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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、地域社会に根ざ
す岡山ならではの「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軌

道に乗せて参りました。そこでは、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、
地域社会と向き合いながら、学生たちや留学生が、地域の皆様と共に、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、わたしたちは、
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、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、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。
　また、令和２年度は、世界規模で拡大を続ける新型コロナ災禍の影響により、当セン
ターの地域活動は大きく制約を受ける結果となりました。こうした時代と向き合うべく、
新たな地域での活動や連携のモデルを、「岡山大学SDGs大学経営」の視座に立ち、模
索して参る所存です。
　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。

　令和３（2021）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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※本報告書は、令和２年４月１日から令和３年３月31日までの岡山大学地域総合研究センターの活動
をまとめたものである。

　記載基準日　令和３年１月31日とする
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１ 地域総合研究センターについて

１－１　設立経緯と学都の定義

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

参照：＜資料編＞設置趣意書

１－２　主要ミッション

学都実現の拠点として設立された地域総合研究センターの主要なミッションは、次の６つである。

１．学都構想の実現
　美しい学都を創生するために、産・官・民と協議し、美しいキャンパスをもつ国際的な学術都市を創
生する中・長期的なビジョンを作成し、実現可能な政策については、適時、関係団体と協働のプロジェ
クトを作成し、国その他の資金協力を得て実行していく。特にグローバル人材養成の拠点として国際学
術都市政策の策定と、研究・教育・地域貢献において地域の人々との絶えざる交流を志向するまちなか
キャンパスの展開を具体化する。

２．大学の社会貢献活動の調整・強化
　これまで各部局で積み上げられてきた多方面の地域貢献の諸活動を支援し、地域の人々、諸団体にこ
れらの活動を紹介し、さらに大学全体の視点に立って、これらの活動を重点化し、強化していく。

　『学都』とは、固有の歴史と文化を持った地域と高度な教育研究機関である大学が、豊かな人
間関係を築き、協働して創りあげる地域をいう。すなわち、そこでは人権と福祉が保障され、文
化的、経済的、環境的に豊かで魅力的な空間が形成され、そこに『学び』を求めて世界から人々
が集う地域のことである。

１ 地域総合研究センターについて
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３．地域諸問題に対するシンクタンク機能の発揮
　地域の諸問題に対し、国際的学術視点も加えながら、地域の将来の発展に資するシンクタンク機能を
果たす。

４．地域連携に関する大学の窓口機能
　大学に対する市民の要求を受け止める窓口機能を果たし、地域の諸団体が行っている活動を支える。

５．情報発信
　大学と地域の連携に関する学術研究の蓄積を行い、地域の創生に必要不可欠な情報を発信する。

６．人材育成
　地域の諸問題や様々なリスクを主体的に捉え、リーダーシップ、チーム力、判断力、勇気と気概を持っ
た、将来にわたっての持続可能な社会の担い手を育成する。

１－３　令和２年度事業計画

１．研究活動
⑴ 専任教員による学都研究
地域総合研究センターのミッションである大学と地域の連携に関する学術研究の蓄積を行い、学
都創生に必要不可欠な情報を発信するため、４つの柱（「地域と医療」「地域と教育・スポーツ」「技
術・環境」「まちづくり・地域創生」）を中心とした学都研究を行う。

⑵ 学都構想推進支援
専任教員による学都研究の実施に加え、各部局の学都構想推進に資する取り組みに対して、受託
事業や国・県・市などからの補助金への申請等支援を行う。

⑶ 国外・国内研究
視察調査を行う。（国外：ポートランド、ストラスブール　国内：熊本、金沢、岡山県内など）

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

　　　自治体の政策の後押しとなるシンポジウムを開催する。
⑵ 岡山県内でのまちづくり
岡山県内の自治体、市民団体などと協働し、大学の知見をもって実践活動を行う。
学生（留学生を含む）がこれらの事業に参加し、岡山のまちを好きになることで、大学と地域は
岡山の友好親善大使を育てる取り組みを行う。

⑶ まちなかキャンパス事業・学都チャレンジ企画（学生企画、職員企画）
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１－１　設立経緯と学都の定義

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

参照：＜資料編＞設置趣意書

１－２　主要ミッション

学都実現の拠点として設立された地域総合研究センターの主要なミッションは、次の６つである。

１．学都構想の実現
　美しい学都を創生するために、産・官・民と協議し、美しいキャンパスをもつ国際的な学術都市を創
生する中・長期的なビジョンを作成し、実現可能な政策については、適時、関係団体と協働のプロジェ
クトを作成し、国その他の資金協力を得て実行していく。特にグローバル人材養成の拠点として国際学
術都市政策の策定と、研究・教育・地域貢献において地域の人々との絶えざる交流を志向するまちなか
キャンパスの展開を具体化する。

２．大学の社会貢献活動の調整・強化
　これまで各部局で積み上げられてきた多方面の地域貢献の諸活動を支援し、地域の人々、諸団体にこ
れらの活動を紹介し、さらに大学全体の視点に立って、これらの活動を重点化し、強化していく。

『学都』とは、固有の歴史と文化を持った地域と高度な教育研究機関である大学が、豊かな人
間関係を築き、協働して創りあげる地域をいう。すなわち、そこでは人権と福祉が保障され、文
化的、経済的、環境的に豊かで魅力的な空間が形成され、そこに『学び』を求めて世界から人々
が集う地域のことである。
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　　�　職員や学生自らがまちづくりに積極的に参加できるように、活動企画を募集・審査し、基準を満
たした企画に対して活動を支援する。

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

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

５．情報発信
　　成果報告書、実践型社会連携教育プログラムに関する実施報告書の発行（各年１回）。
　　実践活動における中で発行するニュースレター、リーフレットなどの制作（不定期）。
ホームページをリニューアルし、活動をより分かりやすく発信。

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

１－４　組織体制

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

参照：＜資料編＞運営委員会名簿

１－５　アドバイザー委員

　地域総合研究センターは業務・活動を通じた学都創生の実現にむけて、自己点検・業務活動の客観性・
公平性を担保し、教育・研究・社会貢献の水準の更なる向上を図るため、地域の課題解決が求められる
事案で、専門性の高い知見や判断が必要とされる際に、その分野で専門的な力量を有するアドバイザー
から助言を得て、業務改善に反映させることを目的として、平成26年度よりアドバイザー委員会を設置
している。令和２年４月１日より任期を更新したアドバイザーにおいては、多方面にわたる活動を支援
していただいた。グローバル実践型社会連携教育の国際インターンシップでカナダ・ブリティッシュコ
ロンビア大学との連携において伊藤公久氏、産業イノベーション創出およびスポーツによるまちづくり
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の分野で梶谷俊介氏、桂田隆行氏、都市計画の分野で石田尚昭氏、空き家対策の分野で本田伸孝氏、ま
ちづくりの分野で徳田恭子氏の各氏から助言を得た。

参照：＜資料編＞アドバイザー委員会名簿

１－６　新型コロナ災禍と地域総合研究センター

令和２年度の状況
　平成23年11月20日に創設された「岡山大学地域総合研究センター」は、地域コミュニティにおける「市
民参加や市民協働」、「地域共存・地域共生」について考え、実践するために、多様な人が集い、みなで
熟議し、直面する社会課題を解決することを使命として相談業務やシンクタンク機能を果たしながら学
生と共に活動する組織であり、通称「AGORA（広場）」と呼ばれ、多くの岡山県民に親しまれてきた。
　設立10年目を迎える当センターは、設立の趣旨を受け継ぎ、これまで学生たちを見守りながら、学生
たちが「生きる力」を身につけるよう育ててきた。そこでは岡山大学が「学都構想」の一環として推進
してきた、教室から抜け出し、社会や地域を起点として、社会の様々な人と交わる「実践型教育プログ
ラム」の推進をコーディネート、留学生を含む学生を積極的に社会や地域で学ぶ機会を創出するサポー
トを続けてきた。
こうしたなか、令和２年度は、新型コロナ禍の発生と世界的な広がりにより、これまでの活動が大き

く影響を受け、改めて組織の意義や今後の在り方が問われることとなった。学生たちは、社会や地域で、
多様な先人の声に耳を傾け、自らの若さを活かして考えを述べ、そして「社会実装に向けた何らかのア
クションを起こす」ことを心掛けてきた。
今般、新型コロナ禍の影響で制限を課せられ、社会や地域へ出かけることが制約される深刻な事態を

余儀なくされ続けている。例えば、私たちの記憶に新しい「平成30年７月豪雨災害」では、倉敷市真備
地区が最も大きな災害を被ったが、大自然を相手にした激甚災害・脅威と人類が如何に対峙できるかを、
学生たちも地域の市民や関係者と共に現場で議論、ボランティア活動を継続、その成果物として地域社
会は住民が主体となり「地域版ハザードマップ」を完成させる支援が出来た。ところが、われわれ市民
は「自然災害対策用のハザードマップ」を作れても、今回の新型コロナ禍では「新種ウイルス対策用の
バイオハザードマップ」を作ることはできない（経験知として無い）。学生たちは、大学キャンパスで
の授業はオンラインが主流となり、不要不急の外出を規制され、アルバイトも失い、毎日を悶々と過ご
す中で、学生からは「私たちは、このバイオハザードを、どのように捉え、何をなすべきでしょうか」
という質問が寄せられた。
　本学は国立大学屈指の地域総合大学であり、大きく分けて社会文化科学系、教育学系、自然・環境生
命科学系、医歯薬学総合研究系があるため、それぞれの異なる専門の視点で、SDGsの理念を起点として、
人類の限界性と持続可能性について議論することが可能な組織である。令和２年度は、こうした視座に
立ち「今般の新型コロナ災禍が長期にわたる場合、私たちは大学で何をどのようなスタイルで学び、大
学生としての貴重な時間をどのように過ごすのか」を問い続け、また、既存のシステムを問い直す１年
となった。それは、岡山大学で学び、岡山の地域や社会で暮らすなかで、学生たちに、未来への希望を
切り結びながら「生きる力」を養ってもらうために、大学は何ができるかを思料し続ける１年であった
ともいえる。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、学生たちは、現実のコミュニティ社会で暮ら
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す「市民」としてライフスタイルに規制や制約を受け、日々の暮らしは大きな変化を余儀なくされた。
　従来、市民にとってコミュニティの定義は、最小単位では地域における町内会や自治会、小学校区や
中学校区単位のエリア社会、さらにそれを拡張すると自治体（都市）単位や都道府県であったものが、
今般の新型コロナ災禍により、国単位、地球規模にまで視野を広げて論ずることとなった。つまり、期
せずしてSDGsが目指す「世界の国、どこも分け隔てなくグローバルな視野で新型コロナ災禍と向き合い、
克服すること」が持続可能な開発を実現するための世界共通の課題となり、その解決策（新型コロナ収
束策）を考えねばならない事態となった。令和２年度は、こうした渦中で学生たちはキャンパスライフ
を過ごすこととなった。

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

す「市民」としてライフスタイルに規制や制約を受け、日々の暮らしは大きな変化を余儀なくされた。
　従来、市民にとってコミュニティの定義は、最小単位では地域における町内会や自治会、小学校区や
中学校区単位のエリア社会、さらにそれを拡張すると自治体（都市）単位や都道府県であったものが、
今般の新型コロナ災禍により、国単位、地球規模にまで視野を広げて論ずることとなった。つまり、期
せずしてSDGsが目指す「世界の国、どこも分け隔てなくグローバルな視野で新型コロナ災禍と向き合い、
克服すること」が持続可能な開発を実現するための世界共通の課題となり、その解決策（新型コロナ収
束策）を考えねばならない事態となった。令和２年度は、こうした渦中で学生たちはキャンパスライフ
を過ごすこととなった。

今後に向けた可能性
　さて、現代社会では、ソサイエティ5.0の進展や５G、６Gに代表される高速・大量ネットワークを活
用した情報社会の到来が人のコミュニティにも大きな影響を与え、さらに時代はDX（デジタル・トラ
ンスフォーメーション）をめざそうとしている。こうした中で、若い世代が「コミュニティ」を論ずる
場合は、SNS上で何らかのキーワードにより結ばれた人々の「輪＝集団」を指す、オンラインで結ばれ
た社会が、従来の「コミュニティ」世界となる傾向が顕著である。つまり、ご近所の町内会や自治会と
いうリアルコミュニティは基礎になっておらず、インターネットに代表されるオンラインの仕組みを媒
介として、何らかのきっかけで知り合った教育・研究や趣味・嗜好、芸術やスポーツ、ボランティアや
社会活動など、それぞれの目的やテーマを同じくする人たちが、オンライン空間で創造されたコミュニ
ティ上で出会い、意見交換や情報交換を行い、そしてそれが原動力となって、リアルな社会活動や経済
活動に昇華してゆく社会が日常の風景となってきた。
　さらに、現在の新型コロナ禍に対処するためには、このバーチャルなコミュニティでの人の暮らしや、
さらには経済活動まで維持するための処方箋を考えることも重要なテーマとなってきている。その理由
は、閉鎖空間での精神的な我慢と「不要不急」と言われる自由な移動の制限がもたらす、日常活動を制
約される環境の持続・継続を、国民は政府や自治体、学生の場合は文部科学省や大学からの要請を受け
止めながら「心のバランス」を維持するために処方箋としてのネットワーク活用に向けた模索が続く。
　その一方で、人は頭の中では、人命を最優先する政策や指示について、我が身を守るという観点から、
そして他人に迷惑をかけないという社会的な使命感からも理解を示すが、これが長引くとなると、その
制約を順守する行動を如何にコントロールしながら乗り越えるかが課題となる。したがって、勤労市民
にとっては、テレワークによる通勤リスクの緩和・解消というシナリオ、大学生では、オンライン授業
による通学リスクや、キャンパスでの感染防止となるが、長引く制約環境では「心のバランス」に限界
をきたす可能性も危惧されている。そうした事情により、代替案としてソサイエティ5.0の進展や５G・
６Gに代表される、「新たな進化を続けるネットワーク社会」が、「心のバランス」を維持するためにど
こまで有効に機能することができるか、その議論と実践が本格化している。
　こうしたなかで問題視するテーマは、新型コロナ禍というパンデミックに対して、最大限のリスクヘッ
ジを社会全体、そして私たち一人一人がマネジメントする責任があると同時に、精神的な日常の安息（カ
フェやレストランで友と時間を過ごす）や知的満足（絵を描いたり美術館へゆく）、身体的満足（スポー
ツをしたり、見たり、支えたりする）を得ることを含め、私たちが幸せを感じながら生きてゆくために、
不要不急の移動は避けねばならぬ環境下において、「ウェルビーイング（well-being）真の幸福」の観点
から、何が私たちの暮らしにとって大切であるかについて議論する必要がある。
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２ SDGs実践活動

▲SDGs活動としての位置づけ

▲収集し仕分けされたゴミ

▲携帯電話や財布など

２－１　岡山市SDGs「西川クリーン探検ＤＡＹ」

　８月23日（日）、岡山市西川をせき止め清掃活動「西川クリーン探検DAY」が開催された。７時30分、
下石井公園出石コミュニティハウスに集合、岡山大学から、地域総合研究センター前田芳男副センター
長、岩淵泰准教授が参加した。
　西川清掃は、もともと農業用水である西川のメンテナンスを目的に行われていた「川干（かわひ）」
作業であったが、下流部の農家が減少して作業を担えなくなったことなどから、岡山市庭園都市推進課
においてイベント化して存続させたものである。同課は、この機を活用して市民の環境学習やまちづく
りへの関心喚起の場として活用することとした。平成30年度より、周辺の小学生や保護者にも参加を呼
びかけ、子どもたちも多く参加している。令和２年度は、岡山大学の教養科目「桃太郎・桃子チャレン
ジ」の授業の一環として学生も清掃活動に参加し、併せて小学生に対してSDGsのミニレクチャーを実
施した。
　今回のクリーン活動には、岡山中央小学校、大安寺中高校生、岡山大学生、ライオンズクラブ、地域
NPOや岡山市などの関係者、約70人が参加した。例年になくゴミが少なかったとの印象。西川が市民
の理解と協力で綺麗になった成果である一方で、新型コロナ災禍の影響で人出が無いことも要因である
可能性が指摘された。ともあれ、継続的なクリーン活動が実を結び、西川からゴミが減り、綺麗に蘇っ
たことで、水生生物も住みやすい環境になったと評価している。

２－２　倉敷市水島でのSDGs環境学習への取り組み

▶２-２-１　「水島滞在型環境学習コンソーシアム」
全国で地方創生の取組みが進むなか、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、時あたかも、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

２ SDGs実践活動
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SDGs実践活動  ２

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活
動を契機として、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」が設立されている。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。
　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、本格的な滞在型環境学習プログラムを企画・実施することにより、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”の創造をめざしている。
　そして世界的な時代の潮流がSDGsをゴールに掲げるなかで、これまでの活動が実を結び、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「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。設立の目的である、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、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。この活動は文部科学省のHPでも取り上げられるま
でに注目を集めている。
　令和２年度は、新型コロナ災禍の影響により、対面での活動を控えざるを得ない状態が続いたが、よ
うやく７月３日（金）、倉敷市本庁舎でみずしま滞在型環境学習コンソーシアムの企画会議が開催された。
また、会議終了後に美観地区へ会場を移して、引き続き情報交換会を開催した。参加団体・組織は、倉
敷市、萩原工業、高梁川流域学校、みずしま財団、岡山大学という産官学NPO連携による開催。

参考として文部科学省のHPを引用紹介する。
「平成28年５月のG７倉敷教育大臣会合で採択された「倉敷宣言」を踏まえたSDGsの展開の一環で、
平成30年３月29日に岡山県倉敷市水島地区、高梁川流域の市民・企業・行政・大学による「みずしま滞
在型環境学習コンソーシアム」が発足した。同コンソーシアムは、以下１．～３．の３つのゴールを掲
げ、産業界、自治体、地域住民、大学が協働して、高梁川流域・倉敷水島が考えるG７倉敷宣言・
SDGsを具現化するものである。
　１． 高梁川流域と瀬戸内海の自然、文化、暮らしに直接触れる滞在体験型学習を通じて地域社会の持

続可能性を発見
　２． 未来を担う若者たちの思いを込めた流域のビジョンづくりなど実践型教育で地域を愛し地域に根
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▲大学生によるレクチャー

▲SDGs活動としての位置づけ

▲ゴミ拾いの様子

▲多くの子どもが参加した

▲収集し仕分けされたゴミ

▲携帯電話や財布など

２－１　岡山市SDGs「西川クリーン探検ＤＡＹ」

　８月23日（日）、岡山市西川をせき止め清掃活動「西川クリーン探検DAY」が開催された。７時30分、
下石井公園出石コミュニティハウスに集合、岡山大学から、地域総合研究センター前田芳男副センター
長、岩淵泰准教授が参加した。
　西川清掃は、もともと農業用水である西川のメンテナンスを目的に行われていた「川干（かわひ）」
作業であったが、下流部の農家が減少して作業を担えなくなったことなどから、岡山市庭園都市推進課
においてイベント化して存続させたものである。同課は、この機を活用して市民の環境学習やまちづく
りへの関心喚起の場として活用することとした。平成30年度より、周辺の小学生や保護者にも参加を呼
びかけ、子どもたちも多く参加している。令和２年度は、岡山大学の教養科目「桃太郎・桃子チャレン
ジ」の授業の一環として学生も清掃活動に参加し、併せて小学生に対してSDGsのミニレクチャーを実
施した。
　今回のクリーン活動には、岡山中央小学校、大安寺中高校生、岡山大学生、ライオンズクラブ、地域
NPOや岡山市などの関係者、約70人が参加した。例年になくゴミが少なかったとの印象。西川が市民
の理解と協力で綺麗になった成果である一方で、新型コロナ災禍の影響で人出が無いことも要因である
可能性が指摘された。ともあれ、継続的なクリーン活動が実を結び、西川からゴミが減り、綺麗に蘇っ
たことで、水生生物も住みやすい環境になったと評価している。

２－２　倉敷市水島でのSDGs環境学習への取り組み

▶２-２-１　「水島滞在型環境学習コンソーシアム」
　全国で地方創生の取組みが進むなか、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、時あたかも、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

２ SDGs実践活動
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▲パーキングディの全体像

付く人材を育成
　３． イノベーション創出と暮らしや自然環境が調和する未来社会の実現に向けた英知と努力を世界の

人々が学ぶ
岡山大学は、滞在型環境学習プログラムの開発と改訂、学生の参加等を通じて、同コンソーシアムの参
画機関として協働する。参画機関：萩原工業株式会社、倉敷市、倉敷商工会議所、みずしま財団、岡山
大学等
期待される成果
　上記滞在型環境学習プログラムに参加した学生等が、人の暮らしや企業活動が相互に関連し合う状況
を倉敷市水島地区での滞在型環境学習への参画を通じて知り、自らの課題意識や専門領域での学びと関
連付けた深い理解を得ることで、自ら問いを立て、解決方法を主体的に考える力を持った人材へと成長
することが期待される。」と紹介されている。

　この活動は、岡山大学が進める実践型社会連携教育の取組みとして開発した教育プログラムがきっか
けで、地域総合研究センターの教員が総がかりで担当、今年度は、岩淵泰准教授が主に担当した。こう
した教育プログラムが、留学生を対象とした実践型教育や高校生の地域活動、水島での環境やまちづく
りをテーマとしたイベントなど、様々なスタイルで発展展開を続けている。
　次年度以降も、更なる本格的な環境学習プログラム体系の構築をめざして、新型コロナ災禍の影響は
懸念されるも、SDGs実践活動を継続していく予定。

▶２-２-２　岡山大学実践型社会連携授業
令和元年度に続き、倉敷市水島商店街で水島パーキングディに参加した。参加人数は、授業履修生の

６名、まちづくりボランティアの２名、前田芳男副センター長、岩淵泰准教授の10名であった。
　パーキングディとは、車中心の道路空間を市民活動の場に変えていくカリフォルニア発祥のまちづく
りアプローチであり、９月18日に世界同一の日で行っている。昨年度、サウミャ・キニ研究員の提案で
行われ、場所は、百貨店の跡地を利用した。
　９月17日（木）、受講生は水島のまちづくり理論を学んだ。講義は、塩飽敏史氏（みずしま財団）、古
川明氏（ミズシマ・パークマネジメント Lab．）が担当した。９月18日（金）は、午前から午後にかけ
て設営を準備し、16時からパーキングディを行った。パーキングディでは、カフェテラス、憩いの場、
卓球、大学生が提供するスポーツなどを楽しめる他、みずしまおかみさんの会から「商店街が一番元気
だった頃」についてのお話をうかがった。また、古城池高校の学生もパーキングディに参加し、まちづ
くりについて意見交換も行われた。取組みの詳細については、資料編山陽新聞デジタル・岡山まちづく
り探検を参照してもらいたい。
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２－３　SDGsで描く「倉敷市第7次総合計画」

　高梁川流域７市３町の中核市である倉敷市では、令和３年度から10年間の総合計画を策定するため、
令和元年11月22日、第７次総合計画審議会が発足、三村聡センター長が会長として策定に向けた審議に
携わり議論を進めてきた。35名の委員５分科会で構成。

①　４月21日
　岡山県はじめ全国に緊急事態宣言が出されるなか、倉敷市と「SDGsを念頭に置いた倉敷市第７次総
合計画（10か年計画）」の策定に向けてオンライン会議が実施された。これまでの結果を検証し、市民
や委員の意見に基づき、市の担当部局が作業を進め、委員の意見を集約、素案（たたき台）のとりまと
めに向けた作業の実施を確認した。
　新型コロナ収束の時期が不透明で不安が積もる毎日、ウイルス感染の怖さ、人を不安や疑心暗鬼に陥
れる怖さ、そして無意識のうちに人を差別してしまう怖さが指摘され、一方で、こうした未曽有の事態
だからこそ、倉敷市の支援を通じて、改めて、人の絆や結びつきの大切さ、そして幸福に暮らせる環境
整備の重要性を確認した。

②　７月14日
　倉敷市第７次総合計画審議会第５分科会（SDGs・市民協働・コミュニティ・行財政など）が、倉敷
市本庁舎において、開催された。倉敷市議会議長、倉敷商工会議所会頭（この日は欠席）、中国銀行倉
敷支店長など７名で構成され、三村センター長が分科会長を担当、進行役を務めた。事務局より、これ
までの議論を踏まえた具体的な柱が示され、それに対して、前回に引き続き各委員から意見が多数出さ
れた。

③　８月28日
　倉敷市第７次総合計画審議会第５分科会（SDGs・市民協働・コミュニティ・行財政など）が議会棟
会議室で開催された。この棟には、倉敷が生んだ将棋界の偉人、大山康晴十五世名人の書「龍」があり、
委員は、この書に勢いを授かり、長期的な視座に建つ財政健全化の在り方を巡り、活発な議論を応酬し
た。

④　10月６日
　倉敷市第７次総合計画審議会第５分科会（SDGs・市民協働・コミュニティ・行財政など）が議会棟
会議室で開催された。この日は、市民説明会の開催とパブコメの実施にむけた最後の議論をした。事務
局が意見を取りまとめ、最終的な修正を行い、市民説明会とパブリックコメントに入る。この日は、地
域創生総合戦略と総合計画との整合性についてと、人口減少社会を迎える中での、人口ビジョンと政策
目標の設定の在り方について、活発な意見交換がなされた。

⑤　12月21日
　倉敷市庁舎10階大会議室において、令和元年11月22日から１年以上の歳月をかけ、総勢35名の委員で
審議を続けた「倉敷市第７次総合計画（10年計画）」の最終審議会が開催された。第６次総合計画を踏

10

２ SDGs実践活動

▲おかみさんの会の講話 ▲パーキングディの全体像 ▲振り返りワークショップ

付く人材を育成
　３． イノベーション創出と暮らしや自然環境が調和する未来社会の実現に向けた英知と努力を世界の

人々が学ぶ
岡山大学は、滞在型環境学習プログラムの開発と改訂、学生の参加等を通じて、同コンソーシアムの参
画機関として協働する。参画機関：萩原工業株式会社、倉敷市、倉敷商工会議所、みずしま財団、岡山
大学等
期待される成果
　上記滞在型環境学習プログラムに参加した学生等が、人の暮らしや企業活動が相互に関連し合う状況
を倉敷市水島地区での滞在型環境学習への参画を通じて知り、自らの課題意識や専門領域での学びと関
連付けた深い理解を得ることで、自ら問いを立て、解決方法を主体的に考える力を持った人材へと成長
することが期待される。」と紹介されている。

　この活動は、岡山大学が進める実践型社会連携教育の取組みとして開発した教育プログラムがきっか
けで、地域総合研究センターの教員が総がかりで担当、今年度は、岩淵泰准教授が主に担当した。こう
した教育プログラムが、留学生を対象とした実践型教育や高校生の地域活動、水島での環境やまちづく
りをテーマとしたイベントなど、様々なスタイルで発展展開を続けている。
　次年度以降も、更なる本格的な環境学習プログラム体系の構築をめざして、新型コロナ災禍の影響は
懸念されるも、SDGs実践活動を継続していく予定。

▶２-２-２　岡山大学実践型社会連携授業
　令和元年度に続き、倉敷市水島商店街で水島パーキングディに参加した。参加人数は、授業履修生の
６名、まちづくりボランティアの２名、前田芳男副センター長、岩淵泰准教授の10名であった。
　パーキングディとは、車中心の道路空間を市民活動の場に変えていくカリフォルニア発祥のまちづく
りアプローチであり、９月18日に世界同一の日で行っている。昨年度、サウミャ・キニ研究員の提案で
行われ、場所は、百貨店の跡地を利用した。
　９月17日（木）、受講生は水島のまちづくり理論を学んだ。講義は、塩飽敏史氏（みずしま財団）、古
川明氏（ミズシマ・パークマネジメント Lab．）が担当した。９月18日（金）は、午前から午後にかけ
て設営を準備し、16時からパーキングディを行った。パーキングディでは、カフェテラス、憩いの場、
卓球、大学生が提供するスポーツなどを楽しめる他、みずしまおかみさんの会から「商店街が一番元気
だった頃」についてのお話をうかがった。また、古城池高校の学生もパーキングディに参加し、まちづ
くりについて意見交換も行われた。取組みの詳細については、資料編山陽新聞デジタル・岡山まちづく
り探検を参照してもらいたい。
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２ SDGs実践活動

まえつつ、西日本豪雨災害を教訓とし、地域創生総合戦略を織り込み、全編をSDGsで政策をデザイン
した同計画が示された。多くの委員から最終意見や感想が出され、最終調整を会長、副会長に一任する
ことで審議が結審した。

⑥ 12月22日
倉敷市庁舎３階市長応接室にて、35名の委員（市民）を代表して会長を務めた三村センター長から伊

東香織市長に対して「倉敷市第７次総合計画」を答申した（副会長：くらしき作陽大学竹内京子教授）。
　新型コロナ災禍の影響を受けながらも、35名の委員は、市民の声にできる限り耳を傾け議論を尽くし
た。また、多くの意見を受けながら、事務を務めた市の企画部局をはじめ職員全員による総力戦で仕上
げた。SDGsを軸として、少子高齢・人口減少社会への対応、そして自然災害やパンデミックに負けない、
倉敷市の未来に向けた、まちづくり長期ビジョンがスタートした。
　全国自治体において、自然災害を教訓とし、地域創生総合戦略を織り込み、全編をSDGsで政策をデ
ザインした総合計画は初めてであると思料する。岡山大学の立場からは、同計画の策定を大学のシンク
タンク機能発揮の観点から支援することができた。

２－４　SDGsで描く「第2期井原市創生総合戦略」

　平成26年９月３日に発足した第２次安倍改造内閣は、同日の閣議決定により、まち・ひと・しごと創
生本部を設置、同年11月28日にまち・ひと・しごと創生法が公布・施行 、同年12月２日から内閣に設
置される法定の組織となった。それに伴い、この組織の中核を成す事業の一つに「地方創生人材支援制
度」が立ち上がり、平成26年に岡山大学の地域担当の立場から、三村聡センター長が、内閣府まち・ひ
と・しごと創生本部「地方創生人材支援制度」の派遣者に選ばれ、平成27年春から２年間、岡山県井原
市へ市長顧問として「地域創生総合戦略」（第１期：平成27年度から令和元年度）策定の支援を行う任
についた。
　それ以降、任期終了後も、岡山大学として井原市の支援を続け、昨年度末に井原市から依頼を受け、
今年度は第２期（令和３年度から令和７年度）となる同創生総合戦略の策定作業を支援した（令和２年
度は第１期の評価年と位置付けている）。

① ３月６日（令和２年）
大舌勲井原市長が来学、この５年間の総合戦略と人口ビジョンの精査を踏まえて、シンクタンク機能

発揮の観点から、再び井原市の「第２期総合戦略」策定の支援をすることとなった。

②　３月19
　「元気いばら創生戦略」第１回会議が井原市市役所５階で開催された。５年間のKPI検証に続き、継
続施策や新たなテーマの提案に対して、選任された委員全員が発言、真剣な議論がなされた。三村セン
ター長が会長を拝命、全員マスク着用での会議のなか進行役を担当した。
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SDGs実践活動  ２

③ ４月21日
第１回の会議を受け、大舌勲市長と「元気いばら まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定に向けた

具体的な企画検討ミーティングを行った。新型コロナウイルス感染への配慮のなか、広い市長応接にて、
全体像をSDGsで描くことや新型コロナウイルス感染への対策を織り込み、さらに収束後をにらんだ、
地方創生第２ラウンドキックオフに向けたメインコンセプトと実行シナリオについて意見交換した。
　医療体制については、岡山県との連携を軸に可能な限りの対応を図ることが決められ、その具体的な
準備が進められることとなった。そこでは、井原鉄道をはじめとする公共交通機関の維持、市内の学校
での子供たちや家庭へのフォロー体制などについて、政策方針を聴取した。また創生総合戦略について
は、委員相互の協力体制の強化と、実際の委員の専門性を活かした、全員参加を見据えた具体的なアク
ションプランの策定、そして市役所も若手職員の意識改革、そして知恵を汲み上げる仕組みづくり、創
生戦略決定後の参加と行動を喚起する手法について議論がなされ了承された。

④ ８月25日
井原市『元気いばら創生戦略会議』の第２回会議が市庁舎５階で開催された。平成27年度からこれま

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

⑤ 11月24日
　「元気いばら創生戦略」の第４回会議が開催された。

井原市の第２期総合戦略は、井原市第７次総合計画の人口減少克服・地方創生施策に資する計画とし
て、井原市人口ビジョンの実現を目指し、人口減少問題に対応しながら地方創生をなしとげるため実施
する。
　第２期における新たな視点は、①地方へのひと・資金の流れを強化する将来的な地方移住にもつなが
る「関係人口」の創出・拡大。企業や個人による寄附・投資などを用いた地方への資金の流れの強化。 
②新しい時代の流れを力にするSociety5.0の実現に向けた技術の活用。SDGsを原動力とした地方創生。

「地方から世界へ」。③人材を育て活かす 地方創生の基盤をなす人材に焦点を当て、掘り起こしや育成、
活躍を支援。④民間と協働する 地方公共団体に加え、NPOなどの地域づくりを担う組織や企業と連携。
⑤誰もが活躍できる地域社会をつくる女性、高齢者、障がい者、外国人など誰もが居場所と役割を持ち、
活躍できる地域社会を実現。⑥地域経営の視点で取り組む地域の経済社会構造全体を俯瞰して地域をマ
ネジメントすることを目指している。

この日は、いよいよとりまとめに向けた大詰めの議論がなされた。
２月下旬から３月に最終の会議を開催、決議後、議会へ諮る予定となっている。
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２ SDGs実践活動

▲最終審議の様子 ▲伊東香織市長への答申

まえつつ、西日本豪雨災害を教訓とし、地域創生総合戦略を織り込み、全編をSDGsで政策をデザイン
した同計画が示された。多くの委員から最終意見や感想が出され、最終調整を会長、副会長に一任する
ことで審議が結審した。

⑥　12月22日
　倉敷市庁舎３階市長応接室にて、35名の委員（市民）を代表して会長を務めた三村センター長から伊
東香織市長に対して「倉敷市第７次総合計画」を答申した（副会長：くらしき作陽大学竹内京子教授）。
　新型コロナ災禍の影響を受けながらも、35名の委員は、市民の声にできる限り耳を傾け議論を尽くし
た。また、多くの意見を受けながら、事務を務めた市の企画部局をはじめ職員全員による総力戦で仕上
げた。SDGsを軸として、少子高齢・人口減少社会への対応、そして自然災害やパンデミックに負けない、
倉敷市の未来に向けた、まちづくり長期ビジョンがスタートした。
　全国自治体において、自然災害を教訓とし、地域創生総合戦略を織り込み、全編をSDGsで政策をデ
ザインした総合計画は初めてであると思料する。岡山大学の立場からは、同計画の策定を大学のシンク
タンク機能発揮の観点から支援することができた。

２－４　SDGsで描く「第2期井原市創生総合戦略」

　平成26年９月３日に発足した第２次安倍改造内閣は、同日の閣議決定により、まち・ひと・しごと創
生本部を設置、同年11月28日にまち・ひと・しごと創生法が公布・施行 、同年12月２日から内閣に設
置される法定の組織となった。それに伴い、この組織の中核を成す事業の一つに「地方創生人材支援制
度」が立ち上がり、平成26年に岡山大学の地域担当の立場から、三村聡センター長が、内閣府まち・ひ
と・しごと創生本部「地方創生人材支援制度」の派遣者に選ばれ、平成27年春から２年間、岡山県井原
市へ市長顧問として「地域創生総合戦略」（第１期：平成27年度から令和元年度）策定の支援を行う任
についた。
　それ以降、任期終了後も、岡山大学として井原市の支援を続け、昨年度末に井原市から依頼を受け、
今年度は第２期（令和３年度から令和７年度）となる同創生総合戦略の策定作業を支援した（令和２年
度は第１期の評価年と位置付けている）。

①　３月６日（令和２年）
　大舌勲井原市長が来学、この５年間の総合戦略と人口ビジョンの精査を踏まえて、シンクタンク機能
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２ SDGs実践活動

▲案内

２－５　おかやまSDGsアワード

「おかやまSDGsアワード」は自治体や経済団体が主催し、地域の活性化や課題解決に向けた優れた
取り組みを表彰する取組み。11月16日（月）、岡山市を含む産官学民の連携組織「おかやま地域発展協
議体おかやまSDGs研究会」が主催する「おかやまSDGsアワード」の表彰取組が発表された。受賞団
体は、株式会社ありがとうファーム、倉敷市立精思高等学校、公益社団法人倉敷青年会議所、十字屋グ
ループ、とみやま助け合い隊、服部興業株式会社の６団体。
12月19日（土）、その「おかやまSDGsアワード」の表彰式と受賞団体の代表等が参加する「SDGsフォー

ラムin岡山」が、岡山コンベンションセンター１階イベントホールで開催された。開会にあたり、岡
山大学槇野博史学長と岡山市大森雅夫市長が挨拶した。続いて、おかやま地域発展協議体おかやま
SDGs研究会会長である藤木茂彦氏が本企画の趣旨を説明、受賞６団体の表彰を実施した。結びに、倉
敷市伊東香織市長と松田正巳山陽新聞社社長が受賞団体へエールを送った。
　休憩をはさみ、受賞者による取組発表があり、さらに受賞６団体代表者パネルディスカッションがあっ
た。発表団体へのコメンテーターをプレゼンテーターとして、おかやま地域発展協議体おかやまSDGs
研究会副会長の狩野光伸岡山大学副理事が担当した。パネルディスカッションでは、中国銀行の宮長雅
人会長が、岡山経済同友会代表幹事の立場から挨拶した。各事業の取組内容や事業に込めた思いなどが
掘り下げられ、産官学金言によるおかやまでのSDGsの展開を実感できる記念すべきイベントとなった。
　開催にあたり事務局を担当した岡山大学社会連携課をサポートする形で、来賓やゲストのお迎えと応
対を当センターがサポートした。



15

SDGs実践活動  ２

▲配布されたSDGsグッズ

２－６　高梁川流域７市３町の連携とSDGs

　高梁川は岡山県と鳥取県境の新見市花見山（標高 1,188ｍ）に源を発し、111kmの流れを経て、瀬戸
内海に注いでいる。この高梁川の流れと共に生き、豊かな恵みを共有するこの流域圏は旧備中圏を中心
に地域間の強いつながりで結ばれてきた。こうしたことから、流域を形成する７市３町の自治体は、昭
和29年３月に「高梁川流域連盟」を設立、産業や文化・教育など流域全般の文化向上に寄与する取り組
みを進め、平成26年３月に創立60周年を迎えた。そして今後の流域活性化のため、連携をより強固なも
のとし、まちづくりにかかる課題解決に共同で取り組むことで、様々な地域特性を持つ市町が連携する
ことで、圏域の特色を最大限に活かし、地域の総合力をもって、人口減少・少子高齢化社会への対応を
図り、圏域全体の経済成長を目指そうとしている。その具体化を目指す組織として「高梁川流域中枢都
市圏ビジョン懇談会」が設置されている。
　そこでは、国がリードする地方創生の流れを踏まえ、人口減少・少子高齢社会にあっても、地域を活
性化し経済を持続可能なものとし、国民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするため、地方
圏において、相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣市町村と連携して、人口減少に対する、
いわば「地方が踏みとどまるための拠点」を形成することを目的に、岡山県の高梁川流域では、倉敷市
を中核都市として、流域の７市３町が連携して、高梁川流域中枢都市圏を形成しようとするものである。
そのビジョン懇談会が令和３年１月25日（月）、倉敷市で開催された。
　今回は、これまでの成果に基づく、令和２年３月25日に策定された、第２期となる新たな成長戦略ビ
ジョンの提案「第２期高梁川流域圏成長戦略ビジョン（〈連携中枢都市圏ビジョン〉～高梁川の流れと
ともに、未来に続く流域の成長と発展を目指して～）」を中心に報告や新たな企画が提案され、流域の
商工会議所会頭、商工会会長、大学学長、病院長、金融機関、NPO、マスコミなど地域を構成する責
任者が一堂に会して議論がなされた。
　伊東香織倉敷市長が質疑に応答する形式で進められ、有識者から選任された三村聡センター長が会長
をつとめ、流域のSDGsを視座に置いた連携の更なる必要性を全員が確認した。

２－７　労働界とSDGs

　労働金庫発祥の地は岡山県である。９月５日（土）、中国労働金庫が創立70周年を迎え、岡山市「ピュ
アリティまきび」を会場に、令和２年度岡山県推進委員会代表者集会として、岡山県をはじめとする労
働界の関係者が集い、働き方改革や勤労者や退職者の暮らしを支える金融の未来を考える研究会が開催
された。
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▲挨拶する槇野博史学長 ▲案内

▲会議の様子 ▲大舌勲市長（左）

２－５　おかやまSDGsアワード

「おかやまSDGsアワード」は自治体や経済団体が主催し、地域の活性化や課題解決に向けた優れた
取り組みを表彰する取組み。11月16日（月）、岡山市を含む産官学民の連携組織「おかやま地域発展協
議体おかやまSDGs研究会」が主催する「おかやまSDGsアワード」の表彰取組が発表された。受賞団
体は、株式会社ありがとうファーム、倉敷市立精思高等学校、公益社団法人倉敷青年会議所、十字屋グ
ループ、とみやま助け合い隊、服部興業株式会社の６団体。
　12月19日（土）、その「おかやまSDGsアワード」の表彰式と受賞団体の代表等が参加する「SDGsフォー
ラムin岡山」が、岡山コンベンションセンター１階イベントホールで開催された。開会にあたり、岡
山大学槇野博史学長と岡山市大森雅夫市長が挨拶した。続いて、おかやま地域発展協議体おかやま
SDGs研究会会長である藤木茂彦氏が本企画の趣旨を説明、受賞６団体の表彰を実施した。結びに、倉
敷市伊東香織市長と松田正巳山陽新聞社社長が受賞団体へエールを送った。
　休憩をはさみ、受賞者による取組発表があり、さらに受賞６団体代表者パネルディスカッションがあっ
た。発表団体へのコメンテーターをプレゼンテーターとして、おかやま地域発展協議体おかやまSDGs
研究会副会長の狩野光伸岡山大学副理事が担当した。パネルディスカッションでは、中国銀行の宮長雅
人会長が、岡山経済同友会代表幹事の立場から挨拶した。各事業の取組内容や事業に込めた思いなどが
掘り下げられ、産官学金言によるおかやまでのSDGsの展開を実感できる記念すべきイベントとなった。
　開催にあたり事務局を担当した岡山大学社会連携課をサポートする形で、来賓やゲストのお迎えと応
対を当センターがサポートした。
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メインテーマは、「はたらく仲間とともに70年」～70年の歩みとみんなで創る“ろうきん運動”～ 。
講師には、元岡山労働金庫理事長・元中国労働金庫副理事長の春石竹一氏と三村聡センター長の２名
が招聘された。三村センター長は、国連が提唱するSDGsの視点から、とりわけILOが掲げる、働
く人たちの平等と助け合いの精神を大切にする「SDGs：誰一人も取り残さない金融包摂」運動の
理論と実践について持論を展開した（写真左は連合岡山の金澤稔会長）。
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３－１　地域総合研究センターにおける災害復興に向けたこれまでの活動

▶３-１-１　平成30年度の主な活動
平成30年６月28日以降北日本に停滞していた前線が、７月４日にかけ北海道付近に北上した後、７月

５日には西日本まで南下してその後停滞した。また６月29日に発生した台風第７号は、東シナ海を北上
し、対馬海峡付近で進路を北東に変えた後、７月４日15時に日本海で温帯低気圧に変わった。この前線
や台風第７号の影響により、日本付近に暖かく非常に湿った空気が供給され続け、西日本を中心に広い
範囲で記録的な大雨となった。６月28日から７月８日にかけての総雨量は、四国地方で1800ミリ、東海
地方で1200ミリを超えるなど、７月の月降水量平年値の２から４倍となったところもあった。48時間雨
量、72時間雨量などが、中国地方、近畿地方などの多くの地点で観測史上１位となった。平成30年の台
風第７号及び前線による大雨について、「平成30年７月豪雨」と名称を定めた（７/９ 14：00）。
　岡山県の人的、物的被害状況は、平成30年７月豪雨災害では、岡山県において、人的被害は、死者61
名、行方不明者３名、重傷者９名、軽症者152名、合計225名（うち倉敷市が、死者52名、重傷者３名、
軽症者103名、合計158名）、家屋等の被害は、全壊4,841棟　半壊3,129棟　一部損壊1,063棟　床上浸水2,902
棟　床下浸水5,990棟　合計17,925棟（うち倉敷市が、全壊4,645棟　半壊844棟　一部損壊355棟　床上
浸水109棟　床下浸水１棟　合計5,954棟）という激甚災害となった。
　岡山大学でも大学所有の半田山が２か所崩落し、近隣の住宅に被害をもたらす結果となった。
　岡山大学では、この豪雨災害を受け、岡山大学災害対策本部が設置され本部長を槇野博史学長が担当、
地域との関係では、当センターが窓口となり、岡山県総合政策局、岡山市政策局、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。そこで
の議論を受け、槇野学長のリーダーシップにより、学生の被災地でのボランティア活動を安全に実施す
るために「岡山大学災害支援学生ボランティアセンター」を設置、加賀勝副学長（社会連携担当）、青
尾謙副理事、当センター前田芳男副センター長らが指導にあたり『学生災害ボランティア活動』説明会
を開催、説明会には約250名の学生たちが参加した。当センターの活動では、学生サークル２団体が連
携して、平成30年７月16日、８名の学生が岡山市東区「平島団地」のボランティア活動に参加した。さ
らに同日、有志学生が奉還町にて、災害支援募金の街頭活動を実施した。募金協力人数は、延べ164人、
募金総額は23,014円。
　また、この様子は、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
ランティアの写真として掲載された。

