日、新入生を上級生と地元の皆さんが歓迎する会を開催した。上級生たちが時間をかけて裳掛
地区を案内し、新入生が地域の課題を認識して、自ら一人の市民として地域活動に参加する意識の第
一歩を踏み出す様々な工夫をした企画を提案する。６年目になる裳掛地域での活動は、毎週２回実施
する少子化が進む小学校で放課後の寺子屋活動、耕作放棄地でのサツマイモづくりと販売、地域の祭礼・
イベントへの参加、空き屋の再生・拠点化、移住定住支援活動など学生活動が紹介された。
そして学生同士の自己紹介を兼ねたワークショップ、瀬戸内の自然や歴史を学ぶまち歩き、恒例の

牡蠣とジビエのバーベキューを囲みながら地域の皆さんや移住定住された皆さんと新入生との交流、
最後は気づきの時間を設け、教員からもエールを送った。
　学生主体による企画・運営と地域の皆様方のご厚情により社会貢献とまちづくり活動を継続している。
また、平成30年度は、予算制約が続く中で新入生を現地へ送迎する予算の確保が困難となり、今回は

岡山県警からの感謝

岡山シーガルズのご厚意で、大型車両を出して頂き、加えて大学からは三村聡センター長と前田芳男
副センター長が２台で学生を送迎した。
　こうした学生たちの活動を地道に継続してゆくことが地方創生にとって重要であり、また学生にとっ
ても生きる力を与えてくれると確信している。
　その証左として、この活動の中心的な役割を果たした学生（大学院環境生命科学研究科）の、来春
から国土交通省勤務（総合職）が決定した。彼は数名でこの学生サークルを立ち上げ、2013年から瀬
戸内市裳掛地区を活動拠点として、様々な活動を展開してきた。こうした実践活動から地域貢献を行い、
地域市民や小学生から愛され、生きる力を身につけ、霞ヶ関をめざす道を決断した。現在では40名を
超えるメンバーが積極的な地域創生活動を続け、全国の地方創生の成功事例の研究を実施している。
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５- ７　吉井川流域 DMO

■吉井川流域DMO設立
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である。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自動車の梶谷俊介社長、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さん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、引き続き三村聡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。

■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。
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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。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、2012年、

竜天天文台

吉井竜天オートキャンプ場

　　　　　　　　　　　　　　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、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。

■有識者視察
８月４日、５日、一泊二日の日程で東京から弁護士、建築士、出版社社長、広報広聴の専門家、公

共政策コンサル、金融・事業再生コンサル、危機管理コンサルなどの専門家集団が来岡され、地域
総合研究センター会議室において、吉井川流域DMO、スポーツによる持続可能なまちづくり、人口減
少時代の空き家対策、など地方創生について討論した。
　４日夜は、後楽園「幻想庭園」を見学。この幻想庭園は、岡山の夏の人気イベントで、ライト
アップした夜の庭園で涼しい夜間の庭園散策を楽しむことを狙いとして、夜の特別開放がなされ、ビア
ガーデンや和文化体験、ゆかたDayなど多彩なイベントが行われており、８月いっぱい開催されて
いる。夜の庭園の美しさと岡山城の雄姿を堪能いただいた。
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　５日は、岡山農業公園「ドイツの森」で赤磐市担当者の出迎えを受け、遊休資産の有効活用、スポー
ツ活動や地元特産品を活かした地方創生など、「是里ワイン醸造場」視察やまちづくり論議した。ワイ
ン醸造施設の視察や試飲、ソーセージ作り見学、園内散策、そして石窯で焼き上げたピザを堪能しな
がら、関東の同様の施設との比較、ドイツ大使館との連携可能性の模索、ネーミングとイメージ戦略
など、活性化に向けた具体策が話題にのぼった。
　赤磐市から「帰りの新幹線で召し上がってください」とシャインマスカットを手土産として頂戴し
た。午後は岡山駅前で第25回「うらじゃ」を見物したあと、国宝「吉備津神社」へ参拝して頂き、「神
事の起源は御祭神の温羅退治のお話に由来」すると言われる「鳴釜神事」の説明を受け帰路につい
た。
　地方創生は、われわれ地域が主体に進めることが大原則であるが、新たな発想やビジネスモデルな
ど、時には外の知恵を借りる必要があり、二日間で、多くの意見や知恵を授かることができた。

岡山　後楽園幻想庭園 吉備津神社

■その他の地域資源視察
赤磐市のほか、瀬戸内市や和気町にも多くの観光資源が存在する。こうした資源にいかにストーリー

性を持たせて、地域のオリジナリティをデザインできるかが吉井川流域DMO成功のカギを握っている。
地域総合研究センターにおいても、これまで瀬戸内市や和気町で、地域の諸団体や学校と連携を図り
ながら、窓口機能やシンクタンク機能、そして学生による実践型社会連携教育やまちづくり活動を展
開してきたところである。
　平成30年度の瀬戸内市や和気町における現地視察の様子を写真として掲載する。������

瀬戸内市　西浦海岸 瀬戸内市　牛窓スイカ 瀬戸内市　前島
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５- ８　新庄村の地域創生

　平成28年度に、地域創生に向けた三村聡センター長の新庄村への働きかけを受けて、新庄村と岡山
大学の研究業務に関する活動は次のように進められた。これに関わるシンクタンク業務については、
後述（６-４　新庄村「農業・農村事業研究開発アドバイザー業務」）を参照されたい。

⑴ 平成29年度まで
■平成28年12月7日　新庄村の地域活性化についての意見交換
新庄村の地域活性化について、岡山大学から三村聡センター長、吉川賢特任教授、内藤賢一主査、

吉川幸実践型教育プランナーが、新庄村からは小倉博俊村長、石藤延史課長、池田洋文主事、黒田真
路國六株式会社新庄事業所所長が出席して、意見交換を行った。

和気町　藤祭り

和気町　和気清麻呂

和気町　徳永こいのぼり

　新庄村が「林業産業化創出モデル地域」と「農地山林データバンク事業」の対象地域に指定された。
そこで事業を進めるにあたって、新庄村の地域創生のためのシンクタンクとしての岡山大学に参画し
てもらいたいとの依頼を受けた。そこで、体制の整備について検討を始めた。
■平成29年2月2日　農業分野の事業計画の打合せ
農業・農村事業の内の農業分野の調査・研究開発に関して、岡山大学から吉川賢特任教授、大仲克

俊大学院環境生命科学研究科准教授、吉川幸実践型教育プランナーが、新庄村から石藤課長、池田主事、
黒田国六事業所長が出席して、打合せを行った。
　大仲克俊准教授から「新庄村農業・農村事業の研究・調査案」が提案された。その結果、「農地ナビ」
を利用した担い手の確定や集約営農方法の検討などが将来の農業活性化に有効であることが認識され
た。また、ひめのもちのブランド化についても意見交換を行った。
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■平成29年２月24日　林業分野の事業計画の打合せ
農業・農村事業の内の林業分野の調査・研究開発に関して、岡山大学から吉川賢特任教授、坂本圭

児大学院環境生命科学研究科教授、鳥取大学から山本福寿乾燥地研究センター特任教授が、新庄村か
ら石藤課長、池田主事、黒田国六事業所長が出席して、打合せを行った。
　新庄村の「林業活性化策検討事項」、「地域再生計画」、「新庄村創生総合戦略」についての説明を受
けて、森林資源の利用促進と持続的管理のために取り組むべき課題について打合せを行った。
■平成29年４月12日　林業分野の事業計画の打合せ
調査計画について、吉川賢特任教授と坂本圭児教授が鳥取大学農学部で長澤良太教授と打合せを行っ

た。特に新庄村の森林の現状や林地の利用状況などについて空中写真等を用いた画像解析によって分
析するための検討を行い、岡山県が所有する人工衛星データ、空中写真、森林GISデータ（属性付き）
の入手が必要であることが明らかとなった。残念ながら、後日岡山県庁林政課と交渉したところ、ラ
イセンスによる制限によって衛星画像、空中写真とも利用できないことが判明した。
■平成29年５月２日
岡山大学の小松泰信大学院環境生命科学研究科教授、大仲克俊准教授、食料生産システム管理学ユ

ニットの学生が、新庄村を訪問し、新庄村役場の担当者から新庄村の地域農業の概況について説明を
受けた。また、村内の交流・コワーキングスペースの見学や取り組みについて説明を受けた。
■平成29年５月26日
大仲克俊准教授は、新庄村の産業建設課の担当者と、全国農業会議所に訪問し、「農地ナビ」の運用

方針や新庄村が独自利用するに当たり必要な手続き・体制について確認した。
■平成29年６月８〜９日
新庄村役場の協力に基づき、農業・農村活性化の調査を目的に小松泰信教授、食料生産システム管

理学ユニットの学生が新庄村役場、メルヘンプラザ等のヒアリング調査を行い、ひめのもちの生産者
の状況や農産加工、ブランド化の取組みついて調査を行った。
■平成29年７月３日
小松泰信教授、食料生産システム管理学ユニットの学生が、新庄村・櫻家（コワーキングスペース）

へのヒアリング調査を行った。
■平成29年８月22日
小松泰信教授、食料生産システム管理学ユニットの学生が、新庄村の女性農産加工グループである

ママカフェへのヒアリングに基づく調査を行った。

■平成29年９月26日
新庄村の産業建設課の担当者と大仲克俊准教授が、村内の全戸アンケート調査（目的：地域内の農

業従事・農地利用に関する意向把握）について、打ち合わせを行った。
■平成29年12月15日
新庄村に居住する全戸及び18歳以上の住民を対象に、地域農業・居住意識・農地・今後の農業の意

向（農地貸借・売買）についてのアンケート調査を実施した。
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■平成30年１月15日
アンケートの回収を行い、新庄村内の今後の農業の担い手の意識や離農希望農家の状況について把

握した。
■平成30年２月〜３月
村内の担い手農業者に対するヒアリング調査を実施した。

■平成30年３月28日
農業・林業分野の平成29年度報告書を新庄村へ提出した。

⑵ 平成30年度から
■平成30年５月17日
平成29年度の報告書をもとに、森林簿データを修正したことで明らかとなった新庄村に見られる森

林の特性を新庄村の担当者に解説し、森林の利活用に向けた解析の手順を検討した。
■平成30年８月17・18日
新庄村内のひめのもちの加工場を調査した。

■平成30年10月10・11日
新庄村内の第三セクターであるメルヘンプラザでヒアリングを実施した。

■平成30年10月11日
森林の現状をグランドツルースで解析し、航空機による空撮結果を経年変化につなげるための現地

調査として、新規購入のドローンによる空撮を採草地、成熟人工林、老齢人工林で実施した。
■平成30年10月17日
ドローンによる空撮を実施した森林を踏査し、樹木サイズと樹種構成を明らかにするための毎木調

査プロットの設定を行った。
■平成30年11月９日
ドローン撮影を行った３カ所の林分のうち、採草地について永久調査プロットを設定し、毎木調査

を行った。
■平成31年１月８・９日
新庄村内における農産加工グループへのヒアリングを実施した。

■平成31年２月４・５日
新庄村の農業の担い手を対象としたヒアリングを実施した。

■平成31年３月中旬
ドローン撮影を行った人工林２カ所に永久調査プロットを設定し、毎木調査を行った。

　以上の活動を踏まえて、今年度の事業成果をまとめた報告書を作成し、新庄村に提出した。
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５- ９　岡山県外でのまちづくり活動

▶︎ ５-９　金沢・熊本・岡山三都市シンポジウムin熊本
　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
シンポジウムが開催された。本シンポジウムは、2005年に第１回が熊本市にて開催され、以後、３つ
の都市で順次開催され、今年で10回目を数えた。今回は、熊本大学が主幹校となり、『「駅前」と
「中心街」の競争と連携』をテー マとし、熊本市近代美術館を会場に11月10日（土）に開催された。

主催は三都市シンポジウム�2018� in�熊本�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。
　岡山からは、地域総合研究センターの三村聡センター長、前田芳男副センター長、岩淵泰助教の３
人のほか、岡山商工会議所、表町商店街連盟、岡山市から合計６名が参加し、三都市の大学、商店
街、行政が事例及び研究発表をした。
　今回の目的は「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年，北陸新幹線の金沢乗り入れは�2015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）」
としている。
　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」にて昼食を頂戴した。

熊本城熊本市役所



75

まちづくり実践活動・地域連携５
　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
山の三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、三都市について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。
　次年度、平成31年は岡山大学が主幹校となり、岡山で開催する ことが決定した。
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　本年度、地域総合研究センターが受託した業務は以下の通りである。

委託元 業務 金額（千円）
岡山市 西川緑道公園界隈まちづくり関連等業務 2,268

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 8,402

一般財団法人
トヨタ・モビリティ基金

高齢者を対象とした超小型モビリティ導入実験に関する
調査及び事業所を対象とした超小型モビリティ導入実験
に関する調査に関する業務

9,307

新庄村 農業・農村事業研究開発・アドバイザー業務 2,000

岡山県地域課題解決支援
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

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）コーディネート業務 3,448

岡山市 岡山市空家対策モデル地区の空家所有者等意向調査結果
分析業務 589

倉敷市 倉敷市空家対策モデル地区の空家所有者等意向調査結果
分析業務 550

スポーツ庁 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」 11,000

※�スポーツ庁平成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」につい
ては、前述（２章　社会実装に向けたSDGs活動）を参照

６- １　岡山市「西川緑道公園界隈まちづくり関連等業務」

【調査事業】
　西川緑道公園筋における歩行者天国（ホコテン）
実施時及び通常時の交通量調査、ホコテン来場者へ
の聞き取り調査を実施した。また、西川沿いの建物
調査、西川まちづくり関連の資料整理（西川アーカ
イブス）、学生によるまちづくりイベントを実施した。
歩行者天国の開催は、平成30年5月27日（日）�7月22
日（日）�平成31年1月27日（日）、3月24日（日）の4
回である。本年度は、岩淵泰助教により、西川緑道
公園の建設に至る経緯、建設中の関係者の動き、当
公園の設計者である故・伊藤邦衛氏の残した設計図
書、関係者へのヒアリング結果などの資料を整理し、
アーカイブスとして１冊の本にまとめることができ
た。
�　歩行者天国の来場者へのアンケート結果（7月調
査）からは、①歩行者天国に来ることが一つのきっ
かけになり、まちなかを訪れる機会が増えた、②ま

ホコテンをきっかけにまちに来る機会が増加

ホコテンをきっかけにまちへの親しみが増加
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ちなかで歩行者天国が実施されることでまちへの親
しみが増した、③歩行者天国を経験することで、「人
優先の楽しく歩ける街」を実現したいと思うように
なった、と回答した人が80％～90％いることが明ら
かになり、歩行者天国が市民意識の変容に大きな効
果をもっていることが分かった。
　学生によるまちづくりイベントでは、ネパールで
の国際協力活動を行っている学生サークル「Going（ゴーイング）」が、岡山後楽館中学・高等学校と
ともに、ゲーム茶を活用した募金活動を行い、若さが溢れる空間が誕生した。学園祭のようなやわら
かく、笑い声の聞こえる場となり、西川緑道公園の新しい使い方にもなった。

６- ２　岡山県「おかやま創生　高校パワーアップ事業に係る支援業務」

　本事業は岡山県教育庁からの委託事業として平成28年度より実施するもので、今年度は前田芳男副
センター長、山田一隆准教授、岩淵泰助教、吉川幸実践型教育プランナーが担当した。本事業の目的は、
推進校が、地域資源の活用や地域の課題解決を目指した教育活動を通して、おかやま創生を担う人材
育成や地域活性化に貢献する高校としての魅力アップを図るものである。推進校の取組は、おかやま
創生のモデルとして、県下に展開していくことになる。各推進校では、この事業を進めるにあたり、
行政や地元企業、有識者などを委員とする地域連絡会議（高校により呼称が異なることがある）を設
置し、助言や支援を受けるほか、スーパーバイザー、アドバイザーを活用できる。事業の実施期間は、
第１期校は平成28年度から30年度までの3か年であり、高校の取組に対して、岡山県が必要経費の一部
を補助する。第２期校は平成30年度から32年度までの３か年を予定している。推進校の取組テーマは
次表の通りである。

第１期校（指定年度：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

歩行者優先のまちづくりを実現したいと思うか

大学生、高校生による出店の様子



78

６シンクタンク業務

第２期校（指定年度：平成30〜32年度）

　本事業を受託するにあたり、地域総合研究センターにスーパーバイザー及び地域アドバイザーを置
き、以下の業務を行った。スーパーバイザーは、総括業務として、岡山県教育庁に対し、本事業に係
る助言を行い、支援業務全体を総括するとともに、アドバイザーに対し支援業務に係る指導助言を行う。
また、必要に応じて、推進校同士の連携や生徒の能力向上、教員の指導力向上等を図る事業（推進校
連絡協議会、生徒・教員対象講習会等）を実施する。また、本事業全体の取組の評価および報告書の
作成を行う。地域アドバイザーは、スーパーバイザーの指導助言に従い、推進校支援業務として、担
当する推進校に対し、推進校の現状と到達目標に応じたカリキュラム研究の内容、進捗状況について
指導助言を行う。また、必要に応じて、生徒・教員対象の講習会等の実施や、地元自治体、企業と推
進校との調整を行う。また、推進校が設置する地域連携組織の会議に出席し意見を述べるほか、推進
校がアンケート等調査を実施する場合には推進校の求めに応じて、アンケート作成、実施、分析につ
いて指導助言を行う。また、推進校の事業に係る評価項目及び評価規準に基づいて、推進校の研究内
容について評価する。スーパーバイザー業務には前田芳男副センター長があたり、地域アドバイザー
業務は前田芳男副センター長、山田一隆准教授、岩淵泰助教、吉川幸実践型教育プランナーが担当した。
　今年度は第１期校の最終事業年度にあたり、11月２日に「地域と連携した『高校の魅力化』フォー
ラム」を、きびプラザ（岡山県吉備中央町）で開催した。文部科学省初等中等局参事官付高校教育改
革係長の川西理枝氏による基調講演「高校と地域との協働による探求的な学びの実現に向けて」が行
われた。平成31年度より、高校におけるいわゆる地域学を推進するため、文部科学省による「地域と
の協働による高等学校教育改革推進事業」が実施される方針が打ち出された後だったこともあり、参

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

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

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

加各校から熱心な質問があった。次いで、第一期推進校６校がそれぞれの取組を発表し、パワーアッ
プ事業の成果を伝えることができた。
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プロジェクト名

主体

助成団体

主な取り組み

導入台数

上山集楽みんなのモビリティプロジェクト
NPO法人　みんなの集落研究所
NPO法人　英田上山棚田団
トヨタ・モビリティ基金
・経済的持続性を確保した中山間地域の移動の仕組の構築
・中山間地適した超小型モビリティの導入・改良等
2017年4月時点　TOYOTA「COMS（コムス）」　15台

６- ３　一般社団法人トヨタモビリティ基金「高齢者を対象とした超小型モビリティ導入実験に関する
調査及び事業所を対象とした超小型モビリティ導入実験に関する調査に関する業務」

トヨタモビリティ基金から採択された超小型EVモビリティ活用による地方創生事業として、平成30
年度開始する新たなパーソナルモビリティの実験と調査事業のため三村聡センター長が、４月16日、
美作市、赤磐市を訪問し、それぞれ打ち合わせを行った。
　本事業のきっかけをつくった一般社団法人上山集楽代表理事の西口和雄氏を訪問、その後、美作市
で萩原誠司市長と、大学へ戻り友實武則赤磐市長と面談した。
　大学院環境生命科学研究科の氏原岳人准教授が、おかやま地域発展協議体「岡山まちとモビリティ
研究会」第３分科会「中山間地域のモビリティを考える」の一環として具体的な社会実験を担当して
いる。

１．高齢者等を対象とした利用可能性の検証
１）目的
上山集楽みんなのモビリティプロジェクト

の一環として、中山間地域に居住する高齢者
の足としての超小型モビリティ（MEV）の
利用可能性を検証するためのMEVの導入実
験を実施した。上山集楽みんなのモビリティ
プロジェクトの概要を表−1に、実験で用い
られた車両（COMS）を写真−1に掲載する。

