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はじめに

ＣＯＣ担当学長補佐 木村 郁夫

鹿児島大学では平成 年 月に文部科学省の大学改革推進等補助金を受け

てかごしまＣＯＣセンターが発足し、‘地（知）の拠点整備事業（火山と島嶼を

有する鹿児島の地域再生プログラム）’を推進しました。ＣＯＣ事業では、鹿児

島大学が地域の拠点大学として地域社会の発展に貢献し、火山と島嶼に係る鹿

児島県域の特徴的な地域課題（防災、災害時医療、農林畜産業、水産業、水、エ

ネルギー、離島医療、流通輸送、地域教育、環境、観光等）を自治体とともに解

決し、同時に教育・研究・社会貢献活動を推進することを目標にして事業に取り

組みました。

鹿児島県は、南北 にわたり火山と島嶼を有する多様で豊かな自然環境

に恵まれる一方で、人口減少の進行や経済情勢と産業構造の変化など地域課題

解決への対応が急務となっており、鹿児島の地域課題に対応するために５部会

（地域防災・医療部会、観光産業・国際部会、エネルギー部会、農林畜産業部会、

水産業部会）を設けて地域ニーズの収集・分析、解決策の検討などに取り組んで

きました。各部会には本学の教員に加えて連携自治体である鹿児島県、鹿児島市、

薩摩川内市、与論町から関係者が参加し協働して地域課題に取り組む体制を整

えました。この取組を県内自治体にも広げて個々の地域課題の解決を図るとと

もに、その成果を地域に還元していくことを目指して活動を行いました。

教育では、地域志向人材養成の根幹となる全学共通必修科目「大学と地域」を

平成 年度より毎年約 名の１年生に実施してきました。「大学と地域」の

講義には学長、鹿児島県知事、副知事、全学各部局からの教員および連携自治体

の職員などが参加して地域の魅力と課題などの特徴、大学と自治体の地域課題

への取組みに関する活動内容や成果などを紹介し、地域志向人材の養成を目指

した基礎教育を進めてきました。また、鹿児島大学では“進取の精神チャレンジ

プログラム”に地方創生活動部門を設けて、学生による地方創生活動を支援する

取組みを学長主導で行う一方、地域志向教育研究経費に係る成果報告会や部会

の活動として地域課題に関する成果報告会などを実施して地域との連携の進展

を図りました。地域関連の研究課題では教員が学生とともに取り組むことによ

り着実な成果をあげ、学内外で報告会を実施し、成果の地域への還元を図ること

ができました。

本報告書では平成 年度から平成 年度における成果を纏めました。事業

推進にあたり多くの関係者のご協力をいただいたことに深く感謝を申し上げま

す。本事業は平成 年度で終了しますが、鹿児島大学が本事業で培い変革を目
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指した地（知）の拠点としての地域課題や教育への取り組み、地域と連携・協働

を図りながら地域社会の発展に貢献する活動を継続することは益々重要になる

と考えます。鹿児島大学は、平成 年４月に南九州・南西諸島域の地域課題等

を一元的に収集し、学内研究者等との連携及び産学・地域連携に関する企画・マ

ネジメント機能の強化を図り、地域の発展に貢献することを最大の目的として、

「かごしまＣＯＣセンター」と「産学官連携推進センター」を再編し、「産学・

地域共創センター」を設置しました。平成 年度は産学・地域共創センターＣ

ＯＣグループとして活動して参りました。新センターにおいて、これからも‘地

（知）の拠点’として、引き続き、ご理解とご協力をいただきながら地域課題へ

の取組をより一層推進して参ります。鹿児島大学の様々な活動につきまして、ご

支援・ご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

平成 年３月

ii
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第１章 平成 年度～平成 年度ＣＯＣ事業概要

鹿児島大学では文部科学省の大学改革推進等補助金を受けて平成 年度から平成

年度まで「地（知）の拠点整備事業（ＣＯＣ事業）」に取り組んだ。本事業のプログラ

ム名は「火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム」である。ＣＯＣ事業の目的

は、鹿児島大学が地（知）の拠点大学として地域社会の発展に貢献するために、鹿児島

県域の火山と島嶼を有する特徴的な地域課題（防災、災害時医療、農林畜産業、水産業、

水、エネルギー、離島医療、流通輸送、地域教育、環境、観光等）を自治体とともに解

決し、同時に教育・研究・社会貢献活動を推進することである。

本事業では、教育、研究、社会貢献、全体（管理運営など）の各項目について年度ご

との事業計画に沿って活動を行った。各年度の活動については、事業報告書を作成して

学内評価委員会、学外評価委員会の評価を受けて自己点検・改善を行うと共にＣＯＣセ

ンターのホームページで公開した。平成 年度から 年度において実施した教育、研

究、社会貢献、全体（管理運営など）の項目に分けて事業の概要を示す。

１．１ 教育に関する事業概要

地域課題について学ぶ機会を通して地域人材育成に資する教育を推進するため、本事

業では次のような目標に沿って活動を行った。

① 地域課題の解決に向け果敢に立ち向かう行動力と地域貢献マインドの醸成

② 地域課題を把握・分析し、その解決方法を導き将来ビジョンを描ける人材の育成

③ 科学的な知見に基づいてグローバルに通用する専門知と地域課題をリンクさせる多

角的視点を持った人材の養成

本事業では、このような目標の実現を図るため全学共通必修科目「大学と地域」と「か

ごしま地域教育プログラム」の推進を行い、専門教育における地域関連科目への発展を

目指して活動に取り組んだ。表１－１は教育に関して平成 年度から 年度に取り組

んだ活動を纏めたものである。

地域志向型全学共通必修科目「大学と地域」では、平成 年度から 年度において

開講に向けて教育内容や実施方法について検討した。約 名の１年生に講義を行う

ため鹿児島の地域特性を反映した防災、医療、農業などの クラスを設け、前期と後

期に分けて講義を行うことにした。平成 年度から本学の約 名の教員と本事業の連

携自治体（鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市、与論町）から約 名が話題提供者とし

て参加して「大学と地域」を開講した（写真１－１、写真１－２）。平成 年度までの

実施で、学生が提出する授業感想シートや授業アンケートなどの結果を参照すると、本

科目は地域課題への理解を促し、関心を高めることに大きく役立っていることがわかる。

1



2 
 

表１－１ 平成２６年度～３０年度の教育の活動項目

また、地域志向型全学共通必修科目「大学と地域」は平成 年度より開講したため

平成 年度から 年度は、地域志向型の選択必修科目を設けて地域課題について学習

する機会を設けた。平成 年度からは、共通教育で地域志向に関する科目を学んだ学

生が専門科目を受講するようになったとき地域に関連する専門科目が分かるようなカ

リキュラムマップの作成に取り組んだ。鹿児島では観光は重要な産業であるが、地域関

連科目の中に観光学に関する科目が無かったので、平成 年度から開講に向けた準備

を開始した。平成 年度から全学必修科目として「大学と地域」を開講したが、その

クラスの中に「まちづくり・観光」のクラスを設け、本学の教員と連携自治体の関係者

が地域の観光について講義を担当した。平成 年度からは、「大学と地域」などの共通

教育科目の学習の後、専門的な科目を学んでより地域課題への理解を深め、卒業後は社

会人として地域社会で活躍することが期待できる地域人材育成プラットフォームの構

築に取り組んだ。

さらに、平成 年度から地域課題について理解を深めた学生が卒業後、大学院に進

学してさらに進んだ専門科目を受講できるような全学横断プログラムの検討を継続し

て行ってきた。

教育における主な活動事項 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年

地域志向型全学共通必修科目「大学と地域」の検討・準備

地域志向型全学共通必修科目「大学と地域」の実施

地域志向型の選択必修科目の指定された地域志向科目から履修

地域に関する専門教科体系化検討、地域に関するカリキュラム・マップ作成に着手

観光学開講の準備・開講

「地域人材育成プラットフォーム」を開講と充実

大学院全学横断プログラムの検討・充実
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写真１－１ 「大学と地域」の講義の様子

写真１－２ 「大学と地域」の講義の様子

以上、教育に関する平成 年度からの活動については、毎年運営会議に報告すると

ともに、学内評価委員会、学外評価委員会を開催して評価・点検を実施した。その結果

に基づいて自己点検を行い、活動の改善を継続して図った。

１．２ 研究に関する事業概要

ＣＯＣ事業の研究については、地域課題への取り組みの成果を地域社会に還元し、地

域の活性化に繋げるため次のような目標を持って活動を行った。
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（１） 地域特性に基づいた鹿児島大学の重点研究領域である島嶼、環境、食と健康、

水、エネルギー、観光、総合防災に関する多様な地域課題への取り組み

（２） ５部会で連携自治体からの地域課題の収集・把握を行い地域課題の解決を目

指した統合的な研究を推進する

（３） 年度ごとに地域志向教育研究費の公募を行い地域が解決を求める課題に取り

組み、研究の効率化・迅速化を図り地域へ貢献

（４） 成果報告会は学内だけでなく連携自治体を会場にして実施し、成果の地域へ

の還元を図る

（５） 地域課題への取り組みの成果を、全学共通必修科目の「大学と地域」などの講

義に活用して地域課題に取り組む意欲を持つ学生を積極的に育てる

ＣＯＣ事業では連携自治体と協働しながら地域課題に取り組んだ。本事業の連携自治

体である鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市、与論町を対象にした研究課題としては次の

ようなものがある。

・鹿児島県：本学の重点研究領域が鹿児島県全域に係っているため重点研究を総合的

に推進を図ることで地域課題への活発な取り組みを図る

・鹿児島市：鹿児島市の重要産業である観光に関する研究を推進するとともに火山防

災を始めとした総合防災への取り組みを図る

・薩摩川内市：次世代エネルギーを活用した持続可能な社会実現のための調査・研究

の推進

・与論町：典型的な島嶼地域であり、島嶼水産物の高付加価値化を可能とする漁業生

産・流通モデルの研究の推進

表１－２ 平成２６年～平成３０年の研究の活動項目

表１－２は研究に関して平成 年度から 年度に取り組んだ活動項目を示してい

る。

研究における主な活動事項 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年

既設プロジェクト「島嶼」、「環境」、「食と健康」、「総合防災」、「水」、「エネル
ギー」、「観光」については、地域志向内容を組み込んだ研究の推進と充実

地域志向研究の成果報告会の開催と成果の地域への還元

地域志向教育研究経費を活用した「水」、「エネルギー」、「観光」、などの重点
領域研究の推進と成果の教育へ活用した成果報告会の開催

地域課題に対応する研究課題マップの作成と部会活動の推進

地域課題の検索データの更新と部会による地域課題への対応の迅速化

地域の再生・活性化に繋がる部会の地域課題への取組の推進
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平成 年度から平成 年度において鹿児島大学の重点研究領域である島嶼、環境、

食と健康、水、エネルギー、観光、総合防災に関する多様な地域課題に取り組んだ。こ

れらの研究項目は鹿児島の地域特性を反映したものであり、ＣＯＣ事業の連携自治体か

ら地域課題の収集を各年度に行った。年度ごとに行った地域志向教育研究費の公募に対

して本学の全学部からの応募があり、多様な地域課題への取り組みを推進することがで

きた。平成 年度から平成 年度において 回の地域志向教育研究経費成果報告会

を連携自治体や学内を会場にして開催し研究成果の地域への還元を図った（写真１－３、

写真１－４、写真１－５）。

写真１－３ 成果報告会の様子（与論町）

写真１－４ 成果報告会の様子（薩摩川内市）

5



6 
 

平成 年度から平成 年度においては、鹿児島大学で取り組んでいる重点研究課題

とＣＯＣ事業で取り組んでいる地域課題の関連をマップとして示しＣＯＣのホームペ

ージに掲示し、ＣＯＣの地域課題への取り組み活動が分かるようにした。また、平成

年度から 年度においては、取り組んでいる地域課題に関する検索システムを構築し

て本事業ホームページに公開し、学外者や学内者が、現在鹿児島大学で取り組んでいる

地域課題の概要の把握のための検索手段として活用できることを目指した。平成 年

度から平成 年度においては、５部会の活動として連携自治体での地域課題の収集や

成果報告会などを開催して、地域の再生・活性化に繋げる活動を行った（写真１－６）。

写真１－５ 成果報告会の様子（鹿児島大学）

写真１－６ 連携自治体でのシンポジウム（与論町）
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１．３ 社会貢献・生涯学習に関する事業概要

社会貢献・生涯学習に関しては、鹿児島大学の取り組みを地域社会に公開するととも

にその成果を還元するため次のような目標に基づいて活動を行った。

① 地域志向型教育研究成果の生涯教育への展開

② 地域ニーズに即した社会人向け専門教育、生涯学習の場の提供

③ 地域志向の視点を持った教員、学生による研究成果の現場活用を行うことによる、

生涯学習の場の充実と養成した地域志向型人材による持続的な地域再生と活性化

の推進

表１－３は社会貢献・生涯学習に関して平成 年度から平成 年度において取り組

んだ主な活動項目を示している。

表１－３ 平成２６年～平成３０年の社会貢献の活動項目

平成 年度から平成 年度において、地域社会人の教育コース・学習の場の充実

のため、既設の「かごしまルネッサンスアカデミー」として、焼酎マイスター養成コー

ス、林業生産専門技術者養成プログラム、稲盛経営哲学プログラムについて検討した。

また、平成 年度からは、「かごしまの自然エネルギー産業創出・利用プログラム」（仮

称）「かごしまの島嶼水産業高利益転換プログラム」（仮称）の開講についてＣＯＣセン

ターの部会及び連携自治体と連携しながら準備を進めた。

公開講座・公開授業の推進と充実にも取り組んだ。公開授業については年度ごとの変

動はあるが、共通教育科目と全学部で前期・後期でそれぞれ約 科目が公開され約

人が受講した。公開授業は毎年一定数の社会人が出席しており、鹿児島大学の研究・教

育活動を公開する場として機能していることが分る。また、平成 年度にはＨＡＣＣ

Ｐに関する授業が開講された。

社会貢献における主な活動事項 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年

地域社会人の教育コース・学習の場の充実

「公開講座・公開授業」推進と充実

連携自治体の課題に対応した社会人専門教育・学習コースの開講、履修証明
プログラムの開設に向け調査及び準備

地域に関連した公開シンポジウム開催

「学生による地方創生活動プログラム」の実施　

学内各部局で行われているシンポジウム、フォーラム、セミナー等の地域貢献
活動を集約
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平成 年度からは、「鹿児島の農業人育成プログラム 仮称）」について取り組んだ。

また、平成 年度からは、学生の地域社会への関わりを促進するため「学生による

地方創生活動プログラム」を実施した（写真１－７）。

平成 年度から平成 年度においては、連携自治体における公開シンポジウムを開

催してＣＯＣ活動として取り組んだ成果の報告会を実施した。連携自治体では、地域が

大学に取り組みを期待している地域課題などについて意見交換を行った（写真１－８）。

写真１－７ 学生による進取の精神チャレンジプログラムの成果報告会

写真１－８ 連携自治体の地域課題についての意見交換会

平成 年度からは、学内各部局で行われているシンポジウム、フォーラム、セミナ

ー等の地域貢献活動の集約を行い、ＣＯＣセンターが統一して活動全般を事業の年次報

告書で報告するとともにＣＯＣセンターのホームページで公開した。
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１．４ 全体（管理運営など）に関する事業概要

全体（管理運営など）の項目としては、ＣＯＣセンターの運営、５部会、３部門によ

る事業の進捗評価、年度ごとの事業実績に関してＣＯＣの学内評価委員会の開催、学外

評価委員会の開催などがある。かごしまＣＯＣセンターでは、事業の進捗状況の評価・

点検とともに広報と普及活動など事業の確実な実施に努めた。

表１－４は平成 年度から平成 年度において、取り組んだＣＯＣ事業全体（管理

運営）について主な事項を示している。

表１－４ 平成２６年～平成３０年の全体（管理運営など）の活動項目

平成 年度から平成 年度において、ＣＯＣ事業の活動の広報を行った。５部会の

活動、地域課題に関する研究成果報告会、連携自治体の地域課題収集などの状況、地域

に係るシンポジウムの開催及びＣＯＣセンターの活動報告書等をホームページで公開

した。平成 年度から毎年、部会長連絡会を開催し活動の推進を図った。平成 年度

から運営委員会は毎年開催し、ＣＯＣ事業に関する年次計画、実施体制、進捗状況、学

内評価委員会や学外評価委員会による評価結果とそれに関するＣＯＣセンターの対応

などを報告して事業の自己点検を図った（写真１－９）。かごしまＣＯＣセンターの運

営委員会には、共通教育センター長、産学官連携推進センター長、各学部・研究科の副

学部長・副研究科長が参加しており全学の協力を得てＣＯＣ事業に取り組んだ。

平成 年度から各年度の事業の進捗を評価し、点検と改善を図るため学内評価委員

会、学外評価委員会を開催した（写真１－ ～写真１－ ）。各委員会の評価結果とそ

の対応・改善などは報告書に記載して自己点検の状況が関係者に分かるようにした。平

ＣＯＣの運営に係る主な活動事項 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年 ３０年

かごしまＣＯＣセンターによる事業運営、広報・普及

５部会、３部門による進捗評価を行い活動内容、方針の確認、改善を行う

運営委員会による自己評価と次年度計画、実施体制、運用への反映

学内COC評価委員会及び学外COC評価委員会の開催

シンポジウム、セミナー等開催

九州・沖縄地区COC事業・COC＋事業採択校合同シンポジウムの開催

中間評価受審準備・中間評価受審10月〜

ＣＯＣ事業総括シンポジウム

最終年度総括取りまとめ、「地（知）の拠点整備事業」５年間の事業総括、成果
評価及び次年度計画・実施体制・運用へ反映
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成 年度からは毎年、ＣＯＣ活動として取り組んだ地域志向教育研究経費に係る教育

研究成果や地域課題への取り組みに関する成果報告会・シンポジウムを開催した。これ

らの活動の案内は、広報活動やＣＯＣのホームページなどを通して周知を図った。

平成 年度には、九州・沖縄地区ＣＯＣ事業・ＣＯＣ＋事業採択校の合同シンポジ

ウムを鹿児島大学で開催した。シンポジウムでは基調講演に続いて、３分科会に別れて

事例発表を行った後、各分科会で議論し、それらを元にパネルディスカッションを行っ

た。シンポジウム参加者は、九州・沖縄地区の各大学、他大学、自治体職員、学内教職

員、企業など関係者を含めて約 名が参加した。

写真１－９ 運営委員会（平成 年度）

写真１－１０ 学外評価委員会（平成 年度）

平成 年度には、ＣＯＣ事業について、地（知）の拠点大学による地方創生推進委

員会による評価を受審した。総合評価はＢであり、「自治体との連携について鹿児島県

10



11 
 

との関係を軸に進めることが望まれる」などの指摘を受けた。ＣＯＣ事業に関して改善

を要する点について検討を加え、それを踏まえた事業の展開を図った。

平成 年度には、平成 年から取り組んできたＣＯＣ事業の総括シンポジウム、

「鹿児島大学の地域連携シンポジウム～ＣＯＣ事業の成果と今後の展開～」を開催した

（写真１－ 、写真１－ ）。基調講演、ＣＯＣ事業成果報告に続いて、３件の事例発

表を行った。その後パネルディスカッションを行いＣＯＣ事業の今後の展開について議

論した（資料１－３）。

写真１－１１ 学内評価委員会（平成 年度）

写真１－１２ 学外評価委員会（平成 年度）
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写真１－１３ 総括シンポジウム（平成 年度）

写真１－１４ 総括シンポジウムのパネルディスカッション（平成３０年度）

資料１－４から資料１－７は平成 年度から平成 年度において取り組んだＣＯ

Ｃ事業の年次報告書の表紙を示した。これらの報告書は全て連携自治体を含む県内自治

体の関係者に配布するとともにＣＯＣセンターのホームページで公開した。

年次計画に沿って平成 年度から平成 年において取り組んだＣＯＣ事業の概要に

ついて述べたが、以下の章では「教育」、「研究」、「社会貢献」、「全体（管理運営）」の項

目ごとに事業の成果・課題等について示すことにする。
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参考資料

資料１－１ ＣＯＣ組織図

資料１－２ 地域志向教育研究経費に係る成果報告書の表紙

資料１－３ 鹿児島大学の地域連携シンポジウムチラシ

資料１－４ 平成 26 年度地(知)の拠点整備事業報告書の表紙 

資料１－５ 平成 27 年度地(知)の拠点整備事業報告書の表紙 
資料１－６ 平成 28 年度地(知)の拠点整備事業報告書の表紙 

資料１－７ 平成 29 年度地(知)の拠点整備事業報告書の表紙 
 

＊かごしま センターのホームページ  

13



14 
 

第２章 教育に関する活動

２．１ 地域志向型全学共通必修科目「大学と地域」の検討と実施

（１）平成 年度

平成 年度の秋に本学がＣＯＣ事業に採択された時点で、地域志向の全学共通必修

科目を平成 年度から開講することと、その科目の名称を「大学と地域」とすること

は決まっていたが、そこで扱う内容や教育目標、あるいはその実施方法などについては

未検討であった。そこで、平成 年度に教育センター長の下に「『大学と地域』検討ワ

ーキング・グループ」（以下「ワーキング・グループ」とする）が置かれ、具体的な検討

が行われた。

このワーキング・グループにおいて、この授業が全学必修科目であることを鑑み、以

下のような方針が確認された。

・本学のＤＰ（ ＝学位授与基準）から意義付けや説明が可能な授業科目

とする

（地域に関する情報コンテンツを把握するだけの授業とはしない）

・本授業の教育目標は「大学で学ぶための論理的思考力」や「科学的リテラシー」そし

て「課題発見・解決能力」を身に着けることとする

・地域という教材を通じて上記のような能力を養成する

・その一方で地域について我がこととして考えることで、一方的に情報コンテンツを提

供される場合よりもより強い地域マインドを涵養する

・以上のような考え方を踏まえて鹿児島に関する テーマを設定する

・この テーマに沿って クラスを開講し、学生は希望するクラスを選択する

（全学必修科目であるため必ずいずれかのクラスを つ選択する）

・新入生（約 名）全員の受講を可能とするため、 クラスに約 名（ クラス

約 名）を収容し、同じ内容の授業を前期と後期の 回開講する

（２） 平成 年度以降

以上のような方針に沿って、平成 年度より「大学と地域」は開講された。同年度

の新入生が「大学と地域」を受講する第１期生となったわけである。約 名の学生

を約 名ずつに分けて受講させるため、前期は法文学部、理学部、工学部の学生が、

後期は残りの農学部、水産学部、教育学部、医学部、歯学部、共同獣医学部の学生が、

それぞれ受講するという形を採用した。教室としては、本学の共通教育に使用される共

通教育棟の大教室の他、農学部棟の大教室も使用した。

全 回の授業のうち、最初の３回（オリエンテーション、学長講話、知事講話など）、

途中の１回（中間まとめ）、最後の１回（最終まとめ）は クラス共通とし、それ以外
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の 回（「前半５回と後半５回」を各クラスのテーマ講義とした。学生は、各クラスの

テーマに応じた講義を受け、まとめの授業回において講義の要点や地域の課題発見など

に取り組む（表２－１）。

表２－１ 「大学と地域」授業構成（全 回）

回数 内容 主たる担当者 学生の活動等

第 回 オリエンテーション、学長講話

コーディネーター

講義の聴講

映像資料の視聴

（全クラス共通の内容）

第 回 大学と地域の関わり①

第 回 大学と地域の関わり②

第 回

テーマ講義（ パート）

（話題提供者による話題提供）
話題提供者

テーマ講義の聴講

（クラス毎に異なる内容）

第 回

第 回

第 回

第 回

第 回 まとめ①（ パートまとめ） コーディネーター 中間レポート①の作成

第 回

テーマ講義（ パート）

（話題提供者による話題提供）
話題提供者

テーマ講義の聴講

（クラス毎に異なる内容）

第 回

第 回

第 回

第 回

第 回 まとめ②（ パートまとめ） コーディネーター 中間レポート②の作成

表２－２ 平成 年度「大学と地域」外部講師一覧
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この「大学と地域」は、開講初年度である平成 年度から、県庁及び県内の各自治