続いて、岡山大学応援団総部吹奏楽団の学生たちが、被災の影響が最も大きかった倉敷市真備地区の
避難所「くらしき健康福祉プラザ」を拠点として、９月１か月間、連日一日も欠かさずボランティア活
動に参加、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。なお、この活動は、全学教育・学生支援機構との
学内連携により、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した。
　また、７月19日、岡山市東ロータリークラブ宛に、静岡から救援物資（新品タオル三箱）が届けられ、
同クラブ会長の大学院環境生命科学研究科舟橋研究科長から岡山市社会福祉協議会へ届けられた。
　さらに、７月25日、岡山大学菅誠治理事・副学長（危機管理対策担当）と三村聡センター長が、倉敷
市を訪問、倉敷市生水哲男 副市長、河田育康 副市長と約40分間面談いたし真備地区の復旧・復興の現
状をヒアリング、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。倉敷市から、短期的に

３ 西日本豪雨災害（平成30年７月豪雨災害）関係
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▲連合岡山金澤稔会長（左）

　メインテーマは、「はたらく仲間とともに70年」～70年の歩みと
みんなで創る“ろうきん運動”～ 。講師には、元岡山労働金庫理事長・
元中国労働金庫副理事長の春石竹一氏と三村聡センター長の２名が
招聘された。三村センター長は、国連が提唱するSDGsの視点から、
とりわけILOが掲げる、働く人たちの平等と助け合いの精神を大切
にする「SDGs：誰一人も取り残さない金融包摂」運動の理論と実
践について持論を展開した（写真左は連合岡山の金澤稔会長）。
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は、学生による復旧支援ボランティアへの参加、また、大学に対しては、息の長い「安心安全で、夢の
持てる真備地区の復興」を念頭に置いた、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の協力を頂きたいとの申し出を受けた。
　８月29日、倉敷市にて災害復興に向けた勉強会が開催された。会では、倉敷市から要請を受けた「他
都市における大水害に関する影響分析」について、環境理工学部の氏原岳人准教授が調査分析した結果
を報告した。さらに、９月12日、岡山県議会議員を対象とした『岡山県議会地域公共政策セミナー』に
て、「７月豪雨災害の復旧・復興に向けた安心安全のまちづくり」をテーマに、環境理工学部氏原准教
授と三村センター長が講師をつとめた。
　このような活動を続ける中、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、11月21日、第１回同委員会が開催され、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、三村センター長（委員長）の３名が参加、
三村センター長が議事を進行した。その後、同委員会は継続開催され、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）の検討案を議論、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。この日の意見を反映して、平成31年１月30
日、復興計画の30基本計画が検討され最終案を確定、平成31年３月、倉敷市真備地区復興計画が決定、
公表された。

▶３-１-２　平成31年～令和元年度の主な活動
年度が改まり、令和元年６月１日、公益社団法人土木学会中国支部と国土交通省中国地方整備局共催
により、第71回土木学会中国支部研究発表会特別講演会「平成30年７月豪雨による被災から考える」が、
岡山大学津島キャンパス創立50周年記念館金光ホールで開催された。会では、国土交通省中国地方整備
局中川哲志統括防災官、岡山大学大学院環境生命科学研究科（高梁川水系小田川堤防調査委員会委員長）
前野詩朗教授、三村聡センター長（真備地区復興計画策定委員会委員長）の３名が登壇した。
　６月16日、2023年の完成を目標として、西日本豪雨災害で甚大な被害を受けた小田川と高梁川の合流
点を付替える治水対策事業の着工式が、倉敷市船穂柳井原小学校体育館で開催された。式では、国土交
通省副大臣及び倉敷市長の挨拶に続き、来賓として加藤勝信衆議院議員、岡山県知事の挨拶を受け、岡
山大学からは大学院環境生命科学研究科前野教授、三村センター長などが列席した。
　６月25日、倉敷市真備町の「災害公営住宅等整備事業者選定委員会」が倉敷市本庁舎で開催され委員
長に三村センター長が選ばれた。９月30日、倉敷市にて同委員会が開催され、被害が甚大であった「川
辺地区」での建設について公募型プロポーザル審査会として必要な要求水準や応募要領、審査要領に基
づき４グループから提出された設計・施工を一体としたデザインビルド方式による提案の審査を実施し
た。続いて、12月24日、同委員会が開催され、「川辺地区」に続き、真備町「箭田地区」と「有井地区」
の災害公営住宅建設計画と業者が決定した。現在、合計３カ所に災害公営住宅が令和２年度末を完成目
標に合計で約120戸を建設中（入居者決定済み）。
　また、７月６日、西日本豪雨災害から１年を迎え、倉敷市真備支所にて「倉敷市追悼式」が開催され
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伊原木隆太岡山県知事、伊東香織倉敷市長、加藤勝信厚生労働大臣はじめ関係者が参列して開催された。
岡山大学からは三村センター長が列席した。
　11月11日、倉敷市真備支所１階会議室を会場に、第１回「倉敷市真備地区復興計画推進委員会」が開
催された。本委員会は、平成30年７月豪雨災害からの復興に向けて、倉敷市真備地区復興計画に基づく
事業を着実に推進するため、倉敷市真備地区復興計画推進委員会として設置されたもので、初会合には、
住民代表と、有識者として「倉敷市真備地区復興計画策定委員会」に続き、岡山大学から環境理工学部
の橋本成仁准教授と三村センター長など22人の委員が参加した。会では平成31年３月末に策定された「倉
敷市真備地区復興計画」に基づき、真備の復旧・復興に向けたこれまでの取り組みや同計画の進捗状況
などが報告され、さらに復興計画進捗の実態を把握するために住民向けに開催された「真備地区復興懇
談会」での意見を踏えた今後の見直しが倉敷市から説明がなされた。
　本推進委員会では、同計画策定委員会に続き三村センター長が委員長を務めた。
　さらに、倉敷市は、「平成30年７月豪雨災害対応検証報告書」を平成31年４月に取りまとめ、この結
果を踏まえ、倉敷市全体の住民への情報提供や周知の在り方、自主的な避難を促進するための検討を行
う「倉敷市災害に強い地域をつくる検討会」を設置、９月17日、11月29日に検討会を開催した。第２回
目となる検討会では、豪雨で亡くなられた方51人の避難行動調査の結果が公表され、この結果を踏まえ
た対策や方策が議論された。
　本検討会は、防災教育や避難対策の有識者、住民代表など８人で構成され、伊東香織市長を囲みなが
ら、今後は地区防災計画策定などに向けた行動計画を取りまとめてゆく予定。委員長には東京大学大学
院の片田敏孝特任教授、さらに有識者としては、東京大学生産技術研究所の加藤孝明教授、香川大学
IECMS地域強靱化研究センターの磯打千雅子特命准教授、京都大学巨大災害研究センターの矢守克也
教授、岡山大学から三村センター長が担当している。
　また、同じく、平成30年７月豪雨災害で大きな被害を受けた高梁市では、災害の経験を活かし、２年
間をかけて、命と暮らしを守る仕組みを高梁市全域で作り上げるために、令和元年11月26日、広く防災
に関係する組織や団体、そして国や県を加えたメンバーで組織された「高梁市地域防災力向上委員会」
をスタートさせた。開会にあたり、近藤隆則市長が「全国的に大きな被害をもたらす災害が全国で発生
している中、災害に強いまちづくりを進めるためには、市民、地域、行政がお互いを補完しつつ、連携
により地域の支え合いの中、地域防災力の向上を進める必要がある。このため、高梁市は「自助」、「共
助」、「公助」の相互連携による防災体制の強化を図るため、「高梁市地域防災力向上委員会」を設置した」
と宣言した。岡山大学から大学院環境生命科学研究科氏原岳人准教授が副委員長、三村センター長が委
員長に選ばれ、地域の防災力向上に向けた議論が本格的にスタートした。
　さらに、民間レベルでの連携では、岡山市に本社を置く両備グループのシンクタンクである（一財）
地域公共交通総合研究所が主催する「災害対策を念頭に置いた未来の公共交通のあり方やモビリティ政
策を考える」シンポジウムが、８月９日、10日、熊本市、熊本大学、国土交通省の協力を得て、熊本国
際交流会館大ホールで開催され、「激甚災害」、「公共交通の本質」をキーワードとして、国が進めるソ
サエティ5.0（超スマート社会）に深くかかわるMaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス ）の実現に
向けた様々な課題や実現可能性について公共交通を視座に議論が展開された。基調講演は、熊本大学溝
上章志教授、広島大学藤原章正教授、国土交通省から総合政策局交通政策課の杉田茂樹同課長補佐（予
定の蔵持京治課長が公務のため欠席）が登壇した。パネルディスカッションでは、「災害復興から明る
い未来への道筋を示す〜公共交通の役割と希望」をテーマに熊本都市バス株式会社の高田晋社長、（一財）
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は、学生による復旧支援ボランティアへの参加、また、大学に対しては、息の長い「安心安全で、夢の
持てる真備地区の復興」を念頭に置いた、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の協力を頂きたいとの申し出を受けた。
　８月29日、倉敷市にて災害復興に向けた勉強会が開催された。会では、倉敷市から要請を受けた「他
都市における大水害に関する影響分析」について、環境理工学部の氏原岳人准教授が調査分析した結果
を報告した。さらに、９月12日、岡山県議会議員を対象とした『岡山県議会地域公共政策セミナー』に
て、「７月豪雨災害の復旧・復興に向けた安心安全のまちづくり」をテーマに、環境理工学部氏原准教
授と三村センター長が講師をつとめた。
　このような活動を続ける中、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、11月21日、第１回同委員会が開催され、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、三村センター長（委員長）の３名が参加、
三村センター長が議事を進行した。その後、同委員会は継続開催され、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）の検討案を議論、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。この日の意見を反映して、平成31年１月30
日、復興計画の30基本計画が検討され最終案を確定、平成31年３月、倉敷市真備地区復興計画が決定、
公表された。

▶３-１-２　平成31年～令和元年度の主な活動
　年度が改まり、令和元年６月１日、公益社団法人土木学会中国支部と国土交通省中国地方整備局共催
により、第71回土木学会中国支部研究発表会特別講演会「平成30年７月豪雨による被災から考える」が、
岡山大学津島キャンパス創立50周年記念館金光ホールで開催された。会では、国土交通省中国地方整備
局中川哲志統括防災官、岡山大学大学院環境生命科学研究科（高梁川水系小田川堤防調査委員会委員長）
前野詩朗教授、三村聡センター長（真備地区復興計画策定委員会委員長）の３名が登壇した。
　６月16日、2023年の完成を目標として、西日本豪雨災害で甚大な被害を受けた小田川と高梁川の合流
点を付替える治水対策事業の着工式が、倉敷市船穂柳井原小学校体育館で開催された。式では、国土交
通省副大臣及び倉敷市長の挨拶に続き、来賓として加藤勝信衆議院議員、岡山県知事の挨拶を受け、岡
山大学からは大学院環境生命科学研究科前野教授、三村センター長などが列席した。
　６月25日、倉敷市真備町の「災害公営住宅等整備事業者選定委員会」が倉敷市本庁舎で開催され委員
長に三村センター長が選ばれた。９月30日、倉敷市にて同委員会が開催され、被害が甚大であった「川
辺地区」での建設について公募型プロポーザル審査会として必要な要求水準や応募要領、審査要領に基
づき４グループから提出された設計・施工を一体としたデザインビルド方式による提案の審査を実施し
た。続いて、12月24日、同委員会が開催され、「川辺地区」に続き、真備町「箭田地区」と「有井地区」
の災害公営住宅建設計画と業者が決定した。現在、合計３カ所に災害公営住宅が令和２年度末を完成目
標に合計で約120戸を建設中（入居者決定済み）。
　また、７月６日、西日本豪雨災害から１年を迎え、倉敷市真備支所にて「倉敷市追悼式」が開催され



20

３ 平成30年７月豪雨災害対応

地域公共交通総合研究所小嶋光信理事長、株式会社玉の湯の桑野和泉社長、国土交通省九州地方整備局
の前佛和秀部長、東京大学生産技術研究所の伊藤昌毅特任講師、政策研究大学院大学家田仁教授が登壇、
コーディネーターを三村センター長が務めた。

※岡山大学では危機対策本部から『平成30年７月豪雨災害対応記録集』が発行されている。本部長は槇
野博史学長、５章構成で、当センターは、第３章「復旧・復興支援活動」の章を担当、主に学生たちの
岡山市、倉敷市、矢掛町での活動の様子と岡山県議会への報告、真備地区での復興計画策定委員会での
お手伝い等の記録の収録を担当した。

３－２　令和２年度の倉敷市での活動

▶３-２-１　倉敷市災害に強い地域をつくる検討会
① 第４回検討会
倉敷市は、倉敷市における災害に対する住民避難について、より効率的な行政から住民への情報提供

や周知のあり方、あるいは住民による自主的な避難を促進するために必要な検討を行い、地域の防災力
の向上を図るため、「倉敷市　災害に強い地域をつくる検討会」を設置、検討会委員は学識経験者や住
民代表者で構成され、岡山大学からは三村聡センター長が委員をつとめてきた。オブザーバーとして国
土交通省や岡山県も参加している。
　７月13日（月）、第４回となる同検討会が開催された。午前中、倉敷市本庁舎で、伊東香織市長を交え、
事前打ち合わせ会が開催され、午後から会場を倉敷市消防局大ホールに移して本会議が開催され、委員
長の東京大学大学院の片田敏孝特任教授はじめ、真備地区の復興計画推進委員会委員の東京大学生産技
術研究所の加藤孝明教授、そして京都大学巨大災害研究センターの矢守克也教授の３名は、コロナ禍の
影響に鑑みオンラインでの参加となった。
　会の要諦は、災害時に自力で逃げることが困難な要配慮者とされる高齢者や障がい者支援を如何に進
めるかが肝となる行動計画案などについて意見交換がなされ、これまでの議論を踏まえ、激甚災害に対
応できる強い地域を如何に作り上げてゆくべきか、その基本理念や姿勢についての考え方が明示され、
さらに委員の意見を加えて、「災害からの復興と将来を見据えた地域づくり」をベースに住民が命を守
る意識を持ち、災害時に自ら判断して避難行動を取れる「地区防災計画」を作成して、防災教育の環境
づくりを支援する流れが決議された。
　正式な行動計画案を取りまとめる段階に入ったことで、併せて議論が進むSDGsを基本とした倉敷市
第７次総合計画でも災害に強いまちづくりが重点目標であることを踏まえて、三村センター長が
「SDGsの視点から地区防災計画の策定や防災教育に取り組むことが重要である」との考えを意見具申
した。

② 第５回検討会
倉敷市における災害に対する住民避難について、より効率的な行政から住民への情報提供や周知のあ
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▲委員名簿

▲まきび公園

り方、あるいは住民による自主的な避難を促進するために必要な
検討を行い、地域の防災力の向上を図るため、倉敷市は「災害に
強い地域をつくる検討会」を設置して検討を続けている。11月９
日（月）は、今回で最後となる「第５回倉敷市災害に強い地域を
つくる検討会」が開催された。午前中、市本庁舎で事前打合せを
行い、午後から本会議が消防署で開催された。会議は、委員長を
務めた、東京大学の片田先生の進行により、市民主導の活動が重
要であるとの指摘がなされた。

▶３-２-２　倉敷市真備地区復興計画推進委員会
令和２年度倉敷市真備地区復興計画推進委員会が、11月10日

（火）、真備保健福祉会館で開催され三村聡センター長が委員長と
して進行を担当した。
　倉敷市では、平成30年７月豪雨災害からの復興に向けて、倉敷
市真備地区復興計画に基づく事業を着実に推進するため、真備地

区復興計画推進委員会を設置して活動を展開している。
　この日の委員会では、復興に向けた各種施策の進捗状況が事務

局から報告され、参加した多くの委員から、積極的な質疑がなされ、確認事項や更なる要望が出され、
市、国、県が説明、対応した。未だ道半ばではあるが、ハード施策、ソフト施策共に、ほぼ予定通りに
計画が推進されていることが確認された。

▶３-２-３　中核市サミット2020 in倉敷
人口20万人以上の全国60の「中核市」（政令市を除く）の市長が、10月29日（木）、倉敷アイビースク

エアへ一堂に会し、新型コロナ災禍を踏まえた「防災に強いまちづくり」、「地域の文化観光資源を活か
したまちづくり」をテーマとして地方創生を議論した。
　倉敷市の紹介によれば「中核市は、平成８年に12市が移行して以来、社会情勢に対応しながら、地域
の中核都市として地方分権の推進と地域の発展に大きな役割を果たしてきました。本制度発足から20年
余りを経た現在、中核市は全国で60市まで拡大し、全市の人口は約2,233万人となるなど、我が国にお
ける存在と責任は高まっています。
　本格的な人口減少と高齢化を迎える我が国では、自治体が行政上の諸課題に的確に対応し、住民の暮
らしと地域経済を守るための取組を進めていく必要があり、中核市は、各々の地域の中核都市として将
来にわたって活力ある社会を維持していく役割が求められています。
　一方で、近年、頻発・激甚化する自然災害によって、住民の尊い命や財産を失う等、各地で甚大な被
害が生じています。加えて、新型コロナウイルスといった新たな感染症の脅威を受ける中、地方創生の
中枢となる中核市は、持続可能なまちづくりの基盤となる防災・減災に向けた取組、地域活性化のため
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▲検討会の様子

地域公共交通総合研究所小嶋光信理事長、株式会社玉の湯の桑野和泉社長、国土交通省九州地方整備局
の前佛和秀部長、東京大学生産技術研究所の伊藤昌毅特任講師、政策研究大学院大学家田仁教授が登壇、
コーディネーターを三村センター長が務めた。

※岡山大学では危機対策本部から『平成30年７月豪雨災害対応記録集』が発行されている。本部長は槇
野博史学長、５章構成で、当センターは、第３章「復旧・復興支援活動」の章を担当、主に学生たちの
岡山市、倉敷市、矢掛町での活動の様子と岡山県議会への報告、真備地区での復興計画策定委員会での
お手伝い等の記録の収録を担当した。

３－２　令和２年度の倉敷市での活動

▶３-２-１　倉敷市災害に強い地域をつくる検討会
①　第４回検討会
　倉敷市は、倉敷市における災害に対する住民避難について、より効率的な行政から住民への情報提供
や周知のあり方、あるいは住民による自主的な避難を促進するために必要な検討を行い、地域の防災力
の向上を図るため、「倉敷市　災害に強い地域をつくる検討会」を設置、検討会委員は学識経験者や住
民代表者で構成され、岡山大学からは三村聡センター長が委員をつとめてきた。オブザーバーとして国
土交通省や岡山県も参加している。
　７月13日（月）、第４回となる同検討会が開催された。午前中、倉敷市本庁舎で、伊東香織市長を交え、
事前打ち合わせ会が開催され、午後から会場を倉敷市消防局大ホールに移して本会議が開催され、委員
長の東京大学大学院の片田敏孝特任教授はじめ、真備地区の復興計画推進委員会委員の東京大学生産技
術研究所の加藤孝明教授、そして京都大学巨大災害研究センターの矢守克也教授の３名は、コロナ禍の
影響に鑑みオンラインでの参加となった。
　会の要諦は、災害時に自力で逃げることが困難な要配慮者とされる高齢者や障がい者支援を如何に進
めるかが肝となる行動計画案などについて意見交換がなされ、これまでの議論を踏まえ、激甚災害に対
応できる強い地域を如何に作り上げてゆくべきか、その基本理念や姿勢についての考え方が明示され、
さらに委員の意見を加えて、「災害からの復興と将来を見据えた地域づくり」をベースに住民が命を守
る意識を持ち、災害時に自ら判断して避難行動を取れる「地区防災計画」を作成して、防災教育の環境
づくりを支援する流れが決議された。
　正式な行動計画案を取りまとめる段階に入ったこと
で、併せて議論が進むSDGsを基本とした倉敷市第７
次総合計画でも災害に強いまちづくりが重点目標であ
ることを踏まえて、三村センター長が「SDGsの視点
から地区防災計画の策定や防災教育に取り組むことが
重要である」との考えを意見具申した。

②　第５回検討会
　倉敷市における災害に対する住民避難について、より効率的な行政から住民への情報提供や周知のあ
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の力強いまちづくりを早急に進めていかなければなりません。
　中核市サミット2020 in倉敷では、災害から「生き抜く」ためのまちづくり、そして、コロナに「打
ち勝つ」観光文化のまちづくりについて、中核市の市長が一堂に会して議論を深め、その方策を全国に
発信し、真の地方創生につなげてまいります。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国各地で様々なコンベンションの中止や延期を余
儀なくされるなど、国内外における交流は停滞し、地域経済は大きな打撃を受けています。本サミット
開催においては、コロナ禍を「生き抜き、打ち勝つ」一つのモデルケースとして、「新しい生活様式」
を踏まえた感染拡大防止と交流促進との両立を図る新たなコンベンションの形を示してまいります。」
と今回のサミット開催について紹介している。
　こうして10月29日のサミット当日は、まず『頻発・激甚化する災害から「生き抜く」ために』と題し
て、東京大学大学院情報学環の特任教授で日本災害情報学会会長の片田敏孝先生が、基調講演した。こ
の講演を受けて、『災害から「生き抜く」ためのまちづくり』と題して、片田先生がコメンテーター、
パネリストとして、福島市、いわき市、長野市、呉市、倉敷市の５市長が登壇、パネルディスカッショ
ンを実施、三村聡センター長がコーディネーターを担当した。

そこでは、近年、全国各地で頻発・激甚化する自然災害により、住民の尊い命や財産を失う等、多く
の中核市においても甚大な被害が生じており、被災地では、現在、一日も早い復旧・復興に向けて邁進
している姿を首長自らがリレーで紹介、また、今後も地球温暖化による気候変動に伴う台風や集中豪雨
の増加、さらには南海トラフ地震や直下型地震などの発生が危惧されているなか、全国各地で、地域の
実情に応じて、将来にわたって活力ある社会を維持していく上での基盤となる防災・減災、国土強靭化
に向けた取組について言及、加えて、新型コロナウイルス感染症の感染防止を踏まえた防災対策など新
たな課題への対応についても議論がなされた。会場からは中核市会会長の豊田市太田稔彦市長から、平
成の合併と広域防災対応の必要性について、持論を披露頂いた。
　こうしてパネルディスカッションでは、各中核市でのこうした取組を紹介するとともに、災害から「生
き抜く」ための方策等について熟議がなされ、復興に向けた各自治体の取組と首長としての覚悟とリー
ダーシップが披露され、広い会場は熱気に包まれた。
　また、第２会場では、『コロナに「打ち勝つ」観光文化のまちづくり』をテーマとして、コーディネー
ターに東洋大学大学院国際観光学部の丁野朗客員教授をお迎えいたし、コメンテーターを公益財団法人
大原美術館の大原あかね理事長がつとめ、パネリストを中核市市長４名が登壇、これまで、全国の各地
域では、地方創生の実現に向けて、郷土への愛着と誇りの醸成につながる町並み保存、文化財の総合的
な活用、地場産品の振興などといった地域資源のブランド化や観光客の拡大につながる様々な取組を進
めるなか、新型コロナウイルス感染症の影響により、現在、国内外における交流は停滞し、地域経済は
大きな打撃を受けており、本パネルディスカッションでは、各中核市での地域の個性と魅力の創出に向
けた取組を紹介するとともに、「新しい生活様式」を踏まえたまちの魅力発信や交流拡大など地域経済
の回復につなげるコロナに「打ち勝つ」ための方策等について議論がなされた。
　この新型コロナ禍が懸念される中での全国規模での催事に、参加された中核市の首長からは、開催ホ
スト役を務めた倉敷市に心からの謝辞が伝えられた。
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▲案内

３－３　高梁市での活動

▶３-３-１　高梁市防災力向上委員会
全国的に激甚災害が多発する中、災害に強いまちづくりを進め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るためには、市民、地域、行政がお互

いを補完しつつ、連携により地域の支え合いの中、地域防災力の向上を進める必要があり、このた
め、高梁市では「自助」、「共助」、「公助」の相互連携による防災体制の強化を図るため、「高梁市地
域防災力向上委員会」を設置している。�

　７月31日（金）、備中松山城遠望する高梁市図書館を会場に、第３回高梁市防災力向上委員会が開
催された。第３回となる委員会へは、岡山大学からは、三村聡センター長（委員長）と環境理工学部
の氏原岳人准教授（副委員長）の二名が参加した。
　地域の安全・安心を市民ひとり一人が自分事として守り、それを地域社会や行政が支えるプラン策定
に向けて合意形成が進んだ。

▶３-３-２　地区防災を考える現地調査
高梁市では、地域単位で防災力を向上させようとする活動が、コロナ禍の影響を受けつつも、西日本

豪雨災害被害対応を踏まえて前向きに進められている。
　９月10日（木）、地区防災計画立案に向けて取り組もうとしている地区３か所を、高梁市の案内により、
三村聡センター長と氏原岳人准教授が視察した。９時40分、高梁市役所出発、まず旧成羽町の羽山地区
避難所「成美コミュニティセンター」を訪問、成美コミュニティ推進協議会役員の方と意見交換、地域
内の危険箇所や特性の説明や地域内の被災箇所（浸水）を視察、被災状況の説明を受けた。また、この
地域の防災拠点となる高台に位置する成羽体育館も見学した。
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の力強いまちづくりを早急に進めていかなければなりません。
　中核市サミット2020 in倉敷では、災害から「生き抜く」ためのまちづくり、そして、コロナに「打
ち勝つ」観光文化のまちづくりについて、中核市の市長が一堂に会して議論を深め、その方策を全国に
発信し、真の地方創生につなげてまいります。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国各地で様々なコンベンションの中止や延期を余
儀なくされるなど、国内外における交流は停滞し、地域経済は大きな打撃を受けています。本サミット
開催においては、コロナ禍を「生き抜き、打ち勝つ」一つのモデルケースとして、「新しい生活様式」
を踏まえた感染拡大防止と交流促進との両立を図る新たなコンベンションの形を示してまいります。」
と今回のサミット開催について紹介している。
　こうして10月29日のサミット当日は、まず『頻発・激甚化する災害から「生き抜く」ために』と題し
て、東京大学大学院情報学環の特任教授で日本災害情報学会会長の片田敏孝先生が、基調講演した。こ
の講演を受けて、『災害から「生き抜く」ためのまちづくり』と題して、片田先生がコメンテーター、
パネリストとして、福島市、いわき市、長野市、呉市、倉敷市の５市長が登壇、パネルディスカッショ
ンを実施、三村聡センター長がコーディネーターを担当した。
　そこでは、近年、全国各地で頻発・激甚化する自然災害により、住民の尊い命や財産を失う等、多く
の中核市においても甚大な被害が生じており、被災地では、現在、一日も早い復旧・復興に向けて邁進
している姿を首長自らがリレーで紹介、また、今後も地球温暖化による気候変動に伴う台風や集中豪雨
の増加、さらには南海トラフ地震や直下型地震などの発生が危惧されているなか、全国各地で、地域の
実情に応じて、将来にわたって活力ある社会を維持していく上での基盤となる防災・減災、国土強靭化
に向けた取組について言及、加えて、新型コロナウイルス感染症の感染防止を踏まえた防災対策など新
たな課題への対応についても議論がなされた。会場からは中核市会会長の豊田市太田稔彦市長から、平
成の合併と広域防災対応の必要性について、持論を披露頂いた。
　こうしてパネルディスカッションでは、各中核市でのこうした取組を紹介するとともに、災害から「生
き抜く」ための方策等について熟議がなされ、復興に向けた各自治体の取組と首長としての覚悟とリー
ダーシップが披露され、広い会場は熱気に包まれた。
　また、第２会場では、『コロナに「打ち勝つ」観光文化のまちづくり』をテーマとして、コーディネー
ターに東洋大学大学院国際観光学部の丁野朗客員教授をお迎えいたし、コメンテーターを公益財団法人
大原美術館の大原あかね理事長がつとめ、パネリストを中核市市長４名が登壇、これまで、全国の各地
域では、地方創生の実現に向けて、郷土への愛着と誇りの醸成につながる町並み保存、文化財の総合的
な活用、地場産品の振興などといった地域資源のブランド化や観光客の拡大につながる様々な取組を進
めるなか、新型コロナウイルス感染症の影響により、現在、国内外における交流は停滞し、地域経済は
大きな打撃を受けており、本パネルディスカッションでは、各中核市での地域の個性と魅力の創出に向
けた取組を紹介するとともに、「新しい生活様式」を踏まえたまちの魅力発信や交流拡大など地域経済
の回復につなげるコロナに「打ち勝つ」ための方策等について議論がなされた。
　この新型コロナ禍が懸念される中での全国規模での催事に、参加された中核市の首長からは、開催ホ
スト役を務めた倉敷市に心からの謝辞が伝えられた。

　次に、あたご地域自主防災会の自主避難所である成羽福祉センターへ移動、成羽地域局の職員の案内
に従い、あたご地域（成羽町下原）の危険箇所や特性の説明、地域内の被災（浸水）状況の説明を受け
た。
　午後は、山深い集落である仁賀地区の避難所である仁賀コミュニティハウスを訪問した。ここは河川
の氾濫による水害では無く、山崩れ、土石流、土砂による家屋、道路、水道管の崩落・破損といった災
害への備えがテーマとなる。ここでは、仁賀地域自主防災会会長と懇談、意見聴取をさせて頂き、地域
作成の「見守り防災マップ」の確認や地域内の被災箇所（土砂災害）を視察、被災状況の説明を受けた。
　地区災計画策定に向けて、現地での調査やヒアリングを実施した。
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▲仁賀コミュニティハウス ▲成美地区

▶３-３-３　地区防災組織組成に向けたワークショップ
12月６日（日）、午前９時に高梁市役所集合、高梁市の防災担当の方々と市のクルマで出発、高梁市

の地区防災モデル地区に選ばれた、仁賀地域防災会（仁賀コミュニティハウス）、成美コミュニティ推
進協議会（伊藤記念ホール）で、地域の防災上の留意点について話し合うワークショップが開催された。
　新型コロナ災禍に気を使いながらも、「自らの地域は自らの手で守る」を合言葉に、寒さを吹き飛ば
す熱い議論がなされた。環境理工学部氏原岳人准教授が進行サポートを担当した。
　今回議論された結果を集約・整理して、次回以降、具体的な地区防災計画の策定に着手することが決
まった。

３－４　マスコミ対応

▶３-４-１　ＮＨＫ
令和２年７月６日（日）、平成30年７月豪雨災害から２年が経つ心に刻まれる日を迎えた。

　「NHKニュースおはよう日本」では、７月６日、全国放送で激甚災害から２年が経過した倉敷市真備
の様子が伝えられた。そのなかで、三村聡センター長が、真備地区復興計画推進委員長の立場からコメ
ントを担当した。また、西日本豪雨災害から２年間が経つことを契機として、NHKは「西日本豪雨２
年アンケート（被災者3500人の方々を対象）」を、被災した岡山県、広島県、山口県、愛媛県に実施、
その質問と回答結果を６月29日（月）から７月３日（金）まで毎日日替わりでテーマとして取り上げ、
特集「豪雨あの日から」を放送、三村センター長が、コメンテーターを担当した。
　新型コロナ禍への感染症対策を織り込んだ復興計画の再構築はじめ、新たな防災体制や感染症対策を
考える段階であり、リスクマネジメント対応やそれを支える人材育成は、いよいよこれからが正念場で
あると論評した。



25

平成30年７月豪雨災害対応  ３

▲岡山放送

▲岡山県知事選挙ポスター

▶３-４-２　岡山放送
岡山放送では、６月24日（水）、西日本豪雨災害２年特集番組「ぼち

ぼちと　西日本豪雨災害と３世代家族の１年10か月」が放送された。こ
の番組は、西日本豪雨災害から復興を目指す３世代で暮らす一家の姿を
発災した７月６日の夜から長期的に取材を続けた力作であり、苦しくて
も焦らず、一歩、一歩、復興に歩みを進める３世代家族の、リアルな生
活ぶりが伝えられた。
　FNNドキュメンタリー大賞にエントリーされている番組であり、三村聡センター長が番組審査委員
として番組審議を担当した。
　どの審議委員からも高い称賛の評価がなされた（審査委員長は、大原謙一郎大原美術館名誉館長）。

▶３-４-３　読売新聞
岡山県知事選挙が10月25日（日）実施され、選挙に先立ち読売新聞から取

材を受けた。
　要諦をヘッドラインから紹介する。
　読売新聞「岡山の針路　2020知事選」（10/16読売27地域）
　連載１　西日本豪雨からの復興　取り残しゼロ　道半ば
『県は西日本豪雨を受け、昨年度から県内４か所を「地区防災計画」を制定
するモデル地区に選定した。同計画は災害対策基本法に基づき、地域の実情
に即した避難方法を住民が立案する。県は１年間、計画策定を支援する。だ
が、地域の危険な場所の予測や、避難時に配慮が必要な高齢者らの把握など、
計画づくりは簡単ではない。岡山大地域総合研究センター長の三村聡教授がコメント。』
　「自助、共助、公助」それぞれの役割と連携の重要性についてコメント、同時に、災害復興における、国、
県、基礎自治体の相互連携の重要性について言及した。
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▲仁賀コミュニティハウス

▲ワークショップの様子（仁賀） ▲ワークショップの様子（成美）

▲成美地区

　次に、あたご地域自主防災会の自主避難所である成羽福祉センターへ移動、成羽地域局の職員の案内
に従い、あたご地域（成羽町下原）の危険箇所や特性の説明、地域内の被災（浸水）状況の説明を受け
た。
　午後は、山深い集落である仁賀地区の避難所である仁賀コミュニティハウスを訪問した。ここは河川
の氾濫による水害では無く、山崩れ、土石流、土砂による家屋、道路、水道管の崩落・破損といった災
害への備えがテーマとなる。ここでは、仁賀地域自主防災会会長と懇談、意見聴取をさせて頂き、地域
作成の「見守り防災マップ」の確認や地域内の被災箇所（土砂災害）を視察、被災状況の説明を受けた。
　地区災計画策定に向けて、現地での調査やヒアリングを実施した。

▶３-３-３　地区防災組織組成に向けたワークショップ
12月６日（日）、午前９時に高梁市役所集合、高梁市の防災担当の方々と市のクルマで出発、高梁市

の地区防災モデル地区に選ばれた、仁賀地域防災会（仁賀コミュニティハウス）、成美コミュニティ推
進協議会（伊藤記念ホール）で、地域の防災上の留意点について話し合うワークショップが開催された。
　新型コロナ災禍に気を使いながらも、「自らの地域は自らの手で守る」を合言葉に、寒さを吹き飛ば
す熱い議論がなされた。環境理工学部氏原岳人准教授が進行サポートを担当した。
　今回議論された結果を集約・整理して、次回以降、具体的な地区防災計画の策定に着手することが決
まった。

３－４　マスコミ対応

▶３-４-１　ＮＨＫ
　令和２年７月６日（日）、平成30年７月豪雨災害から２年が経つ心に刻まれる日を迎えた。
「NHKニュースおはよう日本」では、７月６日、全国放送で激甚災害から２年が経過した倉敷市真備
の様子が伝えられた。そのなかで、三村聡センター長が、真備地区復興計画推進委員長の立場からコメ
ントを担当した。また、西日本豪雨災害から２年間が経つことを契機として、NHKは「西日本豪雨２
年アンケート（被災者3500人の方々を対象）」を、被災した岡山県、広島県、山口県、愛媛県に実施、
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４ まちづくり実践活動・地域連携

４－１　学都チャレンジ企画

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

▲もかけ通信�

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

４ まちづくり実践活動・地域連携
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４－２　岡山市中心市街地

▶４-２-１　ホコテン実行委員会
西川緑道公園歩行者天国実行委員会は、沿道の商業者、イベントへの出展者などを中心にした実行委

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

▶４-２-２　西川アゴラの閉鎖
岡山大学・岡山市・市民協働まちづくり拠点として平成26年10月に開設した西川アゴラは、本学のま

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

26

４ まちづくり実践活動・地域連携
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４－１　学都チャレンジ企画

　当センター設立に伴い設けられた、学生たち自らが知恵を出し合い学都創生に向けて地域での実践活
動を実施する活動である「学都チャレンジ企画」（当センターが審査、予算をつける）は、新型コロナ
災禍の影響により、学生たちを地域や社会の現地へ出すことができないため、令和２年度は事業中止の
やむなきとなった。
　こうしたなかで、学生たちはオンラインを活用するなど、制約の中で活動を続けている。その一部を
紹介する。
　岡山大学まちづくり研究会（学生サークル）は、６月１日（月）、瀬戸内市裳掛地区コミュニティ会
議や保護者代表らと、新型コロナ災禍が広がる環境を踏まえつつ、新たなまちづくり活動再開にむけた
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の活動は大きく制約を受けるなかで、８月１日（土）、岡山県、岡山市、萩原工業に就職した卒業生３
名が、岡山大学地域活動拠点「西川アゴラ」へ集まり、オンラインのZOOMシステムを用いて、仕事
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　事前に質問状もやり取りしていたため、質問も数多く出された。新型コロナが広がる渦中で、就職活
動が制約されるなか、少しでも就活にも役立てて欲しいとの思いで開催した。現役生からの要望を集約
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４ まちづくり実践活動・地域連携

▲満月バーの備品の保管

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

▲会場全景

４－３　倉敷市

▶４-３-１　萩原工業
現在、SDGsの視点を踏まえ、働き方改革を進める「人を大切に

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

　一方で、11月６日（金）、中国支部大会の開催に向けて、学会事務局や萩原工業との間で検討を進め
ていた企画は、広島市のもみじ銀行本部を会場に予約するも、新型コロナ災禍の影響により延期された。
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▲三楽会館

▲旧大原家住宅

▶４-３-２　大原美術館
４月７日（火）、倉敷市美観地区にある「三楽会館」にて、「リベ

ラルデモクラシーと人文知」をテーマに企画会議を実施した。会議
の目的は、先に、大原謙一郎大原美術館名誉館長を代表として、経
団連名誉会長の榊原定征氏、元文化庁長官の近藤誠一氏、作家の林
真理子氏ら各界の著名人計９人が運営委員となり、文化や芸術、人
文学の研究や普及の支援活動を目的とする「人文知応援フォーラム」
が発足したことを受け、文化や芸術、人文学のイベントの周知への
協力、講演会や作品の展示会の全国開催などを具現化しようとする
もので、その企画体制や事務局運営の在り方についての意見交換。
　地元倉敷では、歴史や風土、文化や芸術から説き起こし、世界ま
でを見渡す力量を持つ、倉敷町衆が育んできた力を、後世に継承す
る仕組みづくりの検討も緒についており、さらに東北地方をはじめ、
金沢や熊本など、地方の歴史文化に彩られた都市と連携しながら組織化の可能性について検討した。問
題提起は、大原謙一郎大原美術館名誉館長、聞き手は三村聡センター長。岡山大学では、黒神直純法学
部長からアドバイスを受けた。
　なお、令和３年２月27日、一橋講堂を会場として「人文知応援フォーラム」の開催を予定している。

▶４-３-３　玉島商工会議所
倉敷市の玉島地区の活性化について、玉島商工会議所の守永一彦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会頭らと意見交換会を実施した。

旧玉島エリアと新倉敷駅エリアの総合的なまちづくりの方向性や連携可能性について、倉敷市総合計
画の視点から議論した。守永会頭からは、旧玉島エリアは古くから　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海上交通の拠点として栄えた歴史

と文化に彩られた地域であるが、近年は空き家が増加傾向にあり、地域の創生に経済面を中心とし
て、歴史や文化面も含め玉島商工会議所が腐心している実情をお聞かせいただいた。聞き手は、三村
聡センター長。

４－４　高梁川流域

▶４-４-１　新見市大学連携
新見公立大学は昭和55年の短大設置から数えて創立40周年を迎え、現在は、看護、保育、介護の専門

職人材を輩出される４年制大学として新校舎も完成、また、「地域共生推進センター」が地域創生を目
的に開設された。10月24日（土）、創立40周年事業の一環として位置付けられた同学地方創生にいみカレッ
ジ「鳴滝塾」に三村センター長が招聘され「地域資源としての大学」をテーマに講演した。講演では国
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▲満月バーの様子

▲ポートランドとのweb会議

▲満月バーの備品の保管

▲調査員のベースとしての利用

▲会場全景

▲萩原邦章会長（右）
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ンパス事業の継続、岡山市及び市民が進めるまちづくり活動への貢献については、新たなステージに向
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▶４-３-１　萩原工業
　現在、SDGsの視点を踏まえ、働き方改革を進める「人を大切に
する経営学会」の中国地区の支部長を萩原工業（合成樹脂製品製造：
東京証券取引所一部上場）の浅野和志社長が、岡山の企業として
SERIO壹岐敬社長と当センター三村聡センター長が同学会の常任
理事を務め、中国５県におけるSDGs企業経営のあるべき姿を議論
しつつ活動を共にしている（岡山大学は萩原工業株式会社と、令和
２年１月16日、共同研究の推進や研究者・開発者の交流などの連携・
協力を深め、SDGs達成を通じて地域および世界に貢献することを
目指して連携・協力に関する協定を締結している）。
　この「人を大切にする経営学会」の第７回全国大会が、９月12日
（土）、13日（日）の両日、「五方良しの経営学の実践」をメインテー
マに掲げ、初日は「きゅりあん」（品川区立総合区民会館）、二日目
は川崎商工会議所を会場として、新型コロナウイルス感染予防の観点から、参加者の制限やオンライン
参加を併用する形式で開催された。役員の改選にあわせて、独立行政法人中小企業基盤整備機構の豊永
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連が提唱するSDGsの観点から、世界の置かれた環境と日本社会の特徴を紹介した後に、新見市の現状
を人口の推移や市財政の特徴などを示し、高梁川流域の自治体の取組みと比較対比しながら、その地域
に大学が存在する意義や価値創造について、岡山大学の地域活動を事例として持論を展開した。
　そのうえで、新見公立大学が、公文裕巳学長先生を陣頭に描かれる「大学の強みを活かした戦略性の
高い地方創生ビジョン」にエールを送らせて頂いた。今後も両校の地域活動を担当するセンターは協力
関係を深めることで合意した（写真は公文裕巳学長先生）。

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

▶４-４-３　井原市
① ７月７日　井原商工会議所、備中西商工会と意見交換
井原市美星天文台で、岡山県と県下の天文台やプラネタリウムなど天文をテーマに観光誘致を進める

自治体が展開する「天文県岡山」創造に向けた学習会を兼ねて天の川を観望する企画が、２年前の西日
本豪雨災害の悪夢の予感がよぎる豪雨災害警戒（大雨警報）が発令され勉強会は中止となった。
　こうしたなか、井原商工会議所において同会議所の佐藤須賀則専務理事、備中西商工会の名合良環副
会長と意見交換会を実施した。デニムや機械をはじめ井原市が得意とする産業の活性化、そして地方創
生に向けた若者の雇用創出の必要性について議論した。
　さらに引き続き、井原市地場産業振興センター２階で、井原市の担当者と美星エリアの活性化につい
て対面での話し合いを実施、その後、４月にオープンした井原市の新しい拠点「舞鶴楼」にて、大舌勲
市長と意見交換を行った。聞き手は三村聡センター長。

② ７月28日　特別職報酬等審議会

井原市特別職報酬等審議会が開催された。特別職報酬等審議会とは、市長から諮問された特別職の給
与や報酬の額について審議し、答申する諮問機関で、広く市民の意見を反映できるよう、市内の公共
的団体等の代表者や市民代表で構成されている。井原市でも、市議会が報酬の値上げを市長に打診、
それを受けて第三者が集まり審議を開始した。井原市からの要請で三村センター長が会長を拝命し
た。

③ ８月27日　美星エリアの活性化：地方創生学習会
井原市では、地方創生の具体的な重点施策として、美星地区の美星天文台や中世夢が原はじめ地

域の資源を活用した地域活動に取り組んでいる。
　井原市が策定中のSDGsを軸とした「元気いばら創生戦略」を引用しながら、三村センター長が
講演、地域の関係者と意見交換を実施した。大舌勲市長も参加、地域の創生に向けた市民協働の必
要性を提案した。
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４ まちづくり実践活動・地域連携

▲公文裕巳学長（右） ▲鳴滝塾の様子

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

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

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

▲天文王国おかやま美星町

▲シンポジウム案内

④ 11月11日　指定管理者選定委員会
井原市指定管理者選定委員会が開催され、財政健全化の中で、創

意工夫された運営企画のプレゼンテーションがされた。三村セン
ター長が選定委員として出席した。

⑤ 12月12日　美星エリアの活性化：地方創生シンポジウム
井原市美星町観光協会では、世界基準の評価である「星空保護区」の認定に向け、地域が一体となり

星空保護活動に取り組んでいる。美星農村環境改善センター大ホールを会場に、星の郷・美星に宇宙医
学者と天文学者を講師として、シンポジウム「日本一の星の郷・美星町で星と宇宙と人類の未来を考え
る」が開催された。

シンポジウム開始前の昼の時間を利用して、美星地区や井原市全体の観光や地方創生を考える関係者
が一堂に介し、大舌勲市長にも加わり、ランチミーティングが実施され、コーディネートを三村センター
長が担当した。

シンポジウム講師は、嶋田和人教授 JAXA、中里龍生博士 NASA、綾仁一哉博士美星天文台前台長、
そして総合進行を前田芳男副センター長が担当した。パネルディスカッションの質疑応答では、本学法
学部３年の河原菜摘さんが質問にたち、講師陣との応酬に会場は盛り上がりをみせた。
　この様子は、新型コロナ災禍対応の意味も込めて、井原放送がYouTube ストリーミングで生放映さ
れた。
　なお、企画は、環境省の予算を活用して、両備HDの関係組織、一般財団法人地域公共交通総合研究
所が全面支援した。
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まちづくり実践活動・地域連携 ４