表 - １　上山集楽みんなのモビリティプロジェクト

写真 - １　超小型モビリティ COMS

２）対象地域
岡山県美作市上山（2016年）、福本（2017年、2018年）、赤磐市周匝（2018年）を対象とした。本

プロジェクトでは、上山を「集落」、福本を「（中山間地域の）準拠点」、周匝を「（中山間地域の）
拠点」と位置づけている。実証実験地域の概要は表−2に示す。
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地域 上山（美作市） 福本（美作市） 周匝（赤磐市）
地域分類 拠点からやや離れた山間に位置する「集落」地 拠点に次ぐ地域機能を有する「準拠点」地域 生活関連施設が充実している「拠点」地域

公共交通
サービス

■コミュニティバス（上山～福本間）
（美作市営英田地域循環バス上山線）
運行日：水曜、土曜　運行本数：５/日
■スクールバス（上山～福本間）
中学生以下のみ乗車可能

■路線バス（主に林野駅～岡山間）
（宇野バス美作線、赤磐・美作線広域路線バス）
運行日：全日　運行本数：計６本/日

■コミュニティバス（福本～津山間）
（美作市営英田バス福本・津山線）
運行日：日曜，年末年始以外　運行本数：4/日

■コミュニティバス（横尾～福本間）
（美作市営英田地域循環バス河会線）
運行日：月曜，金曜　運行本数：４/日

■コミュニティバス（福本～鳥渕間）
（美作市英田地域循環バス公文線）
運行日：火曜，木曜　運行本数５/日

■路線バス（主に林野駅～岡山間）
（宇野バス美作線，赤磐・美作線広域路線バス）
運行日：全日　運行本数：計６本/日

■路線バス（周匝～JR和気駅間）
（赤磐・和気線広域路線バス）
　運行日：日曜、祝祭日、年末年始以外
　運行本数：計４本/日
■デマンドバス
（周匝～是里、滝山、中山、河原屋方面）
（デマンド型市民バス吉井地域）

生活関連
施設

■生活関連施設少数
宿泊・公衆浴場施設、医療施設、飲食店のみ

■商業施設少数、公共・医療施設多数
コンビニエンスストア、公共施設（図書館，
小・中学校、支所）、医療施設等

■商業・公共・医療施設多数
スーパーマーケット、ドラッグストア、
ホームセンター、公共施設、医療施設等

地域内図

道路状況
急な坂道や狭隘な道路が多く、Uターンが
必要な場面多数が多数存在

道路幅員が広く、自動車交通量の少ない県道と、道路幅員が広く、自動車交通量が多い（走行速度が
大きい車が多い）国道が地域の中央に存在。一方、住宅街の中は狭隘な道路が多数存在。

全域移動調査 事前移動調査
MEV貸出前 MEV貸出前 MEV貸出後

直接配布郵送回収式アンケート調査 ヒアリング調査 ヒアリング調査 GPS調査 ヒアリング調査

①従来の日常移動実態
（行動目的,頻度,同伴者の有無,
目的地等）

①詳細な従来の移動実態
   （従来の移動目的,頻度,
同伴者の有無,目的地等）
②日頃の運転状況
③活動能力（2018年度のみ）

等

①MEV利用時の課題・利点
（自由and選択回答式）
②MEV利用時の意見・要望
③新たに生じた移動・利用法

MEVで移動した各トリップの
日付、距離、移動ルート

①MEVの利用実態
 （利用目的、場所、頻度、
使用理由,総移動距離）
②生活の変化

 （移動しやすさ、移動時間、
各目的の頻度）

③MEV評価(個別・総合評価）
④MEV購入等に対する支払い意思額
（仮想的市場評価法）

2017年度 8/31,9/13 9/13～10/10 9/13～10/10 10/18～10/30

2018年度
【配布日】2/23
【回収期限】3/4

【第1期】4/19
【第2期】6/7

【第1期】5/6,5/7
【第2期】6/29,6/30

【第1期】4/20～5/21
【第2期】6/8～7/9

【第1期】5/20,5/21,5/22
【第2期】7/8,7/9,7/17

周匝居住者内の129名
福本居住者内の107名

調査日・期間

調査対象者 福本在住高齢者MEVモニター2名（2017年度）,中川在住高齢者モニター1名(2017年度）
福本在住MEVモニター8名（2018年度）,周匝在住MEVモニター11名（2018年度）

調査名 MEV利用実態調査
調査時期 MEV貸出中
調査方法

調査項目・実施内容

３）調査内容
調査概要を表−3に示す。
⃝　�2018年度は、美作市・福本地区及び赤磐市・周匝地区において高齢者等のモニター20名を対
象とした実証実験を実施した。

　　⃝　�各モニターへの貸出期間は1か月間とした。

表 - ２　実証実験地域の概要

表 - ３　調査概要
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調査時期 コムス貸出前

調査名 アンケート調査 ＧＰＳ調査 コムス利用記録簿 オドメーター調査 ヒアリング調査 アンケート調査 ヒアリング調査

調査項目・
実施内容

①事業内容
②普段の交通行動
③コムス利用意向

コムスで移動した
各トリップの日付・
距離・移動ルート

コムス利用の都度，
所感や評価などを
記入

コムスでの総移動距離
（貸出直前・中間・直後の
  ３回確認）

トラブルの有無の確認や，
簡単な所感をコムス利用
者に直接ヒアリング

（貸出中間日に実施）

コムスの利点や
課題における５段階
評価など

コムスの価値判断や，
実際に行った移動の
詳細な質問など

調査日
2018年7月11日～
2018年7月23日

2018年10月2日～
2018年11月2日

2018年10月2日～
2018年11月2日

2018年10月2日
2018年10月16・17日
2018年11月2日

2018年10月16・17日 2018年11月2日～
2018年11月7日

2018年11月8・9日
（Ａ市支所のみ
 2018年11月20日）

調査対象者

住民の暮らしに寄与していると
判断した84件の事業所の代表
者（周匝51件・福本33件）
回答率：全体 39％
　　　　周匝42％，福本35％

コムス利用者全員 モニターとなった
事業所の代表者

コムス貸出中

モニター10件（周匝 6件・福本 4件）

コムス貸出後

　　⃝　各モニターの移動実態や運転能力などを把握するための調査を事前に実施した。
　　⃝　貸出中のMEVに対する意識や利用変化をヒアリングやGPSにより捉えた。

４）成果概要
MEV利用の適性の高い地域を、「拠点機能」、「地域構造」、「地域規模」の視点から定量的に特定

するとともに、高齢者のQOL（生活の質）を維持・向上させるためのMEVの新たな利用形態を提案
した。

２．事業所を対象とした利用可能性の検証
１）目的
中山間地域に存在する事業者を対象とした超小型モビリティ（MEV）の利用可能性を検証するた

めの導入実験を実施した。

２）対象地域
岡山県美作市福本、赤磐市周匝の事業所を対象とした。

３）調査内容
調査の概要を表−1に示す。
⃝　�美作市・福本地区及び赤磐市・周匝地区の事業所にうち、住民の暮らしに寄与する事業所（10
サンプル）を対象とする。

　　⃝　貸出期間は1か月間とする。
　　⃝　事前・貸し出し中・事後にMEVの利用実態調査を実施する。
　　⃝　貸し出し中はMEVの利用軌跡をGPSにより捉える。
　　⃝　各種調査結果をもとに福本・周匝地区でのMEV利用可能性をとりまとめる。

４）成果概要
住民の暮らしに寄与する事業所を対象としてMEVに適した業務利用の形態について、業務内容（移

動目的、荷物、移動人数等）や導入コスト、業務上の移動パターンなどの視点から明らかにした。

表 - １　調査概要
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６- ４　新庄村「農業・農村事業研究開発・アドバイザー業務」

　逐次新庄村の農業・農村事業についてのコンサルティング業務を実施した。
　なお、これに関わる地域創生および研究業務については、前述（５-８　新庄村の地域創生）を参照
されたい。

（１）平成29年度まで
■平成29年４月18日　新庄村の地域活性化についての意見交換
新庄村の地域活性化について、岡山大学から三村聡センター長、吉川賢特任教授、坂本圭児大学院

環境生命科学研究科教授、大仲克俊大学院環境生命科学研究科准教授、吉川幸実践型教育プランナー、
林忠之社会連携支援室長、奥井伸二朗主査が、新庄村からは小倉博俊村長、石藤延史課長、黒田真路
國六株式会社新庄事業所所長が出席して、意見交換を行った。
　新庄村の活性化は第１次産業の再生によって実施する予定である。しかし、森林資源を正確に把握
していないので、その分析がまず必要である。また、減反政策が来年度で終了するので、新しい農業
政策が必要である。これらに対して協力が要請され、将来の包括連携協定の締結も視野に入れた協力
について検討することとなった。

■平成29年11月22日　林業分野の委託事業の中間報告
林業分野の本年度の委託事業の進捗状況について、岡山大学から吉川賢特任教授、坂本圭児教授、

鳥取大学から長澤良太農学部教授が、新庄村からは石藤課長、池田主事、國六株式会社から黒田眞路
新庄事業所長が出席し、中間報告を行った。
　高分解能プレアデス衛星画像を用いた分析によって新庄村の92％で土地利用分類ができ、森林簿に
よる利用区分を図示し、林冠の疎密度による分類を行ったことなどが報告された。意見交換の結果、近
い将来村に返還される採草地の現状の分析が必要であることが明らかとなった。また、森林利用計画の
立案のためのデータバンクの構築には材積推定が欠かせず、その方策を次年度検討することとなった。

■平成30年５月17日　林業分野の委託事業の平成29年度報告
林業分野の本年度の委託事業の調査結果について、岡山大学から吉川賢特任教授、坂本圭児教授、

鳥取大学から長澤良太農学部教授が、新庄村からは池田主事、國六株式会社から黒田事業所長が出席し、
平成29年度の報告書をもとに報告を行った。
　まず、吉川賢特任教授が森林生態系の構造的複雑さに起因する森林システムの動態予測の困難さに
ついて概説したうえで、森林資源の利活用の高度化がもたらす地方創生への貢献を解説した。続けて、
長澤良太教授より高分解能衛星データによる森林簿の修正の手順が解説され、実際の修正森林簿デー
タを元にした森林状況の空間分布が示された。修正森林簿データによる森林タイプごとの林班数と面
積の頻度分布、林齢別の林班数頻度分布、林齢と面積の関係について坂本圭児教授が解析結果を解説し、
新庄村に見られる森林の特性を明らかにした。特に高齢広葉樹林の早期の手入れによるナラ枯れ病蔓
延の防止の必要性が指摘された。最後に、吉川賢特任教授が次年度の計画として新庄村が予定してい
る航空機による空撮結果を経年調査結果とつなげるための調査計画を解説した。
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■平成30年７月2日　委託業務の確認
平成30年度の「農業・農村事業研究開発・アドバイザー業務仕様書」によって、林業分野は森林資

源量の把握、森林資源の動向解析、森林資源の管理モデルの構築を行い、農業分野は農地バンクに求
められる機能についての解析と営農組織の役割とその体制についての解析を行うことが確認された。

■平成30年７月22日　日本地域政策学会において委託業務結果を報告
吉川賢特任教授、坂本圭児教授、長澤良太教授の連名で、「岡山県新庄村における森林資源の有効利

用についての考察−現在の森林資源と木質バイオマスの利用−」と題した講演を行い、本事業の成果
を専門的観点から検討した。

６- ５　岡山県「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コーディネート業務」　

　岡山県総合政策局地方創生推進室が進める平成30年度の「地域
解決支援プロジェクト」として、岡山県の星空の美しさや天文施
設の集積の高さを生かした「天文・星空資源活用による誘客送信
事業」のコーディネート業務を行った。担当は、三村聡センター長、
前田芳男副センター長、吉川幸実践型教育プランナー、岩淵泰助
教、近藤亜希子事務員である。
　この事業に参加した自治体は、岡山市、倉敷市、浅口市、井原市、
赤磐市、矢掛町、吉備中央町の７自治体で、それぞれに天文台、
プラネタリーム、天体望遠鏡を設置した宿泊研修施設などを持ち、
誘客に課題を抱えていた。岡山県の呼びかけで７自治体が連携し
た協議会を発足させ、井原市が主幹となって９回の協議会を開催
した。地域総合研究センターは、事業計画づくりのためのワーク
ショップを企画・運営したり、参考となる先進事例の調査を行い、
事業計画案を作成した。先進事例として、長野県阿智村昼神温泉
郷、熊本県南阿蘇村ルナ天文台、鳥取県の「星取県」を調査した。
また、地域資源を活用したツアー開発のモデルとして、美星天文
台と核としたモデルコースを提案し、モニターツアーを実施した。

井原市美星町の星空公園

阿智村ナイトツアー

井原市美星町の星尾神社の鳥居
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目的 ・連携した空き家対策
・幅広い空き家問題に対応

発足年月 2017年６月

参加者

・自治体（岡山市，倉敷市）
・銀行
・宅地建物取引業
・司法書士
・建築士
・土地家屋調査士
・弁護士
・岡山大学

　協議の結果、連携事業の第一弾として７市町連携のスタンプラリーを開催することとなり、スタン
プの原画を、タレントの篠原ともえさんに依頼した。

　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
市美星天文台を、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」

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。

６- ６　岡山市および倉敷市「空家対策モデル地区の空家所有者等意向調査結果分析業務」

１）目的
近年急増する空き家の市場流通化策を、空き家オーナー

へのアンケート調査や空き家カルテに基づいて検討した。

２）おかやま空家対策研究会
2017年6月に、空き家の市場流通化等に向け、おかやま地

域発展協議体の専門委員会として「おかやま空家対策研究
会」が発足した。自治体（岡山市や倉敷市）や司法書士や
建築士などの士業、金融業や大学など多様な団体が参加し
ている。その概要を表−1に示す。
　�　本調査は大学院環境生命科学研究科の氏原岳人准教授が実施した。（おかやま空家対策研究会につ
いては、前述（４章　おかやま地域発展協議体）を参照。）

３）空き家カルテの作成及び空き家オーナーへのヒアリング
岡山市・倉敷市の特定地域（主に中心部）に存在する空き家のオーナーの方々を対象にアンケー

ト調査（表−2）を実施し、それらに基づき、おかやま空き家対策研究会のさまざまな関係者が情報

浅口市・京都大学天文台

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

表 - １　調査概要

を共有するためのプラットフォームとして、個別の空き家カルテ（図−1）を作成した。また、今後
の市場流通化にむけて、行政、士業、大学の参加のもと、空き家オーナーへのヒアリング調査（空
き家となった理由や市場流通化に向けた課題、空き家関連の各種制度の紹介等）も実施した。
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シンクタンク業務６

調査方法 配布アンケート調査

対象者

次の条件に当てはまる者
１．平成27年空き家実態調査で空き家と判
定された住居の課税台帳に登録されてい
る
２．空き家の危険度（A～Eの5段階で，Eが
最も危険度が高い）がAもしくはBランクに
設定されている
３．該当の空き家が対象地域内に存在する

調査期間 2018年６月15日～7月6日

回収部数 67部（岡山市：45部，倉敷市：22部回収）
/127部配布

調査項目

１．対象物件について
２．空き家の管理について
３．空き家の課題について
４．行政施策について
５．空き家に関する意向について

住居画像 住居位置画像

＜表面＞ ＜裏面＞

表 - ２　空き家オーナーへのアンケート調査概要

図 - １　空き家カルテ（サンプル）
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７窓口機能の展開

７- １　各種講演等

【講　演】
日付 講演先 催事 講演テーマ 担当

三村　聡
平成30年

４月11・13日
公益財団法人岡山
県市町村振興協会

岡山県市町村　新規採用職員研
修 講師

平成30年７月９日 岡山県中小企業家
同友会 第27期同友会大学

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

講師

平成30年９月10日 井原市 井原市職員研修会 講師

平成30年９月12日 岡山県議会 地域公共政策セミナー
平成30年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

講師

平成30年
10月12・13日

中国フォーラム　山
口会議

新たな波、新たな価値、主役は
地方、−明治維新150年を機に−

第一分科会
地方創生に果たす 座長

平成30年10月29日 内閣官房まち・ひと・
しごと創生本部 地方創生推進セミナー 人材の意義と役割について 講師

平成30年12月17日 みずしま財団 みずしま滞在型環境学習コン
ソーシアムシンポジウム

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

パネルディスカッ
ションコーディ
ネーター

平成30年２月14日 岡山県総合政策局 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」

地域資源の活用による地域
づくり

パネルディスカッ
ションコーディ
ネーター

平成31年２月16日
岡山大学研究推進
産学官連携推進機
構

EReTTSaシンポジウム 作州地域における地域活性
化 講師

平成31年２月21日（株）岡山コンベンションセンター
国際会議場施設協議会　総会お
よび実務研究会

地方中核都市のMICE事業
の未来を考える 講師

山田一隆

平成30年７月25日 美作県民局管内県・
市町村

美作県民局管内県・市町村合同
研修会・第1回

データに基づく政策立案へ
～ＲＥＳＡＳ（地域経済分
析システム）の活用～

講師・コーディ
ネーター

平成30年８月30日 岡山県立
瀬戸南高等学校 授業力向上教員研修 グループワークの進め方―

―その前に、その後に―― 講師

平成30年10月３日 美作県民局管内県・
市町村

美作県民局管内県・市町村合同
研修会・第2回

ＮＰＯ等各種団体との協働
を学ぼう

講師・コーディ
ネーター

平成30年
11月26・27日 宮城大学 教育推進機構カリキュラムセン

ター（ミクロFD）
地域連携型サービスラーニ
ングの動向と実践 講師

平成30年１月30日 美作県民局管内県・
市町村

美作県民局管内県・市町村合同
研修会・第3回

講師・コーディ
ネーター

平成31年２月16日

岡山県ボランティア・
NPO活動支援セン
ター、特定非営利活
動法人赤磐市市民
活動支援センター

NPO支援組織スキルアップセミ
ナー赤磐

赤磐地域課題解決ワーク
ショップ 講師

吉川　賢

平成30年５月26日 石巻専修大学 日本沙漠学会第29回学術大会 根による土壌水分の移送現
象 基調講演

平成30年７月22日 岡山大学 日本地域政策学会
岡山県新庄村における森林
資源の有効利用についての
考察

招待講演

平成30年９月３日 国立民族学博物館 日本沙漠学会30年記念座談会 乾燥地研究がひらく未来 司会

平成30年12月３日 東京大学中島薫一
郎記念ホール 日本沙漠学会乾燥地農学分科会 砂漠の生物多様性 開会の辞と総評
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窓口機能の展開７
日付 講演先 催事 講演テーマ 担当

吉川　幸

平成30年７月４日 文部科学省　科学
技術・学術政策局 第5回科学技術・社会連携委員会

”科学”コミュニケーターの
役割と資質　―地域課題プ
ログラムの現場から―

講演

平成30年７月７日 文部科学省　初等
中等教育局

高校における地域人材育成×大
学との連携サミット　～新たな
コミュニティ創造に向けて～

社会連携教育科目の教育
コーディネート　―CBL科
目運営からの考察―

講演、パネリスト

平成30年８月20日
岡山大学　研究推
進産学官連携推進
機構

第1回SDGsサイエンスカフェ「海
の未来を科学の目から考える」 ファシリテーター

平成30年10月17日
世界農業遺産高千
穂郷・椎葉山地域
活性化協議会

GIAHSアカデミー説明会 学校を核とした地域振興に
向けて 基調講演

平成30年10月２日 岡山県立
瀬戸高等学校 セト☆ラボ中間発表会 コメンテーター

平成30年11月７日 岡山県立
鴨方高等学校 産業社会と人間 伝えるためのプレゼンテー

ション 研修講師

平成31年１月30日
岡山県高校校長協
会
秋季総会

第２回教育施策研究委員会にお
ける研修会

社会に開かれた教育課程の
実現（地域連携の観点から）
-主体的な学びに向けて-

講師、ファシリ
テーター

平成31年２月２日 岡山県立
和気閑谷高等学校 探究学習発表会 指導助言

平成31年２月６日 岡山県立
瀬戸高等学校 セト☆ラボ発表会 コメンテーター

平成31年２月10日 認定NPO法人カタ
リバ

全国高校生マイプロジェクトア
ワード関西大会 審査員

平成31年３月14日 岡山県立
矢掛高等学校 第５回YAKOアワード 講評・講演

■公益財団法人 岡山県市町村振興協会「岡山県自治体新入職員研修」
平成30年度、春から県下自治体に採用された新人職員（岡山市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や倉敷市などを除き約200名）の