体の職員をはじめ学外からの多大な支援を受けて実施されている（「外部講師」と呼称）。

毎年度、各クラスに数名ずつ、全 クラス合計で 名程度が、テーマ講義の授業回に

おいてそれぞれの自治体や地域の実情及び取り組みについてレクチャーしている（表２

－２）。また、平成 年度からは鹿児島県の三反園訓知事により講話も行われている。

平成 年度の実績では、三反園知事を含め、 名の外部講師が講義を行っている（写

真２－１）。

写真２－１ 平成 年度前期「大学と地域」における知事講話の様子

（３）現状と課題

平成 年度までに、約 名の学生がこの授業を受講したことになる。毎回の授業

において、学生にはいわゆるシャトル・カードに該当する「授業シート」を提出させて

いるが、その内容を見ると、多くの学生が本授業の内容に満足し、あるいは関心を持っ

ている様子が窺える。

また、学生に対する授業アンケートは、共通教育の実施主体である（旧）教育センタ

ーの改組（総合教育機構の設置）に伴う組織的な対応の困難さから平成 年度は実施

していないが、平成 年度及び平成 年度は実施した（本報告書執筆時点で平成

年度後期の授業では未実施）。以下に平成 年度前期のアンケート結果を示すが、そこ

でも、過半数の学生がこの授業について「良かった」評価を行っており、「良くなかっ

た」という意見は１割程度であった（図２－１）。
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図２－１ 平成 年度前期「大学と地域」授業の満足度

図２－２ 平成 年度前期「大学と地域」授業満足度と授業時間外学習の関係

しかし、ここには課題も見受けられる。授業シートの記述と授業アンケート結果を併

せて考察すると、各テーマのコンテンツに対する関心の度合いが、授業に対する満足度

を左右しているように判断され得るのである。すなわち、「コンテンツとして面白いか

否か」が「授業の良し悪しの評価」に直結している、ということである。このことは、

「地域という教材を通じて論理的思考力や課題発見・解決能力を養成する」という本授

業科目の理念や目的が、学生には充分に理解されていない、ということを示唆している。

また、本学の他の共通教育科目と比較しても、全体的に学生の授業時間外学習が極め

て少ないという点も課題として挙げられる。上記のように本授業に対する満足度の高い
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学生は比較的授業時間外学習に取り組んでいる（それでも単位の実質化という観点から

は足りない）が、授業に対する満足度の低い学生は、ほとんど授業時間外に学習を行っ

ていない（図２－２）

以上のような課題については、今後の改善を要する点である。

２．２ 地域人材育成プラットフォームに関する検討と実施

（１）地域人材育成プラットフォームの概要

鹿児島大学は、既述のように平成 年度にＣＯＣ事業、続く平成 年度にはＣＯＣ

＋事業（地（知）の拠点大学による地方創生推進事業）に採択された。ＣＯＣ＋事業に

おいては、地元就業に主眼を置いた「かごしまキャリア教育プログラム」という教育体

系を構築し、平成 年度から実施している。また、平成 年度から始まる第 期中期

目標期間のビジョンを「南九州及び南西諸島域の地域活性化の中核的拠点」としている。

すなわち、地域人材の育成は本学の大きなミッションである。

図２－３ 地域人材育成プラットフォームのカリキュラム概念図

ここでの「地域人材」とは、地域社会のニーズに応じられる専門性と汎用的能力を備

えた上で、グローバルな観点から地域課題について考え、解決に取り組むことのできる

「学士」を意味している。すなわち、「学士」たる「地域人材」を養成する「組織」と

「カリキュラム」、そしてそれを実質化する「教育実践」が本学に求められていること

になる。

これを受けて、本学は平成 年度に全学的な教育の司令塔と共通教育の責任主体を

担う「総合教育機構」を設置した。この総合教育機構を責任主体として、上記の「かご

しまキャリア教育プログラム」（以下「キャリア・プログラム」という）をも内包する

形で、全学的な学部横断型の「地域人材育成プラットフォーム」（以下、「プラットフォ

ーム」という）を平成 年度から開設した（図２－３）。これは、県内で地域活性化に

貢献できる人材を輩出するための具体的な場であり、また、本学における地域志向教育

の核といえる。
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（２）地域人材育成プラットフォームの現状

「プラットフォーム」とは「土台」や「枠組み」という意味であり、構想段階におい

て総単位数を とする前述の図２－３のような形をレギュレーションとして、複数の

教育プログラムを同じ枠組みにおいて実施することが想定されていた。

平成 年度にプラットフォームに先行してキャリア・プログラムがスタートし、平

成 年度にプラットフォームが設置されると、このキャリア・プログラムをプラット

フォームに内包するとともに、「かごしま地域リサーチ・プログラム」（以下「リサーチ・

プログラム」という）が開設された。これは、学生のキャリア形成とは一線を画し、地

域そのもの、すなわち鹿児島の歴史・伝統・文化・自然などを探究（リサーチ）の目的

とするプログラムである。さらに、平成 年度から、第３のプログラムとして「かご

しまグローバル教育プログラム」（以下「グローバル・プログラム」という）が開始さ

れた。これは、地域課題をグローバルな視点で捉える、あるいは地域に軸足を置きつつ

グローバルに活躍するような人材を育成するプログラムである。

写真２－２ 平成 年度スタートアップ科目「地域就業キャリアデザイン」授業風景

いずれのプログラムにおいても、全学必修科目である「大学と地域」をそのベースに

置き、そこから学びを広げていく、という形を採用している。その第一歩となるのが「ス

タートアップ科目」であり、３つのプログラムにそれぞれスタートアップ科目が設定さ

れている。学生は、このスタートアップ科目を履修することが、事実上の各プログラム

へのエントリーとなる（写真２－２）。

平成 年度のスタートアップ科目受講者数（キャリア・プログラムのスタートアッ

プ科目である「地域就業キャリアデザイン」（平成 年度より「地域キャリアデザイン」

に改称）の受講者数）は 名程度であった。平成 年度には、この「地域キャリアデ

ザイン」にリサーチ・プログラムのスタートアップ科目である「地域リサーチ・スター
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トアップ」の受講者数を加えた人数は 名程度となった。そして、平成 年度には、

この２科目にグローバル・プログラムのスタートアップ科目である「

」を加えた受講者数は合計で 名程度となって

いる。

プラットフォームに対する学生の意識を調査するため、平成 年度開講のスタート

アップ科目である「地域キャリアデザイン」及び「地域リサーチ・スタートアップ」の

受講生を対象に、次のようなアンケートを行った。また、アンケート実施概要は表２の

通りである。

表２－３ 平成 年度スタートアップ科目アンケート実施概要

Ｑ１．あなたはなぜこの授業を受けましたか？（授業の受講動機）

① プログラムのスタートアップ科目だから（プログラムに興味があったから）

② 授業の内容に興味があったから（鹿児島について興味があったから）

③ 自分自身の学部・学科等の学びと関係が深いと思ったから

④ 時間割上都合が良かったから（消去法で選んだ）

⑤ その他（具体的に： ）

Ｑ２．あなたはプログラムを修了したいと思っていますか？（プログラム修了の希望の

有無）

① 必ず修了したい（強い希望）

② できれば修了したい（それなりの希望）

③ あまり修了したいとは思わない（強い希望なし）

④ 全く修了するつもりはない（全く希望なし）

⑤ 分からない（未定）
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Ｑ３．上記２．で①または②と答えた方に伺います。なぜそのように思いますか？

① プログラムによって身に付く知識や技能に興味があるから

② 修了することが就職やキャリア形成など自らの将来に有益であると考えるから

③ 鹿児島や地域おこしの活動などに興味があるから

④ 自身の学部・学科での学びよりプログラムでの学びが面白そうだから

⑤ その他（具体的に： ）

Ｑ４．あなたは、この授業を受けることが自分の学部・学科等での専門領域での学びに

プラスだと思いますか？

① 非常にそう思う

② まずまずそう思う

③ あまりそうは思わない

④ まったくそうは思わない

⑤ 分からない

Ｑ５．あなたが４．のように考えた理由は何ですか？

具体的に：

Ｑ６．あなたは、この授業で地域について学ぶ中で、もっと勉強して自分自身の知識や

技能を高めたいと思うことがありましたか？

① 非常に強くそう思うことがよくあった

② そのように思うことがまずまずあった

③ たまにそのように感じることがあった

④ ほとんどそのようなことは感じなかった

⑤ 全くそんなことは思わなかった

Ｑ７．あなたが６．のように考えた理由は何ですか？

具体的に：

Ｑ８．あなた自身のキャリア形成や将来設計と関連して、この授業を受けて良かったと

思いますか？

① 非常に良かった

② まずまず良かった

③ あまり良くなかった

④ むしろマイナスであった

⑤ 分からない
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Ｑ９．その他、この授業やこのプログラムについて思うところがあれば自由に記述して

ください。

具体的に：

このアンケートのうち、Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３、Ｑ４、Ｑ６、Ｑ８について集計したとこ

ろ、以下のような結果となった（表２－４も併せて参照されたい）。

まず、スタートアップ科目の受講動機として、プログラムまたは地域に興味があった

から、と回答した学生が パーセントとなっている。また、プログラムを修了したい

と考える学生は パーセントに上っている。そして、７割以上の学生がスタートアッ

プ科目を受けることは自身の学部・学科等での学びにプラスとなると考えており、８割

近い学生が現状での自分自身の能力の限界を認識している。さらには、全ての学生がス

タートアップ科目を受講したことが自らの将来設計にとって有益であったと回答して

いる。

表２－４ 平成 年度スタートアップ科目アンケート結果

このアンケート結果から、スタートアップ科目を受講する学生の多くは地域志向の学

びへのモチベーションが高く、さらにそのモチベーションを自身の学部・学科等での学

びにつなげていこうという姿勢があることが分かる。また、消極的な理由（時間割上の

都合）で受講した学生が相当数いるにも拘わらず、回答者全員が自らの将来設計を鑑み、

受講してよかったと考えているなど、学生にとって非常に有意義な学びの機会が提供で

きているものと考えられる。

（３）地域人材育成プラットフォームの課題

上記のように、まずまずの滑り出しといえるプラットフォームだが、課題も少なくな

い。

まず、プラットフォームの各プログラムは３年間で全単位を取得して修了できる見込

みとなるレギュレーション設計が行われているが、平成 年度末に開設後３年が経過

したキャリア・プログラムにおいて、修了者はゼロであった。また、 年度末において

選択肢 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％ 回答数 ％

①

②

③

④

⑤

有効回答数
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も、キャリア・プログラムで５名程度、リサーチ・プログラムおいても１名の修了者し

か見込めない状態にとどまっている。

「プログラムを修了したい」と考えている学生が相当数いたにも拘わらずこのような

状況の最大の原因は、学部横断型のプラットフォームのカリキュラムが全学的な観点か

ら整備不充分である、という点である。すなわち、学部・学科における専門科目が増え

てくる２～３年生は、時間割の都合などでプラットフォームの構成科目を履修できなか

ったり、３年次に設定されている実地体験（インターンシップなど）を受講できなかっ

たり、学生本人のモチベーションとは関係のないところでプログラム修了を断念せねば

ならない状況にある。このことは、今後の大きな課題である。

２．３ 大学院全学横断プログラムの検討と実施

（１）概要

大学院全学横断プログラムは、構成科目からコア科目を含む８単位を修得することで

修了証が得られる５つの特別コースと、アカデミック・イングリッシュの能力向上を図

る共通科目から成る。それぞれの実施に関する問題についてはこれまでに述べた通りで

あり、これらについて全学的な議論を進め、平成 年度に改革案の大枠を決定した。

その改革の具体的内容は、①修了証を発行するコース制の廃止、②全学横断的に学ぶ

ための新たなカテゴリの明示、③本学における修士・博士の質保証に必要となる能力を

育成する新たな共通科目の設置、である。①、②については平成 年度から、③につ

いては緊急の必要性が示されなかったことから、平成 年度に向けてさらに議論を進

めるものである。

（２）今後の課題

今後の課題として挙げられるのは、以下の 点である。

（１）「地域人材育成プラットフォーム」との接続

（２）新たな共通科目の検討

（１）については、カテゴリを示すこととしたものの、「地域人材育成プラットフォ

ーム」におけるプログラムから直接接続される形とはなっていない。「地域人材育成プ

ラットフォーム」そのものが改革の渦中にあることから、その結果を踏まえて早急に検

討を進めることが不可欠である。

（２）については、先述のとおり平成 年度開講に向けた検討を行う予定である。

具体的には、研究倫理教育のほか、アカデミック・イングリッシュや知的財産教育等の

項目が挙がっている。こうした内容を視野に検討を行い、本学においてより適切なカリ

キュラムを構築するための一助となる共通科目を開講したい。
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第３章 研究に関する活動
 
 
３．１ 地域志向教育研究経費を活用した研究の推進

平成 年度から平成 年度においてＣＯＣセンターでは、地域志向型の教育研究課

題に関して公募事業を行い、地域課題への取り組みを促進した。公募要領で示した課題

は５部会に参加している連携自治体の関係者の要望を反映した地域課題を設定した。地

域志向型教育研究経費は、地域課題に取り組む教員の教育研究・社会貢献活動を支援し、

大学全体の地域志向型教育研究を活性化させるための経費とすることを明記した。

鹿児島の地域課題としては、防災、災害時医療、農林畜産業、水産業、水、エネルギ

ー、離島医療、流通輸送、地域教育、観光等が挙げられる。これらの課題に果敢に取り

組む地域志向型人材の養成は、鹿児島大学の教育の重要な役割であるとともに鹿児島地

域の持続的な発展に不可欠である。

平成 年度から平成 年度において公募した地域志向教育研究課題の内容（区分）

は、表３－１に示すように防災（Ａ）、エネルギー（Ｂ）、農林畜産（Ｃ）、観光（Ｄ）、

環境（Ｅ）、水産（Ｆ）、教育（Ｇ）、過疎（Ｈ）に分けられる。これらの課題区分に関し

て総数で 件の成果報告がなされた（資料１－２）。

表３－１ 地域志向教育研究経費に係る課題区分と課題数

地域志向教育研究経費の公募においては、ＣＯＣセンターに設けた５部会（地域防災・

医療部会、観光産業・国際部会、エネルギー部会、農林畜産業部会、水産業部会）を通

して連携自治体である鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市、与論町の地域課題に関する要

望を踏まえて関連する教育研究課題を設定した。平成 年度に公募した公募課題の例

を示すと表３－２となる。

　　課題項目等 報告数

防災 豪雨・火山・地震・津波等

エネルギー 地域の再生可能エネルギー等

農林畜産 南九州・奄美島嶼域の農林畜産資源等

観光 観光産業・鹿児島の地域活性化等

環境 島嶼環境・水・食と健康・地域医療等

水産 鹿児島県島嶼水産業の活性化等

教育 地域課題解決を志向した教育の活性化等

過疎 半島過疎地域の活性化等

課題区分
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表３－２ 平成 年度地域志向教育研究費 公募課題項目

 
対象とする

自治体 

 
１．鹿児島県 ２．鹿児島市 ３．薩摩川内市 ４．与論町 

 
 
 
 

 
関連する教

育研究課題

名 

A．豪雨・火山・地震・津波・放射線による災害および総合防災に関して地

域に貢献する教育研究   
B．鹿児島における再生可能エネルギーの利活用および地域エネルギーシス

テムに関する教育研究   
C．南九州ならびに奄美島嶼地域の農林畜産資源の利活用に関する教育研究

   
D．観光産業と鹿児島の地域活性化の経済評価に関する教育研究 
  
E．環境・水・食と健康・地域医療による地域貢献に関する教育研究 
  
F．鹿児島島嶼の水産業の活性化に関する教育研究   
G．地域課題解決を志向した教育の活性化に関する教育研究   
H．半島過疎地域の活性化に関する教育研究   
 

表３－１で示した課題区分Ａ～Ｈで見ると、Ｅの島嶼環境・水・食と健康・地域医療

等に係る課題が最も多い。これに関する地域課題は、鹿児島の地域特有の課題に密接に

関連している。鹿児島は種子島、屋久島から与論島まで多くの島嶼があり、これに関連

して鹿児島大学で取り組んできた地域課題も多いことを示している。次にＣの南九州・

奄美島嶼域の農林畜産資源等に関する研究、Ａの豪雨・火山・地震・津波等に関する課

題が多かった。これらの課題も鹿児島の地域特有の問題に密接に関連するものである。

Ｇの教育に関しては、地域課題の解決を志向した教育の活性化等に関する取り組みが

多かった。Ｄの観光産業・鹿児島の地域活性化等に関しては離島に関連した課題が多か

った。Ｆの鹿児島県島嶼水産業の活性化等に関しては、与論町が本事業の連携自治体で

あり課題解決についても活発な活動が継続して行われた。Ｂの地域の再生可能エネルギ

ー等に関する研究やＨの半島過疎地域の活性化等に関する研究は他の課題区分より少

なかったが、他の課題区分と同様に鹿児島の地域特性を反映したものである。以上のよ

うに地域志向教育研究経費で取り組んだ課題は何れも鹿児島の地域課題に密接に関連

したものである。

図３－１と図３－２はそれぞれ年度に行われた課題区分を示している。平成 年度

は防災（Ａ），観光（Ｄ），環境（Ｅ）に関する課題への取り組みが多かった。環境（Ｅ）

に関する課題は、鹿児島大学の重点研究領域とも関連しておりＣＯＣ事業が始まる以前

から課題への取り組みが活発に行われたことを反映している。平成 年度は、学内に

おけるＣＯＣ事業への理解も広がり公募課題への応募数が 件に増加したが、予算の

枠内に収まるように 件を採択した。環境・水・食と健康など地域貢献に関する環境

（Ｅ）の課題への取り組みが 年度に続いて最も多かった。また、水産（Ｆ）と教育
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（Ｇ）の課題への取り組みが増加した。本研究の成果は、関連する自治体での成果報告

会を通して地域に還元を図ると共に平成 年度から共通教育の必修科目である「大学

と地域」に反映を図った。

図３－１ 年度ごとの地域課題数（Ａ～Ｄ）

図３－２ 年度ごとの地域課題数（Ｅ～Ｈ）

平成 年度は、申請課題数が 件と前年度より若干減少したが、予算の範囲内で

件の課題に予算を配分した。課題としては、農林畜産（Ｃ）と教育（Ｇ）に関するもの

が多かった。農林・畜産は南九州および奄美島嶼地域の農林畜産業の利活用に関する教

育研究課題であり、鹿児島地域の課題と密接に関連している。また教育に関する課題は、

過疎化に伴う地域の教育課題に関連したものが多かった。

平成 年度は全学部から課題申請があった。予算の枠内に収まるように 件の応募
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課題の中から 件の課題に対して教育研究経費の配分を行った。防災（Ａ）に関連す

る研究に関しては、豪雨・火山・地震・津波による災害および総合防災などの研究を通

して地域に貢献する教育研究であること、農林畜産（Ｃ）の研究は南九州ならびに奄美

島嶼地域の農林畜産資源の利活用など地域と密接に関連した研究であることなど前年

度に続いて高い関心が示された。また、環境（Ｅ）は大学の重点研究に対応した環境・

水・食と健康・地域医療による地域貢献に関する研究であり複数の学部からの申請があ

った。一方、教育（Ｇ）は地域課題解決を志向した教育の活性化に関する教育研究であ

り、教育系に関わる学部や共通教育センターなどから応募があった。

図３－３ 連携自治体に係る課題数（Ａ～Ｄ）

図３－４ 連携自治体に係る課題数（Ｅ～Ｈ）
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図３－３と図３－４は連携自治体（鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市、与論町）に係

る課題数を表している。表３－２に示すように課題の公募においては、申請課題がどの

連携自治体に関連がするかを明記した。

まず、図３－３は、防災（Ａ）、エネルギー（Ｂ）、農林畜産（Ｃ）、観光（Ｄ）に関す

る連携自治体ごとの課題数である。課題数としては、鹿児島県が最も多いが、特に防災

（Ａ）と農林畜産（Ｃ）に関する研究課題が多い。これは鹿児島県の地域特性を強く反

映したものとなっている。すなわち、防災に関しては、火山や土砂災害に関連した防災

対策など地域の安心・安全などに関連する課題への取り組みが多い。また、多くの島嶼

を有する鹿児島県は、農林畜産業に関しては多くの課題への取り組みがあり、本研究課

題に関してもそれを反映したものとなっている。

エネルギーや観光に関しては、課題数は多くないが、再生可能エネルギーの利活用や

地域活性化に関連する観光産業などに関する課題があった。鹿児島市、与論町に関して

は、防災、農林畜産、観光に関する研究課題数は少なかったが、これの課題についても

取り組みが行われた。薩摩川内市に関しては、観光、農林畜産に関連する研究は行われ

たが、課題数は少なかった。

図３－４は環境（Ｅ）、水産（Ｆ）、教育（Ｇ）、過疎（Ｈ）に関する連携自治体ごとの

課題数を示している。鹿児島県に関する課題としては、環境と教育に関する研究が最も

多い。特に、島嶼に関連する環境の課題や教育に関する課題は、鹿児島地域の特徴的な

課題であり多くの取り組みが行われた。また、与論町に関しては、離島の環境に関する

課題や水産業の活性化など特徴的な課題への取り組みが行われた。

図３－５ 地域志向教育研究経費の成果に関する自己評価

（平成 年度～平成 年度）
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平成 年度から 年度において実施した地域志向教育研究経費による成果は、平成

年度にＣＯＣ活動の報告書として公表し、学内の関係者、連携自治体などの関係者

に配布した。この成果報告書は、ＣＯＣセンターの運営委員会、学内評価委員会、学外

評価委員会に報告するとともにＣＯＣセンターのホームページで公開した。

ＣＯＣセンターでは、平成 年度と平成 年度において各課題の研究担当者に成果

報告書の提出に合わせて研究成果の達成度に関する自己評価の作成を依頼した。図３－

５は平成 年度と平成 年度の地域志向教育研究経費に係る研究成果の達成度の自

己評価を示している。達成度は、「十分に計画を達成できた」から「計画達成が不十分」

の４段階での評価を示している。平成 年度と平成 年度の研究達成度を比較する

と、大体計画を実施できたのは平成 年度が約 ％、平成 年度が約 ％であった

ことを示している。一方、自己評価で十分に計画を実施できたのは平成 年度が約

であるのに対し、平成 年度は約 ％に減少している。平成 年度は採択課題数が

平成 年度に比べて若干増加し、研究費の配分額が減少したことが影響したこともあ

る。また、計画達成が少し不十分としたのは、平成 年度では約 ％、平成 年度で

は約 ％となっており少ない予算にも関わらず地域課題への取り組みが継続して行わ

れたことが分かる。

図３－６ 地域志向教育研究経費採択者の「大学と地域」の講義への参加

地域志向教育研究経費に係る成果は、成果報告会を通して地域への還元を図るともに

地域志向教育にも反映することを目指して取り組んだ。このため地域志向教育研究経費

の公募配分においては、研究成果を地域志向の教育科目、特にＣＯＣ事業の中で取り組

んでいる全学共通必修科目「大学と地域」に活用することを目的の一つに掲げた。 年

度に実施した全学共通必修科目「大学と地域」において クラスの講義を分担して担

当した教員の割合をクラスごとに示すと図３－６のようになる。防災、水産業、まちお
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こし・教育の各クラスでは、担当教員は全て教育研究経費の採択者が行っていることが

分かる一方、林業、農業のクラスは講義の分担者の約４割が教育研究経費の採択者とな

っている。ＣＯＣ事業が始まってから５年経過したことになるが、今後とも全学の学生

が「大学と地域」などの地域課題への取り組みなどについて学ぶことができる基礎教育

科目の継続を図るためには、地域志向教育研究費のような経費の充実が必要だと思われ

る。

３．２ 地域志向教育研究経費に係る成果報告会の開催

第１章で研究に関して述べたようにＣＯＣ事業では、地域課題への取り組みの成果を

地域社会に還元し、地域の活性化に繋げる活動を行った。 で述べたように平成 年

度から平成 年度において地域志向教育研究経費を活用した取り組みとして、島嶼、

環境、農林畜産業、水産業、エネルギー、観光、総合防災に関する多様な地域課題につ

いて研究が行われた。ＣＯＣセンターは各年度において、研究の効率化・迅速化と成果

の地域社会への確実な還元を図るため成果報告会を開催した。成果報告会は学内だけで

なく連携自治体を会場にして実施し、成果の地域への還元を図った。

表３－３は平成 年度から平成 年度において開催した成果報告会の件数と開催

場所を示している。

表３－３ 各年度の成果報告会における報告数と開催場所

平成 年度はＣＯＣ事業が 月から始まったこともあり地域志向教育研究に関し

て与論町に関係の深い研究成果のみの報告会となった。報告会では会場からの質問に対

して議論が行われ、地域課題への取り組みに対する大きな期待が示された。写真３－１

は与論町でのシンポジウム（平成 年度）の様子を示している。

年度（平成） 第１回 第２回 第３回 第１回 第２回 第３回

与論町

本学内 薩摩川内市 与論町

本学内 本学内

甑島 本学内 本学内

本学内 本学内

開催場所発表課題数
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写真３－１ 与論町のシンポジウム（平成 年度）