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

▶４-４-４　矢掛町
■矢掛町の元気集落から留学生にお米１トン寄贈
６月16日（火）、矢掛町中川地区の江良集落がつくる「輝け！江良元気会」から新型コロナウイルス
の影響により生活が困窮している学生の支援のため、お米１トンが寄贈された。中川地区とは、平成
24年から本学留学生と田植え体験、地元の祭り、ホームステイなどの交流を続けており、平成30年７
月豪雨の際は、本学学生らがボランティアとして、被害を受けた同地区の復旧支援に参加した。お米
の寄贈は、「輝け！江良元気会」から、今までの交流や支援へのお礼と、生活に困窮した学生を助け
たいとの思いにより実現した。「輝け！江良元気会」の呼びかけによって、同地区だけでなく矢掛町
の羽無（はなし）集落、下高末（しもこうずえ）集落、山ノ上（やまのうえ）集落にも支援の輪が広
がった。寄贈式では、「輝け！江良元気会」坪井優代表や槇野博史学長らが出席した。坪井代表のあ
いさつの後、坪井代表から、槇野学長にお米を贈呈し、槇野学長は「矢掛町の皆様から学生支援の温
かい気持ちを頂きました。大学と地域の力を循環しながら、持続可能な社会を一緒に作っていきま
しょう」とお礼を述べた。寄贈式終了後、「輝け！江良元気会」の方々から、会場に集まった本学留
学生約130人に対し、小分けにしたお米を配布した。取組みの詳細については、山陽新聞デジタル・
岡山まちづくり探検を参照してもらいたい。
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４ まちづくり実践活動・地域連携

▲天文王国おかやま美星町

▲ランチミーティングの様子

▲記念写真　大舌勲市長（右）

▲シンポジウムの様子

▲シンポジウム案内▲質問する河原菜摘さん

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

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

▲お米にメッセージが書かれる

■講義「岡山まちづくり論」
11月14日（土）、岩淵泰准教授の担当講座『岡山まちづくり論』で学生７名が矢掛町中川地区江良集

落のフィールドワークに参加した。フィールドワークは、田舎のフードロス問題について考えた。集落
には、カキやイチジクなど収穫されていない食べ物が多く残っており、その活用方法について集落の皆
さんと議論を重ねた。学生達の意見については、梅、柿、みかん、いちじくを利用するために、人手や
機械も必要になるというものがあった。その中で、おもてなしを中心に食品開発を少しずつ増やしてい
くべきだとした。

■矢掛町農泊推進フィールドワーク
一般財団法人・矢掛町観光交流推進機構（やかげDMO）が岡山大学の学生向けに農泊推進を進める

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

▲特産品開発で窯炊きご飯と柿のシャーベット（11月29日）▲
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まちづくり実践活動・地域連携 ４

▲矢掛町にある４つの元気集落が共同で出店した　（12月５日）▲

■矢掛町「学生交流を通じた地域の変化に関するアンケート」
令和２年２月からの３ヶ月間、矢掛町（人口約14,000人）を対象に、地域学習がまちづくり活動に与

えた変化を調べるアンケートを行った。全世帯（約4,500世帯）から849の回答を得た。アンケート名は、「学
生交流を通じた地域の変化に関するアンケート」であり、毎月発行される矢掛町の広報誌に併せてされ
た。結果の一部は、11月27日（金）の日本計画行政学会で発表した。発表タイトルは、「アクティブ・ラー
ニングが与えたコミュニティの変化 ―岡山県矢掛町まちづくりアンケートを一例に―」である。発表
者は、岩淵泰准教授、前田芳男副センター長、出川真也（大正大学 地域創生学部 講師・エンロールメ
ント・マネジメント研究所）の三名である。内容は、学生が参画するアクティブ・ラーニングは、まち
づくりに影響を与えているのかについて問うものである。矢掛町には、７つの地区があり、それぞれの
変容を分析した。特に、（１）学生交流で住民が期待しているものはなにか。（２）学生交流は、市民性、
団体の所属率、地域活動の活性化に貢献したのか。（３）地域特性が生じた背景はなにか、について分
析した。発表では、学生交流がソーシャル・キャピタルに貢献するだけではなく、地域活性化の手段に
もなり得る点をデータから明らかにした。
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４ まちづくり実践活動・地域連携

▲ゆず狩り体験（11月29日） ▲お餅つき体験（11月29日）

▲フィールドワークの様子▲

▲お米を頂く留学生 ▲お米にメッセージが書かれる ▲お米を入れる子ども達

■講義「岡山まちづくり論」
11月14日（土）、岩淵泰准教授の担当講座『岡山まちづくり論』で学生７名が矢掛町中川地区江良集

落のフィールドワークに参加した。フィールドワークは、田舎のフードロス問題について考えた。集落
には、カキやイチジクなど収穫されていない食べ物が多く残っており、その活用方法について集落の皆
さんと議論を重ねた。学生達の意見については、梅、柿、みかん、いちじくを利用するために、人手や
機械も必要になるというものがあった。その中で、おもてなしを中心に食品開発を少しずつ増やしてい
くべきだとした。

■矢掛町農泊推進フィールドワーク
一般財団法人・矢掛町観光交流推進機構（やかげDMO）が岡山大学の学生向けに農泊推進を進める

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

▲学会発表のファイル１：矢掛町の紹介

▲学会発表のファイル２：アンケート用紙

▶４-４-５　高梁市
岡山シーガルズは、岡山県内を中心に、年間200回に及ぶ「子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　供向けバレーボール教室」を実施

している。その中でも高梁市は子供たちの健全な心身を育てるために、市や教育委員会、地元企業
と連携しながら、この活動を支援している。
　あわせて、人口減少・少子化に歯止めをかけるためにも、子供たちが地域を愛する心を育む取り
組みも必要である。岡山大学のSDGs推進及び社会貢献活動、そして岡山シーガルズ顧問の立場か
ら三村聡センター長が高梁市近藤隆則市長と協議、互いに連携しながらこうした地域活動を深める
ことで合意した。

４－５　吉井川流域DMO（赤磐市・瀬戸内市・和気町）

　吉井川流域DMOは、赤磐市、瀬戸内市、和気町の３市町が連携して、広域観光を展開すべく、平成
30年５月に一般社団法人として設立された組織。自然景観、伝統文化、特産品などの地域資源を活用し
て、国内はもとより、海外からも多くの人を呼び込み、地域の創生を図ることを活動の目的にしている。
岡山大学では、当センターが設立準備の段階から支援、具体には「吉井川流域DMO設立有識者会議」
の座長として三村聡センター長がアドバイスを担当してきた。また、社団法人の理事には、山陽新聞社
の越宗孝昌前会長が代表理事、岡山トヨタの梶谷俊介社長、日本オリーブの服部恭一郎社長、徳永鯉の
ぼりの徳永夕子代表取締役、ビザビの前坂匡紀会長、岡山商科大学、テレビ局３社社長などで理事が構
成されている。
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　令和２年度は新型コロナ災禍の影響で会議が延期されてきた。何度かの調整を重ねた末に、８月６日
（木）、和気町、元中国銀行を改装した地域活動拠点で、吉井川流域DMO有識者ミーティングが開催さ
れた。事務局より、本DMOの活動報告を受けた。
　事業成果の紹介では、岡山シーガルズのタイナショナルチーム招聘（インバウンド企画）など、具体
的な活動成果が報告された。次いで、新型コロナ禍の影響を踏まえた今年度の活動計画について提案が
なされ、メンバー全員から真剣な意見や議論が出された。

４－６　吉備中央町「スーパーシティ構想」

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

36

４ まちづくり実践活動・地域連携

▲近藤隆則市長（右）

▲学会発表のファイル１：矢掛町の紹介

▲学会発表のファイル２：アンケート用紙

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

４－５　吉井川流域DMO（赤磐市・瀬戸内市・和気町）

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

▲国の資料
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▲公募案内 ▲津山城跡

４－７　岡山県

▶４-７-１　美作国創生公募提案事業
① 審査会
新型コロナウイルス感染予防対策として、４月16日（木）、全国に緊急事態宣言が発令されるなか、

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

② 中間報告及び成果報告会
10月27日（火）、美作県民局５階会議室にて、岡山県美作県民局「令和２年美作国創生公募提案事業」

の中間報告及び成果報告会が開催された。新型コロナ災禍の影響を受けながらも前向きな活動の様子が
報告された。委員からは、事業活動の実績を創生すべく、具体的で示唆に富んだコメントが各団体に対
して出された。

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

行ってきた。
　新型コロナ禍の影響で、地域での創生活動が制約を受けるケースが多いなかではあるが、令和３年度
の同事業の募集が開始されたことを受け、県北地域の課題解決に向けて、支援を継続していく予定。
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▶４-７-２　美作地域自治体職員研修会
① 第１回研修会
10月16日（金）、岡山県庁と美作地域自治体の職員を対象にした、岡山県美作県民局主催の第１回美作

地域自治体職員研修会が岡山県美作県民局を会場に開催され、本学大学院社会文化科学研究科博士後期
課程の長宗武司さんと三村聡センター長が講師を務めた。

内容は、国の統計データや地方自治体の様々な取り組みを情報面から支援するために、まち・ひと・
しごと創生本部事務局が提供�する、産業構造や人口動態、人の流れなどの官民ビッグデータを集約し、可
視化するRESAS（リーサス）と呼ばれる地域経済分析システムを読み解く研修。分析テーマは観光とイ
ンバウンド。課題（宿題）を与え、第２回目のグループワークへとつないだ。

② 第２回研修会

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

▶４-７-３　岡山県市町村振興協会
① 理事会
　（公財）岡山県市町村振興協会の理事会が、６月５日（金）、開催され三村センター長が理事として
参加した。三密を回避するため、いつもの会議室ではなく大ホールでの開催となった。理事長を務め
る総社市片岡聡一市長の進行で、新型コロナ災禍の影響で開催が遅れたが、令和元年度活動報告・収
支報告、令和２年度事　　　　　　　　　　業計画・予算について報告、提案がなされ、その内容について審議された。ま

た、自然災害対応を踏まえた「防災ヒント集」の紹介や新型コロナ禍の影響についても議
論がなされた。２月15日（土）、同理事会が開催される予定。
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４ まちづくり実践活動・地域連携

▲国の資料 ▲協議会の様子 ▲報道された協議会の内容

▲公募案内 ▲津山城跡 ▲審査会の様子

４－７　岡山県

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

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

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

② 新入自治体職員研修
例年、公益財団法人岡山県市町村振興協会の依頼で、岡山県

下の自治体に入られた新入職員向け研修の一部を当センターが
担当している（岡山市、倉敷市、津山市は採用人数が多いため
独自研修を実施）。
　今年度は、当初４月に予定されていた同研修が、新型コロナ ▲自治体新入職員研修の様子

災禍の影響で延期となり、ようやく年が明けた令和３年１月26
日と２月２日の二日間に分けて、各自治体をオンラインで結び実施され活発な質疑応答や意見交換がな
された。
テーマは「地方自治体の役割とこれからの地方自治」、担当は三村センター長。
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▲シンポジウム案内

▲シンポジウム案内

▶４-７-４　岡山県・岡山県中山間地域協働支援センター「集落のあり方を考えるシンポジウム」
10月31日（土）、令和２年度集落のあり方を考えるシンポジウム「多様な

集落のあり方―海外の事例も視野に―」が行われた。高松平蔵氏（ドイツ在
住ジャーナリスト）から「ドイツから見た日本の中山間地域」の発表を受け、
岩淵泰准教授はパネリストとして、岡山県内の中山間地域のまちづくりの様
子についてコメントを行った。

４－８　三都市シンポジウム in金沢

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

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

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

４－10　一般財団法人地域総合整備財団「地域再生マネージャー事業」

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

　真庭市湯原温泉は、温泉として知名度は高いものの温泉オンリーではリピーターの確保が難しく、プ
ラスアルファの魅力を創出するために「地域再生マネージャー事業」を活用して、湯原温泉と程よい距
離で隣接する社（やしろ）地区と連携して、同地区が持つ中世延喜式に登場する式内八社をはじめ、大
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４ まちづくり実践活動・地域連携

▲会場の様子▲シンポジウム案内 ▲服部立弥氏の発表

▲シンポジウム案内

▲自治体新入職員研修の様子

②　新入自治体職員研修
　例年、公益財団法人岡山県市町村振興協会の依頼で、岡山県
下の自治体に入られた新入職員向け研修の一部を当センターが
担当している（岡山市、倉敷市、津山市は採用人数が多いため
独自研修を実施）。
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災禍の影響で延期となり、ようやく年が明けた令和３年１月26
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▶４-７-４　岡山県・岡山県中山間地域協働支援センター「集落のあり方を考えるシンポジウム」
10月31日（土）、令和２年度集落のあり方を考えるシンポジウム「多様な

集落のあり方―海外の事例も視野に―」が行われた。高松平蔵氏（ドイツ在
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４－８　三都市シンポジウム in金沢

　金沢・岡山・熊本三都市シンポジウムは、平成17年に第１回が熊本市にて開催され、以後、３つの都
市で順次開催され、今年で12回目を数えた。今回は、金沢大学が主幹校となり、「学都のこれまでとこ
こから―市民・学生がともに進めるまちづくり―」をテーマに、金沢学生のまち市民交流会館を会場に、
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た。また、パネルディスカッションでは、岡山市庭園都市推進課の服部立弥氏が、西川緑道公園での大
学生との協働について報告した。令和３年度は、熊本大学が主幹校となり熊本市で開催されることになっ
た。
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４ まちづくり実践活動・地域連携

▲令和２年度事業に採択されている市町村 ▲真庭市社（やしろ）地区

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

　令和２年度は、10月26日（月）、１月29日（金）、地域総合整備財団（ふるさと財団）が主催する地域
再生マネージャーのアドバイザー会議が、そして１月28日（木）活動報告会が東京麹町本部で開催され、
三村センター長がオンラインで参加した。
　新型コロナ禍の影響を受ける事業が多くあるなか、事務局から「地域性での特徴では、今年度は比較
的地域の偏りがない採択となった。前年度は無かった九州からも１件が採択となった。継続案件が11件
でうち９件が過年度の外部専門家活用助成採択地域であり、２件は外部専門家派遣（短期診断）採択地
域である。取組分野での特徴としては、「農林水産業」分野、「観光・交流」分野、「流通・販売」分野
を対象とした事業が多く、これらの分野を含む事業はそれぞれ12件であった。農林水産業分野では、特
産品のブランド化や６次産業化によって付加価値を高める取組（例：利尻町、館 林市、舟橋村、南伊
勢町など）が多くみられた。観光・交流分野では、地域が持つ特徴を生かした取組（例：むかわ町、中
之条町、広川町など）のほかに、体験型観光・交流の創出に向けたソフト面の取組（例：厚真町、小川
村、磐梯町、内子町など）が挙げられる。「流通・販売」分野では、地域内の経済循環を目指す取組（例：
中之条町、真庭市、波佐見町など）が見られた。新型コロナウイルスの影響では、新型コロナウイルス
の影響を理由として、事業内容の変更を申し出た事業は13件であった。とりわけ、「観光・交流」分野
やイベントを活用した「流通・販売」分野への影響が大きい。」との説明がなされ、各自治体事業に対
して、アドバイザーから新型コロナ災禍の影響を踏まえた指導や意見が出された。
　また、令和３年度の事業が採択された。
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シンクタンク業務 ５

▲調査結果を報告する氏原岳人研究室の学生

５－１　岡山市「西川緑道公園界隈まちづくり関連等業務」

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

５ シンクタンク業務

42

４ まちづくり実践活動・地域連携
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産品のブランド化や６次産業化によって付加価値を高める取組（例：利尻町、館 林市、舟橋村、南伊
勢町など）が多くみられた。観光・交流分野では、地域が持つ特徴を生かした取組（例：むかわ町、中
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して、アドバイザーから新型コロナ災禍の影響を踏まえた指導や意見が出された。
　また、令和３年度の事業が採択された。
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５ シンクタンク業務

５－２　岡山県「おかやま創生高校パワーアップ事業に係る支援業務」

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

第２期校（指定年度：平成30～令和２年度）

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

邑久高等学校 地域の魅力と課題を学び、地域の活性化に貢献するリーダーの育成
～BeaSETOUCHILeader～ 吉川

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

鴨方高等学校 産学官連携による環境保全活動を通じた地域貢献人材の育成
～あさくち山環学プロジェクト（ASP）～ 吉川

勝間田高校 木材資源を活用した地域振興を担う人材の育成
～学校設定科目「美作の森林と産業」の開設を目指した地域課題学習～ 前田

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

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

勝山高等学校
（蒜山校地）

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

山田
前田

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



45

シンクタンク業務 ５

５－３　一般財団法人地域公共交通総合研究所

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

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

　また、出席した評議委員長の千葉喬三先生（中国学園大学長・元岡山大学長）から、専門的な知見か
ら新型コロナウイルスについて解説がなされた。（写真は、左から小嶋光信研究所理事長・両備ホールディ
ング会長、中央が千葉喬三先生、右が松田敏之両備ホールディング社長）
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５ シンクタンク業務
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新見高等学校 産学官連携による、新見地域の多様な資源を活用した、街づくりを担う人
材の育成 岩淵

勝山高等学校
（蒜山校地）

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

山田
前田

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

　７月17日（金）、同研究所理事の家田仁政策研究大学院教授を囲み、オンラインにより「地域公共交
通の再生（仮題）」の出版企画会議が開催され、執筆、編集体制の最終案がまとまった。
　11月12日（木）、同研究所理事会が、両備ホールディングス本社で開催された。この日は、理事会に
先立ち、現在、企画中の書籍の取材を経営共創基盤の冨山和彦会長に依頼して東京と岡山をオンライン
で結び実施した（冨山氏：パナソニック社外取締役、東京電力ホールディングス社外取締役、産業革新
投資機構社外取締役なども務め、経済同友会副代表幹事や国の重要な委員会、審議会の重責をつとめる
オピニオンリーダー）。三村センター長がインタビューを担当した。

さらに今回の理事会では、同研究所が実施した「公共交通経営実態調査」について議論され、調査結
果の概要を町田敏章専務理事が報告した。そのサマライズ分析を、理事の立場と岡山大学地域総合研究
センターのシンクタンク機能発揮の観点から三村センター長が担当することが決まった。
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５ シンクタンク業務

　【調査概要】
　「公共交通経営実態調査」は、一般財団法人地域公共交通総合研究所が、令和２年10月22日～同２年
11月13日、集中的に実施したもの。新型コロナ災禍により、公共交通事業は大きな経営上のマイナスの
影響を受けるなか、政府は、「市民のために業務は継続してほしいが、経営上の損失についての補助は
しない」との方針を打ち出し、エッセンシャルワーカーの一員として、自立経営を原則として、政府や
自治体からの「支援金」等により、地域のために公共交通の業務を継続している。こうした環境の下で、
公共交通事業者の経営状況を明らかにするために、民の立場から調査を実施した。
　実施対象は、公益社団法人日本バス協会「会員名簿」令和元年９月～対象数：207社、一般社団法人
日本鉄道運転協会「事業者名簿（運転協会関係）」令和２年９月～対象数：110社、一般社団法人日本旅
客船協会「会員名簿」令和元年７月～対象数：109社を母数として、各県事業者から公営企業、三セク
企業を原則除き、サンプリングして対象を選定して合計426社に調査票を送付した。その結果、バス事
業者58社、鉄道会社26社、旅客船運航会社37社、合計121社の公共交通事業に携わる事業者から回答を
得た。
　予想通り、多くの事業者は、現在の新型コロナ災禍の中で、路線維持はもとより事業継続に危機感を
募らせている実態が明らかとなった。

５－４　岡山シーガルズ

　岡山シーガルズは、地域の企業やファンを中心に支えられて活動する女子バレーボールのクラブチー
ム（2019-20 V.LEAGUE DIVISION１ WOMENでは準優勝を果たしている）であり、大学のシンクタ
ンク機能発揮の観点から三村聡センター長が顧問を務めている。

令和２年度は、新型コロナ禍の影響で、公式戦は新型コロナ対応の環境整備にコストをかけながら観
客は半分に制限されているため、実施すればするほど赤字の状態となった。こうした状況に負けぬよう、
岡山シーガルズは、従来型の単に資金支援・援助を頂くスポンサー関係から、丸五（地下足袋型スポー
ツシューズの開発）、ダイヤ工業（スポーツサポーターやシーガルズマスクの共同開発）、トンボ（新素
材によるウエアの開発）などとパートナー関係を結べるスポンサー企業との関係づくり、構造改革を図
るべく経営努力を続けている。また今年度は、岡山シーガルズ、山陽マルナカ、味の素との３社連携に
よる「勝ち飯」（トップアスリートが味の素の商品を使ったお気に入りの飲食メニューを広報する企画）
をテーマにして岡山県内での広報展開を山陽マルナカ全店において実現した（岡山シーガルズの選手４
名が登場）。
　さらに、新型コロナ禍の影響で、東京オリンピック・パラリンピックはじめ、スポーツ関連の試合の
開催が中止や延期されるなかで、夏を迎えて、プロ野球やサッカーなど、ようやく一部で公式戦はじめ
スポーツイベントが一部制約付きで再開され始めた。こうした動きを受けて、岡山シーガルズは、８月
29日（日）、ジップアリーナ岡山にて『岡山シーガルズ 公開練習・青白戦』を開催した（入場無料）。
入場者は300名と限定ながら、スタッフは、新型コロナ災禍対応への準備に細心の注意を払い、当日は、
新型コロナ災禍対策として、消毒や検温、そして観客席での混乱を避けるため、あらかじめ受付にて席
の確認、確定をするという措置を講じた。新型コロナ災禍対策の確認のために来場した岡山市保健所の
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▲ジップアリーナ岡山 ▲コロナ対策を講じて開催した青白戦

▲丸五製の地下足袋型スポーツシューズ

対応を三村センター長が担当した。公開練習、青白戦は無事に終了、その後感染者の報告は無い。
　このように、新型コロナ災禍の影響を受けつつも、岡山シーガルズは、岡山商工会議所がリードする
岡山シーガルズを中心としたアリーナ構想の推進やJETROが支援する岡山シーガルズのASEAN連携
に向けた意見交換など、新たな事業展開を目指している。
　こうした社会連携活動をはじめ、新型コロナ災禍により公式戦収入やスポンサー収入の減少への対策
としての財務体質強化などをアドバイスする活動を通じて、岡山大学は地域の活性化を支援している。
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５ シンクタンク業務

７月17日（金）、同研究所理事の家田仁政策研究大学院教授を囲み、オンラインにより「地域公共交
通の再生（仮題）」の出版企画会議が開催され、執筆、編集体制の最終案がまとまった。

11月12日（木）、同研究所理事会が、両備ホールディングス本社で開催された。この日は、理事会に
先立ち、現在、企画中の書籍の取材を経営共創基盤の冨山和彦会長に依頼して東京と岡山をオンライン
で結び実施した（冨山氏：パナソニック社外取締役、東京電力ホールディングス社外取締役、産業革新
投資機構社外取締役なども務め、経済同友会副代表幹事や国の重要な委員会、審議会の重責をつとめる
オピニオンリーダー）。三村センター長がインタビューを担当した。
　さらに今回の理事会では、同研究所が実施した「公共交通経営実態調査」について議論され、調査結
果の概要を町田敏章専務理事が報告した。そのサマライズ分析を、理事の立場と岡山大学地域総合研究
センターのシンクタンク機能発揮の観点から三村センター長が担当することが決まった。
【調査概要】
「公共交通経営実態調査」は、一般財団法人地域公共交通総合研究所が、令和２年10月22日～同２年

11月13日、集中的に実施したもの。新型コロナ災禍により、公共交通事業は大きな経営上のマイナスの
影響を受けるなか、政府は、「市民のために業務は継続してほしいが、経営上の損失についての補助は
しない」との方針を打ち出し、エッセンシャルワーカーの一員として、自立経営を原則として、政府や
自治体からの「支援金」等により、地域のために公共交通の業務を継続している。こうした環境の下で、
公共交通事業者の経営状況を明らかにするために、民の立場から調査を実施した。
　実施対象は、公益社団法人日本バス協会「会員名簿」令和元年９月～対象数：207社、一般社団法人
日本鉄道運転協会「事業者名簿（運転協会関係）」令和２年９月～対象数：110社、一般社団法人日本旅
客船協会「会員名簿」令和元年７月～対象数：109社を母数として、各県事業者から公営企業、三セク
企業を原則除き、サンプリングして対象を選定して合計426社に調査票を送付した。その結果、バス事
業者58社、鉄道会社26社、旅客船運航会社37社、合計121社の公共交通事業に携わる事業者から回答を
得た。
　予想通り、多くの事業者は、現在の新型コロナ災禍の中で、路線維持はもとより事業継続に危機感を
募らせている実態が明らかとなった。

５－４　岡山シーガルズ

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

６－１　各種講演等

６－２　外部委員・協議会等への参画

日付 講演先 催事 講演テーマ 担当
三村　聡

令和２年10月16日
令和２年11月27日 岡山県 美作地域自治体職員研修会

データに基づく政策立案～
RESAS（地域経済分析システ
ム）の活用

講演

令和３年１月26日
令和３年２月27日

岡山県市町村
振興協会 岡山県自治体職員新人研修 自治体職員の使命と役割 講演

前田　芳男

令和３年１月19日 岡山県児童館
連絡協議会 安全指導・安全管理研修会 震災の教訓から日常の子ども

の安全を考える 講演

令和３年１月21日 邑久高等学校 セトリー実践報告会 地域学の可能性 講演

令和３年２月13日 岡山市 地域リーダー養成講座 地域の学びを通してリーダー
を育む 講演

令和３年２月27日 みずしま財団 みずしま滞在型環境教育コン
ソーシアムシンポジウム 教育旅行教材の開発 講演

岩淵　泰

令和２年12月12日 岐阜大学
岐阜大学公開講座「地（知）
の拠点×SDGs」地域課題解
決に向けた大学の挑戦

SDGsから学びのまちづくり
へ　―岡山大学と地域の協働
事例―

講演

６ 窓口機能の展開

外部委員・協議会 AGORA
担当者

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　岡山市総務・市民政策審議会　委員 三村　聡
倉敷市　倉敷市災害に強い地域をつくる検討会　委員 三村　聡
倉敷市　倉敷市真備町災害公営住宅等整備事業者選定委員会　委員長 三村　聡
倉敷市　真備地区復興計画推進委員会　委員長 三村　聡
井原市　「元気いばら創生戦略会議」　委員長 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
特定非営利活動法人　まちづくり推進機構岡山　理事 三村　聡
公益財団法人　岡山県市町村振興協会　理事 三村　聡
日本計画行政学会　理事・中国支部長 三村　聡
人を大切にする経営学会　常任理事 三村　聡
岡山市　「包括外部監査人選定委員会」　委員 三村　聡
倉敷市　第７次総合計画審議会　会長 三村　聡
高梁市　地域防災力向上委員会　委員長 三村　聡
井原市　公共施設等マネジメント推進会議　委員 三村　聡
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
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



49

窓口機能の展開 ６

49

▲岡山大学津島キャンパス

６－3　その他の社会貢献活動

▶６-３-１　財務省
政府の地方創生第２ラウンドがスタートしたことを受け、11月18日（水）、広島から財務省中国財務

局米田博文総務部長が来学、新型コロナ災禍のなかでの岡山県の地域や岡山大学の地方創生の取組みに
ついてヒアリングを受けた。また、岡山県の景気動向や金融機関の取組みについて、三村聡センター長
が情報交換や意見交換を行った。
　岡山大学からは、岩淵泰准教授から、高梁川流域における倉敷市水島エリアでのSDGs活動の展開や
矢掛町を拠点とした外国人留学生と地域の関りについて話題提供を行った。

▶６-３-２　高大接続に関する活動
◆和気閑谷高校
和気閑谷高校は、令和元年度から文部科学省の「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」の

外部委員・協議会 AGORA
担当者

石川文化振興財団　教育文化助成「WAKABA」選考委員 三村　聡
井原市　特別職報酬等審議会　委員長 三村　聡
岡山県教育委員会　地域協働事業（県立和気閑谷高等学校）運営指導委員会委員 前田芳男
岡山市　総務・市民政策審議会委員 前田芳男
岡山市立岡山後楽館地域協働学校運営協議会　岡山市立岡山後楽館地域協働学校運営協議会委員 前田芳男
総社市社会福祉協議会　総社市生活困窮支援センター協議会　委員 前田芳男
公益財団法人福武教育文化振興財団　教育文化活動助成審査委員 前田芳男
学校法人尚絅学園尚絅大学短期大学部　非常勤講師 前田芳男
西川緑道公園筋歩行者天国実行委員会　委員 前田芳男
岡山市　岡山市協働推進委員会委員 岩淵　泰
岡山ESD推進協議会　運営委員 岩淵　泰
岡山市明るい選挙推進協議会　会長 岩淵　泰
新見公立大学非常勤講師 岩淵　泰

環境省中国環境パートナーシップオフィス（EPOちゅうごく）
中国環境パートナーシップオフィス・中国地方ESD活動支援センター運営委員会　委員 岩淵　泰

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
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６ 窓口機能の展開

６－１　各種講演等

６－２　外部委員・協議会等への参画

日付 講演先 催事 講演テーマ 担当
三村　聡

令和２年10月16日
令和２年11月27日 岡山県 美作地域自治体職員研修会

データに基づく政策立案～
RESAS（地域経済分析システ
ム）の活用

講演

令和３年１月26日
令和３年２月27日

岡山県市町村
振興協会 岡山県自治体職員新人研修 自治体職員の使命と役割 講演

前田　芳男

令和３年１月19日 岡山県児童館
連絡協議会 安全指導・安全管理研修会 震災の教訓から日常の子ども

の安全を考える 講演

令和３年１月21日 邑久高等学校 セトリー実践報告会 地域学の可能性 講演

令和３年２月13日 岡山市 地域リーダー養成講座 地域の学びを通してリーダー
を育む 講演

令和３年２月27日 みずしま財団 みずしま滞在型環境教育コン
ソーシアムシンポジウム 教育旅行教材の開発 講演

岩淵　泰

令和２年12月12日 岐阜大学
岐阜大学公開講座「地（知）
の拠点×SDGs」地域課題解
決に向けた大学の挑戦

SDGsから学びのまちづくり
へ　―岡山大学と地域の協働
事例―

講演

６ 窓口機能の展開

外部委員・協議会 AGORA
担当者

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　岡山市総務・市民政策審議会　委員 三村　聡
倉敷市　倉敷市災害に強い地域をつくる検討会　委員 三村　聡
倉敷市　倉敷市真備町災害公営住宅等整備事業者選定委員会　委員長 三村　聡
倉敷市　真備地区復興計画推進委員会　委員長 三村　聡
井原市　「元気いばら創生戦略会議」　委員長 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
特定非営利活動法人　まちづくり推進機構岡山　理事 三村　聡
公益財団法人　岡山県市町村振興協会　理事 三村　聡
日本計画行政学会　理事・中国支部長 三村　聡
人を大切にする経営学会　常任理事 三村　聡
岡山市　「包括外部監査人選定委員会」　委員 三村　聡
倉敷市　第７次総合計画審議会　会長 三村　聡
高梁市　地域防災力向上委員会　委員長 三村　聡
井原市　公共施設等マネジメント推進会議　委員 三村　聡
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
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
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６ 窓口機能の展開

男副センター長が就き、運営指導委員会や探究学習発表会等の場に出席し、教員や生徒への指導助言を
行った。また、令和２年度に閑谷学校の創学から数えて350年を迎えることから、その記念事業の一環
として「聞き書き」を行うこととなり、生徒有志への聞き書き指導を行った。

◆岡山市立岡山後楽館高校
平成28年度より、前田副センター長が岡山後楽館高校の「産業社会と人間」の科目において、商店街

の調査と活性化提案をテーマにした活動の指導をしている。通行人や店舗の種類を計測し、またアンケー
トや聞き取り調査の方法とその結果の分析、発表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、演習授業も一部担当した。１年生を対象とした授業で、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。

◆津山四校連携講座「地域創生学」
7月29日（水）、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、津山商業高校、津山

工業高校）連携による夏季集中講義が行われ、前田副センター長が地域学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、本年度は第４回目となるが、新型コロナウイルス感染症の拡大があり、
Web会議システム（ZOOM）を用いて実施された。

地域魅力化型校の指定を受け（令和２年度現在、全国で６校）、同校が「閑谷學」と呼ぶ地域協働を中
心とした探究学習を推進している。事業全体を俯瞰的に指導する立場の運営指導委員会の委員に前田芳
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窓口機能の展開 ６
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▲高校周辺のジオラマと福田公民館での発表

▲マインドマップの例

◆津山東高校「行学」
４月15日（水）、津山東高校で行われている学校設定科目「行学」の受講生に対して、「地域で学ぶと

いうこと」をテーマに地域学の基本を、前田副センター長が講義した。本年度は特に、新型コロナウイ
ルス感染症の中で、コロナに関する研究テーマや社会の見方について特別な指導を行った。

◆倉敷古城池高校
倉敷古城池高校は、地域学を柱にした特色ある教育を進めており「総合的な探究の時間」を使って様々

な地域学を実践している。倉敷市水島地域にある唯一の高校として、水島地域の商店街やコンビナート
企業との連携を深めており、活動の実施体制を強化するために学校が中心となり「水島プラットフォー
ム」を設けた。これには三村聡センター長、前田副センター長が講師や委員として参加している。また、
前田副センター長が、防災ジオラマづくりなどの生徒の地域探究活動の指導を直接行った。

◆岡山芳泉高校
９月19日（土）、芳泉高校の生徒に対する小論文の書き方指導を前田副センター長が行った。論文のテー

マは「コロナショックを超えて生きる」であり、発想法であるマインドマップの活用法や、基本的な章
立て、文献の引用法、推論の進め方などを講義した。
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６ 窓口機能の展開

▲講義の様子　 ▲フィールド調査の様子 ▲発表会の様子

▲ZOOM会議のスクリーン

▲聞き書き指導の様子 ▲閑谷學の授業風景

男副センター長が就き、運営指導委員会や探究学習発表会等の場に出席し、教員や生徒への指導助言を
行った。また、令和２年度に閑谷学校の創学から数えて350年を迎えることから、その記念事業の一環
として「聞き書き」を行うこととなり、生徒有志への聞き書き指導を行った。

◆岡山市立岡山後楽館高校
　平成28年度より、前田副センター長が岡山後楽館高校の「産業社会と人間」の科目において、商店街
の調査と活性化提案をテーマにした活動の指導をしている。通行人や店舗の種類を計測し、またアンケー
トや聞き取り調査の方法とその結果の分析、発表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、演習授業も一部担当した。１年生を対象とした授業で、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。

◆津山四校連携講座「地域創生学」
　7月29日（水）、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、津山商業高校、津山
工業高校）連携による夏季集中講義が行われ、前田副センター長が地域学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、本年度は第４回目となるが、新型コロナウイルス感染症の拡大があり、
Web会議システム（ZOOM）を用いて実施された。



52

６ 窓口機能の展開

▶６-３-３　岡山放送
岡山放送番組審議会に岡山大学からは三村聡センター長が審議委員として参加している。
11月25日（水）の審議会は「瀬戸内から創る幸せな未来」と題した岡山大学の取り組みが特集され、

その番組審議がなされた。会場は岡山放送本社。
　番組では、現在、岡山大学が取組む「SDGs大学経営」を中核的な視座に置いた「しなやかに超えて
いく実りの学都の実現」をメインテーマとして、槇野博史学長自らが、視聴者に理解しやすいよう配慮
しながら解説する番組に仕上げられていた。それを豊富な資料や写真を用いて説明、また、大学を取り
巻く学生や多くの関係者の出演により構成された内容であった。
　委員長をつとめる大原謙一郎大原美術館名誉館長はじめ審議委員から、示唆に富んだ評価を頂いた。
岡山大学に関する審議であり、三村センター長は関係者の立場から委員への補足説明を担当した。

▶６-３-４　ローカルサミット
ローカルサミットとは、幅広い「志民」※との連帯の中で、地域活性化の輪を拡げると共に、従来の

人間中心の成長至上主義から自然との共生・循環に立脚した価値観への転換を共有しようと活動する会
議体であり、毎年、全国から選ばれた都市を会場に市民サミットが開催されている。平成28年には、11
月３日～５日の３日間、倉敷市をメイン舞台に岡山県全体を開催エリアとして「ローカルサミット㏌倉
敷おかやま」が開催され、その折の実行委員長が岡山商工会議所副会頭の梶谷俊介氏。今年は、愛媛県
西条市が会場となり開催準備が進められていたが、コロナ禍の影響で中止となった。
　７月18日（土）の梶谷俊介氏（岡山トヨタ社長）などが主催する「ローカルサミット」オンライン会
議に当センターから三村聡センター長が参加した。
　この日のオンライン会議には、全国の自治体の首長や経済界やNPOの代表など、この活動に深くか
かわってきたメンバーが、全国からオンライン参加して熱い議論が展開された。岡山からは大原美術館
の大原あかね館長や倉敷木材の大久保憲作会長、大原家本邸「語らい座」館長の山下陽子先生などが参
加した。

※　「場所文化フォーラム」（一般社団法人）は、2008年から、
NPO法人ものづくり生命文明機構や各地の諸団体等と連携
しつつ、全国の幅広い志民との連帯の中で、地域活性化の輪
を拡げると共に、従来の人間中心の成長至上主義から自然と
の共生・循環に立脚した価値観への転換を共有しようとする
「ローカルサミット」を毎年全国各地で開催している。
志民とは、『場所文化』の創造によって、人々の新たな交

流（地方と都市の新たな関係性の確立等）を促し、場所への
資金流入と域内での資金循環の新たな仕組みを構築し、場所
の自立（経済の活性化とコミットメント人口の増加、持続可
能性の確保）を目指す活動に参加する人を指す。
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窓口機能の展開 ６

▶６-３-５　まちづくり推進機構岡山
７月８日（水）、岡山県下で歴史ある特定非営利活動法人の「まちづくり推進機構岡山」の理事会が

北区天神町の事務所で開催された。
　このNPOは、「岡山県民一般に対して、誰もが気軽に楽しく参加できる地域のまちづくり活動の支援
に関する事業を行い、会員相互の協力によって会員及び会員の関わるまちづくり事業の発展を期すこと
により、快適生活県おかやまの実現に資することを目的とする。」と活動目的を謳っている。岡山大学
からは経済学部中村良平特任教授が長く理事をつとめ、また、地域総合研究センター設立時からの関係
も深く、西川緑道公園界隈の調査はじめ多くの活動で連携、学生の指導をお願いしている。この日は、
役員の改選があり、日本政策投資銀行から小林貴史岡山事務所長と三村聡センター長が新たなメンバー
に加わった（地域総合研究センターは山田一隆准教授の後任）。
　さらに、８月20日（木）は、総会が開催され、事業報告、事業計画の説明報告が行われた（その後の
理事会は新型コロナ災禍の影響を考慮してオンライン会議となっている）。
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６ 窓口機能の展開

▲SDGsについて語る槇野博史学長 ▲座談会の風景

▲ローカルサミット・オンライン会議

▶６-３-３　岡山放送
　岡山放送番組審議会に岡山大学からは三村聡センター長が審議委員として参加している。
11月25日（水）の審議会は「瀬戸内から創る幸せな未来」と題した岡山大学の取り組みが特集され、

その番組審議がなされた。会場は岡山放送本社。
番組では、現在、岡山大学が取組む「SDGs大学経営」を中核的な視座に置いた「しなやかに超えて

いく実りの学都の実現」をメインテーマとして、槇野博史学長自らが、視聴者に理解しやすいよう配慮
しながら解説する番組に仕上げられていた。それを豊富な資料や写真を用いて説明、また、大学を取り
巻く学生や多くの関係者の出演により構成された内容であった。
　委員長をつとめる大原謙一郎大原美術館名誉館長はじめ審議委員から、示唆に富んだ評価を頂いた。
岡山大学に関する審議であり、三村センター長は関係者の立場から委員への補足説明を担当した。

▶６-３-４　ローカルサミット
　ローカルサミットとは、幅広い「志民」※との連帯の中で、地域活性化の輪を拡げると共に、従来の
人間中心の成長至上主義から自然との共生・循環に立脚した価値観への転換を共有しようと活動する会
議体であり、毎年、全国から選ばれた都市を会場に市民サミットが開催されている。平成28年には、11
月３日～５日の３日間、倉敷市をメイン舞台に岡山県全体を開催エリアとして「ローカルサミット㏌倉
敷おかやま」が開催され、その折の実行委員長が岡山商工会議所副会頭の梶谷俊介氏。今年は、愛媛県
西条市が会場となり開催準備が進められていたが、コロナ禍の影響で中止となった。
　７月18日（土）の梶谷俊介氏（岡山トヨタ社長）などが主催する「ローカルサミット」オンライン会
議に当センターから三村聡センター長が参加した。
　この日のオンライン会議には、全国の自治体の首長や経済界やNPOの代表など、この活動に深くか
かわってきたメンバーが、全国からオンライン参加して熱い議論が展開された。岡山からは大原美術館
の大原あかね館長や倉敷木材の大久保憲作会長、大原家本邸「語らい座」館長の山下陽子先生などが参
加した。

※ 「場所文化フォーラム」（一般社団法人）は、2008年から、
NPO法人ものづくり生命文明機構や各地の諸団体等と連携
しつつ、全国の幅広い志民との連帯の中で、地域活性化の輪
を拡げると共に、従来の人間中心の成長至上主義から自然と
の共生・循環に立脚した価値観への転換を共有しようとする
「ローカルサミット」を毎年全国各地で開催している。
　志民とは、『場所文化』の創造によって、人々の新たな交
流（地方と都市の新たな関係性の確立等）を促し、場所への
資金流入と域内での資金循環の新たな仕組みを構築し、場所
の自立（経済の活性化とコミットメント人口の増加、持続可
能性の確保）を目指す活動に参加する人を指す。
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７ 学内連携

▲岡山大学津島キャンパス

７－１　おかやま地域発展協議体の関係

▶７-１-１　第13回おかやま地域発展協議体
地域の再生と創生が叫ばれているなかで、また、新型コロ

ナ禍の第二波の襲来が懸念される中で、７月31日（金）に、
岡山の発展に深く関わる諸組織が、将来のビジョンを共有し、
当面する諸課題でそれぞれの垣根を乗り越えて協働し、さら
には市民共同の事業を支えてゆくことを目指して組成された
おかやま地域発展協議体の第13回会議が、岡山大学本部６階
第１会議室で開催された。
　岡山の社会が対応すべき課題や解決の方向性について共通理解を深め、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一体となって協議し、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、今回は、協議事項として、委員の交代について、おかやま円卓会議の開催につ
いて議論され、また話題提供・報告事項として、SDGs研究会の報告や空き家対策研究会の活動紹介な
どが報告された。
　さらに今回の会議では、新型コロナ禍への対応策を産官学金言が一体となり考えてゆくことが決議さ
れ、その企画を梶谷俊介岡山商工会議所副会頭（岡山経済同友会地域振興委員長）と那須保友岡山大学
研究担当理事・副学長が担当することで一同の意見が一致した。
　地域総合研究センターの関連では、おかやま空家対策研究会の活動のあらましが報告された。

▶７-１-２　岡山まちとモビリティ研究会
おかやまの地域モビリティについて産官学と交通事業者が連携して、岡山まち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とモビリティ研究会活

動を実施している。今年度は、新型コロナ災禍の影響で、交通事業者は大きなダメージを受け、研究
会活動は実質的に休止状態を余儀なくされている。こうしたなか、11月23日（月）、トヨタ自動車の
東京本社から担当者が来岡、新型コロナ災禍の影響のなか、現在、国が全国で展開・支援している
スーパーシティ構想の展開状況について、その状況をヒアリングさせて頂いた。
岡山県においても吉備中央町がスーパーシティに名乗りをあげようとしており、学内でも研究担当

理事と副理事から地域総合研究センターに対して説明がなされたところである。スーパーシティ構想
にはモビリティのテーマは重要であり、本研究会の再開を目指して、最新の状況をキャッチアップし
て参りたい。

▶７-１-３　国際学都研究会
12月21日（月）、「2020年　岡山・ポートランドのまちづくり」をテーマに西川アゴラで勉強会が行わ

れた。ポートランド在住のサウミャ・キニ客員研究員から「コロナ禍と大統領選挙の中のポートランド」
について発表が行われた。ポートランドでは、日本と同じく、在宅での仕事が増えているが、大統領選
挙や人権問題に関するデモが活発化したそうである。また、公園の活用が増えていき、ポートランド流
の新しい生活様式が生まれているとの発表があった。

７ 学内連携



55

学内連携 ７
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バーに加わった。

▶７-１-５　おかやま円卓会議
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７－２　L-Café との連携：岡山大学私費留学生の新型コロナ災禍による影響調査

　令和２年は新型コロナウイルス感染症が世界的に広まりをみせ、日本の大学では４月から高等教育機
関では感染対策として対面授業を避け、オンラインで授業を実施する流れが加速化し、４学期制を採用
する岡山大学においても、１学期、２学期は、オンライン授業が主となった。こうした事情により、令
和２年４月以降、学生たちのキャンパスライフはオンライン上で営まれており、クラスメイトや教員と
実際に顔を合わすことができない状況が続いた。
　このような状況の下で、全学教育・学生支援機構所属の藤本真澄准教授が中心となり（L-Café担当）、
岡山大学の留学生たちが日常生活で抱える課題を明らかにすることを目的として、とりわけ新型コロナ
ウイルス災禍の影響が大きいと予想された私費留学生を対象としてアンケートを実施した。その分析の
一部を当センター三村聡センター長が支援した。藤本准教授が実施した調査の概要を紹介する。

岡山大学私費留学生の新型コロナ災禍による影響調査
～支援策に向けた彼らが直面する課題の実態を探る～

What the hardships that the international students at Okayama University
 face during the COVID-19 times.

