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はじめに 

 
                       鹿児島大学研究担当理事  

                              住吉 文夫 

 
 鹿児島大学は平成２６年度文部科学省の「地（知）の拠点整備事業（ＣＯＣ事業）」

に「火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム」を申請し採択され、平成２６年

１０月にかごしまＣＯＣセンターを設置し、活動を開始いたしました。 
 本事業の目的は、鹿児島大学が地域社会の発展に貢献する総合大学として活動するこ

とです。鹿児島県域の火山と島嶼を有する特徴的な地域課題である火山災害や豪雨災害

などに関する地域防災、農林畜産業・水産業の活性化、新エネルギーの利活用、離島医

療、流通輸送の効率化、観光産業の発展など地域の抱える多くの諸課題にたいして自治

体と連携して解決に当り、同時にその成果を活用した教育・研究・社会貢献を推進して

大学改革を実施致します。このため鹿児島大学のＣＯＣ事業では、次の３つの目標を掲

げて活動を行います。 
 
（１） 鹿児島大学と地方自治体の密接な組織間の協働・連携と地域課題解決への積極

的な取組み 
（２） ＣＯＣ事業の活動成果を活用した地域社会に貢献する総合大学にふさわしい教

育カリキュラムの構築と地域貢献を志向する人材養成 
（３） 持続的な地域再生・活性化に繋がる生涯学習の場の充実 
 
 火山と島嶼を有する鹿児島県は、進取の精神を持った人材を多数輩出してきました。

鹿児島大学は教育的伝統を踏まえて自主自立の進取の精神を尊重し、地域社会の発展に

貢献する人材の養成を行います。少子高齢化と人口減少対策、安心・安全な地域社会の

構築、地域産業の活性化など鹿児島地域の諸課題は何れも解決が急がれるものばかりで

す。鹿児島大学は鹿児島県特有の地域課題解決に向けた全学的な取組を積極的に推進し、

地域社会の持続的発展に貢献致します。ＣＯＣ事業では地域課題解決を目指した統合的

な研究を行い、情報の共有化や、研究の効率化・迅速化を達成し、研究成果の地域社会

への還元を確実なものとします。 
 
 鹿児島大学では、これまでも総合大学として地域社会に貢献する取組を行ってきまし

たが、自治体や地域と大学の関係は、各教員による共同研究など個別の対応であり教育・

研究・社会貢献の活動は分散型でした。ＣＯＣ事業では、自治体との協働・連携を統合

的に扱い、得られた情報・成果を共有し、地域志向の教育・研究・社会貢献に集約型で

取組む体制とします。現在、地方創生が地域社会の重要な課題になっていますが、鹿児
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島大学では、大学が一丸となってＣＯＣ事業を通じて地域社会の諸課題解決に取組み、

その成果を地域社会の発展・活性化に繋げることが、地方創生に資する重要な役割とな

ります。 
 本事業を進めるに当って多くの関係者のご協力をいただきました。改めて感謝いたし

ます。特に、本事業の申請時には副申を頂いた鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市、与論

町の関係者には多大な協力をいただいことに深く謝意を表する次第です。本学の前田学

長を始め、関係教職員の方々にも多大なご尽力をいただいたことに改めて感謝を申し上

げます。鹿児島大学では、関係各位のご理解とご協力をいただきながらＣＯＣ事業を積

極的に推進していきます。改めて皆様のご理解と積極的なご参加をお願いする次第です。 
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第１章   地（知）の拠点整備事業（ＣＯＣ事業）概要 

 

 

 

１．１ 事業概要 

鹿児島大学では、平成２６年度文部科学省の大学改革推進等補助金を受けて、平成２

６年１０月より‘地（知）の拠点事業（ 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‘鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター’が発足した。本事業の目的は、

鹿児島大学が地域とともに社会の発展に貢献する総合大学となるために、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、観光等）を自治体とともに解決し、同時

に教育・研究・社会貢献を強化した大学改革を推進することである。資料１－１に本事

業の概要説明図を示す。このために本事業では、 

１）鹿児島大学と地方自治体との組織間協働連携を密接に行うために「かごしまＣＯ

Ｃセンター」を設置し地域課題の解決を行う 

２）ＣＯＣ活動成果を活用した「地域と共に貢献する総合大学」にふさわしい教育カ

リキュラムの構築と地域貢献に活躍する地域志向型人材養成 

３）地域再生・活性化のために、生涯学習の場の充実と養成した地域志向型人材によ

る持続的地域再生を行う 

本事業の活動を通して、鹿児島大学は地域志向の人材養成や地域の再生・活性化に

繋がる教育・研究・社会貢献を強化した大学改革を推進するものである。このため教

育・研究・社会貢献に関しては３つの項目に従って本事業を進めることにしている。 

 
        図１－１ ＣＯＣ事業の連携自治体 
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図１－１は本プログラムで連携する鹿児島県の自治体である鹿児島市、薩摩川内

市、与論町の位置関係を示している。鹿児島県は、南北600ｋｍあり、火山と島嶼を

有する多様で豊かな自然環境に恵まれている。一方で人口減少の進行と、経済情勢と

産業構造の変化への対応など地域課題への対応が求められている。 

 

    
         図１－２ ＣＯＣ事業の主要な３つのコンセプト  

 

  
図１－３ ＣＯＣセンターの地域課題の対応関係 

 
図１－２はかごしまＣＯＣ事業の３つのコンセプトを示している。自治体と連携して地

域課題の解決に取組むとともに、その成果を教育に活用して地域志向の意欲を持つ人材の

鹿児島の地域再生プログラム 

《本事業のコンセプト》 

 

 

教育カリキュラムの構築
と人材養成 
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育成や生涯学習などに取組むことを示している。 図１－３は鹿児島大学が地域課題に取

組むときの対応関係を示しており、ＣＯＣセンターが中心になってその役割を担うことを

示している。 
図１－４は地域課題に対応する場合の鹿児島大学内の組織間の関係を示している。

学外からの課題の収集・分析は５つの部会である地域防災・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、水産業部会で行う。課題対応の成果は、

教育部門では地域志向教育への活用を検討し、研究部門では新たな研究展開について

の情報の活用を検討し、社会貢献部門では、課題解決の成果を生涯学習に結びつめる

活動を行うことにしている。 

 

       図１－４  ＣＯＣセンターの組織と連携自治体の関係 

 
図１－５はＣＯＣ事業の全体概要を示している。鹿児島大学の特色を生かして地域課

題解決に取組むとともに、その成果を活用した地域志向の人材育成を進めることにして

いる。その結果として鹿児島大学が鹿児島県の中で中核的な地（知）の拠点として地域

社会の発展に貢献する総合大学となることを目指して取り組むものである。これまでは

地域解題解決や社会貢献に関して、自治体や地域と大学との関係は教員やプロジェクト

毎の対応であり、分散型の教育・研究・社会貢献の活動であった。これを、学長のリー

ダーシップの下、かごしまＣＯＣセンターが統括し、自治体との協働連携を行い得られ

る情報を共有するとこで、地域志向の教育・研究・社会貢献を集約型で取り組む体制と

する。ＣＯＣ事業の活動を通して、鹿児島大学は地域志向の人材養成や地域の再生・活

性化を明確に目指した総合大学として大学教育改革・ガバナンス改革を推進する。 

以上に述べたようにＣＯＣセンターでは事業を推進するために委員会を設けている。こ

れらの委員会に関する組織規則、運営委員会規則、部会要領をそれぞれ資料１－２から
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資料１－４に示している。 

 

 

          図１－５  ＣＯＣ事業の概要を示した全体図 

 

 
１．２ 教育 

本事業で推進する教育分野の各取り組みとしては 
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を備え、 
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、 
３）科学的な知見からグローバルに通用する専門知と地域課題とをリンクさせた 

多角的視点を持った 
人材の養成を達成することである。また、教職員についても、地域志向教育への取り組

みを図るとともに、教育カリキュラム改革については、地域志向型教育を大学全体で推

進する。このために、１年次の全学生必修共通教育科目「大学と地域」を新たに開講し、

同時に共通教育、専門教育、大学院教育で行われている多様な地域志向型科目群の全体

が見えるように授業内容の精査とシラバスの記載などを整理し、学生が大学全体のカリ

キュラムを把握し積極的で意識的な地域志向科目の受講を可能とすることを目指す。 
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      図１－６ 共通教育と専門科目における地域関連科目の関連 

 
図１－６は地域関連科目に関する共通教育科目と専門科目の関連について示している。

大学の初年次教育として開講する「大学と地域」では、地域の課題解決に取り組んでいる鹿

児島大学の教員に加えて連携自治体からの講師も参加することにしている。さらに地域関

連科目は所属する学部の専門教育に対応して発展したものとなることを示している。 
 

１．３ 研究 

本事業の提案で重点研究領域と位置付けた「島嶼」、「環境」、「食と健康」、「水」、「エ

ネルギー」および「総合防災」と「観光」に関する研究は、鹿児島大学における多様な

基礎的・基盤的な研究をベースとしている。本事業ではこれらの研究を活発化するとと

もに、本事業で把握される地域課題の解決を目指した統合的な研究を行い、地域が解決

を求める課題を明確にし、研究の効率化、迅速化を達成し、成果の地域社会への還元を

確実なものとする。全学を挙げて研究者間の連携を見える形で推進し、さらに、これら

地域課題に取り組む学生を積極的に育てる。また、新たな研究領域として掲げた「観光」

では「かごしまの観光学」として、史跡、歴史、伝統行事、社会、文化、広報、交通、

観光ビジネス、ツーリズム、観光客心理等に関する研究を進めるとともに、重点研究領

域研究の「島嶼」、「環境」、「食と健康」を融合させた総合的な研究である。 
本事業の重点モデル研究対象地域における研究課題は、下記に示すように鹿児島県域

内の地域特性を反映したものであり、他の地域への波及効果が期待できる。 
１）鹿児島県：重点研究領域の「島嶼」、「環境」、「食と健康」、「水」、「エネルギー」、

「総合防災」、「観光」は、鹿児島県全域に関わるテーマであり、各研究と地域課題         
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をつなぎ、統合的な推進を図る。特に、新時代に対応した農林水産業の振興と「安

全・安心・新食料供給基地」の形成は鹿児島県の重要課題であり、「食と健康」研

究により、食の安全性の確保に関する研究、かごしま特産食材の機能性成分研究と 

医学的な エビデンス評価成果を活用した新産業の創設、事業化に関わる研究を推

進する。 
２）鹿児島市：鹿児島市の重要産業である「観光」研究について、「環境」、「食と健

康」視点も含めた新規研究を推進する。また、桜島火山防災、水害防災、市民防災

に関する「総合災害防災・防災医療」研究を推進する。 
３）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

を、「エネルギー」、「水」、「環境」、「島嶼」研究について推進する。 
４）与論町：典型的な島嶼地域であり、地域の産業や文化の活性化研究が求められて

いる。新時代に対応した農水産の振興および「食と健康」、「島嶼」、「エネルギー」

研究が対応し推進する。特に、島嶼水産物の高付加価値化を可能とする技術が鹿児

島大学で研究開発されているので、島嶼水産業の新しい事業を可能とする鮮度維持

技術の導入とこれを活用した新しい漁獲生産・流通モデル研究を行うことにより産

業の振興を推進する。 
 

 
        

   図１－７  連携自治体の主要な地域課題 

 

 図１－７はＣＯＣ事業の３つの自治体の主要な課題である。中核都市である鹿児島

市は活発な火山活動を続ける桜島から１０ｋｍ圏内に約６０万人が住んでおり、観光

と防災に関する地域課題がある。薩摩川内市は地方都市として多様なエネルギー源を

活用した街造りや島嶼地域の活性化などの課題がある。また、典型的な島嶼地域であ

る与論町は流通が非常に不便な島嶼地域における水産業の高付加価値化産品の開発な
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どの課題がある。 
 

１．４ 社会貢献 

 社会貢献分野においては、 
１）地域志向型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）地域志向型視点を持った教員、学生による研究成果の現場活用を行うことによ

り、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

活性化を推進する。 
地域ニーズに基づく生涯学習テーマとしては、既存のかごしまルネッサンスアカデミ

ー、公開講座・公開授業、「総合防災」、「地域医療への取り組み」の充実を図り、さら

に、新設のプログラムとして「かごしまの先進観光プログラム」、「かごしまの自然エネ

ルギー産業創出・利用プログラム」、「かごしまの島嶼水産業高利益転換プログラム」を

開設し、推進する。また、かごしま COC センターで確認される地域の要望を検討し、

新たなプログラムの設置を行う。さらに、鹿児島大学では県内に７カ所の地域センター、

研究・教育施設を有しており、これらを活用したより身近な生涯学習の場を提供し、地

域再生・活性化を推進する。 
 

 

 

参考資料 

 

資料１－１ かごしまＣＯＣ事業の概要説明図 

資料１－２ 鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター組織規則 
資料１－３ 鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター運営委員会規則 
資料１－４ 鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター部会要領 
資料１－５ 地（知）の拠点整備事業に関する選定結果の通知 
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第２章  ＣＯＣ事業報告 

 
 
 
２．１．１  事業概要の報告 

本事業は、平成２６年度文部科学省の大学改革推進等補助金を受けて、平成２６年１

０月より「地（知）の拠点事業（ＣＯＣ事業）‘火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生

プログラム’」を中核組織として推進する‘鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター’が発

足した。本事業の目的は、鹿児島大学が地域とともに社会の発展に貢献する総合大学と

なるために、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、観光等）を自

治体とともに解決し、同時に教育・研究・社会貢献を強化した大学改革を推進すること

である。  
ＣＯＣ事業の全体概要は第１章に示しているが、鹿児島大学の特色を生かして地域課

題解決に取組むとともに、その成果を活用した地域志向の人材育成を進めることにして

いる。その結果として鹿児島大学が鹿児島県の中で中核的な地（知）の拠点として地域

社会の発展に貢献する総合大学となることを目指して取り組むものである。これまでは

地域解題解決や社会貢献に関して、自治体や地域と大学との関係は教員やプロジェクト

毎の対応であり、分散型の教育・研究・社会貢献の活動であった。これを、学長のリー

ダーシップの下、かごしまＣＯＣセンターが統括し、自治体との協働連携を行い得られ

る情報を共有するとこで、地域志向の教育・研究・社会貢献を集約型で取り組む体制と

する。ＣＯＣ事業の活動を通して、鹿児島大学は地域志向の人材養成や地域の再生・活

性化を明確に目指した総合大学として地域貢献を推進する。 

以下に本年度のＣＯＣ事業実施計画を教育、研究、社会貢献、全体の各項目に関して

表２－１示す。 
 

表２－１ 平成２６年度の補助事業実施計画 

Ⅰ．教育   
項目    項目内容 実施期間 
 １ 地域志向型全学共通必修科目「大学と地域」平

成 28 年度開講準備 
 平成２６年１０月 

～平成２７年３月 
 ２ 地域志向型の選択必修科目の指定及び平成 27

年度からの受講に向けた準備  
平成２６年１０月 

～平成２７年３月 
 ３ 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 
  

平成２６年１０月 

～平成２７年３月 
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 ４ 観光学開講準備 平成２６年１０月 

～平成２７年３月 

 ５ 大学院全学横断プログラムの充実 平成２６年１０月 

～平成２７年３月 

  

 Ⅱ．研究等 

 項目  項目内容  実施期間 

 １ 既設プロジェクト「島嶼」、「環境」、「食と健康」、

「総合防災」、「地域医療」の推進と充実 

平成２６年１０月 

～平成２７年３月 

 ２ 研究成果の公開シンポジウム開催 平成２６年10月 

～平成２6 年 11 月 

 ３ 新たな研究プロジェクト「水」、「エネルギー」、「観

光」の検討委員会設置 

平成２６年１０月 

～平成２７年３月 

 ４ 地域課題に対応する研究課題全学マップ作成 平成２６年１０月 

～平成２７年３月 

 ５ 本プログラム重点モデル地域に対応した研究の

推進及び研究会の設置 

平成２６年１０月 

～平成２７年３月 

 

           

Ⅲ．社会貢献  

   番号  項目内容  実施期間 

 １ 既設の「かごしまルネッサンスアカデミー」、「地域

と大学のローカルシンフォニー」、「総合防災」、「

地域医療への取り組み」、「公開講座・公開授業」

推進と充実 

平成２６年１０月 

～平成２７年３月 

 ２ 本プログラム重点モデル地域に対応した履修証

明プログラム（３つの学習コース）の平成27年度開

設に向け調査及び準備 

平成２６年１０月 

～平成２７年３月 

 ３ 地域に関連した公開シンポジウム開催 平成２６年１２月 
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Ⅳ．全体      

番号  項目内容 実施期間 

 

１ 

かごしま COC センター設置（人的整備：運営委員

会、課題別５部会、教育・研究・社会貢献部門の設

置）、学内 COC 評価委員会及び学外 COC 評価委

員会の設置 

平成２６年１０月 

 

２ 

キックオフシンポジウム開催（鹿児島大学地（知）の

拠点整備事業宣言）、事業ホームページ開設及び

広報 

平成２６年１０月 

 

３ 

５部会、３部門による進捗評価 平成２７年３月 

 

４ 

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 

平成２７年３月 

 

５ 

学内 COC 評価委員会及び学外 COC 評価委員会

の開催 

平成２７年３月 

 

これらの事業を進めるため運営委員会、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）を設けている。表２－２は運営委員会の構

成委員を、表２－３には５部会の部会長をそれぞれ示している。 

かごしまＣＯＣセンターが設置されて６ケ月経過したが、平成２６年７月から平成２

７年３月までに行ったＣＯＣ事業について報告をする。表２－４はこれまで進めてきた

事業の経過を月と日ごとに示している。この表の中で備考欄には、関係する資料番号な

どを示している 
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           表２－２ かごしまＣＯＣセンター運営委員会名簿  

  

平成２７年３月１日現在

所属 職名 氏　　名 備考

水産学部 教授 木村　郁夫 第1号委員（委員長）

　※研究部門長と兼務

水産学部 教授 木村　郁夫 第2号委員（研究部門長）

　※かごしまＣＯＣセンター長と兼務【再掲】

教育センター 教授 飯干　明 第2号委員（教育部門長）

　※教育センター長と兼務

法文学部 教授 萩野　誠 第2号委員（社会貢献部門長）

農学部 教授 地頭薗　隆 第3号委員（地域防災・医療部会長）

法文学部 教授 石塚　孔信 第3号委員（観光産業・国際部会長）

理工学研究科 教授 甲斐　敬美 第3号委員（エネルギー部会長）

農学部 教授 冨永　茂人 第3号委員（農林畜産業部会長 ）

水産学部 教授 野呂　忠秀 第3号委員（水産業部会長）

かごしまＣＯＣセンター 特任教授 河野　健二 第4号委員（特任教授：研究部門）

かごしまＣＯＣセンター 特任教授 （公募中） 第4号委員（特任教授：社会貢献部門）

かごしまＣＯＣセンター 特任准教授 出口　英樹 第4号委員（特任准教授：教育部門）

教育センター 教授 飯干　明 第5号委員（教育センター長）

　※教育部門長と兼務【再掲】

産学官連携推進センター 教授 福島　誠治 第6号委員（産学官連携推進センター長）

法文学部 教授 髙津　孝 第7号委員（副学部長）

教育学部 教授 上谷　順三郎 第7号委員（副学部長）

理学部 教授 仲谷　英夫 第7号委員（副学部長）

工学部 教授 山城　徹 第7号委員（副学部長）

医学部 教授 出雲　周二 第7号委員（副学部長）

歯学部 教授 於保　孝彦 第7号委員（副学部長）

農学部 教授 岩井　久 第7号委員（副学部長）

水産学部 教授 佐野　雅昭 第7号委員（副学部長）

共同獣医学部 教授 宮本　篤 第7号委員（副学部長）

人文社会科学研究科 教授 桑原　季雄 第7号委員（副研究科長）

教育学研究科 教授 上谷　順三郎 （副学部長）【再掲】

保健学研究科 教授 深野　佳和 第7号委員（副学部長）

理工学研究科 教授 大塚　作一 第7号委員（副研究科長）

農学研究科 教授 岩井　久 （副学部長）【再掲】

水産学研究科 教授 佐野　雅昭 （副学部長）【再掲】

医歯学総合研究科 教授 宮脇　正一 第7号委員（副研究科長）

司法政策研究科 教授 志田　惣一 第7号委員（副研究科長）

臨床心理学研究科 教授 中原　睦美 第7号委員（副研究科長）

連合農学研究科 教授 山本　淳 第7号委員（副研究科長）

かごしまＣＯＣセンター運営委員会名簿
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   表 ２－３    ５部会長 名簿 

  
 

         表 ２－４ ＣＯＣ事業の経過報告 

月日 組織 項目 備考 
（資料） 

平成 26 年

７月 25 日 
   31 日 

社会連携課 ・事業採択通知 

・事業採択について学内へ周知 

 

１－５ 

8 月 8 日 
  12 日 
  18 日 
  26 日 

社会連携課 ・事業採択について大学ホームページへ掲載 

・文部科学省へ補助金調書提出 

・COC 立ち上げ打合せ（木村学長補佐） 

・補助金交付内定通知 

 

 

9 月 25 日 社会連携課 ・センター設置に伴う学則の一部改正及び関係

規則の制定 

・かごしま COC センター組織規則 

・かごしま COC センター運営委員会規則 

・かごしま COC センター部会要項 

 

１－２ 

１－３ 

１－４ 

10 月 1 日 
 
 

20 日 

社会連携課 ・かごしま COC センター長辞令交付（木村郁夫） 

・特任教授（研究部門）着任（河野健二） 

・特任専門員（コーディネーター）着任（孟憲

晨） 

・事務補佐員採用（芝崎真未） 

 

10 月 3 日 
 
 

  8 日 
  22 日 
  24 日 

社会連携課 ・開所式打合せ 

・理事打合せ（COC 概要） 

・文部科学省へ COC 概要提出 

・センター開所式及び看板除幕式 

・文部科学省へ補助金交付申請書提出 

・センター運営委員会委員委嘱依頼 

 

 

 

２－１１ 

10月16日 第１回 

COC センター 

連絡会 

・平成２６年度の取組事項スケジュール 

・ＣＯＣ組織の整備：３部門長、５部会長、 

部会委員など 

・キックオフシンポジウム 

・センターの英語名称について 

・ホームページについて 

・鹿大ジャーナルの特集記事掲載（2015 年 3 月）

に係る取材依頼（広報室から） 

２－１ 

かごしまCOCセンター部会長

理工学研究科 甲斐　敬美 エネルギー部会長

農学部 地頭薗　隆 地域防災・医療部会長

法文学部 石塚　孔信 観光産業・国際部会長

農学部 冨永　茂人 農林畜産業部会長

水産学部 野呂　忠秀 水産業部会長
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10月22日 第２回 

COC センター

連絡会 

・地域志向教育研究経費 

・３部門長に関する打合せについて 

・５部会長について 

・関連自治体への部会参画依頼について（関連

自治体との打合せ） 

・運営委員会委員の委嘱について 

・奄美市との副申について  

２－１ 

２－１４ 

10月22日 部門長打合せ 

（部門連絡会） 

・規則等の確認 
・部門長について 
・飯干教育センター長からの意見等 
・萩野生涯学習教育研究センター長からの意 
 見等 

２－１４ 

10月29日 第３回 

COC センター

連絡会 

・地域志向教育研究経費について 

・センター組織整備等に係る打合せ(10/29)の

協議内容について 

・ホームページについて    

２－１ 

２－２ 

 

10月29日 かごしま COC

センター組織

整備等に係る

打合せ（連携 4

自治体） 

・COC 事業概要、事業計画の説明 

・５部会への参画について（部会委員） 

・その他意見交換 

 

 

２－５ 

２－１２ 

11 月 4 日 第４回 

COC センター

連絡会 

・打合せの名称について 

・地域志向教育研究経費募集要項について 

・「大学と地域」について 

・COC 関係自治体との打合せ（協議内容、日程

調整について） 

・奄美市、広域事務組合との打合せについて 

・第 1回運営委員会開催日程調整 

・運営委員会規則の一部改正について 

（第 2条(組織)の「副部局長」を「副学部長等」

への改正を検討） 

２－１ 

２－２ 

11 月 11 日 第５回 

COC センター

連絡会 

・運営委員会メンバーについて 

・地域志向教育研究経費について（継続） 

・地域関連科目、「大学と地域」共通教育科目

について 

・読売鹿児島広告社記事案について 

・COC 関連自治体との打合せについて 

・特任職員採用計画について 

・広域組合との連携協定メンバー等 

・運営委員会の議題等について  

表２－２ 

２－１ 

２－２ 

 

11月19日 第６回 

COC センター

連絡会 

・運営委員会について 

・組織の運営体制について 

・キックオフシンポジウム 

・地域志向教育研究経費について（継続） 

・地域関連科目、「大学と地域」共通教育科目

について 

・COC 関連自治体との打合せについて（日程

調整） 

２－１ 

２－２ 

２－３ 
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・産学官連携推進センターとの連携について 

11月21日 社会連携課 ・学長打合せ：キックオフシンポジウム  

11月25日 第 1回 

産学官連携推

進センターと

COC センター

の打合せ 

・COC センターの場所について 

・今後の地域課題への対応について 

・情報共有について 

 

２－１２ 

11月26日 第７回 

COC センター

連絡会 

・運営委員会について 

・「地域志向一貫教育カリキュラムについて

（案）」（教育センター） 

・観光学関連科目について 

・共同研究データについて 

・キックオフシンポジウムについて 

・地域志向教育研究経費について（報告） 

・ＣＯＣ関連自治体との打合せ 

・履修証明プログラムの開講計画（来年度）（医

学部保健学科） 

 

【地域志向教育研究経費】 

13 日：文部科学省へ学内公募要領（案）を  

提出 

19 日：文部科学省から了承を得る 

26 日：地域貢献推進室会議了承 

27 日：理事懇談会（研究）学長了承 

27 日：学内公募開始 

２－１ 

 

 

 

 

 

 

 

２－２ 

12 月 2 日 第８回 

COC センター

連絡会 

・運営委員会について（議事、進行の確認、

部 

門長との事前打合  せほか） 

・COC 関連自治体との打合せについて(講師派 

遣の依頼等) 

・宮崎大学シンポジウム参加について 

２－１ 

12 月 2 日 部門長打合せ 

(部門連絡会) 

・運営委員会事前打合せ 

・経費調書の内容について 

・地域志向関連科目について 

・情報共有について 

２－１４ 

12 月 3 日 第 1回 

かごしま 

COC センター

運営委員会 

・事業の概要と計画について 

・実施体制について（実施組織について：部門、

部会、運営委員会） 

・平成 26年度の事業計画について 

・地域志向教育研究経費の公募について 

・教員の公募、選考について 

・その他 

・情報共有について 

２－７ 

２－８ 

２－１３ 

12 月 9 日 第９回 

COC センター

連絡会 

・地域志向教育研究経費（申請状況、選定委

員会、選定基準について） 

・運営委員会議事確認 

・キックオフシンポジウム 

・COC 関連自治体との打合せについて（シン

２－１ 
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ポジウムへの参加依頼と打合せ） 

・履修証明プログラムについて（医学部保健学

科） 

・COC プラスについて 

・経費について 

12 月 4 日 
 

10 日 
 
 

  18 日 

COC センター ・地域志向・関連科目に関する学部への調査依 

 頼 

・与論町漁協打合せ 

・与論町との打合せ（町長打合せ、部門参画打

合せ 

・鹿大ジャーナル打合せ 

２－１ 

２－７ 

２－１３ 

12月16日 第１０回 

COC センター

連絡会 

・地域志向教育研究経費：申請状況、選定委

員会について 

・COC 関連自治体との打合せについて(報告) 

・キックオフシンポジウムについて 

 

【地域志向教育研究経費】 

5 日 選定委員会委員へ審査に係る事前依頼 

12 日 学内提出期限 

15 日～18日 選定委員会委員による審査 

22 日 選定打合せ（木村、河野、脇野、津曲） 

研究担当理事報告：地域貢献推進室会議 

24 日 学長の選考、申請者への採否通知 

25 日 予算配分 

２－１ 

 

 

 

 

２－２ 

平成 27 年 
1 月 6 日 
 14 日 

 
 22 日 

 
 29 日 
 30 日 

 

COC センター 

・鹿児島県との打合せ  

・鹿児島市との打合せ 

・薩摩川内市との打合せ 

・文科省、環境省との生涯学習公開セミナー 

打合せ（小栗） 

・喜界町長来訪（住吉理事、河野、孟、脇野） 

・平成 27年度「地（知）の拠点整備事業」事業

説明会（木村、脇野） 

２－１ 

２－７ 

1 月 13 日 第１１回 

COC センター

連絡会 

・シンポジウムについて（キックオフ、島嶼シ

ンポ in 与論） 

・連携自治体との打合せについて 

（鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市、与論町）   

・部会について（部会委員、旅費） 

・地域志向教育研究経費について（各審査員、

運営委員会委員への採択状況の通知）  

・採択者への報告書提出依頼 

・ホームページ 

・パンフレット 

２－１ 

２－１６

２－１７ 

1 月 20 日 第１２回 

COC センター 

連絡会 

・シンポジウムについて（シナリオ、チラシの

配布先、情報交換会、アンケートほか） 

・連携自治体との打合せについて（報告） 

（薩摩川内市、鹿児島市） 

・各部会について（出張計画の提出状況） 

・平成 26年度自己点検評価について 

２－１ 
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・COC プラスについて 

・第 1 回鹿児島大学 COC 事業・生涯学習公開セ

ミナーについて 

1 月 27 日 第１３回 

COC センター

連絡会 

・シンポジウムについて（継続）（広報、懇親会） 

・各部会について（継続）（出張計画、部会委員） 

・ホームページ 

・パンフレット 

・「部局における将来構想並びに教育研究組織

の見直し」について 

・奄美群島広域事務組合協議会 

・COC プラスについて 

・次回運営委員会について 

２－１ 

 

２－９ 

２－１０ 

 