平成 年度はＣＯＣ事業も４月から活動を開始したため地域課題への取り組みも増

加した。第１回の報告会は学内を会場にして開催した。学内や自治体の関係者が参加し

て開催したが、鹿児島大学で取り組まれている地域課題について理解を広める機会にな

った。写真３－２は学内で開催した成果報告会の様子を示している。

写真３－２ 成果報告会（平成 年度 第１回学内）

第２回は連携自治体である薩摩川内市で開催した。報告会では、薩摩川内市に関連の

深い観光、離島、エネルギー、農業、地域医療などに関する発表が行われた。特に、薩

摩川内市の関係者が多く参加しており鹿児島大学が連携して取り組んでいる地域課題

について薩摩川内市の関係者に理解してもらう機会になった。写真３－３は薩摩川内市

で行った成果報告会の様子を示している。
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写真３－３ 成果報告会（平成 年度 第 回薩摩川内市）

第３回は、前年度に続いて与論町で成果報告会を開催した。連携自治体である与論町

に関係の深い課題を中心にした成果報告会としたこともあり鹿児島大学の地域課題の

取り組みへの高い期待・関心が示された。写真３－４は与論町で開催した成果報告会の

様子を示している。

写真３－４ 成果報告会（平成 年度 第３回与論町）

平成 年度は、学内の関係者、自治体の関係者、市民が参加して学内を会場にして

２回の報告会を開催した。ＣＯＣ事業の活動についての理解が広まったこと、平成

年度から始まった全学共通必修科目「大学と地域」への成果の反映など、地域志向教育
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研究で地域課題に取り組んだ成果を報告することができた。写真３－５は学内で開催し

た第１回の成果報告会の様子を、写真３－６は第２回の成果報告会の様子をそれぞれ示

している。

写真３－５ 成果報告会（平成 年度 第１回学内）

写真３－６ 成果報告会（平成 年度 第２回学内）

平成 年度は第１回の成果報告会を離島である薩摩川内市の甑島で開催した。成果

報告会には甑島の関係者、自治体関係者が参加しており、特に甑島に関連の深い課題の

報告が行われた。会場では発表に対して熱心な質疑応答が行われた。また、報告会では

発表会の後、地域との意見交換会を実施して地域課題についての要望の把握に努めた。

アンケート調査においても鹿児島大学の地域課題への取り組みについて高い期待があ
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ることが示された。写真３－７は甑島を会場として開催した成果報告会の様子を示して

いる。

写真３－７ 成果報告会（平成 年度 第１回甑島）

写真３－８ 成果報告会（平成 年度 第２回学内）

第２回と第３回の報告会は、学内を会場にして開催した。地域課題については、学生

も教員とともに取り組んでおり報告会では学生の発表も行われた。写真３－８は学内で

開催した第２回の成果報告会の会場の様子、写真３－９は第３回の成果報告会の会場の

様子をそれぞれ示している。
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写真３－９ 成果報告会（平成 年度 第３回学内）

平成 年度はＣＯＣ事業経費では地域志向教育研究費に係る課題への公募は実施で

きなかったが、平成 年度と同様に前年度に取り組んだ課題について成果報告会を実

施した。

学内を会場にして第１回と第２回の報告会を開催し、学内関係者、自治体関係者、市

民が参加した。鹿児島大学が連携自治体の要望を反映して取り組んだ地域課題について

深い関心が示されると同時に、それに対する迅速な対応が要望として示された。写真３

－ は学内で開催した第１回の成果報告会の会場の様子、写真３－ は第２回の成果

報告会の会場の様子をそれぞれ示している。

写真３－ 成果報告会（平成 年度 第１回学内）
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写真 ３－ 成果報告会（平成 年度 第２回学内）

図３－７は平成 年度から平成 年度に開催された成果報告会における発表件数

を示している。ＣＯＣ事業の初年度である平成 年度は２件の発表であったが、平成

年度からは毎年 件以上の課題について成果報告を行うことができた。この成果は

地域志向教育研究経費に係る報告書として纏めＣＯＣセンターのホームページで公開

するとともに連携自治体など関係者に配布して鹿児島大学の地域課題への取り組み状

況を報告した。

図３－７ 成果報告会の発表件数（平成 年度～平成 年度）

図３－８～図３－９は平成 年７月に開催した成果報告会におけるアンケート結果
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を示している。報告会への参加動機を複数選択で回答した結果を見ると、ＣＯＣ事業に

関心があったが ％と最も多く、内容に関心があったが ％、ポスター・大学のホー

ムページを見てが ％となっている。平成 年度から取り組んだＣＯＣ事業に関して

地域課題解決への関心・理解が進んだことが分る。

図３－８ 成果報告会のアンケート（平成 年７月）

図３－９ 成果報告会アンケート（平成 年７月）

また、鹿児島大学に期待することに関しては、自治体との連携強化が ％、地域課題
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への迅速な対応が ％、地域住民を対象とした生涯教育の実施、地域志向教育研究の

充実が ％となっている。ＣＯＣ事業を通して地域が鹿児島大学に期待することとし

て、自治体との連携強化を図りながら地域課題への迅速な対応を図ることが、最も期待

されていることが分る。

図３－ 成果報告会アンケート（平成 年～平成 年）

図３－ は平成 年度から平成 年度において実施した 回の成果報告会におけ

る大学への期待に関するアンケートを示している。各年度の成果報告会において自治体

との連携強化と地域課題への迅速な対応への期待が合わせて約 ％あり、継続して高

いことを示している。また、生涯教育の充実に関しては ％～ ％、地域志向教育研究

の充実に関しては ％～ ％程度あり、これらの活動に関しても期待が大きいことを

示している。

ＣＯＣ事業の研究に関して地域志向教育研究経費に係る成果報告会から分かること

は、地域社会・自治体の課題に迅速に対応する活動を継続して行い、その成果を迅速に

地域社会・自治体に還元していくことが最も期待されていることであることが分かる。

３．３ 連携自治体の課題に対応した研究の推進

（１）連携自治体の地域課題への取り組み

連携自治体の地域課題解決のために、平成 年度から平成 年度にかけて実施され

た地域志向教育研究経費を活用して取り組んだ事例や、ＣＯＣ部会の取り組みなどにつ

いて、その概要を表３－４に記載する。
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表３－４ 大学の取り組み・相談への対応（抜粋）

自治体名 内 容

鹿児島県 【地域志向教育研究経費】

①鹿児島の再生エネルギー利活用促進に関する研究

②黒糖焼酎の風味を向上させる製造方法の確立

③地域の森林資源を活用した「子どもの建築学校」

【部会関係】

①「中国清華大学学生との交流プログラム」の実施（観光部会）

②エネルギー施策への提案（エネルギー部会）

③「農学部地域連携ネットプロジェクト（県下全域対象）」（農林畜部会） 
④養殖ブリ輸出促進のための人工種苗生産高度化等技術開発（水産部会） 
⑤ティラピア食品化に向けた研究（水産部会） 
⑥硫黄山噴火に伴う農作物への影響調査（農林畜部会） 
⑦防災シンポジウム・セミナーの開催（防災部会）

【随時の相談】

①外国人誘客促進検討会への参画

②奄美群島の農産物の魅力発信と販路拡大

③スマート農業の技術支援

鹿児島市 【地域志向教育研究経費】

① 維新酒プロジェクト（明治維新 年記念）

②「関吉の疎水溝」等の自然地理・人文地理的再評価

③地域住民と留学生による防災マップづくりを通じたコミュニティ強化

【部会関係】

①中心市街地来街者の回遊性・満足度調査（観光部会）

②木質系バイオマス熱利用事業のスキーム構築（エネルギー部会）

③維新 年記念焼酎「薩摩熱徒」の製造・販売（農林畜部会）

④シンポジウム～桜島大規模噴火を想定した医療体制の構築～（防災部会）

【随時の相談】

①アジアとの交流による成長戦略策定への参画

②若者未来会議への学生の参画

薩摩川内市 【地域志向教育研究経費】

①過疎地帯でのコミュニティビジネスによる地域再生

②マグロ養殖の生産性向上への自然エネルギーの利用

③甑島での森林資源の有効利用と付加価値向上による地域活性化

【部会関係】

①薩摩川内市竹バイオマス産業都市協議会へ参画（エネルギー部会）

②竹資源量把握調査の実施（エネルギー部会）

③竹由来の新素材セルロースナノファイバーの水産・農業分野への用途開

発可能性検討（エネルギー部会）

④藺牟田瀬戸での潮流再生可能エネルギーの地産地消のシナリオ検討

（エネルギー部会）

⑤甑島での地域連携プログラムの実施（観光部会）

【随時の相談】

①甑島ツーリズム戦略シンポジウムへの参画

②遊休農地の要因調査

与論町 【地域志向教育研究経費】

①健康増進カリキュラムの開発
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②離島における教育の質的環境の向上

③フィールドセンサーを利用した島嶼農業支援システム

【部会関係】

①与論島ＡＴＰ魚の商品化（高品質冷凍魚）に向けた共同研究（水産部会）

②農水産物の機能性食品としての可能性調査（水産部会）

【随時の相談】

①藻場被害の実態調査

②堆肥センターにおける牛糞堆肥の雑草種子対策

平成 年度から 年度までは、教員が提案した連携自治体の地域課題への取り組み

に対して地域志向教育研究経費により支援してきた。ＣＯＣ活動費の減少に伴って平成

年度は、これまで培った絆が途切れることなくさらに深まるよう、今後複数年度に

わたって取り組む地域課題を連携自治体から募集し、当該地域課題に連携して取り組め

る教員に対して研究支援を行うことにした。

表３－５は提案のあった地域課題を示している。これらについては、地域志向教育研

究経費による取り組みの成果報告会に併せて、その研究の進捗状況について発表した

（資料３－２）。

表３－５ 連携自治体から提案のあった課題（平成３０年度）

自治体名 地 域 課 題

鹿児島市 青少年及びその保護者の海離れと環境問題への関心の低下への取り組み

薩摩川内市 海鼠池におけるナマコの生育環境調査・海鼠池の環境調査

与論町 与論島における飛来塩分調査

（２）県下自治体等の課題解決の取り組み

ＣＯＣ事業の推進にあたり、当初、連携自治体の地域活性化に貢献する取り組みを推

進してきたが、地方創生の流れや、本学が地域貢献に積極的に取り組む目標を標榜した

ことなどを踏まえ、連携自治体以外の自治体の地域活性化にも貢献できるように活動の

幅を広げることとした。

このため、平成 年度から平成 年度にかけて学長自らも県内すべての自治体を訪

問し、ＣＯＣ活動に関する情報を提供するとともに、包括連携協定の締結など大学との

連携や大学への相談を呼びかけた。

また、事務サイドにおいては、平成 年度において大学と自治体との垣根をなくし、

大学に相談しやすい環境を整備するため、自治体に個々に相談し、自治体側の担当部署、

担当者名、電話番号、メールアドレスの提供をお願いし、情報交換体制を構築した。こ

れにより、大学への相談の受付はもちろん、大学からＣＯＣ活動をはじめ本学が主催す

るシンポジウムなど自治体にとって有意な情報提供を日常的に行うことができるよう

になった。

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）」による評価を踏まえ、
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平成 年度には、地域連携に関し鹿児島県との連携を基軸にした取り組みとして、県

下７地域の県出先機関である熊毛・大島の両支庁と５つの地域振興局を訪問した。本学

が地域貢献に積極的に取り組むことを伝えるとともに、管内市町村にこの旨と大学の活

用を呼びかけていただくように要請した。

写真３－１２ 鹿児島県南薩地域振興局での意見交換

写真３－ 西之表市での意見交換

平成 年度には、本学から県下自治体（県の支庁、地域振興局を含む）に対して大

学に相談したい地域課題について要望を纏めたところ 件（地域資源の掘り起こし、

恒例イベントのマンネリ打破、スマート農業など）の地域課題が寄せられた。ＣＯＣで

は関係学部等に情報を提供して協力できる教員の紹介を受け、自治体職員との間でマッ
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チングなどを行った。

また、平成 年４月に地域からの相談にワンストップで対応する組織として、ＣＯ

Ｃ部門を取り込んだ「産学・地域共創センター」が設置された。これまで以上に離島域

の地域課題に注力していくことが活動の一つになった。平成 年 月には種子島の４

自治体（県熊毛支庁、西之表市、中種子町、南種子町）及び奄美大島本島７つの支庁・

自治体（県大島支庁、奄美群島広域事務組合、奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍

郷町）を訪問し、機構の取り組みなどの情報を提供した。その際、９件の地域課題（有

害鳥獣対策、世界自然遺産登録を控えた外来種対策、環境に配慮した環境文化発信施設

の整備、交通難民対策など）について相談を受けた。さらに、昨今の地域情勢を踏まえ

た意見交換も行った。写真３－ 、写真３－ は自治体での意見交換の様子を示して

いる。

写真３－ 龍郷町での意見交換
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写真３－ 高麗大学との懇談会の様子

また、平成 年度７月には、日本同様に地方創生を進めたいとの趣旨から韓国政府

の委託を受けた高麗大学を中心とする教員一行が本学のＣＯＣやＣＯＣ＋の取り組み

にかかる調査のため訪問した（資料３－６）。写真３－ は高麗大学との懇談会の様子

を示している。

参考資料

資料３－１ 平成 年度第１回成果報告会プログラム

資料３－２ 平成 年度第２回成果報告会プログラム

資料３－３ 連携自治体の提案型課題の募集

資料３－４ 地域課題解決のための提案要請

資料３－５ 高麗大学との懇談会概要
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第４章 社会貢献・生涯学習に関する活動

４．１ 「公開講座・公開授業」の推進と充実

「公開授業」および「公開講座」は県民と本学の教職員や学生と共に学び合う機会で

あり、ＣＯＣ事業の根幹の一つをなすものであることからそれら制度の充実･改善を行

い、情報発信力を年々強化していくことが重要である。鹿児島大学においては「公開授

業」および「公開講座」の取り組みはＣＯＣ事業開始以前から「地域の拠点大学」であ

るという意識から継続して取り組み、近年は、いずれの取り組みも充実してきている。

図４－１には、平成 年以降の「公開授業」の科目数および受講者数の推移につい

て示した。この図に示したように、本学の公開授業については多少の増減はあるものの、

年々充実してきている。

表４－１ 平成 年度公開授業の部局別実施状況

表４－１には、平成 年度の公開授業の科目数と受講者数を部局別に示した。

講座数 受講者数 講座数 受講者数
共通教育
法文学部
教育学部
理学部
工学部
医学部
農学部
水産学部
共同獣医学部
合計

部局等
前期 後期
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公開授業の年代別の受講生についてみると、図４－２ 平成 年後期 に示すように、

歳代が約半分を占め、次いで 歳代であった。男女別にみると、合計の受講者数は

男女でほぼ同数であったが、 歳代および 歳代は男性の受講者数がやや多く、 歳

代以下の世代で女性の受講者数が多かった。

「公開講座」についてみると、年次による多少の変動はあるものの、講座数は平成

年以降平成 年まで次第に増加している。年間受講者数は平成 年を除いて、

人を超えている（図４－３）。

表４－２には、平成 年度の部局別開講講座数と受講者数を示した。例年のことで

あるが、公開講座数および受講者数は部局によって差がある。
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表４－２ 平成 年度の部局等別公開講座の実施状況

４．２ 連携自治体の課題に対応した社会人専門教育・学習コースの開設と実施

鹿児島大学では産学・地域共創センター中心に、地域活性化の中核拠点、鹿児島の地

（知）の拠点としての役割を果たしていくこととしている。

そのために、前述の公開授業，公開講座に加え、地域ニーズに基づく、特に社会人を

対象とした生涯学習の取組みとして、かごしまルネッサンスアカデミーの４履修証明プ

ログラム（ 時間の体系的講義を受講することにより履修証明書を発行）「焼酎マイ

スター養成コース：平成 年から実施」、「稲盛経営哲学プログラム：平成 年から実

施」および「林業生産専門技術者養成プログラム：平成 年から実施、平成 年度か

ら文部科学省「社会人の学び直しニーズ対応教育プログラム事業」の「職業実践教育プ

ログラム」に認定」、「食品管理技術者養成コース：平成 年から実施」を行った。そ

れら履修証明プログラムの内容、募集要項等詳細は鹿児島大学の ページ

（ ）に記載してある。平成 ～ 年の各年

度の実施データについては表４－３に示した。

これら４プログラムのうち、「鹿児島発・食のグローバル化～日本マクドナルド（株）

と鹿児島大学協働プログラム～」と位置づけた「食品管理技術者養成コース」について

は、食品産業を取り巻く環境が変化し、食品産業者にＨＡＣＣＰおよび品質マネジメン

トを理解した人材の不足が懸念される中、農林水産省、日本マクドナルド株式会社、一

般財団法人 日本食品マネジメント協会、三菱総合研究所、鹿児島県と協働し、食品産

業の次世代を担う人材育成のために設立されたものであり（写真４－１）、平成 年４
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月から募集･開講した。本コースでは、「食品安全特論」、「食品産業監査特論」、「マクド

ナルドサプライチェーン品質・安全特論」、「食品加工論」、「食品衛生論」、「食品環境測

定論」、「食品産業国際規格論」の７つの科目について、計 時間の講義を通して食品

安全を体系的に学び、定められた修了要件を満たした人には一般財団法人 食品安全マ

ネジメント協会認定の教育機関として鹿児島大学大学院農学研究科より「食品安全基礎

コース修了証」、「食品産業監査基礎コース修了証」に加えて、鹿児島大学より「食品管

理技術者養成コース修了証」を発行することにしている。

表４－３ かごしまルネッサンスアカデミーの受講状況・実績（平成 年～ 年）
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その他の新設プログラムを目指して平成 年度から取り組んできた「鹿児島の島嶼

水産業プログラム」については離島を含む鹿児島県内の複数の漁協において技術相談や

共同研究活動を推進した。「新規農業人の育成プログラム」については、農林畜産業部

会や農学部の「地域連携ネットワークプロジェクト」と連携して、基礎になる地域活動

を継続して行っている。今年は「新規就農者支援トライアルセミナー」も実施した。

写真４－１ 「食品管理技術者養成コース」（「鹿児島発・食のグローバル化～日本マクドナ

ルド（株）と鹿児島大学協働プログラム～」）協定締結式

４．３ 地域に関連したシンポジウムの開催

地域課題などに関連したシンポジウム、セミナー、講演会、出前授業などの活動は、

平成 年度まではそれぞれの部局で実施・把握されていただけであり、鹿児島大学全

体の地域関連活動の全てを把握すること、学内外にそれらの情報を発信することは困難

であった。ＣＯＣ事業のスタートに伴い、かごしまＣＯＣセンターの設置目的の つで

ある「ＣＯＣセンターが大学内各部局と連携して全学的な重複を避け、平成 年度か

ら各部局で開催されたシンポジウム、セミナーなどを把握する」ための調査を行ってき

た。

平成 ～ 年度の推移は表４－４に示したとおりである。ＣＯＣセンターが集約を

行うようになった平成 年度の集約数は 件であったが、平成 年以降 件を超

え、平成 年には 件、平成 年には 件に上がった。この要因は、シンポジウ

ム等の活動が増加したことに加えて、かごしまＣＯＣセンターの目的についての全学的

な周知が進んだためと考えられる。
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表４－４ シンポジウム等活動調査（実施数）の推移（平成 ～ 年）

平成 年度の部局別の開催数については表４－５に示した。

なお、これらのシンポジウム等を本事業において共催や後援する取り組みは平成

年度の２件、平成 年度の６件から 件程度まで上がったが、本学の社会貢献･生涯

学習活動に合致するものについては共催もしくは後援をしていけるように、産学・地域

共創センターの認知度を上げて行く努力を継続していくべきである。

表４－５ 平成 年度の部局別シンポジウム等活動調査（実施数）

４．４ 地方創生活動の取り組み

１） 「進取の精神チャレンジプログラム」の『地方創生活動部門』

鹿児島大学学生憲章（平成 年 月 日制定）の趣旨に則り、学生自らが企画・運

営・実施する様々な活動の支援を通じて困難な課題に果敢に挑戦し、実践していくこと

によって鹿児島大学における進取の精神を継承することを目的として設置されている

「進取の精神チャレンジプログラム」がある。学生が進取の精神を発揮して、鹿児島県

年度
シンポ
ジウム

セミナー 講演会
ワーク
ショップ

指導・助言
活動

出前授業 その他 合計

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度
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内自治体や企業などと連携した地域貢献活動を展開することを目的として、平成 年

度から「地方創生活動部門」を新たに創設して活動を行っている。平成 ～ 年実施

状況は以下の表４－６の通りである。

表４－６ 「進取の精神チャレンジプログラム」における『地方創生活動部門』実施状況

平成 年度も同様に実施した。その概要は以下の通りである。

◆応募受付期間 ５月１日（火） ～ ５月 日（金）

◆審査期間 ５月 （月） ～ ６月 日（金）

◆結果発表 ６月下旬

◆プログラム実施期間 採択後 ～ １月末日

◆成果発表会 ３月８日（金 予定

平成 年度は 件の応募があり、プレゼンを含む審査の結果、次の４件を採択し、鹿

大「進取の精神」支援基金による予算を配分した 表４－７

年度 
応募
件数

採択
団体数

学生数 教員数 採択プログラム名

平成
28年

・「”かごんまのよかとこ発信”プロジェクト」
・「鹿児島の魅力をPR動画で発信プロジェクト！」
・「八重山高原星物語2016」
・「大学生と徳之島小・中学生、高校生の交流ツアー　～島っこに
誇りを～」
・「鹿大×企業×地域『パッションボーイズ農園』～国際協力を目指
して～」
・「薩摩トウガラシのブランド化」
・「ウミガメが種子島を盛り上げる」
・「鹿児島発！学生主導によるグローバル人材地元定着支援プロ
グラム」

平成
29年

・「かごんまよかとこプロジェクト」
・「西出水！なこよかひっとべ応援隊」
・「八重山高原星物語2017」
・「ベル活（ベルマークにすればトナーカートリッジを離島教材にで
きる説）」
・「留学生＋日本人学生による種子島のinbound活性化および地域
資源発掘調査」

平成
30年

・「WEBの力で地域・学生・大学をつなぐ！」
・「八重山高原星物語2018」
・「未来を繋げ！鹿児島大学医療系学生発『こどもむりょう塾』」
・「キャッサバを活用した徳之島の地域住民と学生による地域活性
化プログラム
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表４－７ 平成 年度 進取の精神チャレンジプログラム採択一覧

４．５ 奄美の世界自然遺産登録に向けた活動支援

奄美大島と徳之島は、地史的要因により独自の進化を遂げたアマミノクロウサギやケ

ナガネズミ類などに世界自然遺産の価値があるとして、沖縄県の２島とともに平成

年２月に日本政府からユネスコに対して世界自然遺産の登録申請がなされた。同年秋に

審査機関の現地調査が行われたが、平成 年５月に区域設定に問題があるとして、登

録決定機関（世界遺産委員会 に対して登録延期が勧告された。この勧告を受け、環境

省と林野庁が遺産区域の拡張などを行い、平成 年２月に再申請が行われることにな

っている。

両島では山中で野生化したネコ ノネコ が世界自然遺産の価値を有する希少野生動

物を捕食していることが遺産登録上の課題となっていたため、本学の鹿児島環境学研究

会（学長裁量経費学際領域プロジェクト）では、地元自治体の悲願でもある世界自然遺

産登録を支援する目的で、平成 年度より国際島嶼教育研究センター奄美分室を活用

して、ノネコの供給源である飼い猫の適正飼養やノネコの早期捕獲の必要性などについ

て地域住民や関係団体、自治体等と協力して普及啓発活動を行うとともに、学術的観点

から世界自然遺産登録の実現のために政府に対して助言等の活動を行ってきた（表４－

８）

こうした取り組みもあり、奄美大島では平成 年 月に関係行政機関により「ノネ

コ管理計画」が策定され、７月からノネコの捕獲が開始されることになった。このこと

は、ユネスコ審査機関である 国際自然保護連合 からも高く評価されている。ま

た、本学共同獣医学部は平成 年８月から奄美市の野良猫対策に協力するため、獣医
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師を毎月派遣し、捕獲された野良猫の不妊去勢手術を行っている。