　調査方法は、岡山大学に在籍する留学生は国費留学生と私費留学生に分類される。
　今回の調査では、国費留学生は、コロナ災禍の影響には関係なく、同額の奨学金を受け取っており経
済面での影響が軽微であるとの仮説に基づき、対象から除外した。
　つまり、まずは母国からの資金面での支援を受けていない、私費留学生に調査委対象を絞り、その全
員に対してメールでアンケート依頼を実施した。

アンケートはGoogle Formを活用し、質問および回答はすべて英語表記とした。

調査対象：私費留学生604名
調査期間：令和２年７月１日～７月31日
回答者数：94名（回答率16％）

　私費留学生数　604名（調査時令和２年６月26日現在）　ただし、在籍者数の中に日本に戻ってきてい
ない留学生が含まれている可能性がある。
アンケート回答数　94件（回答率16％）
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問１　居住地
１）あなたは現在、岡山にいますか。

　今回の調査では、ほぼ全員が岡山に在住して、日々の生活を送っている。
　その理由には、帰国したくても渡航できない、資金不足、日本の方が安全など、様々な回答が予想さ
れるため、更なる調査の必要性を感じている。
　岡山県が、新型コロナ災禍の発生については、世界比較での日本はもとより、全国の都道府県比較に
おいても、どちらかと申せば感染者が少ないという点と、岡山市内は急性期の病院を含め、医療インフ
ラが整っている特徴があることから、安心、安全面では、新型コロナ災禍への都市としての環境衛生を
含む対応面では、優位であると言える。
　そのため、留学生に対しても、こうしたプラス面を周知する必要が認められよう。

問２　奨学金の有無
２）あなたは現在、奨学金を受け取っていますか？

　奨学金の受給者は約40％となっており、約60％は奨学金が無いなかで、日々の生活を維持する必要が
認められる。
　この数値は、何らかの対応策を打つ必要が認められる層であると言えよう。生活費を得るためには、
仕送りを受ける、アルバイトをする、日本人の家に住み込みで生活の糧を得るなど、この設問について
も、さらに深い調査が必要であると認められる。
文部科学省の在日する留学生に対する金銭的な措置について、具体策があるかもしれないが、個別の大
学の施策はマスコミ等で報道されているが、国としての現時点での効果的な施策を聞いた記憶が無いの
が現状である。
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　米欧などの、留学生の受入れについて、先進と言える諸国の留学生への支援措置等について、調査、ディ
スクローズすると共に、日本独自の施策の実施が望まれよう。

問３　新型コロナ災禍に遭遇して
３）現在、コロナ禍で特別に困難だと思うことは何ですか

　今回の調査では、資金面での困窮が最も大きな課題であると答えた留学生が77.5％と最も多く留学生
にとっては高い関心事となっている。
　次いでの課題は、心身面での不安定さとなっている点に注目したい。
　つまり母国を離れて生活する留学生にとっては、日常的に接している留学生の会話からも、新型コロ
ナ災禍の影響が見えにくい環境において、感染の症状や疑いが出た際の医療機関の受診や支払い、それ
に付随する不測の事態への落ち着いた対応などに不安を感じていることが容易に推測できる。
　こうした不安を払しょくするための大学側の対応が急務であろう。
　平時はともかく、こうした非常事態宣言が出される時節であるからこそ、留学生に寄り添いながら、
日常的なサポートをする体制を構築しなければ、大学としての留学生の受け入れ活動そのものが危機的
な状態に陥ると推察できよう。
　もちろん、第３番目に位置しているが、学業についても留学生対応型のプログラムが安定的に運用さ
れるための環境設定が必要となろう。

問４　必要な支援について
４）あなたが現在受けたいと思う支援は何ですか
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　最も重要な支援は資金面での支援であり、約82.9％が望んでいる。この結果は、これまでの質問への
回答数からも明白であり、直接支援はもとより、クラウドファンディングや個別企業の社会貢献支援な
ど、様々なファイナンスのスキームが開発され、運用実績もあるため、創意工夫を凝らした、留学生支
援の早期な提案と実装する組織体制が求められよう。
　また、こうした時こそ、日本人学生と留学生との内的な双方向でのつながりを強化することが必要で
ある。すなわち、新型コロナ災禍のような未曽有な想定できない事態であるからこそ、オンラインや
SNSなど、若者が得意とする手段を駆使して、学生相互間が助けない、会話を深めることにより、平時
に増して多文化共生を図る流れを加速化したいものである。

問５　話を聞いて欲しいとのニーズについて
５）さらに詳しいことを直接お聞きしてもよろしいですか

　この問いから明らかなように、留学生たちは、もっと意見や要望を聞いて欲しい、不安な心を救って
ほしいなど、留学生が新型コロナ災禍と対峙するために、大学や社会が、もっと手を差し伸べることを
希求していると推察できる。つまり、新型コロナウイルスの影響により、ライフスタイルやワークスタ
イルそのものが見直されてきている。そしてネットワークを活用した情報社会の到来は、人のコミュニ
ティにも大きな影響を与えている。それが、今般の新型コロナ禍が論じられる場合は、都道府県単位を
越えて国単位まで視野を広げて論ずる必要性がでており、それはとりもなおさず、留学生の母国を案ず
る行動として表れている。つまり、地球規模で「リアルな社会生活」が直面する問題や課題について、
その解決策（新型コロナ収束策）を考えねばならない段階まできているのである。
　一方で、現代社会においては、留学生を含む、若い世代が、日常の快適な生活やハイレベルな学業環
境を論ずる場合は、SNS上で何らかのキーワードにより結ばれた人々のバーチャルながら卓越した社会
が、通常の世界として広がっている。
　つまり、リアルコミュニティは基礎になっておらず、インターネットを媒介として何らかのきっかけ
で知り合った志や趣味・嗜好、芸術やスポーツ、ボランティアや社会活動など、それぞれの目的やテー
マを同じくする人たちが、国境を越えてバーチャル空間で創造されたコミュニティ上で出会い、意見交
換や情報交換を行い、そしてそれが原動力となって、リアルな社会活動や経済活動に昇華してゆく社会
が日常となりつつある。
　現在の新型コロナ禍に対処するためには、このバーチャルコミュニティでの人の暮らしや、さらには
経済活動まで維持するための処方箋を考えることがテーマとされていよう。ところで、こうしたなかで
今回の新型コロナ禍は、持久戦の様相を呈しているために、ステイホームを市民全員が守ることにより、
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　米欧などの、留学生の受入れについて、先進と言える諸国の留学生への支援措置等について、調査、ディ
スクローズすると共に、日本独自の施策の実施が望まれよう。

問３　新型コロナ災禍に遭遇して
３）現在、コロナ禍で特別に困難だと思うことは何ですか

　今回の調査では、資金面での困窮が最も大きな課題であると答えた留学生が77.5％と最も多く留学生
にとっては高い関心事となっている。
　次いでの課題は、心身面での不安定さとなっている点に注目したい。
　つまり母国を離れて生活する留学生にとっては、日常的に接している留学生の会話からも、新型コロ
ナ災禍の影響が見えにくい環境において、感染の症状や疑いが出た際の医療機関の受診や支払い、それ
に付随する不測の事態への落ち着いた対応などに不安を感じていることが容易に推測できる。
　こうした不安を払しょくするための大学側の対応が急務であろう。
　平時はともかく、こうした非常事態宣言が出される時節であるからこそ、留学生に寄り添いながら、
日常的なサポートをする体制を構築しなければ、大学としての留学生の受け入れ活動そのものが危機的
な状態に陥ると推察できよう。
　もちろん、第３番目に位置しているが、学業についても留学生対応型のプログラムが安定的に運用さ
れるための環境設定が必要となろう。

問４　必要な支援について
４）あなたが現在受けたいと思う支援は何ですか
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感染者数を減らす行動がとられている点は、素晴らしいことである。

　一方で、現在、「自粛疲れ」と規制緩和による「気のゆるみ」による感染の再拡大が懸念されてい

る。その原因の一つは、閉鎖空間での精神的な我慢と「不要不急」と言われる自由な移動の制限がも

たらす、日常性を制約される環境の持続・継続を為政者から指示・要請されることへの「心のバラン

ス」であると思われる。この点は、留学生への質問からもうかがうことが出来た。つまり、頭の中で

は、人命を最優先する政策や指示について、我が身を守るという観点から、そして他人に迷惑をかけ

ないという社会的な使命感からも理解を示すが、これが長引くとなると、その制約を順守する行動に

限界が訪れることは避けられないと思われる。

　こうした未経験の脅威に対して、社会的な要請として「パンデミックに正面から向き合い、ネット

ワーク社会を活用して受け入れるしなやかさを持つ、未来志向による新たな社会システムの創造」が

提起されている。

　ところで足元に目を転じると、「３密」がキーワードとなるなかで、「感染リスクが高い外出を避け

よ」と言われるなかで、外出する際の移動手段の重要な選択肢である「公共交通」の利用は、他人と

の長時間に及ぶ接触機会が多いため、この３密に該当する可能性が高いと言われている。

　そこで個別交通（マイカー）の利用となるが、マイカーを使えない留学生の移動に対して、公共交

通利用に制限が課せられることは、社会を「人間の共同生活の総称であり、広く人間の集団としての

営みや組織的な営み」であると解釈するならば、国際社会の実現をテーマに掲げた際に、大きな課題

であるとなろう。

　つまり、人間が社会的動物である以上は、「安全」を第一義に考えることが最も重要であるもの

の、安全性を順守するだけで、どこへも「移動」せずに過ごすことは、人間にはできない。植物は生

まれ育つ所で、芽を出し、花を咲かせ、実を結び、光合成をすることで生長を続けるが、動物（人

間）は、今回のようなウイルスの存在を意識しながらも移動して食べ物を手に入れなければ、餓死し

てしまう。つまり、留学生には資金面での支援が必要十分条件となっていると言えよう。さらに学業

としての知的面　　　　　　　（例えば芸術）や身体面（例えばスポーツ）での欲求も満たさねば、幸せに生きて

いるという実感を得　　　　　　　　　ることができない点も厳然たる事実であり、国のハンディを負っている留学生に

は、それをクリアして充実した生活を送ることが難儀な現実的課題として横たわる。

　換言すれば、今回の新型コロナ禍において、こうした課題を克服することが、留学生のニーズを満

たし、困っていることを解決するための重要な鍵となろう。

　こうしたなかで問題視するテーマは、新型コロナ禍というパンデミックに対して、最大限のリスク

ヘッジを社会全体、そして私たち一人一人がマネジメントする責任があると同時に、精神的な日常の安

息（カフェやレストランに通う）や知的満足（絵をかいたり美術館へゆく）、身体的満足（スポーツ

をしたり見たりする）を得ることを含め、留学生たちが幸せを感じながら大学生活を送るために、い

ま、その共存の仕組みが問われている。
以上（記載日：令和２年８月末現在）
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実施した。
　岡山大学では、支援策の検討に向けた糸口を探り、さらに具体的な留学生への支援活動を展開してい
く。

７－３　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

全学教育推進委員会 前田芳男（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（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（教育開発センター実践教育部門長）
【委員長】
三村聡

教育開発センター実践型教育部会
三村聡
前田芳男（教育開発センター実践教育部門長）
岩淵泰

教育開発センター社会連携教育専門委員会 前田芳男（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（基幹教育センター実践知部会長）

基幹教育センター学系部会（実践知部会） 前田芳男【部会長】
三村聡

情報セキュリティ委員会 三村聡

SDGs推進企画会議 三村聡

未来懇談会 岩淵泰
社会文化科学研究科国際交流委員会及び国際
連携推進センター運営委員会 岩淵泰
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まり、留学生には資金面での支援が必要十分条件となっていると言えよう。さらに学業としての知的面

（例えば芸術）や身体面（例えばスポーツ）での欲求も満たさねば、幸せに生きているという実感を得
ることができない点も厳然たる事実であり、国のハンディを負っている留学生には、それをクリアして
充実した生活を送ることが難儀な現実的課題として横たわる。
　換言すれば、今回の新型コロナ禍において、こうした課題を克服することが、留学生のニーズを満た
し、困っていることを解決するための重要な鍵となろう。
　こうしたなかで問題視するテーマは、新型コロナ禍というパンデミックに対して、最大限のリスクヘッ
ジを社会全体、そして私たち一人一人がマネジメントする責任があると同時に、精神的な日常の安息（カ
フェやレストランに通う）や知的満足（絵をかいたり美術館へゆく）、身体的満足（スポーツをしたり
見たりする）を得ることを含め、留学生たちが幸せを感じながら大学生活を送るために、いま、その共
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以上（記載日：令和２年８月末現在）

　こうした調査が一助となり、留学生がまちづくりを継続して実施している矢掛町からは留学生の生活
支援を目的に「新米」が届けられ、さらに岡山市に本社を置く株式会社林原から、食品や同社の製品を
生活支援にとの申し出を頂き、11月17日（火）、L-Caféにて、授与式が安場直樹社長と槇野博史学長の
間で催された。司会進行は藤本准教授。当センターは、地域との更なる連携を深めるために情報交換を

　こうした調査が一助となり、留学生がまちづくりを継続して実施している矢掛町からは留学生の生活
支援を目的に「新米」が届けられ、さらに岡山市に本社を置く株式会社林原から、食品や同社の製品を
生活支援にとの申し出を頂き、11月17日（火）、L-Caféにて、授与式が安場直樹社長と槇野博史学長の
間で催された。司会進行は藤本准教授。当センターは、地域との更なる連携を深めるために情報交換を
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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 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 夏季集中

教養教育科目 実践知・感性
（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・８

教養教育科目 実践知・感性
（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
（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学期 火曜７・８

教養教育科目 実践知・感性
（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・８

教養教育科目 実践知・感性
（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・８

教養教育科目 実践知・感性
（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・８

教養教育科目 実践知・感性
（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・８

教養教育科目 実践知・感性
（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・８

教養教育科目 実践知・感性
（実践知）

桃太郎・桃子チャレンジ　
～知識を社会に・経験を学
びに～

前田　芳男 夏季集中

教養教育科目 実践知・感性
（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・８

教養教育科目 実践知・感性
（実践知） 郷土の歴史から学ぶ財政論 前田　芳男 １学期 木曜５・６

教養教育科目 実践知・感性
（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
（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
（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
（実践知）

支え隊～子どもの安全・安
心のために～ 前田　芳男 ２学期 月曜７・８

教養教育科目 実践知・感性
（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・８

教養教育科目 実践知・感性
（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 月曜７・８

教養教育科目 実践知・感性
（実践知）

小中学生の協同教育のため
の教材開発 前田　芳男 夏季集中

教養教育科目 実践知・感性
（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 月曜７・８

教養教育科目 実践知・感性
（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・２

教養教育科目 実践知・感性
（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・６

７－４　センター教員担当授業科目
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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
（実践知） 岡山まちづくり論（１） 岩淵　泰 ２学期 月曜７・８

教養教育科目 実践知・感性
（実践知） 岡山まちづくり論（２） 岩淵　泰 集中

専門 工学部 実践コミュニケーション論

前田　芳男
田中　秀雄（大学院
自然科学研究科）
坂田　有三（大学院
自然科学研究科）
豊田　啓孝（大学院
自然科学研究科）

３・ ４ 学
期 水曜５・６

大学院 研究科横断Flex 
BMDコース 組織マネージメント概論 三村　聡 夏季集中

大学院 専門科目 自治体経営戦略論 三村　聡 前期 水曜６

大学院 社会文化科学研
究科 地方創生特別講義 三村　聡

岩淵　泰他 後期 金曜６

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 水曜６

大学院 ヘルスシステム
統合科学研究科 医療政策

中瀨　克己（医学部）
原田　新
（全学教育・学生支
援機構）
岩淵　泰

前期 水曜５・６

大学院の指導状況（新型コロナ対応例）
　新型コロナ禍の影響で、通常の授業は教養科目から大学院までオンラインでの対応が基本となった。
ただし、修士論文の指導については、オンラインの指導に切り替えながらも、最終的な指導は対面での
指導が必要であると判断いたし、部屋の換気に十分に配慮、マンツーマンでソーシャルディスタンスを
確保しながら実施した。
　８月３日（日）、指導を担当した２名の学生の修士論文審査会を実施、３名の教員（主指導は三村聡
センター長、副指導を経済学部２名の教員に指導いただいた）による審査を終え、必要事項を記して、
８月６日（木）、学務課へ審査書類を提出した。新型コロナ禍の影響で通学が制限される中、当該学生
は社会人大学院生であり、公職多忙の中で、現場での新型コロナ対策も担当しながら仕上げたことを讃
えつつ、最終の大学院での審査を終え、社会文化科学研究科から修士の学位が授与された。
　学位論文の成果を、地域創生に向けてアフターコロナをにらみつつ、社会実装頂きたいと願った。

新型コロナ災禍と授業
　新型コロナ災禍の影響でキャンパスでの授業がオンラインに切り替わり夏が訪れた。８月17日（月）、
18日（火）の二日間、１時限から７時限まで続けて夏季集中講義「現代コミュニティと地域創生」を完
全講義形式で実施した（一般教養科目）。担当教員は三村聡センター長。その環境は、教室の前と後ろ
のドアを開けたままで、廊下を吹き抜けにして風を通しながら、一列三人掛けの真ん中の列を空け、教
室の窓も休憩時間に全開にするなどした。例年は200名定員で実施の授業ながら３密を避けるため抽選
で80名弱に絞っての開催となった。
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７ 学内連携

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
創生 三村　聡 夏季集中

教養教育科目 実践知・感性
（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
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三村　聡
前田　芳男

１学期 月曜７・８
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前田　芳男
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三村　聡
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（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・８

教養教育科目 実践知・感性
（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・８
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７－４　センター教員担当授業科目
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８ 実践型社会連携教育プログラムへの取り組み

８－１　実践型社会連携教育の導入と展開の経緯

　本学における実践型社会連携教育は、平成26年度概算要求に基づく事業として本格的に導入が始まっ
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”を育成することを目的に、地域社会との互恵性を念頭に置きつつ、深い現場体験を通して
教室の座学では得ることができない学びを実現するというものである。高い理想ではあるが、単に社会
見学的な現場活動ではなく、学生の活動がわずかでも地域社会（学生を受け入れたコミュニティや組織
等）の課題解決や変容に資することを教育成果として明示したところに、本学の人材育成、教育改革の
本旨があった。
　平成27年には、本学がSGU（スーパーグローバル大学）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、学生の語学力や実践型科目の履修状況、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。なお、平成29年度には、高度実践人の名称及びロゴマークを商標登録し、本学の認定システ
ムを他大学にも普及させ、また、高度実践人の優れた資質を企業等に周知すべく、パンフレットの作成
などを積極的に行った。ロゴマークのデザインは、全学に図案を公募し、経済学部（当時３年生）の佐
藤美香さんの案を採用したものである（右図）。高度実践人は、その認定者が卒業して社会に出ていく
ようになり、徐々に社会的に認識されるようになってきた。
　平成30年度以降、シラバスにおいて、本学で開講されるすべての科目について、後述する基準に照ら
してそれが実践型科目に該当するか、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っ
た。さらに令和元年度には、全学部・研究科における実践型科目の開講状況を調査し、必修及び選択必
修により当該科目を履修することが可能な学生を把握した結果、ほぼすべての学生が在学中に履修可能
であり、実践型科目の全学展開がほぼ達成できていると確認できた。その後は教育内容の質的向上に力
点を移すことになり、FD研修などに注力してきたが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大
により、学外での活動や教室でのグループ作業ができなくなり、ポストコロナ時代も見据え、オンライ
ン等による実践型科目の実施方法を開発していく必要に迫られている。

８－２　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
前田副センター長が就いた。同委員会では、毎月１回のペースで会議を招集し、実践型社会連携教育科
目の認定要件の改訂、シラバスへの当該科目の記載などに関する協議を行っている。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。実践型教育の質向上を目指した活動では、これまでに蓄積したノウハウを関係者と共有する目的

８ 実践型社会連携教育プログラムへの取り組み
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実践型社会連携教育プログラムへの取り組み ８

で、学外にも門戸を開放して「CBL（Community Based Learning）」研修交流
会を開催してきた。特に、実践型教育の世界的先導校である米国ポートランド
州立大学との交流を重ね、令和元年度には同校の上級アカデミック・プロフェッ
ショナルであるセリーン・フィッツモーリス氏をフルブライト給付研究員とし
て迎え入れ、教授法の共同研究や学内外での技術研修を行った。令和２年３月
には、そうした活動の集大成として、同校のクリスティン・クレス教授らによ
る教科書「Learning Through Serving」の邦訳図書「市民参画とサービス・ラー
ニング」を岡山大学出版会より出版した。

８－３　実践型社会連携教育の定義及びタイプ分け

（１）定義
実践型社会連携教育科目の定義は、文系科目、理系科目、あるいは語学と言った基準で規定されるも

のではなく、社会の実際的課題を取り上げ、現場での活動を伴うといったスタイルとして規定される。
英語教育、歴史教育であっても実践型社会連携教育を実施できるのである。例えば、商店街のホームペー
ジを英語で製作する授業が実際に行われているが、これは語学教育であり、かつ実践型社会連携教育で
ある。
　ここで重要なのは、実践型教育科目と実践型“社会連携”教育科目を分
けて考えたことである。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、地域社会の人々
や組織、具体の課題に触れることはない。これに対し、地域コミュニティ
や企業にある具体の課題に触れ、その解決策を考えたり、地域の人と共に
活動するといった社会連携が伴うものを実践型社会連携教育科目と定義する。
　社会連携を具体的に説明すると、岡山大学のPRIMEプログラムに示された３側面を体験できる現場
で学ぶものである。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教育実習で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。活動の現場が外国や外国人コミュニティであれば異文化の
要素が加わる。
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８ 実践型社会連携教育プログラムへの取り組み

※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。

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）
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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

（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、ただ単に現場に行けばよいのではなく、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、警察が行う交通安全キャ
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。ティッシュを配り、通行人に聞き取り調査をしたら、事後にはティッシュを受け取った人の反応
や以後のより効果的なキャンペーンのあり方について話し合い、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。本科目の導入当初は、Ａ、Ｂ
の分類だけであったが、SGU認定後は、グローバル実践人を育成するという観点から学修環境として
のＧまたはＧ＋の要素を加味したことにより、Ａ、Ｂ、ＧＡ、ＧＢ、Ｇ＋Ａ、Ｇ＋Ｂの６タイプに分類す
ることになった。

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。

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。

表．タイプ分けの基本
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８－４　実践型社会連携教育科目の指向性

　実践型社会連携教育科目を、教育指導の重点の置きどころによっ
て特徴づけを行えば、右図の３軸―技術指向性、問題指向性、現場
指向性―によって説明することができる。
　社会連携というスタイル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（調査能力
や企画立案力など）、課題意識、当事者意識等が問われる。技術も
なく意識も意欲もない状態で現場に出向いても多くの学びは期待
できない。
　技術志向性の高い科目では、例えば、アンケート調査やヒアリングの手法を十分に学び、それを実社
会で試してみることになる。他方、問題指向性の高い科目では、社会問題を文献や現場の活動を通して
深く考察し、それを自分事としてとらえ自分の専門と関連づけて考える態度が学生に求められる。学生
には、それぞれの指向性の際立つ科目を複数履修することで、実践人としての学びを実現していくこと
が望まれる。

８－５　SDGsと実践型社会連携教育の学び

　実践型社会連携教育による学びとは、実際にどのようなものか。教室での座学ではなく、現場で実社
会の課題に触れ、自分の専門と関係づけて学ぶ成果とはどのようなものであるか。教養科目として行っ
た「聞き書きを通して学ぶ地域社会」を例に学びの成果の一例を紹介する。
　「聞き書き」とは、林業や農業に従事する高齢者（話し手）に会い、その
人との自由な対話を通して、聞き取ったことを文章にする活動である。成
果物として話し手の個人史のような小作品が出来上がる。平成30年度の受
講生であった女子学生（１年生）は、県内で林　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業に従事する80代の男性に
聞き書きを行った。彼女は、まちで生まれ育ち、林業も山村の暮らしも全

く知らない都会の子であった。話し手の方は、昔の林業の道具を軽トラックに乗せてもってきてくれ、
その使い方や山での暮らしの話をしてくれた。そのすべては、彼女にとってトトロの世界のことのよう
だったそうである。しかし、聞き書きをした感想として彼女は次のようなこと述べた。「今回聞き書き
を体験して、今まで本でしか見たことなかったことなどを知ることができてよかった。また、聞き書き
を通して林業をしている人の心の広さや優しさを感じることができたし、林業がどれほど大変で人間の
生活をどれだけ手助けしているか直接話を聞けたことでモノに対する考え方や見方を変えることができ
た。聞き書きをしていなければそのようなこともできなかったと思う。」
　このような感想を持った彼女が、聞き書き作品につけたタイトルは「山で生きるということ」であっ
た。それは、話し手の次のような話を聞いたからだ。
　「・・・・そして、山の仕事は途中で辞めたらだめと思うから、いったん受けたらやりとげないとい
けないという意識はある。山に行くのはやっぱり楽しい。植林して、春見た木と秋見た木では一段と秋
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　　　　　　　※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

（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、ただ単に現場に行けばよいのではなく、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、警察が行う交通安全キャ
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。ティッシュを配り、通行人に聞き取り調査をしたら、事後にはティッシュを受け取った人の反応
や以後のより効果的なキャンペーンのあり方について話し合い、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。本科目の導入当初は、Ａ、Ｂ
の分類だけであったが、SGU認定後は、グローバル実践人を育成するという観点から学修環境として
のＧまたはＧ＋の要素を加味したことにより、Ａ、Ｂ、ＧＡ、ＧＢ、Ｇ＋Ａ、Ｇ＋Ｂの６タイプに分類す
ることになった。

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）

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。

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。

表．タイプ分けの基本



68

８ 実践型社会連携教育プログラムへの取り組み

には大きくなっている。手入れをした木はすくすく大きくなっていく。それを見ると手入れをしたかい
があると思う。ちっさい木だけど、この木が大きな木になるまで何とか生き続けて手入れをしてやらな
いといけないと思うところもある。やっぱり木が成長しているのを見るのが一番幸せ。子育てとはまた
別の感じで楽しい。自分の切った木が何に使われているとかはわからない。」「手入れをすれば応えてく
れる気がするのが林業の魅力だと思う。自分が手をかけただけ大きくなってくれるのを実感するのが一
番いいところだと思う。だから、林業経営は、この木を早く売ってお金にしようという感覚ではない。
お金ではなくて育つのが楽しいからやっている。植えて終わりではなくて、大きくなるまで手入れをし
てやらないといい木はできない。年々それなりの手入れをしたほうがいい。お金も大事だけど、自分の
山は９haぐらい面積があるんだけど、ずっと林業ばかりではない。田んぼを耕すとか他の人の山を伐
採して搬出するとか、そういうような時間もある。昔とは変わってきて、履物でも底があって滑らんよ
うなのがあるし、頭の方でもヘルメットなんかで危険を防止するようなものもある。機械ができて前よ
りは楽になった。」
　都会の子である彼女が、「山で生きるということ」というタイトルを付けたのは、80代の話し手には脈々
とつながってきた山仕事の作法や山への畏敬の念のような大事なものが、自分たちの代にプツリと途切
れてしまおうとしていることを実感したからである。持続可能な社会と言うとき、途切れてはいけない
ものは、化石燃料や南極の氷と言う前に、山で生きる作法や山への畏敬の念であることに気づいたので
ある。SDGsの一つである「陸の豊かさを守る」ことに関して、大学では、バイオテクノロジーによっ
て病害虫に強い素性の良い苗木をつくる技術は学べるかもしれない。しかし、今木を切った山に、50年
後を見据えてどの樹種の木を植えればよいのか、植えた木と山を誰がどのようにして50年も守り育てて
いくのかは講義しないだろう。したとしても、実感を伴ってそれを学べる場所は、教室ではないだろう。
彼女が林業に就くことはおそらくないだろうが、彼女にとって、社会への自分のまなざしが変化したこ
とに気づいた経験は貴重である。

８－６　新型コロナウイルス感染症と実践型社会連携教育の未来

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、実践型社会連携教育の実施に大きな制約が
あった。４月下旬に緊急事態宣言が発布され、学生が登校できない状態となりすべての授業がリモート、
オンラインとなった。また、感染防止のために企業や地域社会の様々な現場に出向くこと、地域社会の
人と直接会うことができなくなり、実践型社会連携の授業スタイルが成り立たなくなった。３学期以降、
対面授業も一部再開されたが、新型コロナウイルスの感染は勢いを増した。このため、実践型社会連携
教育科目は、閉講または授業の内容を大きく変更して座学の部分のみを実施することで開講した科目も
あった。
　次年度以降、しばらくはこうしたコロナ対応の体制が続くと見込まれること、また、今回の経験から
ポストコロナ時代にあっても新しい授業形態としてオンラインの活用が進むと考えられることから、実
践型社会連携教育科目もその流れに乗った対応が求められる。今年度の実験的取り組みの例をあげれば、
Ｗeb会議システム（ZOOM）を用いて聞き取り調査を実施したり、外部専門家から統計情報システム
であるRESASの使い方のレクチャーを受けたり、提案の発表会を行った授業がある。また、Ｗeb会議
システムを活用することで、遠隔地からの外部講師の講義を、授業の受講生だけでなく一般にも開放し、
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▲２人掛け、４人掛け、６人掛けのパーテーションの配置

多様な参加者により意見交換をすることも容易になった。コロナ対応の授業の工夫から、従来の対面授
業では得られなかった教育効果も見いだせている。
　感染防止の対策を徹底して対面授業を行った例もある。具体的対策としては、①受講者に毎日の健康
チェックを課し（朝夕の体温、味覚異常、倦怠感などの症状をチェック表に記録する）、異常がある場
合は教室での授業に参加できなくする（補講措置を講じる）、②始業前の体温チェックにより37℃を超
えている者は退出させる（補講措置あり）、③入室時の手指消毒、④グループ討論において一人一人の
間を透明アクリル板のパーテーションで仕切る、⑤毎回の授業で同席したものの氏名を記録に残す（授
業後に感染者が確認された場合、濃厚接触者をすぐに特定するため）、⑥始業前と後でのアルコールに
よる机上の消毒、⑦マスクの着用、⑧教室の換気などである。企業訪問の際には、事前に相手企業のコ
ロナ感染対策を確認するとともに、貸し切りバスでの移動時には、密接をさけるために両サイドの窓側
に１人ずつ着席させ、車内での会話を禁止とした。
　今後のコロナ禍の下では、大前提としてこうした対策の情報を事前に学生に周知し納得したうえで履
修登録してもらうこと、さらには、感染症の拡大状況や感染者が出た場合の代替授業、場合によっては
閉講する準備を整えておくことが必須である。

８－７　令和２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）

▶８-７-１　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（教育等支援事業）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。本科目は平成
26年度から開講しており、従来は、大学生が総社市総合福祉センターの会場に出向き中・高生を直接指
導していたが、本年度は新型コロナウイルスの感染防止の必要から、一時ワンステップが休止された時
期があった。また、ワンステップ再開後も、本学の授業がオンラインとなったことを受け、ZOOMを

68

８ 実践型社会連携教育プログラムへの取り組み

には大きくなっている。手入れをした木はすくすく大きくなっていく。それを見ると手入れをしたかい
があると思う。ちっさい木だけど、この木が大きな木になるまで何とか生き続けて手入れをしてやらな
いといけないと思うところもある。やっぱり木が成長しているのを見るのが一番幸せ。子育てとはまた
別の感じで楽しい。自分の切った木が何に使われているとかはわからない。」「手入れをすれば応えてく
れる気がするのが林業の魅力だと思う。自分が手をかけただけ大きくなってくれるのを実感するのが一
番いいところだと思う。だから、林業経営は、この木を早く売ってお金にしようという感覚ではない。
お金ではなくて育つのが楽しいからやっている。植えて終わりではなくて、大きくなるまで手入れをし
てやらないといい木はできない。年々それなりの手入れをしたほうがいい。お金も大事だけど、自分の
山は９haぐらい面積があるんだけど、ずっと林業ばかりではない。田んぼを耕すとか他の人の山を伐
採して搬出するとか、そういうような時間もある。昔とは変わってきて、履物でも底があって滑らんよ
うなのがあるし、頭の方でもヘルメットなんかで危険を防止するようなものもある。機械ができて前よ
りは楽になった。」
　都会の子である彼女が、「山で生きるということ」というタイトルを付けたのは、80代の話し手には脈々
とつながってきた山仕事の作法や山への畏敬の念のような大事なものが、自分たちの代にプツリと途切
れてしまおうとしていることを実感したからである。持続可能な社会と言うとき、途切れてはいけない
ものは、化石燃料や南極の氷と言う前に、山で生きる作法や山への畏敬の念であることに気づいたので
ある。SDGsの一つである「陸の豊かさを守る」ことに関して、大学では、バイオテクノロジーによっ
て病害虫に強い素性の良い苗木をつくる技術は学べるかもしれない。しかし、今木を切った山に、50年
後を見据えてどの樹種の木を植えればよいのか、植えた木と山を誰がどのようにして50年も守り育てて
いくのかは講義しないだろう。したとしても、実感を伴ってそれを学べる場所は、教室ではないだろう。
彼女が林業に就くことはおそらくないだろうが、彼女にとって、社会への自分のまなざしが変化したこ
とに気づいた経験は貴重である。

８－６　新型コロナウイルス感染症と実践型社会連携教育の未来

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、実践型社会連携教育の実施に大きな制約が
あった。４月下旬に緊急事態宣言が発布され、学生が登校できない状態となりすべての授業がリモート、
オンラインとなった。また、感染防止のために企業や地域社会の様々な現場に出向くこと、地域社会の
人と直接会うことができなくなり、実践型社会連携の授業スタイルが成り立たなくなった。３学期以降、
対面授業も一部再開されたが、新型コロナウイルスの感染は勢いを増した。このため、実践型社会連携
教育科目は、閉講または授業の内容を大きく変更して座学の部分のみを実施することで開講した科目も
あった。
　次年度以降、しばらくはこうしたコロナ対応の体制が続くと見込まれること、また、今回の経験から
ポストコロナ時代にあっても新しい授業形態としてオンラインの活用が進むと考えられることから、実
践型社会連携教育科目もその流れに乗った対応が求められる。今年度の実験的取り組みの例をあげれば、
Ｗeb会議システム（ZOOM）を用いて聞き取り調査を実施したり、外部専門家から統計情報システム
であるRESASの使い方のレクチャーを受けたり、提案の発表会を行った授業がある。また、Ｗeb会議
システムを活用することで、遠隔地からの外部講師の講義を、授業の受講生だけでなく一般にも開放し、
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▲社会人ボランティアによる学習指導とクリスマス会の様子

用いた遠隔授業を試みた。しかしながら、生徒は大学生と直接会って交流したいという希望が極めて強
く、またオンラインに不慣れであったことから、ZOOMの利用は進まなかった。そのため、１、２学
期は、大学生の間でZOOMを通した意見を交換することや（福祉や教育についての話題）、学外の専門
家とつないだリモート会議による特別授業を繰り返し、そのレポートを課すことで授業とした。

　夏季集中講義（８月26日（水））では、外部講師として①高見一夫氏（Ａ’ワーク創造館（大阪地域
職業訓練センター館長））、②前川浩一氏（長野県大町市立美麻小中学校・学校コーディネーター）、
③徳村美佳氏（消費者教育ＮＰＯお金の学校くまもと代表）を招聘し、生活困窮者支援や地域協同学
校の在り方を話題に、講演会を開催した。この様子は、受講生だけでなく一般にも公開した（一部は、
教室にて聴講した）。

　３、４学期は、新型コロナウイルスの感染拡大に収束の兆しが見えないこと、かつ、オンラインによ
る授業の継続が難しいことから残念ながら閉講とした。令和３年度においても当面こうした状況が続く
と見込まれることから、開講は予定されていない。
　総社市社会福協議会では、福祉事業としてのワンステップは継続すべきという考えに立ち、令和２年
10月には、それまで控えていた新規生徒募集を再開し、新たに２名の中学生が加わった。社会福祉協議
会にボランティアとして登録した大学生や社会人が活動を継続している。

▶８-７-２　支え隊
担当：前田芳男副センター長
本来、この授業は、子どもの通学時や屋外での活動時のリスク管理やリスク対応について学ぶととも

に、具体的な通学路の安全対策、子どもの安全意識向上や防犯知識の習得のための指導技術を学ぶこと
で、大学生が小学校などに出向いて児童を指導できるようになることを目的としたものである。岡山県

くらし安全安心課、岡山県警から講師を招聘し指導を受けるとともに、県内での犯罪発生や防犯への取
り組みの実態も講義してもらっていた。
　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、対面授業ができなかったため、本年度は、
下表に示す内容で資料を提供し、レポートを提出することで授業とした。
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▶８-７-３　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
新型コロナウイルスの感染拡大により、全国の小中高校、大学に至るまでオンライン授業の導入が
進　　んだ。今後、感染が収束してもオンライン授業が一般化していくと考えられる。そこで、オンラ

インによる授業とそのための教材開発に取り組んだ。
　具体的には、①オンライン家庭科授業（防災非常食を使って料理しよう）、②オンライン国語授業
（俳句を作ろう）、③オンライン探究授業（調査をしてみよう）、④大学生向けポストコロナの学びを
問う小説風教材、⑤自由テーマで、実際に授業計画を立て、それに見合う教材を作成し、自分でも試
してみることを課した。作業は各自の家庭で行い、発表会のみ教室で実施した。提案された教材は、
災害避難時に簡単に作れる菓子パンを自分で試作し、それを中学生にオンラインで指導する方法など
であった。
　成果発表会には、JETRO岡山貿易情報センターの相原君俊所長、都築佑樹係長にも参加いただ
き、講評をしていただいた。

▶８-７-４　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。いずれも対面式授業ではなく、オンラインによる課題とその成果を共有することによって学生

課題番号 レポートのタイトル 難易度
１ コロナウイルスPCR検査の是非で自己紹介 ★
２ 新「いかのおすし」を考案せよ ★
３ 「割れ窓理論」から身近な問題を論じよ ★★
４ 地域安全マップ ★★★
５ 防災意識のリフレッシュ ★
６ 私はリスク頭脳を持っているか ★
７ 総合レポート ★★★
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▲前川浩一氏 ▲高見一夫氏

▲社会人ボランティアによる学習指導とクリスマス会の様子

▲教室の様子

用いた遠隔授業を試みた。しかしながら、生徒は大学生と直接会って交流したいという希望が極めて強
く、またオンラインに不慣れであったことから、ZOOMの利用は進まなかった。そのため、１、２学
期は、大学生の間でZOOMを通した意見を交換することや（福祉や教育についての話題）、学外の専門
家とつないだリモート会議による特別授業を繰り返し、そのレポートを課すことで授業とした。

　夏季集中講義（８月26日（水））では、外部講師として①高見一夫氏（Ａ’ワーク創造館（大阪地域職
業訓練センター館長））、②前川浩一氏（長野県大町市立美麻小中学校・学校コーディネーター）、③徳
村美佳氏（消費者教育ＮＰＯお金の学校くまもと代表）を招聘し、生活困窮者支援や地域協同学校の在
り方を話題に、講演会を開催した。この様子は、受講生だけでなく一般にも公開した（一部は、教室に
て聴講した）。

　３、４学期は、新型コロナウイルスの感染拡大に収束の兆しが見えないこと、かつ、オンラインによ
る授業の継続が難しいことから残念ながら閉講とした。令和３年度においても当面こうした状況が続く
と見込まれることから、開講は予定されていない。
　総社市社会福協議会では、福祉事業としてのワンステップは継続すべきという考えに立ち、令和２年
10月には、それまで控えていた新規生徒募集を再開し、新たに２名の中学生が加わった。社会福祉協議
会にボランティアとして登録した大学生や社会人が活動を継続している。

▶８-７-２　支え隊
担当：前田芳男副センター長

　本来、この授業は、子どもの通学時や屋外での活動時のリスク管理やリスク対応について学ぶととも
に、具体的な通学路の安全対策、子どもの安全意識向上や防犯知識の習得のための指導技術を学ぶこと
で、大学生が小学校などに出向いて児童を指導できるようになることを目的としたものである。岡山県
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同士の相互触発を誘発する特別な教材を開発して実施した。グループ討論するべきところを、それを行
わずに同等の成果（＝討論による創造性の発揮）をあげる教授法を開発することができた。
　いずれの学期も、初回のオリエンテーションのみ教室での対面授業を行い、グループ討論の基本的な
手法を体験させ、その基本原理が後のオンライン課題に反映されていることを理解してもらった。例え
ば、ブレイン・ライティングという手法を体験することで、他人のアイデアから刺激を受けて自分の発
想が膨らんでいくことを実感させ、後の課題で各人が提出したレポートなどを相互によく読むことで、
自分の考えを広めたり深めたりするよう促した。
　実践型授業であることから、討論課題として、実社会の課題を取り上げた、３学期は、熊本県内の自
治体の健康診断結果のデータを基に、この町の健康問題を明らかにし、上記のような相互触発のための
資料を学生自身が作りつつ、他人のアイデアと自分のアイデアを融合させ、ステップアップしながら、
この町への健康づくり施策を提案させた。
　４学期は、生活困窮家庭への支援介入策をテーマに、各人が保健師、弁護士、医師などの役割を演じ
つつ、具体的な支援策を考えていった。

▶８-７-５　フィールド調査の基礎を学ぶ
担当：前田芳男副センター長
大学での研究活動に必要な調査、レポート作成の基礎を学ぶことを目的としている。各自が調査テー

マを決め、フィールド調査を行い、提出されたレポートを数次にわたって添削指導するものである。課
題テーマは以下の通りであった。
テーマ１．コロナ禍の中、岡大生はどう生活したか

 10人以上の岡大生に聞き取り調査をする。ただし、SNSを使ったり、紙の調査票を渡して書
いてもらって回収するなど、密接を避ける手段で行わなければならない。調査結果は、コロ
ナ禍の中での学生の生活実態を知り、後に様々なことを検討する際に役立つこと。新型コロ
ナ収束後で同じ調査をすれば、比較検討ができる。大事なことは、調査結果が何らかの形で
社会に役立つこと。それを意識して取り組む。

テーマ２．定点観測
・コロナ関係なら
 いつも決まった時間、特定の場所で、継続して人数を計測する。例えば、マスクをつけてい
る人いない人。屋外と教室内、性別、学部、自転車と徒歩などで、マスクをつけている人の
割合が違うかもしれない。
 NHKの９時のニュースで取り上げられるコロナ関係のニュースの内容の変化なども時系列
で追いかけると面白い。
・コロナ関係以外では
 自転車で、雨天時のカサ差し運転者と合羽着用運転者の割合。居酒屋の前に止まっている（お
客さんのものと思われる）自転車の数の曜日別変化など、自由に考えてよい。
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▶８-７-６　実践コミュニケーション論
担当：前田芳男副センター長
３、４学期またがりの実践型社会連携教育科目である。平成24年度から始まったもので、通常の座学

とは異なり、県内の企業から実際的な課題を出していただき、学生たちがグループ活動を通して課題解
決策を考えるものである。令和３年にスタートする新工学部の看板プログラムともなっている。
　工学部の田中秀雄名誉教授と坂田有三非常勤講師、それに当センターの前田芳男副センター長が授業
を担当し、教員は、学生のグループ討論に加わってアドバイスをしたり、企業人としてアイデアから製
品化までの実務を教えたり、研究者としての思考法を教えたりする。経済学部と工学部が共同する文理
融合型の体制をとっているところに特色があり、経済学部が主担当となって開講するＡクラス、工学部
が主担当となるＢクラスがあり、例年いずれも両学部の学生が10人程度、計20人程度の編成になってい
る。
　令和２年度のＢクラスの課題は、萩原工業株式会社様からの「ブルーシートをグローバル展開するた
めの提案」であった。受講生は工学部生15名、経済学部生10名の計25名、うち女子が19名。３学期（10
月、11月）は、毎週の授業（14：00～16：10）の中でグループ討論手法や発想法、プレゼンテーション
の技術を学び、小課題やレポートでそれを使ったアイデア出し、グループ内発表の練習を繰り返した。
昨年までは、新しい商品やサービスの“学生ならではの”アイデアが主に求められていたが、今年は、
それに加えて商品を国際市場に売り込むところまで考えなければならないため、新市場に打って出るた
めの経営理論なども学んだ。11月の末には、萩原工業本社と工場を見学させていただいた。
　４学期（12月、１月）は、４～６人でチームを組み、提案づくりをした。５つのチームが、ブルーシー
ト＋IT、国連にブルーシートを売り込む、ファッション業界への進出、農業用防虫シート、防災用組
み立て式個室などのテーマで企画提案をした。提案づくりでは、超現実派と超大胆発想派といったメン
バーの個性の違いが先鋭化し、課題に取り組む意欲や作業量の違いに憤慨したり、知識不足の者同士が
互いの顔色をうかがいながら合意形成する難しさから、気まずい雰囲気になったり、妥協と打開の間を
行き来しながら、学生たちは真の“実践”コミュニケーション力を身に着けていく。社会人基礎力のう
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▲教室でのペア討論の様子

同士の相互触発を誘発する特別な教材を開発して実施した。グループ討論するべきところを、それを行
わずに同等の成果（＝討論による創造性の発揮）をあげる教授法を開発することができた。
　いずれの学期も、初回のオリエンテーションのみ教室での対面授業を行い、グループ討論の基本的な
手法を体験させ、その基本原理が後のオンライン課題に反映されていることを理解してもらった。例え
ば、ブレイン・ライティングという手法を体験することで、他人のアイデアから刺激を受けて自分の発
想が膨らんでいくことを実感させ、後の課題で各人が提出したレポートなどを相互によく読むことで、
自分の考えを広めたり深めたりするよう促した。
　実践型授業であることから、討論課題として、実社会の課題を取り上げた、３学期は、熊本県内の自
治体の健康診断結果のデータを基に、この町の健康問題を明らかにし、上記のような相互触発のための
資料を学生自身が作りつつ、他人のアイデアと自分のアイデアを融
合させ、ステップアップしながら、この町への健康づくり施策を提
案させた。
　４学期は、生活困窮家庭への支援介入策をテーマに、各人が保健
師、弁護士、医師などの役割を演じつつ、具体的な支援策を考えて
いった。

▶８-７-５　フィールド調査の基礎を学ぶ
担当：前田芳男副センター長

　大学での研究活動に必要な調査、レポート作成の基礎を学ぶことを目的としている。各自が調査テー
マを決め、フィールド調査を行い、提出されたレポートを数次にわたって添削指導するものである。課
題テーマは以下の通りであった。
テーマ１．コロナ禍の中、岡大生はどう生活したか

10人以上の岡大生に聞き取り調査をする。ただし、SNSを使ったり、紙の調査票を渡して書
いてもらって回収するなど、密接を避ける手段で行わなければならない。調査結果は、コロ
ナ禍の中での学生の生活実態を知り、後に様々なことを検討する際に役立つこと。新型コロ
ナ収束後で同じ調査をすれば、比較検討ができる。大事なことは、調査結果が何らかの形で
社会に役立つこと。それを意識して取り組む。