2 月 6 日 
 

2 月 13 日 
 

2 月 22 日 

COC センター 

（シンポジウ

ムの開催） 

・キックオフシンポジウム（於：鹿児島大学理

学部 1号館大会議室） 

・島嶼シンポジウム in与論（於：与論町中央公

民館） 

・COC 事業・第１回生涯学習公開セミナー（於：

鹿児島大学） 

２－１１ 

 

 

2 月 17 日 第１４回 

COC センター

連絡会 

・シンポジウムについて 

・予算執行について 

・学内・学外評価関係 

・准教授赴任について 

・薩摩川内市外城について 

・木村センター長の「離島の地域課題を考える」 

（トークイベント）へのパネリスト参加 

２－１ 

2 月 24 日 第１５回 

COC センター

連絡会 

・予算執行について 

・特任准教授着任関係 

・鹿児島大学共通教育改革計画（案）の COC セ

ンター関連について 

・ホームページについて 

・鹿大ジャーナルについて 

２－１ 

2 月 25 日

～3 月 9 日 
第２回 

運営委員会 

(メール審議) 

・かごしまＣＯＣセンター学内評価委員会申合

せの制定について 

・かごしまＣＯＣセンター学外評価委員会申合

せの制定について 

 

3 月 3 日 第１６回 

COC センター

連絡会 

・予算執行について 

・報告書の概要について 

・ホームページについて 

・出張報告（高知大学） 

２－１ 

２－１０ 

3 月 10 日 COC センター 鹿児島県庁との打合せ（COC プラス）  

3 月 11 日 第１７回 

COC センター

連絡会 

・第２回運営委員会報告（メール会議） 

・第３回運営委員会について 

・教育部門事業の打合せ（3/18） 

・平成 27 年度学長裁量経費の申請 

・出張報告（名古屋大学） 

・学長諮問会議資料(COC 関係) 

２－１ 

3 月 17 日 第１８回 

COC センター

・第３回運営委員会（資料について） 

・事業報告書について 
２－１ 
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連絡会 ・出張報告（京都大学、兵庫県立大学） 

・文科省フォローアップ、アンケートについて 

・ホームページについて 

3 月 24 日 第３回 

運営委員会 

・平成２６年度事業実績について 

・平成２６年度事業の内部評価について 

・平成２７年度事業計画について 

・その他 

 

 
 
２．１．２ ＣＯＣセンター運営委員会 

 

（１） 第１回ＣＯＣセンター運営員会 

運営委員会は、第１章の組織図でも説明したようにＣＯＣ事業を進める上で重要な役割を担

っている。運営委員会は、ＣＯＣセンターのセンター長、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、農林畜産部会、水産

業部会）、特任教員、９学部の副部長から構成される。表２－２に運営委員会の名簿を示す。

ＣＯＣセンター長からＣＯＣ事業は全学に関連するものであり、全学部と研究科の協力と理解

のもとで事業の推進をはかるため各学部の副学部長に運営委員として参画してもらっているこ

とが述べられた。議題は４項目あり各議題について質疑応答を行った。 

初めに 議題１では 事業の概要と計画について（資料１－１）を用いて、センター

長より、ＣＯＣ事業概要及び計画の説明があった。 これに関連して次の質問等があっ

た。 

Ｑ１：現在、理工学研究科において設置準備がされている「地域コトづくりセンター」

とかごしまＣＯＣセンターとの事業推進における関連性はどうなっているか 

Ａ１：「地域コトづくりセンター」の詳細を確認のうえ、ＣＯＣ事業との関連付けの可

能性を検討したい 

 

議題２では、木村センター長よりＣＯＣセンターの運営体制について説明があっ

た。ＣＯＣセンターは、ＣＯＣセンター組織規則（資料１-２）、ＣＯＣセンター運営

委員会規則（資料 1-３）、ＣＯＣセンター部会要項（資料 1-４）に基づき運営される

ことが述べられた。表２-２は運営委員会の構成であり、ＣＯＣ事業は全学をあげての

取組みとなることから、かごしまＣＯＣセンター運営委員会については、全ての学

部・研究科からの委員選出の協力をいただいているとの説明があった。 

 

議題３は平成 26年度の事業計画について、木村センター長より、資料 1－１に基づ

き、平成 26 年度の教育、研究、社会貢献、全体の事業実施計画の説明があった。な

お、キックオフシンポジウムについては、平成 27 年 1 月または 2月の開催について学

長から了承を得たとの報告があった。事業計画に関連して、次の質問等があった。 
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Ｑ１：地頭薗委員よりＣＯＣ事業における「総合防災」は、現在、地域防災教育研

究センターで行っている事業に同じとの認識でよいのか 

Ａ１：地域防災はこれまで鹿児島大学が取り組んできた重要な課題であり、地域に

密接に関連する項目であるためＣＯＣ事業とも重複している内容となってい

る。このため両センターで今後検討のうえ事業を展開させていきたい 

Ｑ２：鹿児島大学が重要項目として掲げている新たな研究プロジェクト「水」では

どのような内容を想定しているか 

Ａ２：農学部・籾井教授が取り組んでいる水に関するプロジェクトを中心に進めて

いくことで対応する 

 

議題４では、地域志向教育研究経費の公募について、木村センター長より、資料２-

２に基づき説明が行われた。本来ならば運営委員会において公募要領の承認を得てか

ら学内公募とするところ、学内での周知・申請期間並びに採択課題実施期間をより長

く確保することを優先し、平成２６年１１月２７日付けで既に学内公募を行っている

ことの報告があった。なお、公募資料一式については、文部科学省からの承認と理事

懇談会での学長からの了承を得ているとの説明があった。 

また、木村センター長より、地域志向教育研究経費の選定委員会は、公募要領に基

づき、センター長、各部門長、各部会長の構成とする予定との説明があった。この説

明に関して以下の質問等があった。 

Ｑ１：対象となる地域・自治体との共同研究でなければならないか？ 

Ａ１：必ずしも自治体との連携を必要とするものではなく、地域貢献に繋がる対象

地域での研究・調査活動も含まれると考え、選定委員会で判断する 

Ｑ２：対象としている関連自治体以外の地域の扱いについて 

Ａ２：対象地域との比較研究とすることも可能である 

Ｑ３：地域防災教育研究センターでは、既に別経費で採用された課題のもとに教育

研究活動を行っているが、ＣＯＣ事業経費は同じ課題に適用できるのか 

Ａ３：地域防災教育研究センターとＣＯＣセンターでその扱いについては検討する

ことにしている 

Ｑ４：地域志向教育研究経費として選定された課題と各部門、各部会はどのような

関係となり、その成果をどのように展開させていくのか 

Ａ４：採択となった課題の成果を活用して地域貢献・地域志向の人材育成、教育に

つなげていく学内外の体制を整備する。合わせて、関連自治体からも支援を

受けることにより、地域に根ざした事業としていく計画である 

 

議題５．その他 

① 共通教育科目について、飯干委員から、資料に基づき、平成 27 年度より選択必

修科目として開講を予定している地域志向型科目の説明があった。資料２-３に平成２
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７年度開講の地域志向型科目一覧を示す。また、受講者数は 2,692 名を見込んでいる

が、非常勤講師の採用が可能となれば 3,762 名の受入れが可能となると試算している

こと、また、その場合、約 80 万円の非常勤講師経費が必要となり、ＣＯＣ事業経費を

あてることができるか検討しているとの説明があった。これに関連して次の質問等が

あった。 

Ｑ１：一学年全員の受講のため科目により受講者数が偏ることはないか 

Ａ１：各科目の受講制限人数により、抽選を行うことにより対応する 

Ｑ２：各学部においては、取得可能単位の上限値を設け、学際的科目を減らし、よ

り専門的な科目の受講に厳選していく傾向にあるが、地域志向型科目を増や

すと逆行するのではないか 

Ａ２：共通教育科目から専門科目へと発展していく可能性もあるが、現時点では、

共通教育科目と専門科目に地域志向型科目があることを学生に提示すること

を目的としていること、また、地域志向型科目を増やすことについては、最

終的にはかごしまＣＯＣセンターの判断となるとの説明があった。 

 

⓶ 地域志向科目に関する調査について  

資料２-４に基づき、ＣＯＣセンターでは各学部の開講科目のうち地域に関連すると

思わる科目を挙げたが、その科目が地域志向に該当するかどうかを各学部の授業担当

教員に確認してもらう調査依頼を行った。これに関連して次の質問等があった。 

Ｑ１：「地域志向」の定義とは何か 

Ａ１：各学部のシラバスを参考にしてＣＯＣセンターで選んだものであり、地域に

関連する項目を授業に取り込んでいる科目を示している。学部ごとに選んだ

地域関連科目の一覧表に「地域志向」と思われる科目を記載している 

Ｑ２：この調査の結果をもって、将来的に共通教育課程で地域志向型科目の担当者

となることも想定されるのか 

Ａ２：本調査は各学部のカリキュラムにおいて専門科目の中で地域関連科目がどの

ように構成されているのか、ＣＯＣセンターでは、学生が地域志向科目を受

講する場合の参考にするための資料を作成する予定である。本調査はこのた

めの情報収集を目的としている 

 

（２）第２回ＣＯＣセンター運営委員会 

 ２月２５日に第２回のＣＯＣセンターの運営委員会を開催した（メール審議）。審

議した議題は、以下の２項目である。 

１．鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター学内評価委員会申合せの制定について 

２．鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター学外評価委員会申合せの制定について 

審議期間は３月９日（月）とした。この審議内容は、本事業の進捗状況を年度ごと

に評価して、事業計画で示されているＰＤＣＡのサイクルのためである。本審議につ
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いての項目の内容に関しては、一部修正のうえ３月９日付けで学内評価委員及び学外

評価委員に関する申し合わせが了承された。  

             

２．１．３ ＣＯＣセンターの活動 

 

（１）ＣＯＣセンターの部会と連携自治体との打合せ 

かごしまＣＯＣセンターの事業は、センターの５部会と３つの部門が連携して行う

ことになっている。５部会には、関連する自治体からの委員が参加して構成される。

ＣＯＣセンターでは平成２６年１０月２９日に５部会の部会長、３部門長、関連する

自治体の関係者が集まり今後のＣＯＣセンターの組織整備について意見交換をおこな

った。会議の参加者は表２－５に示している。 

会議では、出席者の自己紹介を行った後、以下の報告と議論が行われた。 
 

⓵ ＣＯＣ事業概要、事業計画の説明 

木村ＣＯＣセンター長より、パワーポイント資料に基づき、ＣＯＣ事業のコンセプ

トの説明があった。今後、ＣＯＣセンター組織は、申請時に副申を提出いただいた自

治体とＣＯＣセンターの５部会との間で重点的に情報交換、地域ニーズの調査分析を

推進していくとの説明があった。 

次に、脇野社会連携課長から、補助金調書に関する資料に基づき、重点モデル地域

における研究課題についての補足説明、及びＣＯＣセンター関係規則等について説明

があった。 

 

② 理事挨拶             

 鹿児島大学の研究担当の住吉理事より、各自治体へ、本日の出席並びに 4 月申請時

の副申提出への謝辞が述べられた。次に、ＣＯＣ事業の申請当初は副申を提出いただ

いた 3自治体（鹿児島市、薩摩川内市、与論町）をモデル地域として事業を進め、順

次、鹿児島県内の他自治体へ展開していく計画であったが、ＣＯＣ事業補助金の取り

扱い上、他自治体との連携事業への使用ができないことから、今後の他自治体のＣＯ

Ｃ事業への参画については、当面オブザーバー参加となる予定であるとの説明があっ

た。最後に、本日をスタートに、鹿児島大学の地域貢献事業へのご協力を賜りたいと

の依頼があった。 

 

③ その他 

平成 28 年度開講科目「大学と地域」は全学必修科目として開講する予定であるが、

これは地域課題への理解を深めるとともに課題解決に取組むことで地域志向の意欲

を持った学生の教育にも繋がることが期待される。このため連携する自治体からも講

義の担当者として参加していただきたい旨の協力依頼を行った。 
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④ 意見交換 

 ＣＯＣ事業の開始にあたって部会長や関連自体の関係者から意見が出された。現時

点では、ＣＯＣセンターが全ての質問に回答できてない項目もある。ＣＯＣ事業を進

める上では、様々の意見を検討して、その対応を図ることが重要だと考えている。今

回の委員会でだされた意見は、以下の通りである。 

Ｑ１：各部会には兼任教員や協力教員という既存の学共施設の運営と同様と考えてよ

いか。 

Ａ１：地域志向教育研究経費を学内公募のうえ配分を予定しており、その応募者の中

から該当分野の教員を部会に配属する計画である 

Ｑ２：ＣＯＣの組織について。教育を生かしつつ地域課題を解決していくのか、或い

はカリキュラムの方が優先されるのか、どちらに重きを置くのか。地域住民か

ら要望があった場合、現在は研究者を探し出してからのスタートになるが、以

後、ＣＯＣに連絡すれば講師の紹介をしてもらえるのか。 

Ａ２：各自治体からの要望に迅速に対応できるように５部会を設けている。迅速な対

応ができるかがＣＯＣ事業としては重要になる 

Ｑ３：部会での地域ニーズの収集・分析はどのように進めていく計画か 

Ａ３：ＣＯＣ事業のキーワードをもとに、部会において自治体からテーマを提案して

いただく 

Ｑ４：実施中のプログラム(ローカルシンフォニー/25 年度まで)があるが、今年度も

続ける予定はあるか 

Ｑ５：具体的なスケジュールはあるのか、どう協力していけば良いか(新しいプログ

ラムを作る際のカリキュラムや冊子など必要となると思うが、どう関与してい

けるのか) 

 

Ｑ６：ＣＯＣ事業の調書の中にある地域再生・活性化(生涯学習の場の充実)に関して、

いつごろから立ち上げるのか。それにあたって、市としては、企業などのニー

ズをいつごろまでに把握しておかなければならないのか 

Ｑ７：生涯学習に関連して、履修証明プログラムは既設の講義からそれぞれテーマに

沿うものをピックアップという認識で良いのか 

Ｑ８：部会の中身等分からないので参加し辛い。エネルギーの部会には参加すると思

うが、他の部会に関してはテーマが関連する場合のみ参加することは可能か。

例えば、エネルギーと防災 

Ｑ９：部門と部会とどう関連していくのか。防災センターとＣＯＣセンターの内容に

重なる部分が多く、どう対応していけばよいか 

Ｑ１０：拡大委員会として運用するのはどうか 

Ｑ１１：地域で活躍する人材というのはどういう職場を想定しているのか。就職先が

分からないと教育しづらい。 
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Ｑ１２：研究内容＝将来の職場ではないということか 

Ｑ１３：文科省や自治体に向けた成功事例が必要かと思うが、地域ニーズやそれに対

する具体案が分からないので公募が集まり辛いのではないか 

Ｑ１４：例えば市内の研究者や或いは企業と共同で研究を進めていくことは可能か 

 

（２） ＣＯＣセンターと連携自治体との打合せ 

平成２７年１月１４日 薩摩川内市においてＣＯＣ事業に関して打合せ行った。薩摩

川内市からは企画部 新エネルギー対策課の久保対策課長他２名が出席された。打合せ

は３つの項目についてである。初めに、キックオフシンポジウムへの出席と後援依頼で

ある。 

 キックオフシンポジウムを２月６日（金）に開催予定となったこと、シンポジウムで

行われるパネルディスカッションのパネリストの出席依頼、及びシンポジウムへの後援

依頼について、鹿児島大学からの依頼書を渡した。１月１６日の回答で新エネルギー対

策課の久保対策課長が出席予定であるとのことであった。  

 次に、鹿児島大学の地域志向関連科目の講師参加の依頼を行った。地域関連の課題の

項目を参考にしてどのような講義で参加可能なのか調査を依頼した。さらに、かごしま

ＣＯＣ事業の組織におけるそれぞれの役割等について質疑応答を行った。 

平成２７年１月１４日の午後、連携自治体である鹿児島市と打合せを行った。鹿児島

市の企画財政局の池田企画課課長他２名が参加された。打合せの内容は、キックオフシ

ンポジウムの出席依頼と後援依頼であった。また、パネルディスカッションのパネリス

トの出席依頼を行った。さらに、鹿児島大学の地域志向関連科目講義の講師参加の依頼

を行った。また、ＣＯＣセンターの５部会への参加依頼をおこなったが、各部会の活動

内容の詳しい説明への要請があった。ＣＯＣセンターで再度検討して、その結果を鹿児

島市へ伝えることにした。さらにＣＯＣ事業の各部会などの活動に関して質疑応答を行

った。 

 

２．１．４ まとめ 

以上述べていたようにＣＯＣ事業は第１章に示したような計画に従って実施してきた。各項

目の進捗状況はＣＯＣセンターの会議録からもわかるように大体において実施されていると思

われる。ＣＯＣセンターの発足から半年の期間で事業内容の周知や組織の構築など時間を要

する項目が多かった。ＣＯＣ事業を通して地域の地（知）の拠点として鹿児島大学が地域課題

の解決や地域志向の人材育成に貢献することが目的であり、次年度からは事業の充実を図る

ことが重要になる。 
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２．２ ＣＯＣ事業に関するシンポジウム 

 
 
 
２．２．１ キックオフシンポジウム 

かごしまＣＯＣセンターでは、本事業に関連してキックオフシンポジウムを平成２７年２月６日

に実施した。シンポジウムには、大変多忙な時期にも係らず、鹿児島大学の前田芳實学長 

はじめ多くの関係者、文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室の山路尚武課長

補佐、鹿児島県の佐々木浩副知事に出席していただいた。基調講演は環境省の星野一昭

参与と鹿児島大学の清原貞夫教育担当理事に行っていただいた。パネルディスカッショ

ンは、鹿児島大学の住吉文夫研究担当理事がコーディネーターとして参加した。パネリ

ストとして鹿児島市企画財政局の鉾之原部長、薩摩川内市企画政策部の久保課長、与論

町の川上副町長、基調講演を行った環境省の星野一昭参与、ＣＯＣセンターの木村郁夫 

センター長が加わって行われた。資料２－１５はシンポジウムの案内のポスターである。

シンポジウムの概要について述べる。 
 
（１） 前田芳實学長挨拶の概要 

ＣＯＣ事業の目的は、鹿児島大学が地域社会の発展に貢献する総合大学として活動す

ることある。ＣＯＣ事業は鹿児島県域の火山と島嶼を有する特徴的な地域課題である火

山災害や豪雨災害などに関する地域防災、農林畜産業・水産業の活性化、新エネルギー

の利活用、離島医療、流通輸送の効率化、観光産業の発展など地域の抱える多くの諸課

題に自治体と連携して解決に当り、同時にその成果を活用した教育・研究・社会貢献を

推進して大学改革を実施することである。このためＣＯＣ事業の推進においては、３つ

の目標である、①鹿児島大学と地方自治体の密接な組織間の協働・連携と地域課題解決

への積極的な取組み、②ＣＯＣ事業の活動成果を活用した地域社会に貢献する総合大学

にふさわしい教育カリキュラムの構築と地域貢献を志向する人材養成、③持続的な地域

再生・活性化に繋がる生涯学習の場の充実、を実施することが述べられた。 
このためＣＯＣ事業では地域課題解決を目指した統合的な研究を行い、情報の共有化

や、研究の効率化・迅速化を達成し、研究成果の地域社会への還元を確実なものとする

ことである。鹿児島大学では、これまでも総合大学として地域社会に貢献する取組を行

ってきたが、自治体や地域と大学の関係は、各教員による共同研究など個別の対応であ

り教育・研究・社会貢献の活動は分散型となっていた。ＣＯＣ事業では、自治体との協

働・連携を統合的に扱い、得られた情報・成果を共有し、地域志向の教育・研究・社会

貢献に集約型で取組む体制とする。現在、地方創生が地域社会の重要な課題になってい

るが、鹿児島大学では、大学が一丸となってＣＯＣ事業を通じて地域社会の諸課題解決
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に取組み、その成果を地域社会の発展・活性化に繋げることが、地方創生に資する重要

な役割だと考えている。鹿児島大学では、関係各位のご理解とご協力をいただきながら

ＣＯＣ事業を積極的に推進してことが述べられた。 

 

（２） 文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室の 
山路尚武課長補佐の挨拶の概要 

ＣＯＣ事業は国立大学改革プランとして地域活性化に繋がる活動を支援するもので

あり、この事業に対しては、大きな期待が社会にあり、それを実現するためのものであ

る。地域創生法が昨年末成立し、まち・ひと・しごと創生事業が社会の重要な関心事に

なっており地方大学への期待も大変大きいものがある。地方に位置する鹿児島大学では、

地域で活躍する人材を育成し、地域社会と連携して地域創生に資する人材を輩出するこ

とも重要である。ＣＯＣ事業は地域の特性を活用した教育・研究に取り組む地方大学を

支援するものであり、その成果を全国に発信して、地方創生に繋げていくことを期待し

ていることが述べられた。 
 

（３） 鹿児島県の佐々木浩副知事の挨拶 
総合大学である鹿児島大学は、これまでも地域の人材養成に関して重要な役割を果たし

てきた。鹿児島県としては、鹿児島大学や地域社会との連携・協働を通して地域課題解決に

むけた取組を進める用意である。このため鹿児島大学においては、全学でＣＯＣ事業に取組

み、その成果が地域貢献に繋がっていくことへの期待が述べられた。 
 
（４） 基調講演 環境省の星野一昭参与 

 これまでの環境行政に携わってきた経緯について講演された。自然保護の観点から

鹿児島地方の環境特性は非常に重要である。鹿児島県が多くの島嶼諸島を有してお

り、その広さは南北６００ｋｍになる。この中には、世界遺産になった屋久島や、生

物多様性で注目されている奄美群島など、豊かな自然に恵まれている。鹿児島大学に

期待されるものとしては、地域に貢献する大学として教育、研究がある。研究として

は、歴史、文化、伝統などの地域特性に配慮した多様な自然を生かしたもの、食料生

産に関するものなどがある、教育としては、社会人としての基礎教育、社会に対する

人材供給や研究者の育成などがある。地域貢献の在り方としては、身近な大学として

地域社会から信頼を得ることが必要である。地方創生は地域活性化により豊かな自然

を実現することであり、１次産業や観光産業などの振興を図り、歴史・文化を踏まえ

た安全安心で健康な社会に対応したものである。鹿児島の自然特性は、温暖帯から亜

熱帯への移行帯にあり生物多様性をもつ豊かな自然である。地域特性を活かした教

育・研究は、社会との連携や共通の危機意識の共有が重要であり、地域社会と運命を

共にしていることを意識して活動を展開していくことが、地域大学への期待であるこ
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となどが述べられた。 
 
（５）基調講演  清原貞夫 教育担当理事 
 鹿児島大学では、昨年の学長声明にもあるように組織改革と教育改革を現在進めて

いることが説明された。大学教育では、質の保証に繋がる教育改革を実施することで

あり、それは教育目標およびそのポリシーに則った教育システムの構築が重要にな

る。ＣＯＣ事業では、地域社会と連携して地域課題の発見とその解決にあたる人材の

育成を大きな目標においている。人材育成では、目標を明確にして課題の発見・探

索・解決を志向し続けられる実践力の育成、それに伴う質の保証が大切になる。ＣＯ

Ｃ事業は、地域課題の理解とその解決に立ち向かう地域貢献意欲を有する学生の教育

も大きな目標になっている。鹿児島大学の教育改革に伴う教育カリキュラムの編成で

は、地域志向教育を推進することにしており、これはＣＯＣ事業の目的に則ったもの

である。 
 
（６）事業概要説明  木村郁夫 かごしまＣＯＣセンター長 
 ＣＯＣ事業の概要につい事業説明が行われた。資料にあるように、ＣＯＣ事業は、 
平成２６年１０月より平成２６年度文部科学省の大学改革推進等補助金を受けて‘地

（知）の拠点事業（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‘鹿児

島大学かごしまＣＯＣセンター’として発足したこと、本事業の目的は、鹿児島大学が

地域とともに社会の発展に貢献する総合大学となるために、鹿児島県域の火山と島嶼を

有する特徴的な地域課題を自治体とともに解決し、同時に教育・研究・社会貢献を強化

した大学改革を推進することであることが述べられた。本事業の活動を通して、鹿児島

大学は地域志向の人材養成や地域の再生・活性化に繋がる教育・研究・社会貢献を強化

した大学改革を推進するものであることが述べられた。 
 
（７）パネルディスカッション 
パネルディスカッションの題目は「地域が抱える課題とその解決に向けて」であり、

住吉文夫研究担当理事がコーディネーターとなって議論を行った。始めに、住吉理事か

ら次のような事柄が述べられた。 
鹿児島大学の重要な役割として地域社会の発展に貢献する総合大学となることが挙

げられこと、そのための活動の取組の一つとしてＣＯＣセンターがあり、人口減少化

対策、少子高齢化対策、安全・安心な地域社会の構築、地域産業の活性化など多くの

地域が抱える課題があること、これらの課題に鹿児島大学がどのように関わり、課題

の解決に貢献できるか、それに対して自治体から鹿児島大学に対してどのような期待

があるのか。このような観点から、①大学との協働に関する期待、②ＣＯＣ事業の成

果を教育にどのように活用するか、の２点について議論を進めることが述べられた。 
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始めに ①大学との協働に関する期待に関して、 

 鹿児島市：新産業の創出、ビジネスモデルの創出に係ることに対する期待、鹿児島

市では、食・観光・防災が重要な地域課題であり、これらの課題解決に

対する鹿児島大学への期待がある。 

 薩摩川内市：鹿児島大学とは連携協定を結んでおり新エネルギーなどの地域課題解

決に協働して取組んでいる。薩摩川内市では、ビションでエネルギーの

利活用で連携を図りたい。鹿児島大学の研究を地域の課題に合わせるこ

とで、その協働が可能になることに期待がある。 

 与論町： 鹿児島大学は、これまで住民を対象とした生涯学習の提供などで地域に

貢献してきた。地域産業の点からは、漁業資源の有効利用とそれによる

活性化に期待していること、ＣＯＣセンターの設置で相談の窓口が一元

化されるため、総合大学としてのアイディアに期待している。 

 星野参与：地域との連携をどのように進めるのかという点に関しては、ＣＯＣセン

ターの設置でその枠組みができたと思われる。ＣＯＣ事業による具体的

な成果が見えることになれば影響も大きいと思われる。 

 

②ＣＯＣ事業の成果を教育にどのように活用するかについては、 

鹿児島市：地域志向の教育を行う中で地域課題の担い手となる学生が地域社会に

入ることで地域社会への関心が高まる。このような点から地域志向の

教育を行うカリキュラム改革に期待する 

 薩摩川内市：鹿児島県の学生については、ふるさと志向に強い関心があるものと

思われるが、地域に働く場所が少ない。このため地方創生の取り組み

が地域志向への方向転換になるのではないかと思われる。また生涯学

習は地域活性化に繋がるものであり、その取り組みに期待している。  

 与論町： 与論町には鹿児島大学与論活性化センターがあり鹿児島大学生が与論

町に滞在した学習を行っている。地域課題は共通するものがあるが、

その解決法は地域によって異なると思われる。地域課題の解決に向け

て地域住民との対話を行うことに期待する。 

木村センター長：地域課題に関する理解や貢献意欲を引き出すことに関しては、

体験学習は非常に効果が高いこと期待される。 

星野参与：地域の自然、環境などに関して誇りを持つことが大切だと考える。そ

れが鹿児島の再発見に繋がると思われる。 

 さらに、出席者の中からＣＯＣ事業の連携自治体でない出水市からの意見として 

出水市： 地域課題の一つである地域医療や産業活性化などでＣＯＣ事業の成果

を期待している。行政ではスピード感が必要であり、考える時間のあ 

る大学では、地域課題解決に向けた戦略の充実に期待している。 
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薩摩川内市：新エネルギーの利活用に関心がある。身近な課題を考えると、共同

の課題に繋がり地域への関心が深まるのではないかと考える。 

 
時間の制約もあり以上のような議論を行ってパネルディスカッションを終了した。 
パネルディスカッションに関して実施したアンケートの結果は後に示している。 

 

キックオフシンポジウム会場の案内立看板 

 

     

         キックオフシンポジウムの会場の様子 



2828 
 

   

          開会の挨拶をする前田学長 

 

   

       キックオフシンポジウムのパネルディスカッションの様子 

 

２．２．２ 島嶼シンポジウム in 与論 

かごしまＣＯＣセンターではＣＯＣ事業の展開を図るため島嶼地域である与論町で

シンポジウムを行った。シンポジウムは２月１３日、与論町中央公民館で実施した。

シンポジウムには、鹿児島大からは前田芳實学長はじめ１６名が参加し、与論町から

は、川上政雄副町長はじめ多くの関係者が参加して実施された。シンポジウムでは開

会に当たって前田芳實学長の挨拶が行われた。その後、与論町の町岡教育長により南
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町長の挨拶の紹介があった。島嶼シンポジウムの案内のポスターを資料２－１６に示

した。以下においてシンポジウムの概要を示す。 
 

（１） 前田芳實学長挨拶の概要 
この中で鹿児島大学では、平成２６年度文部科学省の大学改革推進補助金を受けて

平成２６年１０月に「地（知）の拠点整備事業」としてＣＯＣセンターを設置したこ

と、この事業の活動の一つとして与論町で開催する「島嶼シンポジウム in 与論」に多

数の方に出席をいただいたことに謝意が述べられた。さらに、典型的な島嶼地域であ

る与論町では地域産業の活性化に対する期待が大きく、新時代に対応した農水産業の

振興、食と健康、エネルギーの利活用などの課題への期待、また、恵まれた自然環境

は貴重な観光資源としての利活用が期待さることなどが述べられた。一方、島嶼水産

物の高付加価値化を可能とする鮮度維持技術の導入と活用は新しい漁獲生産・流通モ

デルとして島嶼水産業の振興に繋がることが期待されること、本日の学術講演は、イ

ンターネットの利活用による地域情報社会の利便性の向上や、長寿の健康食品として

地域の資源の利活用など地域の活性化に繋がる話題となっていることなどが述べられ

た。現在、地方創生が地域社会の重要な課題になっていることに関連して、鹿児島大

学では、大学が一丸となってＣＯＣ事業を通じて地域社会の諸課題解決に取組み、そ

の成果を地域社会の発展・活性化に繋げることが、地方創生に資する重要な役割にな

っていることなどが述べられた。 
 

（２） 南町長の挨拶（代読） 
鹿児島大学と与論町は平成１８年の診療所の与論活性化センターの発足以来連携

を続けており、かごしまＣＯＣセンターの設置は、さらに地域の活性化に繋がること

が期待される。地域課題解決は与論町において重要であり、特に水産物の高付加価値

化の課題解決は地域水産業の資源活用にとって大きな期待があること、また、地域で

の生涯学習の実施に感謝するとともに鹿児島大学には地域に貢献する総合大学として

人材育成にも大きな期待を持っていることが述べられた。 
 
（３）木村センター長の事業概要説明 
鹿児島大学では、平成２６年１０月から平成２６年度文部科学省の大学改革推進等

補助金を受けて‘地（知）の拠点事業（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‘鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター’が発足した。本事業の目的は、