奄美大島と徳之島の世界自然遺産登録は 年夏にも実現すると想定されているが、

世界自然遺産の価値を有する自然と地域住民が今後も共存していくためには、自然と共

生してきた島民の暮らしや伝統文化を「環境文化」として見つめなおし、世界自然遺産

と共生するこれからの「環境文化」の在り方を考えることが重要である。

このため、平成 年１月に奄美大島の龍郷町秋名地区において国の重要無形民俗文

化財「秋名アラセツ行事」の保存会や地元関係者とともに環境文化を考えるシンポジウ

ムを開催して、環境文化について知ることから始めた 写真４－２ 。第２回シンポジウ

ムは奄美大島の大和村で平成 年１月に開催し、島内で伝統行事の継承や地域おこし

の活動を行っている龍郷町秋名・幾里地区、奄美市住用地区、大和村国直地区の関係団

体による取組の共有と地域活動を持続的に行うための方策について、移住者も交えて、

３つの対話（集落間、世代間、集落内外）の促進を図った（写真４－３）。

表４－８ 奄美のノネコ問題解決のための取り組み

実施時期 活動内容

年 月 世界自然遺産に関する講演 徳之島 （以後、奄美地域で 回講演）

年 月 奄美沖縄地域世界自然遺産候補地科学委員会出席（以後継続的に参加）

年 月 龍郷町立大勝小学校 年生によるノネコ問題絵本作成

年 月 奄美国際ノネコ・シンポジウム開催（奄美市）

年 月 県立大島高校生物部によるノネコ問題教材作成

年 月 外来捕食動物対策専門家 ニュージーランド の招へいと奄美地域での講演

及び関係者との意見交換

年 月 かごしま国際ノネコ・シンポジウム開催（鹿児島市）

年 月 世界自然遺産・屋久島から学ぶ講演会開催（奄美市）

年 月 ノネコ問題普及啓発冊子「人もネコも野生動物もすみよい島」作成配布

（図４－４）

年 月 同上普及啓発冊子の増刷配布

年 月 ユネスコ審査機関の世界自然遺産候補地現地調査に同行

年 月 世界自然遺産登録申請書 推薦書 中にノネコ問題普及啓発冊子の図を掲載

年 月 書籍「奄美のノネコ問題」出版予定
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図４－４ ノネコ問題普及啓発冊子「人もネコも野生動物もすみよい島」

（世界自然遺産登録申請書（推薦書）に使用された図）

写真４－２ 第 回環境文化シンポジウムで集落の活動を紹介する秋名・幾里地区の皆さん
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写真４－３ 第 回環境文化シンポジウムで意見を述べる 地域の代表者
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第５章 ＣＯＣ活動と点検評価

５．１ ＣＯＣセンター運営委員会

運営委員会は平成 年度の事業報告書でも述べているようにＣＯＣ事業を進める上

で重要な役割を担っている。運営委員会では、３部門長（教育、研究、社会貢献）、５

部会長（地域防災・医療部会、観光産業・国際部会、エネルギー部会、農林畜産業部会、

水産業部会）、各学部の副学部長、産学官連携推進センター長、かごしまＣＯＣセンタ

ー関係者、社会連携課事務関係者で構成されている。各年度において運営委員会を開催

し、年度ごとの事業計画の実施状況の確認と審議を行った。表５－１は平成 年度か

ら平成 年度において開催した運営委員会における審議事項と報告事項を示している。

平成 年度はＣＯＣ事業の開始年度でありＣＯＣ事業の概要説明と事業計画につい

て協議した。また、当年度から開始した地域志向教育研究費の公募内容について審議を

行い、公募内容の全学部への周知を図った。また、地域関連科目について共通教育科目

から各学部で行っている専門科目への展開を示すため各学部で開講している地域関連

科目の確認についてＣＯＣセンターから依頼を行った。

平成 年度は、平成 年度から開講を予定している全学共通必修科目「大学と地

域」について検討状況及び、平成 年度に公募した地域志向教育研究経費の選定結果

を報告し審議した。また、平成 年度のＣＯＣ事業について実施した学内評価委員会

及び学外評価委員会の評価結果を受けて事業の進捗状況の点検を行ったことを報告し

た。

平成 年度は４月から開講した全学共通必修科目「大学と地域」の実施状況を報告

し、今後の課題等について審議した。必修の共通教育に係る教員負担問題や「大学と地

域」の継続に向けた持続的なシステムづくりなどについて意見があった。また、平成

年度事業に関して開催した学内評価委員会及び学外評価委員会の評価結果を報告し進

捗状況の点検を行った。平成 年度の地域志向教育研究経費公募事業について応募状

況と採択課題等について報告した。

平成 年度は、全学共通必修科目「大学と地域」について前期までの実施状況及び

後期の改善点について説明のあと審議を行った。第２回の運営会議では、平成 年度

事業について報告を行い、ＣＯＣ事業の最終年度となる平成 年度の事業計画につい

て審議した。加えて、平成 年度事業に関する学内評価委員会と学外評価委員会の評

価結果に基づいて活動の点検を行ったこと、平成 年度地域志向教育研究経費の公募

状況と採択を行ったことを報告した。さらに、平成 年度から行っているＣＯＣ事業

に関するフォロ－アップアンケートの実施状況の報告とアンケートへの協力依頼を行

った。写真５－１は平成 年度に行った運営委員会の様子を示している。 
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表５－１ 運営委員会の審議事項等（平成 年度～平成 年度）

年度 審議事項 報告事項 備考

１ 事業の概要と計画につ

いて

２ 実施体制について

３ 平成 年度の事業計画

について

４ 地域志向教育研究経費

の公募について

１ 共通教育科目について

２ 地域志向科目に関する

調査について

＊ 事業の概要の

説明の後、今後の事

業計画について審議

を行った。

＊地域志向教育研究

経費の公募内容につ

いて審議

１平成 年度開講「大学と

地域」について

２専門科目の地域志向科目

調査

１ 平成 年度地域志向教

育研究経費公募事業選

定結果報告

２ 平成 年度事業学内評

価委員会報告

３ 旧生涯学習教育センタ

ー改組について

＊平成 年度から

開講予定の共通教育

全学必修科目「大学

と地域」について検

討状況を報告し審議

した。

＊地域志向教育研究

経費の選定結果を報

告し審議した。

＊学内評価委員会の

評価結果を報告し、

活動の進捗につ

いて点検を行った。

１平成 年度開講「大学と

地域」について

１ 平成 年度学内評価委

員会報告

２ 平成 年度学外評価委

員会報告

３ 平成 年度地域志向教

育研究経費公募事業

＊４月から開講する

共通教育全学必修科

目「大学と地域」を

名の学生に対

して前後期 クラ

スで実施することが

報告された後、審議

した。

＊学内評価委員会、

及び学外評価委員会

を実施して事業の進

捗状況の点検を行っ

たことを報告した。

第１回

１ 共通教育全学必修科目

「大学と地域」について

１ 平成 年度事業 学内

評価委員会報告

２ 平成 年度事業 学外

評価員会報告

３ 平成 年度地域志向教

育研究経費公募事業

４ 平成 年度 事業フ

ォローアップアンケー

ト結果について

＊平成 年度から

開始した「大学と地

域」の平成 年度前

期までの実施状況及

び後期の改善点につ

いて説明と審議を行

った。

＊平成 年度事業

に関する学内評価委
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第２回

１ 平成 年度事業報告に

ついて

２ 平成 年度の事業計画

について

員会と学外評価委員

会の評価結果に基い

て点検を行ったこと

を報告した。

＊平成 年度地域

志向教育研究経費の

公募状況と採択結果

を報告した。

＊ 事業について

のフォロ－アップア

ンケートの実施状況

の報告とアンケート

への協力依頼を行っ

た。

＊平成 年度に実

施した 事業報告

を行い審議した。

＊平成 年度の事

業計画について審議

した。

 

 

写真５－１ 運営委員会（平成 年度）
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５．２ センター部会活動と連携自治体との連携

（１） センター部会活動

ＣＯＣ事業によって設置された「かごしまＣＯＣセンター（平成 年度から産学･地

域共創センター・連携推進部門ＣＯＣグループに組織変更）」では、教育、研究、社会

貢献・生涯学習に関連して地域ニーズの収集・分析を行い、連携自治体も参加した５部

会（地域防災・医療部会、観光産業・国際部会、エネルギー部会、農林畜産業部会、水

産業部会）を設置し，活動を行ってきた。５部会では、平成 年度以降これまで、部

会長を中心にして活動を行って来ている。部会は平成 年９月 日に制定された「鹿

児島大学かごしまＣＯＣセンター部会要項（参考資料５－２）」に則って部会長を中心

とした部会員により、実質的には平成 年から活動を開始し、地域課題の収集･分析、

対応策の提示等の活動を行ってきた。

表５－２には、平成 ～ 年度の活動の概要を示した（各年次の活動の詳細につい

ては各年次の活動報告書を参照していただきたい）。

表５－２ 平成２７～２９年の センター部会活動の概要

部会名 活動の概要

地 域 防

災・医療

部会

平成 年

（防災・医療部会の部会員は鹿児島大学地域防災教育研究センターの専任お

よび兼任の教員と自治体の職員から構成されており、部会の活動は共通して

いる。平成 年には４回の「公開・防災セミナー」、８回の「シンポジウム」

を開催した。その他、学内において防災教育を担当、「地域との連携による事

業」として 文部科学省実践的防災教育総合支援事業の支援（平成 年

度～）を県教育委員会「防災教育モデル実践事業」（文部科学省「実践的防災

教育総合支援事業」委託）において、県・市町教育委員会からの要請を受け

てモデル校へ防災教育アドバイザーの派遣および防災実践指導を行った。そ

の他、部会教員を中心に連携自治体等からの外部講師の協を貰いながら全学

必修課目の「大学と地域」 防災 の授業を推進した。

平成 年

地域防災教育研究センターが主催した４回の「防災セミナー」、３回の「シ

ンポジウム」には主要メンバーとして関与した。その他、１ 文部科学省実

践的防災教育総合支援事業の支援（平成 年度～）、２ 専門部会「大規模

火山噴火にレジリエントな地域社会の実現に向けた防災・減災の取組専門部

会を発足させるなどの活動を行った。

平成 年

前年同様、４回の「防災セミナー」の他、平成 年度防災・日本再生シン

ポジウム「桜島大規模噴火を想定した災害医療体制の構築」（主催 地域防災

教育研究センター）をはじめ、シンポジウム、災害調査報告会、ワークショ

ップ、出前講座等の活動を行った。
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観 光 産

業・国際

部会

平成 年

部会を定期的に開催することから始めて、連携自治体（薩摩川内市、鹿児

島市、鹿児島県等）との協議を中心に協力関係を構築した。その他、部会教

員を中心に連携自治体からの外部講師の協力を貰いながら全学必修課目の

「大学と地域」（観光･国際）の授業を推進した。

平成 年

第２回および第３回の部会を開催した。それらの中では、「薩摩川内市との

地域連携プログラム」、「鹿児島市と連携して取り組んでいる中心市街地活性

化のための「地域科学演習」」、「中国清華大学学生との交流プログラム」など

の活動を行った。

平成 年

グローバル化の中で急速に変容し、様々な困難を抱えている地域社会に主

体的積極的に貢献できる人材の育成をめざす「地域連携プログラム」に薩摩

川内市と連携して、引き続き取り組んでいくとともに、今年度から大隅半島

の自治体で構成している である「大隅観光未来会議」と連携して大隅半

島の観光調査に取り組んだ。また、鹿児島市と連携して取り組んでいる、中

心市街地活性化のための基礎資料として「鹿児島市中心市街地来街者の回遊

性・満足度調査報告書」を作成する活動に取り組んだ。合わせて、中国清華

大学学生との交流プログラムについて、グローバルセンターと連携して実施

していることやエクスカーションなどに取り組んだ。

エネルギ

ー部会
平成 年

鹿児島市から「木質系バイオマス熱利用の事業スキームの構築」について

相談を受け、工学と農学の教員で対応するとの返事を受けた。その後、エネ

ルギー部会の委員が鹿児島市との担当者と直接会って意見の交換を行った。

その他、部会教員を中心に連携自治体からの外部講師の協力を貰いながら全

学必修課目の「大学と地域」（エネルギー）の授業を推進した。

平成 年

第１回および第２回の部会を開催した。そこでは、「鹿児島県、鹿児島市お

よび薩摩川内市のエネルギー政策に協力すること、「バイオマスの水素利用」、

「竹バイオマス産業都市の活動紹介」などの活動を行った。

平成 年

エネルギー部会を２回開催した。第１回のネルギー部会には本学メンバー

と鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市の関係者が出席し、「 年以降 な

どの研究費を活用して、海流・潮流、海洋温度差パワーポテンシャルの評価」

への取り組みの議論、第２回のエネルギー部会では、「自然エネルギー（小水

力発電）を活用した地域コミュニティビジネス」について検討を行った。

農林畜産

業部会

平成 年

部会員のほぼ全員が農学部または共同獣医学部の教員であることから、農

学部に配分された学長裁量経費で「農学部地域連携ネットプロジェクト」を

立ち上げ、農学部、共同獣医学部および センターの教職員が参加して、

鹿児島県農政部、環境林務部、鹿児島県内市町村、鹿児島県農業協同組合、

鹿児島県工業倶楽部、鹿児島県森林組合連合会、鹿児島県木材協同組合連合
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会などと連携した地域貢献活動を展開した。具体的には、鹿児島県を「鹿児

島地域振興局地域」、「南薩地域振興局地域」、「北薩地域振興局地域」、「姶良・

伊佐地域振興局地域」「大隅地域振興局地域」「熊毛支庁地域」および「大島

支庁地域」の 地域に分けて地域の課題を収集し、地域の要望について対応

策を実施する地域連携活動を行った。その他、部会教員を中心に連携自治体

からの外部講師の協力を貰いながら全学必修課目の「大学と地域」（農業、林

業および動物･畜産業）の授業を推進した。

平成 年

第１回部会を開催するとともに「鹿児島大学農学部地域連携協議会」ならび

に「地域連携ネットワークプロジェクト」をコアとして、継続して活動を実

施した。

平成 年

平成 年度の農林畜産業部会活動の取り組みについても、前年度まで同

様、｢地域連携ネットワークプロジェクト｣の取り組み活動とほぼ一致してい

る。農林畜産業部会活動の特筆すべきことは、部会員が「農学部地域連携ネ

ットワークプロジェクト」活動の一環として、各地域に出かけていき、現場

を見学しながら地域の課題を収集し、地元の方々と意見交換を行い、地域適

応型対策について話し合っていることであった。

水産業部

会

平成 年

水産業部会は部会員の全員が水産学部の教員であることから、社会貢献・

生涯学習活動も水産学部と共同で行った。そのうち、セミナー・講演活動を

回行った。その他、部会教員を中心に連携自治体からの外部講師の協力を

貰いながら全学必修課目の「大学と地域」（水産業）の授業を推進した。

平成 年

第１回部会を開催し、「鹿児島大学奄美群島研究拠点として「与論水産実験

室」の開設」、「与論町漁協にて「島嶼水産業活性化」に関する勉強会を開催」

について議論し活動に繋げた。

平成 年

具体的には、１）与論島の高鮮度冷凍水産物生産と流通事業化、２）鹿児

島県産イカの冷凍保存、食品加工の技術相談、３ 鹿児島県水産物の機能性

に関する技術、４ 与論島藻場再生策の検証・研究に関する取組み、

５）養殖業に被害を与える魚病の発症メカニズムの解明とその予防法の開発、

６ 漁業・養殖業における技術指導，等の活動を行った。

表５－３には平成 年度の部会活動の概要を示した。

表５－３ 平成 年度 センター部会活動の概要

部会名 議題等

地 域 防

災・医療

部会

第１回

（１）平成 年４月６日（月）

（２）参加者 大学教員（防災センター運営委員）

（３）主な審議事項
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①鹿児島大学地震火山地域防災センターの組織について

新執行部体制

新センターのパンフレット作成について

②平成 年度活動報告

③平成 年度活動計画

・平成 年度運営体制

・各部門（調査研究推進部門・社会実装推進部門・

防災教育推進部門）の課題

④平成 年度南西島弧地震火山観測所の活動方針

⑤平成 年度「大規模火山噴火にレジリエントな地域社会の実現に向

けた防災・減災の取組」の活動方針

⑥同上 専門部会・ＷＧの活動方針

⑦学長裁量経費デジタルサイネージの整備について

観 光 産

業・国際

部会

（１） 平成 年度「地域連携プログラム」の実施報告

鹿児島県薩摩川内市下甑町手打地区における調査報告

『下甑島の自然と人々』の作成

（２） 平成 年度『大隅地域マーケティング調査事業報告書』の作成

おおすみ観光未来会議からの受託事業

（３） 平成 年度『鹿児島市中心市街地来街者の回遊性・満足度調査報告

書』の作成

鹿児島市役所からの受託事業

（予定）平成 年度観光産業・国際部会の開催（１月）

① 成 年度部会事業報告

・「大学と地域」への参加・報告

「大学と地域」にコーディネーターや講師として参加

・連携自治体の課題に対応

② 地域連携プログラムの実施

③ 大隅観光未来会議の調査について

④ 地域科学演習について

⑤ 部会の３年間の総括

エネルギ

ー部会

（１）シンポジウム「鹿児島の再生可能エネルギーを考える ～地域の再生

可能エネルギー利用への取り組み～」

開催日：平成 年５月 日 ： ～ ：

場所：鹿児島大学稲盛会館

参加者： 名

講演内容：鹿児島県、南九州地域において本学が実施している再生可能エ

ネルギー技術研究開発や、地域振興への再生可能エネルギーの利用方法、

自治体のエネルギー政策（鹿児島県エネルギーパーク構想等）など、地

域再生可能エネルギーに関する最新情報がエネルギー部会員から紹介さ

れ、参加者 名で地域再生可能エネルギーへの今後の期待と要望につ

いて活発な議論・検討がなされた。

農林畜産

業部会

（１）地域連携ネットワーク運営会議を開催（５月 日）。地域連携プロジ

ェクトでは、昨年度に引き続き、地域関連の研究課題について教員から

募集し支援を行うこととした。

（２）硫黄山の噴火に伴う川内川水系の水質問題で、学長裁量経費により、

５月 日に農学や水産学の教員を中心としたワーキンググループを立

ち上げた。県と共同の稲作実験の結果、伊佐市と湧水町の水で育て収穫

した玄米は、ヒ素の含有量が国際食品規格以下であり、噴火の影響は認
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められなかったことを、 月３日の県庁での対策本部会議で報告した。

（３）全国第４位であるサトイモの生産量が病害虫被害により低迷したが、

革新的技術開発・緊急展開事業（ ～ ）により、県農業開発センター

や南九州大学などと共同で、優良タネイモを増産するための湛水畝立て

栽培の現地実証試験を実施。イモ個数２割増と病害虫被害の低減により、

これまで廃棄していた親イモが利用できるようになり農家の収入増に直

結した（６月４日、６月 日、７月 日、８月 日、９月 日、９

月 日、 月 日の７回検討会を実施）。

（４）地域連携プロジェクトに関連して、野生動物管理に関する意見交換会

を行った（６月 日）

（５）（財）鹿児島県環境技術協会の依頼（大隅地域振興局からの委託）によ

り庄内川・溝之口川工区（総合流域防災）、都城志布志道路建設あるいは

五反田川工区（火山防災）の工事に伴う騒音・振動が牛の生育に及ぼす

影響を調査した（６月 日、９月 日、 月 日）。

（６）明治維新 年を記念して「薩長同盟焼酎プロジェクト実行委員会」

を立ち上げ、鹿児島大と山口大の両農学部ならびに いぶすきが連携

し、記念焼酎「薩摩熱徒」を製造・販売し完売した。次年度の製造も計

画している（８月 日～）。

（７）桜島大根に関する検討会を開催した（９月 日、９月 日、 月６

日）。

（８）指宿市にて新規就農者支援トライアルセミナーを実施した（９月 日、

話題提供教員３名）。

（９）鹿児島大学重点領域研究（島嶼）の一環として国際島嶼教育研究セン

ターのトカラ列島および甑島列島総合調査に参画し、平島における野生

化山羊の被害実態調査を行った（ 月５～７日）。

（ ）大学祭に合わせて湛水サトイモの普及活動（展示、食育活動）を実施

した（ 月 ～ 日）。

（ ）革新的技術開発・緊急展開事業（ ～ ）により、家畜糞尿由来の悪

臭低減に関する研究プロジェクトが進行中。平成 年１月に成果発表の

シンポジウムを開催する予定。

（ アグリビジネス創出フェアに「かごしま黒豚」、「桜島大根」、「薩摩熱徒」

に関する教育・研究成果を出展し、試食提供を行った（ 月 ～ 日）。

（ ）鹿屋市とのモリンガ研究（モリンガの健康増進機能に注目したカフェ

レストランを六本木にオープン）を行った（ 月 日）。

（ ）トウガラシ研究ネットワーク・シンポジウムを開催した（ 月 日）。

（ 第八回「食と健康に関するシンポジウム」で２名の教員が基調講演を行

った（ 月 日）。

（ 焼酎学シンポジウム「焼酎・泡盛研究最前線 」を開催した（

月 日）。

（ ）第２回農学部地域連携協議会（２月に予定）

水産業部

会

（１） 生シラス冷凍品製造管理に関する研究

東串良漁協との共同研究。高品質冷凍シラスを生産するための鮮度管理，

製造管理および解凍後の品質変化に関する研究を行い，製造管理条件を明

らかにする。

（２）養殖ブリの輸出を促進するための人工種苗生産技術高度化及び高品質

冷凍流通体系の開発

鹿児島のブリ輸出額を 億円から 億円に拡大することを目指した研

究開発委託事業。鹿児島県からの参画機関は，鹿児島県庁，鹿児島県水産
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技術開発センター，かごしま豊かな海づくり協会，グローバル・オーシャ

ンワークス 株 ，東町漁業協同組合である。鹿児島大学は代表機関として

研究開発事業を統括している。

（３）与論島 魚の商品化に向けての共同研究

株 西原商会との共同研究。鹿児島大学と与論町漁協で開発した技術・生

産管理手法を用いた高品質冷凍魚の商品化に向けた共同研究。シビ（キハ

ダ）の高品質冷凍品製品が与論島漁協にて生産され、西原商会に出荷され

ている。

（４）ブリの品質評価に関する技術相談

合同会社なぶらカンパニー相談対応。鹿児島市内の首記会社にて，技術開

発した「熟成ブリ」の品質評価に関する技術相談を行った。適切な時期に

サンプルを提供していただき，分析を予定することを打ち合わせた。

（５）鹿児島県産イカの冷凍保存、食品加工の技術相談 （加藤准教授）

漁業者より、ソデイカの冷凍保存と加工に関する技術相談があり、加藤准

教授が対応した。

（６）鹿児島県産魚および畜産物の食品加工の技術相談 （加藤准教授）

指宿の食品企業より、魚と鶏からの粉末出汁製造技術と品質に関する相談

があり対応した。

（７）種子島漁業協同組合（西之表市）との共同研究 （江幡准教授）

平成 年 月に種子島漁協からの要請を受けて、本学部練習船「南星丸」

で種子島東側海域を対象として、底曳網を用いた海底調査を行った。平成

年 月に、種子島漁協の漁業者と共同で、かご漁業を新規導入するた

めの試験操業を行った。

（８）錦海漁業協同組合（姶良市）との共同研究 （江幡准教授）

姶良市の重富干潟で行われているアサリ養殖では、出荷の最盛期を迎える

夏季に、網袋が破られてアサリが食害に遭う被害が問題となっており、こ

れを解決するために、平成 年 月～ 月に水中カメラを用いて、破網の

原因となる生物の行動を観察した。

（９）東串良漁業協同組合（肝属郡東串良町）との共同研究 （江幡准教授）

東串良漁協所属の漁業者と共同で、底曳網漁業の省エネルギー化を目的と

した漁具の改良に取り組んだ。また、底曳網の操業海域や水揚げ量のデー

タを統合して、漁獲に関する情報を明らかにするデータベースの作成を平

成 年 月から開始した。

（ ） 鹿児島県農水産物の食品機能性に関する技術（塩崎准教授）

前年度に引き続き、与論島および鹿児島県阿久根地方などの特徴的な柑橘

類に着目し、機能性食品としての素材や養殖飼料の添加物としての可能性

について検討した。また鹿児島県近海で低利用資源となっているサメ類の

利用方法についていちき串木野市より問い合わせがあり対応した。

（ ）養殖業に被害を与える魚病の発症メカニズムの解明とその予防法の開

発（塩崎准教授）

マダイやウナギ、カンパチなどで発症するエドワジエラ症による経済的損

失が、養殖業において大きな問題となっている。発症メカニズムの解明と

予防・治療法の開発研究を行っており、柑橘類がその予防に有効であるこ

とを見出した。

（ ）イズミダイ（ティラピア）の胚発生や生態に関する研究（塩崎准教授）

鹿児島県はその温暖な気候を利用してティラピアを養殖していたが、当時

ティラピアへのニーズが低かったこともあり、現在は県内での養殖は行わ

れていない。最近、ティラピアはイズミダイの名でスーパーに並ぶように
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なり、その食品としての価値が再評価されている。将来の県内での養殖再