研修会が、４月11日、13日の２回、公益財団法人�岡山県市町村振興協会の主催で、サントピア総
社を会場に開催され、三村聡センター長が研修講師をつとめた。
　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。

■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、平成30年７月豪雨災害による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させて頂いた。
　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皆さんと
の情報交換がなされた。

会場入り口
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■井原市職員研修
９月10日の井原市職員研修会において、三村聡センター長が講　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　師をつとめた。
研修のテーマは市民協働によるまちづくり、地域おこし協力隊からも話題提供がなされ、協働に
よるまちづくりの重要性について議論を深めることができた。

■地方創生人材支援制度講演会
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平成27年４月１日から平成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、平成28年度からは、本格的な実施ステージに入っている。
　その後は、第７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「高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
いてご当地での取り組みとして、文部科学省から玉野市へ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、
障害者、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CCRC」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。黒田晋市長も開会から夜の懇

玉野市宇野港

親会までご一緒された。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、交流会、
懇親会まで同席、国の方針説明や個別具体的なアドバイスを担当した。
　参加者一同、地方創生の更なる進展を祈念して閉会した。
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窓口機能の展開７
■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。
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、「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法人イデア九州・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った。続いて３名の専門家から事業活動が報
告された。
　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」のテーマで活
発な討論がなされた。
　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った。地域総合研究セン
ターからは、吉川幸実践型教育プランナーが参加した。

■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申し述べた。
　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。
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７- ２　外部委員・協議会等への参画

外部委員・協議会 AGORA担当者
日本計画行政学会　中国支部　理事・副支部長 三村　　聡
人を大切にする経営学会　理事 三村　　聡
岡山県　美作県民局　「美作国創生公募提案事業」　審査委員長 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
岡山市　「総務・市民政策審議会」　委員 三村　　聡
岡山市　「包括外部監査人選定委員会」　委員 三村　　聡
岡山市　「超小型モビリティ利活用推進協議会」　委員 三村　　聡
倉敷市　真備地区復興計画策定委員会　委員長 三村　　聡
新見市　クアオルト推進協議会　オブザーバー 三村　　聡
倉敷商工会議所　外部評価委員会　委員長 三村　　聡
公益財団法人　岡山県市町村振興協会　理事 三村　　聡
公益財団法人　水島地域環境再生財団（みずしま財団）
環境学習を通じた人材育成・まちづくりを考える協議会

三村　　聡
岩淵　　泰

高梁川流域連携中枢都市ビジョン懇談会　座長（倉敷市など７市３町）� 三村　　聡
一般社団法人　吉井川流域ＤＭＯ有識者会議　委員長（瀬戸内市・赤磐市・和気町）� 三村　　聡
一般財団法人　地域公共交通総合研究所　理事 三村　　聡
岡山放送株式会社　番組審議会　委員 三村　　聡
岡山シーガルズ　顧問 三村　　聡
一般財団法人　地域総合整備財団（ふるさと財団）　　アドバイザー 三村　　聡
トヨタ自動車「モビリティ研究会」委員 三村　　聡
公益財団法人福武教育文化振興財団　「平成29年度文化活動助成」　審査委員 前田　芳男
西川緑道公園筋歩行者天国実行委員会　委員・監査役 前田　芳男
岡山市立岡山後楽館地域協働学校・運営協議会 前田　芳男
岡山県美作県民局　市町村職員研修「美作国“�実・楽・彩”づくり塾」　コーディネーター 山田　一隆
岡山市　「岡山地域『持続可能な開発のための教育』推進協議会」　運営委員 山田　一隆
日本福祉教育・ボランティア学習学会　特任理事 山田　一隆
特定非営利活動法人　まちづくり推進機構岡山　理事 山田　一隆
特別非営利活動法人　岡山NPOセンター　理事 山田　一隆
岡山市　「協働推進委員会」　委員長 岩淵　　泰
岡山市　「明るい選挙推進協議会」　会長 岩淵　　泰
農林水産省　途上国森林再生技術普及事業委員会　委員 吉川　　賢
農林水産省　農林水産技術会議　イノベーション創出強化研究事業専門評価委員 吉川　　賢
環境省　黄砂問題検討会　委員 吉川　　賢
環境省　乾燥地における住民参加による持続可能な牧草地利用等検討事業委員会　委員 吉川　　賢
環境省　日中韓三カ国黄砂共同研究運営委員 吉川　　賢
外部委員・協議会 AGORA担当者
環境省　日中韓三カ国黄砂共同研究第２作業部会　委員長 吉川吉川　
日本沙漠学会　会長 吉川吉川　
日本緑化工学会　評議員 吉川吉川　
日本緑化工学会　乾燥地研究部会　部会長 吉川吉川　
公益財団法人　国際緑化推進センター　理事 吉川吉川　
特定非営利活動法人　地球緑化センター　理事 吉川吉川　
鳥取大学乾燥地研究センター　温暖化プロジェクト　諮問委員 吉川吉川　
文部科学省　初等中等教育局　新たなコミュニティ創造に向けた小中高大地域連携推進のための企
画会議委員 吉川吉川　

岡山県立井原高等学校　井原高校パワーアップ推進員 吉川吉川　
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■美作国創生公募提案事業審査会
岡山県美作県民局地域政策部が主催する「平成30年度美作国創生公募提案事業」審査会が、岡山県

美作県民局で開催され、三村聡センター長が審査委員長をつとめた。
　地方創生をめざす地域の団体から、秀逸なプレゼンテーションがあり１日をかけて審査した。
　さらに、９月27日に中間報告会が岡山県美作県民局で開催された。地方創生、空き家の活性化、若
者グループがSNSを見事に活用して人々をマッチングする仕組みをつくる取り組み、自主保育で子育
て支援活動を展開するグループ、地元の食材を活用して特色あるスーパーマーケットを創造しながら
地方創生を目指す企業など、地域の皆さんは創意工夫を凝らして地域創生に向けて活躍する姿が報告
された。三村聡センター長が審査委員長として出席、講評やアドバイスを担当した。

■公益社団法人　岡山県市町村振興協会
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、昭和54年４月に設立され、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

まち食！ MENU中間報告会場の美作県民局

　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、
平成29年度事業・決算報告・承認、平成31年度基金貸付事業（平成30年度起債分）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、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。
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　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

　さらに、第137回理事会が、２月18日に行われ、職務執行状況
の報告、平成31年度の事業計画・予算の審議がなされた。西日
本豪雨災害へ支援金が送られた件、自治体職員研修の新たな考
え方が示された件など、活発な意見交換が行われた。議長をつ
とめた萩原誠司理事長（美作市長・岡山県市長会長）から、人
材育成に対する岡山大学の関与について質問があり、理事を
務める三村聡センター長より、岡山大学大学院社会文化科学研
究科で開講している地域公共政策プログラムについて紹介し
た。

地方創生実行には新たな視点に立つ人材育成が求められる時
代であることで合意した。

■一般財団法人地域公共交通総合研究所
地域社会では、急速な人口減少と過疎高齢社会が進行している。
政府は、地域社会における足の確保はとても重要な課題であるとして、「交

通政策基本法案」を、平成25年11月１日に閣議決定、27日成立、12月４日
に施行した。
　こうした背景のなかで、平成25年４月に、元気なまちづくりの一環として、
それを支える地域の公共交通を救う一助となることを目的に、この問題に
造詣の深い研究者や実務者で構成される一般財団法人地域公共交通総合研
究所が設立され活動を続けている。
　６月20日は、両備ホールディングス本社にて同研究所の理事会が開催さ
れ、１年間の多彩な活動が報告され、更に今年度の事業計画が示された。
理事長をつとめる小嶋光信会長からは、「地域社会の足を持続的に確保するためには、様々な課題が山
積しており、規制緩和による交通事業者間の競争の在り方に一石を投じた」との発言があった。
　同研究所の理事をつとめる三村聡センター長は「高齢者が自動車免許を返納して、自らの意思で移
動手段を持てなくなり、また、家族や近所でそれを支援する人がいないケースでは、公共交通が唯一
の移動手段であると言って過言ではない。少子高齢社会が進む中で、バスの運転手の確保すらままな
らない事態が全国で発生しており、地域社会における公共交通システムの維持・確保は、日本国憲法
が定めた生存権や幸福権の保障にもつながる重要なテーマであり、コミュニティ政策の観点から引き
続き注視してまいりたい」と述べた。

両備ホールディングス

観光研究会の報告書 

　　　　　　　　　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。
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（注）「交通政策基本法」（国土交通省）
　国民等の交通に対する基本的な需要が適切に充足されることが重要であるという認識の下に、「豊かな国民生活の実
現」、「国際競争力の強化」、「地域の活力の向上」、「大規模災害への対応」など、政府が推進する交通に関する施策につ
いての基本理念を定めています。そして、これらの基本理念を実現するために実施することが必要な交通に関する基本
的な施策として、以下のような内容を定めております。
・まちづくりと一体となった公共交通ネットワークの維持・発展を通じた地域の活性化
・国際的な人流・物流・観光の拡大を通じた我が国の国際競争力の強化
・交通に関する防災・減災対策や多重性・代替性の向上による巨大災害への備え
・少子高齢化の進展を踏まえたバリアフリー化をはじめとする交通の利便性向上
・以上の取り組みを効果的に推進するための情報通信技術（ICT）の活用
さらに、交通に関する基本的な施策の策定と実施について、国及び地方公共団体の責務を定めるとともに、以上のよ

うな交通施策に関する基本的な計画（交通政策基本計画）を策定して閣議決定し、その推進を図ることとしています。

　さらに、第23回となる理事会が、２月25日に、両備ホールディングス本社で開催され、平成30年度
の事業活動報告、実績、来期の事業計画、予算などが議論された。また、理事である政策研究大学
院大学の家田仁教授から、新たな交通政策の潮流やMaaS、自動運転、公共交通オープンデー
タ、AI、IoTに対する評価や課題、さらには激甚災害が続く、わが国の状況と具体的な方策に関す
る考え方などが示された。
　小嶋光信理事長は、新たなモビリティや技術の進化について、
一定の理解を示しながらも、「急速に進行する少子高齢社会のなかで、公共交通が廃れた自治体では、
集落は存続しても、自治体は消滅する可能性が高いと」改めて警鐘を鳴らした。
　理事である三村聡センター長は、岡山市の都市・交通政策におけるスマートシティ構築の可能性や
倉敷市真備地区の復興計画にける公共交通の重要性について意見を述べた。

■倉敷商工会議所小規模事業者支援事業外部評価委員会
伝統の技や文化を映し出す、さまざまな製造業で栄えるまちである倉敷市で、６月26日、倉敷商工

会議所「平成29年度の小規模事業者支援事業活動報告」と「平成30年度の事業計画」について、三村
聡センター長が外部評価を委員長として担当した。

■地域総合整備財団（ふるさと財団）
10月11日、東京麹町にある地域総合整備財団（ふるさと財団）にて、地域再生

マネージャー事業のアドバイザー会議が開催された。この財団は、民間能力を活
用した地域の活性化を支援するため、全国の都道府県及び政令指定都市が出捐し

倉敷の特産品など



94

７窓口機能の展開

て設立されている。
　地域活性化につながるふるさと融資、地域再生の取組、公民連
携の推進、地域産業の創出・育成への支援など、各種事業を実施、
「ふるさとの元気を引き出す」お手伝いをする組織で、理事長は
歴代総務省事務次官経験者、現在の理事長は稲野和利（野村HD
副社長や日本証券業協会会長を歴任）、三村聡センター長がアド
バイザーとして出席した。

■中国フォーラムin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・副学長はじめ中国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し、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。

■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、平成30年度事業報告、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。
　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。

明治維新策源地ポスター 会場のホテル
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７- ３　岡山市都市戦略懇話会検討会議

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

■平成30年度第１回
11月９日、岡山商工会議所を会場として本検討会議が開催された。出席者は、岡山市が政策局、産

業観光局、都市整備局から、岡山商工会議所は副会頭、各委員会の委員長であり、岡山大学からは加
賀勝副学長、三村聡センター長、前田芳男副センター長が出席した。
　最初に、岡山市から「７月豪雨災害」、「Ｇ20保健大臣会合」「日本遺産『「桃太郎伝説」の生まれた
まち　おかやま～古代吉備の遺産が誘う鬼退治の物語～』」、「まちなかの回遊性向上と魅力づくり」に
ついて説明があり、続いて岡山大学から「SDGs達成を目的とした日本一女性が輝くスマートベニュー
®型アリーナ構想」について説明を行った。最後に岡山商工会議所から、「１kmスクエア構想の再構
築について～中心市街地の活性化～」について説明があった。

７- ４　高大連携とコミュニティ・ベースド・ラーニング（地域に根差した学習）

　岡山大学地域総合研究センターの設立理念の一つである「地域の方々と連携しつつ、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って、地域の自立と創造的発展に貢献する大学となる」
の具現化のひとつとして、地域総合研究センターでは学習手法としてのコミュニティ・ベースド・ラー
ニング（CBL、地域に根差した学習）の研究実践を行っている。CBLの世界的な先進事例である米国ポー
トランド州立大学（PSU）とは、日本の研究者や実践家を対象として開催される「CBLワークショップ」
への参加を契機として関係性を深めている。また、その成果を地域に還元するため、岡山県教育委員
会の「おかやま創生　高校パワーアップ事業」推進校や、その他の高等学校等への助言等を行っている。
このことは中央教育審議会（2018年11月26日）「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」
において、2040年を見据えた高等教育と地域との連携について、「『個人の価値観を尊重する生活環境
を提供できる社会』とは、各人が望む地域で、自らの価値観を大切にして生活していくことができる
社会であり、地域に住む人自らがその環境を維持し、その価値を創造していくもの（p.13）」とうたわ
れているように、地域で育つ次世代の力を、地域で学ぶことにより高めようとする取組を支援しよう
とするものである。
　（おかやま創生　高校パワーアップ事業については、前述（第６章　シンクタンク業務）を参照。）
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■ 文部科学省初等中等教育局「高校における地域人材育成×大学等との連携サミット
～新たなコミュニティ創造に向けて～」

７月７日（土）に大正大学を会場として開催され、約200名の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校や行政の関係者、教育に関

心のある人々が集い、地域と高校を繋ぐ大学の役割等を議論した。同省初等中等教育局の木村直
人参事官による主旨説明のあと、北陸大学地域連携センターの藤岡慎二センター長・教授、地域
総合研究センターから吉川幸実践型教育プランナー、東北芸術工科大学コミュニティデザイン学
科の岡崎エミ学科長が講演した。その後、講演者３名に加え、地域・教育魅力化プラットフォー
ムの岩本悠共同代表等３名も登壇し、大正大学地域構想研究所の浦崎太郎教授の進行のもと、
パネルディスカッションを行った。また、このサミットでは各主体と等距離の関係にある大学が
地域人材育成のための「対話の場」を創出するよう訴えられ、これに呼応する形で岡山でのローカ
ル版「対話の場」として、８月24日に本学にて「地域ぐるみのひとづくりフォーラム」を開催し
た。

■ 米国ポートランド州立大学「コミュニティ・ベースド・ラーニング・ワークショップ」
10月29日から11月１日までの４日間、PSUの公共サービス研究・実践センターなどによって、日

本の研究者、実践家向けに「CBL　　　　　　　　　　　　　　　ワークショップ」が開催された。これに応じた日本からの参加

者は14大学、21名であり、地域総合研究センターからは山田一隆准教授、吉川幸実践型教育プラ
ンナーの２名が参加し、CBL教授法　　　　　　　　　　　　　　　　についての理解を深めた。また、同大学のCBL研究者や実

践家、同大学が所在するポートランド市のまちづくり関係者とも交流した。

■岡山県立瀬戸高等学校「セト☆ラボ」
同校では１年次の総合的な学習の時間を「セト☆ラボ（地域研究室）」、２年次を「S☆ラボ」と名付け、

未来をよりよくするために地域の課題を知るためにSDGs学習を行っている。10月２日（火）に同校で
開催された「秋のセト☆トーク」および「地域の方を囲む会」に、文部科学省研究開発局開発企画課
長の木村直人氏、岡山大学の青尾謙副理事、地域総合研究センターの吉川幸実践型教育プランナー等
が参加し、生徒のグループ発表へのコメントや質疑応答、代表発表セッションでのコメンテーター役
を務めた。

■備中志事人「ジブンゴト学会」
平成31年１月６日（日）に創立五十周年記念館で開催された。井原市を中心に活動する社会教育団

体である備中志事人が認定NPO法人カタリバによる「全国高校生マイプロジェクトアワード」への代
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表選考会を兼ねて開催したもので、地域総合研究センターが共催した。22組39名の高校生等が自身
のマイプロジェクトを発表し、約100名の大学生や社会人が観覧した。これはいずれも昨年の倍近
い人数であった。開会挨拶に立った地域総合研究センターの前田芳男副センター長からは、現在、岡
山県の様々な場所で「高校」と「地域」の連携が推進されており、高校生が地域の方々と手を取り合
いながら地域活性化や課題解決等の活動に取り組んでいて、岡山大学も様々な方々と連携し、共にま
ちづくりや人づくりに取り組んでいきたいという想いから、県内各地で広がる様々な取り組みに携わ
る高校生を始めとした若い世代を応援していきたいというメッセージが送られた。

■岡山県高校校長協会「第２回教育施策研究委員会研修」
平成31年１月30日（水）に岡山県立瀬戸高等学校で開催された。

次期学習指導要領が「社会に開かれた教育課程」となることから、県内の先進的な取組を行っている
事例を共有し、各高校で今後取組を進めるうえでの工夫等を学び合うことが目的であった。テーマは「社
会に開かれた教育課程の実現（地域連携の観点から）−主体的な学びに向けて−　林野高校・和気閑
谷高校・瀬戸高校の実践をもとに」とし、岡山県立林野高等学校の三浦隆志校長先生、岡山県立和気
閑谷高等学校の香山真一校長先生、岡山県立瀬戸高等学校の乙部憲彦校長先生が事例発表を行った。
地域総合研究センター

■岡山県立和気閑谷高等学校「探究学習発表会」
平成31年２月２日（土）に岡山県立和気閑谷高等学校で探究学習発表会が開催された。大学等から

有識者が招かれ、生徒の発表を見学した後、教職員との懇談で、探究学習のあり方や学習の進め方に
ついて助言指導を行った。地域総合研究センターからは吉川幸実践型教育プランナーが参加した。

■岡山県立矢掛高等学校「YAKOアワード」
平成31年３月14日（木）に岡山県立矢掛高等学校で地域学の取組の発表会として「YAKOアワード」

が開催された。生徒のプレゼンテーションを見学したあと、吉川幸実践型教育プランナーによる講評
と講演を行った。

■岡山市立岡山後楽館高校
前田芳男副センター長が、岡山後楽館高校の「総合的な学習の時間」において、「調査＆提案の基礎

学ぶ」と題して、フィールド調査とその結果の分析、資料作成の方法について、教員に対してアドバ
イスするとともに、演習授業に参加した。
これは、高校１年生を対象とした授業で、フィールドとして①岡ビル、②岡山駅前商店街、③奉還

　　　　　　　　　　の吉川幸実践型教育プランナーがコーディネーター・講師を務め、参加者全員

でのオープンディスカッションを行った。�
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町商店街を設定し、そこでの買い物客などの通行量調査、店舗調査、店主や客への聞き取り調査を行っ
た。調査結果は、ポスターにまとめ発表した。１年生の生徒は、この経験を生かし、２，３年生につ
ながる調査活動のテーマを決定することになる。

■津山市四校連携講座「地域創生学」
津山市内にある県立の４つの県立高校（津山高校、津山東高校、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津山称号高校、津山工業高校）

連携による夏季集中講義が行われ、前田芳男副センター長が地域学習の基礎について講義した。平
成29年度から開催されており、第２回目となる本年のテーマは「美作地域への移住・定住の促進で
あった。各校から４，５名の生徒を選抜し、学校横断的な４チームを編成し、それぞれが「医療・
福祉」「産業」「教育・人材育成」「環境・防災」の課題解決にむけて事業所見学、ヒアリング調査
等を行い、提言を作成した。