鹿児島大学が地域社会の発展に貢献する総合大学として、鹿児島県域の火山と島嶼を

有する特徴的な地域課題である防災、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、観光等に関して自治体と連携して解決に取組

み、その成果を活用して教育・研究・社会貢献を強化した大学改革を推進することで
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ある。 
与論町は典型的な島嶼地域であり、地域の産業や文化の活性化研究が求められてい

る。新時代に対応した農水産の振興および「食と健康」、「島嶼」、「エネルギー」など

の地域課題についての連携が期待される。特に、島嶼水産物の高付加価値化を可能と

する技術が鹿児島大学で研究開発されているので、島嶼水産業の新しい事業を可能と

する鮮度維持技術の導入とこれを活用した新しい漁獲生産・流通モデル研究を行うこ

とにより産業の振興を推進する。 
 これまで鹿児島大学は地域とともに社会の発展に貢献する総合大学となることを目

指して取り組んできたが、自治体や地域と大学との関係は教員やプロジェクト毎の対応

であり、分散型の教育・研究・社会貢献の活動であった。これを、学長のリーダーシッ

プの下、かごしまＣＯＣセンターが統括し、自治体との協働連携を行い得られる情報を

活用して、地域志向の教育・研究・社会貢献に集約型で取り組む体制とする。ＣＯＣ事

業の活動を通して、鹿児島大学は地域志向の人材養成や地域の再生・活性化に積極的に

貢献できる大学教育改革・ガバナンス改革を推進することなどが述べられた。 
 これに関連して以下の質問があった。 

Ｑ１：ＣＯＣ事業の実施状況を具体的に説明してほしい。 
Ａ１：平成２６年度の実施計画に沿って教育・研究・社会貢献の項目に従って事業は 

進捗していることを説明した。 
Ｑ２：ＣＯＣ事業とは直接には関係なかもしれないが、桜島の大噴火が予想される中 

で、鹿児島港の機能が失われると、離島の生活に深刻な影響を与えることが考 
えられる。鹿児島大学がこのような問題について行政側に何らかの発言をする 
ことを期待している。 

 
（４）学術講演会 

⓵ 「高遅延インターネットにおけるＴＣＰスループット向上システムの研究開

発」～与論のインターネットを速くする～   
升屋 正人 鹿児島大学学術情報基盤センター教授 

 
離島である与論島のインターネットを速くするには、技術的にどのような解決方法が

あるのかについて説明が行われた。ブロ－ドバンドになってもインターネットの速度が

改善しないのは、一度に送れるデータは有限であり、データの到着を確認してから次の

データを送るためである。このため広帯域になっても一度に送れるデータは不変であり

速度の改善には結びつかない。そこで信号の通過区間を分割して往復遅延時間を短くす

るような経路の最適化を行えば、インターネットの速度を向上できることが期待される。

与論島では、この経路の最適化の方法について実験して技術的な問題を検討する予定で

ある。与論マラソンでも活用するこの技術は新しい方法であり、これから全世界への展
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開可能性を有していることが述べられた。 
 
 ⓶ 「飲料水のミネラル成分からみた長寿の要因」 
     宮本 篤 鹿児島大学共同獣医学部教授 

 
 与論町の一万人当たりの１００歳以上の長寿の方の人数は、日本一の長寿県である島

根県の約２倍であり、全国の中でも与論町は長寿の方が多いことが資料で示されている。

この要因として飲料水と土壌の関係に注目して説明が行われた。与論島の地形的特徴と

しては琉球石灰石層から構成されており土壌の pH が平均的に高い値になっている。こ

れは炭酸カルシュウムが水に溶けてアルカリ性の飲料水になっており、長寿に影響を及

ぼすミネラル成分を含むことが要因であると思われる。今後、与論島で井戸水のサンプ

リングを行いながら、飲料水に含まれるマグネシウムの有効性などに注目して長寿と飲

料水の特性を明らかにしたいことが述べられた。 
 
（５）パネルディスカッション 
住吉文夫研究担当理事がコーディネーターとなりパネルディスカッションを行った。

パネリストは与論町の川上副町長、鹿児島大学学術情報基盤センターの升屋正人教授、

鹿児島大学共同獣医学部の宮本篤教授、かごしまＣＯＣセンター長の木村郁夫教授であ

る。題目は「ＣＯＣ事業による鹿児島大学と与論町の協働について」である。議論の内

容は以下の通りである。 
 
川上副町長：鹿児島大学のＣＯＣ事業に関しては、与論町として次のような事項に注

目している。第一は、水産業に関するものであり水産物の高付加価値化は漁

業資源の有効活用や地場産業の活性化の観点からも非常に注目している。第

二はかんきつ類の生産性向上など地場産業の活性化や肉用牛などの安定供

給に繋がる連携、第三は観光であり経済効果の調査や大型ホテルの存立と観

光業の関係などについて連携して課題解決を進めたいなどの期待がある。与

論町としては、かごしまＣＯＣセンターに設置された、水産部会、農林畜産

部会、観光部会に参加して連携を進めたい。 
 
升屋教授：大学と自治体の間のシーズとニーズのミスマッチが多く見受けられる。大

学の教員は、実務に無知なことがありこの点に関して対応を考えるべきであ

る。一方、自治体側は大学の教員のおかれている状況を理解してないことが

原因として考えられるのでこの状況を改善するためには情報交換が重要だ

と思われる。ＣＯＣ事業では、地域社会に対して連携の窓口を設けたことで

開かれた大学として機能することになると思われる。 
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宮本教授：与論町の長寿と飲料水の関係について研究しているが、地場産業である与

論島の畜産業が盛んになることで生じる問題について検討したいと考えて

いる。畜産により飲料水に含まれる硝酸塩の増加などの問題とそれを改善す

る方法など環境問題について、与論町と連携して課題解決に取組みたい。 
 
木村センター長： 大学と自治体のコミュニケーションが大切だと考えている。ＣＯ

Ｃ事業により地域課題とその解決による成果の共有を図り、その結果を教育

にも活かしたいと考えている。桜島の噴火に伴う課題は、鹿児島大学の地域

防災教育研究センターとも連携して対応したいと思っている。ＣＯＣセンタ

ーに設置された地域防災・医療部会の中のメンバーは、地域防災教育研究セ

ンターの委員とも連携しており、与論町からも部会に参加して県への働きか

けなどなどに係ってみてはどうか。 
 
以上のようなパネリストの意見が述べられた後、会場の参加者からの意見について質疑

応答を行った。その概要は以下の通りである。 
Ｑ１：畜産業の糞尿の処理について与論町では堆肥センターにより行われいるが、畜

産業の処理が完全でないので飲料水への影響が懸念される。この問題点を行政

に反映してもらえないか。 
Ａ１：水処理の実態についてはこれから調査してみたい。 
Ｑ２：与論町の光ケーブルが台風時の停電で使えなくなり電話も不通になる。この場

合の防災をどうするか 
Ａ２：奄美豪雨の時は、基地局が機能しなくなった。これは事業所の怠慢にもよるが、

本土では停電が少ないことにもよる。薩摩川内市与論町では、エネルギー源の

複数化を図り多重化を行っている。 
Ｑ３：畜産業による硝酸の影響についてＣＯＣ事業では、どのように係っていくこと

を考えているか 
Ａ３：与論島の飲料水への影響が予想されるが、この問題については将来の解決に向

けて取り組みたい。 
Ｑ４：津波の防災に関して与論町の茶花地区は津波の影響が予想されているが地域住

民への説得が課題である。行政と住民の連絡網の構築にＣＯＣセンターが係る

ことを期待している。 
以上のようなパネルディスカッションを経て与論町でのシンポジウムを終了した。 
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島嶼シンポジウムで挨拶する前田学長 

 

     
         シンポジウム会場の様子（与論町中央公民館） 

 
 
２．２．３ アンケート結果 

 

（１） キックオフシンポジウムについて 
参加者から意見を収集するためにアンケートを実施した。アンケートの様式を

資料２－１７に示す。アンケートに回答してもらった参加者は鹿児島大学の関係
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者が３２名、教育関係者が２名、自治体の関係者が６名、学生が６名であった。

その結果を以下の通りである。               
              

     
            パネルディスカッションの様子 

 

     
           島嶼シンポジウムで質問する参加者 

 
図２－１はキックオフシンポジウム参加者の参加動機についての結果を示してい

る。参加者の参加動機に関しては、ＣＯＣ事業に関心があったが３６％、基調講演や

パネルディスカッションなどの内容について３８％であった。本シンポジウムはＣＯ

Ｃ事業の周知を図ることが主なものであることからそれに沿った内容が参加動機にな
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っていることが分かる。これに関連した意見として次のような意見があった。 
 

       
       図２－１ キックオフシンポジウムへの参加動機 

  ・与論にて研究を行うことがあるため  
・清原理事の講演を聞きに  
・COC 事業の研究に関っているため  
・メールでの案内を見て  
・COC 事業が業務に関わっているため 

次に鹿児島大学のＣＯＣ事業説明について、アンケート結果は以下の通りである。 
 

   
     図２－２ ＣＯＣ事業の説明関して 

 
図２－２はＣＯＣ事業の説明を行ったが理解はどのようなものであったかにつての

結果である。ＣＯＣ事業の説明に関して、内容が良く理解できたが４８％、やや理解
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できたが４８％あり、参加者には事業内の理解がえられたことが分かる。 
次にＣＯＣ事業に関連して鹿児島大学へ期待することとしてアンケートを行った。

その結果は次の通りである。 

   ― 
       図２－３ ＣＯＣ事業による鹿児島大学への期待 

 
図２－３はＣＯＣ事業を通して鹿児島大学にどのような期待があるのかを尋ねた結

果である。この結果から地域志向教育の充実への期待が２８％、地域課題への迅速な

対応が２４％、地域住民を対象にした生涯教育の実施が１３％、自治体との連携強化

が３１％となっている。ＣＯＣ事業の主要な項目についていずれも鹿児島大学に対し

て期待が大きいことが分かる。これに関連して以下のような意見があった。 
  ・地域の社会人への再教育  

・期待している  
・目に見える十分な成果  
・地域産業への貢献  

アンケートでは自由意見や要望についても記述してもらった。これらの意見は、資

料２－１８に整理して示した。 
  
（２） 島嶼シンポジウム in 与論 

平成２７年２月１３日に開催した島嶼シンポジウムにおいてもアンケート調査を実

施した。アンケートの回答者は５０名あり、その内自治体関係者が６名であった。そ

の結果は以下の通りである。 
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            図２－４ 島嶼シンポジウムへの参加動機 

 

         
            図２－５ ＣＯＣ事業に関する説明について 

 
図２－４は与論町で行ったＣＯＣ事業に関する島嶼シンポジウムについて尋ねた結

果である。シンポジウムへの参加動機については、１５％の参加者がＣＯＣ事業に関

心があったと回答している。また、７０％が学術講演に関心があったと回答してい

る。これはＣＯＣ事業の説明のときの参加者からの質問にも示されているように、地

域課題である環境問題、地域の産業の活性化、防災に対する意識などについてＣＯＣ

事業に対する関心を反映していると思われる。回答者からの意見として次のものがあ

った。  
・知人の紹介   
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・案内が来たので   
・町内案内文書にて「飲料水のミネラル成分」に興味を持ったため   

 次に、ＣＯＣ事業についてのアンケート結果を示す。      
図２－５は、ＣＯＣ事業についてのどのような理解が得られたかを尋ねた結果であ

る。ＣＯＣ事業の説明に対して、４８％がよく理解できたと回答している。また、４

１％がやや理解できたと回答している。この二つを合わせると約９割の参加者はＣＯ

Ｃ事業に対して理解を示していることが分かる。 
 次にＣＯＣ事業に関連して鹿児島大学への期待についてのアンケート結果を以下に

示す。 

      

        図２－６ ＣＯＣ事業による鹿児島大学への期待 

 
図２－６はＣＯＣ事業を通して鹿児島大学にどのような期待があるのかを尋ねた結

果である。この結果からは地域課題への迅速な対応に対する期待が３４％、自治体と

の連携強化が２８％あった。これらを合わせると約６０％が自治体の課題解決に大学

が迅速に対応することへの期待が高いことが分かる。この事は鹿児島市で行ったキッ

クオフシンポジウムの際のアンケート結果についても示されていた。本項目に関し

て、次の意見があった。 
  ・鹿児島大学 COC 事業の対象地域に与論を選んでもらった事に感謝。鹿児島大

学がこのような地域貢献に乗り出したことも感謝。地域貢献に学生の目を向け

させる大学方針へも感謝。     
・島が小さいため連携が図りやすく、研究もしやすいと思うのでその結果を是

非、実施効果が出るように推進して欲しい。与論も精一杯協力していきたい。 
・与論に長く住んでいると問題に気づきにくい。島全体で問題点を提起して改善
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していけるような事業展開を期待している。 
・与論への理解と提言、指摘に感謝。より一層の協力・援助をお願いしたい。 
・大変為になった。今後もこのような会を開いて欲しい。COC 事業に大いに期待

している。 
・COC 事業に大きな期待をしている。  
・一緒に頑張っていくので、どうか宜しくお願いしたい。  

その他アンケートに寄せられた意見をまとめて資料２－１９に示す。 
 

２．２．４ ＣＯＣ事業 第 1回 生涯学習公開セミナー 

鹿児島大学生涯学習教育研究センターとかごしまＣＯＣセンターの共催で、本事業の

社会貢献事業として第１回生涯学習公開セミナー「島づくりを担う人の育成のために大

学ができること」を平成 27 年 2月 22 日に実施した。 

このセミナーは、島嶼県である鹿児島県における島づくりを担う人材の育成のために

大学が地域のために何ができるのかについて、奄美群島を事例に、地元（与論町、奄美

市、徳之島町等）の方々と本学教員が共に考え、具体的な活動提案を導き出すことを趣

旨とし、次のプログラム内容で開催した。 

(1)趣旨説明・奄美群島の共通認識  

(2)講演「国の地域人材養成をめぐる政策の最新動向について」 

（文部科学省生涯学習政策局社会教育課企画官 水畑氏）  

(3)第 1 ラウンド「島づくりや島づくりを担う人の育成の実状について（現場紹介）」 

① 次世代の島づくりの担い手 

② 生産現場を支える島づくりの担い手 

(4)第 2 ラウンド「大学とこれから一緒にできることについて（論点と具体策）」 

③大学と現場を結ぶ回路・仕組みづくり 

(5)まとめ  

 

２．２．５ まとめ 

ＣＯＣ事業の周知をはかるためキックオフシンポジウムと島嶼シンポジウムの２つ

と生涯学習公開セミナー１つを実施した。キックオフシンポジウムは学内の関係者や学

生が参加して行われた。島嶼シンポジウム in 与論は事業連携自治体の与論町で行われ

たが、自治体からの参加者のほか地域問題に関心の高い住民の参加があり質疑応答も多

く行われた。また、公開セミナーは社会貢献事業として、本学の生涯学習の理念に則り、

大学と地域の相互理解を深める機会を創出することができた。 

ＣＯＣ事業を通して鹿児島大学が地域の大学として地域社会と連携して課題解決に

取組むことへの期待が大きいことが分かった。 
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２．３  地域志向教育研究経費による成果報告 

 
２．３．１ 地域志向教育研究経費の公募 

かごしまＣＯＣセンターでは、ＣＯＣ事業の推進に当たって地域志向に関する教育研

究課題に関して研究費を配分して、その成果の教育への反映と地域課題解決に向けた取

り組みを行っている。 その活動成果を活用した教育カリキュラムを構築して地域志向

型人材の養成を行う。さらに、生涯学習の場を充実し、養成した地域志向型人材による

持続的な地域再生・活性化を目指す。鹿児島地域の地域課題は、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、観光等があり、

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本県の持続的な発展に不可欠

である。 

 地域志向型教育研究経費の公募に際しては、その対象と支援期間を明示した。公募要

領は資料２－２に示している。すなわち、地域志向型教育研究経費は、地域を志向する

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。本経費で支援する課題の対象は、地域及び教育・研究・社会貢

献活動であり、下記の表に掲げる自治体と教育研究課題に関連するものとする。 

 

          表２－５ 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. 地域志向型科目の開発に関する調査と検討 
B. 地域活性化に繋がる観光関連科目の調査と検討 
C. 地域課題の解決を志向した学修方法開発に関する調査と検討 
D. 島嶼、環境、食と健康で地域貢献に関する教育研究 
E. 地域防災、地域医療、水で地域貢献に関する教育研究 
F. 鹿児島の自然エネルギー利活用に関する教育研究 
G. 鹿児島島嶼の水産業高利益転換に関する教育研究 

 
地域志向型教育研究経費を受ける場合は、学内外の補助金等、他からの経費助成を受

けていない課題であること、また、支援期間は採択の日から平成２７年３月までとした。 
本経費の配分においては、一つの課題に対して上限を５０万円として予算の範囲内で鹿

児島大学の専任教員を対象に公募を行うことにした。このうち、地域志向型の人材養成

や地域の再生・活性化に繋がる教育・研究・社会貢献を重視した研究や、その成果が教

育の地域志向化に繋がる課題内容に対し配分を行った。 

地域志向型教育研究経費の配分決定に当たっては、かごしまＣＯＣセンター運営委員
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会で選任された選定委員会において候補者の選定をおこなった。選定委員会においては、

応募者から提出された所定の地域志向教育研究経費申請書による書面審査で行ない、そ

の結果に基づいて候補者を選考した。その結果を学長に報告し、最終の候補者を決定し

た。候補者の課題名と所属学部は以下の表に示している。 

 

表２－６  地域志向教育研究経費の題目と配分者 

     

  

平成26年度　地域志向教育研究経費　配分者一覧

番号 申請者名 所属部局 職名
課題区分

(A-G)
対象

自治体
課題の名称

1 木村郁夫 水産学部 教授 G 与論町 与論島水産物の高付加価値流通のための教育研究

2 本村浩之
総合研究博
物館

教授 D 与論町 与論島における冬季出現魚類の多様性の解明

3 齋田 倫範
理工学研究
科（工）

准教授 E 鹿児島県 肝属川流域での水害・土砂災害防除のための水文観測

4 安達貴浩
理工学研究
科（工）

教授 E 鹿児島県 鹿児島県内の河川流域における地域防災力向上のための研究

5 侯　德興 農学部 教授 D 鹿児島県 鹿児島地域機能性食材を活用した食と健康に関する研究

6 石塚孔信 法文学部 教授 D 薩摩川内市 甑島と薩摩川内市本土地域の自然・人文・経済環境の評価

7 升屋正人
学術情報基
盤センター

教授 D 与論町 地域活性化イベントのインターネットライブ中継

8 酒匂一成
理工学研究
科（工）

准教授 E 鹿児島県 しらす斜面・盛土の浸透破壊に対する安定性に関する研究

9 根路銘安仁
医歯学総合
研究科

准教授 E 与論町
異文化フィールド調査早期体験が医療系学生の地域志向に及ぼす研
究

10 宮本篤
共同獣医学
部

教授 D、E 与論町
与論島の長寿の理由を島の水および特産物に含まれるミネラル成分
より検討する

11 河原康一
医歯学総合
研究科

講師 D 鹿児島県 喜界島産潤命草の抗がん予防食品としての新規開発

12 萩野誠 法文学部 教授 A 薩摩川内市
薩摩川内市過疎地帯におけるコミュニティ・ビジネスによる地域再生
：地理情報システムデータ作成とその応用モデル

13 寺岡行雄 農学部 教授 F 鹿児島県 鹿児島の再生可能エネルギー利活用推進に関する研究

14 岩井　久 農学部 教授 D 鹿児島県
ウイルス病の効率的診断と防除によるパッションフルーツの生産性向
上の試み

15 山城徹
理工学研究
科（工）

教授 F 薩摩川内市 マグロ養殖の生産向上への自然エネルギーの利用に関する検討

16 金坂弥起
臨床心理学
研究科

准教授 C 鹿児島市
小規模中学校が抱える教育課題の解決に向けた臨床心理学的グ
ループワークおよび実務教育プログラムの開発

17 加古真一郎
理工学研究
科（工）

助教 C 与論町 粒子追跡モデルを用いた与論島における漂着ゴミの発生源の推定

18 濱田季之
理工学研究
科（理）

准教授 D 鹿児島県
紫尾山麓に群生するキリエノキ由来の黒毛和牛食中毒死原因物質の
探索

19 菊地聖史
医歯学総合
研究科

教授 E 鹿児島県
鹿児島県における大規模災害時の歯科医療体制の現状把握ならびに
鹿児島県と鹿児島大学の協力体制の構築・強化の検討

20 萩野誠 法文学部 教授 B 与論町
与論町における映画「めがね」によるロケ地観光の実態調査：鹿児島
県内のロケ地観光開発のモデル化事業

21 藤田志歩
共同獣医学
部

准教授 D 鹿児島県
過疎集落における野生動物による農業被害の実態と住民の野生動物
に対する意識
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          図２－７  地域志向教育研究経費の課題分野と課題数 

 

図２－７は採択された地域志向研究経費の課題分野ごと課題数を示している。この中

でＡ（地域志向型科目の開発に関する調査と検討）、Ｂ（地域活性化に繋がる観光関連

科目の調査と検討）、Ｃ（地域課題の解決を志向した学修方法開発に関する調査と検討）

は、いずれも地域志向型の教育に直接繋がる教育科目の開発に関するものである。今回

の教育研究の公募期間が短かったこともありこれらの課題への応募が少なかったこと

が考えられる。一方、Ｄ（島嶼、環境、食と健康で地域貢献に関する教育研究）と Ｅ

（地域防災、地域医療、水で地域貢献に関する教育研究）の課題については、最も応募

者も多く採択件数も多かった。これらの課題項目は、大学の重点研究分野として、多く

の教員が取り組んでき課題に対応している。教育研究費の公募期間が短かったこともあ

り短期間での申請書の作成に対応しやすかったと思われる。しかしながらこれらの課題

は地域の問題に密接に関連するものであり、その成果が学生の教育や地域社会の課題解

決に直接に反映される内容となっている。 

さらに、Ｆ（鹿児島の自然エネルギー利活用に関する教育研究）と Ｇ（鹿児島島嶼

の水産業高利益転換に関する教育研究）は、地域課題としては、新しい分野であり短期

間の申請期間での対応が少し難しかったと思われる。いずれの課題も地域の抱える問題

に結びついており課題解決に取組むなかで自治体との連携による地域社会への貢献、そ

の成果の教育への反映による地域志向の人材育成に寄与するものと思われる。 

以下に、各地域志向教育研究課題についての活動成果を示す。 

 

２．３．２  地域志向教育研究経費による成果報告 
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研究の背景と目的

目標の達成および成果

・所属：水産学部
・氏名：木村郁夫
・地域志向教育研究経費区分（G）

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

与論島水産物の高付加価値流通のための教育研究

本研究の内容と成果を以下に報告する。
１）与論島水産業の技術課題や開発が必要とされる技術内容に関する調査

与論島水産業の課題は、島嶼圏水産業の代表的な課題を包含している。与論町漁業集落との共同研究「与論
島水産物の鮮度維持研究」にて、与論島水産物で高価値を得るために必要な技術開発の内容や漁獲から加
工・流通に関するシステム開発が必要であることを確認した。（3月14日研究成果概略報告。報告書作成）この
調査結果はCOC事業に引き継ぎ推進する。地域志向科目「水産食品加工・保蔵学」、「海洋資源利用学」、

「Fisheries food Science」、「水産業の課題と未来」、「食と健康教育コース」授業に反映させる予定である。
２）与論島水産業関係者、自治体との課題確認検討会の開催。
①与論町との打合わせ（12月11日 南町長、川上副町長他 職員同席、 酒匂漁協組合長同席）

COC事業全体の進め方に関する打合せを行ったが、その中で与論町漁協・漁業集落との研究事業や漁業者の
教育プログラムについて計画を紹介した。鹿児島大学の奄美群島研究拠点与論島水産実験室として、与論町
漁協の加工場を使用させていただくことも確認した。COC事業で学生や漁業者の学習の場として利用する。

②与論島漁業者打ち合わせ（12月10日、3月14日 於：与論町漁協）
12月10日：漁協へのCOC事業内容の説明を行い、活動予定について相談した。また、加工場を鹿児島大学の
奄美群島研究拠点与論水産実験室として使用することについて要請し快諾を得た。ここには鹿児島大学が準
備した急速冷凍機を設置し、これまで与論町漁業集落と鹿児島大学が共同で行ってきた研究成果の実用化試
験を今後共同で行い、学生と漁業者による「水産物の高鮮度維持技術」に関する学習の場を構築する。
3月14日：本研究事業の鹿児島大学のメンバー（野呂忠秀教授、江幡恵吾准教授、塩崎一弘助教、木村郁夫
教授）および佐久間美明教授が参加し、与論島漁業に関連した研究内容の紹介を行い、その内容について討
議を行った。漁業者の方からは、研究の内容について、与論島の水産未利用廃棄物の有効活用を目指した生
理活性物質の探索や漁業技術、藻場回復への取組み、高鮮度凍結品評価と技術構築について質疑があった。
３）「かごしま島嶼の水産業高利益転換に関する教育プログラム」内容の作成と提案、教育プログラム準備。
3月14日の与論町漁協・与論町との打合せや「与論島水産物の鮮度維持研究」をベースに来年度提案を行う。

今後の課題：
本研究調査で確認した与論島漁業の課題点を整理し、それを解決する研究活動、および学習の場を準備する。

漁業者との情報交換や技術セミナー等の場を設定するが、漁業者が参加しやすい条件（漁が終了した後）を確認し
対応する。
「かごしま島嶼の水産業高利益転換に関する教育プログラム」の内容を漁業者とともに確定し、教育プログラムを

準備する。

島嶼圏の水産業は、「大消費地が遠く、高鮮度を保った状態で流通することが困難」、「消費が主に島内に限られ、漁
獲が集中すると価格は暴落する」、「台風などの気象状況によって漁獲が不安定となり、安定した供給が望めない」な
どの問題がある。島嶼圏の優れた水産物を品質良く、遠隔の大消費地に安定的に届けるための研究や技術開発が
必要である。また、与論島の水産環境に関する「藻場」や「漁業」に関する調査研究が求められる。本研究・調査では
島嶼圏水産業がかかえる課題に打ち勝つための技術構築と実用化のために水産物の鮮度維持、加工、流通、環境
保護と改善、漁業に関する研究調査を行う。学生および漁業者、加工流通業者、自治体関係者と本研究事業を行い、
成果を普及させる学習の場を提供し学生および水産業に係る人材の育成を目的とする。
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研究の背景と目的

目標の達成および成果

・所属 総合研究博物館
・氏名 本村浩之
・地域志向教育研究経費区分（D）

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

与論島における冬季出現魚類の多様性の解明

与論島周辺海域と陸水域における魚類の種多様性については、これまでまったく知られていなかった。
申請者らは2011年から2014年にかけて春～秋季の80日間、同所で魚類相調査を行い、2014年3月にその成果
として多くの日本初記録種や新種を含む111科697種の魚類を報告した。

春～秋季に与論島に出現する魚類の種多様性はおおむね明らかになったが、冬季に出現する魚種や個体
群の大きさはまったく知られていない。冬季における同島の魚類多様性調査を実施し、春～秋季に南方か
ら黒潮によって運ばれてきた魚が冬季には死滅していないか、あるいは冬季も定住している魚種がどの程
度存在するかを明らかにする。

2015年3月13日から20日にかけて与論島の魚類相調査を行った。魚類の同定はひじょうに難しく、標本が
なければ正しい同定が困難な種が多い。そのため、魚類相の記録は標本に基づくものでなければならない。
標本用の魚類は、市場における買い上げ、釣り、投網、潜水などによって収集された。釣りは浅海、深海、
昼、夜と様々な場所、方法で行われた。過去3年間にわたって、春季から秋季に魚類相の調査を行ってきた
が、今回の調査でも比較のために過去の調査とほぼ同じ方法で行った。
調査の結果、約340個体の魚類が採集された。正確な種数は今後の同定作業が終わり次第、公表したい。

今回の調査によって採集された次の14種が与論島からの初記録となった。アミキカイウツボ、ノコギリヨウ
ジ、イロカエルアンコウ、ムギイワシ、ヤミテンジクダイ、イソフエフキ、ハマダイ、ノトイスズミ、ルリ
メイシガキスズメダイ、イソスズメダイ、リュウグウベラ、ケショウギンポ、ハナカエルウオ、ウロコベニ
ハゼ。このうち、イソスズメダイは奄美大島以南の琉球列島ではきわめて稀に出現する種で、伊江島など数
か所から記録されているに過ぎない。与論島でも過去の調査では見つかっておらず、今回、採集された個体
の由来を分子などを用いて調べることが今後の課題である。また、琉球列島初記録のヒシダイが水深200～
500 mから採集され、本種が南日本に広く分布することが明らかになった。さらに、日本からは記録がない
ハタ科イズハナダイ属の1種（右下写真）が水深13 mから採集された。本種の分類学的検討を行い、新標準
和名の提唱を伴う詳細な記載を行う予定である。
水中観察における魚影の濃さは、やはり夏季より薄いもの