開に備え、その胚発生や生態に関する研究を行っている。鹿児島県水産技

術センターとの共同研究。

（２）連携自治体との連携

大学の取り組みに当たっては、特に全学必修科目「大学と地域」への講師派遣におい

て、連携自治体から多大な支援・協力を得ている。 総合大学である鹿児島大学が有す

る多彩な専門分野の知を結集して全学的な協力体制を整備し、地域活性化の重要な戦力

となる人材の育成を目指した「地域人材育成プラットフォーム」のベースとなる「大学

と地域」を新１年生が全学必修科目として受講（平成 年度からは公開授業化）して

いる。地域貢献意欲を持った人材を育成するためには、地域の特性や優位性、発展可能

性について理解を深め、地域に愛着を持ってもらうことが不可欠である。「大学と地域」

においては、地域関連の研究を行っている教員に加え、現場で日常的に地域課題に向き

合い、その解決に取り組み、地域事情を熟知した自治体職員を「大学と地域」の創設当

初から各クラスに講師として参加を要請している。表５－４は、その状況を示している。

表５－４ 「大学と地域」への派遣（自治体講師）

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

①鹿児島県

保健福祉部次長（技）

観光課長

世界文化遺産課長

食の安全推進課技術補佐

畜産課技術補佐兼係長

動物愛護センター医務技師

水産振興課長

水産技術開発センター所長

離島振興課長

①鹿児島県

知事（後期は副知事）

危機管理課地域防災監

保健福祉部次長（技）

観光課長

世界文化遺産課長

食の安全推進課技術補佐

畜産課技術補佐兼係長

動物愛護センター医務技師

水産振興課長

水産技術開発センター所長

離島振興課長

教育庁総務福利課企画監

①鹿児島県

知事

危機管理課地域防災監

くらし保健福祉部次長（技）

観光課長

世界文化遺産課長

食の安全推進課技術補佐

畜産課技術補佐兼係長

動物愛護センター医務技師

水産振興課長

水産技術開発センター所長

離島振興課長

教育庁総務福利課企画監

②鹿児島市

危機管理課長

観光プロモーション課長

①鹿児島市

危機管理課長

観光プロモーション課長

②鹿児島市

危機管理課長

観光プロモーション課長

③薩摩川内市

観光・シティセールス課長

次世代エネルギー課長

甑はひとつ推進室長

③薩摩川内市

防災安全課長

観光・シティセールス課長

次世代エネルギー課長

甑はひとつ推進室長

③薩摩川内市

防災安全課長

観光・シティセールス課長

次世代エネルギー課長

甑はひとつ推進室長代理

④与論町 町長

計 名 計 名 計 名
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このような活動に関して、（株）日経ＢＰコンサルティング社より平成 年度に発表

された「大学ブランドイメージ調査」の九州・沖縄・山口編において、平成 年度新

入生から、鹿児島に関する の分野の中から選択し、教員だけでなくＣＯＣ事業の連

携自治体職員も講師として参加し「大学と地域」が実施されている、として「地域社会・

文化に貢献している」項目では第１位を獲得している。これについては 年度に開催

した連携自治体と鹿児島大学との意見交換会の場で紹介し、引き続き連携自治体の協力

を要請した。

表５－５ 連携自治体との意見交換会の開催状況

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

① 開催日 Ｈ 年 月 日 Ｈ 年 月 日 Ｈ 年 月 日

②場所 南九州・南西諸島域共創機構棟２階 セミナー室

③参加者 ①連携自治体

県企画課２名

鹿児島市

政策企画課１名

薩摩川内市

企画政策課２名

与論町

総務企画課１名

②鹿児島大学

センター長

部門長２名

部会長４名

ほか教職員９名

計２２名

①連携自治体

県企画課２名

鹿児島市

政策企画課２名

薩摩川内市

企画政策課２名

与論町

総務企画課１名

②鹿児島大学

センター長

部門長１名

部会長５名

ほか教職員１０名

計２４名

①連携自治体

県企画課２名

鹿児島市

政策企画課１名

薩摩川内市

企画政策課２名

与論町

総務企画課１名

②鹿児島大学

学長補佐（ 担当）

共創センター長

部会長５名

ほか教職員１５名

計２８名

④議題 ① 事業

②部会活動

③「大学と地域」

④地域志向教育研究経

費

⑤社会貢献・生涯学習

① 事業

②部会活動

③地域人材育成プラッ

トフォーム

④ 事業終了後の

展開

⑤学生の地元定着

⑥学生の地方創生活動

支援の取組

⑦観光産業人材育成

【 事業終了踏まえ

以下を議題に】

① 事業の総括

・これまでの実績

・成果と課題

②Ｈ３１以降の取組

・「大学と地域」

・ 部会

※引き続き培った絆を

踏まえ協力を要請

⑤出された意

見

①大学をシンクタンク

として活用したい

②地元漁協と連携して

魚の鮮度保持技術開

発の充実を

①「大学と地域」は学生

の地元定着に繋がり

講師派遣を継続する

②地域づくりに留学生

の参加を

③ の存在意義大

①引き続き連携する

②「大学と地域」の学生

の感想は施策立案に

貢献

③施策への若者意見反

映に協力を
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（３） 連携自治体と鹿児島大学との意見交換会

連携自治体と鹿児島大学は、地域課題の解決や活性化など地域貢献活動に関して緊密

に連携している。引き続き強固な信頼関係を保つことが円滑で効果的な取り組みにつな

がることから、平成 年度から連携自治体窓口（企画部門）と本学ＣＯＣの部門長を

はじめ、各部会長や関係教職員が集まり、忌憚のない意見交換会を実施した。会議では、

ＣＯＣ事業の取り組み概要をはじめ、各部会の活動や地域人材育成の取組など地域貢献

活動等について説明を行い、連携自治体に協力要請を行うとともに、連携自治体からの

意見、要望を伺った。特に平成 年度においてはＣＯＣ事業終了後の本学の取り組み

について説明し、意見交換を行った。表５－５は、これまでの開催状況を示している。

写真５－２ 平成３０年度意見交換会の様子

５．３ 事業フォローアップアンケート

文部科学省は各大学が実施する「地（知）の拠点整備事業」のフォローアップの つ

として平成 年度事業分からアンケートを実施している。本学も平成 年度から

年度まで毎年、学生、教員および職員を対象として「フォローアップアンケート」を実

施した。

アンケート調査項目には、文科省統一指標としての【教育活動の状況】、【連携自治体

からの支援の状況】および【連携自治体や企業等からの相談状況】と【当該大学等の全

学生を対象に実施】、【当該大学等の全教員を対象に実施】および【当該大学等の全職員

を対象に実施】するアンケート項目があり、調査項目には文部科学省統一指標と各大学

が独自に加えることができる項目があった。アンケートは毎年、翌年度の５月に実施し

ているが、本学では学生数が非常に多いこと、集計に時間を要することなどの点から、

鹿児島大学学術情報基盤センターの協力を得て、ＷＥＢ上で行ってきた。毎年のアンケ

ート結果については、「鹿児島大学ＣＯＣ事業（産学･地域共創センターＣＯＣグループ）」
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のＨＰ（ ）に詳細に公開してあるので参照された

い。ここでは、平成 ～平成 年のＣＯＣ事業に関するフォローアップアンケート結

果についてまとめたものを示した。

表５－６ アンケート対象者と回答率の推移（平成２７～２９年）

表５－７ アンケート集計の結果

平成27年 平成28年 平成29年

現在開設している科目数

うち、平成27年度新規に
開設した科目数

平成27年 平成28年 平成29年

アクティブラーニングの科目数

当該科目の履修者数（実数）①

教育活動の状況

１．地域志向科目※を何科目設置していますか。現在開設している科目
数と、各年度新規に開設した科目数をそれぞれお答えください。

当該科目の履修者数の全学生に対
する割合（当該科目の履修者数①／
全学生数）

２．地域志向科目にアクティブラーニングを導入している科目を何科目開
設していますか。
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１）．文部科学省統一指標

表５－６には平成 ～ 年度の学生、教職員および連携自治体のアンケート対象者

と回答率の推移について示した。学生と職員の回答率は年々増加した。

表５－８には連携自治体からの支援の状況について、表５－９には連携自治体や企業

からの相談状況について示した。年度の経過に伴って、支援状況は増加し、相談件数も

増加した。

表５－８ 連携自治体からの支援の状況
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表５－９ 連携自治体や企業からの相談状況

２）学生に対するアンケート調査結果

表５－ から分かるように学生のフォローアップアンケートの回答率は、平成 年

度から次第に高くなっている。学年別の回答率はいずれの年度も全学必修科目の「大学

と地域」を受講している１年生が最も高い（表５－ ）。

図５－１は学生の出身県についての質問に関するものである。年度により若干の変化

は見られるが、全体として学生の出身県は鹿児島県がほぼ ％である。
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表５－１０ フォローアップアンケート学年別の回答率の推移

図５－２は 「鹿児島大学が、「地域のための大学」として 地域に関する教育・研究・

社会貢献活動を推進していることを知っていますか」、という設問である。いずれの年

度も ％以上の学生が「知っている」と回答したが、約 ％の学生は「知らない」と

回答した。「知っている」と回答した学生の割合は年度が進行しても高くはならなかっ

た。

図５－３は「大学が地域のために実施する授業科目」という言葉から、どのような授

業をイメージしますか、あなたのイメージに最も近いものを選んでください」という設

問に対する回答を示している。「地域の現状や課題を把握し、その解決策を検討する授

業」と回答した学生が最も多く、次いで「地域についての様々な講義を聴き理解を深め

る授業」と回答した学生であり、「就職等のために地元の企業の状況や産業構造を知る

授業」と回答した学生は非常に少なかった。この傾向は平成 年度から平成 年度に

おいて同様であった。
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図５－４は「鹿児島大学が「地域のための大学」として実施する授業科目を受講した

ことがありますか」という問いに対する回答を示している。 ％以上の学生が「受講し

たことがある」と回答した。
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図５－５は「上記科目を受講した結果、課題を含めた地域の現状を把握するとともに、

地域の 課題解決に役立つ知識・理解・能力は深まりましたか」、という問いに対する回

答を示している。 ～ ％の学生が「はい」と回答し、「地域のための授業」を受講す

ることで「地域の 課題解決に役立つ知識・理解・能力は深まる」ことが示された。

図５－６は上記科目の受講が、大学のある地域（鹿児島県）の企業や自治体等に就職

しよう とするきっかけになりましたか」という問いに対する回答を示している。「そう
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思う」という回答率はそれほど高くなく、「地域のための授業」を受講しても鹿児島県

内の企業や自治体に就職するきっかけにはなっていないことが推察された。

図５－７は「あなたは「地域のための大学」として実施する授業科目についてどのよ

うな考えを持っていますか」の問いに対する回答を示している。「現状のままで良い」

と回答した学生が ％以上もいた。

２）教職員に対するアンケート調査結果

教職員に対するアンケートとして、図５－８は、「鹿児島大学が、「地域のための大学」

として 地域に関する教育・研究・社会貢献活動を推進していることを知っていますか

教員、職員 」という問いに対する回答を示している。
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教員、職員とも ％以上が「知っている」と回答した。

図５－９は「「地域のための大学」として、地域を志向した教育・研究に参加していま

すか 教員）」の問いに対する回答を示している。 ％以上の教員が「教育･研究それぞ

れに参加している」と回答した。

図５－ 「「地域のための大学」の一員として、今後地域を志向した教育・研究に参加したい

と思いますか」の回答（教員のみ、図５－９で「いいえ」と回答した人）
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図５－ は、上記の問いで「教育・研究のいずれにも参加していない（いいえと答え

た）」教員に行った「地域のための大学」の一員として、今後地域を志向した教育･研究

に参加したいと思いますか」という問いに対する回答を示している。 ～ ％が「教育･

研究のいずれにも参加したい」と回答した。

図５－ は、教職員に対して、「鹿児島大学のＣＯＣ事業（あるいはＣＯＣ活動）に

ついて学生に説明できますか」という問いに対する回答を示している。教員、職員とも

「詳しく説明できる」と回答した人の割合は非常に低く、教員では「大体説明できる」

が，職員では「説明出来ない」と回答した人の割合が高かった。

なお、「フォローアップアンケート」では、連携自治体に対しても本学のＣＯＣ事業

の取り組みに対する評価を求めている。連携自治体とは、「大学と地域」の講義や連携

自治体から寄せられる地域課題の解決などＣＯＣ事業の実施に当たり協働する中で緊

密に意見交換を行っており、強いネットワークが形成されている。

ＣＯＣ事業の中間評価に当たって指摘のあった鹿児島県との連携については、連携自

治体との協働・調整を図っているＣＯＣ部門のコーディネーター（県出身者）の活発な

活動があり、風通しの良い関係を構築している。このため、お互いに様々な取り組みや

問題解決に当たって率直な意見交換ができる関係にあるため、地域ニーズを踏まえた本

学の取り組みを進めることができているものと考えている。

連携自治体の評価においても、そのようなところが評価されているものと思われる。

以下は、大学の取り組みの状況について３項目の質問に関する連携自治体からの評価を

示した。
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１ 大学の取り組みは、副申した事業計画のとおり進捗しているか。

理 由

はい ①連携自治体との意見交換会、自治体の地域課題への対応、「大学と地域」

授業を通じた地域志向マインドを持った人材の養成、公開授業等による

大学資源の提供など積極的に取り組んでおり、順調に進捗

②平成 年度にはインターンシップなどで構成する教育体系「地域人材

育成プラットフォーム」を新たに開設

③大学が財政的にも支援する学生の地方創生活動や研究の推進、各種相談

対応など積極的に取り組む

④水産関連事業等が順調に推移

いいえ

わからない

２ 大学の取組について、円滑な連携のもとに実施されているか。

理 由

はい ①「大学と地域」に県や市職員を派遣したほか、知事や副知事も講義

② センターに設置された部会に職員を委員として派遣し、各分野の地

域課題の解決に連携して取り組んでいる

③ センター活動の広報・普及に県の支庁・地域振興局と連携して取り

組んでいる

④ センターが窓口となり、コーディネーターのもとで事前相談や調整

に取り組んでいる

⑤連携自治体との意見交換会の場などを通じて 活動の情報提供や地

元ニーズの把握に努めている

⑥町漁協と連携し、課題の共有、情報提供、意見交換及び課題解決に向け

た検証・研究等が円滑に行われている

いいえ

わからない
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３ 大学の取り組みは「地域のための大学」として満足できるか。

理 由

はい ①連携自治体以外の市町村にも窓口を設置し、教育研究報告会等の情報発

信を行い、全県的に地域と大学の距離を縮めようと活動

②自治体、企業、県民などから 件の相談が寄せられ、学内各学

部や連携自治体等と連携して対応するなど地域貢献を果たしている

③学生目線による地場産業の情報発信や、留学生が離島情報発信の課

題を探るなどの地域貢献の取組を大学が後押ししている

④鹿児島市と大学との連携は、専門分野の研究や学生のまちづくりへ

の参加など多岐にわたっている

⑤「大学と地域」をベースとした「地域人材育成プラットフォーム」

や、地域ニーズに即した生涯学習の場の提供を通じ地域に寄与

⑥学生が地方創生活動として薩摩川内市でイベントを進めたことは、

学生の地域貢献の場となったほか、あまり機会のない市民との交流

の場にもなった

⑦「大学と地域」は学生の地域貢献意欲の醸成や地元就職の増加につ

ながるものと期待

⑧大学の持つ専門的知見や先進的技術は地域課題解決の一翼を担い、

報告会等も地域の注目が高まる

⑨大学の研究成果により、水産物の出荷における離島の弱点を克服で

きる可能性を提示いただけた

⑩「大学と地域」での講義は、町を知り、町の抱える課題や解決策を考

えていただく場となっている

いいえ

わからない
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５．４ ＣＯＣ事業の学内評価

ＣＯＣ事業においては、事業計画の進捗・実施状況を学内評価委員会で評価点検する

ようになっている。学内評価委員会は各学部からの推薦を受けた委員と鹿児島大学の法

人評価担当学長補佐の 名で構成されている。各年度末に委員会を開催し、事業計画

の実施状況について評価・点検をおこなった。事業の年度ごとの計画は第１章で説明し

たように「教育」、「研究」、「社会貢献」、「全体（管理運営）」から構成されているので、

毎年各項目について評価点検を行った。各項目に関する達成度は表５－ に示すよう

に４段階で評価した。平成 年度から平成 年度の評価結果を纏めて示すことにす

る。

 
表５－１１ 評価項目とその評価点

評価項目 評価点

十分に計画を実施できた ４

大体計画を実施できた ３

少し不十分であった ２

計画の実施が不十分であった １

（１）教育に関する学内評価（平成 年度～平成 年度）

第１章で説明したように「教育」に関しては、年度によって実施項目の変更はある

が平成 年度から平成 年度において７項目の取り組みに対して評価を行った。図

５－ はその結果を纏めたものでる。平成 年度から平成 年度に取り組んだ「地

域志向型全学共通必修科目「大学と地域」の検討・準備」に関しては、大体計画を実

施できたとして評価は となった。平成 年度から取り組んだ「地域志向型の選

択必修科目に指定された地域志向科目から履修」について評価点は となった。ま

た、「地域に関する専門教育科目体系化の検討、地域に関するカリキュラム・マップ

作成に着手」に関しては、評価は となった。

平成 年度から開始した「地域志向型全学共通必修科目「大学と地域」の実施」

については、計画を十分達成できたとして評価点は となった。平成 年度から

取り組んだ「観光学開講の準備・開講」については、評価点が であり計画の達成

度が十分でなかったことを示している。平成 年度から開始した「「地域人材育成プ

ラットフォーム」の開講と充実」については、評価点は となっており計画の達成

度が十分でなかったことを示している。また、平成 年度から取り組んだ「大学院

全学横断プログラムの検討・充実」に関しては、評価点が となっており計画の達

成が十分でなかったことを示している。

78



79

図５－１２ 教育に関する学内評価委員の評価（平成 年度～平成 年度）

（２）研究に関する学内評価（平成 年度～平成 年度）

「研究」に関しては、年度によって実施項目に変更はあるが平成 年度から平成 年

度において６項目の取り組みに対して評価を行った。図５－ はその結果を纏めたも

のでる。平成 年度から平成 年度において「既設プロジェクト「島嶼」、「環境」、

「食と健康」、「総合防災」、「水」、「エネルギー」、「観光」については、地域志向内容を

組み込んだ研究の推進と充実」に取り組んだ。学内評価では計画を大体実施できたとし

て評価点は となった。同様に、平成 年度から取り組んだ「地域志向研究の成果

報告会の開催と成果の地域への還元」については、評価点が となった。

平成 年度から平成 年度において取り組んだ「地域志向教育研究経費を活用した

「水」、「エネルギー」、「観光」、などの重点領域研究の推進と成果の教育への活用に関

する成果報告会の開催」については、評価点は３となっており計画を大体実施できたと

評価された。平成 年度から平成 年度に取り組んだ「地域課題に対応する研究課題

マップの作成と部会活動の推進」については、評価点は であり大体計画を実施でき

たと評価された。

平成 年度から取り組んだ「地域課題の検索データの更新と部会による地域課題へ

の対応の迅速化」については、計画が大体実施できたとして評価点は となった。平

成 年度から継続して取り組んだ「地域の再生・活性化に繋がる部会の地域課題への

取り組みの推進」に関しては、評価点は となり計画が大体実施できたと評価された。
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図５－１３ 研究に関する学内評価委員会の評価（平成 年度～平成 年度）

（３）社会貢献に関する学内評価（平成 年度～平成 年度）

「社会貢献」に関しては、年度によって実施項目に変更はあるが平成 年度から平

成 年度において６項目の取り組みに対して評価を行った。図５－ はその結果を纏

めたものである。平成 年度から平成 年度において取り組んだ「地域社会人の教育

コース・学習の場の充実」について評価点は であり、計画が大体達成できたことを

示している。 同様に、平成 年度から継続して取り組んだ「「公開講座・公開授業」

の推進と充実」に関して、大体計画を達成できたとして評価点は となった。

図５－１４ 社会貢献に関する学内評価委員会の評価（平成 年度～平成 年度）
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平成 年度から取り組んだ「連携自治体の課題に対応した社会人専門教育・学習コ

ースの開講、履修証明プログラムの開設に向け調査及び準備」に関して評価点は と

なった。また、平成 年度から取り組んだ「地域に関連した公開シンポジウム開催」

に関しては、計画が大体達成できたとして評価点は となった。

平成 年度から取り組んだ「「学生による地方創生活動プログラム」の実施」に関し

ては、計画を十分に達成できたとして評価点は となった。また、平成 年度から

取り組んだ「学内各部局で行われているシンポジウム、フォーラム、セミナー等の地域

貢献活動を集約」については、評価点は となり計画が大体達成できたことを示して

いる。

（４） 全体（管理運営）に関する学内評価（平成 年度～平成 年度）

「全体（ＣＯＣの管理運営）」に関しては、年度によって実施項目に変更はあるが平

成 年度から平成 年度において７項目の取り組みに対して評価を行った。図５－

はその結果を纏めたものである。平成 年度から毎年取り組んだ「かごしまＣＯＣセ

ンターによる事業運営、広報・普及」に関しては、大体計画を実施できたとして評価点

は となった。

同様に、平成 年度から取り組んだ「５部会、３部門による進捗評価を行い活動内

容、方針の確認、改善を行う」に関して評価点は であった。「運営委員会による自

己評価と次年度計画、実施体制、運用への反映」に関しては、計画は大体実施できたと

して評価点は であった。平成 年度から毎年実施している「学内ＣＯＣ評価委員

会及び学外ＣＯＣ評価委員会の開催」に関しては、大体計画を実施できたとして評価点

は であった。

図５－ 全体に関する学内評価委員会の評価（平成 年度～平成 年度）
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「シンポジウム、セミナー等開催」に関しては、計画は大体実施できたとして評価点

は であった。平成 年度に実施した「九州・沖縄地区ＣＯＣ事業・ＣＯＣ＋事業

採択校合同シンポジウムの開催」に関しては、計画は大体実施できたとして評価点は

であった。また、平成 年度に行った「中間評価受審準備・中間評価受審 月〜」に

関しては、計画は十分達成できたとして評価点は であった。

写真５－３ 学内評価委員会（平成 年度）

資料５－１は平成 年度のＣＯＣの学内評価委員の名簿及び、学外評価委員の名簿

をそれぞれ示している。

資料５－２は平成 年度のＣＯＣ事業に対して実施した学内評価委員会の評価コメ

ントを教育、研究、社会貢献、全体（管理運営）について示している。ＣＯＣセンター

では、学内評価委員から指摘のあった評価コメントについて検討し、その対応を纏めた。

その対応に述べているようにＣＯＣ活動の点検・改善を進めた。資料５－３はこの学内

評価委員会の評価コメントに対するＣＯＣセンターの対応について示している。

更に、ＣＯＣセンターではＣＯＣ活動の進捗状況の評価・点検を進めるため毎年度学

外評価委員会を開催した。資料５－４は学内評価委員会の審議の後に提出のあった学外

評価委員会の評価コメント、およびＣＯＣセンターの対応を示している。

以上で述べたようにＣＯＣセンターでは、毎年度学内評価委員会、学外評価委員会を

開催して事業の進捗について評価・点検と改善を進めてＰＤＣＡの実施を図った。

写真５－３は平成２９年度に実施した学内評価委員会の様子を示している。
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５．５ ＣＯＣ事業の学外評価

ＣＯＣ事業に関しては、年度毎に学内評価と学外評価を実施して事業の進捗状況の

点検評価を受けることになっている。学内評価委員会を開催後、その結果を踏まえて毎

年学外評価委員会を開催した。評価委員は学外の有識者３名と学内評価委員でもある鹿

児島大学法人評価担当学長補佐の４名で構成されている。

委員会では、委員長を選出した後、年度ごとの事業報告書や学内評価委員会の評価結

果などの資料を用いて説明を行った。年次計画の進捗状況に対して委員からの質問に回

答して審議を進めた。評価委員には、審議内容を踏まえて毎年「教育」、「研究」、「社会

貢献」、「全体（管理運営）」の各項目について評価意見と評価点を記述した評価シート

を提出してもらった。評価点は表５－ を用いている。

図５－ は各年度の学外評価委員の評価点の平均を示している。「教育」に関する評

価点は、平成 年度から平成 年度において評価点は から を示しており計画

は大体実施できたと評価された。

「研究」に関しては、平成 年度から平成 年度において評価点は から を

示しており、年次計画は大体実施できたと評価された。「社会貢献」に関しては、平成

年度から平成 年度において評価点は から となっており年次計画は大体実

施できたと評価された。特に平成 年度は十分に計画を達成できたと評価された。「全

体（管理運営）」に関しては、評価点は から となっており計画は大体達成でき

たと評価された。

図５－ 学外評価委員会の評価点（平成 年度～平成 年度）

83



 

84 
 

写真５－４から写真５－６は平成 年度から平成 年度に開催した学外評価委員

会の様子を示している。

写真５－４ 学外評価委員会（平成 年度）

写真５－５ 学外評価委員会（平成 年度）
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写真５－６ 学外評価委員会（平成 年度）
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５．６ 事業の自己点検