７- ５　その他の社会貢献活動

■第1回まちづくりシンポジウム
県都岡山市の持続的な発展を考える第１回まちづくりシンポジウムが、５月31日、山陽新聞社さん

太ホールにおいて開催された。
　東京圏への人口の一極集中が進み、岡山県の多くの自治体で人口減少・少子高齢化社会が進行して
いる。今の岡山市に求められることは、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る。こうした検討進めるために、おか
やま地域発展協議体では「国際学都研究会」を設立して、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実現すべく産官学が連携して、フランスのストラ
スブールや米国ポートランドへ訪問する活動を続けてきている。そして岡山市においては路面電車の
岡山駅乗り入れやJR桃太郎線のLRT化など、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っている。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（モビリティ
の主役）、行政・NPO（専門ノウハウと実施）、企業（地域経済の担い手としての誇りと地域へのCSR）、
大学（研究者としての知見・データの提供や学生の参加）が一体となりまちづくりが実現すると確信
している。

調査結果のポスター
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　例えば、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、
ストラスブール、ポートランドでは、LRTが大学キャンパスへ乗り入れている。こうした取組みは興
味深く、そこでの行政、企業、住民の立場については、「古典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。古典的とは、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と考え、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。こうしたなかで今回のまちづくりシンポジ
ウムでは、これらの先進事例を参考にしながら、行政、有識者はもとより、市民の方々が参加して、
中心市街地の活性化や都市交通のあり方やスポーツアリーナの必要性について“オール岡山”�で考えた。
主催は岡山商工会議所、岡山商工会議所青年部、共催は岡山市、岡山大学、日本政策投資銀行。
　岡山大学からは、高橋香代理事・副学長が挨拶に立ち、都市計画・交通計画の専門家として大学院
環境生命科学研究科の氏原岳人准教授が基調講演とパネルディスカッションに登壇、岡山市の都市の
魅力創造に求められる要諦について、研究者としての視点から持論を展開した。また、シンポジウム終
了後、表町で開催された懇親会は、大森雅夫岡山市長の乾杯で始まり、シンポジウムの振り返りや、更
なる活動に向けた具体的なシティプロモーションや施策展開の在り方について熱い議論が交わされた。

■新見市へ農学部がアドバイス
６月27日、新見市の農政部局の担当者が地域総合研究センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ来学され、新見市が造成した果樹園

用地の有効活用について相談を受けた。農学部の吉田裕一教授と福田文夫准教授、吉川賢名誉教授、三
村聡センター長の４名が対応、農業後継者対策や移住定住者によるピオーネ栽培農家を増やすための
方策についてアドバイスを行った。

■静岡大学来学
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

であり、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た。
　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いるため、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。
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　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
いた。今後も情報交換を続けることで合意した。

■備前市ヒアリング
秋晴れのなか、備前焼のふるさと備前市伊部で「備前焼まつり」が開催された。ハイレベルな工芸

作品クラスの高級品から、日常陶器として気軽に使える数百円のものまで、伊部のまち一杯に備前焼
が並び、大勢の来場者で賑わった。
　東備地区の歴史や文化に関する伝承や学び、移住定住などの地方創生戦略との連関性について、備
前市や同観光協会の担当者にヒアリング調査を実施した。

■金融庁来学
12月７日、金融庁総合政策局屋敷利紀参事官（プルーデン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス担当）はじめ同局総務課国際担当、財

務省岡山財務事務所長、同理財課長が、地方創生や地域経済に関するヒアリングを目的に来学、三村
聡センター長が岡山の地域金融と経済について意見交換、情報交換を担当した。
　なお、プルーデンス政策とは金融システム全体の安定化を維持する政策で、マクロ・プルーデンス
とミクロ・プルーデンスの二つに大別され、マクロ・プルーデンスとは、金融シ

ステム全体のリスクの状況を分析・評価し、それに基づいて制度設計・政策対応を図ることを通じて、
金融システム全体の安定を確保するとの考え方で、金融システムを構成する金融機関や金融市場等と
それらの相互連関、実体経済と金融システムの連関がもたらす影響が重視される。ミクロ・プルーデ
ンスとは、個々の金融機関の健全性を確保することで、考査やオフサイト・モニタリングといった活
動に代表される概念である。

備前焼きまつり

■文化庁『平成30年度戦略的芸術文化創造推進事業』
文化庁『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」を会場に開催された。
　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、岡山
大学地域総合研究センターである。三村聡センター長が、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。
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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、瀬戸内海や岡山三大河川をはじめとする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。
　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。
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８- １　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、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てくださった。
　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。
　地域総合研究センターからは、岩淵泰助教が、授業の一部を受け持っている。

８- ２　大学院社会文化科学研究科附属『文明動態学研究センター』開所

　岡山大学大学院社会文化科学研究科附属『文明動態学研究セン
ター』が10月１日に開所した。「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、地域総合研究センターか
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。

会場の自然科学研究科棟

７月豪雨災害で破損した古文書や書簡
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　同センターでは７月豪雨災害で破損した古文書や書簡の復元にも取組む。
　また、平成30年度は、三村聡センター長（大学院社会文化科学研究科教授）が、大学院社会文化
科学研究科５名の学生の修士論文審査を担当した。

８- ３　全学教育・学生支援機構

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

８- ４　グローバル・パートナーズと L-Café
　本学グローバル・パートナーズ、そして、全学教育・学生支援機構国際教育オフィスが運営する
L-Caféと地域総合研究センターは、留学生への地域活動に関する情報提供や参加募集において緊密な
連携をとり、留学生が地域で活動する機会を提供している。
　加えて、UBC（カナダ・ブリティッシュコロンビア大学）のCo-opプログラムにおける学生受け入れ
や留学生向け授業の実施についても協力を得ている。

８- ５　研究推進産学官連携機構

　２月16日、津山市にある津山工業高等専門学校を会場に、作州
地域の産学官NPOなど、理科系の研究者やまちづくりの関係者が
津山高専に集まり作州地域の産学官の連携を考えるシンポジウム
が開催された。全体の企画は、岡山大学産学官連携本部であった。
互いの２者間が連携協定を締結している、岡山大学、津山工業高
等専門学校、日本原子力研究開発機構の３者が主催となり、地域
に根差した地域活性化をめざす取組を展開すべく開催したキック
オフシンポジウムである。
冒頭、竹内大二理事・副学長（研究担当）がシンポジウムの趣

旨説明を行い、まず第１部では、津山商工会議所の松岡裕司副会
頭（津山信用金庫理事長）が「津山商工会議所の取組」を紹介し、
松岡副会頭は津山商工会議所活動の歩み、現状、そして展望を地
域経済と企業活性化の視点で語られた。続いて、三村聡センター
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長が「作州地域における地域活性化」の演題で、SDGsを意識した
地域総合研究センターの津山市、真庭市、美作市、新庄村での活
動を中心に話題提供した。
　第２部のパネルディスカッションでは「EReTTSaによる産学官
の連携を考える」とのテーマで、コーディネーターを本学の宇根
山絵美�URA（University�Research�Administrator）が担当し、パ
ネリストには各セクターの代表、本学からは大学院保健学研究科の山岡聖典教授が登壇した。地方創
生と研究開発、イノベーションの創出をメインテーマに、作州地域の地域活性化に向けた議論が展開
された。
　全体の総括は、津山工業高等専門学校の磯山武司校長と竹内理事（研究担当）・副学長がつとめ、閉
会挨拶を日本原子力開発機構人形峠環境技術開発センターの青瀬晋一所長が行い閉会した。

注）�EReTTSa�：E（Education）Re（Research）T（Technology）でつながる3機関によるトライアングルT（Triangle）
が、作州地域Sa（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
名付けた。

注）�URA（University�Research�Administrator）：大学で研究者と共に研究活動の企画・マネジメント、研究成果活用
促進を行い、研究者の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化を支える業務を担当するプロフェッショナル。

８- ６　学内会議の委員

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

三村聡センター長
山田一隆准教授

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

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

山田一隆准教授

津山工業高等専門学校

会議・委員会 担当者
基幹教育センター学系部会（実践知部会） 前田芳男副センター長【部会長】

山田一隆准教授【副部会長】
三村聡センター長

情報セキュリティ委員会 三村聡センター長
ICT�教育推進部会（学習環境ラボ） 山田一隆准教授
SDGs推進企画会議 三村聡センター長
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８- ７　センター教員担当授業科目

教養・専門・
大学院 科目区分等 授業科目 担当教員 学期 曜日・時限

教養教育科目 知的理解（現代と社会）現代コミュニティーと地域経済 三村　聡 １学期 火曜５・火曜６

教養教育科目 知的理解（現代と社会）現代コミュニティーと地域創生 三村　聡 ２学期 火曜５・火曜６

教養教育科目 知的理解（現代と社会）現代コミュニティーと地域社会 三村　聡 ３学期 火曜５・火曜６

教養教育科目 知的理解（現代と社会）現代コミュニティーと都市比較 三村　聡 ４学期 火曜５・火曜６

教養教育科目 知的理解（現代と社会）岡山の自然を知る
宇塚　万里子（全学教
育・学生支援機構�）
岩淵　泰

３学期 月曜７・月曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

支え隊～子どもの安全・安
心のために～

宮本　香代子（大学院
教育学研究科）
前田　芳男

２学期 月曜７・月曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

守り隊～子どもの安全・安
心のために～

宮本　香代子（大学院
教育学研究科）
前田　芳男

夏季集中

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

小中学生の協同教育のため
の教材開発 前田　芳男 ３学期 金曜７・金曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

「聞き書き」を通して学ぶ地
域社会 前田　芳男 夏季集中

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

岡山市の魅力を世界に伝え
る活動 前田　芳男 １学期 火曜７・火曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

岡山市の魅力を世界に伝え
る活動 前田　芳男 ２学期 火曜７・火曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

岡山市の魅力を世界に伝え
る活動 前田　芳男 ３学期 火曜７・火曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

岡山市の魅力を世界に伝え
る活動 前田　芳男 ４学期 火曜７・火曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 郷土の歴史から学ぶ財政論 前田　芳男 １学期 木曜７・木曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

フィールド調査の基礎を学
ぶ�スペシャル 前田　芳男 １学期 金曜７・金曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

フィールド調査の基礎を学
ぶ　デラックス 前田　芳男 ２学期 金曜７・金曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

創造的討論技術を学ぶ�スペ
シャル 前田　芳男 ３学期 木曜７・木曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

創造的討論技術を学ぶ�デ
ラックス 前田　芳男 ４学期 木曜７・木曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉をつな
げる支援活動I 前田　芳男 １学期

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉をつな
げる支援活動Ⅱ 前田　芳男 ２学期

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉をつな
げる支援活動Ⅲ 前田　芳男 夏季集中

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉をつな
げる支援活動Ⅳ 前田　芳男 ３学期

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

子どもの教育と福祉をつな
げる支援活動Ⅴ 前田　芳男 ４学期
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教養・専門・
大学院 科目区分等 授業科目 担当教員 学期 曜日・時限

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

アカデミック・ライティン
グ 前田　芳男 ３学期 木曜１・木曜２

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

アカデミック・ライティン
グ 前田　芳男 ４学期 木曜５・木曜６

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

多職種連携と地域包括ケア
のワークショップ

浜田　淳（大学院医歯
薬学総合研究科）
三村　聡

３・４
学期 火曜７・火曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 地域高齢者と介護１

浜田　淳（大学院医歯
薬学総合研究科）
前田　芳男

１学期 木曜７・木曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 地域高齢者と介護２

浜田　淳（大学院医歯
薬学総合研究科）
前田　芳男

２学期 木曜７・木曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 実践型まちづくり論１ 山田　一隆 ３学期 木曜７・木曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 実践型まちづくり論２ 山田　一隆 ４学期 木曜７・木曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 実践型教育/学習概論１ 山田　一隆 １学期 木曜７・木曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 実践型教育/学習概論２ 山田　一隆 ２学期 木曜７・木曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

サービスラーニングのデザ
イン１ 山田　一隆 １学期 火曜７・火曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

サービスラーニングのデザ
イン２ 山田　一隆 ２学期 火曜７・火曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 国際インターンシップ 吉川　賢 特別

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

倉敷市水島から学ぶ地域社
会と環境

岩淵　泰
三村　聡
前田　芳男

夏季集中

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

ＳＤＧｓ：持続可能な社会
に向けた岡山のまちづくり
事例

岩淵　泰
三村　聡
前田　芳男

１学期 月曜７・月曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 岡山まちづくり論（１） 岩淵　泰 ２学期 火曜７・火曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 岡山まちづくり論（２） 岩淵　泰 ３学期 火曜７・火曜８

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 岡山を知る

藤本　真澄（全学教育・
学生支援機構）
岩淵　泰

３学期
集中

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

実践デモクラティック・
ラーニング１ 岩淵　泰 ２学期

集中

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知）

実践デモクラティック・
ラーニング２ 岩淵　泰 ３学期

集中

教養教育科目 実践知・感性科目
（実践知） 留学生と学ぶ日本伝統文化

藤本　真澄（全学教育・
学生支援機構）
三村　聡
岩淵　泰

１学期
集中

専門 経済学部 実践コミュニケーション論
鈴木　真理子（社会文
化科学研究科系）
前田　芳男

３・４
学期 火曜３

専門 経済学部 実践コミュニケーション論 前田　芳男 ３・４
学期 水曜５・水曜６

専門 工学部 実践コミュニケーション論
鈴木　真理子（社会文
化科学研究科系）
前田　芳男

３・４
学期 火曜３・火曜４

専門 工学部 実践コミュニケーション論 前田　芳男 ３・４
学期 水曜５・水曜６

大学院 自然科学研究科
FlexBMDコース 組織マネージメント概論 三村　聡 夏季集中

大学院 社会文化科学研究科 ヨーロッパ都市論 岩淵　泰 後期 月曜３

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

大学院 ヘルスシステム統合科
学研究科 医療政策 中瀬　克己（医学部）

岩淵　泰 前期後半 木曜１
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実践型教育科目

実践型社会連携
教育科目

９- １　岡山大学の実践型社会連携教育プログラムの推進体制

　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。

９- 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、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。
　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。

９- ３　実践型社会連携教育の定義及びタイプ分け

（１）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。
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　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。

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。

（２）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。

（３）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。
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浅

深

低
低

問題指向性

技術
指向
性

高

高 現
場
指
向
性

９- ４　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。

９- ５　平成 30 年度開講の実践型社会連携教育科目の概要（センター教員担当科目）

▶︎９-５-１　実践型まちづくり論
　担　当：山田一隆准教授
１．科目概要
　科目区分� 教養科目（実践知・感性（実践知））／選択１単位／講義番号912060、912061
　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

２．開講の動機
　岡山大学が、「実践型社会連携教育」プログラムを全学展開するにあたり、教養科目において「実践
型まちづくり論１/２」を、平成28（2016）年度から開講した。
　現在議論されている新しい学習指導要領は、小中学校では平成30（平成30）年度から、高等学校で
も平成31（2019）年度から先行実施される。平成34（2022）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→社会人」の「移行」過程のなかで、学生たちは、大学入学直後の既有知
識の体系をいったん「学びほぐす」必要がある。卒後に、彼らが主体的学習者として、自ら課題を設
定し、学び続ける素養を培う「練習」の場を、サービスラーニングを通して与えられるのでないか。
科目担当者は、そのような問題意識で試行錯誤の授業づくりをおこなった。
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３. 実施した授業内容

授業の概要 　大学での学びは、机の前に座っての「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
を導入する。
　この科目では、問題群（problems）から個別具体的な課題（issue）を見極め、見定めるこ
とができるよう、世の中への目利きとなることを意図とした科目として展開される。
　したがって、この科目での「まちづくり」とは、狭義の都市計画・建築計画におけるそれ
にとどまらず、受講生を含めた生活者の主体的で社会的な営み全般をイメージしている。

学習目標 １．�地域課題や社会課題の現場での実践活動を通して、当事者のニーズとその背景にある本
質的な課題とを見定め、見極めることができる。

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

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

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

授業計画 第３学期：「実践型まちづくり論１」
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）

第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）
03-10講：�実践（２）（まちづくりの現場で学

ぶ）
11-12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）

13-16講：まとめ（「問題解決」の先へ）

第３、４学期に共通する実践活動に関する注記。
※ �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】岡山県中山間地域協働支援センター［中山間地域の活性化］

※ �教室外活動を伴う活動を時間割上の授業時間を振り替えたり、授業外学習時間を活用し
て実施する（３学期は６授業時間、４学期は10授業時間に相当する時間数）。

※ �そのため、毎週木曜７、８限の授業を行わない期間があったり、平日夜間、土日休日を
含めた「空きコマ」に、当該活動が不規則に入ることに対応することが求められる。

※ �活動内容と場所は、受講生と受入先との希望やスケジュールを勘案して、開講後の授業
時間に決定する。

※ �受講生と受入先のマッチング後は、活動内容、日程等の微調整は、受講生と受入先との
双方のやりとりでも行いうる。

授業時間外
の学習方法

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

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

研究活動と
の関連

科目担当者の専門分野は、サービスラーニング、ボランティア学習、地域コーディネート論、
まちづくり教育、社会教育・生涯学習論である。
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４. サービスラーニングの理論に基づく学習過程の枠組み

５. 学習過程を支える目標設定シート、活動日報

６. 授業風景

DP要素と
の関連割合

人間性･倫理観【教養】� ５%
創造力･想像力【教養】� � 10%
論理的思考･判断力【教養】� ５%
幅広い分野に対する関心【教養】� ５%
情報収集力【情報力】� 10%
情報活用力【情報力】� 10%
情報発信力【情報力】� ５%

課題を発見･解決する力【行動力】� 15%
コミュニケーション能力【行動力】� 10%
セルフマネジメント力【自己実現力】� 10%
日常的な自己研鑽力【自己実現力】� ５%
未来を設計する力【自己実現力】� 10%
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７. 今年度の課題
受講生数の確保が困難になってきている
　実践型社会連携教育科目は、平成28年度から本格的に全学展開されているが、教養教育科目におけ
るそれである「実践知科目」は、大半の学部で、教養教育科目内の選択必修または「フリーゾーン」
で算入されるため、要卒単位数が設定されている自然系、生命系、自分社会系に比べると少なくなる。
実践知科目は、事前学習や事後学習、実践活動など、授業外学習に取り組むことが必然的に多くなる
ため、他の科目に比べて付与される単位数が小さい、いわば、「コスパ」のよくない科目群として、学
生の間では評価が固まりつつあるように思われる。
　実践知科目では、その学習効果を確保するために、受講生数を抑制するために、抽選対象科目とし
ているものも見受けられる。しかし、抽選対象科目は、大講義で、教室に立ち見が出るような状況を
回避するべく、定員抑制のための制度として設計されており、他の学系では、多くの大講義が抽選対
象科目となっている。つまり、抽選対象科目には、教室定員に合わせた受講生に抑制したい科目と、
小集団によるタフな教育活動で学生を鍛えようとする科目とが混在しており、そのことは、大半の学
生にとって意識されていない。残念ながら、多くの学生は、手当たり次第に、空きコマに抽選対象科
目にエントリーし、当選した科目のうち、「コスパ」のよい科目だけを履修する、という受講スタイル
が常態となっている。
　抽選対象科目に当選しても受講しない「カラ登録」は、4学期制導入以降、問題の深刻化が進んでいる。
大講義科目でも、実践知科目のように小集団科目でも、「カラ登録」する学生の比率には大きな差はな
いが、その授業スタイルやもともとの募集人数の多寡を考慮すれば、実践知科目を含め小集団科目の「被
害」は、大講義科目のそれよりも深刻である。200名の講義スタイルの科目が、３分の１の70名となっ
ても、授業方法に大きな差は出ないが、30名の演習・実習形式の科目が、10名しか集まらなければ、
当初計画の授業スタイルを変更せざるを得ないし、その学習効果にも影響を及ぼすだろうことは想像
に難くない。
　根本的には、学生の近視眼的な「コスパ」意識の払拭と、抽選対象科目へのエントリーと履修にか
かるマナーの改善（カラ登録した単位数に応じた履修登録制限数の抑制、など懲罰的対応の導入を含む）
を進めることが求められると考える。科目担当者の努力としては、本気で学びたい学生に一人でも多
く応じることであろう。であれば、地道な広報活動と履修した学生に対する丁寧な学習支援を通して、
真に力がつく科目としての学生からの評価を勝ち取っていくことより、ほかはないのかとも思われる。