の、種多様性は冬季においてもそん色ないと思われる。ただ
し、リーフ内の岩礁やサンゴ礁域に多く生息しているベニハ
ゼ属、テンジクダイ科、およびメギスを除くメギス科などの
小型種は、夏季と比べて、冬季の個体数と出現種数が著しく
減少していることが明らかになった。一方、スズメダイ科や
ベラ科など遊泳性が強い魚種においては季節による個体数や
種数に変化はみられなかった。

冬の与論島周辺海域は時化や高波、うねりのため調査することが難しいが、同時期のリーフ外の魚類相
についてより詳しく調べることができれば、冬季のみリーフ内で見られなかった魚種がリーフ外に移動し
ているのか、あるいは死滅しているのかが明らかになりそうである。冬季の魚類調査は天候に左右されや
すいが、きめ細かい長期の調査を実施することが、与論島海域で再生産している可能性がある魚類を特定
するための第一歩となると期待される。
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研究の背景と目的

目標の達成および成果

・所属：理工学研究科海洋土木工学専攻
・氏名：齋田 倫範
・地域志向教育研究経費区分（E）

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

肝属川流域での水害・土砂災害防除のための水文調査

水害による被害の軽減には，ハード対策のみならずソフト対策が不可欠である．ソフト対策における適切
なシナリオ作りには，降雨流出過程の実態把握が重要となるため，鹿児島県内の河川を対象とした水文・
流出過程の解明が喫緊の課題である．本事業では，降雨流出特性を評価可能な一連のシステムを構築する
ことを目的とし，以下の内容を中心に実施した．
①継続的な水文データ取得体制の構築
②流域における降雨流出過程を予測するためのモデルの高精度化

本年度は以下の研究を実施した．
①分布型山地降雨流出解析モデルにおける土壌水分動態予測精度の向上に必要な観測データを得るた
めに，肝属川水系・串良川最上流部の小流域（鹿児島大学農学部付属高隈演習林）を対象とした実地
調査に着手した．平成26年度の事業では現地踏査を中心に実施した．また，現地調査で得られる情報
をフィードバックするため，数値モデルの整備も併せて行った．具体的には，国土地理院の縮尺2万5
千分の１地形図の等高線データから10mおよび20mメッシュのDEMを作成し，山地降雨流出解析モデル
に適用した．これにより，降雨データを入力すれば現地調査対象小流域からの流出流量を評価できる．
②分布型山地降雨流出解析モデルの精度検証を行うとともに，田畑などの土地利用の影響を考慮可能
にした．水文データが充実している川内川上流域を対象とした検討により，出水時の水位と流量の変
動に関しては既有のモデルによって比較的良好に再現できることを確認した．さらに，より実態に則
した水文現象をシミュレートするため，鹿児島県における圃場の計画雨量を参考にして農地の排水機
能を降雨流出解析モデルに追加した．

①調査対象小流域では，活発な土砂流出によって水位計測に支障が生じると予測されるため，一般的な水
位計測法にとらわれず，画像を利用した方法などの簡易的な水位計測についても検討を行う．
②農地排水モデルに加え，山地部における不飽和浸透流の考慮など，分布型山地降雨流出解析モデルの更
なる改良と現地調査結果に基づくモデルパラーメータの見直しが必要である．

図-2 農地モデル導入による流出形態の変化
（農地の処理：左図；無，右図；有）

図-1 調査対象流域の地形写真-1調査対象流域下流端
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研究の背景と目的

目標の達成および成果

・所属：理工学研究科海洋土木工学専攻
・氏名：安達 貴浩
・地域志向教育研究経費区分（E）

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

鹿児島県内の河川流域における地域防災力向上のための研究

奄美豪雨災害，8・6水害，北薩豪雨災害等のように，鹿児島県では，計画規模を超える豪雨によって甚
大な洪水被害が生じている．このような想定外の豪雨に対しハード対策のみでは自ずと限界があり，また
地域の特性を考慮した対策も必要となってくる．以上のような状況を考慮して，本事業では，鹿児島県内
の河川流域における地域防災力向上を目的として研究を実施する．平成26年度は，以下の内容を実施した．
①平成18年7月豪雨において救助を要した住民の方を対象にアンケート調査を行い，適切な避難行動がとら
れない理由を明らかにする．
②簡易な河道形状観測手法を確立する．

本年度は以下の研究を実施した．
①洪水の際に，適切な避難行動ができず，人的な被害が生じることも少なくない．このため，平成
18年7月豪雨において救助を要した住民の方が多く居住する地域においてアンケート調査を行った．
3月6日にアンケートを配布し，3月18日時点で2割程度のアンケートが回収されている．詳細な検討は，
次年度以降実施する予定であるが，アンケートの結果，平成18年7月豪雨時の被害状況，避難状況と
避難した理由，救助を要したかどうか，水害に関連する意見等の情報を収集することができた．
②河川では経年的に河道形状が変化するが，離島河川や甲突川のように，洪水氾濫が生じた場合の
被害が甚大であるにもかかわらず，地形形状が計測されていない河川が鹿児島県には数多く存在する．
一般に河道形状の計測には，多くの労力とコストが必要なことを考慮して，本事業で簡易な河道形状
観測手法について検討を行い，観測体制を構築した（下図参照）．

①アンケート結果のとりまとめを完了し，まずは川内川流域での地域防災力向上に何が必要であるかを明
らかにする予定である．
②構築した河道形状の簡易計測手法には，改良の余地があり，今後，検討したい．

写真-1 河道形状計測に活用する測深器搭載ボート 写真-2 高水敷での測量の様子
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研究の背景と目的

目標の達成および成果

・所属 農学部 生物資源化学科
・氏名 侯 徳興、坂尾こず枝
・地域志向教育研究経費区分（Ｄ）

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

鹿児島地域機能性食材を活用した「食と健康」に関する研究

健康志向が高齢社会において益々広がっており、地域自治体も食による「健康長寿まちづくり」事業を

立ちあげています。鹿児島地域には豊富な健康な食材があります、これを推進する可能性が極めて大きい

です。しかしながら、鹿児島地域にある多くの食材に関する機能性または機能成分のデータは、まだ整備

されていません。そこで、本課題では、まず、鹿児島地域に代表的な地域食材であるボタンボウフウ（南

さつまエリア）、ハンダマ（奄美エリア）を取り上げて、その機能性を解析し、情報を地域社会に還付し、

健康野菜として利用を推進します。

ボタンボウフウ（南さつまエリア産）やハンダマ（奄美エリア）の機能性（総ポリフェノール定量、

抗酸化能、糖質分解酵素の阻害活性、脂質分解酵素の阻害活性）を分析し、健康に資する機能を明ら

かにすることを目標としています。まず、ボタンボウフウ（南さつまエリア産）の葉、茎と根を採集

し、お湯、水とアルコール溶媒でそれぞれ機能性成分を抽出し、上記の機能性の分析を行いました。

その結果、ボタンボウフウの葉において総ポリフェノール含量、DPPHラジカル消去能および酸素ラジ

カル吸収能(ORAC) は、茎や根に比べ、いずれも高い値を示しました。よって、葉が最も機能性を有

することを明らかにしました。さらに、その主要な抗酸化成分は、クロロゲン酸であることも明らか

にした。また、抽出溶媒を検討した結果、お湯抽出物では、総ポリフェノール含量、DPPHラジカル

消去能）、酸素ラジカル吸収能(ORAC)、クロロゲン酸含量が最も高い値を示した。アルコール抽出物

は、リパーゼ阻害活性、α‐グルコシダーゼ阻害活性が最も高い値を示した。

また、ハンダマ（奄美エリア）について生葉、乾燥物（天日、凍結乾燥、加温乾燥）に対する総ポ

リフェノール定量および抗酸化能の評価を行った。生葉の抽出物には、総ポリフェノール含量と

DPPHラジカル消去能が最も高い値を示した。

これらの成果は、ボタンボウフウやハンダマの機能性を明らかにするものと共に、これらの地域食

材の機能性を生かし、食と健康づくりの地域社会に貢献するものでもあります。

本課題は、鹿児島地域に存在する豊富な食材の機能性を明らかにするためのパイロット的なものです。

この課題を通じて得られた解析手法を用いて、鹿児島地域に存在する他の多くの食材の機能性解析および

データベース作りに展開していきたいと思います。また、得られた知見は共通教育地域科目と農学部専門

科目の講義内容に反映させていきたいと思います。
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・甑島は、合併して薩摩川内市となって10年が経過している。この間、川内甑島航路が就航し、平成29年度
を整備目標とする藺牟田瀬戸架橋（中甑～下甑）建設も進んでおり、甑島の地理的一体化が進みつつある。
一方で人口の減少と高齢化は、本土地域よりも進んでおり、集落活動の維持の困難さとその早急な対応に
ついて本土地域との調整と共に対応が必要となっている。
・少子高齢化という離島で顕在化している課題への取り組みと平成26年度の国定公園指定を踏まえて地域
活性化の鍵を握る観光の可能性を探る。
・甑島全体で歴史的な経緯を踏まえて公共施設の配置を含めて均衡ある地域計画を模索する。
・甑島を含む薩摩川内市全体を見通した均衡ある地域政策を検討する。

・甑島全島及び島内町別の人口、世帯数、世帯人口及び産業別人口のデータを整理し、時系列の推移を
みながら、少子・高齢化の現在の状況と将来の推移を薩摩川内市の本土地域や鹿児島県全体さらに全国
のデータと比較して、甑島の特性を顕在化させた。
・人口構成の推移から、集落を維持していくための可能性を検討し、年齢構成の推移から小中学校の教
育活動や高齢者福祉のあり方について考察するための基礎データを整理した。
・甑島の産業構造を分析し、労働人口の受け皿としてどのような方策があるかを検討するためのデータ
を整理した。
・甑島及び本土地域の地域資源のシーズを掘り起こすために現地調査を行い、自然・歴史・経済の状況
を把握するための端緒とした。
・平成27年3月の国定公園指定を踏まえて地域活性化の鍵を握ると思われる観光の可能性を探った。
・甑島全体で歴史的な経緯も踏まえて公共施設の配置を含めて均衡ある地域計画を模索するための基本
的な考え方を検討した。

研究の背景と目的

目標の達成および成果

・所属 鹿児島大学法文学部
・氏名 石塚孔信
・地域志向教育研究経費区分（D）

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

・1月～3月の短い期間では、甑島の全体像を基本的なデータから把握することと現地調査で全島を回って現
状を見ていくという作業で手一杯であったので、本研究の目的である甑島と薩摩川内市本土地域の自然・人
文・経済環境の評価についての本格的な検討は、これからということになる。
・これまでに入手した基本データや資料を詳細に考察・検討し、さらに、現地調査を続けることによって、
現状の詳細な検討を行い、甑島版の地域活性化のための離島モデルを模索していく。
・さらに、薩摩川内市の本土地域の調査も進めて市域全体の均衡ある地域計画について検討していきたい。

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

甑島と薩摩川内市本土地域の自然・人文・経済環境の評価
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研究の背景と目的

目標の達成および成果

・所属 学術情報基盤センター
・氏名 升屋正人・下園幸一
・地域志向教育研究経費区分 D

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

地域活性化イベントのインターネットライブ中継

毎年３月に開催されるヨロンマラソンは、参加者が1,000名を超える一大イベントである。テレビ・ラジ
オでの中継は行われないが、与論町内外の多くの関係者に注目されている。このイベントをインターネッ
トライブ中継する。マラソン競技の性格上、複数拠点からの同時多元中継が必須となる。これまで皆既日
食中継や自転車競技中継などを実施してきた経験に基づき、地域住民と学生を協働させ、地域にインター
ネットライブ中継のノウハウを蓄積させる。これにより、次回以降のヨロンマラソンのほか、各種のイベ
ントのライブ中継を住民自らが行うことができる体制作りに寄与する。

コース内の４カ所（スタート・ゴール、町富建設
付近、南建設付近、翔龍橋付近）に設置した固定カ
メラとランナーの頭部に装着した移動カメラにより
５元中継を行った。
固定カメラからの映像は与論町役場環境課内に設

置した中継ブースにインターネット回線（IPv6）を
用いて伝送し、AVミキサーにより合成した映像を、
ライブ映像配信機によりYouTubeライブを用いてイ
ンターネットに配信した。移動カメラの映像はモバ
イルバッテリーを接続したライブ映像配信機とモバ
イルルータをランナーに持たせ、携帯電話回線より
YouTubeライブを用いてインターネットに配信した。
これらの映像配信をまとめて視聴できるホームペー
ジ（右図）を用意し、URL（http://yoron.tv/ym/）を
事前に関係各所に通知した。ホームページ上では、
最後尾伴走車に搭載したGPS装置を用いて最後のラ
ンナーの位置情報も表示した。
鹿児島大学からは教員２名と学生６名が参加し、

各中継拠点での撮影と送出映像生成を主に担当した。
与論町内からは与論高校生徒１０名とNPO関係者等
３名が参加し、与論高校生徒はカメラの操作及び
ゴール地点と翔龍橋付近の中継におけるランナーに
対するインタビューを担当した。

ヨロンマラソンは毎年開催されるイベントであるため、与論町からは来年度以降も引き続きインター
ネットライブ中継に取り組みたいという要望がある。できるだけ少人数で中継を行うためには、拠点数を
減らすしかないが、今回の知見に基づき、１ないし２箇所の拠点からの中継およびランナー目線の映像中
継に取り組みたい。また、機材の設定を確実に実施しておけば、現場での作業は配線のみであり高校生で
も設置及び操作ができると思われる。将来的には与論町民のみでの実施を図りたい。

図：ヨロンマラソン中継ホームページ

NPO関係者はホームページの作成と、移動中継、
最後のランナーの位置情報送出を主に担当した。こ
のほかにも、与論町役場や与論町内の工事業者等に
協力をいただいている。
ヨロンマラソンのインターネットライブ中継の試

みはこれまでも行われているが、中継拠点・参加人
員とも今回が最大の規模となった。大学が持つ技術
を活かした地域活性化において、地域住民と大学の
協働が有効であることを示すことができたと思う。
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研究の背景と目的

目標の達成および成果

・理工学研究科
・酒匂一成
・地域志向教育研究経費区分（E）

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

しらす斜面・盛土の浸透破壊に対する安定性に関する研究

鹿児島県には，しらす斜面，しらすで築造された盛土や河川堤防が多く存在する。近年，特にしらす河川
堤防などで浸透破壊に対する安定性が低い箇所が報告されている。そこで，本研究では，しらす材料の浸
透性破壊に対する安定性に関する研究に取り組んだ。研究目的を以下に示す。

①しらす斜面・盛土の浸透性破壊に対する安定性に関する検討と室内試験
②しらす等で築造された河川堤防の浸透破壊に関する特徴のまとめ

本研究では，しらすからなる自然斜面や盛土の浸透性破壊に対する安定性に関する研究を行った。今
年度は，主に①浸透性破壊に対する安定性に関する検討とそれに関連する試験，②しらす等で築造さ
れた河川堤防の浸透破壊に関する特徴についてまとめた。

①しらす斜面・盛土の浸透性破壊に対する安定性に関する検討と室内試験
・不飽和土中の浸透力や浮力を考慮した斜面安定解析手法の検討
従来の斜面安定解析では，地下水位以下においてのみ浸透力や浮力を考慮していたが，実際には，
地下水位以上でも浸透挙動は生じていることから，不飽和領域における浸透力や浮力を考慮した
斜面安定解析手法を検討し，より合理的な安定性評価を行うことが可能となった。

・浸透性破壊を考慮するために必要な不飽和土に関する保水性試験およびせん断試験を実施し，不
飽和土中の浸透特性および強度特性を把握した。

・細粒土を団粒化させる薬剤を用いて，地盤の浸透特性がどのように変化するかを室内定水位透水
試験により検証した。薬剤の量により，斜面内への水の浸透量が変化することがわかった。

②しらす等で築造された河川堤防の浸透破壊に関する特徴のまとめ
・川内川河川事務所の資料によると，川内川流域の地質については，川内川流域のほぼ全域がしら
すに覆われており，多くの堤防はしらす地盤上に築造され，また，盛土材としてしらすが利用さ
れている部分があることがわかった。また，災害の約6割が，侵食・洗掘によるものであり，そ
のほかにのり面の陥没やのり尻および表層部（土羽部）の崩壊が約2割，漏水が約1割であること
がわかった。現在の河川堤防の改修事例としては，河川水の邸内への浸透を防止するための遮水
シートを川表ののり面に敷設する堤防強化対策などが行われている。

不飽和浸透を考慮した斜面安定解析手法，不飽和土の浸透特性や強度特性を把握するための土質試験の成果
などをもとに，しらす斜面・盛土の浸透破壊のメカニズムを明らかにしたい。実際の被災事例から，その原因などに
ついてさらに分析し，しらす堤防の調査，設計，施工に関するマニュアルへ研究成果を反映させたいと考えている。
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研究の背景と目的

目標の達成および成果

・所属 医歯学総合研究科離島へき地医療人育成センター
・氏名 根路銘 安仁
・地域志向教育研究経費区分（E）

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

異文化フィールド調査早期体験が医療系学生の地域志向に及ぼす研究

与論島は南北600㎞にわたり広範囲に島嶼が散在している鹿児島県の最南端に位置し県本土と異なる文化
が存在する。医療分野ではコミュニケーションが重要であるが、言語「方言」の壁が存在する。また与論
島は死生観が異なり、県本土や全国の自宅死率1割前後に比し約7割と非常に高く、高齢者社会を迎える
2025年問題での一つの解決法のモデル地域である。
1年次の共通教育科目「大学と地域」と連動し、入学後間もない医療系学科の1年生が島嶼地域でのフィー
ルド調査の早期体験を行う。多様な価値観および言語「方言」の理解を通じてコミュニケーション能力の
向上等の地域志向型医療人の養成への教育効果を研究する。

１ 地域志向性への教育効果
a 多様な価値観・方言の理解

医療は疾病を治すだけではなく、その地域の文化や言語を理解した上で地域の方の生活や健康を守
り、寄り添い、そしてその人自身の人生や生活、宗教などの背景全体を診る必要があること実習を通
じて理解したことが事後レポートで確認できた。

b 死生感の理解
人が亡くなった時、魂は肉体を離れその場に残り、自宅で死ねない場合には成仏できないと考えら

れていることの理解に加え、洗骨など埋葬儀礼を通じて先祖崇拝し、魂を大事にする宗教観にも学生
は到達できていた。

c 方言の理解を通じたコミュニケーション能力向上
方言の調査で対応表を作成するだけでなく、住民との会話でコミュニケーション能力を向上し、与

論の産科事情、台風の影響など他の医療事情についても調査していた。
異文化フィールド調査早期体験により、当初想定していたよりも地域医療についての理解は深まってお
り、地域指向型医療人の育成への教育効果はあると考えられた。しかし、今回の8名と少数から得られた
結果では、評価に限界がある。

異文化フィールド調査早期体験は専門的医療知識がない1年生においても、地域医療についての理解は深ま
り、かつ専門学習への意欲も高めており、教育効果は高いと考えられた。しかし、今回の少人数の結果だけで
は評価には限界があり、継続的な実施により評価が定まるものと考えられた。
また、多職種合同での実習であったが、1年生であったためか各専門性からの参加者への影響が明確でな

かった。専門的知識を得た後に地域を再訪し実習したいとの意見もあり、専門教育を受けた後の互いに影響を
受けるようなプログラムを提供する継続的な地域医療教育環境を整備実施していきたい。

２ 地域社会への貢献
a 方言対応表の作成

与論パナウル診療所には、鹿児島大学病院をはじめ日本各地から医療者が
研修にきており、住民とのコミュニケーションをとる際に役立つものが作成
できたと考える。本表が役立つかは今後評価が必要である。

b 地域医療勤務へのつながり
地域医療への興味、勤務志向は実習後に高まっていた。今回の少人数の結

果だけでは評価には限界があり継続的な実施による評価が必要である。
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研究の背景と目的

目標の達成および成果

・所属 共同獣医学部
・氏名 宮本 篤、白石光也
・地域志向教育研究経費区分（D）

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

与論島の長寿の理由を島の水および特産物に含まれるミネラル成分より
検討する

与論町は1万人当たりの100歳以上の長寿の方が18.8人(H22年)と、日本一の長寿県である島根県の9.0人(H24
年)の約2倍の長寿の町である。与論町の近くには最長寿の町の徳之島・伊仙町(29.8人,H26年)があり、２つの町に
は共通した長寿の要因があるものと思われる。
今回、その長寿の要因を島の水に含まれるミネラル、特にカルシウム(Ca)とマグネシウム(Mg)に焦点を当て、島の

地形的特徴と、島の上水道およびその原泉の水を調査・分析することにより、与論町および伊仙町の共通点を明ら
かにし、長寿とCaおよびMgとの関係を明らかにすることを試みた。

本研究を遂行し、下記の事が明らかとなった。

1. 与論島および徳之島では、アルカリ性水質に成り易い石灰岩が島全体の約半分を占め、また酸性
水質に成り易い花崗岩が10-25%程度であり、島の成り立ちが両島で似ていることがわかった。

2. 与論島の場合、海水淡水化施設（H13年使用開始）により複数の原泉から水が1カ所に集められ、
適正化された上水道が島全体に配給されている。その水源は、石灰岩が多くを占める島東部の平
たん地に位置し、原泉水から得られた水硬度は300を超えていたが、上水道では約200に抑えられ
ていた。原泉水のpHは弱アルカリ性であり、上水道も弱アルカリ性であった。町民は弱アルカリ
性の硬水を日常飲用しているものと推察された。

3. 徳之島の場合、地域ごとに簡易水道が整備されており、そのため住民は地域により異なる水質の
水を飲用していることになる。中でも伊仙町は土壌として石灰岩が多くを占める処に住民が生活
しており、弱アルカリ性の硬水を日常飲用しているものと推察された。一方、天城町は花崗岩が
多くを占め、水のpHは弱酸性示し、今回水の硬度を調べることは出来なかったが、伊仙町よりも
相対的に低い硬度の水を飲用しているものと思われた。

4. 以上の結果より、両島の多くの住民は水道水より日常的に弱アルカリ性の硬水を飲用しているも
のと思われ、島外の住民に比べ多くのCaおよびMgを摂取している可能性が強く示唆された。徳之
島の場合、伊仙町で水の硬度が特に高い傾向にあることから、この地域の100歳以上の長寿の方が
29.8人と他地域と比べても高い理由の一つの要因と推察された。

今回、可能なら与論島および徳之島の住民の方々より24時間尿を採取し、この地域の住民の体内に取り
込まれているCaおよびMg量を計算出来ればと思っていたが、日程調整が出来なかった。次年度は与論島、
徳之島および鹿児島市に住む住民より尿を採取し、直接体内に取り込んでいるCaおよびMg量が多いことを
証明し、その効果を明らかにしたい。
島の地域住民の方々にもこの成果を伝えるシンポジウム等を開催するとともに、大学の学生にも地域の

問題として、両島の水のミネラル成分が長寿へ及ぼす影響について周知したい。
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研究の背景と目的

目標の達成および成果

・医歯学総合研究科分子腫瘍学分野
・河原 康一
・地域志向教育研究経費区分（D）

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

喜界島産潤命草の抗がん予防食品としての新規開発

喜界島のサンゴ土壌で栽培される潤命草は、クロロゲン酸等の特異な機能性成分を数多く含むことから、未
知の疾患予防効果と、それによる特徴的な商品開発の可能性がある。我々は腫瘍進展を抑制する機構として核
小体ストレス応答を見出し 、この応答が副作用に関与するDNA損傷を誘発しない、魅力的な癌治療標的と考え
るに至った。そこで新規に核小体ストレス応答を起こす抗癌剤のスクリーニングシステムを構築し、喜界島産
潤命草エキスにこの応答を誘導し抗癌につながる活性を見出した。そこで、本研究では喜界島産潤命草がもつ
抗癌薬理作用を解明し、1)健康食品として新たな効能を追加し、商品価値を高めること、2)抗癌治療薬となる
成分の特定を目的とする。

潤命草抽出物には自家蛍光物質が含まれており、これによって核小体ストレス応答を検出する蛍光を疑陽性
として検出した可能性がある。しかしながら、この抽出物を細胞へ添加すると、核小体ストレス応答によって
起こるp53の発現増加がみられたことから、自家蛍光とは別に、核小体ストレス応答を誘導する化合物も同時
に含まれることも予想される。そこで、潤命草抽出物に真に核小体ストレス応答を誘導し、発がん抑制成分が
含まれるかを再検証する。核小体ストレス応答を誘導する活性が確認された場合は、1)潤命草抽出物が癌細胞
の増殖を抑制するか、2)核小体ストレス応答を誘導する化合物の単離 等の検討によって、潤命草抽出物を抗
癌予防食品として、化合物は抗がん治療薬として開発を進める。

①潤命草抽出物は核小体ストレス応答を誘導し、癌抑制因子p53を増加させる
我々は、腫瘍化進展を抑制する核小体ストレス応答を蛍光シグナルとして検出できるレポーターシステムを

作製し、様々な植物、海洋生物等の天然物有機成分をスクリーニングしたところ、喜界島産潤命草抽出物に高
い活性を検出した（図1）。さらに、核小体ストレス応答は癌抑制因子p53を増加させ、腫瘍細胞の増殖を抑制
することから、次にウェスタンブロットによってp53蛋白質発現量を検討した。その結果、コントロール細胞
に比べ、潤命草抽出物を添加した細胞ではp53発現量が著しく増加した（図2）。
②潤命草抽出物の分画による核小体ストレス応答を誘導する成分の特定
核小体ストレス応答を誘導する活性を示す成分を特定するため、カラムクロマトグラフィーによる精製を試

みた。分画した成分からも、潤命草抽出物と同様の蛍光シグナルの増加がみられたことから（図3）、核小体
ストレス応答を誘導する活性をもつ化合物の単離を進めていける事が確認できた。さらに、蛍光シグナルとし
て検出するシステムが導入されていな通常の癌細胞へこの分画成分を添加したところ、予想に反して蛍光シグ
ナルが検出された。陰性対照の細胞から蛍光が検出されたことから、潤命草抽出物の分画物には自家蛍光物質
を含まれることが考えられた。今後、潤命草抽出物に含まれる疑陽性の原因となる自家蛍光物質を除いた分画
でも核小体ストレス応答に起因する蛍光シグナルが得られるか、潤命草抽出物の添加によって核小体ストレス
応答が起こるかを生化学的方法によって検証するなど、確認が必要である。
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研究の背景と目的

目標の達成および成果

・所属 農学部生物環境学科
・氏名 寺岡行雄・加治佐剛
・地域志向教育研究経費区分（F）

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

鹿児島の再生可能エネルギー利活用推進に関する研究

豊かな日射と土地利用条件から、鹿児島県内には大小様々な太陽光発電事業が数多く展開しているが、
比較的大規模なメガソーラー（1MW以上の太陽光発電）については少なからず設置状況が把握されているも
のの、それ以外についてはどこにどれくらいの大きさの太陽光パネルが設置されているのか不明である。
太陽光パネルはシリコンなど自然状態で地表面には存在しない物質が利用され、また、太陽光を効率よく
吸収する特性があるため、リモートセンシング技術（地表面の光反射特性の違いを利用して地表面の違い
を判別する技術）を用いることで太陽光パネルを識別できると考えられる。そこで、本課題では人工衛星
によるリモートセンシング技術を用いた太陽光パネル判別技術を開発し、その設置状況を把握する。

本研究では、再生可能エネルギー事業を数多く推進している鹿児島県薩摩川内市を対象地とし、定期観測
され汎用性の高いLandsat8 OLIを太陽光パネル識別に使用した。今回の分析では、1000m2以上の太陽光パ
ネルを目視で判読し、その反射特性を分析するとともに、周辺の土地被覆（市街地、裸地、水域、森林、
水田）との違いを把握した。把握した反射特性をもとに太陽光判別技術を開発した。
衛星画像のバンド毎のソーラーパネルの反射特性は、バンド4においては市街地や裸地と比較して反射が
低く水域、水田、森林と比較して高く、バンド5においては市街地、裸地、森林、水田と比較して反射が
低く、水域よりも高い反射を示した。バンド6・7においては市街地、裸地よりも低く、水域、森林より高
い反射を示し、水田とは似通った反射特性を示した。

今回は薩摩川内市を対象に1時点の衛星画像を用いて分析を行ったが、今後は観測時期の異なる衛星画像に
おいて分析を進めるとともに、県内本土全域を対象にソーラーパネル設置状況の確認を行い、より汎用的
なソーラーパネル判別方法の確立を目指す。

また、今回はソーラーパネルの判別のみを行ったが、設置されたソーラーパネルの立地条件等（設置前土
地利用、傾斜、道からの距離、大きさ、地域特性）について分析を行う。
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単バンドの分析に加え、バンド比を用いて反射特性を分析し
たところ、バンド5/バンド6ではソーラーパネルはその他の
土地被覆に比べて低い値を示し、バンド5/バンド7ではソー
ラーパネルは森林・水域と比較して明らかに低い値を示した。
一方、バンド6/バンド7ではソーラーパネルは市街地、裸地、
水域と比べて高い値を示した。このことから、バンド比を用
いた多段レベルスライス法を用いることでソーラーパネルを
抽出できると考えられた。
バンド比を用いた多段レベルスライス法を用いてソーラーパ
ネルを判別したところ、目視および現地確認したソーラーパ
ネルの抽出率は96.7%と高精度でソーラーパネルの設置場所
を判別することができた。一方、発電量を把握するにはソー
ラーパネルの設置面積が重要となるが、設置面積の抽出率は
55.3%と設置場所の抽出精度に比べて低くなった。
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研究の背景と目的

目標の達成および成果

・所属 鹿児島大学農学部 生物生産学科 病害虫制御学講座
・氏名 岩井 久
・地域志向教育研究経費区分（D）

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

ウイルス病の効率的診断と防除によるパッションフルーツの生産性向上の
試み

鹿児島県の果物において、生食用パッションフルーツは、カンキツ類、マンゴーに次ぐ商業生産が期待さ
れる。しかし、パッションフルーツの主産地である奄美大島本島では、30年前よりウイルス病が散発して
おり、地域によっては現在でも不安定生産の要因となっている。本研究では、鹿児島県農業開発総合セン
ターとの共同で、遺伝子診断や血清診断によるウイルス病の早期診断法を確立するとともに、現地農家へ
は発生初期の目視診断による蔓延防止技術を啓蒙する。