第１章で述べたように鹿児島大学かごしまＣＯＣセンターは、平成 年度文部科学

省の大学改革推進等補助金を受けて平成 年 月より発足した「地（知）の拠点整備

事業（火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム）」を実施した。平成 年度か

らＣＯＣ事業の年次計画に沿って、「教育」、「研究」、「社会貢献・生涯学習」、「全体（管

理運営）」の項目ごとに活動を行い、その進捗状況の自己点検を行った。その結果を学

内評価委員会と学外評価委員会に報告するとともに両評価委員会の審議事項や指摘事

項を踏まえてＣＯＣ活動の点検・改善を継続して図ってきた。平成 年度から平成

年度までの自己点検結果は各年度のＣＯＣ事業報告書に示したので、本報告書ではその

点検結果の概要を纏めて示した。また、平成 年度のＣＯＣ事業に関しては、本報告

を作成する時点でこれらの評価委員会の評価を受けていないので別途自己点検を示し

た。

（１） 平成２６年度から平成２９年度の自己点検のまとめ

（１－１） 教育についての自己点検（平成２６年度～平成２９年度）

平成 年度から平成 年度における教育に関する自己点検結果を図５－ に示す。

第１章に示したように教育に関する主な活動は７項目から成る。平成 年度からは「全

学共通必修科目「大学と地域」の検討・準備」を開始した。平成 年度まで検討・準

備して、平成 年度から「全学共通必修科目「大学と地域」」の開始を行い、３年目と

なる 年度も内容の改善・充実を図りながら継続している。自己点検では評価点が

から４となっており計画は十分達成できたとことを示している。「地域志向型の選択必

修科目の指定された地域志向科目から履修」に関しては、平成 年度から平成 年度

において取り組み、自己評価は３となった。

図５－ 教育に関する自己点検結果（平成 年～平成 年）
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「地域に関する専門教科体系化検討、地域に関するカリキュラム・マップ作成に着手」

について平成 年度まで取り組み自己評価は３となった。「観光学開講の準備・開講」

については平成 年度からの取り組み自己評価は となっている。また、「「地域人

材育成プラットフォーム」を開講と充実」については、平成 年度から取り組み自己

点検は４となった。さらに、「大学院全学横断プログラムの検討・充実」については、

平成 年度から 年度に渡って取り組んだが、十分に計画が達成できたとは言えず自

己評価は２となった。

（１－２） 研究についての自己点検（平成 年度～平成 年度）

研究に関しては平成 年度から平成 年度において第１章に示したように６項目

の年次計画に沿って活動を行った。各年度の自己点検結果をまとめると図５－ にな

る。「既設プロジェクト「島嶼」、「環境」、「食と健康」、「総合防災」、「水」、「エネルギ

ー」、「観光」については、地域志向内容を組み込んだ研究の推進と充実」に関しては、

平成 年度から 年度に渡って取り組み、自己点検は となり各年度の活動計画は

大体できた。「地域志向研究の成果報告会の開催と成果の地域への還元」については、

同様に平成 年度から取り組み自己点検結果は となった。「地域志向教育研究経費

を活用した「水」、「エネルギー」、「観光」、などの重点領域研究の推進と成果の教育へ

活用した成果報告会の開催」については、平成 年度から毎年取り組みを行い点検結

果は３となった。「地域課題に対応する研究課題マップの作成と部会活動の推進」につ

いては、平成 年度から 年度において取り組み自己点検は３となった。「地域課題

の検索データの更新と部会による地域課題への対応の迅速化」に関しては平成 年度

から取り組み自己点検は３となった。さらに、「地域の再生・活性化に繋がる部会の地

域課題への取り組みの推進」については、平成 年度から毎年取り組んでおり、自己

点検は となり活動計画を大体達成できたと判断した。

図５－ 研究に関する自己点検結果（平成２６年～平成２９年）
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（１－３） 社会貢献についての自己点検（平成２６年度～平成２９年度）

平成 年度から平成 年度における社会貢献に関する自己点検結果を図５－ に

示している。社会貢献に関しては、第１章に示したように６項目の年次計画に沿って活

動を行った。「地域社会人の教育コース・学習の場の充実」と「「公開講座・公開授業」

推進と充実」に関しては、平成 年度から 年度に渡って活動を行ない大体計画が実

施できたことから自己点検結果は となった。また、「連携自治体の課題に対応した

社会人専門教育・学習コースの開講、履修証明プログラムの開設に向け調査及び準備」

については、平成 年度から毎年取り組み自己点検結果は となった。「地域に関

連した公開シンポジウム開催」については、平成 年度から 年度にかけて取り組み

自己点検結果は３となった。「学生による地方創生活動プログラムの実施」については、

平成 年度から取り組み計画が大体実施できたとして自己点検は となった。「学

内各部局で行われているシンポジウム、フォーラム、セミナー等の地域貢献活動を集約」

に関しては、平成 年度から毎年取り組み自己点検は３となった。

図５― 社会貢献に関する自己点検結果（平成 年～平成 年）

（１－４） 全体（管理運営）についての自己点検（平成２６年度～平成２９年度）

平成 年度から平成 年度における全体（管理運営）に関する自己点検結果を図５

－ に示している。全体（管理運営）に関しては第１章に示したように９項目の年次計

画に沿って活動を行った。「かごしまＣＯＣンターによる事業運営、広報・普及」に関

しては、平成 年度から継続して毎年取り組みを行い計画が大体実施できたとして自

己点検は となった。「５部会、３部門による進捗評価を行い活動内容、方針の確認、

改善を行う」に関しては、同様に平成 年度から毎年取り組みを行い自己点検は３と
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なった。「運営委員会による自己評価と次年度計画、実施体制、運用への反映」につい

ても実施計画に沿って毎年活動を行っており自己点検は３となった。「学内ＣＯＣ評価

委員会及び学外ＣＯＣ評価委員会の開催」については、平成 年度から毎年実施して

ＣＯＣ活動の点検・改善を図った。自己点検は平成 年度の評価が少し不十分との判

断を反映して となった。「シンポジウム、セミナー等開催」については、３章と４

章で述べたように平成 年度から活動を継続しており自己点検結果は３であった。「九

州・沖縄地区ＣＯＣ事業・ＣＯＣ＋事業採択校合同シンポジウムの開催」については、

平成 年度の開催会場が鹿児島だったので、それに伴う活動の自己点検として３とな

った。また、「中間評価受審準備・中間評価受審 月〜」に関しては、平成 年度の

受審に向けた取り組みを行い自己点検は４となった。

図５－ 全体（管理・運営）に関する自己点検結果（平成 年～平成 年）

（２） 平成３０年度ＣＯＣ事業に関する自己点検

平成 年度から平成 年度までの自己点検結果は（１）で説明したが、平成 年

度の報告書を作成する時点では平成 年度のＣＯＣ事業に関する学内評価委員会及び

学外評価員会は開催されていない。ＣＯＣセンターでは、前年度の事業に対する学内評

価・学外評価の指摘事項を次年度のＣＯＣ事業の実施に反映して自己点検を行ないＰＤ

ＣＡの実施を図ってきた。このため平成 年度のＣＯＣ活動に対する自己点検を示す

ことにする。評価基準は表５－ に示したものを用いた。

（２－１） 教育についての自己点検

活動項目は①から④の 項目である。共通教育の全学共通必修科目「大学と地域」は、

連携自治体をはじめ学外からの多大な協力もあり充実した授業を展開できた。 地域人
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材育成プラットフォーム」の拡充及び運営方法については議論を進めることができた。

大学院共通科目については、いずれの研究科からも緊急の必要性が指摘されなかったこ

とから平成 年度からの開講の可能性について次年度検討を行うこととした。

教育に関する自己点検結果を表５－ に示す。

 
表５－ 教育についての自己点検（平成 年度）

番号 活動項目内容 自己評価 評価点 参考資料等 

 
①  

地域志向全学共通必

修科目「大学と地域」

昨年度に引き続き開

講しつつ、平成 年

度に向けた改革を進

める。

「大学と地域」については、昨年度同様に

開講した。次年度以降の開講方式について

は、大学全体のカリキュラム改革が学部改

組等との関係で平成 年度となったこと

を受け、平成 年度については必要最小

限の修正にとどめ、平成 年度からの改

革に向けた準備を行った。

以上より本年度の計画を十分実施できた。

 
 
４  

②  

「地域人材育成プラ

ットフォーム」を構成

する各科目を開講

構成科目については全て予定通り開講し

た。

以上より今年度の計画を大体実施できた。

 
３ 

2.2 

 
③  

平成 年度以降の

「地域人材育成プラ

ットフォーム」の拡充

及び運営方法につい

て検討

構成する各教育プログラムの内容及び構

成科目の改革について積極的に議論を行

い、一定の結論を得た。

以上より今年度の計画を大体実施できた。

 
３ 

2.2 

④  大学院共通科目・特別

コースの運営方法を、

「地域人材育成プラ

ットフォーム」との接

続を視野に見直す。

大学院共通科目については、いずれの研究

科からも緊急の必要性が指摘されなかっ

たことから、平成 年度からの開講の可

能性について次年度検討を行うこととし

た。特別コースについては、実態に合わせ

て改革を行い、カテゴリを明示する方式と

した。

以上より今年度の計画を大体実施できた。

 
３ 

2.3 

 

（２－２） 研究についての自己点検

研究の活動については①から⑤の５項目がありＣＯＣグループで取り組む地域課題

は、鹿児島大学の重点研究と密接に関連している。平成 年度は、連携自治体からの

提案に基づいた地域課題を対象にした課題解決に取り組んだ。研究成果については成果

報告会の開催やＣＯＣグループのホームページへの掲示などを行い、地域への公開・還

元を通して地域貢献を図った。以上から今年度の活動計画は大体実施できたと判断した。

研究に関する自己点検の結果を表５－ に示す。
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表５－ 研究についての自己点検（平成 年度）

番号 活動項目内容 自己評価 評価点 参考資料等  

①  

本プログラムに

対応する主研究

領域の研究の充

実とその成果に

よる地域志向科

目の充実

・ＣＯＣグループで取り組む地域課題は、鹿児

島大学の重点研究と密接に関連している。平成

年度は、連携自治体からの提案に基いた地

域課題を対象にした課題解決に取り組んだ。

・前年度までに取り組んだ地域志向教育研究

経費に係る成果は今年度も「大学と地域」など

の地域関連科目を通して教育の充実に反映す

るとともに、平成 年度からの成果報告を纏

めた報告書を作成して関係自治体等に配布し

た。

以上より本年度の計画を大体実施できた。

３

資料３－１

資料３－２

 
 
 
②  

本学の地域志向

の研究内容及び

その成果を活用

した成果報告会

の開催と地域へ

の還元

前年度に行った地域志向教育研究経費に係る

成果を活用した成果報告会を 月と 月に学

内を会場に開催し成果の還元を図った。報告会

には学内関係者、自治体関係者、市民、学生が

参加し、地域課題の取り組み、大学への要望な

だについて議論が行われた。

以上より本年度の計画を大体実施できた。

３

 
 
③  

「食と健康」、

「エネルギー」、

「総合防災」、

「環境」、「観光」

などの重点領域

研究の推進

・鹿児島大学の重点研究の中の「食と健康」、

「エネルギー」、「総合防災」、「観光」はＣＯＣ

グループの部会活動と密接に関連しており、

年度も前年に続いて研究の推進を図った。部会

で取り組んだ成果は、シンポジウムなどを開い

て地域への還元を図った。

以上より本年度の計画を大体実施できた。

３

 
④ 

地域課題検索に

対応する研究課

題検索データの

更新と部会によ

る地域課題への

対応の迅速化推

進

地域課題の検索システムについては、前年度に

続いて更新を図った。地域課題データの充実を

図るため地域志向教育研究費の配分者にデー

タの作成を依頼した。本学の関係者や自治体関

係者等がＣＯＣグループのホームページで公

開している地域課題の検索システムを活用し

たＣＯＣで取り組んでいる地域課題への迅速

化への対応を図った。

以上より、本年度の計画を大体実施できた。

３

 
⑤ 

５部会における

地域の再生・活

性化に繋がる地

域課題への取り

組みの推進

今年度も連携自治体の関係者が部会のメンバ

ーとして活動した。部会ではシンポジウムなど

開催して地域課題への取り組み活動成果の地

域への公開・還元を図った。エネルギー部会で

は、本学の重点研究のエネルギーに関連して

「鹿児島地域の再生エネルギーの活用」に関す

るシンポジウムを開催した。自治体関係者だけ

でなく学生・市民も参加して本学で取り組んで

いる地域課題の研究成果を報告した。

以上より、本年度の計画を大体実施できた。

３
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（２－３）社会貢献・生涯学習についての自己点検

社会貢献活動に関しては①から④の４項目である。地域社会人の教育コース・学習の

場の充実に関しては、「焼酎マイスター養成コース」、「林業生産専門技術者養成コース」

の受講生数は過去最高になるなど地域社会の学習の場の充実・推進を図った。農林畜産

業部会をはじめ、５部会がそれぞれ連携自治体を含む県内自治体の地域課題に対して研

究シーズを駆使しながら対応を進めた。平成 年度に鹿児島大学の各部局で行われた

社会貢献型のシンポジウム、セミナー、講演会、研修会などを通じた指導･助言活動に

ついて、引き続きＣＯＣグループで集約し活動の明示を進めた。

社会貢献・生涯学習に関する自己点検の結果を表５－ に示す。 
 

表５－ 社会貢献についての自己点検（平成 年度）

番号 活動項目内容 自己評価 評価点 参考資料等 

 
 
①  

地域社会人の教

育コース・学習

の場の充実：既

設の「かごしま

ルネッサンスア

カデミー」（焼酎

マイスター養成

コース、林業生

産専門技術者養

成プログラム、

稲盛経営哲学プ

ログラム）を引

き続き推進する

とともに新設の

「食品管理技術

者養成コース」

を開始･推進す

る。公開講座、公

開授業は更に充

実させ推進

・平成 年度から継続･実施している「社会人

向け人材育成事業」である３履修証明プログラ

ムは 等で募集を行い、申し込み者・受講者数

は年度によって変動はあるが、順調に進展して

いる。特に平成 年度は「焼酎マイスター養成

コース」、「林業生産専門技術者養成コース」の

受講生数は過去最高になった。

・農林水産省、日本マクドナルドと連携した新

規履修証明プログラム「食品管理技術者養成コ

ース」は 名の受講生で４月から開講した。

・履修証明プログラムに結びつく「鹿児島の島

嶼水産業プログラム」については離島を含む鹿

児島県内の複数の漁協において技術相談や共

同研究活動を推進した。「新規農業人の育成プ

ログラム」については、農林畜産業部会や農学

部の「地域連携ネットワークプロジェクト」と

連携して、基礎になる地域活動を継続して行っ

ている。今年は「新規就農者支援トライアルセ

ミナー」も実施した。

・公開授業については科目数と受講者数ともに

順調に増加し、過去最高の実績（年間 科目、

人の受講者）になった。公開講座について

は、前年並の 講座（予定も含む）が開講さ

れ、 月までに約 人が受講している。こ

のように、両者とも安定した取り組みを継続で

きている。これは、日頃の広報活動等の成果と

思われる。

以上から今年度は十分に計画を実施できた。

 
 
 
 
 
 
 
４ 

 

 
 

連携自治体の課

題に対応した

社会人専門教

・①に述べたように既存の③履修証明プログラ

ムは順調に進展している。新規の「食品管理技

術者養成コース」については定員 名の受講

 
 

4.2 
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② 育・学習コース

の開講につい

て部会及び連

携自治体と連

携しながら準

備。「かごしま

の島嶼水産業

高利益転換プ

ログラム」（仮

称）、「鹿児島の

農業人育成プ

ログラム「 仮

称）」

者で今年から開講し､ 月には終了した。いず

れも鹿児島県あるいは全国の課題に対応した

ものと位置づけられている。

・鹿児島県内の複数の自治体（今年は熊毛地域

と奄美地域）を訪問し、地域課題の収集とアド

バイスを行った。

・農林畜産業部会をはじめ、５部会がそれぞれ

連携自治体を含む県内自治体の地域課題に対

して研究シーズを駆使しながら、対応を進めて

いる。

・新規プログラムのうち「鹿児島の島嶼水産業

プログラム」に関しては離島を含む鹿児島県内

の複数の漁協において技術相談や共同研究活

動を推進した。「新規農業人の育成プログラム」

については、農林畜産業部会や農学部の「地域

連携ネットワークプロジェクト」と連携して、

基礎になる地域活動を継続して行っている。今

年は「新規就農者支援トライアルセミナー」も

実施した。

以上から大体計画は実施できた。

 
３ 

 
③ 

「学生による地

方創生活動プロ

グラム」の実施

・平成 年度から開始した「進取の精神チャ

レンジプログラム」の『地方創生活動部門』に

ついては、公募に対して、 件の応募があり、

面接･プレゼン等による審査を行い、４件を採

択した。成果報告会は平成 年３月８日に開

催する予定である。

以上から、大体計画を実施できた。

 
３ 

④  学内各部局で行

われているｼﾝﾎﾟ

ｼﾞｳﾑ、ﾌｫｰﾗﾑ、ｾﾐ

ﾅｰ等の地域貢献

活動を集約し、

さらなる充実に

向 け て 活 動 す

る。

・平成 年度に鹿児島大学の各部局で行われ

た社会貢献型のシンポジウム、セミナー、講演

会、研修会などを通じた指導･助言活動につい

て、引き続きＣＯＣグループで集約した。総集

約数は平成 年以降着実に増加し、平成 年

度は になった。ＣＯＣグループが所属する

産学･共創センターの実施数は であった。共

催または後援した数はやや増加した。

・ＣＯＣ活動に関する実態と意識について探る

ために昨年度に引き続き「ＣＯＣ事業フォロー

アップアンケート」を連携自治体、学生、教員、

職員を対象に実施した。回答率は昨年より大幅

にアップした。特に、学生の増加率が高かった。

本学が社会貢献型の大学であるという意識は

前年度とほぼ同じであった。

以上から大体計画を実施できた。

 
 
 
 
３ 

 
（２－４） 全体（管理運営）についての自己点検

ＣＯＣグループの管理・運営など全体の活動については、①から⑥の項目がある。平

成 年度で「地（知）の拠点整備事業）は終了するため、ＣＯＣ事業の中で取り組ん

93



94 
 

だ教育、研究、社会貢献、部会活動、自治体との連携など主な項目について産学・地域

共創センターの連携推進部門などで検討を加えた。平成 年 月にはＣＯＣ事業の総

括として「鹿児島大学の地域連携シンポジウム～ＣＯＣ事業の成果と今後の展開～」を

開催した。ＣＯＣ事業の成果と今後の展開について議論を行い実施体制・運用への反映

を図った。平成 年度のＣＯＣ事業に関しては、学内・学外評価委員会を実施し、そ

の評価結果を受けて自己点検を行いＰＤＣＡの実施を進める予定である。全体（管理運

営）についての自己点検を表５－ に示す。

表５－ 全体（管理運営）についての自己点検（平成 年度）

番号 活動項目内容 自己評価 評価点 参考資料等 

① 

「地（知）の拠

点整備事業」の

実施運用

平成 年度から取り組んだ地（知）の拠点整備

事業は今年度が最終年度である。平成 年度

から活動を開始した産学・地域共創センターの

連携推進部門の中で 事業に関する活動を行

った。平成 年度の年次計画に沿って事業の

推進を図った。

本報告書をまとめる平成 年１月上旬では、

年次計画を大体実施できた。

３

② 

「地（知）の拠

点整備事業」の

翌年度以降の

実施に向けて

各種手続き対

応を進める。

平成 年度で「地（知）の拠点整備事業）は終

了するため、ＣＯＣ事業の中で取り組んだ教

育、研究、社会貢献、部会活動、自治体との連

携など主な項目について産学・地域共創センタ

ーの連携推進部門などで検討を加えた。教育に

関する項目は総合教育機構の共通教育センタ

ーが継続して行うことになった。その他の活動

は、連携推進部門が継続するように対応を進め

ている。

以上から、本年度の計画を大体実施できた。

３

③ 
総括シンポジ

ウム

平成 年度から取り組んだ「地（知）の拠点整

備事業」のまとめとして、平成 年 月「鹿

児島大学の地域連携シンポジウム～ＣＯＣ事

業の成果と今後の展開～」を開催した。本学の

関係者、鹿児島県を始めとした自治体の関係

者、学生、市民など約 名が参加した。

ＣＯＣの今後の展開に関するパネルディスカ

ッションでは、大学の地域連携、地域課題への

取り組みと貢献等について今後の事業の展開

を睨んだ議論が行われた。

以上から、本年度の計画を大体実施できた。

３

資料

④ 
運営委員会に

よる進捗評価

（２回／年）

事業計画の進捗状況の確認、学内評価委員会、

学外評価委員会の関係とその評価に対応した

改善などについては、毎年度運営委員会を開催

して審議してきた。ＣＯＣは平成 年に発足

した産学・地域共創センターの連携推進部門と

して活動しており、ＣＯＣとしての運営委員会

は開催できないためＣＯＣ事業の最終年度と

３
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しての事業報告書を纏めることにした。

以上から、本年度の計画を大体実施できた。

⑤  

・学内評価委

員会による内

部評価（２回／

年）

・学外評価委

員会による外

部評価（２回／

年）

・学内評価委員会、学外評価委員会は毎年度の

事業報告書のまとめが終了した後に開催して

いる。従って平成 年度の事業に関しては、平

成 年度に入ってから学内評価委員会及び学

外評価委員会を開催し、事業の実施状況に関し

て評価を受けた。平成 年度に関しては、最終

年度の報告書の作成のあと学内・学外評価委員

会を開催する予定である。

以上から、本年度の計画を大体実施できた。

３

⑥ ・最終年度総

括取りまとめ

・「地（知）の拠

点整備事業」５

年間の事業総

括、成果評価及

び次年度計画・

実施体制・運用

へ反映

・平成 年度から取り組んだＣＯＣ事業は今

年度が最終年度であるためＣＯＣ業事業の総

括シンポジウムを平成 年 月に開催した。

シンポジウムでは、基調講演に続いてＣＯＣ事

業成果報告を行い、その後３件の取り組み事例

の報告を行った。さらにパネルディスカッショ

ンではＣＯＣ事業の成果と今後の展開につい

て議論を行い、実施体制・運用への反映を図っ

た。さらに、この５年間に取り組んだＣＯＣ事

業の最終報告書を作成してＣＯＣ事業の成果

を産学・地域共創センターのホームページにお

いても公開する予定である。

以上から、本年度の計画を大体実施できた。

３

資料３－２

 
参考資料

資料５－１ 平成 年度 学内評価・学外評価委員名簿

資料５－２ 平鹿児島大学かごしま センター部会要項

資料５－３ 学内評価シート 年度

資料５－４ 学内評価への対応 年度

資料５－５ 学外評価への対応 年度
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資料１－１ ＣＯＣセンター組織図   
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     ＣＯＣセンターの地域課題への対応関係

 

 
資料１－１ ＣＯＣセンターの組織図
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資料１－２ 地域志向教育研究経費に係る成果報告書 表紙

97

鹿児島大学の教員が平成 26 年度から平成 29 年度において行った地域志向教育研究費に係
る成果
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資料１－３ 地域連携シンポジウム チラシ  
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資料１－４ 平成２６年度 地（知）の拠点整備事業報告書 表紙

99 
 

 

99



資料１－ 平成２７年度 地（知）の拠点整備事業報告書 表紙
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資料１－６ 平成２８年度 地（知）の拠点整備事業報告書 表紙
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資料１－７ 平成２９年度 地（知）の拠点整備事業報告書 表紙

102 
 

 

102



資料３－１ 地域志向教育研究費に係る成果報告会（第１回）
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資料３－１ 
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資料３－２ 研究成果報告会（第２回）
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資料３－３ 連携自治体の提案型課題の募集
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資料３－３ 連携自治体の提案型課題の募集
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資料３－４ 地域課題解決のための要請
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資料３－４ 地域課題解決のための要請

108 
 

 

108



資料３－５ 高麗大学との懇談会概要
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高麗大学による調査への対応について（結果概要）