学習管理システム（LMS）の活用になじまない
　本科目では、今年度から学習管理システム（LMS）Moodleの活用を試みた。授業時、および、授業
外に科目担当者が学生のチームミーティングに寄りそう時間「コアタイム」には、BYODでの学習支
援を実施するとともに、提出物を可能な限り、Moodle上でやり取りできるようにした。
　Moodleを活用することで、学生と教員とのインタラクションを促進し、学生自身が学習過程を（他
の科目とあわせ）一元的に自己管理できるようになることをもくろんでいた。しかし、結果は、授業
時およびコアタイム時の進行、活動日報の質と効果的なフィードバックの効率化、などの面において、
いずれもMoodleを導入していない昨年度、一昨年度のスタイルのほうがよかった。
原因は、以下のように分析している。
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１） 学生のICTスキル・リテラシーと学習環境に依存するもの
● �そもそも学生のICTスキル・リテラシーが低い。自分のパソコンやタブレット、スマホにどん
なアプリケーションがインストールされているのかを理解していない学生が多く、BYODで、
Moodle経由では正しくPDFを開くことすらできない学生、状況が散見された。

● �Moodleを活用している科目が少ないため、学生のMoodleのハンドリングスキルが低い。Moodle
のツールである「フォーラム」や「フォルダ」といった用語が通じないことがあった。

２） 本科目の固有性に由来するもの
● �個別的な指導や学習支援が頻発するため、そもそも学習支援の定型化になじまない。実践活動
の総時間数でコントロールしているため、活動のタイミングや回数は、学生によってばらつき
が生じ、活動日報の提出や活動時間管理、それらへのフィードバックなどが定型化しづらい。

● �活動先、学生、授業担当者のインタラクションが必要なため、現行の本学セキュリティでは、
Moodleをコミュニケーションのプラットフォームとして活用することになじまない。結局、グ
ループLINEや一斉同報メールで対応することになる。

● �チームで取り組むことを重視しているために、「チーム＋教員」、「個別の学生＋教員」など、参
加条件を細かく設定した複数のフォーラムを大量に管理せざるを得ず、学生にとっても、教員
にとっても、かえって煩雑な面が多くなった。

　継続的な実践活動を伴うサービスラーニングやプロジェクト型学習、問題解決学習などは、チーム
と一人ひとりの学生、受入先の市民活動団体や企業、地域組織、科目担当者など多様なステークホルダー
が、情報の共有とセグメントに配慮しながら、学習活動が進行する。それに対応できるように、カス
タマイズされたLMSも市場には出回っている。ただ、導入している他大学の関係者によれば、（イニシャ
ルコストもランニングコストも）非常に高価であり、カスタマイズされているがゆえの使い勝手の悪
さもあるようだ。
　結局は、来年度の授業では、昨年度、一昨年度のスタイルに戻すことを基本に、学生にとって、学
習目標の到達に向かっていくことに集中できる方法を検討していくことになりそうである。

▶︎９-５-２　実践型教育/学習概論
　担　当：山田一隆准教授、吉川幸実践型教育プランナー
１. 科目概要
　科目区分� 教養科目（実践知・感性（実践知））／選択１単位／講義番号912016、912017
　実践型教育タイプ� タイプB
　学期・時限・教場� １、２学期／木曜７、８限／一般教育棟A36教室

２. 開講の動機
岡山大学が、「実践型社会連携教育」プログラムを全学展開するにあたり、教養科目において「実践

型教育/学習概論1」を、平成28年度から開講した。
　学生は、二言目には、「実学的、実践的な授業をやってほしい」という。「学士力」や「社会人基礎力」、
「企業が求める人材像と必要な資質能力」などが唱道されているのか、参加型学習が必要なのか、と言っ
たことは、彼らには感覚的理解はあっても、経済政策や文教政策、科学技術政策のなかでどのように
位置付けられているのかは、ほとんど理解していない。
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　大学教員や政策的含意のなかで、「実践的」と呼ばれる学びに込められている意図を理解したうえで、
その後の教養教育や専門教育に臨んでもらうことは、卒後に、彼らが主体的学習者として、自ら課題
を設定し、学び続ける契機を与えることになるのではないか。科目担当者は、そのような問題意識で
試行錯誤の授業づくりをおこなった。
　本科目では、高校→大学→社会人という「移行」の問題を科目の軸にすえている。１学期の「実践
型教育/学習概論1」では、高校→大学の移行を、２学期の「２」では、大学→社会人の移行を、主に
扱うこととした。受講生は続けて履修することで、高校→大学の移行の後、「近未来」の社会人となっ
た自分自身のイメージをもつためのきっかけを与え、そこからバックキャストして、大学での学びの
デザインを行いうる素養を培うことをねらったものである。これは、他に開講されている「ガイダン
ス科目」や「キャリア形成科目」との差別化を意識している。
　「２」は、他の学部・研究科で有単位ないし事後申告で単位付与する、各種のインターンシップ科目
に対して、比較的標準化された事前学習科目を開発する意図も含んでいる。すなわち、大学での学び
方を向社会的なものとすることとあわせ、インターンシップやサービスラーニングなど、現場や地域、
社会での実践活動を伴う科目を受講しようとする学生にとって、それらの活動シーンで求められる素
養を、現場等に出る前に、前提知識となる知識を、受講者の能動性を前提としつつ、実践的に教室で
学ぶことも意図した。
　この試みにあたっては、吉川幸実践型教育プランナーの発案とオーガナイズによるところが大きい。

３. 実践型教育/学習概論１
（１） 実施した授業内容

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

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

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

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

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

授業計画 第１講、第２講　導入
オリエンテーション
第３講、第４講
　�実践型教育/学習へのまなざし

第９講、第10講　中間まとめ
第11講-第14講�地域人として生きる
　（１）�満月BAR代表　大森美彩さんのお話
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（２） 受講生の受講前の「実践型学習」のイメージ
初回の授業で、「現時点での既有知識の限りで、「実践

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

（３） 授業風景

授業計画 　参加型学習の必要性／グループワークとそ
の方法
第５講-第８講　課題を探る
　�現場に臨むための3つのデザイン／仮説の
デザイン／調査のデザイン／現地活動のデ
ザイン／社会調査あれこれ

　（２）�岡山市市長公室広報広聴課　遠藤千
里さんのお話

第15講、第16講�まとめ
　「まなびほぐし」ということ

授業時間外
の学習方法

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

提出することとした。
成績評価 参加意欲

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

研究活動と
の関連

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

DP要素と
の関連割合

創造力・想像力【教養】� � ５%
論理的思考力・判断力【教養】� 10%
幅広い分野への知的関心【教養】� 10%
情報収集力【情報力】� � 10%

情報活用力【情報力】� � 10%
情報発信力【情報力】� � ５%
主体的行動力【行動力】� � 25%
自己実現力【自己実現力】�� 25%

ミニレポートから得られた共起ネットワーク
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（４） 受講生自身が設定した期末レポート論題（抄）

４. 実践型教育/学習概論２
（１） 実施した授業内容

授業の概要 　大学生の学びの場は、キャンパス内にとどまるものではない。社会実践的な体験をとおし
て得られる学びは、人間的成長や、専門的知識への関心の喚起など、かけがえのないもので
ある。
　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。
　本科目は、インターンシップやサービスラーニングなど、現場や地域、社会での実践活動
を伴う科目を受講しようとする学生にとって、それらの活動シーンで求められる素養を、現
場等に出る前に、前提知識となる知識を、受講者の能動性を前提としつつ、実践的に教室で
学ぶことを企図している。
　とりわけ、本科目では、社会で働くことを念頭に、1）学生である自分と、社会で働くビ
ジネスパーソンとの「仕事観」「経験」「能力」「知識」の共通点、差異を考え、2）上記を参
照して、働く意味、在学中にインターンシップに参加する意味を考え、3）ビジネスマナー、
基礎的なビジネススキルを理解し、使えるようになる、ことを目的とする。

学習目標 １．�学習者として守られた状態ながら、「社会」や「社会人」、「働くこと」について垣間見て、
社会に出る前段階の大学生として、自分がどのように学ぶかが理解できる

２．自分の学修目標について明確に語れるようになる
授業計画 第１講　イントロダクション

　�講座のイメージ形成／学習動機の言語化／
「社会」や「社会人」についての既有知識
の検証、現代社会の課題を検討
第２講　「働く」を考える
　�自分の仕事観を言語化する／自分に不足し
ている要素を可視化する
第３講、第4講　「地域」を考える
　�身近な地域として「岡山県」を題材に、人
口、産業、社会の状態を知り、自分事とし
てどう関わるかを考える
第５講、第６講　「行政」を考える
　行政パーソンをゲストに迎え社会人の視点
から見た行政施策や社会状況について考える
　和気町教育委員会社会教育課課長補佐

海野均さん

第７講、第８講　「働く」を考える
　�20代ビジネスパーソンをゲスト講師に招き、
数年後の自分をイメージする
　�株式会社ビザビヒューマンリソース局採用サポー
トチーム　三宅風太さん
第９講、第10講　「働く」を考える
�インプットの中間整理を行い、多様性の中
で働くことを考える
第11講、第12講　�「他者とともに働く」を考える
　�ビジネスマナーの具体例を学び、その意味
や目的を考える／リスクマネジメントにつ
いて理解する
第13講、第14講　�学外活動「ジョブシャドウ

イング」
　�行政機関や企業を訪問し、社会人の様子を
観察し、ビジネス現場を垣間見る
第15講、第16講　振返り
　今日この後からの学び方を計画する

授業時間外
の学習方法

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

提出することとした。

・ �人生において大学進学という選択肢がもたらす価値
と、それをプラスに活かすことについて

・ �大学で学ぶということ
・ �多くの経験をして、視野を広く。
・ �知を還元すること。
・ �実践知により築かれる「大学生」である私の態度と「大
学生」でなくなる私のあるべき姿

・ �なぜ、私は、大学で学ぶのか
・ �自分の可能性を広げる学びを得るために
・ �学びと社会と私
・ �これまでの自分と、これからの自分をつなぐために
・ �実践知と主体性
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（２） ジョブシャドウイング
１）�主旨
　現実社会で起きている事象を様々な角度から切り取り、社会科学の視点で吟味する方法を学び、
主体的な学習者として「みずから問いを立てる力」を育てることを目的とし、社会人の働く職場を
訪問し、その「働く背中」を観察する。

２）�実施手順
　職場では学生を担当する「メンター」を指名し、学生はメンターの「影（シャドウ）」となって業
務の場に同席する。

３）�実施上の留意点
　学生は気づいた点についてメモを取る場合があるが、状況によりメモを取ることが許されない場
合は、職場の指示に従う。職場内の写真撮影や録音は禁じている。

４）�実施協力機関、日程、学生数

（３） 授業風景

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

研究活動と
の関連

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

DP要素と
の関連割合

創造力・想像力【教養】� � ５%
論理的思考力・判断力【教養】� 10%
幅広い分野への知的関心【教養】� 10%
情報収集力【情報力】� � 10%

情報活用力【情報力】� � 10%
情報発信力【情報力】� � ５%
主体的行動力【行動力】� � 25%
自己実現力【自己実現力】�� 25%

機関名 部課名 学生人数
株式会社トミヤコーポレーション 経営管理本部 ２名
カイタックホールディングス株式会社 人事部人材開発課 １名
専門学校岡山情報ビジネス学院 教務部教務第一課 １名
岡山トヨタ自動車株式会社 東岡山店 １名
ライト電業株式会社 総務部総務課 １名
株式会社山陽新聞社 論説委員 ３名

仕事に含まれる要素を書き出し、理解度合い
を可視化するワーク（８月２日）
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（４） 受講生自身が設定した期末レポート論題（抄）

▶︎９-５-３　子どもの教育と福祉をつなげる支援活動
　担　当：前田芳男副センター長
　総社市と総社市社協が実施しているワンステップ事業（教育支援事業）と連携し、総社市内の中・高
生の学習指導を通じて、福祉の問題を深く考える実践型社会連携教育科目を実施した。平成26年度か
ら開講しており、本年度は、医学部保健学科３年生２、文学部３年生１の計３人が受講したほか、昨年
度受講生３人が引き続きボランティアとして参加した。毎週火曜日と金曜日の夜間に実践活動が行わ
れ、受講者はいずれかの曜日を週1回担当し、中・高生への学習指導や生活の悩み相談に応じる。本学
学生のほか、岡山県立大学のボランティア学生、元教員の社会人ボランティアも一緒に活動している。
　受講学生には、毎回の学習指導とレポートの他に、学期ごとの振り返りワークショップ、岡山大学オー
プンキャンパスでの中学生の案内などを課すとともに、クリスマス会の開催、卵かけごはんの会など、
ふれあい活動も企画・実施させている。

▶︎９-５-４　支え隊／守り隊
　担　当：前田芳男副センター長
�子どもの生活を中心に据えて、リスク管理やリスク対応について学ぶとともに、子どもの通学路の安
全対策、子どもの安全意識向上や防犯知識の習得など、実際の社会で役立つ提案や直接の支援活動を

大学生として自分はどうするか。
自己の将来像を明確化し、理想の社会人像を実現す
るために、残された大学生活で経験・学習すべきも
のは何か
いまやりたいこと、いまやらなければならないこと
に、いま全力で取り組む。

この授業を通しての将来の自分の社会人像
社会で必要な力、大学で身に着けるべき力とは
さまざまなことを吸収して自分のモノにする
現場から学べること
大学生である私はどのように学ぶべきか

卵かけごはんの会

行った。２学期の「支え隊」では、岡山県くらし安全安心課、岡山県警から講師を招聘し、県内での
犯罪発生や防犯への取り組みの実態を講義してもらい、また、ｅラーニング教材を用いた、子どもへ
の安全教育の指導法について指導を受けた。夏季地集中講義「守り隊」では、実際の現場での活動に
参加した。具体的には、まちなかの防犯パトロールを行う「おかやまガーディアンズ」の体験活動、
岡山県消費者センター主主催の「消費者コーディネーター養成講座」へ参加した。
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▶︎ ９-５-５　小中学生の協同教育のための教材開発
　担　当：前田芳男副センター長
� � �小中学生のための協同学習の教材を開発する授業である。実践
型科目として、大学生が小中高生に対して教育支援を行うことは、
いずれの学部学科の学生でも可能であり、そうしたサービス・ラー
ニングの手法を確立するための実験的取り組みであった。受講生
は、教育学部生を中心に12人であった。学生は３チームに分かれ、
「地域学」の教材及び授業計画案づくりに取り組んだ。できあがっ
た教材は、①古民家を活用したふるさと教育、②漁民の森の植樹
活動を通した水質と環境保全の学習、③動物園をフィールドとし
た総合学習であった。

▶︎９-５-６　「聞き書き」を通して学ぶ地域社会
　担　当：前田芳男副センター長
� �この授業は、様々な産業（特に１次産業）に長年従事してきた名人を訪ね、その個人史を聞き取り、
文章化して作品にまとめるものである。５章-まちづくり実践活動・地域連携の中で触れた「高校生を
対象にした備中聞き書き」と連動して、本学学生にも教養の授業として開講したものである。聞き書
きを通して、学生自らが地域の高齢者のもつ知恵、技術、経験などを次代に繋いでいく橋渡し役とな
ることが大きな狙いである。この授業を通して、持続可能な社会とは何か、働くとは何か、そうした
ことを深く考える貴重な経験になるとともに、ヒアリングや作文の技術だけでなく、社会人としての
マナーやコミュニケーション力の向上も図る。受講者は法学部生２名であった。聞き書きのテーマと
相手は、「山とともに生きるということ」（新庄村在住　林業：田浪侃（すなお）さん、「千屋という
場所で生きる」（新見市在住林業：上田統祥さん）であった。このうち、田浪さんは残念にも、聞き書
きの後３ケ月ほどして急逝されたのだが、聞き書きで語られた昔の林業や地域の暮らしのことは、職
場の後輩や家族も知らなかった内容が多く含まれ、聞き書き作品が期せずして貴重な歴史資料となっ
た。氏の冥福をお祈りし、感謝を申し上げたい。

▶︎ ９-５-７　創造的討論技術を学ぶ
　担　当：前田芳男副センター長
��３学期：創造的討論技術を学ぶ-スペシャル、４学期：創造的討論技術を学ぶ-デラックスとして開講
した。グループ討論の手法や発想法を講義したあと、学んだ討論技術を使って具体の社会課題を討論

発表スライド
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するワークショップ形式をとった。３学期のテーマは、地元企業である林原（株）様より「トレハ
ロースとヘスペリジンの販路拡大」、４学期のテーマは、岡山トヨタ自動車（株）様より「若者の
クルマばなれの理由と対策、コネクト社会の未来とディーラー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てい

ただいた。３学期の発表会では、林原（株）の企業の研究員や役職者、テレビ会議を通して東京の販
売担当者ともつながってディスカッションする機会を与えていただいた。４学期の発表会では、ゲス
トに岡山トヨタ自動車（株）の社長であり岡山商工会

　担　当：前田芳男副センター長
　この授業では、まず調査方法についての講義をした後、学生が修得した知識を用いた調査の実施
及び調査レポートの作成に取り組んだ。１学期は学内をフィールドとして「駐輪問題」をテーマと
し、２学期は「学内の喫煙問題」を取り上げて、受講学生各人がそれぞれの課題を設定し、調査及び
レポート作成を行った。
喫煙問題では、キャンパス内での禁煙が徹底されておらず、�物陰に隠れて喫煙する人、建物内の

多目的トイレで喫煙する人がいる実態などが明らかになった。調査結果の発表会は、学内の喫煙対
策をすすめる安全衛生部の職員にも参加してもらい実施した。大学近傍のタバコ屋へのヒアリング
結果は、安全衛生部にとっても興味深いものであり、授業の成果が有用であることを学生たちが自
覚することとなった。

▶︎ ９-５-９　実践コミュニケーション論　
　担　当：前田芳男副センター長
　工学部と経済学部が共同で開講する、３，４学期またがりの実践型社会連携教育科目である。両学
部から抽選された学生をA、Bの２クラスに分け（各クラスとも両学部生が混在）、それぞれに企業の
商品開発などの課題を与え、様々なコミュニケーション手法を学びながら、企画提案を行った。平成
30年度の課題は、Aクラスは、山陽新聞社様への「山陽新聞社が、今後生き残っていくための事業提案」、
Bクラスは、内山工業（株）様への ｢発泡スチロールの新用途提案｣ であった。このうち、前田芳男副
センター長が、Bクラスを担当した。受講生は、経済学部生６人、工学部生12人であった。３学期に様々

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の役割」を提示してもらい、その解決

策を考え発表した。授業では、両社から講師を派遣していただき、テーマの解説や企業紹介をし�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議所副会頭の梶谷氏、商工会議所人材育成委

員会委員長黒田氏、岡山県立林野高等学校の２年生８人と吉川教諭、土居教諭、学校支援コーディ
ネーターである藤井氏、智頭町地域おこし協力隊の中野氏を迎え、ディスカッションすることがで
きた。本年度は、商工会議所人材育成委員会との連携により、企業から課題を提示してもらうことが
でき、より実践的な社会連携学習ができた。

▶︎ ９-５-８　フィールド調査の基礎を学ぶ
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な討論手法や発想法を学び、４学期は、内山工業（株）の関連会社であり発泡スチロール製品を製造
している東洋コルク（株）岡山工場の見学をし、それまでの検討成果を生かして４チーム（経済学部、
工学部混成）に分かれて提案づくりに取り組んだ。最終発表会では、内山工業（株）の矢野公仁エキ
スパート、片岡浩二部長、東洋コルク（株）の村岡工場長をゲスト審査員としてお迎えした。学生か
らは、「楽しいBBQセット」「発泡スチロール製子供用玩具-カスタマイズできる自動車品」、「保温性に
優れたタンブラー」、「発泡スチロール製アート作品とアートイベント開催」のアイデアが出された。
いずれも、企業や社会への貢献を念頭に置いた優れた提案であると評価された。

▶︎９-５-10　アカデミック・ライティング
　担　当：前田芳男副センター長
　平成29年度より、教養教育の中に「アカデミック・ライティング」
の区分が設けられ、レポート・論文の書き方を指導する科目として、将来の全学展開を目指す
こととなった。その先導的な授業として３、４学期に８科目が開講され、前田芳男副センター
長がそのうちの１科目を担当した。「健康づくり」を大きなテーマとして各人が論証テーマを設
定し、論証型論文を作成するものである。具体的な論証テーマとしては、「温度活のすすめ」
「現代の食は生活習慣病につながる」「野菜を食べることは体によい」「うつ病の治療における
睡眠薬の投与」「縮まらない日本の平均寿命と健康寿命の差」などである。受講者は両学期とも
数人と少なく、論文の構造の作り方、参考文献の示し方、引用文献やデータの正さの検証や妥
当性など、一人ひとり丁寧に添削指導をすることができた。学生は、最終的に3000～3600字の論
文を完成させた。