1986年、現鹿児島県農業開発総合センター大島支場は、奄美大島本島南部の瀬戸内町で栽培されてい
たパッションフルーツに、葉のモザイクや萎縮症状ならびに果実の奇形や硬化症状の発生を認めた。
申請者は県との共同で、この原因が長さ約790mnのひも状ウイルスであることを認め、 2006年に、こ

のウイルスの全塩基配列情報を得て、新種ウイルスEast Asian Passiflora virus (EAPV)と同定・記載
した。本病への対策として、奄美群島のトロピカルフルーツ協議会は、1997年より、奄美本島の東30km
洋上の本病未発生地の喜界島に、申請者が導入した血清診断で無毒を確認した苗を養生する隔離ハウス
を開設、そこで増殖した挿し木苗を農家に有償配布することにより、病害のまん延防止に努めた。その
結果、本島北部の笠利町や南部の瀬戸内町の大規模栽培地では、発生を認めなくなった。しかし、西部
の宇検村や東部の住用町の小規模な個人農家の栽培園では、未だに本病の発生が抑えられていない。

2014年に、これら２地域（西岸部の湯湾および東岸部の役勝）
のウイルス病発生調査を行うとともに、現地農家に対して初期病
徴の目視診断の指導を行った。またその際に、当研究室で開発し
た遺伝子診断法（特異的プライマーを用いたRT-PCR法）を用い、
湯湾より9分離株ならびに役勝より6分離株のEAPVゲノムを検出し
た。そして両者の塩基配列を決定し集団遺伝学的解析を行った。
その結果、両者が有意に分化した集団であることを認め、さらに
集団間の遺伝子交流が起きていないことが示された。これらの結
果から、感染宿主が1980年代に奄美大島に導入された後、２箇所
で自己繁殖する間に、それぞれの場所に封じられたウイルス集団
が、独立的に進化してきたと考えた。
以上の結果は、両地域の栽培者が、喜界島由来の無病苗を導入せずに挿し木苗の自家採穂を繰り返し

てきたことの現れであり、一方でこのことがウイルス病の抑圧を妨げていると推論した。

喜界島での無毒苗の検査には、当方で開発したEAPV検出用のELISA（酵素結合抗体法）キットが用いられ
ている。今後も当方で作成したキットの供給・適用を続行する必要がある。一方で、無毒苗の導入は、依
然、個別農家単位で行われているのが現状である。調査で明らかなように、地域によっては、無毒苗の導
入を初年度だけ行い、以後は自家採穂（挿し木苗の自殖）を繰り返す農家が少なからずある。栽培農家全
体の理解と協力を得て、地域ぐるみで無毒苗への一斉更新を図ることが重要である。また、EAPVは数種ア
ブラムシで媒介されることも明らかになっているので、中間宿主を特定することも、重要な課題である。

EAPVの電子顕微鏡写真（バー
の長さ200nm）と果実の病徴
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研究の背景と目的

目標の達成および成果

・所属 理工学研究科海洋土木工学専攻
・氏名 山城 徹
・地域志向教育研究経費区分（F）

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

マグロ養殖の生産向上への自然エネルギーの利用に関する検討

鹿児島県はクロマグロ養殖の盛んな県の１つで、平成25年度の出荷尾数は長崎に次いで国内第2位、
出荷重量は国内第1位、生産量は国内の約3割を占めている。養殖は主として奄美大島、甑島等で行わ
れ、地元での雇用創出や地域の活性化に大きく貢献している。一方、薩摩川内市は豊かな社会生活を
見据えた「次世代エネルギーを活用したまちづくり」の実現に向け、様々なエネルギー政策に取り組
み、自然エネルギーの利用を促進している。本研究では、クロマグロ養殖の生産向上を図る上での問
題を明らかにし、その問題解決へ向けた自然エネルギーの利用方法を検討することを目的とする。

平成27年1月28日に西南水産株式会社甑島事業所の訪問し、上甑島浦内湾（写真1）でのクロマグロ
養殖業の現状を把握することによって、マグロ養殖の生産性向上を図る上での、電源不足を原因とす
る諸問題を明らかにすることができた。具体的な問題点を以下に述べる。
(1)クロマグロの稚魚は皮膚が弱いため、生簀中を回遊しているときに養殖用生簀網で擦れることで
傷がつき、商品にならないもの（写真2）が発生している。また、マグロが衝突することによって生
簀網が破損することもある（写真3）。これらの被害を防止するために、現在は乾電池式水中LED集魚
灯を使用しているが、照明不足のために未だ充分な被害対策とはなっていない。
(2)クロマグロの稚魚を養殖生簀に放流すると、すべてのマグロを出荷するまでの数年間は陸上に生
簀網を上げることができない。そのため、水中ロボットやダイバーによって生簀網に付着する海生生
物を掃除する費用を必要としている。

今後の課題として、生簀網へのマグロ衝突低減のために大光量の水中LED集魚灯を設置したり、海生生物
付着防止のために生簀網に弱電流を流したりするには、海上の生簀に蓄電池を用意する必要がある。一方、
薩摩川内市は電気自動車の使用済み電池（EVリユース蓄電池）の再利用を甑島に導入する計画がある。そ
こで、今後は、このEVリユース蓄電池を生簀用の蓄電池として活用したLED水中照明システム、生簀網用弱
電流発生システムの開発を地元企業とチームを組んで進めていく予定である。

写真1 クロマグロ養殖用生簀 写真2 網で擦れたクロマグロ
(西南水産（株）提供）

写真3 生簀網の
破損(西南水産
（株）提供）

写真4 海生生物付着状
況と水中ロボット(西
南水産（株）提供）
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研究の背景と目的

目標の達成および成果

・所属 大学院臨床心理学研究科
・氏名 金坂弥起 松浦隆信
・地域志向教育研究経費区分 C

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

小規模中学校が抱える教育課題の解決に向けた臨床心理学的グループワーク
および実務教育プログラムの開発

いわゆる過疎化が懸念される地域の中学生は，入学前から固定化された狭い人間関係の中で生活せざるを
得ず，高校進学時に初めて規模の大きな集団に入ると，そこで心理的不適応を来す可能性が危惧されている
（対象校教員談）。そうした背景を踏まえて，鹿児島市北部の小規模中学校において，大学院生を帯同させ
た上で，自己理解と他者理解を促すコミュニケーションプログラムを試行したところ，生徒や教職員から高
い評価を得るとともに，学年毎の教育課題に応じたより細やかな配慮に基づくプログラムの継続実施がニー
ズとして明確となった。そこで本研究では，学年毎のニーズを詳細に聴取，把握し，それに応じたプログラ
ムを丁寧に開発するとともに，地域課題を踏まえた柔軟な援助が可能な人材養成に資するための実践を試み
ることにした。そうした実務教育プログラムの開発ならびに実践は，対象校の生徒への心理学的支援や帯同
する大学院生にとってのスキルアップにとどまらず，対象校の教職員の資質向上や負担軽減，さらには学校
を核とした地域社会の持続的活性化の端緒となり得ることが期待された。

表 プログラムに参加した大学院生の声（抜粋）

・その地域に行かなければわからないことがたくさんあった。
・もう少し継続的に実施できればもっと効果が上がると思う。
・院生もプログラム立案の段階から参加すれば，もっと学びが
広がるように思った。
・地域のニーズに合わせたプログラムを組み，それを実施する
プロセスは学内の授業では学べないことだった。
・プログラム終了時，校長先生から新たなニーズが寄せられた
ので，継続する必要性を感じた。
・その地域に関する事前の情報収集が大切だと思った。

対象校からのニーズの聴取を通して設定された学年毎のプログラムは，「思いやりの心（向社会的行動）
を育む」（１年生），「大人になることについて考える」（２年生），「不安に向き合う」（３年生）で，
いずれの学年においても，各自の専門性や興味関心に応じて大学院生が２名ずつ補助として参加した。
まず１年生においては，ＳＳＴ（ソーシャル・スキルズ・トレーニング）の手法を取り入れ，具体的な場

面（「困っている友人を手伝う」「悩んでいる人に声をかける」）を想定し大学院生によるデモンストレー
ションを提示したあと，小グループに分かれてロールプレイとディスカッションを重ねることによって，日
常生活の中への般化を図った。次に２年生では，思春期心性に対する慎重な配慮のもと，自分の中にある大
人の部分と子どもの部分を自由に書き出した上で，自分にとって「大人になる」とはどういうことかについ
て小グループの中でそれぞれディスカッションし，クラス全員で共有することによって，自己理解・他者理
解を促した。最後に３年生については，高校受験直前という時期的な配慮に基づいて，まず不安や緊張の心
理学的な発生機序についての簡単なレクチャー
を行った上で，ストレス・マネージメントの技
法（腹式呼吸，肩の上げ下げ）を援用して高校
受験を乗り切る上での心理学的支援を行った。
実施の結果，いずれの学年においても生徒の

満足度は高く（例：２年生の５段階評定平均値
が4.50点），教職員からは継続実施に向けての
要望が改めて寄せられた。また，表の通り，大
学院生からも肯定的な感想が述べられ，地域課
題を踏まえた実践に関する教育効果についても
一定の成果が得られたものと判断できる。

学校を核とした地域社会の持続的活性化については，単発的な実施ではなく，継続した積み重ねの上に初
めて実現するものと考えられる。また，隣接する小学校にも対象を広げて継続実施すれば，地域の児童・生
徒を最長で９年間にわたって縦断的に支援することが可能となるし，今回の対象校と共通する社会的な環境
要因を考慮するなら，今後は離島における支援も期待されるところである。ＣＯＣ事業の理念に照らせば，
そうした展開を通して，さまざまに異なる地域でのプログラムの開発ならびに実践に引き続き大学院生を帯
同させることは，多様な地域特性を踏まえた柔軟で汎用性の高い人材養成に大いに寄与するであろう。
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研究の背景と目的

目標の達成および成果

・所属 理工学研究科海洋土木工学専攻
・氏名 加古真一郎
・地域志向教育研究経費区分（c）

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

粒子追跡モデルを用いた与論島における漂着ゴミの発生源の推定

与論島では定期的な海岸清掃活動が行われているということもあり、一見、海岸上に漂着
ゴミは見当たらない。しかし注意深く海岸を歩けば、図1に示す様な、プラスティックの欠
片を簡単に見つけることができる。漂着ゴミ全体の70%を占めると言われるプラスティック
ゴミは、劣化等により細分化されるが決して自然に還ることはなく、自然環境に大きなダ
メージを与える。漂着ゴミ量を削減するには、効果的なゴミ回収作業と共に、ゴミ発生源
（起因地）からのゴミ流出量を減らす必要がある。そこで本研究は、粒子追跡モデルを用い
て、与論島をはじめ、九州西岸域に漂着するゴミの起因地の特定を試みた。

本研究では、Isobe et al.(2009)と同様の粒子追跡モデルを用いた。空間解像度は1/12˚×1/12˚であり、計
算領域は黄海・東シナ海・日本海の全域である。本研究では、漂着ゴミの起因地を推定するために、逆方向の
粒子追跡実験を行った。逆方向の粒子追跡実験とは、海流の流れを逆向きにし、時間を遡ることで、起因地を
特定する方法である。具体的には、与論島の北部海域、鹿児島県の西方海域および対馬海峡の中央部からゴミ
に相当する粒子を1万個づつ流して（図2a)1年間時間を遡り、モデル粒子が何処に漂着するかを調べた。この
実験では、1月15日を計算の初日とし（東シナ海沿岸においては冬季のゴミ漂着量が多いため; Kako et al.,
2010)、Data Assimilation System Research of the East Asian Marine System (DREAMS; Hirose et al.,
2014)の30年間分の表層流データから計算した気候学的日平均値を海流データとして用いた。図2に結果を示す。
この図からわかるように、与論島や鹿児島県には黒潮に運ばれて多くのゴミが漂着することがわかる。一方、
対馬海峡に達するゴミは台湾・韓国からの流出したゴミに加えて、中国沿岸から出たゴミが多く、長江から流
出したゴミが日本の海岸に漂着している。これは、Kako et al. (2010)で実施された海岸踏査の結果とよく一
致する。

日本は東アジア縁辺海において海流の下流側に位置するため、他国から流出したゴミの被害を多大に受
ける。しかし、北太平洋スケールで考えると日本は上流側に位置し、ハワイやミッドウェー諸島に日本由
来のゴミが多く漂着している。被害者にも加害者にも成り得る漂着ゴミ問題を解決するためには、漂流・
漂着ゴミの多くが海から出たものではなく、我々が住む街から、川などを通して海に流れ込んだものであ
ることを理解し、ゴミの流出削減に努める必要がある。そのためにも我々の研究を通して、多くの人たち
に「海とゴミ」の現状を伝えることが重要となる。

(a)1月15日（スタート日） (c)10月15日（3ヶ月前） (d)7月15日（6ヶ月前）

図2. 逆方向の粒子追跡実験の結果.与論島北部、鹿児島県西部、対馬海峡中央部
から流出させた粒子を、それぞれ、赤、緑、青で示している。

図1.プラスティック微細片
（与論島のビーチで撮影）

(b)12月15日（1ヶ月前）
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研究の背景と目的

目標の達成および成果

・所属 理工学研究科 生命化学専攻
・氏名 濵田 季之、鬼束 聡明、岡村 浩昭
・地域志向教育研究経費区分（ D ）

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

紫尾山麓に群生するキリエノキ由来の黒毛和牛食中毒死原因物質の探索

平成２２年９月、鹿児島県北薩地区において、繁殖用雌牛7頭がキリエノキ（Trema cannabina Lour.）の葉
の摂取による食中毒を引き起こし、そのうち3頭が死亡するという事例が発生した（文献１）。キリエノキを含
めてトレマ属植物による家畜の食中毒事例は世界各地で発生しているが、毒性物質の正体はわかっていない。
そこで、キリエノキ中に含まれる黒毛和牛食中毒の原因物質の発見を目的とし、鹿児島中央家畜保健衛生所

のご協力の下、キリエノキの葉と実を採取し、その中から細胞毒性などの生物活性を有する二次代謝産物（有
機化合物）を探索することにした。最終的には、キリエノキ中毒の予防法・治療法の確立を含めた中毒の全容
を解明しつつ、食の安全、地域振興への貢献、および天然資源の有効利用を目指す。

中毒活性を示す、キリエノキの葉のMeOH抽出物をEtherとH2Oで二層分配した。Ether層をn-hexaneと90% 
MeOH/H2Oで分配し、H2O層をn-BuOHと二層分配した。マウス致死活性試験を行ったところ、最初は、90% MeOH aq.
層とn-BuOH層に活性が見られたが、解剖所見などから、最終的に水層に致死活性があることが分かり、再現
性も確認できた。ODSカラムクロマトグラフィー法を用いて分離・精製を行っており、今度、毒性物質の同定
を進める予定である。
薬理作用が報告されている、キリエノキの実のMeOH抽出物をAcOEtとH2Oで二層分配した。さらに、AcOEt層

をn-hexaneと90% MeOH aq. で分配し、H2O層をn-BuOHと水で二層分配した。n-BuOH層と90% MeOH aq.層につい
て、シリカゲルクロマトグラフィー及び逆相HPLCによって分離精製を行い、下記に示す９つの化合物を単離
した。そのうち、化合物Fは新規化合物であった。

キリエノキ中毒の原因物質については現在のところ同定できていないが、天然資源の有効利用に向けて、
薬理作用のある実の抽出物から９種の二次代謝産物が得られたことは意義深い。

（文献１）
Ishii T. et al., J. Livestock Med., 2012, 59, 27-33.

今後の課題として、キリエノキの葉の水抽出物から効率よく目的の中毒化合物を探索する必要がある。また、
マウスを使った実験系では、試料が大量に必要になるので、出来れば、細胞毒性などのin vitroの系を立ち上
げて、目的化合物の同定を進めていきたい。目的化合物の同定には、核磁気共鳴（NMR）分光法や質量分析法を
用いる。また、毒性物質だけでなく、南九州特有の成人T-細胞白血病（ATL）やシガテラ毒などの治療法の確立
に向けて、有効な化合物も探索していきたいと考えている。

本研究の成果については、学会や講義などでも発表し、多くの研究者や学生の地域振興への動機づけになればと期
待している。
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研究の背景と目的

目標の達成および成果

・所属 大学院医歯学総合研究科
・氏名 菊地聖史（代表者）、鳥居光男、馬場昌範、宮脇正一
・地域志向教育研究経費区分（E）

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

鹿児島県における大規模災害時の歯科医療体制の現状把握ならびに
鹿児島県と鹿児島大学の協力体制の構築・強化の検討

大規模災害発生時は、生命の安全の確保が最も重要であるが、直後から歯科に関する様々な問題も発生する。

例えば、義歯の破損や紛失、口腔衛生環境の悪化などである。これらは、全身の健康状態に大きくかかわって

おり、避難生活が長期化すればするほど顕著になることから、災害発生後の迅速な歯科医療体制の確立が求め

られる。今後起こり得る大規模災害に備えるためには、自治体（鹿児島県）と、歯学部と歯科病院を擁する鹿

児島大学との連携が不可欠である。本研究は、鹿児島県における大規模災害時の歯科医療体制の現状を把握す

るとともに、鹿児島県と鹿児島大学の協力体制の構築・強化に関する検討を行うことを目的とした。

鹿児島県の担当者との打合せにおいて、鹿児島県は、その地理的特性から台風や豪雨、火山噴火、地震、津

波など様々な自然の脅威にさらされていることを再確認し、県の災害応急医療マニュアルや鹿児島県歯科医師

会との災害時の歯科医療救護活動に関する協定について説明を受けた。さらに、東日本大震災における東北大

学の歯科医療支援の取り組み状況について学ぶとともに鹿児島県の災害応急医療マニュアル等の内容を把握す

ることで、大学と自治体の役割や協力体制について考えることを目的とした講演会を企画した。平成２７年３

月１６日、東日本大震災で歯科医療支援に従事した東北大学東北メディカル・メガバンク機構教授と鹿児島県

保健医療福祉課担当者の２名を講師とした講演会を鹿児島大学歯学部において開催した。講演会参加者に対す

るアンケートを通じて、「東日本大震災での歯科医療支援の状況が分かり参考になった」、「鹿児島県の災害

対策の現状と準備状況がよく理解できた」、「関係機関間の情報共有や事前の十分な意思疎通が重要であると

感じた」、「被災地では医療者も被災者であり、長期的な支援が必要であると感じた」、「災害時に歯科医療

従事者に求められる役割や責任について再考できた」などの感想が多数寄せられ、講演会の開催が参加者の災

害時歯科医療支援に関する情報や問題点の把握、大学と自治体の協力体制構築の必要性確認、危機管理意識の

向上などの成果につながったと考えられた。

当初の実施計画のうち、自治体との打合せと東日本大震災で歯科医療支援に携わった講師を招いての講演会

について実施することができ、鹿児島大学と鹿児島県庁の関係者の間で東北大学の歯科医療支援の取り組みや

鹿児島県の大規模災害対策に関する情報を共有し、意見交換を行うという目標を達成できた。身元確認（歯科

的個人識別）に関する講演会は、今回実現できなかったが、実施した講演会の中で東北大学の身元確認活動に

ついても取り上げられ、情報を得ることができた。なお、得られた情報や意見は、災害対応の改善に役立てて

いくこととした。

大規模災害時の歯科医療支援は、歯科医師会との連携も不可欠である。また、身元確認については、鹿児島

県警からの要請に基づいて鹿児島県歯科医師会や鹿児島大学が協力することが想定される。今後の課題は、行

政機関や大学、歯科医師会などが一丸となって大規模災害に素早く対応できるような協力体制を構築していく

ことである。今後の展開としては、大規模災害時の歯科医療支援に関する講演会や身元確認業務に関する研修

会などを定期的に開催することで関係者の危機管理意識の維持を図るとともに関係者間の交流の場を提供し、

平時からいわゆる「顔の見える関係」を構築することが考えられる。
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野生動物

研究の背景と目的

目標の達成および成果

・共同獣医学部
・藤田志歩
・地域志向教育研究経費区分（D）

＜問い合わせ先＞
鹿児島大学 かごしまCOCセンター
鹿児島市郡元1-21-40
Tel & Fax : (099) 285-8502 E-mail:coc@gm.kagoshima-u.ac.jp

今後の課題および展開

研究課題名

別紙様式３

かごしまCOCセンター
平成２６年度地域志向教育研究経費成果火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム

鹿児島大学 平成26年度 地（知）の拠点整備事業

過疎集落における野生動物による農業被害の実態と住民の野生動物
に対する意識

現在、日本各地で野生鳥獣の農業被害が増加しており、鹿児島県においても例外ではない。しかし、県内
には、過疎高齢化が進みながらも、行政主導の被害対策事業に頼らず、集落の努力と団結により農地を野生
動物から守り、自然に寄り添いながら生活を営む集落がある。このような集落において住民がどのように野
生動物と関わり、生活を維持しているのかを明らかにすることは、過疎問題や鳥獣被害問題を考える上で大
きなヒントになり得るだろう。
本研究は、過疎集落における野生動物による農業被害の実態、および集落住民と野生動物との関わり方を

明らかにすることを目的とする。さらに、過疎集落におけるこれからの鳥獣被害対策法を提案する。

鹿児島県肝属郡肝付町大浦集落と打詰集落において、全５日間の日程で学部生８名が参加し、地域住民
の生活実態と野生動物による農業被害に関する聞き取り調査を行った。同時に、集落周辺における野生動
物の生息調査を行った。さらに、野生動物の生態や保全を専門とする講師を招いて講習を実施し、過疎集
落住民の生活維持と野生動物の保全や保護管理のあり方をテーマとして、参加学生によるディスカッショ
ンを行った。野生動物の調査では、ニホンザルやイノシシをはじめとする野生動物の分布に関するデータ
を収集し、これらの動物が集落環境に依存して生息することが明らかとなった。聞き取り調査では、集落
において野生動物による農業被害が増加しており、住民は農家単位で電気柵や追い払いなどの被害対策を
行っていることが分かった。しかし、集落住民は被害に対してただ悲観的であるわけではなく、地域の自
然を理解して、昔ながらの生活の知恵を利用しながら農業を営んでいることが分かった。これらの現地調
査を通して、学生は様々な視点から人と野生動物との関係を見つめ直し、集落の文化的社会的実情にあっ
た課題解決の重要性および必要性を確認できた。

過疎集落住民の生活維持の方法や農業のあり方について検討するため、本地域における生活実態調査を
さらに進める。また、過疎集落における野生動物管理の実践的方法を試行して、その効果を検証する。こ
れらの現地調査に学生を参加させ、地域課題の解決能力を養う。

野生動物の
分布調査

集落での聞き取り
調査
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２．４ ＣＯＣ事業の自己点検報告 

 

 

２．４．１ 概要 

鹿児島大学では、本年１０月より平成２６年度文部科学省の大学改革推進等補助

金を受けて‘地（知）の拠点事業（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‘鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター’が発足した。本事業の目的は、

鹿児島大学が地域とともに社会の発展に貢献する総合大学となるために、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、観光等）を自治体とともに解決し、

同時に教育・研究・社会貢献を強化した大学改革を推進することある。第１章でＣＯ

Ｃ事業の概要を示し、今年度の実施計画について述べた。ＣＯＣ事業の開始から半年

が経過しているが、教育、研究、社会貢献、及び全体に関する自己点検を行った。 
 各項目の自己評価は計画の進捗状況について下記の基準で評価している。 
 
           表 ２－７ 自己評価の評価点 

        評項項目  評価点 
充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 

 
 
２．４．２ 平成２６年ＣＯＣ度事業に関する自己点検 

ＣＯＣ事業は大学の地域社会における教育、研究、社会貢献に関して改革を進めるも

のであ。平成２６年１０月にＣＯＣセンターが発足してから約半年が経過したが、各事

業はそれぞれ連携しながら進めことになった。ＣＯＣセンターの重要な役割を担ってい

る５部会のメンバーがきまり、キックオフシンポジウムや島嶼シンポジウムの開催を実

現して漸くＣＯＣ事業の周知を図ることができた。また、地域志向教育研究経費につい

ての公募を行い、鹿児島大学の地域志向関連の教育・研究についての状況を把握するこ

とができた。本事業を推進するためには、地域社会からの課題解決に真摯に取り組み、

地域社会の要請に応えていくことが重要だと思われる。改めて、第１章に示したＣＯＣ

事業で達成する主な目標は以下の３項目である。 
１）鹿児島大学と地方自治体との組織間協働連携を密接に行うために「かごしま

ＣＯＣセンター」を設置し地域課題の解決を行う 
２）ＣＯＣ活動成果を活用した「地域と共に貢献する総合大学」にふさわしい教
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育カリキュラムの構築と地域貢献に活躍する地域志向型人材養成 
３）地域再生・活性化のために、生涯学習の場の充実と養成した地域志向型人材

による持続的地域再生を行う 
本事業は、鹿児島大学が地域志向の人材養成や地域の再生・活性化に繋がる教育・

研究・社会貢献を強化した大学改革を推進する活動を進めることである。表２－１に

平成２６年度の補助事業実施計画を示しているが、本年度の実施状況を教育、研究、

社会貢献と全体の各項目について自己点検した。自己点検においては、ＣＯＣ事業に

関する半年間の成果について改善も含めて自己評価した。表２－８から表２－１１にそ

の結果を示す。 
 

Ⅰ．教育   
         表２－８ 教育についての自己点検 

番号  項目内容 評価点        評価内容 
 １ 地域志向型全学

共 通 必 修 科 目

「大学と地域」平

成 28 年度開講準

備 

 ３ 初年次教育として開講する「大学と地域」に

関して、講義内容と実施方法について概要を

まとめた。講義では地域志向教育研究費を受

けた教員と関連自治体からの講師による講義

を通して地域課題に関する理解と解決法につ

いて学修する。 

 ２ 地域志向型の選

択必修科目の指

定及び平成 27 年

度からの受講に

向けた準備 

   

 ３ 
 
 
 
 
 
 

共通教育カリキュラムの大幅な見直し作業の

中で、地域志向関連科目の整理を行い選択必

修科目が明確に分かるようした。これは教養

活用科目の中で地域社会の課題発見と課題解

決に分けて実施する。 
 

 

 ３ 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 

 ３ 専門科目のカリキュラム構成は所属学部で行

うためそれぞれの学部で専門科目の中で実施

されている地域関連科目について調査した。

全学部の地域関連科目の結果は現在集計して

いるが、この結果を用いて共通教育と専門科

目の間の地域志向あるいは関連科目を明示す

る予定である。 
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 ４ 観光学開講準備  ２ 観光関連科目を共通教育の中で開講する準備

は進んでいないが、地域志向教育研究費の中

で観光関連の課題も含まれているため、それ

を大学と地域の講義に取り入れる予定である

。 

 ５ 大学院全学横断

プログラムの充実 

 ２ 鹿児島大学が地域の要請に答えるため重点プロ

ジェクトとして島嶼、環境、食と健康にとりくんでき

た。その成果を大学院の教育に反映させるための

検討委員会が設置されている。また、水、エネルギ

ーのプロジェクトを新たに加え研究成果の大学院

教育の横断プログラムへの発展を検討している。 

  
 Ⅱ．研究等 

             表２－９ 研究についての自己点検 

 番号  項目内容 評価点         評価内容 

 １ 既設プロジェクト

「島嶼」、「環境」、

「食と健康」、「総

合防災」、「地域

医療」の推進と充

実 

 ４ 鹿児島大学の重点プロジェクトである島嶼、環境、

食と健康に関しては、ＣＯＣ事業の地域志向の教

育研究経費の申請課題においても約４０％になっ

ている。また、地域防災を含む総合防災、地域医

療に関して同教育研究経費は約２５％あり、これら

の教育研究の課題が多く取り組まれている。 

 ２ 研究成果の公開

シンポジウム開催 

 

 

 ２ 

 

 

 

 

地域志向の教育経費の配分を受けてから調査・研

究を実施する期間が短かったのでシンポジウムの

開催に至る報告は少ないが、採択課題のうち１

件、鹿児島県との連携により講演会を開催した。

（「大規模災害時の歯科医療支援」3 月 16 日） 

 

 ３ 

新た な 研究 プロ

ジェクト「水」、「エ

ネルギー」、「観

光 」 の 検 討 委 員

会設置 

 

 ３ 

 

鹿児島大学の重要プロジェクトとして、水とエネル

ギーが新たに加えられたが、ＣＯＣ事業の地域志

向の教育研究経費の関連する課題への配分は約

２０％である。大学では全学の検討委員会を設置

して、地域貢献も含めた検討を行っている。 

 ４ 地域課題に対応

する研究課題全

学マップ作成 

 ３ 鹿児島大学で平成２５年度の地域の自治体や企

業などと行った共同研究などの実績を利用して、

教員の課題対応の状況を整理した。この結果はＣ

ＯＣセンターの部会で活用して今後の地域課題解

決の資料として活用する予定である。 
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番号 項目内容 評価点         評価内容 

 ５ 本プログラム重点

モデル地域に対

応した研究の推

進及び研究会の

設置 

  

 ３ 

島嶼、環境、食と健康、水、エネルギーに関して

は、鹿児島全域に係る問題であり、大学の重点研

究として取組が行われてきた。ＣＯＣセンターで行

った地域志向の教育研究経費の配分課題を見て

も約７割を示している。 

 
Ⅲ．社会貢献  

            表２－１０  社会貢献についての自己点検 

番号 項目内容  評価点       評価内容 

 １ 既設の「かごしま

ルネッサンスアカ

デミー」、「地域と

大学のローカル

シンフォニー」、「

総合防災」、「地

域医療への取り

組み」、「公開講

座・公開授業」推

進と充実 

 