テーマ２．定点観測
　　　　　・コロナ関係なら

いつも決まった時間、特定の場所で、継続して人数を計測する。例えば、マスクをつけてい
る人いない人。屋外と教室内、性別、学部、自転車と徒歩などで、マスクをつけている人の
割合が違うかもしれない。
NHKの９時のニュースで取り上げられるコロナ関係のニュースの内容の変化なども時系列
で追いかけると面白い。

　　　　　・コロナ関係以外では
自転車で、雨天時のカサ差し運転者と合羽着用運転者の割合。居酒屋の前に止まっている（お
客さんのものと思われる）自転車の数の曜日別変化など、自由に考えてよい。
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ち「チームで働く力」とは何かを理解することができる。受験競争型の勉強ばかりしてきた学生には、
よい経験になる。従来のように、教員が教壇から知識を一方的に与え、学生が受動的にそれを覚えると
いった授業では成しえない教育の成果が生まれている。
　本年度は、コロナ禍の中で対面式の授業を行うのに苦労した。受講生には、毎日の健康チェックを課
し、発熱や味覚異常などの症状がある者は出席禁止とし、毎回の授業でも始業前の体温測定や手指消毒
を徹底し、ＴＡ、ＳＡの協力で授業の前と後で机上をアルコールティッシュで拭いたり、パーテーショ
ンで一人一人の間を仕切ってグループ討論するなど可能な限りの対策を取り万全を期した。
課題提供の萩原工業株式会社様から、毎回の授業に若手社員を３名（うち１名は本学工学部卒）派遣

してくださり、学生のグループ討論に加わってもらった。企業訪問では、コロナ対策を万全にしていた
だいたうえで、社長様自ら工場案内をしてくださった。このような、地元企業の温かいご支援があって
この授業が成り立っていることに心から感謝したい。

表．これまでの協力企業とテーマ

年度 ｸﾗｽ 協力企業 テーマ

2012
A ナカシマプロペラ（株） 求人広告企画・提案
B （株）岡山村田製作所 求人広告企画・提案

2013 １ｸﾗｽ
（架空）コンビニ 新たなサービス／ビジネスの企画提案
（事例）アパレルショップ 新サービス／ビジネスの企画提案

2014
A （医）佐藤医院 介護者のためのコミュニティビジネス提案
B （医）佐藤医院 介護者の日々の生活を豊かにする商品の提案

2015
A

Jテラスカフェ
Jテラスのコンセプトを実現するためのアイデアの提
案B

2016
A

（株）ストライプ
インターナショナル

新しいライフスタイル事業の提案

B 倉敷化工（株） 防振ゴムの新用途の提案

年度 ｸﾗｽ 協力企業 テーマ

2017
A （株）ザグザグ

20－30代の顧客に支持されるドラッグストアにする
ための提案

B ダイヤ工業（株）
コルセット・サポーターのオーダーメイド技術による
未来への提案

2018
A 山陽新聞社 若者に山陽新聞を読んでもらうための提案
B 内山工業（株） 発泡スチロールの新用途の提案

2019
A 複数の企業事例 実際の課題についての検討
B カモ井加工紙（株） マスキングテープの新用途提案

2020
A （株）廣榮堂 岡山名物“きびだんご”を海外に！
B 萩原工業（株） ブルーシートのグローバル展開のための提案
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▶８-７-７　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」の学系区分が設けられ、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。当初から前田副センター長
がそのうちの１科目を担当している。講義では、「健康づくり」を大きなテーマとして受講生各人が論
証テーマを設定し、論証型論文を作成した。
　受講者には、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。従来であれ
ば、教室で学生同士が互いの文章をピアレビューするのであるが、新型コロナウイルスの感染防止のた
めに対面授業とはせず、オンラインで互いの論文を交換し、修正個所などを指摘し合うこととした。

▶８-７-８　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、前田副センター長が引継ぎ実施している。幕末に備中松山藩の財政再建に成功した山田方谷の
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谷研究会）、河田章氏（岡山大学非常勤講師）が担当した。従来であれば教室での講義を行うが、本年
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▲始業前の体温チェック

▲浅野社長による講義

▲会社訪問の記念撮影
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表．これまでの協力企業とテーマ

年度 ｸﾗｽ 協力企業 テーマ

2012
A ナカシマプロペラ（株） 求人広告企画・提案
B （株）岡山村田製作所 求人広告企画・提案

2013 １ｸﾗｽ
（架空）コンビニ 新たなサービス／ビジネスの企画提案
（事例）アパレルショップ 新サービス／ビジネスの企画提案

2014
A （医）佐藤医院 介護者のためのコミュニティビジネス提案
B （医）佐藤医院 介護者の日々の生活を豊かにする商品の提案

2015
A

Jテラスカフェ
Jテラスのコンセプトを実現するためのアイデアの提
案B

2016
A

（株）ストライプ
インターナショナル

新しいライフスタイル事業の提案

B 倉敷化工（株） 防振ゴムの新用途の提案
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になるとともに市民の一人として社会参画する意識を高め
ることができる。しかしながら、本年度、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大を受け、取材活動が大きく制限されたた
め、①岡山のまちの魅力、②故郷（高校時代を過ごしたま
ち）の魅力、③私と身近な人のコロナ対策のエッセイやレ
ポートとした。３密回避を十分にして実施する場合は④人
の取材も認めたが、この場合は、担当教員である前田と事
前に実施方法を相談してからとした。
　作品の完成までには、最低３回、教員による添削指導を
実施した（オンラインによる原稿の提出、返却による）。
完成した作品からは、岡山や故郷のまちでの学生たちの暮
しの姿を垣間見ることができ、また、学生が行ったコロナ
ウイルス感染防止の行動も分かり、結果的に本学学生の魅
力を知ってもらえる内容の冊子となった。

▶８-７-10　地域高齢者と介護
担当：浜田淳教授（大学院医歯薬学総合研究科）、前田芳男副センター長
医学部浜田淳教授が開講している科目を前田副センター長が連携教員として支援した。従来は、１、

２学期またがりで実施し、岡山市内の４つの高齢者福祉施設にて実際の業務の補助的な仕事を体験した
り、施設職員から福祉の仕事に関するレクチャーを受けたりするものである。しかし、本年度は新型コ
ロナウイルスの感染拡大があり、高齢者施設での実習はできなかったため、１学期のみの開講とし、オ
ンラインで教材を提供した。また、レポートを課した。
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▲集めたゴミを前にして環境問題を講義した

▶８-７-11　桃太郎・桃子チャレンジ　～知識と社会に・経験を学びに～
担当：前田芳男副センター長
本科目は、初年次生を主対象としたインターンシップ型科目である。
昨年度までカナダのブリティッシュコロンビア大学のCoopプログラムと連動して実施していた教養
科目「国際インターンシップ」が、新型コロナウイルスの感染拡大などの理由から実施できなかった
こともあり、それを補完する科目として貴重な実践型科目となった。
　通常のインターンシップと異なる点は、受け入れ先から具体的な課題を出してもらい、それを解決
することで相手に対して何らかの貢献をするように授業が設計されている点である。本年度は、岡山
市庭園都市推進課が実施する西川の清掃活動において、清掃ボランティアとして参加した小学生に環
境教育を行うプログラムを作成し、実際の教材づくり、当日の教師役を務めることが課題であった。
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▲岡山大学　鹿田キャンパス

▲パーキングデイの入口

▶８-７-12　多職種連携と地域包括ケア
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
岡山大学は川崎医療福祉大学と連携して、毎年、実践型社会連携教育として、授業のテーマを「人々

の暮らしを考える」と位置づけ、多職種連携と地域包括ケアのワークショップ授業を実施している。
　本授業は、岡山大学が定めた実践型教育の定義「実践型社会連携教育のタイプ分けの基本」のうち、
島しょ部における地域包括医療ケアをテーマに、「判断基準」：社会連携した実践活動の度合いAタイ
プ「（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。」
を忠実に守り授業を実施している。
　具体的な授業日程と授業全体のカリキュラムは下記の２単位の授業。
　主担当教員は、医学部浜田淳教授、副担当を三村聡センター長が担当している。今年度は、新型コロ
ナ災禍の影響により、例年の笠岡市笠岡諸島での
フィールドスタディやワークショップが実施でき
なかった。
　その代替措置として、例年は３学期、４学期の
連続授業を、今期は３学期の実施に絞り、単位を
半分の１単位として、教室での完全講義形式で実
施した。
　来年度は、笠岡諸島をオンラインで結ぶなどし
た新たなスタイルでの授業実施を計画している。

▶８-７-13　 SDGs：持続可能な社会に向けた岡山のまちづくり事例
担当：岩淵泰准教授
一年生を対象にした本講義は、岡山県内のまちづくり事例を学び、SDGsの発展を考える講義を行っ

ている。西川緑道公園、矢掛町、倉敷市水島地区のまちづくりなどを紹介している。本年度は、オンラ
インで講座が行われた。

▶８-７-14　 倉敷市水島から学ぶ地域社会と環境
担当：岩淵泰准教授
２-２-２の岡山大学実践型社会連携授業項を参照し

てもらいたいが、本講義から得た学生の意見を紹介し
たい。
　「この場所について記憶にあるのは更地で誰もいな
い状態であった。私にとってはそのような印象が強
かったが、まち歩きワークショップやパーキングデイ
での水島おかみさん会の方々のお話を通して、賑わっ
ていた水島の商店街を象徴する建物があり、その場所
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実践型社会連携教育プログラムへの取り組み ８

が水島の人々にとってとても思い入れの強い場所であることを知った。」
　また、水島の利点として、アクセスが多いこと、空間が広いこと、利用可能な建物も多いことなど、
昼の活動を増やすべきだと意見が出された。また、まちづくりに関心がある住民も少しずつ増えている
点を学生が指摘した。

▶８-７-15　岡山まちづくり論
担当：岩淵泰准教授
４．まちづくり実践活動・地域連携の矢掛町を参照してもらいたい。岡山まちづくり論の研究テーマ

に「田舎のフードロス問題」を取り上げた。７月と11月に二度に分けてフィールドワークを行った。フィー
ルドワークから学生の意見を採り上げる。（１）集落で料理教室を開催し、野菜の廃棄量を量るなど、フー
ドロスの現状を知る。（２）食費に苦労する子ども食堂や若者に安価で提供する方法を考える。（３）集
落の方が楽しみにしている季節の産品を提供する宿泊プログラムを開発する、などが挙げられた。
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９ その他

９－１　学会・学術活動

９－２　マスコミ報道

催事 日時 会場 報告者 テーマ・学会名

人を大切にする経営学
会　第７回全国大会

令和２年
９月12日、13日

品川区立総合区民
会館
川崎商工会議所

三村聡（分科会全
体のとりまとめ）

「五方良しの経営学の実践」人
を大切にする経営学会

日本計画行政学会
第43回全国大会

令和２年
11月27日、28日

オンライン
（拠点：東京工業
大学）

三村聡（分科会と
りまとめ）

「トランジション・マネジメン
トと計画行政」
日本計画行政学会

日本計画行政学会
第43回全国大会

令和２年
11月27日 オンライン開催 岩淵泰

前田芳男

アクティブ・ラーニングが与え
たコミュニティの変化
―岡山県矢掛町まちづくりアン
ケートを一例に ―

日付 報道機関 タイトル
【新聞】
令和２年５月12日 山陽新聞 遠隔授業 学生の声支えに

令和２年６月18日 山陽新聞 留学生に米１トン寄贈

令和２年６月18日 読売新聞 留学生へ 恩返しの米１トン

令和２年７月22日 山陽新聞 美作市の課題 市長選を前に

令和２年８月27日 山陽新聞 西川 小中高生らクリーン探検

令和２年９月21日 中国新聞 井原市議報酬月額40万円 月内にも条例改正案提出

令和２年10月16日 読売新聞 岡山の針路2020知事選 西日本豪雨からの復興

令和２年11月18日 山陽新聞 新見市の課題 市長選を前に

令和２年12月13日 山陽新聞 知を活かす 地域と大学 矢掛町江良地区
【テレビ】
令和２年６月29日～７月３日 NHK 特集「豪雨あの日から」三村聡センター長コメント

令和２年７月６日 NHK NHKニュースおはよう日本「西日本豪雨から２年」
三村聡センター長コメント

９ その他
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令和２年９月21日 中国新聞 井原市議報酬月額40万円 月内にも条例改正案提出

令和２年10月16日 読売新聞 岡山の針路2020知事選 西日本豪雨からの復興

令和２年11月18日 山陽新聞 新見市の課題 市長選を前に

令和２年12月13日 山陽新聞 知を活かす 地域と大学 矢掛町江良地区
【テレビ】
令和２年６月29日～７月３日 NHK 特集「豪雨あの日から」三村聡センター長コメント

令和２年７月６日 NHK NHKニュースおはよう日本「西日本豪雨から２年」
三村聡センター長コメント

９ その他
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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

１
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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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運営委員会名簿

岡山大学地域総合研究センター運営委員会名簿
令和２年４月１日現在

以上５名

氏　　　　名 備 考

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 岩　淵　　　泰 センター専任教員

６号委員 渡　部　廉　弘 総務・企画部長



アドバイザー委員会名簿
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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

ヴァンソン 藤井由実 都市交通ジャーナリスト
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
桂田 隆行 日本政策投資銀行　参事役

サウミャ・キニ ポートランド ランドスケープアーキテクチャ
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2021/1/15 コロナが大学に与えた影響 にぎわい失ったキャンパス︓⼭陽新聞デジタル｜さんデジ

https://www.sanyonews.jp/article/1000382?rct=machitan 2/2

キャンパスの桜はとても美しい。新年
度の始まりを告げてくれる

（2020年04月03⽇ 18時44分 更新）

平時を取り戻したら、教員は学生たちと話し合う機会を意
識して作っていかなければならないだろう。

 そもそも、私⾃⾝の授業を60分もビデオ撮影して、インターネット上で⾒られるのは少し恥ず
かしい気持ちがする。寝癖を直し、髪も整えよう。また、ビデオを⾒返すほど学識に富んだ話な
のか不安だ。新入生が一⽇中、高速のインターネット環境を準備できるのか心許ない。実は、新
入生には、レジュメには記載していないが、教員⾃⾝がどうして研究を志したのか、大学から現
在まで何に悩まされてきたのか、そのような話も伝えていきたい。

 筆者の場合は、フランスの生活をよく話している。アラブ人の安い理髪店で髪を切ったり、へ
こんだ缶詰を安く買うためにバザーで並んだり、マルシェで旬の食べ物を探したり、貧しいなが
ら必死なフランス生活を新入生が笑って聞いてくれるのがとてもうれしい。その中で、一人でも
海外留学を志す学生がいれば有り難いのだ。学歴なんて全く役に⽴たない海外に向ったときに、
大学時代の友人や恩師の顔が思い浮かぶものなのだ。学生たちの顔を⾒ると、教員は一生懸命話
したくなるものだ。もちろん、一方的に話してはいけないのだが。

 学生も教員も、にぎわいのないキャンパスはさみしい限りだ。コロナが落ち着いてきたら、新
入生からどうして岡⼭で生活を始めたのかをゆっくり聞いてみたい。勇気を出して研究室に来た
学生にはコーヒーを提供しよう。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。

2021/1/15 新⾒市のまちづくり戦略（下） 地区と⾃分⾃⾝の未来を考える︓⼭陽新聞デジタル｜さんデジ

https://www.sanyonews.jp/article/1028782?rct=machitan 2/3

 「イノシシも問題だけど、問題はサルが増えてきたな。一層、サルにあの⼭は任せてしまおう
か。サルが増えたらまた降りてくるか」「岩⼭神社や温泉ももっと人が惹きつけられるんじゃな
かろうか」「交通アクセスも、商業施設も作ってほしいが、福祉の⾯で助け合える場所が必要だ
ろう」「荒廃地でヤギでも飼育してみよう」「お年寄りの得意分野を⼦どもたちに残していきた
い」「高齢者の誕生⽇会に加えて、元気な人へのデイサービスを充実させたい」

 会場を回ってみると、六つのテーブルから様々な意⾒が⾶び交っていた。参加者は共通して、
みんなが集まる機会と場の構築を積極的に評価していた。⽇曜⽇の午後6時から集まってくれる
方々なのでやる気もあるのだろうが、上熊谷地区の特⾊には、助け合いや結びつきの意識が非常
に強いように感じられた。

 会⻑さんと副会⻑さんにお話をうかがってみた。

 「やっぱり、⼦どもたちの参加が一番うれしかったです。アンケートの内容も大切なのです
が、まちづくりのことを、家の中でも話し合ってもらっていました。ワークショップを踏まえ
て、組織が⽴ち上がっていくプロセスができました。積極的な意⾒が出てきたんじゃないかなと
思います。いきなり、みなさんの意識を変えていくことは難しいのですが、少しずつ地域の人の
期待に応えられるように基礎固めをしたい」

 「⼦どもたちの発表を聞いて、地域のことを考えてくれているんだなあと感じました。準備委
員会の話し合いだけじゃなかったんですね。実際に声が聞けました。⼦どもたちをほめてあげた
いです。継続的に参加してくれるのが一番だと思います」

 上熊谷地区のワークショップでは、「みんながひとつの家族のように助け合える」という⾔葉
を何度か聞いた。筆者には、当たり一辺倒ではなく、心のこもった声を聞いて新鮮に感じられ
た。最後に、⼦どもたちの声を付記しておきたい。

 「ワークショップはちょっと緊張しました。先週あるのを聞きました。僕は生活チームでした
から、運動できる場所やバスの本数を増やしてほしいと⾔いました。大人の意⾒を聞いて、僕ら
と似ているところも結構ありました。でも、⼭村広場の施設を変えてほしいとか、地域を再利⽤
するという考え方は持っていなかったので、地域のことを現実的に⾒ているんだなあと思いまし
た。割と楽しかったんで、次回、参加すると思います」（中学生）

「⾃分の生まれた地域に残って、働きたい気持ちになった。⾃分にどんなことができるかを思っ
た」（高校生）

 上熊谷地区のワークショップの後、⼦どもたちと地区の将来、進学、就職など、ざっくばらん
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岡⼭大学図書館。周囲は閑散としてい
る

桜の季節は新入生が歩いているはずだ
が、今年は寂しい

もちろん、⾃転⾞もない。ひっそりし
ている

コラム｜岡⼭まちづくり探検

コロナが大学に与えた影響 にぎわい失ったキャンパス

 桜が咲き始めると、大学には新入生が集まり、サークル
や部活の勧誘でキャンパスはにぎやかになる。高校から上
がったばかりの新入生は、4月の授業には積極的に出席
し、ゴールデンウイーク明けには大学生活にも慣れてい
く。加えて、高校や大学も含めて、学びの場で培う友人は
とても大切だ。社会人になると、会社、地位、上司、出世
など、気を遣いながら人間関係を築いていく節がある。一
方、学生時代は、学問、未来、仕事、趣味、苦悩を含め
て、仕事とは離れたフラットな人間関係から⾃分の友人を
⾒つけられる。とにもかくにも、新学期が始まるときの友
人は一生の宝物だ。

 ただ、今年は新型コロナウイルスのため大学キャンパス
は異なった様⼦を⾒せている。2月から3月にかけては卒業
旅⾏を中⽌にした学生たちに会った。イタリアで開催され
るカーニバルを楽しみにしていたが、旅⾏が中⽌となりと
てもショックを受けていた。続けて、アメリカやオランダ
の学生たちが⽇本への留学を断念した。何年もかけて準備
をしたはずだ。コロナが落ち着いたら、⽇本での学びを夢
にする世界の若者を応援するべきだと思う。

 卒業式や入学式も中⽌となった。はかまをキャンセルし
たり、家族で写真に収まるのを心待ちにしていたりした人
も多いだろう。

 一方で、教育の現場も大きな変化があった。授業の開講
⽇が伸びただけではなく、インターネットを通じた遠隔授
業を取り入れることになった。たとえば、講義をビデオで
撮影したり、授業ファイルとプリントをインターネットで
読めるようにしたりした。学生は感染リスクを気にせず講
義を受けることができる。ZOOM（ビデオ会議）を使った
遠隔授業では、パソコン上で相互のディスカッションもで
きるようだ。技術の進歩は、どこでも授業が受けられる意
味で、距離や空間の問題を解決してくれる。現在の緊急事
態の中で技術の進歩は非常にありがたい。しかしながら、
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上熊谷地区のワークショップ。始まり
は固い雰囲気も最後は柔らかくなった

ワークショップに臨む⼦どもたち。緊
張気味だ

豊かな⾃然に包まれた塩城小学校。ワ
ークショップは体育館を使って開かれ
た

コラム｜岡⼭まちづくり探検

新⾒市のまちづくり戦略（下） 地区と⾃分⾃⾝の未来を考
える

 新⾒市は小規模多機能⾃治を実践するために、地域運営
組織の設⽴を進めている。新⾒市上熊谷（中心市街地から
⾞で約20分）では地区アンケートを終え、7月28⽇に組織
を⽴ち上げる予定だ。昨年10月に準備会が発⾜し、年が明
けて3月15⽇にワークショップを開催する予定であった
が、新型コロナウイルス感染拡大の影響で6月28⽇に順延
していた。

 筆者は、上熊谷のワークショップをとても楽しみにして
いた。聞いたところでは、この地区の住⺠はワークショッ
プを一度も経験したことがないそうだ。地区からどんな意
⾒を⾶び出すのか。筆者は、中⼭間地域の現状を知る上で
大変良い機会になると考えた。

アンケートから都市部とは異なる課題が⾒てとれる。ま
ず、525人の回答数（対象者数690人）のうち、8割が住み
続けたいという気持ちを持っているのに⽬が留まった。地
区の⾃慢は、「景観・⾃然環境」「地区の助け合い、人
情、交流」が上位に占める。

 課題は、獣害、⽥畑や⼭林の荒廃、空き店舗・空き地の
増加、公共交通の脆弱性、高齢者の通院・買い物、児童数
の低下、伝統⾏事の継承など多岐に挙げられている。ただ
し、アンケートの情報だけでは、一般的状況は把握できる
が、少し乾燥的で、肌感覚でフィットしない。ワークショ
ップは、⾃⾝の⾔葉を選び、話し合う。だから、活き活き
とした議論に発展するのだ。場から得られる情報は貴重な
のだ。

 会場の塩城小学校体育館に着き、上熊谷の将来を考える会の会⻑さんにあいさつすると、「集
落では、ワークショップをしたことがないので、人が集まるのか、心配ですね」とおっしゃって
いた。だが、当⽇は大人10人、⼦ども9人（小・中・高校生）が集まってくれた。ワークショップ
の内容は、（1）将来像の策定と（2）参加者⾃⾝ができることの二本柱である。コロナ禍のため1
時間の短縮版ではあったが、会場の意⾒は熱がこもり、⾯⽩かった。
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 ただ、政府が何度も呼びかけてできなかった働き方改⾰や、遠隔授業、リモート出勤、デジタ
ルライフの充実が一気に進むことになった。その間、時間と空間の使い方を各⾃考えるようにな
った。半年もコロナ禍の生活に馴染んでくると、便利な点も多く、かつての生活に戻ることはも
うできないだろう。それでは、まちづくりは、コロナが収まるまで待っていれば良いのだろう
か。

 早急にすべきは、コロナ禍とコロナ後の世界に向けて地域の強みが何であるのか、整理するこ
とだ。筆者は、対⾯的な交流が難しくなるほどに、人との交流価値は高まっていくと考えてい
る。また、若い世代の中央志向が弱まっていき、安全・安心な地元志向が強まっていくはずだ。
東京や大阪本社への出勤から地方勤務が推奨された場合、岡⼭での生活が選択肢に残るのか、真
剣な議論も必要だ。厳しいコロナの生活から、地域の優位性を輝かせるチャンスにしていかなけ
ればならない。

リアルとバーチャルの交流が、地域でバランス良く実践されていれば、暮らしの満⾜度は高ま
っていく。たとえば、岡⼭は公園を増やし、空気の流れ道を意識し、歩きやすく、圧迫感のない
都市構造を整備することだ。三密を避けながらも、⾃分らしいライフスタイルを⽀援するまちを
つくっていかなければならない。仕事中心から脱却して、余裕の生まれた⾃分の時間を地域へ投
資できるのか。次稿に続く。

 ◇

 ７月１４⽇の晩、「コロナ後のまちづくり」に関するウェブ対談に参加した。江⼝晋太郎⽒
（東京を拠点に全国のエリアマネジメントを⽀援・研究）は、岡⼭市旭川沿いの石⼭公園の活⽤
についてアドバイスをしており、若者の地域参画を進める原⽥謙介⽒の３人で⾃由に意⾒を出し
合った。筆者の発表を基にコラムを作成した。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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な話をした。彼らの⾔葉の中に“このまちと”という⾔葉が出てきたときに、新⾒市はまだまだ底
⼒があると感じた。一方で、若者も地域と⾃分⾃⾝の将来について期待も不安もあるのがよく分
かった。ワークショップは、会場での合意形成がどれほど、まちづくりに影響するのかで満⾜度
が変わってくる。地域のみなさんも、⼦どもたちも、役場のみなさんもまちづくりに一生懸命な
のだ。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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コロナは精神⾯に影響を与えた

まちづくりは豊かさを追求してきた

コロナ禍の生活で気づいたこと

コラム｜岡⼭まちづくり探検

コロナ禍のまちづくり論（上） 地域はどこに向うのか︖

コロナがまちづくりに与えた影響は何であろうか。まち
づくりでは、どのようにひとを集めるかを考えてきた。し
かし、コロナ禍では、三密（密閉、密集、密接）を徹底し
なければならない。コロナとまちづくりは、真逆の発想か
ら出発する。市⺠の交流は、賑わいの創出だけではなく、
地域の課題や将来を話し合う⺠主主義の側⾯を持ってい
る。今回は、コロナ禍のまちづくりについて考えてみた
い。

 まちづくりの基本的な問いは、なにが地域の豊かさなの
か、そして、暮らしやすさなのかを追求することだ。国や
地域によって異なる意⾒が出てくる。読者の方も、⽂化、
気候、環境、歴史、食事、友人、⾃然、アクセス、趣味な
ど、住みたくなる要素をイメージしてもらいたい。

 筆者はコロナ禍による変化を以下のように考える。一つ
⽬は、リアルな交流からバーチャルな交流へのシフトだ。
テレワークが定着し、パソコンの画⾯に向き合うことが増
えた。二つ⽬は、通勤や会議が減ったため、時間の使い方
を考えるようになった。新鮮な驚きは、⻑引いた会議が意
外と早く終わるということだ。三つ⽬は、不要不急の部分
を取り除くことで暮らしがシンプルになった。家や研究室の掃除をして頭が少し楽になった。

 当然、課題も多い。巣ごもり生活は、多くのストレスを感じざるを得ない。また、アルバイト
や新卒の採⽤を取りやめる企業も続出している。まちを歩くと、馴染みの飲食店が閉店し、テイ
クアウトを提供する店舗が増えてきた。最も心配しているのは、ひととひととの交流が減ること
で、さみしさ、不安、安楽といった感情の拠り所も失ってしまうことだ。人間は⾃分⾃⾝を確認
しながら生きている。声を掛け合うことで私たちが社会的存在であることをうれしく思うのだ。

 一方、コロナをリーマンショックに例えて論じることがある。株価や経済活動についてはその
通りかもしれないが、筆者は、コロナが精神⾯に計り知れない影響を与えたと考えている。これ
までの経済成⻑は、大量生産と大量消費によって⽀えられてきた。また、グローバル社会の進展
は、人と物の⾏き来を活発化させた。コロナがそれらに制限をかけたとき、私たちの生活は⼾惑
った。
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携が必要である。地方では、運営資⾦の獲得や地域ブランドの価値向上などまだまだ後れを取っ
ている。企業によるまちづくりへの参入が限定的なのだ。しかし、地域課題の解決には、専門家
のスキルが不可⽋であり、都市部ではビジネスチャンスになっている。たとえば、再生エネルギ
ーの活⽤、AI（人⼯知能）による食品ロスの削減や農業管理、空き家対策などは、地方の場で積
極的に展開してもらいたい。

 そのためには、私たちも、待ちの姿勢ではなく、都市部に声をかけていくしかないのだ。その
ようにすることで、企業が参入しやすい環境を整備することになる。筆者が期待しているのは、
浮いた時間を、家と仕事だけではなく、地域への投資に振り分けてもらうことだ。とにもかくに
も、会社で働くみなさんが地域に楽しく触れる時間が増えてほしいのだ。

 最後に、コロナ禍のまちづくりを岡⼭から考えてみよう。岡⼭では生活困窮者への⽀援の輪が
出てきたように、「苦しいときこそ、地域共生を⽬指そうよ」と、人々が一生懸命、汗をかいて
くれた。それが、岡⼭のまちづくりだ。地域の豊かさをしっかり考えること。地域の愛着を大切
にすること。交流を通じて地域に⾵を流すこと。コロナ禍でなくても変わらぬことであるが、そ
れを意識的にこなしてみると、応援団も岡⼭のまちづくりに参加しやすくなるのである。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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まで、旭川や⻄川から濾（こ）した⽔を飲み、先人は衛生
的な⽔を手に入れるため大変な苦労をしてきたのである。

 さて、筆者は、高梁市の⽊野⼭神社に参拝をした。⽊野⼭神社は、高梁駅から一駅離れてい
る。神社は、高梁川に向い合い、急な⼭々に囲まれて、俗世から離れた感がある。宮司にお話を
うかがった。

 「⽊野⼭神社に奉られているのは、闇寵神（くらおかみ）と高寵神（たかおかみ）という神様
です。それらの音が変わって、“おおかみ”になったのです。⽊野⼭神社の奥宮の両脇に“おおか
み”様の像が今でも奉られています。疫病に関していつから信仰が集まったのかは、江⼾時代の前
はよく分からないところも多いのです。ただ、神社は昔からあり、“おおかみ”様のお奉りもして
おりました」 

 「コレラ（⻁列剌）は⻁の字が入っておりますので、それよりも強いのは“おおかみ”様という
ことで、コレラの時は大変人が集まったそうです。⽊野⼭神社が病気に効果があると、それ以前
から信仰はあったようです。コレラの流⾏った時代は、⻄⽇本の岡⼭だけではなく、東⽇本で
も“おおかみ”をお奉りしている神社が大変、流⾏ったそうです」

 いただいた神社のしおりにも、「古くより流⾏病、精神病に対するご霊験はことにあらたか
で、明治⼗年前後中国地方に猛威を奮ったコレラ病は、各地に一大悲惨事を巻き起こし、この業
病をまぬがれんとする人々が昼夜の別なく参拝し、ご分霊の譜待も相次ぎ格別の御神威の発揚が
ありました」とある。

 伝染病に関する対処も情報も限られ、原因不明で人が倒れていく様⼦があれば、多くの人がす
がるような気持ちで参拝を⾏っていただろう。もちろん、現代のように情報が溢れていても、正
確な情報でなければ、不安な気持ちを拭い去ることはできない。ただ、ゴールの⾒えない⻑期戦
に疲弊する中で、「今までも疫病を追い払ったんだ︕」と⽊野⼭神社では前を向くことができ
る。

 宮司さんから大神流⾏病消除のお札をいただいたので、お世話になっている方にお渡しした。
「へぇー。わしは、こんなものがあるとは知らんかった」とのご感想を頂いた。感染予防対策は
神頼みだけにすると、“おおかみ”様もさすがに困ってしまう。三密を避けて、手洗い・うがいの
徹底、そして、お酒の騒ぎを慎むことを再確認した。お宮の皆様、突然のご質問にお答え頂き、
誠にありがとうございました。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
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コロナ禍のまちづくり論（下） 内外から応援団を⾒つけよ
う

コロナ禍のまちづくりで大切なのは、まちづくりを⽀え
る内外の応援団を増やすことだ。応援団とは、若者、観光
客、外国人、学生、教員、都市圏の住⺠、NPO、企業、中
央・地方の⾏政職員、シンクタンクなど、地域に思いをは
せる人々だ。人との交流が厳しい時だからこそ、付き合い
のある応援団に連絡してみよう。コロナ対策の正確な情報
をいち早く入手し、うまく活⽤する。待ちの姿勢ではな
く、動いてみるのだ。

 そもそも、応援団に期待することは、まちづくりの硬直
化を防ぐためだ。まちづくりにかかわると苦い経験を筆者
はよく耳にする。たとえば、（１）世代継承がうまくいか
なかった（２）参加者が忙しくなり、時間が取れなくなっ
た（３）⽬的が達成され、モチベーションが下がった（４）内部で対⽴が起きた（５）リーダー
の意⾒に賛同できなくなった（６）何年も続けて疲れてしまったなど、それら事例は枚挙にいと
まがない。

 これら苦い経験は、地域の同質性が高まりすぎて、煮詰まったときに現れる。地域の人は、そ
の地から抜け出すこともできず、何年もまちづくりを⾏っている。当然、人定資源も枯渇してい
き、疲れ切ってしまうのだ。そこで、応援団がやってくる。挨拶、感謝の気持ち、そして、探究
心は、大きなモチベーションとなる。地域の資源を宝物のように喜ぶ応援団はまちの人々を勇気
づけてくれるのだ。まちづくりで成功している地域は、時折、くせのあるおじちゃんがいるもの
だが、聞き上手、話し上手で、ちょっと遊びに⾏きたくなるところだ。では、コロナ禍の応援団
はどこにいるのだろうか。まずは、⾝近なところから始めていこう。

 一つ⽬は、近隣の高校や大学との協⼒体制を築くことだ。高校や大学は、学びの個性を磨くこ
とで生き残りをかけている。現在、インターネットによる遠隔授業が定着しつつあり、大変便利
なツールと筆者は理解しているが、全ての授業がそれで完結してしまうと、学校は全国に一つで
⼗分だ。しかしながら、学生の成⻑にかかってくるのはキャンパスや校⾵なのであり、地域の歴
史・⽂化や⾵土を無視できないはずだ。コロナ禍だからこそ、学校は地域との協働を鮮明にすべ
きである。その理由は、学生たちに安心して勉強できるまちであることを伝える意味もあるから
だ。

 二つ⽬は、地域が都市圏と後れをとっている点を解消することだ。そのためには、企業との連
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⽊野⼭神社の参道。石段の傾斜が高い

⽊野⼭神社⾥宮。疫病退散を祈願しよ
う

いただいたお札。三密をもう一度確認

神社からの眺め。ＪＲ伯備線備中高梁
駅から一駅、⽊野⼭駅から神社までは
歩ける

コラム｜岡⼭まちづくり探検

疫病払いと狼信仰 ⾼梁市・⽊野⼭神社を訪ねて

 緊急事態宣⾔の後、コロナの勢いは和らいだかと思った
ら、夏に向かい全国で再び猛威を振るい始めた。コロナが
どこからやってきて、だれに移ってしまうのか。人の動き
が活発になるほどに分からなくなっていく。不気味なの
は、コロナは確実に存在しているのに、⽬に⾒えないこと
だ。そのため、不安は増し、私たちは拠り所を求める。

 振り返ってみれば、コロナに限らず、⽇本人は外からや
ってきた災いに常に敏感であった。幕末から明治にかけて
海外からコレラが何度か持ち込まれたが、コレラは岡⼭に
多くの死者を出したようだ（明治19年116人、明治35年
709人の死者＝岡⼭市百年史上巻）。その中で、岡⼭の
人々が、疫病退散に効果があると信仰を厚くしたのは、高
梁市の⽊野⼭神社（同市津川町今津）であった。

 筆者が⽊野⼭神社をはじめて知ったのは、郷土史家・岡
⻑平の「コレラ岡⼭」（岡⼭市⽔道誌・資料編・昭和42
年）を読んだときだ。江⼾後期から明治にかけて、岡⼭
は、「流⾏病（はやりやまい）の天領地」や「コレラ市」
と呼ばれていたそうだ。伝染病は、「地震・雷・⽕事」に
続く、不可抗⼒の天災である。

 原因不明のコレラの流⾏に、⽇本全国で“おおかみ
（狼）”信仰が起きた。コレラは、漢字で⻁列剌と書く。
外国の⻁より強いのは、⽇本の狼だということで、人々
は、“おおかみ”様にお参りへ出かけた。岡⼭の城下町は、
安政5年（1858年）、⽊野⼭神社から神輿（みこし）を担
ぎ出し、酒と塩を付けたキュウリで大いに盛り上がり、コ
レラを追い払おうとした。

 明治10年（1879年）の流⾏時は、県令・高崎五六が住
⺠の集会や飲食騒ぎを禁⽌する一方で、穏やかな神輿担ぎ
を⾏ったようだ。そもそも、岡⼭で疫病が広がりやすかっ
たのは、⼲拓でできた土地が多く、良質な井⼾が少ないた
めであった。明治38年（1905年）に三野浄⽔場ができる
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 ただ、政府が何度も呼びかけてできなかった働き方改⾰や、遠隔授業、リモート出勤、デジタ
ルライフの充実が一気に進むことになった。その間、時間と空間の使い方を各⾃考えるようにな
った。半年もコロナ禍の生活に馴染んでくると、便利な点も多く、かつての生活に戻ることはも
うできないだろう。それでは、まちづくりは、コロナが収まるまで待っていれば良いのだろう
か。

 早急にすべきは、コロナ禍とコロナ後の世界に向けて地域の強みが何であるのか、整理するこ
とだ。筆者は、対⾯的な交流が難しくなるほどに、人との交流価値は高まっていくと考えてい
る。また、若い世代の中央志向が弱まっていき、安全・安心な地元志向が強まっていくはずだ。
東京や大阪本社への出勤から地方勤務が推奨された場合、岡⼭での生活が選択肢に残るのか、真
剣な議論も必要だ。厳しいコロナの生活から、地域の優位性を輝かせるチャンスにしていかなけ
ればならない。

 リアルとバーチャルの交流が、地域でバランス良く実践されていれば、暮らしの満⾜度は高ま
っていく。たとえば、岡⼭は公園を増やし、空気の流れ道を意識し、歩きやすく、圧迫感のない
都市構造を整備することだ。三密を避けながらも、⾃分らしいライフスタイルを⽀援するまちを
つくっていかなければならない。仕事中心から脱却して、余裕の生まれた⾃分の時間を地域へ投
資できるのか。次稿に続く。

 ◇

 ７月１４⽇の晩、「コロナ後のまちづくり」に関するウェブ対談に参加した。江⼝晋太郎⽒
（東京を拠点に全国のエリアマネジメントを⽀援・研究）は、岡⼭市旭川沿いの石⼭公園の活⽤
についてアドバイスをしており、若者の地域参画を進める原⽥謙介⽒の３人で⾃由に意⾒を出し
合った。筆者の発表を基にコラムを作成した。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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な話をした。彼らの⾔葉の中に“このまちと”という⾔葉が出てきたときに、新⾒市はまだまだ底
⼒があると感じた。一方で、若者も地域と⾃分⾃⾝の将来について期待も不安もあるのがよく分
かった。ワークショップは、会場での合意形成がどれほど、まちづくりに影響するのかで満⾜度
が変わってくる。地域のみなさんも、⼦どもたちも、役場のみなさんもまちづくりに一生懸命な
のだ。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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コロナは精神⾯に影響を与えた

まちづくりは豊かさを追求してきた

コロナ禍の生活で気づいたこと

コラム｜岡⼭まちづくり探検

コロナ禍のまちづくり論（上） 地域はどこに向うのか︖

 コロナがまちづくりに与えた影響は何であろうか。まち
づくりでは、どのようにひとを集めるかを考えてきた。し
かし、コロナ禍では、三密（密閉、密集、密接）を徹底し
なければならない。コロナとまちづくりは、真逆の発想か
ら出発する。市⺠の交流は、賑わいの創出だけではなく、
地域の課題や将来を話し合う⺠主主義の側⾯を持ってい
る。今回は、コロナ禍のまちづくりについて考えてみた
い。

 まちづくりの基本的な問いは、なにが地域の豊かさなの
か、そして、暮らしやすさなのかを追求することだ。国や
地域によって異なる意⾒が出てくる。読者の方も、⽂化、
気候、環境、歴史、食事、友人、⾃然、アクセス、趣味な
ど、住みたくなる要素をイメージしてもらいたい。

 筆者はコロナ禍による変化を以下のように考える。一つ
⽬は、リアルな交流からバーチャルな交流へのシフトだ。
テレワークが定着し、パソコンの画⾯に向き合うことが増
えた。二つ⽬は、通勤や会議が減ったため、時間の使い方
を考えるようになった。新鮮な驚きは、⻑引いた会議が意
外と早く終わるということだ。三つ⽬は、不要不急の部分
を取り除くことで暮らしがシンプルになった。家や研究室の掃除をして頭が少し楽になった。

 当然、課題も多い。巣ごもり生活は、多くのストレスを感じざるを得ない。また、アルバイト
や新卒の採⽤を取りやめる企業も続出している。まちを歩くと、馴染みの飲食店が閉店し、テイ
クアウトを提供する店舗が増えてきた。最も心配しているのは、ひととひととの交流が減ること
で、さみしさ、不安、安楽といった感情の拠り所も失ってしまうことだ。人間は⾃分⾃⾝を確認
しながら生きている。声を掛け合うことで私たちが社会的存在であることをうれしく思うのだ。

 一方、コロナをリーマンショックに例えて論じることがある。株価や経済活動についてはその
通りかもしれないが、筆者は、コロナが精神⾯に計り知れない影響を与えたと考えている。これ
までの経済成⻑は、大量生産と大量消費によって⽀えられてきた。また、グローバル社会の進展
は、人と物の⾏き来を活発化させた。コロナがそれらに制限をかけたとき、私たちの生活は⼾惑
った。

まちづくり論文　新聞掲載記事 など



2021/1/15 おもちゃを通じた暮らしと平和 美作市の昭和館を訪ねて︓⼭陽新聞デジタル｜さんデジ

https://www.sanyonews.jp/article/1038024?rct=machitan 2/3

備前焼の手りゅう弾

 戦争で負けた⽇本が高い技術でアメリカの⼦どもたちへ
おもちゃを輸出していた。筆者の頭に浮かんだのは、おも
ちゃをもらった⼦供たちの笑顔と同時に、「一丁つくって
やったぜ」と、職人気質のお父さんの姿だ。現在は、IT、
AIなどの情報⾰命で経済が回っているが、⽇本産業の復興
は、ど根性なブリキの⾞から始まったのだ。

 迷路のような館内には、昭和30年代の小学校・教室、理
容室、台所、駄菓⼦屋などが再現されていた。パチンコ台、アイスクリームの保存箱、ガチャガ
チャ、スーパーカー、特撮アニメ、映画ポスターが所狭しと並べられている。昔、あったような
気がする筆箱など懐かしかった。二階へ上がると、プラモデルやSFイラストを描いていた小松崎
茂（1938-2001）の原画の他、軍服やライフルなども展示してある。

 昭和館は戦争博物館ではない。ただ、戦争と平和が⼦供の遊びに抜けきれない。読者の方に
は、小松崎の作品にぜひ触れてほしい。彼の作品は、写真以上に写実的だ。戦時の緊迫した瞬間
とストーリー性がぐっと胸ぐらをつかんでくる。加えて、戦争推進派ではない小松崎は、軍部の
命令によって戦意高揚の作画を書かされていたのも忘れてはならない。だれもが戦争に巻き込ま
れる時代だったのだ。

 筆者が考えるおもちゃ館の楽しみかたは以下の通りだ。まずは、展示されている作品を楽しむ
こと。⾊使いや手作業の細やかさが⽬をひく。家でずっと眺めていたいものばかりだ。続けて、
昭和の時代世相を感じることだ。当時の暮らしぶりから平和や経済成⻑の意味がにじんでくる。
館内を出てタイムスリップが終わると、根性で復興した⽇本人の気概に賛辞を贈った。

 一方で、おもちゃからもメッセージを受けた。「戦争と平和を考えてみて。遊びを忘れない
で」。戦後の遊びは、戦争と平和が明確に分かれていない。むしろ、混在しているため、人もお
もちゃも心の揺れ動きもあるように感じられた。昭和館を訪れて、読者の皆さんは何を思われる
だろうか。筆者は8月になると、終戦について考えるようにしている。おもちゃが貴重な時代であ
ることを確認した方が、平和な社会に近づいていくのだろう。

 昭和館に入ると、クイズ⽤紙が渡される。わからないことは館⻑さんに聞いてみよう。ただ、
質問をしすぎると、筆者のように答えまで聞いてしまうので気をつけたい。ダースベーダーやア
イアンマンのマスクも置いてあったので、展示品の入れ替わりはこまめに⾏われているようだ。
⽵中館⻑さん、ありがとうございました。

 ◇
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学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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昭和館の外観。外と館内では様⼦が違
うので中に入ってみよう

ブリキの⾶⾏機。味わいがある

占領下の⽇本。⽇本製とは⾔われなか
ったのだ

昭和館には小松崎茂の作品がある。必
⾒だ

コラム｜岡⼭まちづくり探検

おもちゃを通じた暮らしと平和 美作市の昭和館を訪ねて

 梅雨が明け、セミが元気よく鳴いている。「家にいまし
ょう（Stay Home）」も大切だが、「出かけましょう
（Go to）」も叫ばれている。この二つは相反する⾔葉
だ。「ご判断は、コロナの様⼦を鑑みて、個人で決めて下
さいませ」と政府は⾔うのだが、そのさじ加減はなかなか
難しい。

 温泉が好きな筆者は、⾜を延ばして美作市の湯郷温泉に
⾏くことにした。岡⼭市から⾞で1時間半。近場で旅⾏気
分が楽しめる場所だ。温泉街をぶらぶら歩いていると、昭
和館というおもちゃ博物館に通りかかった。入り⼝から独
特の世界観が漂っている。温泉ついでに軽い気持ちで寄ら
せてもらったが、館内にある350点のコレクションに圧倒
された。ひとつひとつの展示物も珍しいが、おもちゃが集
まると、当時の社会世相が浮き上がってくる。