▶︎  ９-５-11　郷土の歴史に学ぶ財政論
　担　当：前田芳男副センター長
　本科目は、平成29年度まで経済学部から提供されていた教養科目であるが、担当していた教員の
退職に伴い、前田芳男副センター長が引継ぎ実施したものである。幕末に備中松山藩の財政再建に
成功した山田方谷の思想や経済政策をオムニバス形式で学び、その仕上げとして、方谷が活躍した
備中松山城や方谷が眠る方谷園を訪ね、現地でディスカッションした。そこでは、方谷の行財政

授業の様子　

運営の基本である「至誠惻怛」を真似て四字熟語を作ったりした。講師は山田方谷研究会のメン
バーである、網本善光氏（笠岡市役所市民生活部長）、三宅康久氏　（山田方谷研究会事務局長）、
河田章氏（岡山大学非常勤講師）、平野正樹氏（元岡山大学経済学部教授）の４氏。
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▶︎ ９-５-12　岡山の魅力を世界に伝える活動
　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

　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。

▶︎ ９-５-13　多種連携と地域包括ケアのワークショップ
　担　当： 浜田淳教授（大学院医歯薬学総合研究科）、三村聡センター長、西田真寿美教授（大学院保
健学研究科）
１．授業テーマ「島の高齢者の暮らしを考える」
　　　連携教員
　　　　竹中麻由美准教授（川崎医療福祉大学　医療福祉学部�医療福祉学科）
　　　　西江雅子氏（笠岡市地域包括ケア推進室　室長）
　　　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

２．平成30年度授業日程
　【オリエンテーション】
　　10月２日（火）16時20分～18時30分（岡大津島キャンパス）
　【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）
　【滞在型現地授業】
　　11月17日（土）～18日（日）
　（場所）笠岡諸島北木島＆白石島　宿泊研修施設「石切りの杜（もり）」
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　【市民公開講座など】
　　12月８日（土）午前　認知症サポーター講座
　�午後　公開講座「H30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」（笠岡市保健センターギャラクシーホール）へに参加と学生報告会

　【まとめの講義と振り返り】
　　12月18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と事前講義
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が講義を担当した。

滞在型現地授業
　11月17日から一泊二日、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。
　授業終了後、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、島の良さや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、笠岡市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。
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市民公開講座など
　12月８日、笠岡市保健センターギャラクシーホールにて「H30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。
テーマは「地域共生社会～お互い様の地域づくり～」で、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、地域を支える三つの団体から、
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２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をさせていただいた。
　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。
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まとめの講義と振り返り
　12月18日、これまでの授業のすべての振り返りと気づきを授業の中でまとめた。提出されたレポー
トに基づき、浜田淳教授が、学生から感想を求めながら専門的な知見から総合的にコメントを加える
スタイルで実施した。
三村聡センター長は、学生の努力に対するねぎらいと、社会人として「生きる力」の大切さについ

て地域人から学べた成果を忘れずに社会へ巣立ってほしいと結んだ。
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▶︎９-５-14　国際インターンシップとCo-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
　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平成27年
度より開講している。
　科目名は、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、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
２－１　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。
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２－２　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
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。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。

２－３　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。

表１：林業教育コンソーシアムのメンバー 図１： 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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　これまでの履修生の所属先を表２に示す。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平成29年は９部局の学生が参加した。

３．UBCのコーオプ教育プログラム
３－１　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。

３－２　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。ここでは平成27年より共同開催しているUBC森林学

表 2：国際インターンシップ履修生の所属先
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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。

　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
４－１　岡山大学とUBCの間の協定
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林学部との間で平成26年７
月29日に締結した（図３）。また、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 3：部局間交流協定

図２：UBC の森林学部林産学科のコーオプカリキュラム
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　以上のように林業とその関連分野に係る包括連携協定と、岡山大学とUBCとの間の部局間学術交流
協定を元に、UBCの学生受け入れと、岡山大学の学生とUBCの学生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。

４－２　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。平成27
年より平成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）、平
成31年度は２名を予定している。平成29年、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、
平成27年、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。

４－３　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 4：学生交流協定（一部） 図５：２つの関係の全体模式図
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　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。

４－４　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：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。

５－１　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。

５－２　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は平成30年度の事前教育
の科目とその内容である。

５－３　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。

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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　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。

５－４　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
６－１　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。

６－２　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

図８：活動日報 図９：自己評価シート
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▶︎ ９-５-15　SDGs：持続可能な社会に向けた岡山のまちづくり事例
　担　当： 岩淵泰助教
　SDGsについて学ぶ機会を学生に提供するために、2018年３月に
設立された「みずしま滞在型環境学習コンソーシアム」の支援を
受け、本学、岡山市、企業やまちづくり団体によるオムニバス形
式での講義を行った。

　この講義は一年生を対象にしており、SDGsの実践事例の学習を通して、地域の課題、先端技
術、まちづくりの実践事例に触れ、関心を広げることから出発し、地域総合研究センターが
行っているまちづくりフィールドワークに繋げていくものである。
　たとえば、萩原工業株式会社の萩原邦章会長が５月21日の授業では、学生60人に対して講演
を行った。萩原会長は、倉敷市・水島地区の産業変遷史を踏まえ、企業と地域が共生するまち
づくりの可能性について説明した。「企業がイノベーションに挑戦するためには、まず、これ
からの未来を担う若い世代の人たちが抱く幸せのイメージを理解することが必要だ」と話し、学
生から環境技術についての質問に対し自社製品を見せながら答えるなどした。

▶︎ ９-５-16　倉敷市水島から学ぶ地域社会と環境
　担　当： 岩淵泰助教、三村聡センター長、前田芳男副センター長
　学生13名（男５名・女８名）が、水島まちづくりの合宿研修に参加した。

　この合宿研修では、学生がどのようなものを学び、学びが地域に残されるのかという視点から、
大学、みずしま財団、行政、水島家守舎NAdiaの皆さんと何度も話し合う機会を持った。
コンビナート、環境再生、公害訴訟、平和、戦争遺跡など、まちづくりを考えるうえで多くの

資産が存在する水島地域において、学生たち自身が、何度も水島を訪れたくなるようなプログラ
ムを作成することになり、本年度は、水島の商店街を取り上げることにした。
　その狙いは、水島のみなさんに学生たちの姿を感じてもらうと共に、教養科目の１年生を対象
とする講座においては、まちづくりに頑張る人の姿を追いかけることで、地域における持続可能
性の挑戦や課題を楽しく考えてみることである。
　事前学習として、７月11日（水）、みずしま財団から「みずしまの発展・公害から環境へ」とい
うガイダンスをしていただいた。

また、８月７日（水）の合宿直前の講義では、NAdiaの古川明さんを講師に、「水島における企業
活動の変遷−ハイテク環境技術に至るまで−」と題した講演を頂き、かつての石油流出事故を
受けて、企業も技術革新を通じて環境配慮に取り組んでいる事例を紹介した。
　こうした事前学習では、水島まちづくりの総論を中心に、公害から環境へ、企業の努力、岡山
県における水島地区の位置づけについて学んでいった。
　８月８日（木）、大学からバスで水島地域に向かった。途中から合流した古城池高校の生徒たち
と一緒にコンビナートや呼松地区を見学し、コンビナートの広さ、鉄塔やかんきつ類の栽培な
ど、この地域の暮らしを感じた。
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　午後からは、商店街を歩き、まちづくりヒアリングを実施した。
　高橋カメラの高橋美代子さんからは、太平洋戦争が始まる前の水島地区の暮らしから話を伺った。

コンビナートが建設されてから、どのような生業が生まれ、企業と付き合ってきたのか、生活と経営
の双方で貴重な話を聞けた。

　古い写真の紹介と共に、高橋さんの元気な姿に学生は感銘を受けていた。諦めず、明るく頑張る
ことは、一番大切なことであり、まちづくりにしても、会社の経営にしても、一番重要なことであ
る。
　また、尾崎勝也さんから「ミズシマ盛り上げ隊」の活動について紹介を受けた。学生からの意見
は、「かっこいい！」というものが多く、尾崎さんが、古城池高校から岡山大学で学んだこともあ

　また、大学生と高校生が混在する中でのヒアリングは、良い緊張関係を持った調査であった。
　８月９日（金）は、「おかみさんの会」の活動を尾崎浩子さんから伺った。シャッターのペインティ

ング、新料理の考案、水島のヨサコイ踊りなどの紹介に併せて、水島商店街に若者が関わって欲しい
とメッセージがあった。

� 最後に、古城池高校の生徒と岡山大学の学生で商店街を活性化させるためにどのような施策が必
要なのかというワークショップを開催した。あるテーブルの意見は、以下の通りである。①臨海鉄
道の活用。お弁当に加えて、文房具も増やしたほうがいいとの意見がでた。②シャッターの絵を増
やすこと。一枚だけではなく統一感のあるアート、また、アートなゴミ箱を設置するのも良い

　学生たちのレポートは、みずしま
財団や関係者に配布したが、学生意
見に関しては、別途時間を取り、分
析が必要であろう。
　本講義は、次年度以降も継続的に
開講していく予定である。商店街の
イベントに併せた日程や旧漁村のヒ
アリングなど、テーマはこれから詰
めていきたい。今回の授業を行う上
で、水島に関する資料収集の重要性

り、先輩の活躍に興味津々といったところだった。尾崎さんのまちづくりは、楽しいことから商店街
の仲間を巻き込み、応援団を増やしていこうというものであったが、商店街の中でまちづくりの動き
があることは、滞在型環境学習プログラムを機能させるうえで、重要な点であると感じられた。

ワークショップの意見

との意見があった。③ニシナの空き地の活用。このテーブルでは、入りにくい雰囲気を撤廃するた
めに、ゴミを減らし、きれいな通りを作っていくことが重要だという指摘が行われた。
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を痛感した。今年度は、みずしま財団に依頼して、財団の役割に
ついてヒアリングを行ったが、大学生が水島地区の課題を整理し
ていくことで、水島のまちづくりの輪郭がより鮮明になっていく
のではないかと考えている。

▶︎９-５-17　岡山まちづくり論
　担　当： 岩淵泰助教、前田芳男副センター長
　昨年度まで、西川緑道公園と矢掛町のまちづくりを題材に地域学習を行ってきたが、本年度は、平
成24年から地域総合研究センターがまちづくり連携を続けている矢掛町が平成30年７月豪雨災害の被
害にあったため、授業に合わせて復旧活動を行った。その内容は、山陽新聞デジタル『岡山まちづく
り探検』に著しているが、以下はその要約である。

　『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てき
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支援センターの研修会では、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持っていくのではなく、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、
三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、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、
猛暑の中で独特の匂いも漂っている。荷物を積んだ軽トラックが何台も走っていき、もくもくとみん
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、

ワークショップの意見
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タンス、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。』

　矢掛町江良集落は『地域に飛び出せ大学生！おかやま元気！集落研究・交流事業』に採択されており、
継続的な交流と研究が展開されている。

▶︎９-５-18　デモクラティックラーニング
　担　当： 岩淵泰助教
　本年度の実践デモクラティックラーニングは集中講義で、NPO法人YouthCreateの原田謙介代表を
非常勤講師とした。講義の特色は、デモクラシーから投票率の向上まで、まちづくりを基盤に考える
ことである。（１）民主主義の基礎概念、（２）メディアと民主主義、（３）行政と民主主義、（４）議
会制民主主義など、民主主義をめぐる現代的課題を広く取り上げる実践的な講義となっている。本年
度は、岡山市広報、岡山県選挙管理委員会、山陽新聞からも講師を招き、それぞれの視点から民主主
義の姿を発表し、学生たちと共有した。
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▶︎９-５-19　グローバル実践型社会連携教育「三朝温泉で日本の歴史文化を学ぶ」
　担　　当：藤本真澄（L-Café）、岩淵泰助教、三村聡センター長
　参加学生： ベトナム（女１名）アメリカ（女２名）オーストラリア（女１名）イギリス（女２名）

インドネシア（女１名）タイ（男女各１名）台湾（男１）ドイツ（男２）　日本人学生（男
７名・女３名）、スタッフ（男３名、女２名）の計27名

　学生と留学生を連れ、５月３日から５日、２泊３日、実践型社会連携教育の一環として鳥取県三朝

町で合宿学習を実施した。

　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7000人。ここ三朝町には、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る。また、三朝温泉は「日本遺産指定第1号」であり、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平成30年で開湯852年を迎えている。

　発祥の地・元湯である「株湯」（入湯料金300円）、中心街にある「たまわりの湯」（入湯料金500円）、

そして三徳川の中にある露天風呂「河原風呂」（無料）という３ヶ所の共同浴場がある。そして三徳川

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いる。一方、川の対岸には大型の観光ホテル

が軒を連ねており、旅館やホテルにより金額が異なるが、立ち寄り湯が楽しめる。

　今回は、一昨年度に続き、三朝温泉「花湯まつり」に合わせて、120年前から伝わる国の重要無形民

俗文化財指定の「陣所（ジンショ）」“大綱引き”に、準備から本番までフル参加した。地域では、集落

の伝統活動の維持が困難になっており、留学生は祭りに参加しながら地域の課題や文化を直接知るこ

とを目的にしている。プログラムの初日は、祭りに使われる東西二本（雄・雌）の綱を編む�｢綱から

み｣�という作業に加えて頂いた。この綱は、１本が全長約80メートル･総重量２トン･胴回り1.5メート

ルという巨大なもので、一日かけて、言葉を失うほどに巨大な綱の製作が行われた。この作業のため

に､�まず約3週間かけて、地域の皆さんが地元の山を中心に藤かずらを集められる。こうして集められ

た藤かずらは、まず数日間川に浸して柔らかくしてあり､�これをさらに木槌で叩いて加工しやすくする。

かずらを結ぶ紐も、同じかずらの皮を剥いで作る。留学生たちは、三朝区ジンショ保存会の藤井博美

会長はじめ地域の皆さんや地元小学生から指導、手ほどきを受けながら、木槌でかずらを加工しやす

くする作業と、皮を剥いで紐を編む作業の二組に分かれ活動を開始した。次に、こうして準備された

かずらを、それを数人がかりで､�手で抱えあげながら、掛け声に併せて80メートルになるまで、つな

ぎ合わせ、さらに太い１本の綱になるよう束ねて編み込んでいく。そして、解けないよう等間隔で結

わえながら、それを綱引きの引き手としても活用する。全て天然の藤カズラを使って編む伝統の知恵

と技が凝縮された手法に留学生たちは驚きを隠せない。東軍が勝てば五穀豊穣、西軍が勝てば商売繁

盛、大綱（縄）の先端部は、巨大な輪を形作ってあり、和合を表している。こうして初日は、藤カズラを

使って綱を編む作業を無事に終え、公民館で地域の歴史や文化について学びながら、食事を頂き、花

火を楽しんだ。
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　二日目（５月４日）は、日本温泉旅館「三朝館」をお訪ねして、地元旅館にておもてなしのイン

ター   ンとして温泉と庭の掃除作業体験をさせて頂いた。約１時間の作業では、全員、一生懸命汗を

かき、清掃を終えた。次に作業終了後、２階にご準備いただいた和室で、裏千家の茶道体験をさせ

て頂いた。

　留学生にとっては初体験で、全員が興味津々。先生のご指導に従い、まずお菓子のお団子を頂

き、いよいよ茶筅で抹茶を点てた。正座が苦手な学生もいるなかで、最後は結構さまになってい

た。次に、昼食を頂き、同じ部屋で、三朝館野口統括本部長より昭和14年から続く三朝町と岡山大

学とのつながりを伺った。また、松浦弘幸町長からは、三朝町の魅力、岡山大学との連携や健康増

進のまちづくりについての意見も伺った。

　夜はいよいよ大綱引きの本番となり、公民館にて留学生たちのなかで綱引きに参加する学生たち

に法被が渡された。そして、昨夜、それぞれ２本の大綱を移動した場所から、陣所が行われる

「緑門」中央場所へ「オイサー」のかけ声を上げながら担ぎ出す。夜も９時を回り、いよいよ陣所

本番、雄と雌の大綱の頭部を樫の木の棒で結合させて大綱引きが始まる。法被をきた面々が大綱の

先端を高く掲げ、その先端に双方から選ばれた荒武者が登って結合させようと挑みるが、なかなか結合

できない。やっと数回目の仕儀で結合した。その瞬間に大綱引きがスタート、東西に分かれ、見知

らぬ同士が本番でも「オイサー」の掛け声に合わせて渾身の力で綱を引き合う。熱戦の末に勝負は西

の勝ちと宣言された。

　勝敗は問題ではなく、地元の人々と観光客、そして外国人も大勢が参加、一堂に会し一体とな

り、まつりに参加して喜びを分かち合う感動の瞬間、その素晴らしさに学生たちは胸を打たれた。

この先人の知恵に裏付けられた伝統と文化の継承は地域、そして日本の宝である。そして、日本人

学生はもとより、留学生たちにとっては、得がたい日本の伝統や文化に肌で接することが出来た。

こうして陣所大綱引きは無事にフィナーレとなり、片付けを手伝った後、公民館へ戻り、鳥取大学

と岡山大学の学生で反省・交流会を行い、互いに健闘を讃えた。貴重な「無形文化財」体験学習と

して熱い時間をすごした。

松浦弘幸町長
　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。
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　　　　　実践から多面的に学ぶ力を養うこと、である。こうした学びは、座学では得ることがで

きない、実践型社会連携プログラムの効果であると確信した。

　岡山への帰路、途中には人形峠があり、そして峠には岡山大学人形峠サテライト研究室（現在休止

中）がある。ここ人形峠は日本で初めてウラン鉱床が発見された所である。研究室に隣接する岡山

県「人形峠かがくの森プラザ」に立ち寄り、原子力や環境問題、宇宙ステーションと地球の周囲に

ある宇宙　　　　のゴミ（スペースデブリ）などについて学んだ。日本語の解説が中心で英語など外国語表記

が極めて乏しく、また外国語のパンフレットなども無かったため留学生には難解だった。

藤井博美さん（みささ村地域協議会会長・三朝区長）
 　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。

　翌５月５日は、朝から合宿所で反省会を実施、各人、参加体験を振り返りながら気づきを発表し、

様々な感想や意見が出され、地域の人に聞いていただいた。本授業の学習目的には、大きく分けて

３つのポイントが挙げられる。第一に、三朝温泉花湯まつりの意味とその成り立ちを学び、２）留

学生と一緒に行動をとることにより、学生も地域の人々も海外に向けて日本の文化を紹介する力を

養い、３）
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5月4日：三朝館お風呂掃除

茶道体験

５月3日：縄の準備
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９実践型社会連携教育プログラムの取り組み

陣所の大綱引き

三朝町プログラムの振り返り会
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　１０- １　学会・学術活動

■日本計画行政学会中国支部大会
日本計画行政学会中国支部の理事会、大会、総会が、４月21日、

広島大学東千田キャンパスを会場に開催された。
　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」のテーマで報告した。
　また、大学院社会文化科学研究科の学生３名参加した。�

催事 日時 会場 報告者 テーマ
日本計画行政学会中国支部
大会

平成30年
４月21日

広島大学東千
田キャンパス 三村聡 東京五輪を契機とするスポーツを

利用した地方創生
4th�Meeting�of�the�Asian�
Network�to�Promote�
Teacher�Education�on�ESD

平成30年
６月９～10日 富山大学 Kazutaka�Yamada�

(Chair) Research�Presentation

人を大切にする経営学会中
国支部大会

平成30年
６月11日

もみじ銀行本
店 三村聡 常任理事として参加

日本地域政策学会 平成30年
７月22日 岡山大学 吉川賢・坂本圭児・

長澤良太

岡山県新庄村における森林資源の
有効利用についての考察―現在の
森林資源と木質バイオマスの利用
―

人を大切にする経営学会 平成30年
９月15日、16日

慶応義塾大学
日吉キャンパス 三村聡 第３分科会司会

日本協同教育学会
第15回大会

平成30年
11月17～18日 梅花女子大学 山田一隆・前田芳男・

吉川　幸・岩淵　泰

ラウンドテーブル「大学の資源を
活用した高校での地域協同学習実
践――おかやま創生�高校パワー
アップ事業を事例として――」

日本福祉教育・
ボランティア学習学会
第24回あいち・なごや大会

平成30年
11月24～25日 日本福祉大学 山田一隆・尾崎慶太

サービスラーニングの実施目的と
態度特性変化――社会福祉士養成
課程におけるパネル調査からみた
カリキュラム改革への示唆――

日本福祉教育・
ボランティア学習学会
第24回あいち・なごや大会

平成30年
11月24～25日 日本福祉大学

大束貢生・山田一隆・
富川　拓・柴田和子・
古川秀夫

日本におけるサービス・ラーニン
グの展開（16）――教科「人間と
社会」受講生に対するアンケート
調査から――

日本福祉教育・
ボランティア学習学会
第24回あいち・なごや大会

平成30年
11月24～25日 日本福祉大学 山田一隆

（ファシリテータ）
学会課題別研究②「共生社会を創
造するサービス・ラーニングの評
価」ワークショップ

コミュニティ政策学会 平成30年
12月22日 福山市立大学 三村聡 大会実行委員として参加

International�Association�
for�the�Study�of�
Cooperation�in�Education

平成31年
３月22～24日

国立台北教育
大学（台湾）

Kazutaka�Yamada,�
Miyuki�Yoshikawa

Quantative�Analysis�on�the�
Impact�of�an�Educational�
Internship�Program

International�Association�
for�the�Study�of�
Cooperation�in�Education

平成31年
３月22～24日

国立台北教育
大学（台湾）

Miyuki�Yoshikawa,
Kazutaka�Yamada

Qualitative�Analysis�of�the�Impact�
of�an�Educational�Internship�
Program

日本計画行政学会中国支部
大会

平成31年
３月30日

新山口ターミナ
ルホテル 三村聡 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

平成31年
３月30日

新山口ターミナ
ルホテル 長宗武司・三村聡 空間的要素を考慮した経済基盤乗

数の実証分析
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■コミュニティ政策学会
12月22日、福山市立大学を開催校としてコミュニティ政策学会シンポジウム「人口減少時代『地域力』

を高めるコミュニティのありかたと担い手とは」が開催された。
　このシンポジウムは７月豪雨災害で中止となった同学会の全国大会にかわる会で、岡山からは「島々
をつなぐ島民有志の島に住みつづけられるための活動」と題して、かさおか島づくり海社の森本洋子
副理事長と笠岡市協働のまちづくり課の池田憲太郎課長補佐（本学大学院修了）が登壇した。少子高
齢化が進む島の暮らしを支える様々な活動について現場の実態が紹介され、また課題も明らかにされ
た（三村聡センター長が大会実行委員）。
　また報告では、坂の町尾道で外から入ってきた若者が地域再生をリードしようとしているかを報告
した尾道市山手地区における空家再生と新たな正業、傾斜住宅の地で生活を楽しむ若き移住者たちの
活動について、福山市立大学西川龍也教授が、また、福山市田尻地区（高島学区）からは、田尻の未
来を考える会の酒井良治氏と中山由子氏が、地域自治組織をプラットフォームに、多様な人たち（新
旧住民・Uターン者）が、特産物など地域資源を総動員して「地域アクティブ化」の取り組みを実践展
開する活動報告があり、大会委員長でもある福山市立大学前山総一郎教授がコメントを加えた。さら
に福山市松永エリアからは、インターナショナルチームのエリック・ムネネ代表と特定非営利活動法
人�NGOひろしまの村田民雄理事長が、外国人労働者の受け入れ、就労が重要な社会問題となる中で、
外国籍定住者が「支援される側から支援する側」となって、地域一体化の活動として消防団等活動へ
の参加や多言語FM放送の展開や通訳活動によるコミュニケーション機能を発揮する姿など、どの報告
も誠に興味深い内容であった。
　また、パネルディスカッションでは、報告者全員が登壇され、これらのケースをもとに、「地域の内
発を高め雇用を生み出せるような自給圏」「お互いを支えあえる本格的な生活圏」としてのコミュニティ
の姿にむけて、どのように「地域力」を維持し、回復することができるのかを問う熱い議論がなされた。
司会コーディネーターは、立命館大学乾亨教授、コメンテーターを本学会長である法政大学名和田是
彦教授と滋賀大学宗野隆俊教授がつとめた。
　こうして備後地域のコミュニティ活動について真剣そのものの議論が展開された。

会場の様子
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■人を大切にする経営学会中国支部大会
経済産業省や厚生労働省とつながりが深い、人を大切にする経

営学会の中国支部第２回大会が、６月11日、広島市もみじ銀行本
店10階大ホールで開催された。
三村聡センター長（同学会常任理事）が開会の辞を述べた。
　報告内容は、まず、静岡からお招きした沢根スプリング株式会
社代表取締役の沢根孝佳氏から「会社を永続し、人生を大切にす
る会社づくり」、続いて医療法人社団いでした内科・神経内科クリ
ニック�理事長・医学博士の井手下久登氏より「職員の満足度向上
について」の報告があり、人を大切にする経営学会�会長の坂本光
司先生から「仕入先・協力企業を大切にする20の指標」と題した
講演があった。配布資料には、「女性の活躍度と労働環境について
の50の指標」が配布された。
　地域企業や自治体、大学などで働き方改革の内容吟味と実践研
究が求められる中で、多くの示唆を受けた。

■人を大切にする経営学会での岡山企業の活躍
人を大切にする経営学会第５回大会が、９月15日（土）～９月16日（日）、慶應義塾大学日吉キャン

パスにて開催された。冒頭、会長挨拶に人を大切にする経営学会会長・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の前野隆司教
授がされた。また、大会に先立ち開催された学会総会では三村聡センター長が大会議長を務めた。
　学会では、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、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジ
メント研究科前野隆司教授が、講演した。
大会二日目16日では、第３分科会では三村聡センター長が司会を担当、その報告では、扇野睦巳（株

式会社ファーストデコ）氏の「岡山の100年企業が挑戦した自社発信の「働き方改革」～経営理念再構
築からのビジネスモデルイノベーション～」があり、また、昨年、「日本でいちばん大切にしたい会社」
大賞で経済産業大臣賞を受賞した萩原工業から萩原邦章会長も会に参加した（次回の募集チラシには
萩原邦章会長や加藤勝信大臣の写真がみえる）。

いちばん大切にしたい会社審査項目
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　１０- ２　マスコミ報道

日付 報道機関 タイトル

【新聞】
平成30年４月４日 山陽新聞　※ 岡山挙げシーガルズ支援　産学官協議会が発足��

平成30年４月17日 山陽新聞 みんなの美術館へ　岡山県美30周年（三村聡センター
長）

平成30年４月19日 山陽新聞 シーガルズにファン応援絵馬　岡山大サークル贈る

平成30年５月18日 毎日新聞 持続可能な地域づくりを　「みずしま滞在型環境学習コ
ンソーシアム」発足

平成30年６月２日 山陽新聞 市、会議所メンバーら「まちづくりシンポ」　にぎわい
創出方策探る

平成30年６月６日 山陽新聞　※ スポーツで地域活性化　県内産学官16社・団体　SPOC
機構設立

平成30年６月15日 山陽新聞 シーガルズアリーナ推進　スポ庁委託事業採択　競技
会基本構想など策定へ

平成30年６月18日 山陽新聞 子ども育む遊び場を　岡山大で全国フォーラム

平成30年７月24日 山陽新聞 まちづくりにスポーツ活用　30日、岡山でシンポ

平成30年７月31日 山陽新聞　※ スポーツが郷土愛醸成　岡山でシンポ　まちづくりへ
意見交換

平成30年８月11日 山陽新聞 女性に優しいアリーナは　シーガルズ協議会　建設構
想で検討

平成30年８月23日 山陽新聞 地域ぐるみのひとづくりフォーラム（情報ひろば）

平成30年８月24日 山陽新聞 シンポジウム「SDGsで拓く！スポーツによる地方創生」

平成30年９月６日 山陽子ども新聞 災害時に備え水備蓄（前田芳男副センター長）

平成30年10月４日 山陽新聞　※ おかやま円卓会議　SDGs推進へ連携

平成30年10月25日 日本経済新聞 ポスト平成の未来学　第12部　残るフロンティア「ゴビは宝物
になる」　（吉川賢特任教授）

平成30年10月30日 山陽新聞 地方創生理解深める　玉野　人材支援制度の講演会

平成30年11月８日 山陽新聞　※ 未来への貢献　地元企業とSDGs　服部興業

平成30年11月22日 山陽新聞　※ 真備復興　住民ら議論　倉敷市計画策定へ　委員会が初
会合（三村聡センター長）

平成30年11月22日 産経新聞 真備地区復興計画案　年度内策定へ本格始動

平成30年11月22日 朝日新聞 真備復興　被災バネに　計画策定委初会合　災害に強
い地域を

平成30年11月22日 読売新聞 真備復興へ計画委初会合　倉敷市

平成30年11月22日 毎日新聞 真備町地区復興計画策定委　公営住宅建設を要望　倉
敷市、検討始める

平成30年12月５日 山陽新聞 岡山市役所建て替え　現庁舎東にアリーナ

平成30年12月６日 山陽新聞 寄り添われ勇気もらう　犯罪被害者支援シンポ　遺族
が心境語る

※は資料編に記事掲載



147

その他10
日付 報道機関 タイトル

【新聞】
平成30年12月６日 山陽新聞（夕刊） 一日一題　子ども会殿（前田芳男副センター長）

平成30年12月13日 読売新聞 「支援者から勇気」犯罪被害者遺族が講演　岡山大

平成30年12月14日 山陽新聞 みずしま滞在型環境学習コンソーシアム・シンポジウム

平成30年12月20日 山陽新聞（夕刊） 一日一題　サンタクロース（前田芳男副センター長）

平成30年12月27日 山陽新聞（夕刊） 一日一題　「商店街は必要ですか」（前田芳男副センター
長）

平成31年１月８日 中國新聞 井原線20年　線路はいま　上　（三村聡センター長）

平成31年１月10日 山陽新聞（夕刊） 一日一題　「星☆バル」（前田副センター長）

平成31年１月10日 読売新聞 犯罪被害　心に寄り添う　学生ボランティア　遺族講
演通じ「支援の輪」

平成31年１月17日 山陽新聞（夕刊） 一日一題　「善き言葉」（前田副センター長）

平成31年１月18日 山陽新聞 スポーツ産業創出地域活性化探るシンポジウム

平成31年１月24日 山陽新聞（夕刊） 一日一題　「教材をつくる」（前田副センター長）

平成31年１月26日 山陽新聞 岡大研究室アンケート　空き家に７割関心なし

平成31年１月30日 山陽新聞 「スポーツ産業」振興を　シーガルズ協岡山でシンポ

平成31年１月31日 山陽新聞（夕刊） 一日一題　「よく人を育てる」（前田副センター長）

平成30年４月５日 山陽新聞デジタル 公害を教訓に環境学習都市へ　倉敷・水島地区のコン
ソーシアムが目指すもの

平成30年４月23日 山陽新聞デジタル 奉還町商店街とファジアーノ　タペストリーがつなぐ
まちづくりの輪

平成30年５月15日 山陽新聞デジタル 環境まちづくりを問い直す（上）　みずしま財団の誕生
から

平成30年５月17日 山陽新聞デジタル 環境まちづくりを問い直す（下）　次世代に伝えたい共
生の意味

平成30年６月12日 山陽新聞デジタル 鳥取の民芸運動と吉田璋也（上）　地域で「用の美」活
動を展開

平成30年６月13日 山陽新聞デジタル 鳥取の民芸運動と吉田璋也（下）　倉敷とのつながり感
じる

平成30年７月４日 山陽新聞デジタル 岡山から民主主義を学ぶ（上）　犬養毅による普通選挙
の導入

平成30年７月15日 山陽新聞デジタル 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

平成30年８月15日 山陽新聞デジタル 岡山から民主主義を学ぶ（下）　一歩踏み出す勇気につ
いて

平成30年８月26日 山陽新聞デジタル フランスを練り歩いたサムライ　新見で偶然の巡り会い

平成30年９月19日 山陽新聞デジタル 星に願いを（上）　「星」取県になった鳥取県の取り組み

平成30年９月20日 山陽新聞デジタル 星に願いを（下）　「星」取県になった鳥取県の取り組み

平成30年10月27日 山陽新聞デジタル 桃太郎伝説から日本遺産へ　吉備津神社、岡山屈指の
観光地に
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10その他
日付 報道機関 タイトル

【新聞】
平成30年11月５日 山陽新聞デジタル 下津井港・六口島を巡る（上）　地域の潜在力を活かす

平成30年11月６日 山陽新聞デジタル 下津井港・六口島を巡る（下）　留学生が見た島の魅力

平成30年11月６日 山陽新聞デジタル 下津井港・六口島を巡る（中）　滞在型の漁村を目指して

平成30年11月13日 山陽新聞デジタル 駅前と中心街の競争と連携　三都市シンポジウムに参
加して

平成30年11月28日 山陽新聞デジタル 矢掛・江良地区で秘密基地づくり　子どもたちに地元
住民が協力

平成30年12月16日 山陽新聞デジタル 仏ストラスブールでテロ騒動に遭遇　惨劇の連鎖に向
き合う国民

平成30年12月19日 山陽新聞デジタル テロワールの楽しみかた　アルザス地方のマルシェ・
ド・ノエル

平成31年１月12日 山陽新聞デジタル 地域の人たちをつなげた水害　岡山・瀬戸町の「助け
合うお母さんの会」

平成31年１月31日 山陽新聞デジタル 西川エリアまち育て協議体（上）　飲食店と地域による
まちづくりがスタート

平成31年２月１日 山陽新聞デジタル 西川エリアまち育て協議体（下）　ルールとマネジメン
トを取り入れられるか？

平成31年２月26日 山陽新聞デジタル 豪雨災害から復旧した保育園　矢掛町中川地区住民と
餅つき大会

平成31年３月18日 山陽新聞デジタル 矢掛高校のESD地域学習（上）　第５回YAKOアワード
に参加して

【その他】

平成30年１月18日 岡山市広報広聴課 学生企画団体がボランティア活動に参加
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岡山大学地域総合研究センターＡＧＯＲＡ

（ ）

設置趣意書

平成２３年８月

■経緯

岡山大学は、平成２２年７月，地域連携の進め方について検討する「岡山大

学戦略的社会連携・地域貢献ワーキンググループ」を設置し，２月末までの８

か月間にわたって国内・国外の現地視察を含めた調査検討を精力的に行った。

その結果，部局や教員個人レベルでは多方面の非常に多くの地域連携活動が行

われていることが明らかになったが，他方で、岡山大学全体の地域貢献の姿が

不明確であることも明らかとなった。今後はこれまでの成果を踏まえ，さらに

岡山県内自治体や経済界、各種の社会団体との組織的な協力によって，方向性

を共有し、大学と都市・地域が全体的ビジョンを持って取り組んでいくところ

に，一つの活路があることが浮かび上がった。

平成２３年４月，新しく森田学長が就任し，「森田ビジョン」を掲げ、大学

と都市・地域が共同して美しい学都を創造する方針を明確にした。私たちは、

この新しい学都構想を具体化する作業に着手し、そして，１１月１５日にリー

ジョナルセンターの中核となる岡山大学地域総合研究センターＡＧＯＲＡを設

置する運びとなった。

■設立理念

センター・ＡＧＯＲＡの設立の理念は、「森田ビジョン」によって提起され

た新しい学都構想の中に明らかにされている。

すなわち、大学と都市、地域が連携して、魅力的な美しい学都を創成し、

「国際的な学術ネットワークの中で，人文社会，環境，自然，医療の分野を包

含したリージョナル・センターを持つ，真に個性的な，卓越した大学となり」，

「岡山の地にあって，世界から人が集まり，世界に輝く大学となること」，

さらに、「地域の方々と連携しつつ，地域の善き頭脳となり，地域のための優

れた人材養成の場となって，地域の自立と創造的発展に貢献する大学となるこ

と」である。

センター・ＡＧＯＲＡはこのような学都を実現するための知的拠点として設

立される。

■主要なミッション

１・学都構想の実現

美しい学都を創成するために、産・官・民と協議し、美しいキャンパス

をもつ国際的な学術都市を創成する中・長期的なビジョンを作成し、実現可

能な政策については、適時、関係団体と共同のプロジェクトを作成し、国そ

の他の資金協力を得て実行していく。とくにグローバル人材養成の拠点とし

ての国際学術都市政策の策定と、研究・教育・地域貢献において地域の人々

との絶えざる交流を志向する街中キャンパスの展開を具体化する。

２・大学の社会貢献活動の調整・強化
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これまで部局で積み上げられてきた多方面の地域貢献の諸活動を支援し、

地域の人々、諸団体にこれらの活動を紹介し，さらに大学全体の視点にたって、

これらの活動を重点化し，強化していく。

３・地域諸問題におけるシンクタンク機能の発揮

地域の諸問題に対し、国際的学術視点も加えながら、地域の将来の発展に

資するシンクタンク的機能を果たす。

４・地域連携に関する大学の窓口機能

大学に対する市民の要求を受け止める窓口的機能をはたし、地域の諸団体

が行っている活動を支援する。

５・情報発信

大学と地域の連繋に関する学術研究の蓄積を行い、地域の創成に必要不

可欠な情報を発信する。

■組織

図のように組織し、岡山大学に地域連携推進戦略会議を置き、そのもとに大

学全体の学内調整機関としての地域連携推進委員会と、センター・ を置

き、大学全体としての地域政策を決定し、推進する。

■今後の方向

さらに協議を進めて具体的な展開方策案を検討しつつ，２４年４月には包括

協定を締結，また，ラウンドテーブルを設置。トップレベル協議による合意を

もとに種々の連携方策を展開することしたい。
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氏　名 備 考
１号委員 高　橋　香　代 企画・評価・総務担当理事・副学長
１号委員 佐　野　　　寛 教育担当理事・副学長
１号委員 加　賀　　　勝 社会連携担当副学長
２号委員 三　村　　　聡 センター長
３号委員 前　田　芳　男 副センター長
４号委員 吉　川　　　賢 センター専任教員
４号委員 山　田　一　隆　 センター専任教員
４号委員 岩　淵　　　泰 センター専任教員
５号委員 吉　川　　　幸 実践型教育プランナー
６号委員 花　谷　　　正 センター規程第６条１号　地域連携学習推進部門
６号委員 尾　本　哲　朗 センター規程第６条２号　産学官連携部門
６号委員 尾　﨑　敏　文 センター規程第６条３号　地域医療部門
６号委員 坂　入　信　也 センター規程第６条４号　学生地域活動支援部門
７号委員 北　川　博　史 文学部
７号委員 三　村　由香里 教育学部
７号委員 中　富　公　一 法学部
７号委員 張　　　星　源 経済学部
７号委員 竹　中　博　士 理学部
７号委員 浜　田　　　淳 医学部
７号委員 森　田　　　学 歯学部
７号委員 黒　﨑　勇　二 薬学部
７号委員 田　野　　　哲 工学部
７号委員 木　村　吉　伸 農学部
７号委員 西　山　　　哲 環境理工学部
８号委員 後　藤　博　明 総務・企画部長
９号委員 釣　　　雅　雄 グローバル・パートナーズ
９号委員 鈴　木　久　雄 基幹教育センター
９号委員 高　岡　敦　史 センター兼担教員

岡山大学地域総合研究センター運営委員会名簿

岡山大学地域総合研究センター地域連携専門委員会名簿

平成 30 年 4 月 1 日現在 

以上 28 名 



１- ４．運営委員会等の名簿

5

氏　名 備 考
１号委員 三　村　　　聡 地域総合研究センターセンター長・委員長
１号委員 前　田　芳　男 地域総合研究センター副センター長
２号委員 吉　川　　　賢 地域総合研究センター
２号委員 山　田　一　隆 地域総合研究センター
２号委員 岩　淵　　　泰 地域総合研究センター
３号委員 花　谷　　　正 教育開発センター・地域連携学習推進部門長
３号委員 尾　本　哲　朗 研究推進産学官連携機構 ・産学連携部門長
３号委員 尾　﨑　敏　文 大学院医歯薬学総合研究科・地域医療部門
３号委員 坂　入　信　也 キャリア開発センター ・学生地域活動支援部門長
４号委員 橋ケ谷　佳　正 教育学研究科
４号委員 寺　澤　孝　文 教育学研究科
４号委員 高　岡　敦　史 教育学研究科
５号委員 津　守　貴　行 社会文化科学研究科
５号委員 藤　井　和　佐 社会文化科学研究科
５号委員 北　川　博　史 社会文化科学研究科
５号委員 築　島　　　尚 社会文化科学研究科
５号委員 中　富　公　一 社会文化科学研究科