 ３ 

既設のプログラムについては、これまでの取

り組みを継続して実施した。総合防災につい

ては、鹿児島大学の防災教育センターの委員

とＣＯＣセンターの地域防災・医療部会とメ

ンバーが重複して活動を行っている。生涯教

育センターを中心にして公開講座・公開授業

を実施した。 

 ２ 本プログラム重点

モデル地域に対

応した履修証明

プログラム（３つの

学習コース）の平

成27年度開設に

向け調査及び準

備 

 ２ ＣＯＣセンターの開設から半年が経過してい

るが、連携自治体の地域課題解決の成果を活

用した履修証明プログラムの実施については

、現在は準備段階である。本年度に配布した

地域志向の教育研究経費の課題項目には、履

修証明プログラムへの活用を検討するものも

含まれている。 

 ３ 地域に関連した

公開シンポジウム

開催 

 ３ ＣＯＣセンターが与論町で行った島嶼シンポ

ジウムの特別講演は、地域志向の教育研究経

費の申請者によるものであり、その成果を反

映したものであった。これに関連する参加者

の関心は高く、その研究成果が期待されるも

のであった。 

 

 



6666 
  

Ⅳ．全体      

          表２－１１  全体についての自己点検 

 番号  項目内容 評価点          評価内容 

 １ かごしま COC セ

ンター設置（人的

整 備 ： 運 営 委 員

会 、 課 題 別 ５ 部

会、教育・研究・

社会貢献部門の

設置）、学内COC

評価委員会及び

学外 COC 評価委

員会の設置 

 

 ３ 

かごしまＣＯＣセンターでは、平成２６年１０月の発

足以来、運営委員会委員の委員、地域課題対応

の窓口となる５部会（地域防災、観光、エネルギ

ー、農林畜産、水産業）の委員、３部門（教育、研

究、社会貢献）の部門長を決定してＣＯＣ事業を進

めてきた。それぞれの委員会の活動については、

これまでの各章で説明した。また、学内ＣＯＣ評価

委員については、各学部に委員の推薦を依頼して

いる。学外評価委員については、その実施が平成

２７年５月ごろになる予定なので今後検討する。 

 ２ キックオフシンポ

ジウム開催（鹿児

島大学地（知）の

拠点整備事業宣

言）、事業ホーム

ページ開設及び

広報 

 ４ キックオフシンポジウムは平成２７年２月６日に鹿児

島大学で実施した。鹿児島大学の関係者や鹿児

島県を始めとして自治体関係者が参加した。ＣＯＣ

事業の周知を図ることができた。ホームページの

作成は平成２６年１０月から着手しており、現在そ

の運用の試験をしている。平成２７年３月末には鹿

児島大学のホームページを通して公開する。 

 ３ ５部会、３部門に

よる進捗評価 

 ３ ５部会の部会長は平成２６年の１１月には決定し

て、副部会長や部会メンバーの推薦を依頼した。

平成２７年３月までに部会メンバーが全て決まり部

会の活動が始まっている。３部門は部会を統括す

るためＣＯＣセンターの連絡会の議事内容を報告

して課題対応ができるようにしている。 

 

 ４ 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 

 ３ 運営委員会は平成１２月３日に開催して、今年度

の事業についての検討、地域志向の教育研究経

費の公募案や選定委員の決定などＣＯＣ事業の

運営を行った。平成２７年３月には、ＣＯＣ事業の

進捗状況の評価、次年度に向けての実施計画

案、学内ＣＯＣ評価委員の推薦などについて検討

する。 
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番号 項目内容 評価点           評価内容 

 ５ 学内 COC 評価委

員 会 及 び 学 外

COC 評価委員会

の開催 

 ２ 学内ＣＯＣ評価委員会については、平成２７年４月

に開催する予定である。ＣＯＣセンターの平成２６

年度の事業報告書が平成２７年３月末にまとまるの

で、結果を反映した評価員会の開催を予定してい

る。 

 
２．４．３ まとめ 

 自己点検結果に示すように、現在のところ事業は継続して進めておりＣＯＣ事業

の成果はこれからの事業の進展に基づいている。ＣＯＣ事業では、鹿児島大学と地方

自治体との組織間協働連携を密接にして地域課題の解決に取組み、その成果を取り

入れた教育カリキュラムの構築と地域貢献に活躍する地域志向型人材養成お行い、

地域再生・活性化と持続的地域再生に繋げることが主要な目標となる。このような目

標の達成にむけて今後も継続して事業を進めることでＣＯＣ事業の発展を図ること

が必要だと思われる。 
 
         参考資料 

資料２－１  かごしまＣＯＣセンター連絡会の議事録 
資料２－２  平成２６年度地域志向教育研究経費に係る公募 
資料２－３  平成２７年度共通教育の地域志向型科目の例 
資料２－４  専門科目の中の地域志向関連科目の例 
資料２－５  かごしまＣＯＣセンター組織整備等に係る打合せ出席者名簿 
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資料１－２ 

鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター組織規則 
                    平成 26 年９月 25 日 
                                規則第 39 号 

  (趣旨) 
第１条 この規則は、鹿児島大学学則（平成 16 年規則第 86 号）第７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(以下「センター」という。)の組織に関し、必

要な事項を定める。 
(目的) 

第２条 センターは、地域課題の解決、地域志向型教育の推進、地域社会人教育を通じて地

域社会の発展に貢献することを目的とする。 
(業務) 

第３条 センターにおいては、次に掲げる業務を行う。 
(1) 鹿児島大学（以下「本学」という。）と地方自治体との組織間協働連携推進に関する 

こと。 
(2) 地域志向型教育カリキュラムとグローカル人材育成に関すること。 
(3) 地域再生・活性化に関すること。 
(4) その他センターの目的を達成するために必要なこと。 

 (部門) 
第４条 第２条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。 

(1) 研究部門 
(2) 社会貢献部門 
(3) 教育部門 
(部会) 

第５条 地域ニーズを収集分析するため、センターの下に部会を置く。 
２ 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に要項で定める。 

(組織) 
第６条 センターに次に掲げる職員を置くことができる。 

(1) センター長 
(2) 部門長 
(3) 専任教員 
(4) 特任教員 
(5) その他必要な職員 

２ 前項第３号から第５号までに掲げる職員は、センター長の命を受け、センターの業務に

従事する。 
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 (センター長) 
第７条 センター長は、本学の専任教授のうちから、国立大学法人鹿児島大学学内共同教育

研究施設等人事委員会の意見を参考にして、学長が選考する。 
２ センター長は、センターの業務を掌理する。 
３ センター長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員を生じた場

合の補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。 
(部門長) 

第８条 第４条各号に掲げる部門に部門長を置き、本学教授のうちから、センター長の推薦

により学長が選考する。 
２ 部門長は、部門の業務を掌理し、センター長を補佐する。 
３ 部門長の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、部門長に欠員を生じた場合の補欠

の部門長の任期は、前任者の残任期間とする。 
(部門連絡会議) 

第９条 センター事業の企画・立案及び部門間の連絡・調整を図るため、部門連絡会議を置

く。 
２ 部門連絡会議は、センター長、部門長及びセンター長が必要と認めた者をもって組織す

る。 
３ 部門連絡会議に議長を置き、センター長をもって充てる。 

 (運営委員会) 
第 10 条 センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、鹿児島大学かごしまＣＯ

Ｃセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。 
２ 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

(事務) 
第 11 条 センターに関する事務は、研究国際部社会連携課において処理する。 

 (雑則) 
第 12 条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、センター長が別に

定める。 
 

附 則 
１ この規則は、平成 26 年 10 月１日から施行する。 
２ この規則の施行後、最初のセンター長は、第７条第１項の規定にかかわらず、学長が

選任するものとする。 
３ この規則の施行後、最初のセンター長及び部門長の任期は、第７条第３項及び第８条

第３項の規定にかかわらず、平成 28 年３月 31 日までとする。 
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資料１－３ 

鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター運営委員会規則 

                     平成 26年９月 25日 

                              規則     号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター組織規則(平成 26 年規則第○号)

第 10条第２項の規定に基づき、鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター運営委員会(以下「委

員会」という。)に関し、必要な事項を定める。 

(組織) 

第２条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) かごしまＣＯＣセンター長(以下「センター長」という。) 

(2) かごしまＣＯＣセンター(以下「センター」という。)の各部門長 

(3) センターの各部会長 

(4) センターの専任教員 

(5) 教育センター長 

(6) 産学官連携推進センター長 

(7) 副部局長（医学部・歯学部附属病院副病院長を除く） 各１名  

(8) その他センター長が必要と認めた者  

２ 前項第８号に規定する委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を

生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(審議事項) 

第３条 委員会は、センターの管理運営に関し、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 管理運営の基本方針に関すること。 

(2) 部門の事業活動に関すること。 

(3) 部会の事業活動に関すること。  

(4) 諸規則の制定改廃に関すること。 

(5) 予算決算に関すること。 

(6) その他センターの重要事項に関すること。 

(委員長) 

第４条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 

(議事) 

第５条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決

し、可否同数のときは議長の決するところによる。 
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(代理出席) 

第６条 委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。 

(委員以外の者の出席) 

第７条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。 

(事務) 

第８条 委員会に関する事務は、研究国際部社会連携課において処理する。 

(雑則) 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

１ この規則は、平成 26年 10 月１日から施行する。 

２ この規則の施行後、最初の第２条第１項第８号の者の委員の任期は、同条第３項本文の 

 規定にかかわらず、平成 28年３月 31日までとする。 
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参考資料１－４     鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター部会要項 
                    平成 26 年９月 25 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 26 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。 
(1) 地域防災・医療部会 
(2) 観光産業・国際部会 
(3) エネルギー部会 
(4) 農林畜産業部会 
(5) 水産業部会 
(6) 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。 
(1) センター長が指名する教員 
(2) その他センター長が必要と認めた者 
(3) 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 1 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 26 年 10 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 28 年３月 31 日までとする。 
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資料１－５ 
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資料２－１ 

第１回 ＣＯＣ推進打合せ 
 

日 時：平成２６年１０月１６日（木）９：３０～１１：２０ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：木村センター長、河野教授、脇野社会連携課長、徳田社会連携課長代理、 

孟特任専門員、津曲地域連携係長 
 
０．ＣＯＣ推進打合せ 
・少なくとも、週に 1回、月曜日または水曜日に開催する。 
・打合せ内容は地域貢献推進室会議で報告する。 
 
１．平成２６年度の取組事項スケジュール 

スケジュール（資料）に基づき平成 26 年度に実施が計画されている事項を確認し
た。教育、研究、社会貢献に関する事項を進めるには、まず組織整備、地域志向教
育研究経費の配分等に早急に取り組むことが必要となる。 

 
２．ＣＯＣ組織の整備 

組織規則（資料）に基づき組織の構成員を確認した。 
事業の推進にあたっては、ＣＯＣセンター運営委員会にはかる必要がある。 11 月
の開催を目指す。 
ＣＯＣ運営委員会の開催には、委員会の構成員の配置整備を急ぐ必要があり、次の
事項に早急に取り組むこととした； 
 

(1)３部門長  
・当面、木村センター長が３部門長を兼任する。 
・来週にでも、飯干教授、萩野教授との打合せをもつ。10 月 22 日（水曜日）で調
整する。 
 

(2)５部会長  
・常勤教授から人選 
・地域防災・医療部会：浅野防災センター長へ推薦を依頼 ←河野教授 

  観光産業・国際部会：平井法文学部長へ適任者の推薦を依頼←木村センター長 
 エネルギー部会：工学部教員にあたる ←河野教授 

  農林畜産業部会：冨永農学部長へ推薦を依頼 ←木村センター長 
  水産業部会：木村センター長が検討する 

・関係者への依頼後、人選案を住吉理事へ提示する 
・部会長決定後、部会長が副部会長をはじめとする部会構成員を指名する 
・委員数は何名を想定しているか。分野により人数構成がばらつくこともある。 

 
(3)部会委員 

・連携４自治体を招集し、ＣＯＣ事業概要を説明し、関連する部会への参画を依頼
するための会を持つ。 

     →10 月 29 日（水）、30 日（木）、31 日（金）のいずれかで開催 
・開催日までに部会長が決定する場合は、部会長にも参加していただく 
・与論町や薩摩川内市からの自治体関係者の招へいにＣＯＣ補助金を使えるかを文

科省へ確認する：津曲 
 

 
第２回 ＣＯＣ推進打合せ 
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日 時：平成２６年１０月２２日（水）９：３０～１１：１５ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：木村センター長、河野教授、孟特任専門員、野田研究国際部長、 

脇野社会連携課長、徳田社会連携課長代理、芝崎事務補佐員、 
津曲地域連携係長 

 
１．第 1 回推進打合せの確認 
(1)ＣＯＣセンター用のスペースの確保について 
・TLO から申し出のあった部屋については、産学官連携推進センターの管理する部屋

であり、空き部屋・スペースではないことを確認した。 
・改修工事の見積金額により、工事実施を検討することとした。 

 
(2)地域志向教育研究経費 
・他大学（特に佐賀大学、高知大学）の公募要領を参考に、地域志向に繋がる教育、

研究を対象に、本学の公募要領を作成する方針とする。 
・“鹿児島県下”での教育研究ととらえ、３自治体以外での活動にも補助金が使用で

きるか？文科省に確認をとる。 
 
２．３部門長に関する打合せについて 
・日 時：10 月 22 日（水）13:30～ 
・場 所：ＣＯＣセンター 
・出席者：木村センター長、河野教授、飯干教育センター長、 

萩野生涯学習教育研究センター長、孟特任専門員、社会連携課 
 
・打合せ事項は次のとおりで確認した； 
 －部門長就任の内諾をとる 

－教育部門の副部門長として、大学院教務委員会関係者を推薦いただけるか 
（大学院の方が新規科目を作れる自由度が高いため） 

 
３．５部会長について 

進捗状況について次のとおり確認した； 
地域防災・医療部会：地頭薗教授（農）  

 観光産業・国際部会：平井法文学部長へ推薦依頼中 
 エネルギー部会：甲斐教授（工） 
 農林畜産業部会：冨永教授（農） 
 水産業部会：調整中 

 
４．関連自治体への部会参画依頼について：関連自治体との打合せ 

関連自治体との打合せの目的について次のとおり確認した； 
 －COC 事業の具体的な内容を説明する初めての機会であり、事業推進にあたっての

顔合わせ、共通認識づくりを目的とする。 
－連携自治体として文科省から正式に認められたとのアナウンス 
－５部会のうち、どの部会に参画するのか、改めて、意思確認をとる 
－地域課題をＣＯＣへ提案してもらえるよう、自治体へ持ち帰りのうえ検討しても

らう 

 
第３回 ＣＯＣ推進打合せ 

 
日 時：平成２６年１０月２９日（水）１０：３０～１２：１５ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：木村センター長、河野教授、孟特任専門員、野田研究国際部長、 

脇野社会連携課長、徳田社会連携課長代理、芝崎事務補佐員、 
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津曲地域連携係長 
 
１．第２回打合せの確認 
（1）部会長について 
 ・水産業部会長：野呂教授（水）から内諾を得た 
  
２．地域志向教育研究経費について 
 河野教授から提示のあった平成 26 年度地域志向教育研究経費申請書（案）をもと

に、公募の対象となるテーマや課題名を検討した。また、対象とする自治体は、一
部修正（与論島→与論町）等を確認し、修正のうえ、引き続き次回打合せにおいて
検討することとなった。 

 
３．かごしまＣＯＣセンター組織整備等に係る打合せについて 
 本日の出席者の確認と次第、打合せ内容について、確認した。 
 
４．ホームページについて 
 孟特任専門員から提示のあった資料（サンプル：就職支援センターホームページ）

の 2 頁目以降のホームページの作成を広報室の管理（経費、大学サーバー、次年度
以降の保守等含む）で作成してもらう計画であること、また、1 頁目の広告的ペー
ジは、COC センターの予算と企画で作成の予定であるとの報告があった。 

 
第４回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

 
日 時：平成２６年１１月４日（火）１５：００～１６：４０ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：木村センター長、河野教授、孟特任専門員、野田研究国際部長、 

脇野社会連携課長、徳田社会連携課長代理、津曲地域連携係長 
 
１．打合せの名称について 
 「ＣＯＣ推進打合せ」から「かごしまＣＯＣセンター連絡会（定例）」へ名称を変

更することが確認された。 
※（ ）に打合せ内容を示す：例（部門長）、（部会長）等 

 
２．地域志向教育研究経費募集要項について 
 前回の打合せに引き続き、河野教授から修正後の取扱要領、申請書、報告書の提示

があり、内容を確認した。また、報告書については、ホームページでの公開用のパ
ワーポイント版様式も加えることとなった。次回の連絡会で再度検討のうえ、文科
省へ提出することとなった。 

 担当教員の選定に関しては、別途選考委員会を設置し担当教員の選考を行い、その
結果を運営委員会で審議、承認すること、また、選考委員会の構成は研究担当理事、
センター長、部門長、部会長とする提案があった。この内容で選考委員会内規のを
作成を検討することとなった。 

 
３．「大学と地域」について 
 河野教授より、自治体から派遣される講師が「大学と地域」科目において講義を担

当できる項目を調査するための様式の提示があった。調査結果は開講に向けた検討
材料として教育センター長へ提出の予定であるとの説明があった。調査への協力依
頼については、関係自治体へ出向き、部会への参画依頼と併せて、直接説明するこ
ととなった。 

 
４．ＣＯＣ関係自治体との打合せ 
 脇野課長より、申請時の副申の内容に基づき、部会への参画について関係自治体へ
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出向いて個別説明を行うことについて、説明があった。訪問日程については、11 月
第 3 週（11 月 10 日～14 日）〈鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市〉、11 月 26 日、27
日〈与論町〉の案で調整することとなった。 

 
５．奄美市、広域事務組合との打合せについて 
 脇野課長より、10 月 30 日(木)の奄美群島広域事務組合と奄美市役所との打合せに

ついて、報告があった。11 月 28 日(金)夕方に広域市長村との懇親会が計画されて
いることから、日帰り日程または 1 泊 2 日日程の参加者を調整することとなった。 

 
第５回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 

 
日 時：平成２６年１１月１１日（火）１５：１０ ～ １６：４５ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：木村センター長、河野教授、孟特任専門員、野田研究国際部長、 

脇野社会連携課長、徳田社会連携課長代理、津曲地域連携係長、  
芝崎事務補佐員 

 
１．運営委員会メンバーについて 
 研究科の副研究科長にも参加を要請する。また、副研究科長が不在の研究科に関し

ては副学部長による兼任も可能とする。 
 また、運営委員会の開催日として１１月２６日(水)を候補とし、委員会開催までに

キックオフシンポジウムの日程を固めておく必要がある。 
 
２．地域志向教育研究経費について（継続） 
 前回に引き続き、河野教授より修正後の公募要領や申請書の様式が提示され、文言

や経費に関する表現(複数上限５０万、単独上限２０万～３０万)をいくつか修正し、
確認。修正後は文科省へ提出する。 

 
３．地域関連科目、「大学と地域」共通教育科目について 
 河野教授より、学部で開設されている地域志向科目に関する調査「地域志向・関連

科目の確認についてのお願い（案）」の提示があり、本件について運営委員会での
承認を得た後、各副学部長に依頼する計画であるとの説明があった。 
次に、「大学と地域」について、開講クラス数、コマ数、ＣＯＣセンター専任教員
と関連自治体の担当コマ数をまとめた「講義の実施計画表」の提示があった。また、
特任教員の講義担当は３名で合計 90 コマ（週２回の講義）を想定しているとの説
明があった。なお、「大学と地域」の必修化にあたり、どういう講義内容とするか
を明確にし、教育センターへ提案する必要があるとの説明があった。 

 
４．読売鹿児島広告社記事案について 
 表現や文章に関して、修正点を確認した。木村センター長において修正することと

なった。 
  
５．COC 関連自治体との打合せについて 
 県、鹿児島市、薩摩川内市⇒今月中に行えるよう自治体と調整（１１月１７、１９、

２０、２７日で調整） 
 与論出張⇒１２月初めを目安に日程の確認を行う（１２月３日、４日あたり） 
 

第６回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
 

日 時：平成２６年１１月１９日（火）１０：４５～ １２：３０ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：木村センター長、河野教授、孟特任専門員、野田研究国際部長、 
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脇野社会連携課長、徳田社会連携課長代理、津曲地域連携係長、  
芝崎事務補佐員 

 
１．運営委員会について 
 １２月３日(水)を予定。議題については別紙の通り。 
 内容について、基本的には補助金調書をベースに説明を行う。ただし、経費の部分

については詳細を省き、大まかな予算の全体像が理解できる内容に修正のうえ資料
とする。 
また、 

１）キックオフシンポジウムの案内 
  ２）地域志向教育研究経費の公募要領案の説明（文部科学省の規定に基づいたも

のであることも説明） 
  ３）公募に関する選定委員会の構成員等を説明 

等についても運営委員会において説明することが確認された。 
なお、当日欠席の委員への対応は、議事録・資料などを送り、要望があれば直接説
明し理解を求めることとする。 

 
２．組織の運営体制について 
 産学官連携推進センターの先生方との打合せを行い、情報を共有することを優先す

ることとなった。 
 
３．キックオフシンポジウム 
 開催にあたり大まかな内容を決める必要があり、木村教授と河野教授にて案を作成

のうえ、学長と打ち合わせることとなった。(１１月２１日１５：３０～を予定) 
宮崎大学の実績報告書を基に出席者の候補として鹿児島県知事、南日本新聞社、鹿
児島銀行、さらにパネルディスカッションに関しては与論町町長の名前が挙げられ
た。 

 
４．地域志向教育研究経費について（継続） 
 文科省から修正の指示のあった３箇所を修正した公募要項案を、再度、文部科学省
へ送付することとなった。 
 
５．地域関連科目、「大学と地域」共通教育科目について 
 飯干教育研究センター長から、地域志向科目の定義に関して確認したい旨のメール

依頼があり、検討の結果、次の内容で修正案を提示することとした。 
 
  地域への理解と諸課題を発見・探求・解決し、地域社会の発展に貢献できる知性と行

動力を養う科目 
 
６．COC 関連自治体との打合せについて 
 産学官連携推進センターとの打合せ以降に行う予定。日程については同打合せ後に

改めて調整を行う。 

 
第７回 かごしま COC センター連絡会  

 

日 時：平成２６年１１月２６日（水）１３：３０～１４：１５ 
場 所：かごしま COC センター 
出席者：木村センター長、河野教授、脇野社会連携課長、 

     徳田社会連携課長代理、津曲地域連携係長、芝崎事務補佐員 
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        ※野田国際研究部長（国際企画推進室会議のため欠席） 
 
１． 運営委員会について 
（１）「地域志向一貫教育カリキュラムについて（案）」（教育センター） 

 前回のセンター連絡会で確認された地域志向型科目の定義を含めた「地域志向

一貫教育カリキュラム（案）」について、教育センターから COC センター運営委

員会の議題と審議することの依頼があり、内容を確認した。 
 
（２）当日は以下を資料として配付することを確認した。 
  ①経費調書 

 ②事業概要（パワーポイント資料） 
  ③関係規則 
  ④委員名簿 
  ⑤地域志向教育研究経費公募要領 
  
その他、次のとおり、確認した。 
・地域志向教育研究経費については、運営委員会での承認後、学内公募とする予定だ

ったが、募集期間、選考、採択通知、予算配分等より早く取りかかり、事業を進め

ることを優先し、本日の社会貢献推進室会議において、住吉理事から承認を得た後

に、公募開始とすることとなった。 
・第 5 回センター連絡会で河野教授から提示のあった「地域志向・関連科目の確認に

ついてのお願い」の資料については、当日は配布せず、口頭で調査依頼を予定して

いることを運営委員会で報告することとなった。 
・キックオフシンポジウムについては、開催を予定していることを説明し、資料とし

ては配付しないことを確認した。 
 ・運営委員会開催前に各部門長と事前打合せが必要。５部会長との事前打合せは特に 

設けない。 
 

２． 観光学関連科目について 
 河野教授より資料：観光学関連科目の提示があり、現在、各学部の観光と関連すると

思われる講義は５科目ほどあり、そのうち１科目については講義名そのものが「観光

学」となっている点に注目したが、その他は観光に特化した内容とはいえないとの説

明があった。 
 
３． 共同研究データについて 
河野教授より資料：研究分野の提示があり、「農林と水産業」、「地域防災と地域医療」

等の研究分野に関連する教員とその分野の内容をキーワード形式で整理し各部会や

担当教員との関連付けをキーワード検索ができるデータとするとの説明があった。 
 
４． キックオフシンポジウムについて 

木村センター長より、資料：鹿児島大学 COC 事業キックオフシンポジウム（案）に

基づき１１月２１日（金）に学長と打合せを行ったとの報告があった。具体的な内容

等は、次回（第８回）の連絡会にて検討することとなった。運営委員会においては内

容を検討中であること、そして大まかな日程（平成２７年１月～２月のあたり）のみ

確認することとなった。 
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５． 地域志向教育研究経費について（報告） 
 前回連絡会で修正した内容で文科省へ報告し、別添えの内容で公募してよいとの承認

（１１月１９日）を得た。 
 公募内容については文科省の承認を得ていることから、早ければ今週からでも学内公

募を始めることとし、制定日に関しては１２月３日の運営委員会の日とする。 
今後の日程としては、住吉理事の承認後（１１月２６日）から学内に周知、１２月１

２日（月）に応募を締め切り、１５日～１８日の間で選定委員会を開き、１２月中に

採    用通知、予算配分まで行う予定とする。 
 

第８回 かごしまＣＯＣセンター連絡会  
 

日 時：平成２６年１２月２日（火）室会議終了後 １５：００～１６：００ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：木村センター長、河野教授、野田研究国際部長、脇野社会連携課長、 

津曲地域連携係長、上野事務補佐員、芝崎事務補佐員 
 
１．運営委員会について 
（１）議事、進行の確認 
 木村センター長が進行を担当することとなった。ＣＯＣ事業概要の説明には自治体

との打合せ時に利用したパワーポイント資料等を用いることを確認した。 
 配布資料については前回確認した通り。追加として地域志向・関連科目に関する各

学部への調査資料も配布し、河野教授より説明を行うことを確認した。 
 また、これまで未定となっていた観光部門の部門長に関して、平井法文学部長よ
り法文学部石塚教授の推薦があったが、運営委員会の資料（名簿）では検討中の表
示とし、内諾があったことを口頭説明することとなった。 

 ローカルシンフォニーへの対応について、既存の事業に関しては COC 事業（社会貢
献部門）の中で継続していくことなる。運営委員会においては特別にローカルシン
フォニーへの対応資料等は用意せず、住吉理事に確認後、ローカルシンフォニー事
業担当教員へメールにて連絡することとなった。 

 
（２）部門長との事前打合せについて 
 本日 16 時からの各部門長との運営委員会事前打合せの内容の確認を行った。資料

は経費調書（3頁）を軸に打合せを行う。３部門の事業計画のうち、教育部門につ
いては教育センターの担当外の観光学や大学院全学横断プログラムを、社会貢献部
門については、生涯学習教育研究センターで担当している事項（公開講座、公開授
業）以外をＣＯＣセンター側から説明を行うことを確認した。また、学部で開講さ
れている観光学や地域志向関連科目の調査等ついて、河野教授から説明することと
なった。 

 研究部門の研究プロジェクト「水」、「エネルギー」に関しては、産学官連携推進セ
ンターの石原田特任講師より、ＣＯＣセンターと打ち合わせを行いたいとの要望が
あったことから、12 月 8 日（月）～12 日（金）の間で日程調整をすることとなっ
た。 

 
２．COC 関連自治体との打合せについて 

「大学と地域」に関してどの程度講義を提供してもらえるのか、どの部会に所属す
るのか、という２点を中心に確認予定。 

 与論町への訪問日程候補として12月10日(水)～12月11日(木)が候補にあがった。
また、薩摩川内市・鹿児島市に関しては 12 月 8 日(月)AM、12 月 15 日(月)～15：00
が候補となっている。 
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第９回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 
 

日 時：平成２６年１２月９日（火） １４：４５～１７：００ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：木村センター長、河野教授、野田研究国際部長、脇野社会連携課長、 

徳田社会連携課長代理、津曲地域連携係長、上野事務補佐員、 
芝崎事務補佐員 

 
１．地域志向教育研究経費：申請状況、選定委員会、選定基準について 

公募の学内締め切りは１２日(金)となっており、各選定委員には１５日(月)に申
請書を配布し審査を依頼する予定とのことを伝達済み。１８日(木)までに審査結果
を各選定委員から提出してもらい、２２日（月）にセンター長と河野教授で審査結
果をとりまとめ同日住吉理事へ報告、２４日（水）に理事懇において学長へ報告し、
同日夕方には申請者へ採否を通知し、採択日以降の予算執行を可能とする予定。 

 河野教授より、課題の選定に関して、審査要領（案）と評価シート（案）の提示が
あった。審査の手順としては、応募されてくる教育研究課題の内容に応じて数件ず
つを各選定委員に振り分け、選考を依頼し、各選定委員は、審査要領（案）に基づ
き平均点を算出し、順位を付けることを予定しているとの説明があった。また、公
募の趣旨に沿わない申請課題の配点に関しては選定委員の判断に委ねることを確
認した。関連して、臨床心理学研究科の教員から対象自治体以外の地域に関する申
請の問合せを受けたが、本公募の対象外であると回答したとの報告があった。 

 
２．運営委員会議事確認 
 第 1 回運営委員会の議事要旨案の内容に関して確認を行った。 
 特に「地域コトづくりセンター」ではどのような組織体制や活動が予定されている

のかを理工学研究科等に確認のうえ、今後の COC 事業との連携等について検討する
こととなった。また、河野教授から、運営委員会終了後に地域志向科目に関する調
査について問合せが複数あったことから、この調査をもって地域志向科目の担当を
依頼するものではないことを追加説明として付すとの説明があった。 