 筆者が心を打たれたのは、太平洋戦争後に作られたブリ
キのおもちゃだ。どんなに厳しい生活の中でも、⼦どもと
大人はたくましくおもちゃを開発する。⽴ち寄った昭和館
から当時の強い創造⼒とへこたれない⼒に出くわすとは思
いもよらぬことだった。

 まず、衝撃を受けたのは、⽇本製（Made in Japan）で
はなく、占領⽇本（Occupied Japan）と書かれた缶詰の
おもちゃだ。戦後⽇本はとにかく貧しかった。お父さんは
お⾦を稼ぐためにGHQ（連合国軍最高司令官総司令部）が
配給した缶詰の鉄でおもちゃを制作し、それを米国に輸出
したそうだ。館⻑の⽵中信清さんは丁寧に教えてくれた。

 「ブリキのジープをよく⾒て下さい。精巧にできていま
すね。これは、⽇本の職人さんが⽬で⾒て測って、図を書
いて缶詰から作り出した⾞なんです。米軍に気づかれない
ように⾞に近づいてタオルで測ったとも⾔われています。
おもちゃは、楽しいものですが、よく当時の生活がわかり
ますね」

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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です。これからも、岡⼭の情報発信やチャレンジが生れる場所になってもらいたいですね。県庁
通りが歩きやすいまちづくりを広げていくのです」

 歩きやすさは世界中でまちづくりのキーワードになっている。人⼝減少が進んでも、サービス
の充実する都心部への人⼝は増えていく。岡⼭市中心市街地には2025（令和7）年までに1000⼾
以上のマンションができる計画があるそうだ。この数字を受け入れられるキャパシティーはある
のだろうか。家と職場だけを⾏き交う市⺠が増えていくのだろうか。県庁通りの挑戦は、もうひ
とつの意味を持つ。それは、まちの発展をマーケットの動きに任せるのではなく、岡⼭市⺠が考
える「住んで楽しいまちづくり」へと誘導していくことだ。

 30年先のまちづくりを予測することはだれもが難しい。しかし、県庁通りをきっかけにして、
⾏政からではなく、地域の方から歩きやすいまちづくりへの気運が高まるかもしれない。最後
に、読者の方に伝えたいのは、変わる前の県庁通りを確かめてほしいことだ。そうすれば、まち
の成⻑を応援することになり、まちへの愛着も高まるはずだ。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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歩道の拡張⼯事が進む県庁通り。完成
後、どんな光景が広がっているか楽し
みだ

コラム｜岡⼭まちづくり探検

「県庁通り」⼈優先のまちの先駆けに 市⺠のアクティビテ
ィーを増やす

 岡⼭市中心市街地には、イオンモールから表町を抜ける
県庁通りがある。この県庁通りでは、⾞幅を狭めて、歩⾏
空間を広げる⼯事が進められている。⼯事は、2020（令
和2）年度に市役所筋から⻄川筋、21（同3）年度に⻄川
筋から柳川筋の予定だ。

 岡⼭市庭園都市推進課が進める「県庁通り歩いて楽しい
道路空間創出事業」は、「岡⼭駅周辺エリア」と「旧城下
町エリア」を結ぶもので、その狙いは、中心市街地のにぎ
わいと回遊性の向上だ。しかし、岡⼭の生活では⾞がとて
も便利であるし、わざわざ歩道を広げなくても良いのでは
ないかと指摘する読者もいるだろう。ただ、県庁通りの計画に注⽬すべき点は、道路空間から人
が使いやすい空間に変えることで、まちの魅⼒を高める効果があることだ。⼯事などハード整備
が中心なのではない。そこから、地域の人々が歩⾏空間でどんなことをしてみたいかが大切なの
だ。庭園都市推進課の職員はこう教えてくれた。

 「歩道が広がれば、にぎわいにつながる点が強調されていますが、岡⼭市が⾞から人優先のま
ちづくりへ進んでいることをもっと伝えていかなければなりません。歩きやすいまちとは、中心
市街地を占めている⾞道を含めて空間を大切にすることです。まずは『歩道を活⽤する』ことか
ら、県庁通りにオープンカフェが作られ、人優先や楽しい通りの先駆けになってもらいたいで
す」

 岡⼭市における歩きやすいまちへの挑戦は新しいものではない。古くは、1998（平成10）年の
トランジットモール社会実験までさかのぼるそうだ。今回の計画が具体化したのは、イオンモー
ル岡⼭が出店した2014（同26）年ごろ。2015（同27）年に歩道者や⾃転⾞道を整備した社会交
通実験を3回⾏い、2016（同28）年度は、1週間連続した社会交通実験を⾏った。県庁通りのプ
ロジェクトは、かれこれ20年かけてゆっくり前進してきた。一方で、県庁通りに市⺠の関心が薄
いのは気がかりだ。市の職員は続けて答えてくれた。

 「暮らしに⾞が便利であるのは⾔うまでもありません。『⾞を減らして歩きましょう』と⾔っ
ても、すぐに浸透するものでもありません。ただし、岡⼭市中心市街地が持続的に発展するに
は、市⺠のアクティビティーが増えた方が良いと思います。たとえば、緑や⽊陰で休みながらオ
ープンカフェが出来る仕組みをつくりたいです。社会交通実験のデザイン・ミーティングでまち
の意⾒をうかがいました。そうすると県庁通りは最先端のバーやファッションのお店が多いそう

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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備前焼の手りゅう弾

 戦争で負けた⽇本が高い技術でアメリカの⼦どもたちへ
おもちゃを輸出していた。筆者の頭に浮かんだのは、おも
ちゃをもらった⼦供たちの笑顔と同時に、「一丁つくって
やったぜ」と、職人気質のお父さんの姿だ。現在は、IT、
AIなどの情報⾰命で経済が回っているが、⽇本産業の復興
は、ど根性なブリキの⾞から始まったのだ。

 迷路のような館内には、昭和30年代の小学校・教室、理
容室、台所、駄菓⼦屋などが再現されていた。パチンコ台、アイスクリームの保存箱、ガチャガ
チャ、スーパーカー、特撮アニメ、映画ポスターが所狭しと並べられている。昔、あったような
気がする筆箱など懐かしかった。二階へ上がると、プラモデルやSFイラストを描いていた小松崎
茂（1938-2001）の原画の他、軍服やライフルなども展示してある。

 昭和館は戦争博物館ではない。ただ、戦争と平和が⼦供の遊びに抜けきれない。読者の方に
は、小松崎の作品にぜひ触れてほしい。彼の作品は、写真以上に写実的だ。戦時の緊迫した瞬間
とストーリー性がぐっと胸ぐらをつかんでくる。加えて、戦争推進派ではない小松崎は、軍部の
命令によって戦意高揚の作画を書かされていたのも忘れてはならない。だれもが戦争に巻き込ま
れる時代だったのだ。

 筆者が考えるおもちゃ館の楽しみかたは以下の通りだ。まずは、展示されている作品を楽しむ
こと。⾊使いや手作業の細やかさが⽬をひく。家でずっと眺めていたいものばかりだ。続けて、
昭和の時代世相を感じることだ。当時の暮らしぶりから平和や経済成⻑の意味がにじんでくる。
館内を出てタイムスリップが終わると、根性で復興した⽇本人の気概に賛辞を贈った。

 一方で、おもちゃからもメッセージを受けた。「戦争と平和を考えてみて。遊びを忘れない
で」。戦後の遊びは、戦争と平和が明確に分かれていない。むしろ、混在しているため、人もお
もちゃも心の揺れ動きもあるように感じられた。昭和館を訪れて、読者の皆さんは何を思われる
だろうか。筆者は8月になると、終戦について考えるようにしている。おもちゃが貴重な時代であ
ることを確認した方が、平和な社会に近づいていくのだろう。

 昭和館に入ると、クイズ⽤紙が渡される。わからないことは館⻑さんに聞いてみよう。ただ、
質問をしすぎると、筆者のように答えまで聞いてしまうので気をつけたい。ダースベーダーやア
イアンマンのマスクも置いてあったので、展示品の入れ替わりはこまめに⾏われているようだ。
⽵中館⻑さん、ありがとうございました。

 ◇

2021/1/15 疫病払いと狼信仰 高梁市・⽊野⼭神社を訪ねて︓⼭陽新聞デジタル｜さんデジ
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学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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昭和館の外観。外と館内では様⼦が違
うので中に入ってみよう

ブリキの⾶⾏機。味わいがある

占領下の⽇本。⽇本製とは⾔われなか
ったのだ

昭和館には小松崎茂の作品がある。必
⾒だ

コラム｜岡⼭まちづくり探検

おもちゃを通じた暮らしと平和 美作市の昭和館を訪ねて

 梅雨が明け、セミが元気よく鳴いている。「家にいまし
ょう（Stay Home）」も大切だが、「出かけましょう
（Go to）」も叫ばれている。この二つは相反する⾔葉
だ。「ご判断は、コロナの様⼦を鑑みて、個人で決めて下
さいませ」と政府は⾔うのだが、そのさじ加減はなかなか
難しい。

 温泉が好きな筆者は、⾜を延ばして美作市の湯郷温泉に
⾏くことにした。岡⼭市から⾞で1時間半。近場で旅⾏気
分が楽しめる場所だ。温泉街をぶらぶら歩いていると、昭
和館というおもちゃ博物館に通りかかった。入り⼝から独
特の世界観が漂っている。温泉ついでに軽い気持ちで寄ら
せてもらったが、館内にある350点のコレクションに圧倒
された。ひとつひとつの展示物も珍しいが、おもちゃが集
まると、当時の社会世相が浮き上がってくる。

 筆者が心を打たれたのは、太平洋戦争後に作られたブリ
キのおもちゃだ。どんなに厳しい生活の中でも、⼦どもと
大人はたくましくおもちゃを開発する。⽴ち寄った昭和館
から当時の強い創造⼒とへこたれない⼒に出くわすとは思
いもよらぬことだった。

 まず、衝撃を受けたのは、⽇本製（Made in Japan）で
はなく、占領⽇本（Occupied Japan）と書かれた缶詰の
おもちゃだ。戦後⽇本はとにかく貧しかった。お父さんは
お⾦を稼ぐためにGHQ（連合国軍最高司令官総司令部）が
配給した缶詰の鉄でおもちゃを制作し、それを米国に輸出
したそうだ。館⻑の⽵中信清さんは丁寧に教えてくれた。

 「ブリキのジープをよく⾒て下さい。精巧にできていま
すね。これは、⽇本の職人さんが⽬で⾒て測って、図を書
いて缶詰から作り出した⾞なんです。米軍に気づかれない
ように⾞に近づいてタオルで測ったとも⾔われています。
おもちゃは、楽しいものですが、よく当時の生活がわかり
ますね」

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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活を⾒つめ直し、無理のないライフスタイルを築くこと。SDGsは、暮らしに制限をかけ、窮屈に
するものではない。その反対だ。⽇常生活に⾃然や環境との共生を取り入れる。暮らしに四季の
リズムを加えるのだ。暮らしに必要なものと、不必要なものを振り分けていくと、ほどほどでリ
ラックスした生活に向かっていく。

 二つ⽬は、ひとつの⽬標を掲げると、様々な課題解決に通じることだ。たとえば、少⼦高齢化
対策を思い浮かべてもらいたい。人⼝を維持するため、⾏政は⼦育て世代に給付⾦を⽀給するか
もしれない。しかし、それだけでは問題は解決しない。人⼝の維持には、暮らしやすいまちが必
要だ。⾏政は、⼦供から高齢者を対象にして、仕事、教育、交通アクセスの充実など総合的に考
えなければならない。

 三つ⽬は、パートナーシップだ。市⺠、⾃治体、企業、NPOが、チームワークを発揮する。ま
ずは、私たち⾃⾝の気づきが必要だ。それは、ひとりの挑戦では夢の実現が難しい場合があるこ
とを受け⽌めることだ。協働という市⺠参画を促すには、各参加者のモチベーションがどこにあ
るのかを明確にした方が良い。たとえば、きれいな海を取り戻すには、みんなで海岸を掃除する
とともに、⼯場からの汚⽔を減らし、森林も育てなければならない。各⾃に活躍できる場所があ
り、海も⼭もよみがえるのだ。

 四つ⽬は、地域の未来を⾃分事として考えることだ。そのためには、「ありがとう。また、頑
張ろう︕」と感謝の気持ちを伝えよう。また、仲間が増えるように、参加の窓⼝も開いておこ
う。特に、次世代には声をかけ、活躍できる場所を残しておこう。住んでいる人も、外からやっ
てくる人も、新しい人も、各⾃の⼒が最大限に発揮できたときにまちづくりはもっと楽しくな
る。

 ひょっとしたら「わしゃ。SDGsを考えて、やってはなかったがの。ちょっと横⽂字はわからん
のぉ」とお返事を頂くかもしれない。その時は、「まさしく、⾃分事として⾏われている︕SDGs
は、地域の魅⼒を伸ばして、みんなでまちづくりを続けましょうという意味です」と応えたい。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。

2021/1/15 倉敷市SDGs未来都市と親和協⼒（上） 高梁川流域のパートナーシップ戦略︓⼭陽新聞デジタル｜さんデジ
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人材育成をパートナーシップで展開す
る

える。それでは、倉敷市版SDGsが⽬指しているものを整
理してみよう。筆者は、倉敷市役所企画経営室を訪れた。

 「倉敷市の強みは、高梁川流域を基にパートナーシップが根付いてきたことです。連携中枢都
市圏の構想にSDGsの観点を深めていく戦略です。圏域では全国・県平均を上回るペースで人⼝減
少が進んでいます。流域が持続的に発展するには、主体的に活躍する人材が必要です。また、平
成３０年７月豪雨（⻄⽇本豪雨）で大きな被害も受けました。災害に強いまちづくりも必要にな
っています。つまり、人材育成と災害への対応が不可⽋なのです」

 「また、流域にいらっしゃるみなさんの暮らしが倉敷市の成⻑を⽀えています。歴史を紹介し
ましょう。高梁川流域にはかつて島がありました。新⾒では鉄鋼業が栄えており、土砂も堆積し
たようです。江⼾時代には⼲拓地が広がり、綿花が植えられました。高瀬⾈で⽟島の港も繁栄し
ました。岡⼭県の⼯業生産の半分を占める⽔島コンビナートの誕生も、高梁川の豊かな⽔のおか
げです。一方、平成２６年の動態調査から興味深いデータも出てきました。病院、飲食、ショッ
ピング、観光などのサービスが高梁川流域から倉敷市に集まる傾向が強まっています。このこと
から考えられるのは、高梁川流域全体で人⼝を維持できなければ、倉敷市のパフォーマンスも落
ちてしまうと⾔うことです」

 筆者は、倉敷市版SDGｓのポイントを考えてみた。⾃然や歴史・⽂化で基盤となった高梁川流
域のパートナーシップは、時代の変化に対応して、⾏政サービスや社会・経済活動へと発展して
きたことだ。続けて、市役所の方は教えてくれた。

 「SDGs未来都市には、コンパクトシティやバイオマスなど明確なテーマを掲げる都市がありま
す。しかし、倉敷市版SDGsでは、連携の積み重ねを振り返っていきました。つまり、倉敷市の
SDGsは、パートナーシップを起点として、市⺠と企業を巻き込み、SDGs１７の⽬標をツールと
して活⽤することです。⾏政は、市⺠団体や企業などパートナーシップの繋がりを強化していき
たいのです」

 注⽬したいのはパートナーシップの内容である。一⾔にすれば、環境・経済・社会の各分野か
ら高梁川流域のまちづくり人材に参画を促すことである。倉敷市版SDGｓの二本柱も「高梁川流
域みらい人材創出プロジェクト」（人材育成）と「人と人をつなぐ、データ活⽤による防災⼒強
化事業」（データの利活⽤）であるように、人材育成のバリエーションから暮らしを⽀えるよう
に意図されている。

 平成２８年５月、G7倉敷教育大⾂会合で「倉敷宣⾔」が発表された。そして、小学生や中学生
が意⾒交換を⾏う「倉敷こどもサミット」は、高梁川流域の若者にも拡大していくことになっ
た。ここから人材育成にも変化が加えられていく。それは、地域や企業から人材育成への⽀援が
強まっていったことだ。たとえば、「ジュニアジーンズソムリエ事業（平成２８年〜）」を取り
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夏に清掃が⾏われる岡⼭市の⻄川緑道
公園

⻄粟倉村では⽊材を活⽤したイノベー
ションを起こしている

⽮掛町では⽥舎体験から国際理解が進
む

コラム｜岡⼭まちづくり探検

まちづくりから⾒たSDGs 先進事例で全国から注⽬の岡⼭

 2020年7月、倉敷市がSDGs未来都市に選ばれた。岡⼭
県では、岡⼭市、真庭市、⻄粟倉村に続くものだ。「地域
課題がまちづくりのチャンス」。筆者はSDGsの到来をそ
のように考える。たとえば、岡⼭県内には、岡⼭市（誰も
が健康で学び合い、生涯活躍するまちおかやまの推進︓平
成30年）、真庭市（地域エネルギー⾃給率100％ 2030
『SDGs』未来杜市真庭の実現︓平成30年）、⻄粟倉村
（森林ファンドの活⽤で創出するＳＤＧｓ未来村︓令和元
年）が既に選ばれている。倉敷市は、「多様な人材が活躍
し、⾃然と共存する“持続可能な流域暮らし”の創造〜高梁
川流域圏の発展は倉敷市の発展」である。

 では、SDGs未来都市とは何であろうか。簡単に⾔え
ば、1700ある地方⾃治体に対して持続可能な共生モデル
を提示するものだ。岡⼭県には四つも先進事例があり、全
国的にも注⽬が集まっている。岡⼭県では、⽬⽴たないが
コツコツとまちづくりをした結果、ユニークな活動が残っ
たのだろう。その中で、地方創生やSDGsの時代になり、
岡⼭のまちづくりは恩恵を受けた。それは、⾃治体間でア
イデア競争が起き、各地域が持続可能な社会の特⾊と⽬標
を明確にできたことだ。そのような意味で、SDGsは岡⼭
のまちづくりに光を与えてくれたと⾔える。要するに、
「今まで頑張ってきたことをまとめてみる。SDGsに照ら
したまちづくりをする」だ。岡⼭のSDGsは、地域の参画
が⽀えていると⾔える。

 ここで、SDGsについて簡単にまとめておきたい。SDGs
（持続可能な開発⽬標︓Sustainable Development
Goals）は、国連が2030年に向けた17の⽬標だ。その理念は、「だれ一人取り残さない」、そし
て、「社会変⾰」だ。SDGsは、発展途上国の貧困問題のみを対象にしていると思われがちだが、
そうではない。実は、食料やエネルギーを必要以上に消費している先進国の生活が、発展途上国
の暮らしを圧迫している⾯もある。世界のバランスを考える（Think）だけではなく、⽬標に向か
って実践（Action）してみようとするものだ。

 筆者の考えるSDGsのポイントは以下の通りだ。ひとつ⽬は、社会を変えるには、まず、⽇常生
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高梁川流域のまちはそれぞれが魅⼒的
だ

まちづくりを一歩一歩重ねてきた結果
がSDGsだ

２０３０年までにどんな成果が生まれ
るのか

コラム｜岡⼭まちづくり探検

倉敷市SDGs未来都市と親和協⼒（上） ⾼梁川流域のパー
トナーシップ戦略

 岡⼭県にはSDGs未来都市が四つある。岡⼭市（健康増
進︓平成３０年）、真庭市（再生可能なエネルギー︓平成
３０年）、⻄粟倉村（森林イノベーション︓令和元年）、
そして、倉敷市（高梁川流域の人材育成とパートナーシッ
プ︓令和２年）だ。倉敷市の正式なプロジェクト名は、
「多様な人材が活躍し、⾃然と共存する“持続可能な流域
暮らし”の創造〜高梁川流域圏の発展は倉敷市の発展」で
ある。タイトルだけでは、なかなかイメージが湧きにく
い。

 SDGsの選定で評価が高かったのは、高梁川流域圏の7市
3町（倉敷市、新⾒市、高梁市、総社市、早島町、⽮掛
町、井原市、浅⼝市、⾥庄町、笠岡市）で、広域連携によ
る多様なパートナーシップが構築されてきた点のようだ。
たしかに、高梁川流域の強みとは、市町村合併という手段
を⽤いなくても、古くから地域と⾃然の一体性が保たれて
いる点だ。新しいプロジェクトのたびに、地域の枠組みを
調整するようになると、多くの時間を費やしてしまうだろ
う。

 倉敷市は、段階的に高梁川流域のパートナーシップを強
めてきた。平成２５年「高梁川流域連盟創設６０周年記念
サミット」で圏域の持続的な発展を強固にする「サミット
宣⾔」を発表し、平成２７年３月に連携中枢都市圏を形成
した。この連携中枢都市圏の役割は、倉敷市のような中核
市が、医療福祉、図書館サービス、交通施策、観光政策な
ど圏域に関わる社会・経済の成⻑でイニシアチブをとると
いうものだ。一方、市⺠団体にも⽬を向けてみよう。平成
２７年、一般社団法人高梁川流域学校がまちづくり人材の
育成を初めて⾏った。

 筆者は高梁川流域におけるまちづくりのキーワードは、
「親和協⼒」だと考えている。「親和協⼒」は、SDGsの
⽬標１７「パートナーシップで⽬標を達成しよう」とも⾔

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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 開催時間の15時には、空き地は、おしゃれな公園へと生まれ変わった。参加者は、話したり、
絵を描いたり、ラクレットや卓球をしたり、⽇が落ちてゆくほどに人が集まりだした。古川明さ
ん（ミズシマ・パークマネジメント・ラボ代表）は⽔島パーキングディについて学生たちに語り
かけた。

 「簡単に申しますと、パーキングディとは、⾞が中心となっているまちなかの空間を人間の手
で取り戻しましょうという活動です。2005年からアメリカ・サンフランシスコからはじまって世
界中に広がっています。今年は、一般社団法人ソトノバ（居心地の良い空間づくりを⽀援する全
国組織）を中心に全国（横浜、⼋千代、四⽇市、⻑浜、倉敷⽔島、⽵原）で開催されています。
他のまちは、⾏政が強くかかわっていますが、商店街の地元有志で頑張っているのが⽔島の特徴
です」

 加えて、⽔島の特徴は、パーキングディのファンが既にいる点もあるだろう。昨年度のパーキ
ングディのプレ開催がとても印象深く残っているようだ。

 「昨年は、たまたまアメリカ・ポートランド市のジョニー・フェインさんやサウミャ・キニさ
んが指導してくれました。その時、パーキングディは、公共の場所を取り戻すことだ、くつろげ
る場へ変えていくことだと教えてくれました。私たちも、パーキングディをイベントではなく
て、⽇常的に雑談する『まちのリビング』をつくることだと思っています。加えて、⽔島は、⽔
島おかみさんの会（商店街のお⺟さんが集まっている会）のお話や写真パネルもあり、歴史の伝
承もできたと思います。理解が深まって、学びの場でもあり、集まっていることがすごいことだ
と思っています」

 古川さんによれば、ミズシマ・パレット（MIZUSHIMA PALETTE）を今年度のテーマに据えた
そうだ。パレットには、混ぜ合わせる意味が込められている。パレットは、ホームセンターに置
かれている輸送⽤の⽊台と、絵の具を間混ぜ合わせる板の二つを掛け合わせている。地域の⼒で
まちの景⾊はいかようにも描ける意味なのだが、なかなかお洒落なネーミングだ。続いて、学生
たちの意⾒に耳を傾けてみよう。

 「昨⽇、僕にしてみては、駐⾞所は何もない場所でした。夜から光がともりだして、活気が出
てきて、⼥性が芝の上にいたり、遊んだりしていました。地域のみなさんで公共空間を最初から
作れることを実感しました」

 「人の繋がりの強さに驚きました。一人じゃできないし、団結がなければ、できなかったと思
います。楽しかったので、良い⽇になりました。駐⾞場を何とかしたいという気持ちが伝わって
きました。夏祭りはみんなで楽しむ⽇ですが、パーキングディは跡地を良くしたいという気持
ち、どうにかしたいという気持ちを察しました」
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上げたい。倉敷市・井原市の小学校では、⼦ども達に体験活動を提供し、地場産業への愛着や誇
りの熟成を図るようになった。また、「未来人材育成事業（平成２９年〜）」では、商⼯団体や
⾦融機関が高校生のキャリア教育を⽀援し、観光ルートや地域資源の開発にも繋げるようになっ
た。

 SDGsからの問いは、高梁川流域のまちづくりへいかに持続性を与えていくかである。ひとつ⽬
は、地域の歴史や⽂化を学んだまちづくり人材の育成をパートーシップで進めること。二つ⽬
は、⾏政の補助⾦に頼らず⾃⾛できる形で課題解決に秀でたプロフェッショナルを育てること
だ。人材育成には、一般社団法人高梁川流域学校（平成２７年〜）の活躍が期待されるところ
だ。

 では、倉敷市版SDGsの影響を考えてみよう。それは、高梁川流域という大きな市⺠社会を豊か
にするには、経済（企業や⾦融）や社会（市⺠団体、ＮＰＯ）から人材育成への投資を呼び込ん
でいくということだ。地域に循環的なビジネスやマネジメントが生まれるということだ。次稿で
は、大原總一郎が述べた「親和協⼒」を取り上げたい。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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パレットで椅⼦を作成。とても上手だ

まちを説明する古川さん（右）

コラム｜岡⼭まちづくり探検

水島パーキングディのはじまり（上） パレットが結ぶ商店
街

 岡⼭大学の学生たちと倉敷市⽔島商店街にお邪魔した。
９月１８⽇のこと。まちづくりを学ぶ合宿形式の授業をす
るためだ。合宿授業の狙いは、まちづくりを実践する人々
と交流し、彼らのモチベーションや地域課題の現状を探る
ことだ。

キャンパスの講義では、都市論や市⺠参画論をレクチャ
ーしているが、現実は実地に赴いた方が分かりやすい。気
を付けているのは、学びと地域の互恵性を確認すること
だ。教員が学生を連れて⾏って、学ばせていただくだけで
は、持続的な関係は築きづらい。その中で、学生、教員、
地域の双方で新しい発⾒があれば、まちづくりの財産とな
る。それでもやはり、一番大切にしているのは、学生たち
が地域の人々と交流し、岡⼭のまちをもっと好きになって
もらうことだ。また、地域の皆さんが笑顔になることだ。

 昨年度に続き、⽔島パーキングディの準備から参加し
た。パーキングディを簡単に説明すると道路や駐⾞場とい
った⾞の空間を、人の繋がりを取り戻すパブリック・スペース（公共空間）に変えることだ。そ
れでは、居心地の良い空間が、まち全体に広がっていけば、どのような変化が生まれるのだろう
か。

 たとえば、人が⾞を降りて、街を歩きだすと、滞留時間が延びていく。そこで、買物をすれ
ば、地域経済も活性化する。パーキングディでは、そこに対話や交流の要素を加えている。一
方、パーキングディには、現代社会におけるライフスタイルへの反省も込められている。⾞やイ
ンターネットなどの利便性を追求するあまり、地域の活⼒が失われてしまう。まちで過ごすとい
う地域の時間が減っていくと、気持ちの中にさみしさも増えていく。人間は繊細で不思議な生き
物なのだ。

 ⽔島パーキングディは、朝から作業が始まった。空き地だった場所に、芝生を置き、テントを
はり、カフェ・スタンドを設置した。緑を基調に、⽔島商店街で一番居心地のいい場所が誕生し
た。商店街の参加者は、大⼯さん、電気屋さん、デザイナー、ガーデナー、カフェ屋さんなど幅
広い。商店街がチームワークを発揮すれば、家が建つような勢いで空間が変化していく。もは
や、ボランティアの域ではなく、学生たちも手際の良さにただただ驚いていた。

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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活を⾒つめ直し、無理のないライフスタイルを築くこと。SDGsは、暮らしに制限をかけ、窮屈に
するものではない。その反対だ。⽇常生活に⾃然や環境との共生を取り入れる。暮らしに四季の
リズムを加えるのだ。暮らしに必要なものと、不必要なものを振り分けていくと、ほどほどでリ
ラックスした生活に向かっていく。

 二つ⽬は、ひとつの⽬標を掲げると、様々な課題解決に通じることだ。たとえば、少⼦高齢化
対策を思い浮かべてもらいたい。人⼝を維持するため、⾏政は⼦育て世代に給付⾦を⽀給するか
もしれない。しかし、それだけでは問題は解決しない。人⼝の維持には、暮らしやすいまちが必
要だ。⾏政は、⼦供から高齢者を対象にして、仕事、教育、交通アクセスの充実など総合的に考
えなければならない。

 三つ⽬は、パートナーシップだ。市⺠、⾃治体、企業、NPOが、チームワークを発揮する。ま
ずは、私たち⾃⾝の気づきが必要だ。それは、ひとりの挑戦では夢の実現が難しい場合があるこ
とを受け⽌めることだ。協働という市⺠参画を促すには、各参加者のモチベーションがどこにあ
るのかを明確にした方が良い。たとえば、きれいな海を取り戻すには、みんなで海岸を掃除する
とともに、⼯場からの汚⽔を減らし、森林も育てなければならない。各⾃に活躍できる場所があ
り、海も⼭もよみがえるのだ。

 四つ⽬は、地域の未来を⾃分事として考えることだ。そのためには、「ありがとう。また、頑
張ろう︕」と感謝の気持ちを伝えよう。また、仲間が増えるように、参加の窓⼝も開いておこ
う。特に、次世代には声をかけ、活躍できる場所を残しておこう。住んでいる人も、外からやっ
てくる人も、新しい人も、各⾃の⼒が最大限に発揮できたときにまちづくりはもっと楽しくな
る。

 ひょっとしたら「わしゃ。SDGsを考えて、やってはなかったがの。ちょっと横⽂字はわからん
のぉ」とお返事を頂くかもしれない。その時は、「まさしく、⾃分事として⾏われている︕SDGs
は、地域の魅⼒を伸ばして、みんなでまちづくりを続けましょうという意味です」と応えたい。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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人材育成をパートナーシップで展開す
る

える。それでは、倉敷市版SDGsが⽬指しているものを整
理してみよう。筆者は、倉敷市役所企画経営室を訪れた。

 「倉敷市の強みは、高梁川流域を基にパートナーシップが根付いてきたことです。連携中枢都
市圏の構想にSDGsの観点を深めていく戦略です。圏域では全国・県平均を上回るペースで人⼝減
少が進んでいます。流域が持続的に発展するには、主体的に活躍する人材が必要です。また、平
成３０年７月豪雨（⻄⽇本豪雨）で大きな被害も受けました。災害に強いまちづくりも必要にな
っています。つまり、人材育成と災害への対応が不可⽋なのです」

 「また、流域にいらっしゃるみなさんの暮らしが倉敷市の成⻑を⽀えています。歴史を紹介し
ましょう。高梁川流域にはかつて島がありました。新⾒では鉄鋼業が栄えており、土砂も堆積し
たようです。江⼾時代には⼲拓地が広がり、綿花が植えられました。高瀬⾈で⽟島の港も繁栄し
ました。岡⼭県の⼯業生産の半分を占める⽔島コンビナートの誕生も、高梁川の豊かな⽔のおか
げです。一方、平成２６年の動態調査から興味深いデータも出てきました。病院、飲食、ショッ
ピング、観光などのサービスが高梁川流域から倉敷市に集まる傾向が強まっています。このこと
から考えられるのは、高梁川流域全体で人⼝を維持できなければ、倉敷市のパフォーマンスも落
ちてしまうと⾔うことです」

 筆者は、倉敷市版SDGｓのポイントを考えてみた。⾃然や歴史・⽂化で基盤となった高梁川流
域のパートナーシップは、時代の変化に対応して、⾏政サービスや社会・経済活動へと発展して
きたことだ。続けて、市役所の方は教えてくれた。

 「SDGs未来都市には、コンパクトシティやバイオマスなど明確なテーマを掲げる都市がありま
す。しかし、倉敷市版SDGsでは、連携の積み重ねを振り返っていきました。つまり、倉敷市の
SDGsは、パートナーシップを起点として、市⺠と企業を巻き込み、SDGs１７の⽬標をツールと
して活⽤することです。⾏政は、市⺠団体や企業などパートナーシップの繋がりを強化していき
たいのです」

 注⽬したいのはパートナーシップの内容である。一⾔にすれば、環境・経済・社会の各分野か
ら高梁川流域のまちづくり人材に参画を促すことである。倉敷市版SDGｓの二本柱も「高梁川流
域みらい人材創出プロジェクト」（人材育成）と「人と人をつなぐ、データ活⽤による防災⼒強
化事業」（データの利活⽤）であるように、人材育成のバリエーションから暮らしを⽀えるよう
に意図されている。

 平成２８年５月、G7倉敷教育大⾂会合で「倉敷宣⾔」が発表された。そして、小学生や中学生
が意⾒交換を⾏う「倉敷こどもサミット」は、高梁川流域の若者にも拡大していくことになっ
た。ここから人材育成にも変化が加えられていく。それは、地域や企業から人材育成への⽀援が
強まっていったことだ。たとえば、「ジュニアジーンズソムリエ事業（平成２８年〜）」を取り
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夏に清掃が⾏われる岡⼭市の⻄川緑道
公園

⻄粟倉村では⽊材を活⽤したイノベー
ションを起こしている

⽮掛町では⽥舎体験から国際理解が進
む

コラム｜岡⼭まちづくり探検

まちづくりから⾒たSDGs 先進事例で全国から注⽬の岡⼭

 2020年7月、倉敷市がSDGs未来都市に選ばれた。岡⼭
県では、岡⼭市、真庭市、⻄粟倉村に続くものだ。「地域
課題がまちづくりのチャンス」。筆者はSDGsの到来をそ
のように考える。たとえば、岡⼭県内には、岡⼭市（誰も
が健康で学び合い、生涯活躍するまちおかやまの推進︓平
成30年）、真庭市（地域エネルギー⾃給率100％ 2030
『SDGs』未来杜市真庭の実現︓平成30年）、⻄粟倉村
（森林ファンドの活⽤で創出するＳＤＧｓ未来村︓令和元
年）が既に選ばれている。倉敷市は、「多様な人材が活躍
し、⾃然と共存する“持続可能な流域暮らし”の創造〜高梁
川流域圏の発展は倉敷市の発展」である。

 では、SDGs未来都市とは何であろうか。簡単に⾔え
ば、1700ある地方⾃治体に対して持続可能な共生モデル
を提示するものだ。岡⼭県には四つも先進事例があり、全
国的にも注⽬が集まっている。岡⼭県では、⽬⽴たないが
コツコツとまちづくりをした結果、ユニークな活動が残っ
たのだろう。その中で、地方創生やSDGsの時代になり、
岡⼭のまちづくりは恩恵を受けた。それは、⾃治体間でア
イデア競争が起き、各地域が持続可能な社会の特⾊と⽬標
を明確にできたことだ。そのような意味で、SDGsは岡⼭
のまちづくりに光を与えてくれたと⾔える。要するに、
「今まで頑張ってきたことをまとめてみる。SDGsに照ら
したまちづくりをする」だ。岡⼭のSDGsは、地域の参画
が⽀えていると⾔える。

 ここで、SDGsについて簡単にまとめておきたい。SDGs
（持続可能な開発⽬標︓Sustainable Development
Goals）は、国連が2030年に向けた17の⽬標だ。その理念は、「だれ一人取り残さない」、そし
て、「社会変⾰」だ。SDGsは、発展途上国の貧困問題のみを対象にしていると思われがちだが、
そうではない。実は、食料やエネルギーを必要以上に消費している先進国の生活が、発展途上国
の暮らしを圧迫している⾯もある。世界のバランスを考える（Think）だけではなく、⽬標に向か
って実践（Action）してみようとするものだ。

 筆者の考えるSDGsのポイントは以下の通りだ。ひとつ⽬は、社会を変えるには、まず、⽇常生

2021/1/15 倉敷市SDGs未来都市と親和協⼒（上） 高梁川流域のパートナーシップ戦略︓⼭陽新聞デジタル｜さんデジ

https://www.sanyonews.jp/article/1051179?rct=machitan 1/3

高梁川流域のまちはそれぞれが魅⼒的
だ

まちづくりを一歩一歩重ねてきた結果
がSDGsだ

２０３０年までにどんな成果が生まれ
るのか

コラム｜岡⼭まちづくり探検

倉敷市SDGs未来都市と親和協⼒（上） ⾼梁川流域のパー
トナーシップ戦略

 岡⼭県にはSDGs未来都市が四つある。岡⼭市（健康増
進︓平成３０年）、真庭市（再生可能なエネルギー︓平成
３０年）、⻄粟倉村（森林イノベーション︓令和元年）、
そして、倉敷市（高梁川流域の人材育成とパートナーシッ
プ︓令和２年）だ。倉敷市の正式なプロジェクト名は、
「多様な人材が活躍し、⾃然と共存する“持続可能な流域
暮らし”の創造〜高梁川流域圏の発展は倉敷市の発展」で
ある。タイトルだけでは、なかなかイメージが湧きにく
い。

 SDGsの選定で評価が高かったのは、高梁川流域圏の7市
3町（倉敷市、新⾒市、高梁市、総社市、早島町、⽮掛
町、井原市、浅⼝市、⾥庄町、笠岡市）で、広域連携によ
る多様なパートナーシップが構築されてきた点のようだ。
たしかに、高梁川流域の強みとは、市町村合併という手段
を⽤いなくても、古くから地域と⾃然の一体性が保たれて
いる点だ。新しいプロジェクトのたびに、地域の枠組みを
調整するようになると、多くの時間を費やしてしまうだろ
う。

 倉敷市は、段階的に高梁川流域のパートナーシップを強
めてきた。平成２５年「高梁川流域連盟創設６０周年記念
サミット」で圏域の持続的な発展を強固にする「サミット
宣⾔」を発表し、平成２７年３月に連携中枢都市圏を形成
した。この連携中枢都市圏の役割は、倉敷市のような中核
市が、医療福祉、図書館サービス、交通施策、観光政策な
ど圏域に関わる社会・経済の成⻑でイニシアチブをとると
いうものだ。一方、市⺠団体にも⽬を向けてみよう。平成
２７年、一般社団法人高梁川流域学校がまちづくり人材の
育成を初めて⾏った。

 筆者は高梁川流域におけるまちづくりのキーワードは、
「親和協⼒」だと考えている。「親和協⼒」は、SDGsの
⽬標１７「パートナーシップで⽬標を達成しよう」とも⾔

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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 ⽔島商店街の特徴は、⽔島コンビナートの発展が、にぎわいに繋がっていたことだ。地域のイ
ベントもどんどん増えていった。おかみさん会は当時の好景気を懐かしそうに語ってくれた。

 「本当に、え〜時代があったんです。昭和30年頃は、なにもせんでも良く売れました。本当に
順⾵満帆の好景気です。たとえば、靴屋さんは、毎⽇、靴を並べたら、すぐに売れた。２階にあ
る靴の箱を上げ入れして、⾜が痛くなったそうです。人が来て良い時代でした。夢物語みたいで
す。その頃は、⾞ではなくて、⾃転⾞でやってくるようなお客さんでした。コンビナートにくる
人、従業員、社宅に住む人など、⽔島出⾝以外の人もどんどん増えてきました」

 おかみさん会の話から気づいたことがあった。⽔島商店街で生活する人は、駐⾞場になる前の
空間を鮮明に覚えていることだ。まちが元気な頃の百貨店の姿だ。駐⾞場しか知らない筆者と
は、⾒えているものが全く違うのだ。

 「昭和42年、43年が一番賑わいました。百貨店ができたのは、昭和38年ですから、とにかく、
⽔島商店街には、どんどんいろんなものができました。普通のお店から5階建ての百貨店になった
ときに、⽔島にはやはり勢いがありました。5階建ての建物を⾒ると、みんな繁盛している姿を思
い浮かべました。ビアガーデンがあって夏の楽しみだったんです。百貨店の中には、寝具から贈
答品、学生⽤品からほとんどあったんです」

 パーキングディの会場は百貨店跡地の駐⾞場である。⽔島が一番元気だった頃の思い出が詰ま
っているようだ。会場に集まる人は、コロナ禍の近況や昔談義で盛り上がっている。夜が少しず
つ更けていき、バーや居酒屋にも灯がともりだしていく。仕事帰りのお父さんが集まっている。
駐⾞場の外はいつもの⾵景だ。⽔島商店街の歴史について先に進めると、昭和45年に⽔島臨海鉄
道が誕生し、倉敷駅までのアクセスも向上する。一方、⽔島商店街の好景気は、昭和30年から昭
和50年までの20年ほどであったようだ。

 次稿では、⽔島商店街におけるまちづくり団体の姿を取り上げたい。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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 ⽔島パーキングディの開催地は、もともと百貨店があった場所で、現在、駐⾞場になってい
る。筆者のように、初めて訪れる人にはただの駐⾞場にしか過ぎない。しかし、古川さんは「み
んなの思いが強くて、なんとか使いたい。今の駐⾞場ではさみしいと思っているのです」とい
う。今回の合宿授業で一番大きな成果は、⽔島商店街の皆さんが持つ思いの部分に近づいたこと
だ。昨年度はパーキングディに挑戦することで精いっぱいだった。開催にあたり準備を重ねるこ
とで、思いの輪郭が⾒えてきた。

 次項では、⽔島おかみさん会の感想を紹介したい。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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学生たちに語りかける⽔島おかみさん
会のメンバー

コラム｜岡⼭まちづくり探検

水島パーキングディのはじまり（中） 商店街が一番元気だ
ったとき

 少し⽇が暮れ始めた倉敷市⽔島地区。夕刻6時から、高
校生と大学生は地元の住⺠グルプ「⽔島おかみさん会」か
ら話をうかがった。テーマは「⽔島商店街が一番元気だっ
た時」である。学生たちは、華やかし頃の商店街について
うかがった。⽔島商店街のみなさんが百貨店跡地の駐⾞場
にどうして強い気持ちを持っているのか、筆者の関心もそ
こにあった。⽔島パーキングディは、みんなが⾃由に語り
合う場である。この機会を活⽤して、空間の持つ⼒を浮き
彫りにしたかった。おかみさん会は、商店街の歴史を話し
てくれた。

 「こんばんは。ようこそ。⽔島へ。人が集まったのは、何⽇ぶりでしょうか。コロナ禍で⾃粛
していまして、さみしい限りでした。その中で、商店街の発表準備で資料を出していました。⽔
島商店街の誕生は、昭和22年です。三菱重⼯業が千⿃町から弥生町まで約2キロの社宅を希望者に
払い下げました。戦前の話ですが、名古屋から三菱の会社がやってきて、戦闘機を作っていまし
た。名古屋の人が多かったため、栄町、常磐町、千⿃町など名古屋の地名がつきました。それ
が、はじまりです。かつては、三菱、JFE、川鉄など会社の人もいらっしゃって、買い物に来てい
ました。東京の渋谷のように人が込み合った状態があったんです。みなさん、繁盛ぶりを聞いて
みてください」

 おそらく、はじめて⽔島を訪れる学生たちにとって、にぎやかな商店街をイメージするのは難
しかったかもしれない。それほどに、語られる商店街の様⼦が、現状と違うのだ。おかみさんの
会は⾊々なエピソードを教えてくれた。たとえば、遠⾜の前、菓⼦屋さんは⼦供であふれていた
こと、おもちゃ屋さんは、⽔島で一番大きなお店であったこと、クリスマスには、ケーキを求め
て⾏列ができたことだ。岡⼭県有数の商店街が⽔島にあったのだ。

 「常盤町商店街にはきれいなアーケードがあったんですよ。平成17年に取り外しましたが。昭
和43年のときにつくりました。雨が降っても、きれいだし、安全だし、今の商店街とは全く違っ
ていたんです。ちょうどその頃、（駐⾞場の前に）常盤ビルや信⾦ビルができたのでアーケード
も併せてできたのです。昭和41年には、今も続いている七夕飾りがはじまりました。昭和31年、
第１回の⽔島港まつりも始まりました。⽔島花⽕大会は昭和26年です。もともと、港で⾏われて
いましたが、コンビナートができたので⻲島⼭に会場を移して、本格的になってきたのは昭和31
年の⽔島港まつりです」

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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 では、岡⼭におけるコロナの影響を考えてみたい。集団感染は起きずに踏ん張っている状況
だ。岡⼭市では小学校や中学校が再開することになった。しかし、人の往来を制限すれば地方は
安心というわけではない。コロナを世界の人々と協⼒し合い抑え込んだ時に初めて安心なのだ。
世界のリスクが岡⼭にいたとしても、対岸の⽕事ではないことをコロナは痛烈に感じさせた。 

 筆者は学生時代にリーマンショックを経験した。当時思ったのは、実体経済から離れた不可思
議な株価上昇は人間が持つ欲の部分のように感じた。多くの資本家は頭を抱えた。コロナは、貧
富や年齢に限らず脅威となっている。⾃分⾃⾝が感染源であるかもしれないし、⽬の前の友人か
もしれない。手洗いを含めた感染予防は徹底的にする。加えて、お互いを排除しあわないように
心の底では連帯で繋がっていたい。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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精神がまちづくりに与える影響を述べたい。

 一つ⽬は、故郷への愛着が、社会の画一化を防ぐことだ。戦後の急激な経済成⻑は、過度な利
益主義や商業主義を導いてしまい、市⺠生活は一変した。その弊害とは、市⺠が消費生活の享楽
にふけってしまい、都市生活への欲望が高まるほどに、地域での結びつきが奪われてしまったこ
とだ。一方で、地域の交流が活発になれば、親和協⼒の精神が暖まっていく。地域の人々は、⾃
然や地域の破壊を避け、まちの個性と魅⼒を磨こうとしていく。結果として、地域の人々は節度
のある成⻑を求めるようになる。

 二つ⽬は、地域の内外で友人が増えていくと、地域の共生が世界の平和へと発展することだ。
總一郎は、敵を外部に据える排他性が、内部の結束を固める作⽤があると鋭い指摘をしている。
その反対に、親和協⼒の精神は、相互理解によって幸福を大きくしていく。わかりやすく⾔え
ば、排他性は、争いを生み、親和協⼒の精神は平和を育む。總一郎が、地域を愛せない人は、国
も世界も愛せないと一貫して主張してきた点は、まさしく、ユネスコが唱える平和の理念にも通
じているのだ。