５号委員 前期：津　守　貴　行
後期：戸　前　壽　夫 社会文化科学研究科

６号委員 田　野　　　哲 自然科学研究科
７号委員 氏　原　岳　人 環境生命科学研究科
７号委員 藤　原　健　史 環境生命科学研究科
８号委員 浜　田　　　淳 医歯薬学総合研究科
９号委員 佐々木　幸　喜 グローバル・パートナーズ
10 号委員 鈴　木　久　雄 基幹教育センター
11 号委員 原　田　　　勲 次世代人材育成センター
11 号委員 吉　川　　　幸 地域総合研究センター

氏　名 備 考
１号委員 高　橋　香　代 企画・評価・総務担当理事・副学長
１号委員 佐　野　　　寛 教育担当理事・副学長
１号委員 加　賀　　　勝 社会連携担当副学長
２号委員 三　村　　　聡 センター長
３号委員 前　田　芳　男 副センター長
４号委員 吉　川　　　賢 センター専任教員
４号委員 山　田　一　隆 センター専任教員
４号委員 岩　淵　　　泰 センター専任教員
５号委員 吉　川　　　幸 実践型教育プランナー
８号委員 後　藤　博　明 総務・企画部長

岡山大学地域総合研究センター地域連携専門委員会名簿

岡山大学地域総合研究センター運営委員会代議員会名簿

平成 30 年 4 月 1 日現在 

※ 津守貴行（H30.4 ～ H30.9），戸前壽夫（H30.10 ～ H31.3） 

平成 30 年 4 月 1 日現在 

以上 10 名 

以上 26 名 
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地域総合研究センター アドバイザー委員
平成 30 年 4 月 1 日現在

以上 16 名 

氏名 所属

伊　藤　公　久 プロフェッショナルエンジニア

伊　藤　直　人 岐阜県白川村役場 政策顧問

梶　谷　俊　介 一般社団法人 岡山経済同友会 地域振興委員長

髙　次　秀　明 公益財団法人 岡山シンフォニーホール 専務理事

髙　原　弘　海 社会福祉法人 旭川荘 常務理事

平　本　真　樹 株式会社ぐるなび 営業本部　プロモーション部門

ヴァンソン 藤　井　由　実 都市交通ジャーナリスト

三　宅　　　昇 公益財団法人 岡山県産業振興財団 理事長

青　木　肇　也 旭化成株式会社 研究・開発本部　化学・プロセス研究所

本　田　伸　孝 株式会社 HFM コンサルティング 代表取締役

徳　田　恭　子 特定非営利活動法人 まちづくり推進機構岡山 代表理事

石　原　達　也 特定非営利活動法人 岡山 NPO センター 副代表理事

石　田　篤　史 公益財団法人 みんなでつくる財団おかやま 理事

岡　山　一　郎 山陽新聞社

三　木　良　一 山陽新聞社

石　田　尚　昭 岡山市都市整備局 まちづくりアドバイザー
公益財団法人 岡山市スポーツ・文化振興財団　
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2016 年 3月 11日

「おかやま地域発展協議体」設立

岡山大学

１．「おかやま地域発展協議体」設立の意義
岡山大学は、第３期中期目標期間に向けた岡山大学の改革構想と将来ビジョンを「岡山大学改
革プラン」として明確化した。
そこでは、急激な少子高齢化・グローバル化を見据えて、聖域なき組織横断型改革を断行する
とともに、国際社会や地域社会と連携した世界に伍する最先端の研究及び実践的かつグローバ
ル教育の展開による「学びの強化」に取り組み、大学が地域の資源として、その成果を地域社
会と連携することにより地域創生に活かすことを目標に掲げた。
さらに長期的には、人類が蓄積してきた知と、最先端の知とを総合的に継承するとともに、世
界に向けて創造的な知の成果と技の結実を発信し、以って、岡山の地域社会と共存・共栄しな
がら若い力を地域社会へ送り出し、岡山はもとより、わが国のイノベーションを先導する真の
グローバルな教育・研究拠点として輝くことをめざす。
こうしたビジョンを踏まえ、岡山の社会を構成する組織、団体が英知を出し合い、産官学民が
一体となり、大学がプラットフォームとなり、岡山の持続的な発展を支える知恵と駆動力の源
となることを目的として「おかやま地域発展協議体」を設立する。

２．目標実現に向けた組織提案
（１）おかやま円卓会議（ラウンドテーブル）の組成
　�「学び」を求めて世界から人々が集まる学都を創生するためには、岡山の持続的な発展を
支えるビジョンを産官学民が共有化し、人・もの・情報・資金についての相互支援体制
の構築を協議する必要がある。そのために、産官学民のトップで構成される、「おかやま
円卓会議」（ラウンドテーブル、以下、「円卓会議」という）」を組成し、定期的に議論す
る場を設けることを提案する。

（２）おかやま地域発展協議体の創設
�地域創生の実現に向けた方策と、そこで求められる人材の育成について、各組織・団体
のエキスパートが同じ土俵で知恵を持ち寄り、互いが得意とする資源を出し合い相互補
完しながら、岡山の地のプラットフォーム的な組織体『おかやま地域発展協議体』を設
立する。その目的は、恒常的な事務局体制を設置し、岡山の社会が対応すべき課題や解
決の方向性、例えば各組織・団体の総合計画・目標を持ち寄り、共通理解を深め、多様
化する諸課題の解決に向けて具体的なアクションプランを協議する。

（３）産官学連携人財 Farmの設置
�岡山における人材育成の促進、雇用の創出のために、大学と地域が必要とする人材育成
に関するネットワークを構築する。大学は、社会連携教育プログラムを深化させ、その
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プログラムで育成を担当する教員と、そこで実践教育され一定のスキルを持った人材を
登録する。一方で、地域は、地域人材育成に関わる有能な人材を地域人として登録する。
その仕組みを『産官学連携人財 Farm』と称し、地域発展協議体を下支えするシステムと
して構築・運用する。世界に伍する卓越した力量を有する地域人材を育成・輩出するこ
とにより、地域に密着した真の意味での新たな社会的イノベーションを巻き起こし、さ
らに、地域の秀逸な人材を確保することにより、東京一極集中に歯止めをかけるスキー
ムを完成させる。

３．円卓会議の具体イメージ
（１）会議のメンバー

�円卓会議メンバーは、経済界（岡山県商工会議所連合会、一般社団法人岡山経済同友会、
一般社団法人岡山銀行協会）、行政機関（岡山県、岡山市、倉敷市）、大学（岡山大学）、
マスコミ（山陽新聞社）それぞれの代表者、文化人等で構成される。

（２）会議の目的
① �世界や国内情勢の動向に基づき、岡山の社会が対応すべき課題や解決方法について、高
い視座から自由に意見交換を行い、各立場からビジョンを語り、共通軸を見出す。なお、
議題については、各団体の事務局が集まり事前協議により決定、それに合わせた資料を
準備する。

② �岡山の社会が持続的に発展を続けるために、大学生に求められる資質、若手経済人に求
められる資質、若手自治体職員に求められる資質、それぞれの人材像について相互に意
見交換を行い、人材育成の指針を示す。

③ �産官学民が互いに補完しあえれば、大きな成果が望める施策について、各事務局が事前
準備したテーマや資料に基づき、トップの知見から相互に意見交換を行う。

（３）開催頻度
年に２回程度開催する。

（４）会議の位置づけ
�会議メンバー全員が、検討すべきであると賛同したテーマを、各事務局におろして議論
を重ね、それを地域発展協議体に持ち寄り、具体的な道筋を協議する。ただし、原則と
して決定権や拘束権は無い。

（５）開催場所
�各組織持ち回りで開催する。

（６）費用
�基本的な開催費用は構成組織・団体が負担する。そのほか、特別に必要な経費は各団体
が負担する。なお、国内外など調査視察・訪問するような事案が発生した際は、原則と
して、各団体の負担とするも、詳細については別途検討する。

（７）公開性
�話し合われた内容は、議事録にまとめ、地域発展協議体のホームページや各団体の広報
媒体で公知にする。
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４．おかやま地域発展協議体の具体イメージ
（１）おかやま地域発展協議体の目的と活動

�おかやま地域発展協議体（以下、協議体という）は、諸課題の解決のために考えられる
事案を持ち寄り、具体的なアクションプランの展開可能性について協議・検討を行う。

（２）組織体制
① �委員会
�協議体は、経済界、行政（岡山県、岡山市、倉敷市）、大学（岡山大学）、NPO、マスコ
ミ等から選ばれ、委員長 1名（岡山大学社会貢献担当理事・副学長�）、副委員長６名（岡
山商工会議所、岡山県、岡山市、倉敷市、中国銀行、山陽新聞社）からなり、委員は各
組織団体等から推薦された複数名の役職員で構成される（岡山商工会議所、一般社団法
人岡山経済同友会、岡山県、�岡山市、倉敷市、中国銀行、山陽新聞社、岡山大学等）。

② �事務局
�岡山市内に協議体事務局を設置し、常態的に事務局員を配置、常駐職員として、事務局
長及び事務局員を岡山大学から配置する。

③ �顧問・アドバイザー
�協議すべきテーマや人材育成計画により、専門的な知見や経験が必要と認められた場合、
岡山県内はじめ内外の団体・機関、企業、NPO、学識経験者等から顧問およびアドバイザー
を選び、意見を聞くことがある。

（３）運営方法及び費用
① �運営方法
�委員会を開催し、審議を行うこととする。ただし、委員会が必要と認める場合は、委員
による実務者会議を設置し、必要な検討等を行い、その結果を基づき、委員会で審議す
ることができるものとする。ただし、原則として決定権や拘束権は無いものとする。

② �費用
�設立に係る費用及び当面の運営費用は、岡山大学が負担する。なお、参加機関は、各経
営資源を持ち寄り協議体の安定的な運営を確保するために、各組織の事業計画に盛り込
み予算化する可能性を検討する。

（４）会議や委員会・専門委員会の開催
�総会は年 1回、定例会議は年に数回程度開催する。

① �定例会議の委員決議により、テーマに応じて専門委員会を組成することができる。
① �専門委員会では専門委員が協議して委員会に協議結果を具申する。
① �委員会は、具申された結果を各組織へ持ち帰る。

（５）会議の場所
�当面、総会、定例会議は岡山大学所有の施設、専門委員会は各組織が有する会場を持ち
回りで利用する。

（６）費用
�基本的な開催費用は地域発展協議体が負担する。そのほか、特別に必要な経費は各団体
が負担する。なお、国内外など調査視察・訪問するような事案が発生した際は、原則と
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して、各団体の負担とする。なお、詳細については別途検討する。
　（７）公開性

�話し合われた内容は、議事録にまとめ、必要と認められた事実については地域発展協議
体のホームページや各団体の広報媒体で公知にする。

５．産官学連携人財 Farmの具体イメージ
　�産官学連携人財 Farm（以下、人財 Farm という）は、おかやまの持続的成長を担う地域人
材育成を支え、地域社会と高等教育機関を有機的かつ効果的に結びつけることを目的とし
て設置する。活動内容は下記の通り。
① �岡山大学を窓口として、同協議体の指導的役割を担う「産官学連携アドバイザー・データベー
スの構築」を行う。

② �地域人からは「実践型社会連携教育プログラム」の実施に深く関わる、企業、自治体、関
係団体、NPO、専門家からなる「プロフェッショナル・データベースの構築」を関係機関
の協力を得て行う。

　③��「実践型社会連携教育プログラム」を修了し、岡山の地域発展に役立つスキルを身につけた
人材に対して、就業や転職の機会をはじめ有益な情報を提供する「ネットワーク・データベー
スの構築」を行う。

　なお、開発・運営・保守管理組織は、協議体の内部に置くこととする。また、開発コストに
関しては、岡山大学が負担するものとし、外部業者に開発の協力を得て実施する。開発後に係
る運営費及び保守管理費は、構成組織・団体で協議の上で、負担しあう可能性を検討する。
　また、岡山全体の持続的な発展や地域創生の観点からは、こうした協議体や人財 Farmの活用
を、岡山大学に閉じられた仕組みに留めず、岡山県下の大学で活用することを、併せて検討する。

活動支援団体

後援団体 賛助団体 協力団体・企業

事務局　事務局長

おかやま地域発展協議体

おかやま円卓会議（ラウンドテーブル）

専門委員会

顧問・アドバイザー

監事
委員会　委員長
　　　　副委員長
　　　　委員

組織図
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氏　名 所属・役職
委員長 高　橋　香　代 岡山大学理事（企画・評価・総務担当）・副学長

副委員長 髙　橋　邦　彰 岡山商工会議所 専務理事
副委員長 梶　谷　俊　介 一般社団法人 岡山経済同友会 地域振興委員長
副委員長 村　木　正　司 岡山県 総合政策局長
副委員長 山　口　博　史 岡山市 政策局長
副委員長 井　上　計　二 倉敷市 企画財政局長
副委員長 福　田　正　彦 株式会社中国銀行 常務取締役
副委員長 岡　山　一　郎 山陽新聞社 編集委員室 室長
委　員 鶴　岡　良　孝 岡山商工会議所 理事・事務局長
委　員 羽　田　　　浩 一般社団法人 岡山経済同友会 事務局長
委　員 妹　尾　浩　志 岡山県 総合政策局　政策推進課　課長
委　員 折　口　範　昭 岡山市政策局　政策部　政策企画課　地方創生・政策調整担当　課長
委　員 板　野　直　孝 岡山市産業観光局　商工観光部　産業政策課　課長
委　員 林　原　瑞　気 岡山市産業観光局　商工観光部　プロモーション・MICE 推進課　課長
委　員 小笠原　重　夫 岡山市都市整備局　都市・交通部　都市企画総務課　課長
委　員 秋　山　　　剛 倉敷市 企画財政局　企画財政部　企画経営室　くらしき移住定住推進室長
委　員 小　林　靖　典 株式会社中国銀行 ソリューション営業部　担当部長
委　員 喜　多　　　功 山陽新聞社 社長室 経営企画部 部長
委　員 加　賀　　　勝 岡山大学副学長（社会連携担当）
委　員 三　村　由香里 岡山大学大学院教育学研究科　研究科長
委　員 田　中　共　子 岡山大学大学院社会文化科学研究科　研究科長
委　員 那　須　保　友 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　研究科長
委　員 阿　部　匡　伸 岡山大学工学部　学部長
委　員 三　村　　　聡 岡山大学地域総合研究センター　センター長
顧　問 小　長　啓　一 岡山大学 Alumni( 全学同窓会 ) 会長
顧　問 吉　川　昌　宏 前岡山大学 監事
監　事 森　脇　　　正 森脇法律事務所 弁護士

氏　名 所属・役職
事務局長 林　　　忠　行 岡山大学総務・企画部社会連携支援室長

前　田　芳　男 岡山大学地域総合研究センター　副センター長
高　岡　敦　史 岡山大学大学院教育学研究科（地域総合研究センター兼担）
岩　淵　　　 泰 岡山大学地域総合研究センター
三　宅　安紀子 岡山大学総務・企画部 社会連携支援室
物　部　和　彦 岡山大学総務・企画部 社会連携支援室
瀬良田　陽　平 岡山大学総務・企画部 社会連携支援室
近　藤　亜希子 岡山大学総務・企画部 社会連携支援室

おかやま地域発展協議体　委員

平成 30 年 9 月 1 日現在  敬称略

【事務局】
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おかやま円卓会議の設置に関する規約
　（設　置） 
第１ 条　岡山県における地域創生，並びにグローバル化への対応を視座に置いた人材教育の推進に資す

るため，おかやま円卓会議（以下「円卓会議」という。）を設置する。 
　（目　的） 
第２ 条　円卓会議は，おかやま地域発展協議体からの意見具申に基づき，地域課題の解決のため，持続

的かつ戦略的に地域創生活動に取り組み，それを推進することを目的とする。 
　（所掌事項） 
第３条　円卓会議は，次の各号に掲げる事項を所掌する。 
　一　岡山における地域創生に関すること 
　二　次代を担う人材教育に関すること 
　三　グローバル化への対応に関すること 
　四　その他まちづくりの推進に関すること 
　（組　織） 
第４条　円卓会議は，次の各号に掲げる者で組織するものとする。 
　一　岡山県商工会議所連合会の代表 
　二　一般社団法人岡山経済同友会の代表 
　三　一般社団法人岡山県銀行協会の代表 
　四　岡山県知事 
　五　岡山市長 
　六　倉敷市長 
　七　山陽新聞社の代表
　八　岡山大学長
　九　その他座長が必要と認める者 
　（役　員） 
第５条　円卓会議に次の役員を置く。 
　一　座 長 １名
　二　副座長 1 名
２　座長は，会議メンバーのうちから互選により選出する。
３　副座長は座長が指名する。 
４　座長の任期は，１年間とする。ただし，再任を妨げない。 
　（役員の職務） 
第６条　座長は，円卓会議を代表し，会務を総理する。 
２　副座長は，座長を補佐し，座長に事故あるときは，副座長がその職務を代理する。 
　（招　集） 
第７条　会議は，必要に応じ座長が招集する。 
　（意見の聴取） 
第８条　座長は，必要があると認めるときは，会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。 
　（事務局） 
第９条　円卓会議の事務局は，岡山大学に置く。 
　（庶　務） 
第１０条　円卓会議の庶務は，岡山大学地域総合研究センターにおいて行う。 
　（会　計） 
第１１条　円卓会議の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わるものとする。 

（設立年月日） 
第１２条　円卓会議は，平成２８年１０月１日に設立する。 
　（その他） 
第１３条　この規約に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 

　　附　則 
　　( 施行期日） 
　この規約は，平成２８年１０月１日から施行する。
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氏　名 所属・役職
岡﨑　彬  岡山県商工会議所連合会　会長

松田　正己  一般社団法人 岡山経済同友会 代表幹事
宮長　雅人  一般社団法人 岡山県銀行協会 会長 

伊原木　隆太  岡山県　知事
大森　雅夫  岡山市　市長
伊東　香織  倉敷市　市長

座　長 越宗　孝昌  山陽新聞社　取締役会長
副座長 槇野　博史  岡山大学　学長

事務局長 高橋　香代 岡山大学　理事（企画・評価・総務担当）・副学長

おかやま円卓会議　名簿

平成 30 年 10 月 1 日現在  敬称略
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◇岡山まちとモビリティ研究会分科会

Ⅰ．「まちと公共交通を考える」分科会

　 　岡山市中心部の活性化には、今まで以上に多くの人が集い、回遊性が図れるまちに転換していく工

夫が求められる。そうした視点から先進地の欧州やわが国各都市の施策を参考にしながら、1㌔スク

エアを中心とした市中心部及び大学や運動施設が集積する西口エリアにおける理想的な道路空間の在

り方を検討するとともに、市中心部に乗り入れる公共交通の利用促進を起点とした賑わいある街を創

出するための総合的な交通施策を検討する。

Ⅱ．「移動の多様性を考える」分科会

　 　公共交通と歩行者の間に位置する移動ツールとして、岡山市は 2013 年にコミュニティサイクル「も

もちゃり」を導入。非常に好評で、利用できるポートも順次増やし、本年度は JR 岡山駅西口にも増

設する。また、全国各地では環境に優しく短距離移動に適した新たな移動ツールとして「超小型モビ

リティ」に着目し、実証実験が行われている。岡山市でも本年度は実証実験に向けた調査を実施中だ。

人の移動が活発化すれば、まちは活性化するとの指摘はあるものの、公共交通との役割分担等をどう

考えるべきなのかといった課題もある。より良い自転車と超小型モビリティの活用の方策を研究する。

Ⅲ．「中山間地域の交通を考える」分科会

　 　中山間等の過疎地では、高齢化の進展とともに、バス路線の廃止が相次ぎ、移動の足の確保が大き

な問題となっている。また、それが原因で進学時における若者や家族の都市への転居が中山間地域に

おける過疎化を促進させている。高齢者医療福祉や若者の中山間地域離れの観点から中山間エリアに

おける交通問題をテーマに、その解決策を検討する。
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１-１．５- １．学生企画（岡大もんげープロジェクト）
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