 
３．キックオフシンポジウム 
 キックオフシンポジウムについて、FD 委員会担当事務部より、清原教育担当理事の

講演を追加することと FD 委員会を後援として加えることの打診があり、了承する
ことを確認した。 

 基調講演については、特任教授として 4月から所属予定の星野一昭氏に担当しても
らう場合、鹿児島県知事の出席や県内関係自治体からの来場を多数見込めるのでは
との意見があり、12 月 15 日（月）の来学時に基調講演の依頼をすることとなった。
併せて、共通教育では環境学関連の講義を担当してもらうことを提案することを確
認した。星野氏への依頼事項については、金曜日を目処に住吉理事に確認を取るこ
ととなった。日程については１月の下旬～２月初旬頃を想定。(１月２７日、２８
日、３０日、２月の第一週。２月の第一週は後期試験期間になっていることから、
教員に関しては時間の融通が利くと考えられる)。与論町長の参加に関しては１０
日～１１日の出張の際、日程を確認する。 

 
４．COC 関連自治体との打合せについて 
 キックオフシンポジウムの日程に関しては、取り急ぎ、電話連絡等で確認を取るこ

ととなった。 

 
第１０回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 議事 

 
日 時：平成２６年１２月１６日（火） １５：３０～１６：３０ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
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出席者：木村センター長、河野教授、孟特任専門員、野田研究国際部長、 
脇野社会連携課長、徳田社会連携課長代理、津曲地域連携係長、 
上野事務補佐員、芝崎事務補佐員 

 
１．地域志向教育研究経費：申請状況、選定委員会について 

 12 月 12 日（金）で申請を締め切り、24 件の申請があった。河野教授から資料の
提示があり、１名の選定委員につき 10～11 件の申請課題を審査するようを振り分
けていること、また、課題１件につき３名の選定委員の審査を受け、その平均点に
より順位を付けていくとの説明があった。 
採択件数に関しては、申請書並びに公募要項に則り得点順に１９件まで絞ることを
確認した。それ以外の申請については地域志向教育研究経費に採択された課題とし
ては認定されないが、COC 事業に関わる教育、研究活動等に取り組んでもらうこと
により COC 事業としての実績を残すこと、また、地域志向教育研究費以外の補助金
（旅費、謝金等）から活動費を補助することを可能とすることを確認した。 

 また、申請者の中には地域志向科目の講義の担当やシンポジウムの開催にも積極的
な声があり、COC 事業全体へと繋げていける見込み。 

 
２．COC 関連自治体との打合せについて 
  12 月 10 日、11 日に与論町に出向き、２月に開催予定のキックオフシンポジウム

並びに与論シンポジウムへの参加依頼をした。 
なお、鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市に関してはキックオフシンポジウムの日程
確認と併せて連絡のうえ参加をすることとなった。 

 
３． キックオフシンポジウムについて 
 ２月５日（木）、６日（金）の 14 時から 16 時が開催候補となっている。星野氏の

基調講演に関しては研究協力課から開催日の確認があり、年内中には正式に依頼を
行う。与論町については副町長の出席はほぼ確実となっており、その他の地域につ
いては脇野課長からスケジュールを確認することとなった。 

 与論町におけるキックオフシンポジウムは２月中旬を検討。奄美群島 12 市町村に
も案内を出すような位置付けとし、与論町に関連する研究を申請しているところに
も参加を依頼する。学長、住吉理事にも確認をとり、年明け以降進めていく予定。 

 
第１１回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 議事 

 
日 時：平成２７年１月１３日（火） １５：００～１７：１０ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：木村センター長、河野教授、孟特任専門員、野田研究国際部長、 

脇野社会連携課長、徳田社会連携課長代理、津曲地域連携係長、 
上野事務補佐員、芝崎事務補佐員 

 
１．シンポジウムについて 
（１）キックオフシンポジウム 

・プログラム、シナリオ、講演資料 
⇒シナリオについて、河野教授より資料の提示があり、修正点を確認した  

・市長・町長宛の開催案内、講師への依頼状況 
 ⇒星野氏への講師依頼は書類を 13 日付けで書類を作成・送付 
 ・後援依頼 

⇒鹿児島県については提出済み。鹿児島市、薩摩川内市については 14 日の 
打合せ時に持参する。 

 
（２）島嶼シンポジウム in 与論 

・プログラム、シナリオ、講演資料 
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 ⇒プログラムに関して、学術講演の内容等、河野教授より確認してもらう。 
 
・町長宛の開催案内、講師への依頼状況 
⇒シンポジウムの講演者について与論町へ河野教授より確認してもらう  

・出張者、日程等 
 ⇒生涯学習教育研究センターの小栗准教授へパネリストとして、また、３部門長

５部会長への参加も河野教授から打診する。 
 
２．連携自治体との打合せについて 
（１）鹿児島県  1 月 6 日（火）15:00 に打合せを行った。 

（木村センター長、河野教授、孟特任専門員、脇野課長） 
（２）鹿児島市  1 月 14 日(水)13:30～ 

 ⇒河野教授、孟特任専門員、脇野課長が訪問予定。 
（３）薩摩川内市 1 月 14 日(水)10:30～ 

 ⇒河野教授、孟特任専門員、脇野課長が訪問予定。 
部会への参画、「大学と地域」での講義依頼、地域志向教育研究経費、部会長一覧の
提示、シンポジウムシナリオについて、後援依頼申請、パネリストについて打ち合
わせる予定。 

 
３．各部会について 
（１）部会委員 
 河野教授から各部会長へ部会委員の選出を依頼している。（1月下旬まで） 

 
第１２回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 議事 

 
日 時：平成２７年１月２０日（火） １５：００～１６：５０ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：木村センター長、河野教授、孟特任専門員、 

脇野社会連携課長、徳田社会連携課長代理、津曲地域連携係長、 
上野事務補佐員、芝崎事務補佐員 

      (野田研究国際部長は体調不良のため欠席) 
 
１．シンポジウムについて 
（１）キックオフシンポジウム 

・チラシの配布先 
  学内各部局、学生担当部署、連携自治体を含めた県内の市町村全て及び COC

採択校に配布予定。工業倶楽部やＴＬＯ、経済同友会への配布も検討する。産
学連携推進センターの遠矢氏にコーディネーター会議参加者への周知を打診す
ることとなった。 

 
・懇親会(情報交換会) 
 １次会は中央食堂・ガロアが候補に挙がった。シンポジウムが 16 時終了予定で

あることから、17 時開始にて検討中。値段・予約状況など生協に確認し、チラ
シにも掲載することとなった。 

 
・アンケート 
 他大学で行われたアンケートを基に作成。内容には実施日も入れ、結果につい

ては活動報告書にも掲載することを確認した。 
 
（２）島嶼シンポジウム in 与論 

1 月 20 日現在、本学関係者の参加は 14 名。部会からは、冨永教授（農林畜産業）
と野呂教授（水産業）が参加予定。 
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・シナリオ 
  河野教授より資料の提示があり、確認した。本学出席者、広報チラシとともに与

論町へ送付する。 
 
 ・懇親会 
  与論町と本学関係者のみの参加とし、一般のシンポジウム参加者への情報 

交換会の案内は行わないこととなった。なお、会場の手配等は与論町が調整する
とのこと。 

 
 

２．連携自治体との打合せについて（報告） 
（１）薩摩川内市（1月 14 日(水)10:30～11:40） 
（２）鹿児島市（1月 14 日(水)13:30～14:30） 

孟特任専門員より資料の提示があり、報告が行われた。鹿児島市から各部会の
活動内容を説明する資料が欲しいとの要望があり、河野教授が各部会の返答をと
り纏めた後、鹿児島市へ提出する予定。 

 
３．各部会について 
（１）出張計画の提出状況 
 今月中に全部会の計画書が揃う予定。現在、農林畜産部会からは既に提出されおり

エネルギー部会からも確認の問い合わせがあった。水産業部会においては野呂教授
より水産学部内で募集をかけてもらっているとのこと。また、水産業部会は薩摩川
内市・鹿児島市と部会としての打合せを行いたい考え。 

 
５．広報関係 
 ホームページについては孟特任専門員より連絡会関係者にメールにてリンクを案

内されており、1 月末あるいはシンポジウム開催に合わせて全体に公開するよう進
めている。 
パンフレットに関して、資料の提示があった。A3・2 ツ折にて作成予定。シンポジ
ウム開催時の配布を目指す。掲載内容については各自、来週のセンター連絡会まで
に確認することとなった。 

 
６．平成 26 年度自己点検評価について 
  河野教授より資料の提示があった。3月～4 月にかけて COC 事業の評価委員会を

開催する必要があり、評価項目を大きく 4つの観点に分け、今年実施した内容を中
心に評価をしてもらう。 

 
第１３回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 議事 

 
日 時：平成２７年１月２７日（火） １０：３０～１２：００ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：木村センター長、河野教授、孟特任専門員、野田研究国際部長、 

脇野社会連携課長、徳田社会連携課長代理、津曲地域連携係長、 
上野事務補佐員、芝崎事務補佐員 
 

 
１．シンポジウムについて（継続） 
（１）キックオフシンポジウム 

・チラシ配布先 
 １月２６日（月）にチラシが納品され、COC 採択校・県内市町村には送付した。

公民館など学外の施設への送付について今回は見送り、学内における周知を徹
底させることとした。 
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・懇親会 
  中央食堂にて１７時から開始予定。現在３０名・２，５００円予算で予約。 
 各自治体担当者の参加・不参加については現在確認中（今週中〆）。 

  また、津曲係長より準備スケジュールの資料が提示され、確認をした。細かいタ
イムスケジュールは来週の連絡会にて確認することとなった。 

 キックオフシンポジウムについては今年度、地域志向研究経費に採用された各先生
にも河野教授より出席依頼の連絡をすることとなった。 

 
２．各部会について（継続） 
（１）出張計画 
  先週に引き続き、現在提出されているのは農林畜産部会のみ。観光産業・国際部

会からは提出が遅れるとの連絡があり、地域防災･医療部会からは出張は出来ない
との報告があった。エネルギー部会は２月中の出張は難しく、３月中旬頃までに行
う見込み。水産業部会では部会内で話が進んでおり、更に鹿児島市・薩摩川内市と
意見交換会と行っていきたい考え。 

 
（２）部会委員 

地域防災・医療部会の部会委員ついて、地域防災教育研究センター運営委員会委
員（10 名程）をあてること、また、副部会長に同センターの特任教授の選任を予
定していると地頭薗部会長から連絡があったことを受け、副部会長に専任、特任
等の別はないことを部会要項で確認した。 

 
３．広報関係 
（１）ホームページ 
 先週に引き続き、孟特任専門員より資料が提示され、確認した。 
 
（２）パンフレット 
  孟特任専門員より初校が提示された。教職員一覧については、3月以降の着任等

の理由から現時点では記載出来ないことから、2 月のシンポジウムで配付するパン
フレットについては、着任年月のみ記載することとなった。なお、４月の各先生の
着任後に、名前入りの一覧に修正し、再印刷する予定。本日午後から行われる地域
貢献推進室会議にて理事にも内容を確認し、修正を進めていく。 

 
４．「部局における将来構想並びに教育研究組織の見直し」について 
  河野教授より資料の提示があり、確認した。今週提出予定。 
 
５．奄美群島広域事務組合協議会 
 この協議会は、包括連携協定に基づき、奄美市において年間１～２回の開催が予定

されており、下記日程で河野教授と脇野課長が出席することとなった。 
2 月 10 日は、COC 事業、COC プラス、副申の提出等に関して、奄美市との打合せを
計画している。 
 ２月 ９日（月） １９：００～ 奄美群島広域事務組合協議会 

２月１０日（火） 午前中   奄美市と打合せ(予定) 
 

６．その他 
（１）１月３０日（金）（於：文部科学省）に開催される COC プラスの事業説明会へ

は、木村センター長と脇野課長が参加する。 
 
（２）次回運営委員会について 
  今年度中に第２回運営委員会を開催する必要があり、開催にあたって早めに日程

調整を行うこととなった。３月中旬（第３週頃）を目安に日程を確保していく予定。
また、運営委員会開催にあたって、事前に３部門長・５部会長との打合せを設ける
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ことも検討された。 

 
第１４回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 議事 

 
日 時：平成２７年２月１７日（火） １４：１５～１５：５０ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：木村センター長、河野教授、孟特任専門員、野田研究国際部長、 

脇野社会連携課長、津曲地域連携係長、上野事務補佐員、芝崎事務補佐員 

 
１． シンポジウムについて 

 

  ・参加者数は鹿児島～１０１名、与論～５４名であった。 
  ・若い世代にもシンポジウムに参画できるように、夜の時間帯に開催することも検討

してほしいという意見もあった。 
  ・漁業関係者へも配慮し、シンポジウム等の休日開催も検討する。 
  ・アンケートの自由記述の集計は内容ごとに整理する。また、実績報告書にも掲載す

ることとなった。 
  ・また、夜間や休日の開催となる場合は、その広告（チラシ、ポスター）に「参加対

象者を考慮して開始時間を調整した」旨の一文を入れることを確認した。 
 
２． 予算執行について 

 
・水産や農林部会に支給する他、教育部門の飯干教育センター長へ地域志向科目

に携わっている教員への配分等について依頼をすることとなった。また、専門
科目に関しては、教務委員会担当係へ配分に関して打診することとなった。 

  ・２７日の高知大学主催のシンポジウムへは、河野教授、野田部長、脇野課長、
津曲係長、芝崎事務補佐員が出席する。 

  ・教員等が採用できなかったことにより 600 万円ほど残があることについて、文
科省へ報告と相談に行くことを検討することになった。また、教育改革は着実
に進んでいることも報告する。 

 
３． 学内・学外評価関係 

 
  ・鹿児島大学かごしま COC センター学内評価委員会～４月の第一週に予定。 
  ・鹿児島大学かごしま COC センター学外評価委員会～５月以降に予定。 
  ・第２回かごしま COC センター運営委員会～２月末に、学内評価委員会と学外評

価委員会の申し合わせ案をメール会議で審議予定。 
  ・第３回かごしま COC センター運営委員会～３月１６、２０、２３、２４日で調

整予定。運営委員会開催の前に、各部門長、各部会長との打合せをもつことと
なった。 

  ・学内評価、学外評価に関しては、年度末に作成予定の実績報告書には含まない
こととする。 

 
４． その他 

 
（１）准教授赴任について 
  ３月１日より出口氏が赴任する。２７日に大学内へ荷物等を運ぶため、孟特任専

門員と上野事務補佐員が対応する。机等は、特任教授 2名と同様に、院生研究室
に用意することとなった。共通教育棟内の居室には、出口氏の荷物等をおいても
らうようにする。 
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（２）薩摩川内市の外城について 
   入来町(薩摩川内市)の外城に協力をしたいので、COC センターで考えてもらえ

ないかとの依頼 
が学長よりあり、今後検討していく。 

  
（３）木村センター長のトークイベント参加について 

木村センター長が鹿児島県主催、鹿児島天文館総合研究所 Ten-Lab 運営で、２月
１５(日)13:00～16:00 に鹿児島市のマルヤガーデンズで開催された「島と ISLAND
＆島とモノ、島とコト、島とヒト」にパネリストとして参加した。COC センター
の活動実績として含める予定である。登壇者の筧裕介氏の著書「ソーシャルデザ
イン実践ガイド」を購入する。今後、COC センター主催の講演会等で筧氏を呼ぶ
ことも検討する。 

 
第１５回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 議事 

 
 
日 時：平成２７年２月２４日（火） １５：２５～１６：４５ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：木村センター長、河野教授、孟特任専門員、野田研究国際部長、 

脇野社会連携課長、徳田社会連携課長代理、津曲地域連携係長、 
上野事務補佐員、芝崎事務補佐員 

 
２．特任准教授着任関係 

出口准教授着任に際し、２７日（金）の朝９時に荷物を搬入予定。院生研究室につ
いても着任に合わせ整備を進めており、備品関係や電話工事等も順次行われている。 

 
３．鹿児島大学共通教育改革計画（案）の COC センター関連について 
 ２月２０日（金）に共通教育懇談会があり、河野教授と津曲係長が参加した。その

際配布された資料の抜粋と、１９日（木）に飯干教育センター長と打ち合わせた際
の資料が河野教授より提示された。共通教育科目についてはこれまでセンターが想
定していた内容と異なる部分があり、来週以降、出口准教授と進めていくこととな
った。 

 
４．ホームページについて 
 孟特任専門員よりホームページトップページのデザインに関する資料の提示があ

り、確認した。 

 
第１６回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 議事（案） 

 
日 時：平成２７年３月３日（火） １５：００～１６：３０ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：河野教授、出口特任准教授、孟特任専門員、野田研究国際部長、脇野社会

連携課長 徳田社会連携課長代理、津曲地域連携係長、上野事務補佐員、
芝崎事務補佐員 

 
５． ホームページについて 

・ホームページの構築は完了したが内容は現在入力中であるので、写真の変更等
の意見がある場合は今週（１０日の連絡会前まででも可）までに孟特任専門員に
連絡をする。・２０日にテストを行い、３月末には公開する予定。 
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６． 出張報告(高知大学) 
いかに学内の協力を得て全学体制で事業に取り組むかが、各参加校の共通の課

題とのことだった。・当日の資料をファイルに綴じてセンター内に置き、閲覧でき
るようにする。 
 

７． その他 
（１） 鹿大ジャーナルについて 
  ・今日まで修正は受付け、修正後は印刷作業を始めるとのこと。４ページの「（図）か

ごしま COC 
   センターの教育・地域連携・運営体制」の、連携(矢印)の文字を見やすくするために

もう少し大き 
   く変更してもらう。 
  ・３ページの左下写真の吉田北中学校～を、鹿児島市立吉田北中学校～へ変更しても

らう。 
（２）パンフレット変更について 
  ・社会貢献部門長に変更があったため、パンフレットの印刷は新しい社会貢献部門長

の名前に修正 
のうえ増刷する。 

（３）文科省より「平成２６年度 COC パンフレット再検討依頼」について 
  ・文科省に１月に提出したパンフレットに対して、もう少し具体的に人材育成図、現

在の取組みに   ついて書いてほしいとの依頼が来た。 
  ・教育プログラムの部分であるため、修正は出口特任准教授が行う。 
（４）部会のメンバーについて 

・観光部会のメンバーが決定した。 
・農林畜産部会と水産業部会のメンバーは決まっているが、最終報告はまだない。 

 
 

第１７回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 議事（案） 
 
日 時：平成２７年３月１１日（水） １１：００～１２：００ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：木村センター長、河野教授、出口特任教授、野田研究国際部長、徳田社

会連携課長代理、津曲地域連携係長、上野事務補佐員、芝崎事務補佐員  
※脇野社会連携課長、孟特任専門員は欠席 

 
１．第２回かごしま COC センター運営委員会報告（メール会議） 

（１）鹿児島大学かごしま COC センター学内評価委員会申し合わせの制定について 

（２）鹿児島大学かごしま COC センター学外評価委員会申し合わせの制定について 

 ２月２５日（水）から３月９日（月）の期間で第２回運営委員会（メール審議）が
行われた。 協議事項（１）、（２）に関して指摘された点を修正し、地域貢献推進
室会議（３月１１日)にて理事にも確認いただいた。再度修正をし、理事懇（３月
１１日）にて学長にも確認していただくこととなった。 

 
２．第３回かごしま COC センター運営委員会 
 ３月２４日（火）１４：３０に開催予定。住吉理事より指摘があり、平成２６年度

事業の内部評価に関しても内容としては報告のみにはなるが、協議事項に加えるこ
ととなった。併せて内部評価委員会の開催にあたって日程調整が行われた。候補と
して次の日程が挙げられた。 

【４月２日（木）終日、４月３日（金）終日、４月６日（月）～１５：００】 
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３．教育担当理事、教育部門長との打合せ（3/18 水曜日 13:15 於・教務課）につい

て 
 専門教育と大学院教育に関する打合せを行う予定。その際、教務委員会への出口准

教授のオブザーバー参加を認めてもらえるよう依頼することとなった。 
 
４．平成２７年度学長裁量経費の申請について 
 ３月１０日時点における資料が提示された。申請書の内容に関しては各自確認し１

６日（月）までに津曲係長へ連絡することとなった。補助金を補うための COC セン
ターからの申請事項と、教育センターから申請を依頼されている事項の２件を COC
センターから申請することとなるが、教育センター事項については、原案を出口准
教授と確認後、教育センターへ加筆、確認を依頼することとなった。 

 
５．出張報告(出口准教授) 
 ３月７日に名古屋大学東山キャンパスで行われた｢大学改革フォーラム in 東海｣へ

の参加報告があった。出口准教授の私見を交えつつ、COC 事業との関連性等が述べ
られた。 

 
６．その他 
（１）学長諮問会議資料のスライドデータ提供について 
 ３月２６日（木）に行われる学長諮問会議の際「地域貢献等」に関する説明を行う

予定となっており、それに伴う資料の提出依頼があった。提出期限は今週中か、遅
くとも１６日（月）まで。昨年度のデータ（国際関係）でプレゼンテーション形式
等を参照するためデータを秘書室から取り寄せることとなった。 

 
 

第１８回 かごしまＣＯＣセンター連絡会 議事（案） 
 
日 時：平成２７年３月１７日（火） １５：００～１６：３０ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：木村センター長、河野特任教授、出口特任准教授、孟特任専門員、 

野田研究国際部長、脇野社会連携課長、徳田社会連携課長代理、 
津曲地域連携係長、上野事務補佐員、芝崎事務補佐員 

 
１．第 3 回かごしま COC センター運営委員会の資料について 

・平成２６年度事業実績→COC センター事業報告書を使用する。 

・平成２６年度事業の内部評価について→COC センター事業報告書を使用する。 

・平成２７年度事業計画について→補助金調書を使用する。 

・その他→住吉理事は２４日(火)の運営委員会に参加しないので、２０日(金)に内容
報告をする。 

 
３．ＣＯＣセンター事業報告書 
・河野特任教授から報告書案の提示があった。地域志向研究経費の報告と添付資料を

加えると、８０ページ程で完成する予定。平成２６年度事業実績、学内評価委員の
資料にもこの報告書を使用する。 

・表紙に地(知)の拠点のロゴと鹿大のロゴを入れ、原稿完成後の決済終了まで(案)を
入れておく。「国立大学法人 鹿児島大学 かごしま COC センター」の国立大学法
人を削除し、「鹿児島大学 かごしま COC センター」で標記する。 

 
４．出張報告（出口特任教授） 
３月１３日（金）～１４(土)に京都大学で開催された「大学教育研究フォー 



102
 

102 
 

ラム」に出口特任教授が出席。シンポジウム、小講演、個人研究ポスター発表、個
人研究口頭発表の報告があった。 

 
５．出張報告（孟特任専門員） 

３月１１日(金)に兵庫県ラッセルホールで開催された兵庫県立大学 COC 整備 
事業研究発表会「ひょうご・地(知)の五国豊穣イニシアティブ」に孟特任専門員が
出席し、報告があった。 

 
６．その他 
（１）地(知)の拠点整備事業アンケート項目(文部科学省統一指標)について 

事業フォローアップの一つとして、文科省よりアンケートの実施依頼があった。
事業採択の条件として、事業開始から補助期間終了までの５年間、継続的に教職員、
学生、自治体及び企業、NPO 等の各種団体・機関を対象としたアンケートや聞き取
りを実施し、継続的な事業計画の改善を進めることとされている。今回のフォロー
アップ調査の提出期限は５月２９日である。 
教職員を対象とした調査は、平成 26 年度後期に教育センターが実施した調査方法

（WEB）を参考とする予定。学生については全員を対象に調査を行う必要があること  
 から、明日３月１８日の教育部門との打合せにおいて清原理事や学生関係担当者に

アンケート調査のノウハウを聞いて協力していただく予定。学生は履修登録の際に
アンケートに答えてもらう方法が良いのではないかとの意見があった。なお、アン
ケートの内容は、文科省からの統一指標を含めるが、学生に分かりやすく短時間で
回答できるものとする。 

 
（２）ホームページについて 

スマートフォン用ホームページのメニュー表示を見やすくするために、一列から二

列に変更した。また、今後、ホーム画面の写真はより良いものへ変更することも検

討している。意見がある場合は、明日３月１８日の１７時までに孟特任専門員まで

知らせることとなった。     
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資料２－２ 

     鹿大社 第    号   

平成２６年１１月  日  

各 部 局 長 殿 

かごしまＣＯＣセンター長    

（公印省略） 

鹿児島大学ＣＯＣ事業「島嶼と火山を有する鹿児島の地域再生プログラム」 

平成２６年度地域志向教育研究経費に係る公募について（通知） 

 

 かごしまＣＯＣセンターにおいては、大学全体の地域志向型教育研究の推進にあた

り、地域を志向する教員の教育・研究・社会貢献活動を支援するための「地域志向教育

研究経費」の配分について、別添のとおり公募しますので、お知らせいたします。 

 ついては、本事業の趣旨をご理解いただき、下記によりご応募くださいますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

記 

 

１．提出書類：平成２６年度地域志向教育研究経費申請書（別紙様式１） 

２．提出期限：平成２６年１１月  日（  ） 

３． 提 出 先：研究国際部社会連携課地域連携係 

 tirenkei@kuas.kagoshima-u.ac.jp  

※添付 

①鹿児島大学ＣＯＣ事業「島嶼と火山を有する鹿児島の地域再生プログラム」の概

要 

②平成２６年度地域志向教育研究経費に係る公募要領 

③         〃      申請書（別紙様式１） 

④         〃      報告書（別紙様式２） 

⑤         〃      概要報告書（別添様式３） 

⑥地域志向教育研究経費の支出に関する留意点 

 

【問い合せ先】 

  ■公募対象となる教育・研究・社会貢献活動に関する事項 

    かごしまＣＯＣセンター 特任教授（河野） 

       内線 8502  Email coc851@gm.kuas.kagoshima-u.ac.jp   

  ■本経費に関する事項 

    研究国際部社会連携課地域連携係（津曲） 

     内線 7104  Email tirenkei@kuas.kagoshima-u.ac.jp  
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資料２－２ 

平成２６年度 地域志向教育研究経費に係る公募要領 
 

平成２６年１２月３日 制定 
                       鹿児島大学かごしま COC センター

運営委員会 
 
（目的） 
第１ この要領は、文部科学省「地（知）の拠点整備事業」に採択された「火山と島嶼

を有する   鹿児島の地域再生プログラム」（以下「本事業」という）の遂行のた

め配分する地域志向教育研究経費（以下「本経費」という）の有効かつ適正な活用

について定めることを目的とする。 
 
（地域志向型教育研究経費の対象と支援期間） 
第２ 本経費は、本事業の推進に必要な地域を志向する教員の教育・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。 
本経費で支援する課題の対象は、地域及び教育・研究・社会貢献活動であり、別

表に掲げる自治体と教育研究課題に関連するものとする。また、学内外の補助金等、

他からの経費助成を受けていない課題であること、また、支援期間は採択の日から

平成２７年３月までとする。 
 
（経費の配分） 
第３ 本経費は、上限額を５０万円として、国立大学法人鹿児島大学の専任教員を対象

に公募を行う。このうち、地域志向型の人材養成や地域の再生・活性化に繋がる教

育・研究・社会貢献を重視した教員に対し、配分を行う。 
 
（担当教員の選定） 
第４ かごしま COC センター運営委員会（以下「運営委員会」という）は、運営委員会

に地域志向教育研究経費選定委員会（以下「選定委員会」という）を置き、公募に

対し応募した教員のうちから１９名を上限として適任者（担当教員）を選定する。 
 ２ 担当教員の選定は、選定委員会において、応募者から提出された所定の地域志向

教育研究経費申請書（別紙様式１）による書面審査で行う。 
 ３ 学長は第１項の適任者のうちから担当教員を決定する。 
 
（経費の管理・執行等） 
第５ 採択された課題の担当教員は、大学改革推進等補助金取扱要領※1に従い、本経費

を適切に管理並びに執行するとともに、最少の費用で最大限の効果が得られるよう
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に使用するものとする。また、経費支払いに関する事項は別添「支出に関する留意

点」を参照すること。なお、本経費は、支払の対象となる課題や活動が、交付内定

日から当該の会計年度中に終了するものとする。 
※1：平成２６年度大学改革推進等補助金について(文部科学省ホームページ) 

   http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/tokushoku/05030101.htm 

 
 
（事業実施及び経費等の報告等） 
第６ 本経費の配分を受けた担当教員は、本経費の執行により得られた成果等について

下記により、かごしま COC センター運営委員会へ平成２７年３月末までに報告す

るものとする。なお、事業の成果については、かごしま COC センター主催のシン

ポジウム、報告会並びホームページ等で広く一般に公表する。 
 （１）地域志向教育研究経費 報告書（別紙様式２） 
 （２）地域志向教育研究経費 概要報告書（別紙様式３） 
（３）予算差引明細一覧（物品・旅費・報酬申請システムの予算執行状況より CSV ダ

ウンロード） 
 
（雑則） 
第７ この要領に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会が別に定める。 
附則 

この要領は、平成２６年１１月２７日から実施する。 
 
別表 
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. 地域志向型科目の開発に関する調査と検討 

B. 地域活性化に繋がる観光関連科目の調査と検討 

C. 地域課題の解決を志向した学修方法開発に関する調査

と検討 

D. 島嶼、環境、食と健康で地域貢献に関する教育研究 

E. 地域防災、地域医療、水で地域貢献に関する教育研究 

F. 鹿児島の自然エネルギー利活用に関する教育研究 

G. 鹿児島島嶼の水産業高利益転換に関する教育研究 
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資料２－３   
 共通教育科目における地域志向・関連科目の例 
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資料２－４ 

 専門科目における地域志向・関連科目の例 

    

    

 

    

 

学部名（教育学部）

地域志向・関連科目

専修名 専修名 担当者

教員養成基礎講座I 脇坂郁文、ほか

学校環境観察実習 学校環境観察
実習運営委員

教職実践研究II 迫田孝志，ほか

教員養成基礎講座II 塚元宏雄，ほか

生涯教育論II 金子　満

初等コース 社会科教育概論 田口紘子ほか

社会科 地誌学概説 深瀬浩三

日本史演習I 日隈正守

技術科 木材工学 寺床勝也

国際理解 観光学 大塚清恵

国際理解教育調査研究II 中島祥子

健康教育 野外教育実習・調査 福満博隆

学部名（歯学部）

地域志向・関連科目

学科名 科目名 担当者

統合系科目I(地域・離島歯科医療学) 於保　孝彦　他

臨床実習(口腔保健科)
於保孝彦、山口泰平、佐藤節子、長田恵
美、西山毅、五月女さき子

歯学概論（学外施設見学） 各教員

学部名（理学部）

地域志向・関連科目

科目名 担当者 科目名

火山地質学 小林　哲夫 火山地質学

火山物理学 I 八木原　寛 火山物理学 I
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資料２－５  

 かごしまＣＯＣセンター組織整備に係る出席者名簿 
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資料２－６   
５部会の委員会名簿 