１ 日 時 平成３０年７月１９日（木）１３：００～１６：００

２ 場 所 セミナー室（南九州・南西諸島域共創機構棟２階）

３ 参 加 者 〇高麗大学グローバル日本研究院に所属する

責任研究員（副院長） ソン・ワンボム教授【文学博士、日本史】

（東大に在籍経験、本学を３回訪問、平井副学長と交流あり）

共同研究員 チャン・へジン研究教授【博士、日本近代史】

（早稲田大に在籍経験）

シン・グンヨン研究教授【近代文化比較】

〇慶煕大学 イ・サンキュ教授

〇民間協力者 サン・ゲオン・リー

〇鹿児島大学 産学・地域共創センター

①ＣＯＣ＋グループ 井上特任教授、南特任専門員

②ＣＯＣグループ 田代特任専門員

４ 調査の趣旨

①大統領直属・国家均衡発展委員会のプロジェクト達成のための調査

②日本における地方創生（地元就業促進）、特に大学でのＣＯＣ＋の取組を調査

③今回、九州大学、佐賀大学、熊本大学、鹿児島大学で聞き取り調査

５ 結果概要

（１）地元定着の取組を説明

井上先生がパワーポイント資料により趣旨や取組を説明

（２）意見交換での質問項目

①地元定着のために関係者とはどのような方法で話し合っているのか

②大学間の話し合いはどのような方法で、また定期的か

③国補助金の大学間の配分方法は

④ＣＯＣ＋事業の取組を受けてインターンシップ企業は増えたとか、また企業の労

働環境は変わったとかの成果は

⑤ＣＯＣとＣＯＣ＋の二人のコーディネーターの役割は

⑥自治体は地域課題の解決や地元定着の促進の双方に取り組んでいることから、ＣＯＣとＣＯＣ

＋は一つの組織（窓口）であるべきでは

⑦地元定着へ自治体は積極的に関わっているか（資金や留学生のビザ問題とか）

⑧ポストＣＯＣ＋の取組内容は（予算を含めて）

⑨ＣＯＣとＣＯＣ＋に関わる授業は全体の何％程度か（単位で言うと）

⑩終了証明書の効果は

⑪韓国での取組に当たりＣＯＣ＋事業の反省も含めて提言を

⑫大学の鹿児島でのあり方、存在する意義は

６ その他 玄関の貼紙（歓迎の言葉を韓国語で芝﨑様が作成）に感動されていた
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資料５－１ 平成３０年度 学内評価・学外評価委員会名簿
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委員部局 氏　　名 職名

農学部 境  雅夫 教授

法文学部 太田　一郎 教授

教育学部 松井 智彰 准教授

理学部 濱田　季之 准教授

医学部 嶽﨑　俊郎 教授

歯学部 南　弘之 教授

工学部 川越　明史 准教授

農学部 豊　智行 教授

水産学部 佐久間　美明 教授

共同獣医学部 畠添　孝 准教授

平成３０年度　「地（知）の拠点整備事業」学内評価委員

所属・職名 氏名

宮崎大学　副学長
(産学・地域連携担当)

農学部教授
國武　久登

公益財団法人
鹿児島県工業倶楽部会長

岩元　正孝

薩摩川内市
次世代エネルギー対策監

久保　信治

鹿児島大学
法人評価担当学長補佐

境　雅夫

平成３０年度　　「地（知）の拠点整備事業」学外評価委員

110



参考資料５－２ 鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター部会要項

参考資料５－２ 鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター部会要項

平成 年９月 日

学 長 裁 定

趣旨

第１ この要項は、鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター組織規則 平成 年規則第○号 第５条

第２項の規定に基づき、鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター部会 以下「部会」という。 に関

し、必要な事項を定める。

業務

第２ かごしまＣＯＣセンターに次に掲げる部会を置き、地域ニーズの収集分析を行う。

地域防災・医療部会

観光産業・国際部会

エネルギー部会

農林畜産業部会

水産業部会

その他かごしまＣＯＣセンター長 以下「センター長」という。 が必要と認めたもの

組織

第３ 部会は、次に掲げる者をもって組織する。

センター長が指名する教員

その他センター長が必要と認めた者

関係自治体職員のうちセンター長が必要と認めた者

２ 前項第 号及び第２号の者の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場

合の補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

部会長等

第４ 部会に部会長を置き、センター長が指名する者をもって充てる。

２ 部会に副部会長を置き、部会長が指名する者をもって充てる。

構成員以外の者の意見の聴取

第５ 部会が必要と認めたときは、構成員以外の者に意見を聴くことができる。

事務

第６ 部会に関する事務は、研究国際部社会連携課において行う。

雑則

第７ この要項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

１ この要項は、平成 年 月１日から実施する。

２ この要項の実施後、最初の第３条第１項第２号及び第３号の者の任期は、同条第２項本文の

規定にかかわらず、平成 年３月 日までとする。
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資料５－３ 平成２９年度 ＣＯＣ学内評価シート
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平成２９年度ＣＯＣ事業に関する学内評価委員会コメント

（１）教育についての評価

番号 活動項目内容 学内評価委員のコメント 評価点 

 
①  

地域志向全学共通

必修科目「大学と

地域」昨年度に引

き続き開講 

Ａ 計画通り実施されていると思います。今後の継続性を確実にして

ください。 
Ｂ「地域」を題材に思考力や課題発見・解決能力を涵養するという明

確な教育目標をもち，実施体制や内容，評価方法に至るまで十分な

計画が練られて開講されており，目標を十分に達成している。 
Ｃ テーマ振り分けや進行など特に問題はない 
Ｄ 全学的な取り組みが順調に進捗している。  
Ｅ「１年次生のほぼ全員が受講し，そのほとんどが単位認定を受けた」

ことから，全学共通必修科目としての開口をほぼ実施できたと考え

られる。  
Ｆ 計画は十分に実施できたと評価できる。 
Ｇ 全学生が地域の課題に関して学んでいることは素晴らしい 
Ｈ 計画通りできたと思います。 
 

 
3.8 

②  

全学生が共通教育

科目群の中で指定

された地域志向科

目（選択科目）から

履修 

Ｂ 計画は十分実施されている。 
Ｃ 特に問題はないと思われる。 
Ｄ 地域志向科目と選択科目との連携が形成されつつある。 
Ｅ 「開講以来，相当数の受講者がいる状態」を保っているものの，

全学生の履修には至っていない。 
Ｆ 計画は適切に実施できたと評価できる。 
Ｇ 担当する教員に偏りがあるように見える 
Ｈ 概ね計画通りだと思います。 
 
 

 
3.2 

 
③  

「かごしまキャリア

教育プログラム」プロ

グラムのスタートア

ップ科目「地域就業キ

ャリアデザイン」及び

「かごしま地域リサ

ーチプログラム」のス

タートアップ科目「地

域リサーチ・スタート

アップ」を開講すると

ともに、両プログラム

に関する全学的なカ

リキュラム・マップの

作成 

Ａ カリキュラム内容やプログラム修了の意義などについての学生

への説明が十分なのか疑問に感じます。 
Ｂ スタートアップ科目の開講は評価できる。またカリキュラムマッ

プの作成もなされたことは一定の評価ができるが，資料２−１のよ

うなかたちでは十分な理解を得られないのではないか。プラットフ

ォームとプログラムの関係，プログラム同士の関連や異同，プログ

ラム内の具体的な授業科目名や授業内容など，この資料からだけで

は不明な点がまだ数多くあるように感じる。 
Ｃ 「地域リサーチスタートアップ」については、受講生が６人は少

なすぎる。原因を調べて改善すべきである。 
Ｄ 同プログラムの科目が開講され、受講者がいたことは評価でき

る。今後、両プログラムに関する全学的なカリキュラム・マップの

作成が期待される。 
Ｅ 「かごしまキャリア教育プログラム」プログラムのスタートアッ

プ科目「地域就業キャリアデザイン」，及び「かごしま地域リサーチ

プログラム」のスタートアップ科目「地域リサーチ・スタートアッ

プ」を開講することができたが，全学的なカリキュラムマップの作

成にはいたっていない。 
Ｆ 「地域リサーチ・スタートアップ」の受講者が少ないことが気に

なる。 
Ｇ プログラム開講に関する学生への周知に期待します 
Ｈ 概ね計画通りだと思います。 
 

 
 
3.0 
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資料５－３ 平成２９年度 ＣＯＣ学内評価シート
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④ 

プラットフォー

ム（共通教育または

専門教育）における

観光に関するプロ

グラムについて検

討 

Ｂ 検討中ということで十分な成果はまだ不明。 
Ｃ 具体的な進展が見られない。 
Ｄ 開設に向けての準備進捗が期待される。 
Ｅ 観光に関するプログラムについては，再来年度の開設に向けて，

企画・検討の段階である。 
Ｆ 鹿児島大学の「研究者情報管理システム」を利用して「観光」を

キーワードに活動している教員を探してはどうか。いなければ観光

に関するプログラムは外部の専門家に多くを依頼せざるを得ない

のではないか。 
Ｇ 検討中と言うことなので今後に期待します 
Ｈ 検討をしてはいるものの、今後とも努力が必要。 
 

 
 
2.2 

 
 
④  

大学院全学横断プロ

グラムについて充実

を図るとともにプラ

ットフォームとの接

続を検討

既設の「島嶼」、

「環境学」、「食と健

康」教育コースについ

ては、引き続き地域貢

献・志向に関する内容

の充実を図る。

鹿児島大学の重

点 研 究 領 域 と し て

「水」、「エネルギー」

と連携した教育プロ

グラムについて引き

続き検討する。

Ａ 平成 30 年度で現行の大学院全学横断プログラムが終了するた

め、早急に新たな枠組みのプログラムを作成することが望まれま

す。 
Ｂ 資料２−２によれば，検討が行われていることはわかるが，自己

点検（p.72） などからはその具体的な内容はわからないため，検討

の進捗そのものは判断できない。 
Ｃ 受講者をもう少し増やした方が良いと思われる。 
Ｄ アイデアは良いのに受講者は限られている。講義内容や受講方

法、受講者に対するメリットなど工夫が必要である。 
Ｅ 大学院全学横断プログラムの「島嶼」，「環境学」，「食と健康」お

よび，重点研究領域としての「水」，「エネルギー」の授業が継続さ

れ，学生から一定の評価を得ている。 
Ｆ 資料 5-9 に「地域人材育成プラットフォームを前提として、「地

域人材」という観点から本プログラムを抜本的に見直す予定」とあ

るが、平成 29 年度のそのことに関する実行が不明瞭である。 
Ｆ コースによって履修状況（人数）に偏りがあるように思えます。 
Ｇ 概ね計画通りだと思います。 
 

 
2.8 

（２）研究についての評価シート

番号 活動項目内容 学内評価委員のコメント 評価点 

①  

本プログラムに対

応する主研究領域

の研究の充実とそ

の成果による地域

志向科目の充実
 

Ａ 計画通り実施されていると思いますが、地域志向教育研究経費の

申請数に課題間での偏りが気になります。  
Ｂ 大体計画は実施されているが，公募課題 D については応募がな

かったということであり，今後の計画の改善（例えば「経済」でし

ばらないなど）が必要と考える。 
Ｃ 地域課題に取組む教員の増加を目的とするのであれば、 

スタートアップ資金のような形で地域の新しい共同研究のための

予算もあるとよいと思う。 
Ｄ 多様な地域志向が行われ、地域志向科目の充実に貢献している。 
Ｅ 本プログラムで取り組む地域課題は，公募題目に反映されると同

時に，連携自治体の要望も反映されている。その成果はいくつかの

地域志向教育科目に活かされた。 
Ｆ 教育についての評価④で述べたこととも関連するが、課題 D へ

の応募が無かったことは気がかりである。 
Ｇ 概ね良好と思われます。やや、研究分野に偏りがあるようにも思

えます。 
Ｈ 概ね計画通りだと思います。 
 

 
3.1 
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②  

本学の地域志向の

研究内容及びその

成果を活用した成

果報告会の開催と

地域への還元

 

Ａ 計画通り実施されていると思います。 
Ｂ 報告会の実施と成果発表は十分行われているが，「地域への還元」

は具体的にどのような成果に結びつくのかを今後は検証する必要

があると思われる。 
Ｃ 地域での報告会の機会をもっと増やし、地域の声をもっと聴きな

がら、needs に応えていけばと考える。 
Ｄ 活発に活動している。 
Ｅ 研究成果の報告会を３回（甑島で１回，鹿児島大学で２回）実施

し，関係自治体からの参加者も得た。その模様は COC センターの

ホームページでも公開され，地域への還元が十分に行われた。 
Ｆ 計画は十分に実施できたと評価できる。 
Ｇ 成果報告会の開催努力が十分に行われているようですが、より多

くの関係者や一般市民に得られた知見をフィ－ドバックされるこ

とに期待します 
Ｈ 計画通りできたと思います。 
 

 
3.7 

 
 
③  

地域志向教育研究

経費を活用した

「食と健康」、「エ

ネルギー」、「総合

防災」、「環境」、「観

光」などの重点領

域研究の推進と研

究成果を教育へ活

用した成果報告会

の開催 

Ａ 計画通り実施されていると思います 
Ｂ 甑島や COC センター等において成果報告会が行われているた

め，大体実施できていると判断するが，報告書では研究の教育への

活用についての記述を増やすべきではないか。 
Ｃ 特に問題はないと思われる。 
Ｄ 研究の規模と期間が限られた中で、活発に活動している。 
Ｅ 重点領域研究である「食と健康」，「エネルギー」，「総合防災」，「環

境」，「観光」などの課題は地域志向教育研究経費を活用して取り組

まれ，成果報告会で報告された。 
Ｆ 報告会は実施されているが、左記にある「研究成果を教育へ活用

した成果」が報告されているのかは不明瞭である。 
Ｇ 研究成果を教育に最大限フィ－ドバックしていると思われる。 
Ｈ 概ね計画通りだと思います。 
 

 
3.2 

 
④ 

地域課題検索に対

応する研究課題デ

ータの更新と部会

による地域課題へ

の対応の迅速化推

進 
 

Ｂ 大体実施できている。 
Ｃ 特に問題はない 
Ｄ 大体、予定通り活動している。 
Ｅ 地域志向教育研究費の採択者の協力により，地域課題に関するデ

ータベースを増加できた。また，５部会で対応可能な地域課題を HP
上で公開し，迅速に対応できるようにできた。 

Ｆ ホームページのトップページの「地域課題」は「地域課題への取

組み」など表現を工夫した方がよいのではないか。「地域課題」を見

て、地域が抱える様々な課題が紹介されているのかと思った。 
Ｈ 概ね計画通りだと思います。 
Ｉ 自己点検には、「再来年度の開講」となっているが、検討内容につ

いて明らかではなく、間に合うのか不明。 
 

 
3.2 

 
⑤ 

５部会における地

域の再生・活性化

に繋がる地域課題

への取組の推進 

Ｂ 充分実施できている。 
Ｃ 十分実行されている。 
Ｄ 活発に活動している。 
Ｅ ５部会長と連携自治体関係者の意見交換会による連携自治体か

らの要望の把握，与論町における町と鹿大の関係者での喫緊の課題

についての協議，県下の農林畜産分野の地域課題を取集する取り組

み，などを実施した。 
Ｆ 計画は十分に実施できたと評価できる。 
Ｈ 計画通りできたと思います。 
 

 
3.8 
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（３）社会貢献についての評価シート

番号 活動項目内容 学内評価委員のコメント 評価点 

 
 
① 

地域社会人の教育

コース・学習の場

の充実：既設の「か

ごしまルネッサン

スアカデミー」（焼

酎マイスター養成

コース、林業生産

専門技術者養成プ

ログラム、稲盛経

営哲学プログラ

ム）、公開講座、公

開授業は更に充実

させ推進

Ａ 計画通り実施された既存のコースに加え、新たに食品管理技術者

養成コースの開設を決定できたことは高く評価されます。 
Ｂ 科目数，受講者数ともに増加するなど充分な成果が得られてい

る。 
Ｃ 十分実行されている。 
Ｄ 活発に活動し、取り組み数、受講者数ともに増加している。 
 
Ｅ 従来の社会人向け人材育成事業の３つのプログラムは順調に展

開していること，公開授業は，科目数，受講者数とも順調に増加し

ており，また，アンケートの結果，受講者の満足度が非常に高いこ

と，公開講座に関しては，講座数はやや減少したものの受講者数は

増加していること，などから計画は十分に実施されている。 
Ｆ 計画は十分に実施できたと評価できる。 
Ｇ 地道に継続の努力を継続している 
Ｈ 計画通りできたと思います。 
Ｉ 公開講座の受講者数が 1.4 倍に増加しており、地域社会人への対

応が着実に充実していると考える。しかしながら、増加分のほとん

どが医学部と医歯学総合研究科の受講者である点は、検討が必要と

考える。 
なお、鹿児島県は離島が多いので、そういった地域に暮らしてお

られる方々への学習の場の充実という観点からの検討も、今後必要

ではないかと感じた。 
 

 
3.9 
 

 
 
② 

連携自治体の課題に

対応した社会人専門

教育・学習コースの開

講について部会及び

連携自治体と連携し

ながら準備「かごしま

の島嶼水産業高利益

転換プログラム」（仮

称）、「鹿児島の農業人

育成プログラム「(仮
称）」など 

Ｂ 新プログラム実施にむけた検討が行われており，大体実施できて

いると判断する。 
Ｃ 十分実行されている 
Ｄ 検討中のプログラムが残っているが、大体、活発に活動している。 
Ｅ 連携自治体の課題に対応した「鹿児島の島嶼水産業プログラム」

に関しては種子島でシンポジウムを行なったが，かっこ新規農業人

の育成プログラムに関しては解説を検討している段階である。 
Ｆ 左記のプログラムに加えて、新しいプロラムが開設され評価でき

る。様々な社会人教育・学習のニーズに応えるコースの拡充が期待

される。 
Ｇ 今後に期待します 
Ｈ 概ね計画通りだと思います。 
Ｉ １０クラス全体でみると、採択者が講義を分担しているのは約８

０％という状況にあり、十分に達成していると言ってよいと考え

る。地域の課題とその解決アプローチなどの鮮度の高い情報が学生

に伝わっているようであり、非常に良いと考える。今後も継続する

ことが重要である。 
 

 
3.0 
 

 
③ 

「学生による地方

創生活動プログラ

ム」の実施

 

Ａ 計画通り実施されていると思います。さらに充実されることを期

待します。 
Ｂ 充分実施できている。 
Ｃ 十分実行されている。 
Ｄ 大体、予定通り活動している。学生の優れたプログラムを継続し

発展させる企画があると、学生のモチベーションもより高くなり、

効果も大きくなる。 
Ｅ 公募による課題の採択を行い，学生の立場から地場企業の情報発

信や，離島の情報発信の課題を探る活動などに取り組み，成果報告

 
3.4 
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会では自治体関係者との意見交換も行われたことから，計画は実施

されている。 
Ｆ 計画は適切に実施できたと評価できる。 
Ｇ 学生が実践的な教育を受けることで成長している様子が垣間見

えました 
Ｈ 概ね計画通りだと思います。 
 

④ 学内各部局で行わ

れているｼﾝﾎﾟｼﾞｳ

ﾑ、ﾌｫｰﾗﾑ、ｾﾐﾅｰ等の

地域貢献活動を集

約し、さらなる充

実に向けて活動す

る。

Ｂ シンポジウムやセミナー数等の増加により大体実施できている

と判断できる。 
Ｃ 十分実行されている。 
Ｄ 計画は大体実施されている。集約後のさらなる充実に向けて、活

動内容を具体化する必要がある。 
Ｅ 鹿児島大学の書く部局で行われているシンポジウム，セミナー，

講演会，研修会などについて集約したところ，集約数は年度ごとに

順調に増加していることから，計画は実施できている。 
Ｆ 集約したことが、さらなる充実に向けた活動にどのように活用さ

れているのかは不明瞭である。 
Ｇ 数多くの企画が行われているので、対外的な広報にさらなる検討

をお願いします 
Ｈ 概ね計画通りだと思います。 
 

 
3.3 

（４）全体についての評価シート

番号 活動項目内容 学内評価委員のコメント 評価点 

①  

２年後の「地（知）

の拠点整備事業」終

了以降の継続計画

について、事業体

制・人員・各教科学

習コースの帰属・予

算等に関する対応

事項について検討

を開始し、年度終了

時に事業計画につ

いて執行部の確認

を得る。 
 

Ｂ 産学・地域共創センターの発足など，大体計画を実施している。 
Ｃ 新センターへの移行はスムーズに行われているももの予算削減

など、運営面での検討事項が多々あると思われる。 
Ｄ 継続に向けての体制作り等は順調に進捗している。内容が決まら

ないと人員や予算も計画出来ないので、総括と事業後の継続内容に

ついて平成 30 年度中の概要決定が望まれる。 
Ｅ 平成 30 年 4 月より，産学官連携センターと COC センターを統

合して「産学・地域共創センター」が発足し，COC 事業が継続する

ことが確認されているが，今後の事業計画については今後検討され

ることとなる。 
Ｆ 計画は適切に実施できたと評価できる。 
Ｈ 概ね計画通りだと思います。 
Ｉ 事業終了後の継続体制については固まったものの、具体的な事業

計画についての進捗が充分ではないと考える。 
 

 
2.8 

②  

ＣＯＣセンターに

よる事業運営、広報

と普及活動を行う。 
 

Ａ 鹿児島県内の多くの自治体への広報・普及が進められており、ま

すます地域との連携が強化されることが期待されます。 
Ｂ 計画は充分実施されている。 
Ｃ 十分実施されている。 
Ｄ 活発に活動している。 
Ｅ COC センターでは，定期的な連絡会，学内点学外評価委員会に

よる事業評価，取り組みの HP での公開，連携自治体をはじめとす

る全県下への広報活動などが行われ，事業運営，広報と普及活動は

十分に実施されている。 
Ｆ 計画は十分に実施できたと評価できる。 
Ｈ 計画通りできたと思います。 
 

 
3.7 
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③  

中間評価受審準備 
中間評価受審10月

〜 
 

Ｂ 28 年度評価の結果を踏まえての改善などが行われており，準備

は充分進んでいると判断できる。 
Ｃ 十分実行できていると思われる。 
Ｄ 活発に活動している。 
Ｅ 中間報告により「鹿児島県との関係を軸に進める」必要を試適さ

れたため，教育面では，県課長職および知事に夜講義の開講，研究

面では，事業の研究成果を踏まえた事業企画の提案を行った。 
Ｆ 計画は十分に実施できたと思われる。 
Ｈ 計画通りできたと思います。 

 
3.8 
 
 

④  

本プログラムに関

する全学公開シン

ポジウムの開催

Ｂ シンポジウムを実施するための十分な計画が望まれる。 
Ｃ ３０年度の開催を希望する。 
Ｄ 開催出来なかったことより、平成 30 年度の開催が望まれる。 
Ｅ 本プログラムに関する全学公開シンポジウムは，平成 30 年度に

開催予定であるため，現時点では実行されていない。 
Ｆ この開催は予定したが、開催できなかったため不十分である。 
Ｈ 不開催であったため、努力がもう少し必要だと感じます 
Ｉ 参加者の都合調整ができずに開催できなかった点は、計画の実施

が不十分であったと考える。  

 
2.2 

⑤ 

５部会、３部門による

進捗評価を行い活動

内容、方針の確認、改

善を行う。

Ｂ 連携自治体などとの意見交換なども行われており，計画は大体実

施されている。 
Ｃ 十分実行できていると思われる。 
Ｄ 部会と部門の情報共有や連携が行われている。 
Ｅ ５部会長，部門長，連携自治体関係者による意見交換会を実施し，

地域課題への取組を確認し，改善を行い，HP にて公開したことか

ら，目標は達成しているが，さらに研究課題に繋げて行く必要があ

る。 
Ｆ 計画は適切に実施できたと評価できる。 
Ｈ 概ね計画通りだと思います。 

 
3.2 
 

⑥ ・運営委員会によ

る事業計画の承

認・進捗評価（２回

年）を行い事業内

容の確認と改善を

行う。

・学内評価委員会

による内部評価

（年度末１回）と

次年度計画・実施

体制・運用へ反映

する。

・学外評価委員会

による外部評価を

受け次年度計画・

実施体制・運用へ

反映する。

Ｂ 委員会等による評価が実施されている点は計画どおり。評価内容

についての対応も行われている。 
Ｃ 十分実行できていると思われる。 
Ｄ 計画は大体実施できている。 
Ｅ 29 年度の運営委員会は 29 年 8 月と 30 年３月の２回開催され，

事業に関する報告と審議を行った。30 年 4 月に学内評価委員会を

開催し，29 年度の活動状況について報告がなされた。今後，学外評

価委員会において評価と次年度に向けた計画に反映されることと

なることから，今年度の運営は予定通りに進捗している。  
Ｆ 計画は適切に実施できたと評価できる。 
Ｈ 概ね計画通りだと思います。 

 
3.4 
 

（５） その他、コメントがありましたら以下にご記入下さい。

Ｃ 事業終了を見据え、実施が不十分な取り組みの実施とともに、終了後の継続性を担保するための計画策定

が重要であることは言うまでもないと思います。限られた人材や予算を考慮すると、有用性や発展性が高い取

り組みを特に強化し、特色のある取り組みをより深くする「重点化」の考え方も必要だと思います。
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平成 年度 事業の学内評価への対応