 親和協⼒のまちづくりをまとめたい。まず、地域の中で敵対関係が起こらぬように努⼒する。
そのためには、⽇常的に交流し、相互の理解を大切にする。続けて、地域や⾃然は、みんなの共
有物であり、奪うものでも、独り占めにするものでもない。親和協⼒の精神が広がっていけば、
地域の人々は、個々の技術を高め、土地の個性や魅⼒を大切にしようとする。親和協⼒のまちづ
くりに参画すれば、共生社会が実現する。

 親和協⼒の精神は、高梁川で続く共生の歴史を浮かび上がらせたものだ。ただし、總一郎は親
和協⼒の精神から地域の成⻑に警鐘を鳴らす⽴場にいたことを忘れてはならない。現状のままで
は駄⽬なのだと。むしろ、總一郎は、持続的に発展するために、高梁川で培われた親和協⼒の精
神を思い起こしてほしいと訴えているのだ。

 ひょっとしたら、学生たちから「申し訳ないのですが、先生の話は難解です。結局、親和協⼒
のまちづくりって何ですか」と率直な質問があるかもしれない。このように答えたい。

 「パートナーシップです。大原總一郎さんは、高梁川流域が持続的に発展するには、地域の共
生を大切だとおっしゃっています。特に、⽇常的な⽂化の交流から、相互の理解を深め、友人を
増やしていくことを期待しました。地域で敵対している状況では、世界の平和も実現できません
よね。SDGsの「誰一人取り残さない（leave no one behind）」社会を半世紀以上も前から⾒つ
めていたのは、すごいことですね」

 このような質問をする学生はいつでも歓迎だ。倉敷市美観地区には「語らい座大原本邸」があ
り、大原家四代が地域に残したものを展示している。学生達と一緒に⾜を運んでみたい。
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新型コロナウイルスの影響は岡⼭にも
大きく及ぼした。左から、定例会⾒で
感染拡大防⽌への対応について話す伊
原⽊知事、新型コロナウイルスの電⼦
顕微鏡写真（国⽴感染症研究所提
供）、人の往来が途絶え、閑散とする
岡⼭桃太郎空港のコラージュ

コラム｜岡⼭まちづくり探検

コロナウイルスと社会不安 排除ではなく連帯を⽬指せ

 3月の話だが、大学の恩師が筆者にふと問いかけた。

 「えーっと、あれよ。コロナの流⾏は、10年前に株価の
大暴落を起こしたリーマンショック（2008年）とは、違
った影響を残していくと思うんよ。時代の変化というか、
人の動きについてというか、市⺠の生活が厳しくなると思
うんよ」

コロナウイルスは⽬に⾒えない敵だ。しかも、潜伏期間
があり、病院や介護施設で蔓延してしまうと甚大な被害を
被ってしまう。医療崩壊が起きぬように現場の医師や看護
師さんは必死に闘っている。一方、多くの人は寒い冬を経
てからの春の訪れを楽しみにしていた。新生活の準備、お
花⾒などの⾏楽、外食やショッピング、そして、旅⾏な
ど。家でじっと留まることにストレスを感じないはずはない。ただ、これ以上に感染拡大が起き
ぬように不要不急の外出は極⼒避けるようにしなければならない。4月7⽇から5月6⽇までの1カ
月間は政府の緊急事態宣⾔に基づきみんなで辛抱しなければならないだろう。ただ、このコロ・
ウイルスで起こったパンデミックに対し、人類社会はどう対処しなければならないのだろうか。

 中国・武漢で都市封鎖が起きた時、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」が到着した時、
ウイルスが爆発的な広がると何が起きてしまうのか、筆者は⼗分に理解していなかった。3月にな
ると、⽇本、イタリア、フランス、スペイン、そして、アメリカが闘いの中心地へと移ってしま
った。グローバルに人が⾏き交う時代では、ウイルスが瞬く間に広がっていくことを⾒せつけら
れた。だからこそ、各国のそれぞれが適切な対応をするのと同時に、世界の人々と連帯をしなけ
ればならないだろう。実際、コロナウイルスは私たちの健康に留まらず、人間の心を不安にさせ
る。

 経済戦争の中にあったアメリカと中国の間では、コロナウイルスが双方の不信を大きくさせる
結果になった。⽇本と韓国との間では、渡航制限でぎくしゃくした。ドイツ国境線沿いでは、フ
ランス人に対するコロナ・ヘイトも起きてしまったそうだ。ニュースを拾ってみると、恐怖が国
や人種による差別を駆り⽴てているようだ。また、貧しい人ほど雇⽤の危機が迫り、病院が遠の
いてしまう。ウイルスにかかってしまったが、病院に⾏けなくなってしまうと、ウイルスがさら
に拡散してしまう。密閉や密集は良くないが、⽇常の暮らしから不可抗⼒としてウイルスにかか
ってしまうことは⼗分にありうることだ。だれかを批判すれば解決するという部類のものではな
いのである。コロナウイルスは、感情や貧富など社会課題も爆発させたのだ。
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雄大な高梁川。地域や⾃然は、みんな
の共有物だ

流域連盟の規約。趣意書にある指針や
哲学と重ねてみよう

コラム｜岡⼭まちづくり探検

倉敷市SDGs未来都市と親和協⼒（下） だれも取り残さな
いためには︖

 倉敷市版SDGs（持続可能な開発⽬標）や高梁川流域の
まちづくりの基盤にあるのは、親和協⼒の精神であると前
稿で述べた。大原總一郎は第二次世界大戦後に親和協⼒の
精神が必要となった理由をどのように論じているのだろう
か。高梁川流域連盟趣意書には、活動指針を通じたまちづ
くりの哲学が掲げられているのに対し、總一郎は『高梁
川』創刊号（昭和29年10月25⽇）の「高梁川流域連盟の
出発」に⾃⾝の思いを述べている。

 この寄稿は、趣意書の表裏にあたるもので示唆に富む。
昭和31年の経済⽩書には、「もはや戦後ではない」と記述
されたように戦前の国⺠総生産（GNP）を超える時代を迎
えており、当時の岡⼭県も同じく復興と近代化が進んでい
った。ここに地域成⻑に関する問いがあった。高梁川流域
の発展において、経済至上主義を押し進めるか、もしく
は、地域の共生を重視するかのという岐路である。

 總一郎は、故郷である倉敷・高梁川流域が無秩序に発展
することに否定的であった。それでは、どのように変えていくのか。總一郎が唱える親和協⼒の
精神を、地域共生の成⻑モデルと読み直してみよう。「高梁川流域連盟の出発」で總一郎は以下
のように述べる。

 「近代のめまぐるしい世相と画一的なコンマーシャリズムとは、我々に歴史を忘れさせ、我々
の⾝辺の恩恵や影響に正しい認識を向けさせず、愛国心などということも、郷土を離れて甚だし
く無味乾燥な抽象的観念的な響きを持つようになってしまった。世界に平和を、世界の人類は理
解し合い愛し合おう。しかしその前に、近隣の人達が理解し合い協⼒し合うことが先ずできなけ
ればならない。排他的になることによって結束を固めるという種類のことは、本当に理解し合い
愛し合うことではない。近隣の人々が愛し合うのは、反⽬や憎しみの反動として愛し合うのでは
なく、互いに相互の⽴場、共同の⽴場を理解し合い、善意が悪意よりも遙かに多くの精神的、物
質的幸福をもたらすものであるということを信じる⽴場からなされるものでなければならない」

 總一郎は、隣人を愛し、善意を信じようと呼びかけた。しかし、親和協⼒の精神が、どうして
バランスのある地域発展に結びつくのだろうか。先ほど述べたように、競争社会か、もしくは、
共生社会を選ぶのか、これらは現代のまちづくりに通じる大切な問いだ。それでは、親和協⼒の

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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 ⽔島商店街の特徴は、⽔島コンビナートの発展が、にぎわいに繋がっていたことだ。地域のイ
ベントもどんどん増えていった。おかみさん会は当時の好景気を懐かしそうに語ってくれた。

 「本当に、え〜時代があったんです。昭和30年頃は、なにもせんでも良く売れました。本当に
順⾵満帆の好景気です。たとえば、靴屋さんは、毎⽇、靴を並べたら、すぐに売れた。２階にあ
る靴の箱を上げ入れして、⾜が痛くなったそうです。人が来て良い時代でした。夢物語みたいで
す。その頃は、⾞ではなくて、⾃転⾞でやってくるようなお客さんでした。コンビナートにくる
人、従業員、社宅に住む人など、⽔島出⾝以外の人もどんどん増えてきました」

 おかみさん会の話から気づいたことがあった。⽔島商店街で生活する人は、駐⾞場になる前の
空間を鮮明に覚えていることだ。まちが元気な頃の百貨店の姿だ。駐⾞場しか知らない筆者と
は、⾒えているものが全く違うのだ。

 「昭和42年、43年が一番賑わいました。百貨店ができたのは、昭和38年ですから、とにかく、
⽔島商店街には、どんどんいろんなものができました。普通のお店から5階建ての百貨店になった
ときに、⽔島にはやはり勢いがありました。5階建ての建物を⾒ると、みんな繁盛している姿を思
い浮かべました。ビアガーデンがあって夏の楽しみだったんです。百貨店の中には、寝具から贈
答品、学生⽤品からほとんどあったんです」

 パーキングディの会場は百貨店跡地の駐⾞場である。⽔島が一番元気だった頃の思い出が詰ま
っているようだ。会場に集まる人は、コロナ禍の近況や昔談義で盛り上がっている。夜が少しず
つ更けていき、バーや居酒屋にも灯がともりだしていく。仕事帰りのお父さんが集まっている。
駐⾞場の外はいつもの⾵景だ。⽔島商店街の歴史について先に進めると、昭和45年に⽔島臨海鉄
道が誕生し、倉敷駅までのアクセスも向上する。一方、⽔島商店街の好景気は、昭和30年から昭
和50年までの20年ほどであったようだ。

 次稿では、⽔島商店街におけるまちづくり団体の姿を取り上げたい。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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 ⽔島パーキングディの開催地は、もともと百貨店があった場所で、現在、駐⾞場になってい
る。筆者のように、初めて訪れる人にはただの駐⾞場にしか過ぎない。しかし、古川さんは「み
んなの思いが強くて、なんとか使いたい。今の駐⾞場ではさみしいと思っているのです」とい
う。今回の合宿授業で一番大きな成果は、⽔島商店街の皆さんが持つ思いの部分に近づいたこと
だ。昨年度はパーキングディに挑戦することで精いっぱいだった。開催にあたり準備を重ねるこ
とで、思いの輪郭が⾒えてきた。

 次項では、⽔島おかみさん会の感想を紹介したい。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。

2021/1/15 ⽔島パーキングディのはじまり（中） 商店街が一番元気だったとき︓⼭陽新聞デジタル｜さんデジ

https://www.sanyonews.jp/article/1056001?rct=machitan 1/2

学生たちに語りかける⽔島おかみさん
会のメンバー

コラム｜岡⼭まちづくり探検

水島パーキングディのはじまり（中） 商店街が一番元気だ
ったとき

 少し⽇が暮れ始めた倉敷市⽔島地区。夕刻6時から、高
校生と大学生は地元の住⺠グルプ「⽔島おかみさん会」か
ら話をうかがった。テーマは「⽔島商店街が一番元気だっ
た時」である。学生たちは、華やかし頃の商店街について
うかがった。⽔島商店街のみなさんが百貨店跡地の駐⾞場
にどうして強い気持ちを持っているのか、筆者の関心もそ
こにあった。⽔島パーキングディは、みんなが⾃由に語り
合う場である。この機会を活⽤して、空間の持つ⼒を浮き
彫りにしたかった。おかみさん会は、商店街の歴史を話し
てくれた。

 「こんばんは。ようこそ。⽔島へ。人が集まったのは、何⽇ぶりでしょうか。コロナ禍で⾃粛
していまして、さみしい限りでした。その中で、商店街の発表準備で資料を出していました。⽔
島商店街の誕生は、昭和22年です。三菱重⼯業が千⿃町から弥生町まで約2キロの社宅を希望者に
払い下げました。戦前の話ですが、名古屋から三菱の会社がやってきて、戦闘機を作っていまし
た。名古屋の人が多かったため、栄町、常磐町、千⿃町など名古屋の地名がつきました。それ
が、はじまりです。かつては、三菱、JFE、川鉄など会社の人もいらっしゃって、買い物に来てい
ました。東京の渋谷のように人が込み合った状態があったんです。みなさん、繁盛ぶりを聞いて
みてください」

 おそらく、はじめて⽔島を訪れる学生たちにとって、にぎやかな商店街をイメージするのは難
しかったかもしれない。それほどに、語られる商店街の様⼦が、現状と違うのだ。おかみさんの
会は⾊々なエピソードを教えてくれた。たとえば、遠⾜の前、菓⼦屋さんは⼦供であふれていた
こと、おもちゃ屋さんは、⽔島で一番大きなお店であったこと、クリスマスには、ケーキを求め
て⾏列ができたことだ。岡⼭県有数の商店街が⽔島にあったのだ。

 「常盤町商店街にはきれいなアーケードがあったんですよ。平成17年に取り外しましたが。昭
和43年のときにつくりました。雨が降っても、きれいだし、安全だし、今の商店街とは全く違っ
ていたんです。ちょうどその頃、（駐⾞場の前に）常盤ビルや信⾦ビルができたのでアーケード
も併せてできたのです。昭和41年には、今も続いている七夕飾りがはじまりました。昭和31年、
第１回の⽔島港まつりも始まりました。⽔島花⽕大会は昭和26年です。もともと、港で⾏われて
いましたが、コンビナートができたので⻲島⼭に会場を移して、本格的になってきたのは昭和31
年の⽔島港まつりです」

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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 今回のまちづくり集会では、⻄川エリアと区切ってみても、本町や平和町・⽥町では、お店の
雰囲気が異なっており、⻄川の多様性があることを確認できた。筆者にとっては興味深い話だっ
たのだが、会場からは、飲食店の流入が続けられた結果、お店の雰囲気が醸し出すまちの雰囲気
が単調になってきたという意⾒も出てきた。

 「ずっと、⻄川界隈で飲んでいるんですけど、最近むしろ、まちの濃淡が失いつつあって、特
徴が弱まってきている気がするんです。もともと、昔の⻄川沿いには飲食店がほとんどなくて、
住宅街でした。駅に近いところはお店がありました。飲み屋街は、京橋から発展して⽥町や中央
町に広がってきました。だから、飲食系は、住宅街だった場所に、岡⼭駅周辺と飲み屋街の双方
が拡大してきたんだと思うんです。もともと、住宅があった平和町ですから、静かでおしゃれな
お店から入ってきたんじゃないでしょうか。しかし、⻄川界隈が、全部お店になったら特⾊は薄
まっていきます。今、わたしたちが⽬にしているのは、昔の名残なんじゃないでしょうか」

 会場の意⾒を聞いてみて、ふと思った。コロナが治まった頃、馴染みのお店は頑張って残って
くれているだろうか。それに加えて、⻄川界隈の飲食店は、資本⼒のある大手チェーンが賑わい
を⾒せているのだろうか。コロナが⻑引くほどに、地元飲食店の体⼒は奪われていく。

 都市部の人⼝が増加することは、悪いことではない。住む人も商売をする人も一緒に⻄川界隈
で暮らしていけるはずだ。しかし、⻄川界隈のイメージや特⾊を意識しないと、どこにでもある
中心市街地になってしまう。これは避けていきたい。⻄川界隈の飲食店は、店舗の維持に精一杯
だ。わたしたちは、密を避けながら、お食事に⾏きたいものだ。それに、現在、⻄川のまちづく
りに関わっていない新しい仲間を引き込まないといけない。⻄川は大好きな場所だが、秋⾵が寒
く感じた。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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⻄川沿いの歩道を歩くと、人通りの少
なさに気づく

⻄川沿いは店舗の変化が速くなってき
た

周囲の街並みがどんなに変わろうと、
ずっと変わらない⻄川の流れ

コラム｜岡⼭まちづくり探検

コロナ禍に苦しむ⻄川の飲⾷店 変わるまちの⾵景

 岡⼭市で先⽇、⻄川のまちづくり集会に参加した。コロ
ナ禍の⾃粛で、中心市街地のまちづくり集会も久しぶり
だ。ゆっくり歩いて気づいたのだが、街並みが変わった。
昔あったホテルが閉鎖し、⼯事中だ。居酒屋もなくなっ
た。看板はワインを中心にしたお店になっていた。さら
に、おしゃれなお店が空き家となり、新店舗を募集してい
た。多くの人々が、⾃粛をしていたため飲食店は大打撃を
受けている。

 まちづくり集会の発表内容は、⻄川エリアにおける飲食
店の特徴だ。岡⼭駅、柳川筋の交差点、⽥町、柳町の東⻄
南北１キロ平方メートル空間を⻄川エリアと置いてみる。
そうすると、⻄川を境に、岡⼭駅側の本町側は、若い客層
や団体客が多い。平和町や⽥町は、少ない人数で食事をゆ
っくりと楽しむお客が多い。⻄川を挟んで、飲食店のスタ
イルにも特⾊があるようだ。しかし、コロナ禍における飲
食店街の状況は、想像以上に厳しいと会場から意⾒をもら
った。⻄川沿いの⻘果店ご主人は以下のように教えてくれ
た。

 「私が知っているのは、⻄川エリアには、６００から７
００くらいの飲食店があるんですが、コロナ禍で大変な影
響を受けていています。営業⾃粛による持続化給付⾦もず
っともらえるもんじゃありません。家賃保証も切れてしま
います。忘年会も期待できない状況です。もし、コロナの
クラスターでも起きたときには、全く飲食店はなくなって
しまいます。最悪、３割も４割も続けられないかもしれま
せん。そうすると、空き家が出てきます。これからまちが
変わっていくんじゃないでしょうか」

 昨年、一昨年の会合では、海外からいらっしゃるお客さんにどれだけ分かりやすくお店を伝え
られるのか、イスラム教徒のハラル（イスラム教の教えで豚肉を出さず、それ以外の肉について
も特別な処理をしたもの）に対応したお店を紹介するかなど、今よりもずいぶん明るい話をして
いたのを思い出した。飲食店のみなさんは、⻄川界隈のブランドを高めていこうという気運が盛
り上がっていたのだ。しかし、コロナ禍では様⼦は異なってくる。

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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汚れても良いはずの⽩い服で畑仕事＝
⽮掛町⽻無集落

また、⽻無のみなさんにコツを教えてもらいながらでき、
やればやるほど楽しくなった。」（男⼦学生）

 続けて、集落で採れた食べ物が好評であった。スーパーの手軽さとは違って、一手間、二手間
かけて生まれたピザやおにぎりが特別な体験となった。

 「今回のモデルツアーは大変満⾜し、楽しい思い出となりました。中でも、ピザ作り体験は、
生地をこねるところから始まり、本格的な石窯を使って焼いたピザは格別に美味しかったです。
あえて米粉を使っていた所も特別感がありました。栗ご飯とお漬物もとても美味しかったです。
岡⼭市内ではなかなかできない栗拾いを人生で初めてできたことも思い出に残りました。高齢者
の方々と普段お話しする機会もあまりないので、いい機会となりました」（⼥⼦学生）

 「都会では⼭の中に入って栗を拾う機会もなく、⾃然から季節を感じることが少ないですが、
⽮掛町は豊かな⾃然に囲まれていて非常に秋らしい体験ができたのでうれしかったです。栗のイ
ガに苦戦しながらも夢中でたくさんの栗を拾いました。昼食には地元の方が栗のおにぎりを作っ
てくださいました。柔らかい⻩⾊でほのかな⽢みのある栗と米がぴったりで、とてもおいしかっ
たです」（⼥⼦学生）

 最後に、ジャガイモの種付け体験はどうであろうか。汚れても良い格好で参加を呼びかけたの
だが、どのように⾒ても、まちに買い物に出かける服装で筆者は驚いた。学生たちは、ジャガイ
モを植えて、収穫するまでの作業を期待しているようだ。

 「ジャガイモ植えが印象に残りました。これは特に団体客が楽しめるのではないかと思いま
す。畑の土は都会の土の感触とは違うことと、普段農業をすることがない若者が多いと思うので
印象に残るのではないかと思います。植えたジャガイモを収穫するために⽮掛町に再来する人が
いると、⽮掛町の季節ごとの魅⼒を伝えるチャンスになると思います」

 一方で、集落の改善点も学生たちは教えてくれた。集落のみなさんが気づき難かった点であ
る。たとえば、（1）インターネット環境の整備、（2）スイーツなどの⽢いものの開発、（3）備
品レンタルの充実、（4）手ぶらで楽しめるバーベキューなどだ。若者らしい視点だ。若者なら⽻
無集落をどのようにデザインするだろうか。⾃由な発想で⾯⽩い。⼥⼦学生は以下のように教え
てくれた。

 「⽮掛町は星がきれいなことが強みだと話されていたので、寝転がって星が⾒られるように、
開けた場所にベンチを置いて、飲み物を片手に星を眺める“星空カフェ”のようなものがあったら
すてきだなと思います。また、せっかく泊まって帰るなら記念になるものが欲しいと思うので、
お土産を充実させる必要があると感じました。私だったら、小さい瓶に入ったピーナッツバター
とか栗ジャムがあったら買いたいです。次回⽮掛町に来るときは、栗パフェか、もしくは栗のデ
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栗拾いを楽しむ学生たち＝⽮掛町⽻無
集落

美味しい栗の⾒分け方を教わる＝⽮掛
町⽻無集落

ハートのピザは⼥⼦学生が考えた＝⽮
掛町⽻無集落

コラム｜岡⼭まちづくり探検

田舎のインバウンドを⾼めるには（上） 矢掛町で元気な羽
無集落の取り組み

 秋も深まり、⽥舎の紅葉が美しい。新米が取れ、イチジ
クや柿も美味しい。オフィスの時間が⻑くなると外の空気
が恋しくなる。中⼭間地域の季節はしっかり移り変わって
いる。岡⼭県の⼭々は、当然険しいのだが、あたたかさを
感じる。九州生まれの筆者が感じる⼭とは少し違ってい
る。雄大さに加え、柔らかさがあると⾔ったら良いのだろ
うか。集落の持つ季節の変化は楽しい。

 集落のまちづくりを追いかけてきた理由は、⽥舎の暮ら
しがどのように維持され、発展するかを調べるためだ。集
落の一年は忙しい。その生業を市⺠参画として学生たちと
考えてきた。ただ、本年度は、岡⼭県・⽮掛町から観光政
策について分析依頼を受けた。内容は、⽥舎の資源を交流
人⼝やインバウンドにどのように役⽴てるかだ。特に、若
者が⽥舎の交流で期待しているものを明らかにすることに
なった。やかげＤＭＯ（一般財団法人⽮掛町観光交流推進
機構）とモデルツアーを企画し、学生アンケートを分析し
た。⽥舎の魅⼒を調べてみよう。

 ⽮掛町⽻無集落の事例。9月末の岡⼭大学の国際交流団
体15名が、栗拾い、ピザ作り、じゃがいもの種付けに出か
けた。学生たちが楽しんだのは、学生同⼠の交流よりも、
集落の皆さんと一緒に作業をしたことであった。都市部の
アトラクションとは違った楽しみ方があるようだ。まず
は、栗拾いの感想を聞いてみよう。トングでつかみ、⾜
で、イガイガを除く。収穫テクニックを教えてもらったの
がうれしかったようだ。

 「栗拾いももちろん楽しかったのですが、地元の方に教
えていただいているのがうれしかったです。」 （⼥⼦学
生）

 「栗拾いは小学校以来したことがなく、久しぶりにする
と癖になる感じがあり、ずっと夢中でやることができた。
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ザートピザが作りたいです。⽢露煮やマロンペースト、食感のアクセントに砕いたピーナッツを
のせたら最高においしくなると思います」（⼥⼦学生）

 もし、夜空の下におじさん15名が集まったら、枝豆と瓶ビールの注⽂で終わってしまうかもし
れないが、若者の⾃由な発想は本当に⾯⽩い。学生たちを受入れて集落の皆さんは一⾔。

 「10代の学生が15人も集まったということは、村ができてから、平均年齢が一番下がったちゅ
うことじゃな。ありがたいわな。わしらとは考えが違うわな」

 実は、学生アンケートで評価が一番高かったのは、集落の皆さんが一生懸命、気を遣ってくれ
たことである。

 「大変満⾜しました。まず何よりも休⽇であるにもかかわらず、大勢の方からの想像を超える
温かい歓迎を受けたことが心に残っています。また、この場所がどのように使われていて、どの
ようなことができるのかなど、私たちの質問一つ一つに丁寧に答えてくださったところに温かさ
を感じました」

 ⽮掛町⽻無集落は、観光地という場所ではない。だから、観光地されていない、集落のあたた
かさが魅⼒にあるようだ。交流人⼝を増やすには、改善点も多々ありそうだ。しかし、そのもう
ちょっとあれば良いという人間くささも、⽻無集落の魅⼒だと思った。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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 今回のまちづくり集会では、⻄川エリアと区切ってみても、本町や平和町・⽥町では、お店の
雰囲気が異なっており、⻄川の多様性があることを確認できた。筆者にとっては興味深い話だっ
たのだが、会場からは、飲食店の流入が続けられた結果、お店の雰囲気が醸し出すまちの雰囲気
が単調になってきたという意⾒も出てきた。

 「ずっと、⻄川界隈で飲んでいるんですけど、最近むしろ、まちの濃淡が失いつつあって、特
徴が弱まってきている気がするんです。もともと、昔の⻄川沿いには飲食店がほとんどなくて、
住宅街でした。駅に近いところはお店がありました。飲み屋街は、京橋から発展して⽥町や中央
町に広がってきました。だから、飲食系は、住宅街だった場所に、岡⼭駅周辺と飲み屋街の双方
が拡大してきたんだと思うんです。もともと、住宅があった平和町ですから、静かでおしゃれな
お店から入ってきたんじゃないでしょうか。しかし、⻄川界隈が、全部お店になったら特⾊は薄
まっていきます。今、わたしたちが⽬にしているのは、昔の名残なんじゃないでしょうか」

 会場の意⾒を聞いてみて、ふと思った。コロナが治まった頃、馴染みのお店は頑張って残って
くれているだろうか。それに加えて、⻄川界隈の飲食店は、資本⼒のある大手チェーンが賑わい
を⾒せているのだろうか。コロナが⻑引くほどに、地元飲食店の体⼒は奪われていく。

 都市部の人⼝が増加することは、悪いことではない。住む人も商売をする人も一緒に⻄川界隈
で暮らしていけるはずだ。しかし、⻄川界隈のイメージや特⾊を意識しないと、どこにでもある
中心市街地になってしまう。これは避けていきたい。⻄川界隈の飲食店は、店舗の維持に精一杯
だ。わたしたちは、密を避けながら、お食事に⾏きたいものだ。それに、現在、⻄川のまちづく
りに関わっていない新しい仲間を引き込まないといけない。⻄川は大好きな場所だが、秋⾵が寒
く感じた。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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⻄川沿いの歩道を歩くと、人通りの少
なさに気づく

⻄川沿いは店舗の変化が速くなってき
た

周囲の街並みがどんなに変わろうと、
ずっと変わらない⻄川の流れ

コラム｜岡⼭まちづくり探検

コロナ禍に苦しむ⻄川の飲⾷店 変わるまちの⾵景

 岡⼭市で先⽇、⻄川のまちづくり集会に参加した。コロ
ナ禍の⾃粛で、中心市街地のまちづくり集会も久しぶり
だ。ゆっくり歩いて気づいたのだが、街並みが変わった。
昔あったホテルが閉鎖し、⼯事中だ。居酒屋もなくなっ
た。看板はワインを中心にしたお店になっていた。さら
に、おしゃれなお店が空き家となり、新店舗を募集してい
た。多くの人々が、⾃粛をしていたため飲食店は大打撃を
受けている。

 まちづくり集会の発表内容は、⻄川エリアにおける飲食
店の特徴だ。岡⼭駅、柳川筋の交差点、⽥町、柳町の東⻄
南北１キロ平方メートル空間を⻄川エリアと置いてみる。
そうすると、⻄川を境に、岡⼭駅側の本町側は、若い客層
や団体客が多い。平和町や⽥町は、少ない人数で食事をゆ
っくりと楽しむお客が多い。⻄川を挟んで、飲食店のスタ
イルにも特⾊があるようだ。しかし、コロナ禍における飲
食店街の状況は、想像以上に厳しいと会場から意⾒をもら
った。⻄川沿いの⻘果店ご主人は以下のように教えてくれ
た。

 「私が知っているのは、⻄川エリアには、６００から７
００くらいの飲食店があるんですが、コロナ禍で大変な影
響を受けていています。営業⾃粛による持続化給付⾦もず
っともらえるもんじゃありません。家賃保証も切れてしま
います。忘年会も期待できない状況です。もし、コロナの
クラスターでも起きたときには、全く飲食店はなくなって
しまいます。最悪、３割も４割も続けられないかもしれま
せん。そうすると、空き家が出てきます。これからまちが
変わっていくんじゃないでしょうか」

 昨年、一昨年の会合では、海外からいらっしゃるお客さんにどれだけ分かりやすくお店を伝え
られるのか、イスラム教徒のハラル（イスラム教の教えで豚肉を出さず、それ以外の肉について
も特別な処理をしたもの）に対応したお店を紹介するかなど、今よりもずいぶん明るい話をして
いたのを思い出した。飲食店のみなさんは、⻄川界隈のブランドを高めていこうという気運が盛
り上がっていたのだ。しかし、コロナ禍では様⼦は異なってくる。

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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 「⾃分が収穫した野菜や果物を、⾃分たちで料理して、消費すれば、農業の良さを実感できる
のではないかと思いました。農家の方のおすすめの食べ方や、野菜を使った料理を知りたいと感
じました」

 「集落で宿泊プログラムをするときは、地域の方に教えてもらいながら畑から食材を取って、
下処理を含めて夕食の準備ができたらうれしいです。焼き芋を作ったり、畑で取れたりした野菜
でピザを作ってみたいです」

 ⼥⼦学生は、柿ジャム、柿ピザ、柿プリン、ずんだ餅、おはぎ、⽢酒プリンを集落のお⺟さん
と作りたいと教えてくれた。ここで気づいたのは、誘客アンケートでは、観光施設、料理、清潔
感、おもてなしの満⾜度評価を聞くことが多かったのだが、⽥舎のインバウンドアンケートで
は、学生が集落の一人一人が⽥舎の魅⼒になっていることを指摘していることだ。

 「⽥舎のインバウンドで欲しい要素は、ホームステイのような形で宿泊し、地域の方と濃い交
流をすることです。次回は、地域の方と語る、議論する、想いを聴くプログラムをしたいです。
私たちも参加の動機や⾃分の地元など個人的なこと伝えて、お互いを知ることができます。地域
について考える良い機会にもなります。食事については、もちろん、沢⼭おいしくいただきまし
た。ごちそうさまでした。単に味がおいしいだけでなく、一緒にバーベキュー（BBQ）で焼きな
がら話したり、栗を焼いたら破裂したり、食材にあふれている地域のこどもたちにも好き嫌いが
あることを知ったり、いろいろな思い出になりました」

 学生たちは集落のみなさんとの交流が本当に楽しかったようだ。筆者は、少しだけ、不思議で
あり、同感でもあった。たとえば、大学キャンパスと⽥舎では、気の使い方が違う。集落で黙々
と作業を続けていると、⾃分らしさに戻れる。携帯電話でメッセージを送るのではなく、カマで
稲を刈り、手で柿をもいでいると、隣同⼠で会話が弾む。季節の変化も、果物の熟し具合も、お
天道様に委ねられている。都会の時間割と⽥舎の時間は、ちょっと違うのだ。

 男⼦学生は、以下のように述べていた。

 「お忙しい中、私たちに農業体験の場を準備してくださったり、BBQで、もてなしてくださっ
たり、たくさんの果物をいただいたり、本当にありがとうございました。農業体験をした後に
BBQでゆっくりするという、のんびりした雰囲気と人柄がこの地区の魅⼒なのかなと感じまし
た。時間を忘れることができるような体験は、最高のぜいたくでもあると思うので、地域の良さ
をもっと⾒つけていきたいと感じました」

 ⽥舎のインバウンドを高めるためのアンケートを⾏ったが、観光地化されていない集落の姿が
最大の魅⼒なのだと筆者は思った。そのように考えると、地域の暮らしを⽀えてきた⽥舎の営み
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農家と一緒に農作業に汗を流す学生た
ち。初めての学生も多かった

⽥舎のBBQは最高のごちそうだ

鈴なりになった柿を地元の⼦どもたち
とほおばる

コラム｜岡⼭まちづくり探検

田舎のインバウンドを⾼めるには（下） 矢掛町江良集落、
田舎時間を大切に

 10月、⽮掛町⽻無集落で栗を拾った。11月、同町江良
集落では、稲刈りをさせてもらった。稲穂が⻩⾦⾊に変わ
ると、⽥舎の秋は忙しい。筆者は、収穫の秋を毎年楽しみ
にしている。景⾊も美しく、垂れた稲穂はかわいらしい。
⽻無集落に続いて、岡⼭大学の学生11名が、江良集落のイ
ンバウンドモニターに参加した。

モニターの⽬的は、誘客コンテンツを探すことだ。直感
的に秋の⽥舎は楽しいものだが、若者の⽬線から⽥舎の魅
⼒がどのように映っているのだろうか。アンケートから分
かったのは、農業体験のコンテンツは非常に大切だと⾔う
ことだ。ただし、モニター参加者の評価が高いのは、集落
の方と一緒に作業をし、おしゃべりをすることだ。つま
り、ゆっくりした⽥舎時間である。特に、学生達は、家族
や親戚の家に戻るような感覚が心地よかったようだ。

 まず、男⼦学生の意⾒だ。

 「収穫作業で、地元の方が丁寧に教えて下さったのが印
象的でした。また、柿を食べている友人に⼦どもが集まっ
てくれました。⾒たことないほどに、柿の実がなっている
のに驚きました。それに、かわいい⼦供と遊んで楽しかっ
たです。人と人の距離が近いのも印象に残りました。人⾒
知りしない⼦どもと打ち解けて遊んだのが、すごく楽しか
ったです。地域のみなさんが家族のように接してくれて、
⼦どもたちが、大人や違う世代の人との交流があるのが、
集落の持つ良い環境だと感じました」

 ⽥舎の満⾜度を高めるには、観光客ではなく、少しずつ集落の一員になることがポイントのよ
うだ。難しいことではなく、お父さんやお⺟さんの手伝いをして、稲刈りや柿取りのコツを得る
のが楽しみとなる。観光と⽥舎体験の線引きは明確ではなく、集落に住んでいる人がどのように
お客さんを迎えるかのさじ加減で変わってくる。

 一方、⼥⼦学生は、次回は季節の料理教室に参加したいと意⾒をくれた。
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は、岡⼭県各地にある。それを商品化し、売り出すというのは、少しおこがましいが、集落維持
と楽しみを増やすというのであれば、ぜひ応援していきたい。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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市のまちづくりを何とかしないといけないと考える友人が多く、市⺠がまちづくりに変化を求め
ていることは肌で感じ取っていた。新⾒市のまちづくりを牽引する強いリーダーシップを新⾒市
⺠は求めているのだ。

 続けて、人⼝問題にも注⽬してみよう。新⾒市の人⼝は11月で約2万8000人である。2005（平
成17）年の合併当初は、3万7000人であったが、2018（平成30）年には3万人を切ってしまう。
人⼝減少のスピードは非常に速い。死亡数が出生数を上回る「⾃然減」に加え、転出数が転入数
を上回る「転出超過」に⾏政は悩んでいる。結果として、高齢化率は41％を超えてしまい、県内
のワースト4位になってしまった。ここ10年で6000人が減っているため、15年後には2万人をも
割り込んでしまう深刻な状況だ。特効薬はあるのだろうか。テレビ番組の中で高校生がまちの改
善点を指摘していた。その声を聞いてみよう。

 「18歳になって、就職を市外にしますが、いつか戻ってきたいのですが、もっと働ける場所が
あればいいなと思っています」

 「バスの本数を増やしてほしいです。テストの時に乗り過ごすと、何時間も待たなければなり
ません。不便です」

 「遊べる場所が少ない。倉敷や岡⼭まで、⼥⼦は服を買いたいし、男⼦だったら体を動かせる
場所が欲しい」

 「学生⽬線で⾔うと気軽に集まる場所が欲しい。電⾞やバスはありますが、便数が少ないし、
近場で友達とコミュニケーションを取れる場所が欲しい」

 就職、公共交通、ショッピング、にぎわいの創出など、高校生の意⾒を真摯に受け⽌めたい。
⾞でまちを通り抜ける大人たちよりも、⾃転⾞で地域に密着する学生達の方が、まちの課題を詳
しく読み取っている。若者の声を聞かずして、若者の定着は難しいだろうが、このまちに住み続
けたいと考えている若者がいるのも新⾒市の特徴なのである。

 12月8⽇、戎⻫（えびす・ひとし）新市⻑が誕生した。まちづくりの課題は⼭積だ。しかし、強
いリーダーシップと市⺠の⼒が双方あれば、まちづくりも⺠主主義も活性化する。そうれば、地
域の課題をチャンスに活かせるはずだ。来年4月には市議会選挙があるため、継続してまちづくり
を追いかけたい。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
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新⾒市街地。まちづくりに向けて強い
リーダーシップと市⺠の⼒が求められ
る

千屋牛の碁盤乗り。高校生が伝統の担
い手だ

岩淵泰さん

コラム｜岡⼭まちづくり探検

新⾒市⻑選とまちづくり ⼈⼝減少社会をいかに乗り越える
か

 11月29⽇、新⾒市市⻑選挙が⾏われた。筆者は、新⾒
市の地元ケーブルテレビの選挙速報番組に出演した。生放
送の解説は初めてだ。これまで、新⾒公⽴大学での講義、
新⾒高校のアドバイザーというご縁で新⾒市には度々訪れ
ており、選挙に向って⾏くまちのそわそわした雰囲気を漠
然と感じ取っていた。

 新⾒市は小さなまちだ。だから、候補者の概要は⽇常の
会話から⾃ずと入ってきた。それが、突然、選挙解説の依
頼を受けることになり、とても驚いた。新⾒市内に住んで
いないが、ほどほどに詳しい先生ということで⽩⽻の⽮が
⽴ったようだ。選挙解説の中で紹介したのは、投票率の高
さと人⼝減少問題である。

 昔から新⾒市は投票率が高いそうだ。実際に、コロナ禍
で投票率は、73.37％（前回72.14％）に及んだ。また、
期⽇前投票を利⽤した有権者は、投票数の50.7％（9163
人）となり、前回の44.2％（8460人）を上回った。選挙
活動が制限されている中で、投票率は上昇したのだ。

 新⾒市の住⺠はこの市⻑選挙に高い関心があったと⾔っ
て良い。投票を押し上げた理由を考えてみた。シンプルに
述べると、コロナ禍におけるまちづくりの危機感に加え
て、特⾊のある3人の候補が、選挙活動を展開したこと
だ。それらは、地域福祉、⾏政の安定性、市⺠活動であ
り、各候補者の持つキャラクターが明⽩だったため、有権
者は選択しやすい選挙だったと⾔える。加えて、3候補の
熱心に政策を訴えたため、まち全体で選挙熱が高まってい
った。

 筆者は、新⾒市のまちづくりをかねてより注⽬している。新⾒市にはピオーネ、千屋牛、ワイ
ンといった特産品、温泉や鍾乳洞を代表とした観光地、土下座祭りなどの伝統があり、まちづく
りの資源は豊富だ。一方で、新⾒駅再開発、商店街の衰退、新⾒高校の存続、新⾒公⽴大学の活
⽤、若者の流出問題、移住者の獲得など、地域で考えることは⼭積みだ。筆者の周りには、新⾒
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治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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 「⾃分が収穫した野菜や果物を、⾃分たちで料理して、消費すれば、農業の良さを実感できる
のではないかと思いました。農家の方のおすすめの食べ方や、野菜を使った料理を知りたいと感
じました」

 「集落で宿泊プログラムをするときは、地域の方に教えてもらいながら畑から食材を取って、
下処理を含めて夕食の準備ができたらうれしいです。焼き芋を作ったり、畑で取れたりした野菜
でピザを作ってみたいです」

 ⼥⼦学生は、柿ジャム、柿ピザ、柿プリン、ずんだ餅、おはぎ、⽢酒プリンを集落のお⺟さん
と作りたいと教えてくれた。ここで気づいたのは、誘客アンケートでは、観光施設、料理、清潔
感、おもてなしの満⾜度評価を聞くことが多かったのだが、⽥舎のインバウンドアンケートで
は、学生が集落の一人一人が⽥舎の魅⼒になっていることを指摘していることだ。

 「⽥舎のインバウンドで欲しい要素は、ホームステイのような形で宿泊し、地域の方と濃い交
流をすることです。次回は、地域の方と語る、議論する、想いを聴くプログラムをしたいです。
私たちも参加の動機や⾃分の地元など個人的なこと伝えて、お互いを知ることができます。地域
について考える良い機会にもなります。食事については、もちろん、沢⼭おいしくいただきまし
た。ごちそうさまでした。単に味がおいしいだけでなく、一緒にバーベキュー（BBQ）で焼きな
がら話したり、栗を焼いたら破裂したり、食材にあふれている地域のこどもたちにも好き嫌いが
あることを知ったり、いろいろな思い出になりました」

 学生たちは集落のみなさんとの交流が本当に楽しかったようだ。筆者は、少しだけ、不思議で
あり、同感でもあった。たとえば、大学キャンパスと⽥舎では、気の使い方が違う。集落で黙々
と作業を続けていると、⾃分らしさに戻れる。携帯電話でメッセージを送るのではなく、カマで
稲を刈り、手で柿をもいでいると、隣同⼠で会話が弾む。季節の変化も、果物の熟し具合も、お
天道様に委ねられている。都会の時間割と⽥舎の時間は、ちょっと違うのだ。

 男⼦学生は、以下のように述べていた。

 「お忙しい中、私たちに農業体験の場を準備してくださったり、BBQで、もてなしてくださっ
たり、たくさんの果物をいただいたり、本当にありがとうございました。農業体験をした後に
BBQでゆっくりするという、のんびりした雰囲気と人柄がこの地区の魅⼒なのかなと感じまし
た。時間を忘れることができるような体験は、最高のぜいたくでもあると思うので、地域の良さ
をもっと⾒つけていきたいと感じました」

 ⽥舎のインバウンドを高めるためのアンケートを⾏ったが、観光地化されていない集落の姿が
最大の魅⼒なのだと筆者は思った。そのように考えると、地域の暮らしを⽀えてきた⽥舎の営み
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農家と一緒に農作業に汗を流す学生た
ち。初めての学生も多かった

⽥舎のBBQは最高のごちそうだ

鈴なりになった柿を地元の⼦どもたち
とほおばる

コラム｜岡⼭まちづくり探検

田舎のインバウンドを⾼めるには（下） 矢掛町江良集落、
田舎時間を大切に

 10月、⽮掛町⽻無集落で栗を拾った。11月、同町江良
集落では、稲刈りをさせてもらった。稲穂が⻩⾦⾊に変わ
ると、⽥舎の秋は忙しい。筆者は、収穫の秋を毎年楽しみ
にしている。景⾊も美しく、垂れた稲穂はかわいらしい。
⽻無集落に続いて、岡⼭大学の学生11名が、江良集落のイ
ンバウンドモニターに参加した。

 モニターの⽬的は、誘客コンテンツを探すことだ。直感
的に秋の⽥舎は楽しいものだが、若者の⽬線から⽥舎の魅
⼒がどのように映っているのだろうか。アンケートから分
かったのは、農業体験のコンテンツは非常に大切だと⾔う
ことだ。ただし、モニター参加者の評価が高いのは、集落
の方と一緒に作業をし、おしゃべりをすることだ。つま
り、ゆっくりした⽥舎時間である。特に、学生達は、家族
や親戚の家に戻るような感覚が心地よかったようだ。

 まず、男⼦学生の意⾒だ。

 「収穫作業で、地元の方が丁寧に教えて下さったのが印
象的でした。また、柿を食べている友人に⼦どもが集まっ
てくれました。⾒たことないほどに、柿の実がなっている
のに驚きました。それに、かわいい⼦供と遊んで楽しかっ
たです。人と人の距離が近いのも印象に残りました。人⾒
知りしない⼦どもと打ち解けて遊んだのが、すごく楽しか
ったです。地域のみなさんが家族のように接してくれて、
⼦どもたちが、大人や違う世代の人との交流があるのが、
集落の持つ良い環境だと感じました」

 ⽥舎の満⾜度を高めるには、観光客ではなく、少しずつ集落の一員になることがポイントのよ
うだ。難しいことではなく、お父さんやお⺟さんの手伝いをして、稲刈りや柿取りのコツを得る
のが楽しみとなる。観光と⽥舎体験の線引きは明確ではなく、集落に住んでいる人がどのように
お客さんを迎えるかのさじ加減で変わってくる。

 一方、⼥⼦学生は、次回は季節の料理教室に参加したいと意⾒をくれた。
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は、岡⼭県各地にある。それを商品化し、売り出すというのは、少しおこがましいが、集落維持
と楽しみを増やすというのであれば、ぜひ応援していきたい。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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ある学生は移動ができず、岡⼭にも入れないとのことだ。新型コロナウイルスの影響はやはり大
きい。

 １週間後、第２回の講義では、⽔と暮らしをテーマにした⻄川緑道公園のまちづくりについて
説明をした。⻄川緑道公園の魅⼒は、年間50近いイベントである。遠隔授業では、まちづくり活
動の紹介はできるのだが、在学期間中にやはり⽬で⾒て、手で触って、話をして、岡⼭でしかで
きない体験も積んでもらいたいと思った。２回⽬の授業は、写真を中心に紹介したので、先生も
学生も楽にコミュニケーションが取れたような気がした。「今⽇は、写真が中心だったので、先
生の顔はあまり⾒ることができませんでしたね」と筆者が⾔うと、「写真も先生の顔も両方映っ
ているんですよ」と笑い声が聞こえた。筆者は考えながら話していたので、授業中横を向いて話
していたかもしれない。だれか使い方を教えてほしい。

 学生たちの元気な声が聞こえると、次の授業準備も頑張ろうと思った。加えて、教育機関は今
の学生たちにもう一歩、二歩、応援できることがないだろうかと⾃問した。まったく新しいスタ
イルの授業が始まったことには変わりはない。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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給付⾦配布の手続きを迅速に進めるなど、地域ごとに特⾊も出てきている。コロナの戦いは⻑期
戦となる。リーダーの⼒量と政策⽴案能⼒は、まちづくりに直結する。緊急事態宣⾔の中で、国
が捉えきれない地域の実情があれば、私たちが先手を打っていくべきだ。だからこそ、リーダー
は、市⺠の声から地域の肌感覚を養ってもらいたいのだ。

 楽観しすぎても、悲観になりすぎても、平穏の気持ちを保つことがどれだけ難しいことか、巣
ごもり生活から痛感している。それでも、個々の⼒と岡⼭県の総⼒でコロナに打ち勝てるはず
だ。そう思えばこそ、前進できる。少しクールダウンした状況であれば、知事はこのように⾔い
たかったのかもしれない。

 「岡⼭県はゴールデンウイーク以外でもとっても素晴らしいまちです。晴れの国の温かいホス
ピタリティーを感じていただければ正解。コロナ騒動が収まったらぜひ来てほしいと、県⺠一同
は思っています。後悔はさせません」

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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遠隔授業は教育のスタンダードになっ
ていくのだろうか

岡⼭大学旧事務局棟。筆者の研究室が
ある

コラム｜岡⼭まちづくり探検

てんやわんやの初遠隔授業 学生たちの元気な声が頼り

 緊急事態宣⾔が出される前の会話。「先生は在宅勤務は
できますか」と職員の方から質問された。筆者は「家では
遊んでしまうので、昔から学校に来ています。在宅では勤
務になっていないかもしれませんけど、大丈夫ですかね」
と答えた。「いやぁ、先生はまじめですね」と大笑いされ
た。

 岡⼭大学は、インターネットを通じた遠隔授業を導入す
ることになった。ニュースでは、遠隔授業の導入事例や成
功事例が紹介され、ますますプレッシャーがかかる。ウェ
ブ会議を紹介するサイトを⾒てみると、みんなが手を振っ
て楽しそうだ。よほど充実した会議ができているのだろ
う。しかし、不安は拭えない。対⾯の授業では、学生の反
応を肌で感じることができるが、インターネットでは教員
の一人芝居になってしまわないか心配で、とにもかくにも
入念な準備をすることにした。

 第１回の講義。学生たちによる大学サーバーのアクセス
が殺到し、朝からインターネット接続が困難になる。筆者
は夕方の授業のため、パソコンを２台置いてリハーサルを
する。流れはこうだ。⾃⼰紹介、まちづくり研究の背景、そして相互のディスカッション。加え
て論⽂等の資料をインターネット上で指示する。思いつく限りの対策を練る。さあ、授業の開始
だ。

 遠隔授業を始めると、早速トラブルが起こった。履修登録ができていない学生からのアクセス
が起こってしまった。また、ニックネーム、○○の携帯、数字番号の学生も登場し、だれがだれ
なのか分からず、てんやわんやになった。汗が噴き出し、想定外の状況に対応するため、⾊々な
ボタンをクリックしてみる。気を取り直して、授業スタートだ。「みなさん、こんにちは。SDGs
（持続可能な開発⽬標）とまちづくりの授業です。岩淵です。よろしくお願いします」。手を振
っても、返事が来ない。それもそのはず、新１年生も同じく初めての遠隔授業なのだ。

 予定とは異なったスタートになった。少し落ち着いてから、学生たちに将来の夢や在宅の過ご
し方を聞いてみた。学生からは、留学、ボランティアへの参加、英語⼒の向上、生活⼒を付けて
仕事をしたいなどの意⾒があった。また、家では、お菓⼦を作ったり、編み物をしたり、筋トレ
をしたり、ユーチューブを⾒たり、思い思いに過ごしているようだ。しかし、大阪で移動制限の
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コロナ対策を⽇々進める岡⼭県庁。国
が捉えきれない地域の実情に先手を打
つことが求められる

コラム｜岡⼭まちづくり探検

リーダーの⼒量問うコロナ禍 市⺠の声から地域の肌感覚探
って

 コロナ禍が収まらぬ中で、変化が起きている。それは、
危機に⾯して発揮される地域政治のリーダーシップであ
る。国会、内閣、官僚が、何かをしてくれると期待しても
機能しないことがある。危機に際しては、地域での判断と
⾔葉を通じて、災難に打ち勝つ拠点を私たちがつくってい
かなければならない。そのように考えながらも、リーダー
と市⺠との間に感覚のずれが起きてしまうと、不信感が生
まれてしまう。特に4月24⽇、来県者に対する検温実施
（⼭陽⾃動⾞道下り線の瀬⼾パーキングエリア）をめぐる
伊原⽊隆太知事の発⾔は、県内外で大きな衝撃であったた
めに、振り返ってみたい。

 「取材に来て顔をさらされるみたいになるのはゴメンだよねと思っていただければ正解。声を
かけられた人が『まずいところに来てしまった』と後悔してもらうようになれば良い」

 ゴールデンウイーク中に県外から持ち込まれる新型コロナウイルスをなんとか食い⽌めたい一
心で知事は熱がこもり、強すぎる⾔葉を発してしまった。知事の真意はどこにあるのか。一⾔だ
けを捉えた報道では、正直、筆者の判断はつかなかった。だた、結果として、岡⼭県庁に多くの
クレームが入り、県職員の安全確保のため検温そのものは中⽌となり、後味の悪いものになっ
た。では、この出来事をどのように捉えれば良いのか。

 一つ⽬は、県や市町村におけるリーダーの発⾔が、これほどまでに注⽬されるとは思ってはい
なかったこと。二つ⽬は、国の政策が後手、後手になっている中で、⾝近な地方政府の責任が高
まっていること。三つ⽬は、以上のような理由から、地方政治での政策判断と⾔葉は、今まで以
上に気をつけなければならいことだ。

 筆者は知事の発⾔を批判したいのではなく、コロナを食い⽌めるために、地域の政治と⾏政が
必死になっている点に注⽬したい。むしろ、⽇本社会に期待できるのは、地方が国をリードする
形で生活⽀援策を打ち出し、頑張っている点だ。東京、大阪、北海道のリーダーシップがメディ
アに取り上げられ、各⾃治体でも、飲食店、中小企業、タクシーへの⽀援、若者や高齢者に対す
る給付⾦など、厳しい財政の中でも、市⺠生活が機能するよう政策が生み出されている。

 岡⼭県にも⽬を向けてみよう。岡⼭市では学校再開に難しい判断に迫られていたが、倉敷市
は、緊急補正予算の発表や、英語や中国語の感染拡大防⽌のポスター作成するようだ。総社市は
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ているのだろう。

 「私たちの仕事は協働のお手伝いですが、協働をすれば良いというものでもありません。岡⼭
市は市⺠協働の後発組ではあるのですが、成果がなくては続いていきません。ですので、成果を
追求する協働を掲げています。つまり、課題解決の追求です。岡⼭市のモデル事業を取り上げる
と（注︓モデル事業とは、施策になりうるプロジェクトを市⺠と⾏政がパイロット的に実施する
もの）、2014年から2018年の間に38のモデル事業から10事業が市の施策などの恒常的なサービ
スになっています。たとえば、難病の⼦どもの居場所づくり、地域猫活動の伴⾛⽀援、児童養護
施設を退所する⼦どものケアなど、⾏政だけでは手の届かない分野が市⺠協働の⼒でカバーされ
ています」

 市⺠協働を通じて10のプロジェクトが仕組み化されているのは、健闘しているといえるのでは
ないだろうか。一方、センターができたことで、市⺠はどのような恩恵を得たのか。

 「センターができて、市⺠が一番助かったのは、協働事業の実施よりも、⾏政とのコミュニケ
ーション⽀援であることがわかりました。市⺠は⾏政の方と話ができないわけではありません。
しかし、⽴場が不透明だと話し合いの場をつくることもできません。市⺠と⾏政が同じテーブル
に着くためには、地域のみんなが困っている公共的な課題を市⺠⾃らが意識することも必要で
す。そこから、フラットな関係づくりが大切になります。また、利⽤者アンケートの中で、相互
理解、⽬的共有、対等な関係づくり、⾃主⾃⽴性、情報公開といった市⺠協働の原則で、一番大
切なものを聞いてみました。そこでは、⽬的共有が43％で一番高い結果となりました。気づいた
のは、市⺠協働で大切なことは、⾏政のプロジェクトや施策が開始する計画段階から市⺠とゴー
ルを共有することなのです」

 市⺠が⾏政と付き合う場合、アポイントの取り方や提案書の作成など慣れない手続きで四苦⼋
苦することがある。一方で、⾏政にとっても、交流のない市⺠団体と協働を進めるのも難しい。
センターは、間に⽴ってまちづくりの潤滑油になっているようだ。⾊々な質問をしていく中で、
岡⼭市の最大の特徴が⾒えてきた。それは、2016年の岡⼭市「協働のまちづくり条例」改正施⾏
である。この条例の中に、市⺠と⾏政との間にコーディネート期間を置くことを明記することに
なった。かつては、⾏政が市⺠の声を聞くのは、担当職員の裁量で左右されることが多かった。
センターの設置により、⾏政職員にも市⺠協働推進委員ができ、協働の体制が制度的に安定する
ことになった。筆者は、「市⺠も⾏政もセンターができて助かっているんじゃないのですか」と
問いかけると、「助かっていると⾔ってもらえたらうれしいですけどね。良かったことは、どん
な打ち合わせも、知っている顔を広げていくことです。最初の入り⼝が全く異なるのです」

 大事なことは、市⺠と⾏政が繋がる仕組みを担保したのが岡⼭市版の市⺠協働だ。条例に規定
しているので協働をやらざるを得ない。続けて、協働がどのような背景から生まれたのかは次稿
に譲りたい。
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高平さん（左）は、市⺠と⾏政を繋げ
る仕事をしている＝岡⼭市役所

市⺠協働モデル事業は、毎年募集され
る＝岡⼭市役所

コラム｜岡⼭まちづくり探検

岡⼭市の市⺠協働（上） 市⺠とNPOを⾏政に繋げる

 市⺠協働はとても便利な⾔葉だ。市⺠と⾏政が一緒にま
ちづくりをするポジティブな印象がある。しかし、「あな
たのまちの市⺠協働は何ですか︖」と聞かれると、⾔葉に
詰まってしまう。今回は岡⼭市の市⺠協働を取り上げた
い。

 岡⼭市役所（北区大供）の２階に位置する岡⼭市ESD・
市⺠協働推進センター。筆者も仕事で度々訪れ、大変お世
話になっているが、これが、市の施設なのか、だれのもの
なのか、よく分からずかかわってきた。特に本年度は、岡
⼭市「協働推進計画（第２次）」の改訂時期だ。あまり知
られていないが、石⼭公園のパークマネジメントや⻄川界
隈のエリアマネジメント（いずれも庭園都市推進課が⽀
援）、そして、地域猫活動の普及・啓発（保健所衛生課）
なども岡⼭市の協働事例だ。

岡⼭市の市⺠協働のポイントは、市⺠と⾏政が地域課題
の解決に取り組みながら、まちづくりに効果があるものを
市の一般施策として組み入れることだ。すなわち、市⺠参
画における持続可能な仕組みに踏み込んでいる。ただ、岡
⼭市で市⺠協働の委員をしている筆者ですら、全体像がよく分からない。岡⼭市ESD・市⺠協働
センター⻑の高平亮さんに市⺠協働の活動についてうかがってみた。まず、岡⼭市ESD・市⺠協
働推進センターとは一体何なのか。

 「はい。岡⼭市ESD・市⺠協働推進センターは、岡⼭NPOセンターが岡⼭市の委託受業として
運営しているものです。センターという名前なのですが、私がハンコを持っているわけでもな
く、この場所も市から借りさせていただいています。分かりやすく⾔えば、市⺠と⾏政を繋げる
仕事をしています。たとえば、市⺠向けには、フォーラム（勉強会）、⽇常相談、ワークショッ
プ、対話の場の創出、リーダー養成講座の開講などです。⾏政施策の実施をセンターがお手伝い
させていただいています。一方、センターは市⺠の相談窓⼝となり、⾏政に繋げたりします。相
談件数は、年間200から300ほどですが、現在は⾏政が50％、NPOが40％、企業やその他団体が
10％といったところです」

 なるほど、まず分かったこと。岡⼭市役所の中に、市⺠とNPOを⾏政に繋げる人員が常駐して
いることである。加えて驚いたのは、全国から岡⼭市に視察も来ているそうだ。どの点に注⽬し
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 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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ある学生は移動ができず、岡⼭にも入れないとのことだ。新型コロナウイルスの影響はやはり大
きい。

 １週間後、第２回の講義では、⽔と暮らしをテーマにした⻄川緑道公園のまちづくりについて
説明をした。⻄川緑道公園の魅⼒は、年間50近いイベントである。遠隔授業では、まちづくり活
動の紹介はできるのだが、在学期間中にやはり⽬で⾒て、手で触って、話をして、岡⼭でしかで
きない体験も積んでもらいたいと思った。２回⽬の授業は、写真を中心に紹介したので、先生も
学生も楽にコミュニケーションが取れたような気がした。「今⽇は、写真が中心だったので、先
生の顔はあまり⾒ることができませんでしたね」と筆者が⾔うと、「写真も先生の顔も両方映っ
ているんですよ」と笑い声が聞こえた。筆者は考えながら話していたので、授業中横を向いて話
していたかもしれない。だれか使い方を教えてほしい。

 学生たちの元気な声が聞こえると、次の授業準備も頑張ろうと思った。加えて、教育機関は今
の学生たちにもう一歩、二歩、応援できることがないだろうかと⾃問した。まったく新しいスタ
イルの授業が始まったことには変わりはない。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。

2021/1/15 リーダーの⼒量問うコロナ禍 市⺠の声から地域の肌感覚探って︓⼭陽新聞デジタル｜さんデジ
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給付⾦配布の手続きを迅速に進めるなど、地域ごとに特⾊も出てきている。コロナの戦いは⻑期
戦となる。リーダーの⼒量と政策⽴案能⼒は、まちづくりに直結する。緊急事態宣⾔の中で、国
が捉えきれない地域の実情があれば、私たちが先手を打っていくべきだ。だからこそ、リーダー
は、市⺠の声から地域の肌感覚を養ってもらいたいのだ。

 楽観しすぎても、悲観になりすぎても、平穏の気持ちを保つことがどれだけ難しいことか、巣
ごもり生活から痛感している。それでも、個々の⼒と岡⼭県の総⼒でコロナに打ち勝てるはず
だ。そう思えばこそ、前進できる。少しクールダウンした状況であれば、知事はこのように⾔い
たかったのかもしれない。

 「岡⼭県はゴールデンウイーク以外でもとっても素晴らしいまちです。晴れの国の温かいホス
ピタリティーを感じていただければ正解。コロナ騒動が収まったらぜひ来てほしいと、県⺠一同
は思っています。後悔はさせません」

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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遠隔授業は教育のスタンダードになっ
ていくのだろうか

岡⼭大学旧事務局棟。筆者の研究室が
ある

コラム｜岡⼭まちづくり探検

てんやわんやの初遠隔授業 学生たちの元気な声が頼り

 緊急事態宣⾔が出される前の会話。「先生は在宅勤務は
できますか」と職員の方から質問された。筆者は「家では
遊んでしまうので、昔から学校に来ています。在宅では勤
務になっていないかもしれませんけど、大丈夫ですかね」
と答えた。「いやぁ、先生はまじめですね」と大笑いされ
た。

 岡⼭大学は、インターネットを通じた遠隔授業を導入す
ることになった。ニュースでは、遠隔授業の導入事例や成
功事例が紹介され、ますますプレッシャーがかかる。ウェ
ブ会議を紹介するサイトを⾒てみると、みんなが手を振っ
て楽しそうだ。よほど充実した会議ができているのだろ
う。しかし、不安は拭えない。対⾯の授業では、学生の反
応を肌で感じることができるが、インターネットでは教員
の一人芝居になってしまわないか心配で、とにもかくにも
入念な準備をすることにした。

 第１回の講義。学生たちによる大学サーバーのアクセス
が殺到し、朝からインターネット接続が困難になる。筆者
は夕方の授業のため、パソコンを２台置いてリハーサルを
する。流れはこうだ。⾃⼰紹介、まちづくり研究の背景、そして相互のディスカッション。加え
て論⽂等の資料をインターネット上で指示する。思いつく限りの対策を練る。さあ、授業の開始
だ。

 遠隔授業を始めると、早速トラブルが起こった。履修登録ができていない学生からのアクセス
が起こってしまった。また、ニックネーム、○○の携帯、数字番号の学生も登場し、だれがだれ
なのか分からず、てんやわんやになった。汗が噴き出し、想定外の状況に対応するため、⾊々な
ボタンをクリックしてみる。気を取り直して、授業スタートだ。「みなさん、こんにちは。SDGs
（持続可能な開発⽬標）とまちづくりの授業です。岩淵です。よろしくお願いします」。手を振
っても、返事が来ない。それもそのはず、新１年生も同じく初めての遠隔授業なのだ。

 予定とは異なったスタートになった。少し落ち着いてから、学生たちに将来の夢や在宅の過ご
し方を聞いてみた。学生からは、留学、ボランティアへの参加、英語⼒の向上、生活⼒を付けて
仕事をしたいなどの意⾒があった。また、家では、お菓⼦を作ったり、編み物をしたり、筋トレ
をしたり、ユーチューブを⾒たり、思い思いに過ごしているようだ。しかし、大阪で移動制限の
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コロナ対策を⽇々進める岡⼭県庁。国
が捉えきれない地域の実情に先手を打
つことが求められる

コラム｜岡⼭まちづくり探検

リーダーの⼒量問うコロナ禍 市⺠の声から地域の肌感覚探
って

 コロナ禍が収まらぬ中で、変化が起きている。それは、
危機に⾯して発揮される地域政治のリーダーシップであ
る。国会、内閣、官僚が、何かをしてくれると期待しても
機能しないことがある。危機に際しては、地域での判断と
⾔葉を通じて、災難に打ち勝つ拠点を私たちがつくってい
かなければならない。そのように考えながらも、リーダー
と市⺠との間に感覚のずれが起きてしまうと、不信感が生
まれてしまう。特に4月24⽇、来県者に対する検温実施
（⼭陽⾃動⾞道下り線の瀬⼾パーキングエリア）をめぐる
伊原⽊隆太知事の発⾔は、県内外で大きな衝撃であったた
めに、振り返ってみたい。

 「取材に来て顔をさらされるみたいになるのはゴメンだよねと思っていただければ正解。声を
かけられた人が『まずいところに来てしまった』と後悔してもらうようになれば良い」

 ゴールデンウイーク中に県外から持ち込まれる新型コロナウイルスをなんとか食い⽌めたい一
心で知事は熱がこもり、強すぎる⾔葉を発してしまった。知事の真意はどこにあるのか。一⾔だ
けを捉えた報道では、正直、筆者の判断はつかなかった。だた、結果として、岡⼭県庁に多くの
クレームが入り、県職員の安全確保のため検温そのものは中⽌となり、後味の悪いものになっ
た。では、この出来事をどのように捉えれば良いのか。

 一つ⽬は、県や市町村におけるリーダーの発⾔が、これほどまでに注⽬されるとは思ってはい
なかったこと。二つ⽬は、国の政策が後手、後手になっている中で、⾝近な地方政府の責任が高
まっていること。三つ⽬は、以上のような理由から、地方政治での政策判断と⾔葉は、今まで以
上に気をつけなければならいことだ。

 筆者は知事の発⾔を批判したいのではなく、コロナを食い⽌めるために、地域の政治と⾏政が
必死になっている点に注⽬したい。むしろ、⽇本社会に期待できるのは、地方が国をリードする
形で生活⽀援策を打ち出し、頑張っている点だ。東京、大阪、北海道のリーダーシップがメディ
アに取り上げられ、各⾃治体でも、飲食店、中小企業、タクシーへの⽀援、若者や高齢者に対す
る給付⾦など、厳しい財政の中でも、市⺠生活が機能するよう政策が生み出されている。

 岡⼭県にも⽬を向けてみよう。岡⼭市では学校再開に難しい判断に迫られていたが、倉敷市
は、緊急補正予算の発表や、英語や中国語の感染拡大防⽌のポスター作成するようだ。総社市は

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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事業（上限50万円の調査で80％補助）や岡⼭市市⺠協働推進モデル事業（上限200万円の事業で
80％〜100％補助）など、まとまった額が準備されている。

 では、市⺠協働のプロジェクトを分析すれば、岡⼭市⺠の課題が⾒えてくるということになる
のではないだろうか。

 「協働のテーマには、⼦どもに関することが増えています。特に、学校や家庭以外で、⼦育て
をどうすれば良いのかというものです。社会情勢の影響を受け、⼦どもの貧困が顕著になってい
るのです。地区ごとのまちづくりにニーズが強い年もあります。今年はコロナ・ウイルスの影響
で変化が出てくるでしょう。課題解決を⽬指す協働ですからスタート時点はマイナスから始まり
ます。社会的に弱い人や不安な人がいらっしゃるということです」

 市⺠協働は、まちづくりの課題を照らす鏡のようなものなのだろう。一方で、運営上の課題も
出てきている。相談件数も落ち着いてきており、市⺠協働にかかわる人々が重なってきているの
である。人材育成やリクルートが不可⽋なのだ。新しい傾向としては、SDGs（持続可能な開発⽬
標）を産官学で掲げているため、企業とのコラボレーションが増える気配があることだ。地域の
困りごとがビジネスチャンスになり得るのである。

 今回のインタビューでよく分かったのは、岡⼭市は条例を基にして市⺠協働を応援している。
それを使いこなせるか否かは、市⺠と⾏政との間で腹の割ったコミュニケーションができるか否
かである、ということだ。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。

2021/1/15 留学生にお米を届けよう（上） ⽮掛町江良集落の⽀援の輪︓⼭陽新聞デジタル｜さんデジ
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ているので、お⾦じゃないんです。作ったものですから、ぜひどうぞっという気持ちです。知り
合いの留学生に声をかけると、今食べるものがないんだと連絡がありました。7割ぐらいが、⽮掛
で作ったお米です。江良集落だけではなく、岡⼭大学と交流のあった⽻無（はなし）集落、下高
末（しもこうずえ）集落、⼭ノ上（やまのうえ）集落も応援してくれています。岡大OBもお米を
送ってくれました。⼦どもたちは一合ずつ握りしめてお米を持ってきてくれました。30キロは去
年留学生が植えたお米です。善意というか、気持ちですよね」

 みんながクマさんと呼ぶ坪井さんだが、「先生、うれしい悲鳴なんですが、当初の予定は200キ
ロだったんですが、700キロを軽く超えちゃいました」と苦笑いをした。⽇曜⽇は、お米を分ける
作業をしたが、⼦どもたちは12名、大人は10名、応援に駆けつけてくれた。作業を⾏った中川公
⺠館は、⻄⽇本豪雨で大きな被害を受けた施設だ。その施設も現在が明るい声が響き渡ってい
る。⼦ども達の声を聞くと、⼒が湧いてくる。

 今回、⽮掛町江良集落では、復興ボランティアに駆けつけてくれた学生たちへのお礼の意味も
持ち合わせている。お世話になってきたのは、岡⼭大学の私たち方である。若者は元気をもら
い、元気をお返しして、楽しい交流が続いている。一番の宝物は、集落と留学生との間に培われ
た絆そのものであろう。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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https://www.sanyonews.jp/article/1016672?rct=machitan 1/2

市⺠協働のＰＲポスター。質問は
ESD・市⺠協働推進センター。フレン
ドリーな職場だ

トイレの美化活動も市⺠協働で⾏われ
た。活動は多岐にわたる

コラム｜岡⼭まちづくり探検

岡⼭市の市⺠協働（下） まちづくりの課題を照らす鏡

 岡⼭市役所（大供）の２階に位置する岡⼭市ESD・市⺠
協働推進センター。市⺠協働の歴史的な背景をうかがっ
た。

 「2014年10月にESDに関するユネスコ世界会議が開催
され、岡⼭市の市⺠活動に大きな注⽬が集まりました。そ
の前に、2013年10月の岡⼭市市⻑選挙の際、候補者に公
開質問状を送り、現在の大森雅夫市⻑は、市⺠協働を積極
的に展開したいと回答をいただきました。さらに振り返る
と、2009年に岡⼭市は政令指定都市になりました。その
後、NPO法人の認証等業務が岡⼭県から岡⼭市に委譲さ
れ、⾏政としてNPOと付き合う機会が増えていきました。
当時は、岡⼭市安全・安心ネットワーク推進室という部署
がNPOとの窓⼝になっていましたが、まちづくり関係者が
集まり、『岡⼭市協働のまちづくり条例』の改正に向けた
動きが出てきたのです」

 詳しく聞いてみると、岡⼭市協働のまちづくり条例は、
2001年に施⾏された。しかしながら、当時の条例は、政
策に市⺠の声を届ける趣旨は希薄であったという。そこ
で、条例改正後の2014年6月にセンターが設置されることになったが、市⺠団体の相談窓⼝に限
定せず、人材育成や交流連携にも⼒を入れることになったそうだ。

 「全国から岡⼭市の協働を視察に来ますが、最も評価されているのは、市⺠協働の仕組みづく
りをゴールに据えていることです。これは珍しいことなのです。観光コンテンツの事例を挙げる
と、旅⾏代理店や宿泊業者が、⾏政とともに岡⼭市の魅⼒について考え、コンテンツを集めるの
ですが、岡⼭市の総⼒を結集して場づくりをする機能・役割が、県外から注⽬されているので
す」

 筆者も全国的に注⽬を集める岡⼭市の市⺠協働については全く不案内だった。センターでは、
まちづくりの担い手育成だけではなく、課題の発⾒から施策化・仕組み化までを応援する。ステ
ップ1は、協働で解決したいテーマを広く市⺠に呼びかける。ステップ2は、課題共有や分析など
のワークショップで練り上げる。ステップ3は、実際にニーズがあるのかを調査する。ステップ4
は、市⺠と⾏政は、パイロット的にモデル事業を展開する。ステップ5は、まちづくりに効果があ
れば、市の一般施策に組み入れるである。協働事業の予算には、岡⼭市市⺠協働推進ニーズ調査
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中川公⺠館でお米を2キロずつにわけ
る⼦どもたち

お米を入れた袋には⼦どもたちのメッ
セージが貼ってある

⻄⽇本豪雨から復興し、きれいになっ
た中川公⺠館

コラム｜岡⼭まちづくり探検

留学生にお⽶を届けよう（上） 矢掛町江良集落の⽀援の輪

 6月14⽇、岡⼭大学留学生との交流を続けている⽮掛町
中川公⺠館で、お米の袋詰めをする中学生に聞いてみる
と、このような返事があった。

 「留学生とホームステイしたことがあるんよ。小学生の
時。」

 人⼝約500人の⽮掛町中川地区江良集落。2012年から岡
⼭大学留学生と共に、⽥植え、秋祭り、稲刈り、ピクニッ
ク、そして、ホームステイと年間を通じた交流を続けてき
た。留学生は、⽥舎のおもてなしを受ける一方で、集落の
⼦どもたちは外国人と接することができる。留学生は、⽥
舎の豊かさと課題に触れ、⽮掛町のまちづくりを世界に発
信する。まだ、観光になりきれていない⽥舎の⽇常は、学
生たちにとって一生の宝物となる。

 凧揚げ、餅つき、寺社仏閣、食べ物など集落にとっては
⽇常だが、留学生にとっては一生の宝物だ。砂漠の多い米
国アリゾナ州からやってきた留学生が、集落の魅⼒につい
て詩的に述べたことがある。「緑が美しいと人が優し
い」。それを聞いた集落の人は、「あんまり、わしらの⼒
どうこうでもなさそうじゃな」と大笑いをした。10年の交
流と⾔えば⻑いのだが、正直あっという間に過ぎた時間
だ。

 江良集落のまちづくり団体である「輝け︕江良元気会」
から岡⼭大学留学生にお米の寄贈について問い合わせがあ
ったのは、5月29⽇の夕方だ。集落では、コロナ禍の中で
多くの学生が生活に困窮しているというニュースを⾒て、学生たちの生活を心配していたのだ。
「先生、⽮掛でお米を200キロ届けるからよう、一緒に準備しようや︕」と電話を受け、翌週、岡
⼭大学も全⾯的に応援することが決まった。6月16⽇、留学生に米2キロの配布が決まったが、⽮
掛町では⽀援の輪がみるみる広がっていった。坪井優・元気会会⻑は、留学生⽀援について語っ
てくれた。

 「何か出来たらいいなあと相談していたので、それならお米でしようと。お米は私たちが作っ

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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しても本当に⾒つからないのです」

コロナ禍で筆者も学生たちと接する機会は大幅に減った。そのため、学生たちの個別の状況を
把握することは非常に難しい。では、⽮掛町のお米はどれくらい生活に役⽴ったのだろうか。

 「⽮掛ライスは、とてもヘルプフルでハッピーな気持ちにしてくれました。インド人の私は、
昼も夜もお米を食べます。毎月15キロは食べます。⽇本人より沢⼭食べるのですよ。インドにい
た頃は、家族で30キロ食べていました。⽮掛ライスは、おにぎりにもなるので、とても助かるの
です。スーパーで安いお米を探して、生活費を節約しています。今回の⽀援で、お米代を他の生
活費に回すことができました。なにより、⽮掛ライスはおいしいのでなおさらです。だから、と
ても感謝を伝えたいのです」

 筆者は、⽮掛町のお米とフルーツは美味しく、古い町並みが残る暖かいまちだと伝えた。カビ
タさんは、いつか感謝の気持ちを伝えに⾏きたいとのことで、集落のホームステイをお勧めし
た。⽮掛ライスは、生活⽀援になるだけではなく、学生と地域をしっかり繋げてくれた。「岩淵
先生は、今週の土⽇に⽮掛町に⾏くのですか︖ 来週ですか︖」と質問を受けたのだが、「今週
じゃないけど、近いうちにみんなで⾏きましょう」と答えた。カビタさんには⽮掛ライスを使っ
た料理を集落のみなさんと一緒にいただければいいなとふと思った。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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新⾒市の市街地。⼭に囲まれた新⾒市
は空気が濃いように感じる

（2020年07月03⽇ 10時23分 更新）

 「新⾒市は小規模多機能⾃治を掲げています。その意味
は、大字や小学校の範囲で住⺠が、高齢者福祉、産業振
興、空き家対策、移住定住などまちづくり全般に取り組む
ことです。地域内には、振興会、町内会、⼦ども会、
PTA、⽼人会がありますが、それらが一緒になり地域の代
表機関である地域運営組織を⽴ち上げています。設⽴のメ
リットは、まちづくりに使える交付⾦制度（100万円〜
150万円）が使えることです。一括交付⾦で使⽤の制限は
ありません。通院や買い物、除雪にも使うことができま
す。しかし、お⾦を配るのが⽬的ではないのです。住⺠⾃
⾝で将来計画をしっかり練ってもらいます。⾏政の担当職員は丸投げをしません。むしろ、大人
だけではなく、小学生、中学生、高校生を巻き込んでいくのが新⾒市の最大ポイントなのです」

 地域運営組織の設⽴でユニークなのは、住⺠アンケートとワークショップを義務づけること
で、市⺠の声で作られた組織であるというお墨付きを与えることだ。そして、将来世代の声を政
策に反映できるように注意が払われている点だ。新⾒市では、2019年5月5⽇に議会主導で⼦ども
条例を制定したほか、新⾒高等学校や新⾒公⽴大学などの教育機関とも協⼒体制を築こうとして
いる。

 では、地域運営組織は、新⾒市のまちづくりにいかなる影響を与えるか、筆者は考えてみた
い。ひとつ⽬は、地区ごとに与えられる参加型予算は、できることと、できないことの双方を考
え、まちづくり施策に優先順位を与えられる。ふたつ⽬は、住⺠が地域について考える時間が増
えるため、愛着も深くなる。加えて、地域からの学びや気づきは住⺠⾃⾝を教育的な意味で成⻑
させてくれるだろう。

 新⾒市はこれから5年間で小規模多機能⾃治を新⾒市全体に広げていくそうだ。運営組織の⽴ち
上げに、17地区も59人の地域担当職員が配置されたそうだ。これはとても大胆な戦略であり、や
り遂げるのだと意気込みも感じた。次稿では、地域運営組織を巡るワークショップの場を紹介し
たい。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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⽮掛町の人たちに感謝のメッセージを
書くカビタさん

応援米を受け取る留学生

応援米の袋には⼦どもたちのメッセー
ジ

コラム｜岡⼭まちづくり探検

留学生にお⽶を届けよう（下） 「とてもハッピー」学生た
ちから感謝の声

 6月16⽇、1トンのお米が岡⼭大学の留学生に届けられ
た。⽮掛町江良集落のまちづくり団体「輝け︕江良元気
会」が、コロナ禍で生活苦に陥っている学生たちのために
集めた米だ。200キロの⽬標は、⽮掛町のみなさんのお気
持ちで5倍に膨れ上がった。応援の気持ちをお米で表現し
た元気会の活動は、とても温かい試みだ。地域に愛されて
いる留学生は幸せだと思う。

 6月16⽇に130名、19⽇に50名、24⽇には20名ほどの
学生が1人2キロのお米を取りに来た。家族連れの留学生に
は人数分、生活困窮の度合いに応じて応援米は調整してい
る。今回は留学生の声を取り上げてみたい。岡⼭大学⻭学
部の博⼠課程に在籍するインド出⾝のカビタさんに応援米
について話をうかがった。

 「⽮掛町のお米はとても助かりました。私は昨年10月に
博⼠課程に岡⼭にやってきましたが、コロナの問題が起き
ました。中国、インドネシア、ベトナム、バングラディッ
シュの学生は多いのですが、意外とインドの学生は少ない
のです。コロナで⽇本人学生も大変なのがよく分かってい
るのですが、留学生は⾔語の問題があり、生活に慣れるの
も非常に厳しいです」

カビタさんにうかがうと、留学生は特に生活費で苦労が
多いようだ。

 「大学での研究は忙しく、ストレスになることもありま
す。生活の苦しい留学生はアルバイトもしています。ただ
し、コロナの影響でアルバイトができない学生が増えてき
ました。コロナの生活が4カ月も続くと、家賃の⽀払いや
生活費が重くのしかかってきます。お⾦の問題は深刻で
す。⺟国のインドも大変です。勉学を応援する夫はロック
ダウンのため3月から町を出ることもできません。私は、
⾶⾏機がないため帰ることもできません。残ることができますが、お⾦がありません。仕事を探
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協働推進と大学連携の部署が一緒にあ
るのが新⾒市の特徴だ＝新⾒市役所

小規模多機能⾃治の紹介。⽬の届く範
囲できめ細やかなまちづくりが生活に
安心感を生む

地域担当職員は、住⺠と一緒にまちづ
くりに責任を持つ

コラム｜岡⼭まちづくり探検

新⾒市のまちづくり戦略（上） ⼩規模多機能⾃治の実現に
向けて

 梅雨のじめじめとした暑苦しさの中で新⾒市には爽やか
な⾵が吹いていた。⽊陰に入れば、ひやりとし、夏場でも
エアコンなしで過ごす人もいるそうだ。岡⼭県北部まで⾏
くと、いただく空気が濃くて美味しい。筆者も3月から6月
までコロナ禍で研究室に籠もっていた。この間、イベント
の⾃粛が続いたが、まちづくり活動も延期や中⽌に追い込
まれた。まちづくりには、会って、話して、確認する作業
が大切だ。一喜一憂するような⻑い作業を伴うからだ。

 今回は、新⾒市の小規模多機能⾃治の取り組みを紹介し
たい。新⾒市は、地域共生社会構築計画の中で住⺠⾃治の
強化と大学連携をまちづくり戦略に掲げている。ポイント
は、⾏政が地域団体との協働関係を制度的に安定させてい
る点だ。ただ、その前提には、地域の人々によるまちづく
りへの参画がある。分かりやすく⾔えば、まちの将来に責
任を持つ人を一人でも二人でも育てるのだ。市役所の方は
以下のように教えてくれた。

 「新⾒市は2018年3月に人⼝3万人を切りました（昭和
30年は6万6千人）。2045年には、さらに人⼝が半減し、
高齢化率も50％を超えていきます。空き家や耕作放棄地も
増えています。⾏政には、かつてあった人の繋がりと⾃治
⼒を高めないとじり貧になるという危機感があります。も
ともと、新⾒市には地域振興会という⾃治組織が大字の範
囲で存在します。振興会のイベントには人も集まっていた
のですが、現在は、維持するのも人集めにも苦労していま
す。人⼝減少に直⾯し、イベント主義は続きません。です
ので、地区単位のまちづくりが必要です。住⺠の方々が地
域の問題を⾃分事として考えてもらうしかないのです」

 筆者が注⽬したのは、地域団体のネットワークを繋げる
ことで、⽇常的にまちづくりができる仕組みをつくること
だ。

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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事業（上限50万円の調査で80％補助）や岡⼭市市⺠協働推進モデル事業（上限200万円の事業で
80％〜100％補助）など、まとまった額が準備されている。

 では、市⺠協働のプロジェクトを分析すれば、岡⼭市⺠の課題が⾒えてくるということになる
のではないだろうか。

 「協働のテーマには、⼦どもに関することが増えています。特に、学校や家庭以外で、⼦育て
をどうすれば良いのかというものです。社会情勢の影響を受け、⼦どもの貧困が顕著になってい
るのです。地区ごとのまちづくりにニーズが強い年もあります。今年はコロナ・ウイルスの影響
で変化が出てくるでしょう。課題解決を⽬指す協働ですからスタート時点はマイナスから始まり
ます。社会的に弱い人や不安な人がいらっしゃるということです」

 市⺠協働は、まちづくりの課題を照らす鏡のようなものなのだろう。一方で、運営上の課題も
出てきている。相談件数も落ち着いてきており、市⺠協働にかかわる人々が重なってきているの
である。人材育成やリクルートが不可⽋なのだ。新しい傾向としては、SDGs（持続可能な開発⽬
標）を産官学で掲げているため、企業とのコラボレーションが増える気配があることだ。地域の
困りごとがビジネスチャンスになり得るのである。

 今回のインタビューでよく分かったのは、岡⼭市は条例を基にして市⺠協働を応援している。
それを使いこなせるか否かは、市⺠と⾏政との間で腹の割ったコミュニケーションができるか否
かである、ということだ。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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ているので、お⾦じゃないんです。作ったものですから、ぜひどうぞっという気持ちです。知り
合いの留学生に声をかけると、今食べるものがないんだと連絡がありました。7割ぐらいが、⽮掛
で作ったお米です。江良集落だけではなく、岡⼭大学と交流のあった⽻無（はなし）集落、下高
末（しもこうずえ）集落、⼭ノ上（やまのうえ）集落も応援してくれています。岡大OBもお米を
送ってくれました。⼦どもたちは一合ずつ握りしめてお米を持ってきてくれました。30キロは去
年留学生が植えたお米です。善意というか、気持ちですよね」

 みんながクマさんと呼ぶ坪井さんだが、「先生、うれしい悲鳴なんですが、当初の予定は200キ
ロだったんですが、700キロを軽く超えちゃいました」と苦笑いをした。⽇曜⽇は、お米を分ける
作業をしたが、⼦どもたちは12名、大人は10名、応援に駆けつけてくれた。作業を⾏った中川公
⺠館は、⻄⽇本豪雨で大きな被害を受けた施設だ。その施設も現在が明るい声が響き渡ってい
る。⼦ども達の声を聞くと、⼒が湧いてくる。

 今回、⽮掛町江良集落では、復興ボランティアに駆けつけてくれた学生たちへのお礼の意味も
持ち合わせている。お世話になってきたのは、岡⼭大学の私たち方である。若者は元気をもら
い、元気をお返しして、楽しい交流が続いている。一番の宝物は、集落と留学生との間に培われ
た絆そのものであろう。

 ◇

岩淵 泰（いわぶち・やすし） 岡⼭大地域総合研究センター（ＡＧＯＲＡ）准教授。都市と大
学によるまちづくり活動に取り組む。熊本大学修了（博⼠︓公共政策）。フランス・ボルドー政
治学院留学。カリフォルニア大学バークレー校都市地域開発研究所客員研究員などを経て現職。
１９８０年生まれ。
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市⺠協働のＰＲポスター。質問は
ESD・市⺠協働推進センター。フレン
ドリーな職場だ

トイレの美化活動も市⺠協働で⾏われ
た。活動は多岐にわたる

コラム｜岡⼭まちづくり探検

岡⼭市の市⺠協働（下） まちづくりの課題を照らす鏡

 岡⼭市役所（大供）の２階に位置する岡⼭市ESD・市⺠
協働推進センター。市⺠協働の歴史的な背景をうかがっ
た。

 「2014年10月にESDに関するユネスコ世界会議が開催
され、岡⼭市の市⺠活動に大きな注⽬が集まりました。そ
の前に、2013年10月の岡⼭市市⻑選挙の際、候補者に公
開質問状を送り、現在の大森雅夫市⻑は、市⺠協働を積極
的に展開したいと回答をいただきました。さらに振り返る
と、2009年に岡⼭市は政令指定都市になりました。その
後、NPO法人の認証等業務が岡⼭県から岡⼭市に委譲さ
れ、⾏政としてNPOと付き合う機会が増えていきました。
当時は、岡⼭市安全・安心ネットワーク推進室という部署
がNPOとの窓⼝になっていましたが、まちづくり関係者が
集まり、『岡⼭市協働のまちづくり条例』の改正に向けた
動きが出てきたのです」

 詳しく聞いてみると、岡⼭市協働のまちづくり条例は、
2001年に施⾏された。しかしながら、当時の条例は、政
策に市⺠の声を届ける趣旨は希薄であったという。そこ
で、条例改正後の2014年6月にセンターが設置されることになったが、市⺠団体の相談窓⼝に限
定せず、人材育成や交流連携にも⼒を入れることになったそうだ。

 「全国から岡⼭市の協働を視察に来ますが、最も評価されているのは、市⺠協働の仕組みづく
りをゴールに据えていることです。これは珍しいことなのです。観光コンテンツの事例を挙げる
と、旅⾏代理店や宿泊業者が、⾏政とともに岡⼭市の魅⼒について考え、コンテンツを集めるの
ですが、岡⼭市の総⼒を結集して場づくりをする機能・役割が、県外から注⽬されているので
す」

 筆者も全国的に注⽬を集める岡⼭市の市⺠協働については全く不案内だった。センターでは、
まちづくりの担い手育成だけではなく、課題の発⾒から施策化・仕組み化までを応援する。ステ
ップ1は、協働で解決したいテーマを広く市⺠に呼びかける。ステップ2は、課題共有や分析など
のワークショップで練り上げる。ステップ3は、実際にニーズがあるのかを調査する。ステップ4
は、市⺠と⾏政は、パイロット的にモデル事業を展開する。ステップ5は、まちづくりに効果があ
れば、市の一般施策に組み入れるである。協働事業の予算には、岡⼭市市⺠協働推進ニーズ調査

2021/1/15 留学生にお米を届けよう（上） ⽮掛町江良集落の⽀援の輪︓⼭陽新聞デジタル｜さんデジ

https://www.sanyonews.jp/article/1021622?rct=machitan 1/2

中川公⺠館でお米を2キロずつにわけ
る⼦どもたち

お米を入れた袋には⼦どもたちのメッ
セージが貼ってある

⻄⽇本豪雨から復興し、きれいになっ
た中川公⺠館

コラム｜岡⼭まちづくり探検

留学生にお⽶を届けよう（上） 矢掛町江良集落の⽀援の輪

 6月14⽇、岡⼭大学留学生との交流を続けている⽮掛町
中川公⺠館で、お米の袋詰めをする中学生に聞いてみる
と、このような返事があった。

 「留学生とホームステイしたことがあるんよ。小学生の
時。」

 人⼝約500人の⽮掛町中川地区江良集落。2012年から岡
⼭大学留学生と共に、⽥植え、秋祭り、稲刈り、ピクニッ
ク、そして、ホームステイと年間を通じた交流を続けてき
た。留学生は、⽥舎のおもてなしを受ける一方で、集落の
⼦どもたちは外国人と接することができる。留学生は、⽥
舎の豊かさと課題に触れ、⽮掛町のまちづくりを世界に発
信する。まだ、観光になりきれていない⽥舎の⽇常は、学
生たちにとって一生の宝物となる。

 凧揚げ、餅つき、寺社仏閣、食べ物など集落にとっては
⽇常だが、留学生にとっては一生の宝物だ。砂漠の多い米
国アリゾナ州からやってきた留学生が、集落の魅⼒につい
て詩的に述べたことがある。「緑が美しいと人が優し
い」。それを聞いた集落の人は、「あんまり、わしらの⼒
どうこうでもなさそうじゃな」と大笑いをした。10年の交
流と⾔えば⻑いのだが、正直あっという間に過ぎた時間
だ。

 江良集落のまちづくり団体である「輝け︕江良元気会」
から岡⼭大学留学生にお米の寄贈について問い合わせがあ
ったのは、5月29⽇の夕方だ。集落では、コロナ禍の中で
多くの学生が生活に困窮しているというニュースを⾒て、学生たちの生活を心配していたのだ。
「先生、⽮掛でお米を200キロ届けるからよう、一緒に準備しようや︕」と電話を受け、翌週、岡
⼭大学も全⾯的に応援することが決まった。6月16⽇、留学生に米2キロの配布が決まったが、⽮
掛町では⽀援の輪がみるみる広がっていった。坪井優・元気会会⻑は、留学生⽀援について語っ
てくれた。

 「何か出来たらいいなあと相談していたので、それならお米でしようと。お米は私たちが作っ

まちづくり論文　新聞掲載記事 など
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