センターでは学内評価委員会から提出のあった評価シートの意見を参考にして、 事業の改

善を図っている。以下は、 センターで取り組む改善・対応などを、「教育」、「研究」、「社会貢献」、

「全体」ついてまとめた。

（１）教育についての対応

番号 活動項目内容 の対応

 
①  

地域志向全学共通必修科目

「大学と地域」昨年度に引

き続き開講

・概ね高い評価をいただいたと考えている。

・平成 年度もこれまでと同様の形で実施している。

②  

全学生が共通教育科目群の

中で指定された地域志向科

目（選択科目）から履修

・そもそも「全学生の履修」は上記「大学と地域」が開講される前の平

成 年度入学生の目標であるという側面が強く、現在は選択科目であ

る地域志向科目を全学生が履修することは現実的ではない。その一方

で、現状でもかなりの数の学生が受講しており、この状況を継続したい

と考えている。

 
③  

「かごしまキャリア教育プ

ログラム」プログラムのス

タートアップ科目「地域就

業キャリアデザイン」及び

「かごしま地域リサーチプ

ログラム」のスタートアッ

プ科目「地域リサーチ・スタ

ートアップ」を開講すると

ともに、両プログラムに関

する全学的なカリキュラ

ム・マップの作成

・プログラムのスタートアップ科目については、今年度も前年度と同様

に開講を予定している。また、今年度から新たに開設する「かごしまグ

ローバル教育プログラム」のスタートアップ科目も新たに開講する。

・その受講生について、昨年度以上の人数を確保すべく、総合教育機構

に設けられた地域人材育成プラットフォーム部会、及びその下に組織さ

れたワーキンググループにおいて検討を行っている。

・カリキュラム・マップについては、全学的な履修状況の改善と合わせ、

学生が自らの卒業要件をも考慮しつつ、参照できるものを作成したい。

④  プラットフォーム（共通

教育または専門教育）にお

ける観光に関するプログラ

ムについて検討

・観光については、従前の「かごしまキャリア教育プログラム」または

「かごしま地域リサーチ・プログラム」における特別コースのような形

での開設の可能性について、上記ワーキンググループにおいて検討を行

っている。

 
 
⑤  

大学院全学横断プログラム

について充実を図るととも

にプラットフォームとの接

続を検討

既設の「島嶼」、「環境

学」、「食と健康」教育コース

については、引き続き地域

貢献・志向に関する内容の

充実を図る。

鹿児島大学の重点研究

領域として「水」、「エネルギ

ー」と連携した教育プログ

ラムについて引き続き検討

する。

・本年度は昨年度までと同様の形で実施されていが、このプログラムは

来年度以降大幅に改革されることが決定している。その改革方針につい

ては、このプログラムを管轄する総合教育機構 高等教育研究開発セン

ターにおいて議論されている。
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（２）研究についての対応

番号 活動項目内容 COC の対応 

①  

本プログラムに対応する主

研究領域の研究の充実とそ

の成果による地域志向科目

の充実

 

・地域志向教育研究費の公募課題は５部会を通して連携自治体の要望

を反映して設定しているが、応募課題に若干の偏りがあるのは、地域

課題に取組む教員の研究分野にも関係していたと思われる。

・ センターで取組む地域課題は、鹿児島大学の重点研究と密接に

関連しており、 センターの地域志向教育研究費の公募題目に反映

されており、特に偏った題目とはなっていないと思われる。

・公募課題 （観光産業や地域活性化）について平成 年度に応募が

なかったことについては、自治体の委託を受けて教員の手持ち業務が

多く当該研究費への応募の有無に影響したことも考える

 
 
②  

本学の地域志向の研究内容

及びその成果を活用した成

果報告会の開催と地域への

還元

 

・報告書においても説明しているように成果報告会のプログラムやそ

の成果は COC センターのＨＰで公開した。平成 29 年度 COC センタ

ー事業報告書の冊子を連携自治体や関係者に配布するとともに、COC
センターのＨＰで公開した。 
・今年度も地域志向教育研究費の成果報告会を開催し、これらを通し

て鹿児島大学の地域貢献活動の結果がより分かり易くなるようにし

たい。 
・平成 30 年度は，地域志向教育研究課題の公募は中止し、代わりに

連携自治体から鹿児島大学へ提案された地域課題に予算を計上して

研究を進めることにした。 
 

 
 
③  

地域志向教育研究経費を活

用した「食と健康」、「エネル

ギー」、「総合防災」、「環境」、

「観光」などの重点領域研

究の推進と研究成果を教育

へ活用した成果報告会の開

催 

・報告書でも述べているように COC センターの部会のメンバーは鹿

児島大学の重点研究プロジェクトの構成員とも重なって活動する場

合もあり、取り扱う地域課題は、鹿児島大学の重点研究とも密接に関

連している。 
・COC の部会活動は、大学の進める地域貢献活動とも関連しており、

活動として取組んだ成果は、今年度も継続して研究成果報告会で公開

することにしている。 
・3 章で述べたように研究成果は、「大学と地域」の講義などを通して

教育に反映されている。 
 

 
④ 

地域課題検索に対応する研

究課題データの更新と部会

による地域課題への対応の

迅速化推進 
 

・今後とも地域課題に関するデータベースの増加を図り、地域課題へ

の取り組みに関する情報を検索しやすいようにしたい。 センター

では５部会で対応可能な地域課題をＨＰで公開し、関係者が地域課題

に迅速に対応できるようにした。各部会間の連携による地域課題への

取り組みは今後も継続して行う。

・ 章でも述べたように センターには自治体をはじめ地域住民な

どから多岐にわたる相談がなされているが、これらに迅速に対応する

ため、 センターでの対応に加えて部会長に相談して迅速に対応す

る体制を整備している。

 
 
⑤ 

５部会における地域の再

生・活性化に繋がる地域課

題への取組の推進 

・今年度もセンターでは、部会が連携して取組む地域課題や連携自治

体からの要望に迅速な対応することにしている。 
・前年度と同様に連携自治体からの要望を部会全体で把握するため、

５部会長および連携自治体関係者の意見交換会を行い、地域課題に迅

速に対応できるようにしたい。 
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（３）社会貢献についての対応

番号 活動項目内容 の対応

 
 
① 

地域社会人の教育コース・

学習の場の充実：既設の「か

ごしまルネッサンスアカデ

ミー」（焼酎マイスター養成

コース、林業生産専門技術

者養成プログラム、稲盛経

営哲学プログラム）、公開講

座、公開授業は更に充実さ

せ推進

・「食品管理技術者養成コース」が開設･開講されたことは高く評価さ

れている。

・既設の３コースは順調に実施・進行しているので、それらのさらな

る継続・充実策を検討し、受講者増などにつなげる。

・新規の、「鹿児島の農業人材育成プログラム（仮称）」の開設を目標

に掲げているが、その基礎となる「公開講座」の開設計画について、

引き続き、農林畜産業部との連携･協力についての検討を進める。

・公開授業・公開講座については、受講者数は順調に増加し、アンケ

ートの結果，受講者の満足度が非常に高い。公開講座に関しては，講

座数はやや減少したものの受講者数は増加している，など計画は十分

に実施されている、との評価を受けた。今後も、ホームページや市電

内吊り広告・新聞へのチラシ挿入などによる広報活動を継続するとと

もに、公開授業数の増加や公開講座の新設・拡大などについては部局

と連携して進め、受講者数増加を図っていく。

・「鹿児島県は離島が多いので、そういった地域に暮らしておられる

方々への学習の場の充実という観点からの検討も、今後必要ではな

いかと感じた」という評価には、学内他部局と連携して対応していく。

 
 
② 

連携自治体の課題に対応し

た社会人専門教育・学習コ

ースの開講について部会及

び連携自治体と連携しなが

ら準備「かごしまの島嶼水

産業高利益転換プログラ

ム」（仮称）、「鹿児島の農業

人育成プログラム「 仮称）」

など

・「かごしまの島嶼水産業高利益転プログラム（仮称）」については、

与論島での活動を継続するとともに民間企業との連携開始，種子島で

のシンポジウムの開催など、平成 年に比べて具体的な進捗が認め

られた。今後も，堅実な活動を進め、正式開講にむけた具体的な準備

をさらに進めていく。

・「鹿児島の農業人育成プログラム「 仮称）」については、農学部の

「地域連携ネットワーク」と連携した社会人教育コースの開設に向け

た準備を農林畜産業部会と相談しながら進めていく。

・これまで行ってきたプログラムの内容・成果については、今後も継

続して取り組み内容を 等で具体的に公開する。

 
③ 

「学生による地方創生活動

プログラム」の実施

・平成 年度から開始した「学生による地方創生活動プログラム」

については、 年目を迎え、２年連続の活動をめざすグループも現れ

ており、学生に地域貢献意欲が確実に醸成されつつあり、順調に進捗

している。

・これら学生の活動については、特に地方創生に熱心な自治体から、

地元定着の促進や離島情報発信力の強化につながる、あるいは市民と

学生の交流が促進され地域活性化に資するなどの高い評価を受けて

いる。引き続き、堅実な取り組みを進める。

④ 学内各部局で行われている

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、ﾌｫｰﾗﾑ、ｾﾐﾅｰ等の

地域貢献活動を集約し、さ

らなる充実に向けて活動す

る。

・「学内各部局で行われているシンポジウム、フォーラム、セミナー等

の地域貢献活動の集約」活動に関して計画は実施できている、との評

価を受けた。

・「集約後のさらなる充実に向けて、活動内容を具体化する必要があ

る。」との指摘も受けたが、これに関しては、 活動の認知度のさら

なる向上につなげる活動を進め、各部局の地域貢献活動を目的とした

活動等を後援・共催し、 にアップすることによって、学内および地

域社会への発信活動を充実し、結果として「 事業･活動の重要性」

の認知度向上につなげる。

・ センターでは県内自治体（県の支庁・地域振興局を含む）との

間で相互窓口を設置しており、学内で企画されるシンポジウム等に関

する情報を一斉メールにて自治体に案内し、広報している。今後は、

この相互窓口の設置と広報活動への活用について学内周知に努めて

いく。

（４）全体についての対応
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番号 活動項目内容 COC の対応 

①  

２年後の「地（知）の拠点整

備事業」終了以降の継続計

画について、事業体制・人

員・各教科学習コースの帰

属・予算等に関する対応事

項について検討を開始し、

年度終了時に事業計画につ

いて執行部の確認を得る。

・計画通りに進捗しているが，次年度以降の活動については， 年

度から発足した「産学・地域共創センター」に引き継ぐ計画である。

・ 事業は具体的な計画に関してＨ 年度事業計画に沿って活動す

ることになっているが、次年度以降の活動計画については、「産学・共

創センター」の活動計画に含まれるように対応を進める。

②  

センターによる事業運

営、広報と普及活動を行う。

・ ターによる事業運営、広報と普及活動は，予定通り対応してい

るとの評価であり，Ｈ 年度も引き続き グループの事業運営，広

報・普及活動を進める。

③  

中間評価受審準備

中間評価受審 月〜
・ 年度評価への対応は継続して 年度の 事業において改善、

実行してきた。引き続き指摘事項に注意を払い計画を達成するように

取組を進める。

④  

本プログラムに関する全学

公開シンポジウムの開催

・Ｈ 年度のシンポジウムは計画を前倒しにして企画したが、参加予

定者の都合がつかず実現できなかった。 センターの事業は、平成

年度からは「産学・地域共創センター「」の中で活動することにな

ったので、 の事業の継続を図ることができた。

・ 事業の継続、発展については、 年度に行う の総括シン

ポジウムで鹿児島大学、自治体関係者の参加を促して議論していく予

定である。このためＨ 年度は早めに計画検討を進めることとした。

⑤ 

５部会、３部門による進捗

評価を行い活動内容、方針

の確認、改善を行う。

・ 年度も センターでは５部会，３部門の連携をとり情報交換、

活動支援，進捗評価を行うが、その活動を「産学・共創センター」の

活動とリンクさせて推進する。

⑥ ・運営委員会による事業計

画の承認・進捗評価（２回

年）を行い事業内容の確認

と改善を行う。

・学内評価委員会による内

部評価（年度末１回）と次年

度計画・実施体制・運用へ反

映する。

・学外評価委員会による外

部評価を受け次年度計画・

実施体制・運用へ反映する。

・ 年度は、運営委員会、学内評価委員会、学外評価委員会を予定

通り実施して、計画した 活動の点検と改善を図った。

・今年度は「産学・共創センター」の各委員会の活動とリンクさせた

事業承認・進捗評価を行う予定である。
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平成２９年度 学外評価委員会の評価コメントとＣＯＣの対応

（１）教育に関して

教育 評価点：【 3.0 】 
 
 
 
評価委員コ

メント 
（自己点検

は報告書の

p.71~p72
に示してい

ます） 
 
 
 

Ａ：地域志向全学共通必修科目「大学と地域」が順調に開講され，地域自治体

の協力を得ながら，展開されており，高く評価できる．しかしながら，COC
＋と連携したプログラムや認定証の部分がわかりにくく，大学院全学講義プ

ログラムが進んでいないことが課題である．最終年度で重点的に検討いただ

きたい． 
以上のことから，教育に関しては少し不十分と判断した． 

Ｂ：地域志向教育という名目での教育は実施できていたと判断する。時間の制

約上、深い教育はできなかったろうと思うがキーワード、データを活用した

訓練に役立ったと考える。 
Ｃ：鹿児島大学の特徴的な取組であり、自治体としても鹿児島県を知る・知っ

てもらう意味では素晴らしい取組である。授業ごとの生徒さんの意見・コメ

ントも自治体の講師にも共有されフィードバックされており、自治体として

も非常に参考となっている。 
Ｄ：全学生の必修であり、地域の 10 テーマを対象とした「大学と地域」を順調

に実施していることは高く評価できる。また、「大学と地域」をベースとした

地域人材育成プラットフォームに 2 つのプログラムを開設している点もよい

取り組みと考える。今後は、これらのプログラムを着実に修了する学生を増

やすため、学生に対してカリキュラム内容への興味の醸成やプログラム修了

の意義などについて十分な説明を行っていくことが期待される。 
 
 
 
 
ＣＯＣの対

応 

・「大学と地域」については、運営方法や内容等をはじめ基本的に高い評価を得

られたものと考える。しかし、COC 事業期間終了後となる平成 31 年度以降の

継続的な運営に向けて早急に改革案を策定し、秋までには対応を決定する予定

である。 
・地域志向に関する授業として「大学と地域」をはじめとした取組が順調に進

展している。評価委員のコメントにある「取組が分かりにくい」や「時間の制

約上，深い教育はできなかったと思うが」について，授業の組み立てを分かり

易く説明すること，学生がどのように感じたか（学生の評価）を取り纏めて，

成果の分析を行い，本事業の評価を行う。評価委員Ｃのコメントにあるように，

各授業の学生コメントやアンケート結果等はあるので，これを取り纏め，全体

を通して整理し，その結果を事業評価に応用し，同時に次年度以降の取組にも

反映させるようにする。 
・COC+事業との連携や認定証など、課題が指摘された事項については、COC
事業の成果を継承するものとして構築し、平成 29 年度から運用を開始した地

域人材育成プラットフォームの修了生輩出を踏まえ、平成 30 年度中に結論を

出したい。 
・大学院全学講義プログラムについては，予定した新規プログラムは開設され

きちっと行われている。ただし，学生の受講は部分的な科目に限られており，

全体を通して修了する学生が少ない現状である。学生からは他研究科の専門分

野の受講も出来るので有意義であるとの評価がある。本プログラムをどのよう

に運営するかについて検討を行っている。大学院全学的横断プログラムについ

ては、平成 31 年度からの実施に向けて議論を進めており、秋までには結論を

示す予定である。 
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（２）研究に関して

研究 評価点：【 3.3 】 
 
 
評価委員コ

メント 
（自己点検

は報告書の

p.72~p.74
に示してい

ます。） 
 

Ａ：地域課題解決に向けた地域志向教育研究費を利用して，地域連携が図られ

ている．また，その成果方向はホームページだけでなく，成果報告会を介し

て，地域に発信されている．以上のことから，平成 年度計画を概ね達成で

きている．

Ｂ：鹿児島のかかえるデモグラフィック要因によりテーマの選定には苦労しな

いが、狭い地域を超えた広域でのテーマに優先を置いてもよかったかもしれ

ない。

Ｃ：評価指標や方法は具体的に明記すべき。様々な研究が採択されているが、

成果についてもう少しカテゴリー分けして成果指標を統一するなど、達成度

について読みとり易くしてはどうか。

Ｄ：地域志向教育研究の取り組みは、地域からの期待や自治体からの連携の期

待が高いことから評価できる。また、その研究成果は教育への活用もなされ

ているが、さらに地域志向教育への反映が進められることが期待される。 
 
 
ＣＯＣの対

応 

 
 
 
 

・地域志向教育研究経費に係る課題は鹿児島の特徴的な地域課題に関連してお

り、研究成果は地域志向教育に反映するとともに、成果報告会の連携自治体や

学内での開催、成果の地域への還元や地域との連携を図ってきた。 
・地域志向教育研究費で取組んだ地域課題は、地域の自治体からの声を取り入

れたものであり、その成果は「大学と地域」などの地域関連科目の講義に中で

活用されてきた。今年度も継続して、その成果を地域志向教育に反映するとと

もに学内で成果報告会を開催する予定である。 
・研究成果に関しては、平成 26 年度から 29 年度に実施した地域志向教育研究

経費で取組んだ成果 114 件を、鹿児島の特徴的な地域課題別に分けて報告する。

すなわち、地域志向教育研究経費に係る地域課題解決に向けた取組の成果・情

報を取り纏めて一覧できる冊子する。これを鹿児島県内の自治体等関係機関へ

配布し，大学が取り組む地域課題に関する事例として参考にしていただき，次

年度以降の地域課題の解決に向けた研究を大学と自治体あるいは企業が連携し

て企画提案し、あるいは実施する際の資料となることを目指す。

・平成 年度は予算の都合上，地域志向研究経費による活動は行わないが，上

記のように今までの実績を活用し次年度以降の取組を活発に行う仕組みを作る

ことを検討する。 
 
 
（３）社会貢献・生涯学習について
社会貢献・生

涯学習
評価点：【 3.8 】 

 
 
評価委員コ

メント 
（自己点検

は 報 告 書

p.74~76 に

示していま

す。） 
 

Ａ：鹿児島大学の社会貢献・生涯学習が全学的に収集できるシステムが構築さ

れ，公開講座やセミナーをはじめとした様々な事業が展開されている．また，

社会人を対象とした学び直し講座を開講し，一部は履修証明を出せるプログ

ラムとして整備されている．課題であったアンケート数も増加しており，

COC 事業の評価を判定しやすくなりつつある． 
以上のことから，十分に計画を達成できていると思われる． 

Ｂ：学外から大学の敷居は高いと思われていたのに地方の行政から大学にアク

セスしやすいと感じてもらったのは良かった。ただアクセスしやすいという

レベルに止まっていたのでは成果は期待できない。社会人向けの有料講座に

ついて学部生が参加できないのはもったいないような気がする。MOOC を

はじめとして大学の授業に参加するのは無料化が進んでいるので、学部の講
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義に社会人が参加できるようにしたら。評価者が学生の時、統計学の授業に

何人かの社会人が聴講していた。 
Ｃ：安定した受講者は評価できる。また地域課題に関連したシンポジウムは今

後も継続して進めるべきものであり、地域間連携や学生さん社会人との研究

連携など、もう少し踏み込むと自治体でのビジネス化などに繋がるのではな

いか。 
Ｄ：公開講座や公開授業とともに履修証明プログラム（焼酎マイスター養成コ

ース、林業生産専門・技術者養成プログラム、稲盛経営哲学プログラム）は、

受講希望者が多く、社会人学習者から高く評価されていると思われる。また、

平成 30 年度から新たな履修証明プログラム「食品管理技術者養成コース」

を開設することは高く評価できる。 
 
 
ＣＯＣの対

応 

 

・「公開講座」および｢公開授業｣については、地道な広報活動を継続している。

その結果、学内外者に十分周知され、受講者も漸増しており、受講者からの

評価（満足度）も高い。

・履修証明プログラムについては、既設の「焼酎マイスター養成コース」「林業

生産専門技術者養成プログラム」および「稲盛経営哲学プログラム」は学内

外への認知度は安定しており、多少の増減はあるものの受講者数も安定して

いる。加えて、平成 年度から新たな履修証明プログラム「食品管理技術者

養成コース」を開設した。また、「かごしまの島嶼水産業高利益転換プログラ

ム（仮称）」については水産業部会員に民間企業も加わり活動の範囲が広がっ

た。「高度農業人育成プログラム（仮称）」については農林畜産業部会と連携

して活動の具体化を図る方向で検討を進めた。

・鹿児島大学の各部局が実施しているシンポジウム、セミナー等の社会貢献・

生涯学習活動の収集･集約については、 活動の一環として全学的に周知さ

れてきている。

・ 事業フォローアップアンケートについても、学内全部局の理解と周知が

進み、特に学生の回答率が大幅にアップした。また、自由意見でも、 活

動に対する理解が進み，活動の継続･発展を期待する意見が多かった。

・鹿児島大学が行っている社会（地域）貢献および生涯学習に対する認知度を

上げ、地（知）の拠点としての鹿児島大学の評価を上げるために部会活動に

加え、鹿児島県内自治体からの相談・質問等を受け付ける窓口を設定した（窓

口の連絡先は各自治体に周知した）。これらの結果、自治体が抱える課題への

対策の幅が広がった。

・学生の地方創生活動に対する支援については、引き続き実施しており、それ

らに取り組んだ学生の多くは支援終了後も引き続き地域との関わりを継続

している。

・以上のように、 活動に対する学内外の理解・周知は相当進んでおり、

活動が鹿児島大学の地域貢献活動の一翼を担うようになってきている。

 
 
 
（４）全体について

全体 評価点：【 3.3 】 
 
評価委員コ

メント 
（自己点検

Ａ：5 部会，3 部門の進捗評価を含む COC センターの運営が的確に行われ

ており，COC＋の中間評価受審にも協力している．また，広報や普及活

動にも積極的に取り組まれている．しかしながら，全学公開シンポジウム

の開催が見送られていることは残念である．ぜひ，最終年度となる平成

30 年度はこれまでの総括と学内定着を評価いただくためにも開催してい
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は報告書の

p.76~p.78
に示してい

ます。） 
 
 

ただきたい． 
以上のことから，概ね計画を達成できたと評価する． 

Ｂ：大学が変化することが求められているが、大学に変化をもたらすことが

できるのは大学である。結果的に自己否定になるかもしれないが、勇気を

もって変化することが必要。もしその勇気がなければ、他の大学によって

鹿児島大学が従属的に変化させられることを認識しないといけない。 
Ｃ：連携自治体の成果を、県内類似の自治体への課題解決に繋がるように紹

介するようなことは出来ないか。例えば、市町村全体を回るのは大変であ

るが、県の地域振興局単位で成果報告会と意見交換をすることで、地域間

の連携強化をはかれるのではないか。 
Ｄ：日経新聞が実施した「大学の地域貢献度に関する全国調査 2017」にお

いて、鹿児島大学の総合順位は、全国の大学（514 大学）中、第３位と高

く評価されている。この結果には COC 事業の取組みも大きな役割を果た

したものと考えられる。しかしながら、一般社会においては鹿児島大学の

地域貢献度の高さがそれほど浸透していないように思える。COC 事業に

おける取組や成果を社会に対してさらに積極的にアピール・広報しても

よいのではないかと考える。 
 
 
 
ＣＯＣの対

応 
 
 

・Ｈ29 年度企画した全学公開シンポジウムは当初の予定にないものであっ

たが，タイミングが合わず開催は見送った。前向きの取組が実現できなくて

とても残念でした。Ｈ30 年度のシンポジウムは事業総括と今後への展開が

テーマである。11 月 7 日の実施に向けて関係者と意見調整を行い，企画と

日程調整を進め，全学をあげて確実に実行することで取り組んでいる。 
・評価委員Ｂのコメントにあるように，本事業の目標は、本事業を通して，

大学の変革を進めることで地域に貢献できる大学を目指すことであるため

今年度も全学をあげ事業に取組み，次年度以降も継続していく仕組みとす

ることを目標とする。 
・評価委員Ｃ，Ｄのコメントについては，広報のあり方や自治体とのより効

果的な取組の提案である。県の地域振興局との関係については，Ｈ29 年度

に各地域振興局と会合を持ち，地域課題提案に関する打合せを行ったが，さ

らに，充実させることが必要であるので，地域振興局等での成果報告会等の

開催あるいは講演会等での発表を積極的に行うことを検討する。 
・広報については，本事業の開始依頼、地域志向教育研究経費で行ったテー

マが 114 件あり，これを取り纏めて冊子として配付すると同時に，次年度

以降の地域課題を解決するための取組みについて，全自治体に検討を御願

いすることを企画しており，その際にこの冊子を参考にしていただくこと

を計画している。８月中には，各自治体へ発信する予定である。 
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