 

 

 

 

 

地域防災・医療部会メンバー

部会長 地頭園　隆 農学部　教授 准教授

副部会長 菊地聖史 医歯学総合研究科　 教授

委員 　浅野敏之 理工学研究科 教授

委員 　岩船昌起 地域防災教育研究センター 特任教授

委員 　下川悦郎 地域防災教育研究センター 特任教授

委員 　井村隆介 理工学研究科 准教授

委員 　安達貴浩 理工学研究科 教授

委員 　森脇　広 法文学部 教授

委員 　小林励司 理工学研究科 准教授

委員 　秋葉澄伯 医歯学総合研究科 教授

委員 　眞木雅之 地域防災教育研究センター 特任教授

委員 　菱山宏輔 法文学部 准教授

委員 　黒光貴峰 教育学部 教授

観光・国際部会

部会長 石塚孔信 法文学部 教授

副部会長 山本一哉 法文学部 教授

委員 小林善仁 法文学部 准教授

委員 永迫俊郎 教育学部 准教授

委員 　深瀬浩三 教育学部 准教授

エネルギー部会

委員長 甲斐　敬美 理工学研究科 教授

副委員長 寺岡行雄 農学部 教授

委員 二宮秀興 理工学研究科 教授

委員 福島誠治 理工学研究科 教授

委員 山城徹 理工学研究科 教授

委員 木下英二 理工学研究科 教授
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農林畜産業部会

部会長 冨永　茂人 農学部 教授

副部会長 岩井　久　 農学部 教授

委員 一谷勝之 農学部 准教授

委員 坂上潤一 農学部 教授

委員 大久津昌治 農学部 准教授

委員 高山耕二 農学部 准教授

委員 坂井教郎 農学部 准教授

委員 吉田理一郎 農学部 准教授

委員 山本雅史 農学部 准教授

委員 遠城道雄 農学部 教授

委員 朴　炳宰  農学部 准教授

委員 北原　兼文 農学部 教授

委員 加治屋勝子 農学部 講師

委員 侯 徳興 農学部 教授

委員 宮田　健 農学部 助教

委員 大塚　彰 農学部 教授

委員 井尻大地 農学部 助教

委員 樗木 直也 農学部 准教授

委員 赤木 功 農学部 助教

委員 濱中大介 農学部 准教授

委員 枚田邦宏 農学部 准教授

委員 寺岡行雄 農学部 教授

委員 加治佐剛 農学部 准教授

委員 河野澄夫 農学部 教授

委員 芝山道郎 農学部 教授

委員 神田 英司 農学部 准教授

委員 津田勝男 農学部 教授

委員 坂巻祥孝 農学部 准教授

委員 岡本繁久 農学部 准教授

委員 窪田　力 共同獣医学部 教授

委員 宮本 篤 共同獣医学部 教授

委員 川崎安亮 共同獣医学部 教授

委員 白石 光也 共同獣医学部 准教授

委員 藤田　志歩 共同獣医学部 准教授
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水産業部会

部会長 野呂忠秀(*)
水産学部附属海洋資源環境教育
研究センター

 教授

副部会長
鹿児島県水産振興課等の水産行
政担当者に依頼

委員 西　隆一郎 水産学部水産生物・海洋学分野 教授

委員 庄野　宏 水産学部水産生物・海洋学分野 准教授

委員 木村郁夫(*) 水産学部食品資源利用学分野
教授、
COCセン

委員 前田広人 水産学部食品利用学分野 教授

委員  塩崎一広 水産学部食品利用学分野 助教

委員 袁　春紅 水産学部プロジェクト
特任准教
授

委員 江幡恵吾 水産学部漁業工学分野 准教授

委員 山本智子
水産学部附属海洋資源環境教育
研究センター

准教授
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資料２－７ 

               部会の地域課題 
                           ２０１５．１．３０ 

部会 地域課題の項目   備考 

地域防災・医療部会 
 
 

総合防災（災害緊急対応，災害心理，心のケ

ア，医療・福祉，ライフライン，復旧復興，

防災対策，警戒避難，防災教育，防災リー

ダー） 
水害・土砂災害，火山災害，地震・津波災害，

放射線災害の実態解明，予測，対策 
 

 

観光産業・国際部会 
 
 

観光ビジネス、観光と火山、観光と温泉、 
観光と食、観光と地域の文化財、観光と地域

環境 
 

 

エネルギー部会 
 
 

次世代エネルギー、地域エネルギーと持続可

能社会、バイオマスエネルギー、地域の再生

可能エネルギー、スマートシティ 
 

 

農林畜産業部会 
 
 

農林畜産業振興による地域活性化、新食料供

給基地の構築、安心安全な食料生産、環境保

全型農林畜産業、地域農林畜産物の加工特性

と機能性評価、地域農林畜産物の流通モデル

の開発、地域農林畜産業と環境、高齢化と地

域農業、新有用動植物の探索と特産化、温暖

化と地域農林畜産業、有害鳥獣害対策、グリ

ーンツーリズム、地域特産農林畜産物を生か

した観光振興、省エネルギー型農林畜産業、

六次産業化、ICT 農業、アグリイノベーショ

ン 
 

 

水産業部会 
 
 
 

地域水産業活性化と流通モデル、地域活性化

と島嶼水産業、水産物の高付加価値化 
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表２－８   

部会の研究対応課題キーワード 

 

 

 

　　           研究分野（共同研究など）

部会 キーワード 所属 氏名

水産業 浅海魚類、　養殖漁場 水産学部 門脇　秀策

水産業
アンチョビー、オイルサーディン、缶詰製造、タカエビ、高付加
価値、マグロ、養殖魚、内臓

水産学部 木村　郁夫

水産業 イルカ、環境調査、リアルタイム配信 水産学部 西　隆一郎

水産業 漁礁、増殖礁,食害、藻場 水産学部 江幡　恵吾

農林畜産 桜島大根、優良系統 農学部 岩井　純夫

農林畜産 安納芋、糖度測定 農学部 河野　澄夫

農林畜産 先進的林道機械、作業システム 農学部 岡　勝

農林畜産
食品鮮度保持、作業環境、畜産廃棄物処理、メタン発酵、食品
残渣処理、排水処理

農学部 紙谷　喜則

農林畜産 ビニールハウス、バイオマスボイラー 農学部 岩崎　浩一

水産業
ブッシュチョッパー粉砕物、環境改善微生物、赤潮被害防止緊急対
策事業

水産学部 前田　広人

水産業 浅海魚類養殖漁場、環境管理と保全 水産学部

水産業 甑島、マグロ養殖漁場、複合養殖、環境管理と浄化 水産学部 門脇　秀策

水産業 外国産ウナギ幼魚、最適餌飼料 水産学部 小谷　知也

農林畜産 鹿児島黒豚、授乳中発情 共同獣医学部 野口　倫子

農林畜産 焼酎もろみ液発酵液飼料、　年放牧繁殖牛補助飼料 農学部 大島　一郎

農林畜産 ビニールハウス、バイオマスボイラー、温風発生 農学部 岩崎　浩一

農林畜産 ツルの死亡原因調査、水の病原微生物等調査 共同獣医学部 髙瀬　公三

水産業 平成25年度水産資源生息生態調査 水産学部 江幡　恵吾

水産業 大根占地区、藻場モニタリング調査 水産学部 寺田　竜太
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部会                キーワード 所属 氏名

農林畜産 びわ茶摂取、健康増進・維持 医学部 新地　洋之

地域防災・医療
卵殻膜タンパク含有、創傷被覆材、皮膚びらん・潰傷、
創傷治癒

医歯学総合 金蔵　拓郎

地域防災・医療 構造物長寿命化修繕計画、サポートシステム 理工学研究科 武若　耕司

地域防災・医療 コンクリート二次製品、塩害抵抗性、現場打ちコンクリートと 理工学研究科 山口　明伸

地域防災・医療 高齢者の転倒予防、運動プログラム 教育学部 前田　雅人

地域防災・医療 大隅半島、遺伝性認知症 医歯学総合研究科 髙嶋　博

地域防災・医療 マイクロRNA、　新規泌尿器癌治療、 vivo実験 医歯学総合研究科 中川　昌之

地域防災・医療 高齢糖尿病患者、糖尿病神経障害 医歯学総合研究科 西尾　善彦

地域防災・医療 亜ヒ酸、成人T細胞白血病 医歯学総合研究科 有馬　直道

地域防災・医療 耳鼻咽喉科疾患、降灰 医歯学総合研究科 黒野　祐一

地域防災・医療 持続性心房細動、左心耳血流速度、左房機能 医歯学総合研究科 大石　充

地域防災・医療 COPD、バイオマーカー 医歯学総合研究科 井上　博雅

地域防災・医療 出水地区、小児予防接種率向上、小児医療体制充実 医歯学総合研究科 河野　嘉文

地域防災・医療
機能性新規糖質、　1,5－アンヒドログルシトール、効率的発
酵生産、機能性評価

農学部 安部　淳一

地域防災・医療 化合物Aのイヌ歯槽骨欠損モデル、歯周組織再生効果 医歯学総合研究科 野口　和行

地域防災・医療 ｼﾗｽを用いた海洋ｺﾝｸﾘｰﾄの適用に関する基礎調査業務 理工学研究科 武若　耕司

農林畜産 黒酢、抗酸化成分 水産学部 杉山　靖正

農林畜産 屋久島、天然酵母菌 農学部 高峯　和則

農林畜産 ねじめびわ茶、抗酸化、抗炎症、黒酢もろみ末 農学部 候　徳興

農林畜産 消火剤,　マイクロカプセル化、アリルイソチオシアネート 理工学研究科 吉田　昌弘

農林畜産 壺造り米黒酢、認知症予防効果 共同獣医学部 叶内　宏明

エネルギー 公共建築物、省エネルギー 理工学研究科 二宮　秀興　

エネルギー ロータリーリンクコネクタ 理工学研究科 福島　誠治

水産業 魚類調査 総合研究博物館 本村浩之
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部会                  キーワード 所属 氏名

地域医療 地域志向型医療人、学生によるフィールド調査
医歯学総合研究
科

根路銘安

農林畜産 黒毛和牛食中毒、食の安全、キリエノキ中毒 理工学研究科 濱田　季之

農林畜産 長寿、島の水、ミネラル 共同獣医学部 宮本　篤

生涯学習の場づくり、地域と連携
生涯学習教育研
究センター

萩野　誠

地域防災・医療 抗がん予防食品、潤命草エキス 医歯学総合研究科 河原康一

地域防災・医療 大規模災害,歯科医療体制,危機管理意識 医歯学総合研究科 菊地聖史

観光 地域活性化イベント,インターネットライブ中継
学術情報基盤セ
ンター

升屋正人

観光 自然・人文・経済環境の評価、少子高齢化 法文学部 石塚孔信

観光 ロケ地観光、観光ルート等の開発、過疎地域 法文学部 萩野　誠

教育課題の解決、臨床心理学的、実務教育プログラム 臨床心理学研究科 金坂弥起

農林畜産 野生動物、農業被害、過疎問題 共同獣医学部 藤田志歩

農林畜産 ウイルス病の効率的診断、パッションフルーツ 農学部 岩井　久

農林畜産
再生可能エネルギー利活用推進、太陽光、木質バ
イオマス

農学部
寺岡行雄

地域防災・医療 河川流域、地域防災力向上、洪水被害 理工学研究科 安達　貴浩

地域防災・医療 漂着ゴミの発生源、ゴミの漂流経路 理工学研究科 加古真一郎

水産業 マグロ養殖、自然エネルギーの利用 理工学研究科 山城徹

地域防災・医療 しらす斜面・盛土の浸透破壊 理工学研究科 酒匂一成

地域防災・医療 水害・土砂災害、水文観測、降雨流出過程 理工学研究科 齋田 倫範

農林畜産 地域機能性食材、食と健康、健康野菜 農学部 侯　德興
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資料２－９   かごしまＣＯＣセンターのパンフレット 
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資料２－１０  かごしまＣＯＣセンターホームページの例 
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 資料２－１１ 

鹿児島大学ＣＯＣ事業に関する報道関連記事 
 

（１）  読売新聞 平成２６年１０月９日 
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（２） 文教速報  平成２６年１０月２７日 

 
（３）読売新聞 平成２６年１１月２７日 

 
（４）毎日新聞 平成２７年１月２１日 
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（５）朝日新聞２月１３日 
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（６） 奄美新聞 平成２７年２月１３日 

 

（７） 南海日日新聞 平成２７年２月１５日 
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資料２－１２ 

産学官連携推進センターとかごしま COC センターの打合せ 
日 時：平成２６年１１月２５日(火) １６：３０～１７：４０ 
場 所：知的財産相談室 
出席者：産学官連携推進センター(中武、石原田、平原) 

     かごしま COC センター(木村、河野) 
      社会連携課(脇野、徳田、東、津曲)  芝崎(COC センター) 
 
１．COC センターの場所について 
 COC センターとその裏の部屋をつなげる改修工事にかかる費用が５００～６００万円ほ

ど見込まれることがわかった。今後採用が予定されている特任教員３名の執務室の確保に

ついては、改修工事を行わずに、暫定的に TLO 近くの共同研究室２（２階）を利用するこ

とを検討していたが、現在の COC センターの場所に近い院生研究室(１階)が空いているた

め、ここを追加の部屋として使用する方向で検討することとなった。 
 
２．産学官連携推進センターとかごしま COC センターにおける今後の地域課題への地域課

題への対応について 
 基本的には別紙（資料：COC センターの地域課題対応について）、下表のとおり行う。 

 従来の案件 以降の案件 
３地域・５部会に合致 産学官連携推進センター COC センター 

３地域外・５部会にも不一致 産学官連携推進センター 産学官連携推進センター 
※３地域…鹿児島市、薩摩川内市、与論町 
※５部会…地域防災・医療／観光産業・国際／エネルギー／農林畜産業／水産業 
また、３地域、５部会に関する案件でも「教育」に繋がるものを COC センターで取り扱

う。「教育」に繋がらない案件は産学官連携推進センターの取扱いとなる方向。 
■COC センターが窓口となり、全てに対応するのではないのか？ 
⇒文部科学省の規定により、申請書に記載の３地域のみに、補助金使用が限定されているこ

とから、対応できる自治体や関連事業にも制限がある。窓口として、COC センターが事案を

受け、学内の関係部署、関係教員とコーディネートしていくこととを想定している。 
３地域以外の自治体が COC 事業に参画するため新たに副申を取得しても補助金使用は認

められない。別途、事業経費として学長裁量経費等学内からの経費措置があればそちらの予

算を適用することは出来る。または、自治体が費用負担し事業に参加することは可能である。 
■いつごろから COC センターが地域のニーズに対応出来るのか？ 
⇒特任教員の選考もこれからであり、COC センター内の各部門、部会の組織体制が整い実質

的に機能し始めるのは来年度になる可能性が高い。体制が整えば、COC センターが窓口とな

り地域課題を受け、各部会に事案を渡すという流れを想定しているが、現在、５部会のうち

１名が未定となっており、各部会長や部会に参画する関連３自治体も今後部会としてどのよ
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うに機能していくかそれぞれ自分の役割を把握しきれていない部分がある。 
 産学連携推進センターには、当面、従来の対応をお願いすることとなるが、随時、状況や

課題を確認し、３自治体以外の課題についても両センターにおいて情報共有をしていくこと

とする。学外へ対しても、大学側が一枚岩となり地域課題に対応していく姿勢を示す必要が

あるため、両センターは密にお互いの事案を共有していく必要がある。 
■３地域以外はどの程度関わっていけるのか。また、COC センターの設置により自治体も

期待している部分があると思われるが、どう対応していくのか？  
⇒３地域以外に関しては、来年度ぐらいまでは様子を見つつ、また、先行大学の状況を参

考にしつつ、関われる範囲を模索していきたい。また、前述の通り COC センターの予算は

動かせずとも、副申を出してもらえれば関わっていくことは可能である。 
また、今後 COC 事業が拡大するに伴い、補助金で雇用された教員が３自治体以外に関わ

る事業や課題を取り扱うことができるのかの判断も難しい。 
■奄美との包括連携協定に関して 
⇒奄美市は COC 事業の対象地域とはなっていないが、事業内容を理解してもらっており、

副申の提出を検討してもらうことになっている。 
■その他 
・５部会に、産学官連携推進センターに参加してもらいたい 
・両センターの定例会等の開催により、情報を深く共有していきたい 
 
３．情報共有について 
 前述の通り、定期的に情報共有の場を開催することとなった。（数ヶ月に１回） 
 ３地域以外の案件に関しても同様に情報を共有するものとする。また、審議すべき案件

が発生した際は、随時、情報交換のうえ会議にかけていくよう努める。 
 
４．その他 
 中武准教授より、COC に関係する産学官連携部門でのコーディネート事案に関する資料

が提示された。実際に現在対応中、或いは対応済の案件を確認し、成果が教育に反映され

るようなものであれば COC センターでも対応可能であろうという結論に達した。 
特に、鹿児島市（水道局）との連携事業については、COC の「水」プロジェクトに関連

付けられる可能性があることから、鹿児島市と連携している樗木先生（農）、渡部先生

（農）と「水」プロジェクト担当の籾井先生（農）が話しをできる機会つくることとなっ

た。 
また、薩摩川内市の事案については、鹿児島経済研究所と COC センターも交えての打合

せを検討することとなった。 
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資料２－１３ 

 
地域志向・関連科目の確認についてのお願い 
                       
鹿児島大学教員各位 殿 
 
                    鹿児島大学かごしま COC センター長 
                           学長補佐 木村 郁夫 
 
鹿児島大学では、本年１０月より平成２６年度文部科学省の大学改革推進等補助金を受

けて ‘地（知）の拠点事業（ 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‘鹿児島大学かごしま COC センター’が発足しました。本事業の目的は、鹿児島

大学が地域とともに社会の発展に貢献する総合大学となるために、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、観光等）を自治体とともに解決し、同時に教育・

研究・社会貢献を強化した大学改革を推進することです。そのために本事業では、 
１）鹿児島大学と地方自治体との組織間協働連携を密接に行うために「かごしま COC セ

ンター」を設置し地域課題の解決を行う 
２）COC 活動成果を活用した「地域と共に貢献する総合大学」にふさわしい教育カリキ

ュラムの構築と地域貢献に活躍する地域志向型人材養成 
３）地域再生・活性化のために、生涯学習の場の充実と養成した地域志向型人材による

持続的地域再生を行う 
本事業の活動を通して、鹿児島大学は地域志向の人材養成や地域の再生・活性化に繋

がる教育・研究・社会貢献を強化した大学改革を推進するものです。このため教育・研

究・社会貢献に関しては下記のような項目に従って本事業を進めることにしています。 
  
Ⅰ．教育 
 本事業で推進する教育分野の各取り組みとしては 
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を備え、 
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、 
③ 科学的な知見からグローバルに通用する専門知と地域課題とをリンクさせた多角的視点

を持った 
人材の養成を達成することである。また、教職員についても、地域志向教育への取り組みを

図るとともに、教育カリキュラム改革については、地域志向型教育を大学全体で推進する。

このために、１年次の全学生必修共通教育科目「大学と地域」を新たに開講し、同時に共通

教育、専門教育、大学院教育で行われている多様な地域志向型科目群の全体が見えるように

授業内容の精査とシラバスの記載などを整理し、学生が大学全体のカリキュラムを把握し積
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極的で意識的な受講を可能とすることを目指す。 
 
Ⅱ．研究等 
 本事業の提案で重点研究領域と位置付けた「島嶼」、「環境」、「食と健康」、「水」、「エネル

ギー」および「総合防災」と「観光」に関する研究は、鹿児島大学における多様な基礎的・

基盤的な研究をベースとしている。本事業ではこれらの研究を活発化するとともに、本事業

で把握される地域課題の解決を目指した統合的な研究を行い、地域が解決を求める課題を明

確にし、研究の効率化、迅速化を達成し、成果の地域社会への還元を確実なものとする。全

学を挙げて研究者間の連携を見える形で推進し、さらに、これら地域課題に取り組む学生を

積極的に育てる。また、新たな研究領域として掲げた「観光」では「かごしまの観光学」と

して、史跡、歴史、伝統行事、社会、文化、広報、交通、観光ビジネス、ツーリズム、観光

客心理等に関する研究を進めるとともに、重点研究領域研究の「島嶼」、「環境」、「食と健康」

を融合させた総合的な研究である。 
本事業の重点モデル研究対象地域における研究課題は、下記に示すように鹿児島県域内の

地域特性を反映したものであり、他の地域への波及効果が期待できる。 
１）鹿児島県：重点研究領域の「島嶼」、「環境」、「食と健康」、「水」、「エネルギー」、「総合

防災」、「観光」は、鹿児島県全域に関わるテーマであり、各研究と地域課題をつなぎ、

統合的な推進を図る。特に、新時代に対応した農林水産業の振興と「安全・安心・新食

料供給基地」の形成は鹿児島県の重要課題であり、「食と健康」研究により、食の安全性

の確保に関する研究、かごしま特産食材の機能性成分研究と医学的なエビデンス評価成

果を活用した新産業の創設、事業化に関わる研究を推進する。 
２）鹿児島市：鹿児島市の重要産業である「観光」研究について、「環境」、「食と健康」視点

も含めた新規研究を推進する。また、桜島火山防災、水害防災、市民防災に関する「総

合災害防災・防災医療」研究を推進する。 
３）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を、「エ

ネルギー」、「水」、「環境」、「島嶼」研究にて対応推進する。 
４）与論町：典型的な島嶼地域であり、地域の産業や文化の活性化研究が求められている。

新時代に対応した農水産の振興および「食と健康」、「島嶼」、「エネルギー」研究が対応

し推進する。特に、島嶼水産物の高付加価値化を可能とする技術が鹿児島大学で研究開

発されているので、島嶼水産業の新しい事業を可能とする鮮度維持技術の導入とこれを

活用した新しい漁獲生産・流通モデル研究を行うことにより産業の振興を推進する。 
 
Ⅲ．社会貢献 
 社会貢献分野においては、 
① 地域志向型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 地域志向型視点を持った教員、学生による研究成果の現場活用を行うことにより、生涯
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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を推進する。 
地域ニーズに基づく生涯学習テーマとしては、既存のかごしまルネッサンスアカデミー、公

開講座・公開授業、地域と大学のローカルシンフォニー、「総合防災」、「地域医療への取り組

み」の充実を図り、さらに、新設のプログラムとして「かごしまの先進観光プログラム」、「か

ごしまの自然エネルギー産業創出・利用プログラム」、「かごしまの島嶼水産業高利益転換プ

ログラム」を開設し、推進する。また、かごしま COC センターで確認される地域の要望を

検討し、新たなプログラムの設置を行う。さらに、鹿児島大学では県内に７カ所の地域セン

ター、研究・教育施設を有しており、これらを活用したより身近な生涯学習の場を提供する。

これら地域での授業は、面接学習のみではなく、双方向遠隔授業、動画配信等の機能を構築

して行う。以上の活動を通して、地域再生・活性化を推進する。 
 
Ⅳ．全体 
 大学全体としては、鹿児島大学は地域とともに社会の発展に貢献する総合大学となること

を目指して取り組んできているものの、今までの自治体や地域と大学との関係は教員やプロ

ジェクト毎の対応であり、分散型の教育・研究・社会貢献の活動であった。これを、学長の

リーダーシップの下、かごしま COC センターが統括し、自治体との協働連携を行い得られ

る情報を参考として、地域志向の教育・研究・社会貢献を集約型で取り組む体制とする。本

事業の活動を通して、鹿児島大学は地域志向の人材養成や地域の再生・活性化を明確に目指

した大学教育改革・ガバナンス改革を推進する。 
 
以上のように本事業は、鹿児島大学における地域志向の人材養成や地域の再生・活性化

に繋がる教育・研究・社会貢献を図るものです。かごしま COC センターでは、現在鹿

児島大学で実施されている地域志向・関連科目を把握し、多様なそれらの科目の全体が見

えるようにすることにより、学生が全体のカリキュラムを把握し積極的で意識的な受講を可

能とすること必要であると考えています。現在各学部で開講されている講義科目のシラ

バスを参考にして添付ファイルに示しますような地域志向・関連科目を選びました。各

位におかれましては、地域志向・関連科目とみなして差支えないのかどうか、また今後、

地域志向・関連事項を講義にとりいれる予定があるのかどうかご連絡いただければ幸い

です。添付しましたファイルにより結果をおしらせ下さい。 
 
                           平成２６年１１月１９日 

【問い合せ先】 

 ■ かごしまＣＯＣセンター 特任教授（河野） 

   内線 8502  Email coc851@gm.kuas.kagoshima-u.ac.jp   

 ■ 研究国際部社会連携課地域連携係（津曲） 

     内線 7104  Email tirenkei@kuas.kagoshima-u.ac.jp  
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資料２－１４ 
ＣＯＣ事業に関する打合せ 

 
日 時：平成２６年１０月２２日（水）１３：３０～１４：３０ 
場 所：かごしまＣＯＣセンター 
出席者：飯干教育センター長、萩野生涯学習教育研究センター長、 

木村センター長、河野教授、孟特任専門員、社会連携課 
 
打合せ事項： 
１．規則等の確認 
・かごしまＣＯＣセンター組織規則、運営委員会規則、部会要項の確認を行った。 
・組織規則の修正があった。（修正前）地域指向、（修正後）地域志向 
 
２．部門長について 

木村センター長から、部門長就任への依頼があり、次のとおり了承された。 
 ・飯干教育センター長：教育部門長 

  ・萩野生涯学習教育研究センター長：社会貢献部門 
また、学部科目の地域志向化については、かごしまＣＯＣセンター運営委員会にお

いて、部局選出の副学部長へ依頼することを考えているとの説明があった。 
 
３．飯干教育センター長からの意見等 
(1)各学部で開設されている“地域志向”科目をＣＯＣセンターにおいて調査し 
ていただきたい＝カリキュラムマッピング 
 → 河野教授から、現在“地域志向”として挙げられている専門科目については、

整理の上、再度、学部に確認をとる予定であるとの説明があった。 
 

(2)平成 28 年度に共通教育で開講する科目「大学と地域」の内容については、 
ＣＯＣセンターから提案いただけると、教育センターで実施の対応ができる。 
 

(3)「観光学」に対応できる科目や教員は教育センターには該当（者）がないので、専
門教育（学部）に適任者がいるかを、ＣＯＣセンターにおいて調査していただきた
い。 

  → 萩野教授（法文学部経済情報学科）で対応を検討できるとのコメントがあっ
た。  例：交通、流通を切り口とした観光産業等 

 
(4)共通教育の地域志向科目に関する学部からの意見や要望をとりまとめていただき

たい。 
 
(5)共通教育では、連携自治体に関する科目が少ない状況（屋久島、奄美は既設科目有

り）。今後、連携自治体を含めた科目や授業構成にしていくほうがよいのか。また、
「大学と地域」についても、連携自治体からの講師派遣を含める必要があるかどう
かをご教示いただきたい。 

 
(6)その他、教育センターでのＣＯＣ対応状況について資料提供があった。 
 
４．萩野生涯学習教育研究センター長からの意見等 
(1)新たな履修証明プログラム作成のため、早急に５部会を立ち上げていただきたい。
また、部会への参加を認めていただきたい。 
 
(2)現在のルネッサンスアカデミーの事務要員を社会貢献部門に配置替えできないか。 
 
最後に、木村センター長から、今後の打合せ参加への依頼があった。    
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資料２－1５ 
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資料２－１６ 
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資料２－１７       アンケートの様式 

平成 27 年 2 月 6 日 
「鹿児島大学 COC 事業 キックオフシンポジウム」アンケート 

 
本日は「鹿児島大学 COC 事業キックオフシンポジウム」にご参加いただきありがとうござ

います。本シンポジウムに対する、ご意見をお聞かせください。 
 
Q1．【職種】(あてはまるものを 1 つ選択してください) 
    教育関係   ・     自治体       ・    鹿児島大学教職員 
       その他(                      ) 
Q2．【現在のお住まい】   

鹿児島県(              )市・町・村  
       その他(               )都・道・府・県 
Q3．今回参加された動機を教えてください。（複数選択可） 
1．COC 事業に関心があったから  2．ポスター・大学ホームページの開催案内を見て 
3．内容に関心があったから（ 基調講演・事業概要説明 ・パネルディスカッション） 
4．その他

（                                     ） 
Q4．鹿児島大学の COC 事業のことを理解できましたか 
1．よく理解できた             2．やや理解できた 
3．あまり理解できなかった         4．全く理解できなかった 
Q5．COC 事業に関連して、鹿児島大学に期待することを教えてください。（複数選択可） 
1．地域志向型の教育の充実         2．地域課題への迅速な対応 
3．地域住民を対象とした生涯教育の実施   4．自治体との連携強化            
5．その他

（                                     ） 
 
Q6．鹿児島大学へのご意見がありましたらご記入ください。 
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 資料２－１８ 

キックオフシンポジウムの自由記述 

 
【前向きな意見】     
・COC 事業の成功向けてがんばってください     
・COC 事業の概要は把握できた。事業進捗については COC センターが中心となってスピ

ード感を持って取り組んで欲しい     
【要望】     

・パネルディスカッションは人数に対して全体の時間が短かった。会場が少し寒かった。

COC 事業は鹿児島大学の中心となる重要な事業だと思うので期待している。 
    

・既に研究者個人で行っている地域での研究成果を地域に貢献・発信する際、県などの自

治体とどのように連携をとればよいか分からない。教員と市町村とのマッチング出来る

場つくって欲しい     
・地域への貢献が期待される。そのために COC センターが機動性を持って窓口となって

欲しい。鹿児島大学の研究者と地域の産業地場との連携がスピード感を持って進むよう

な工夫が必要である     
・地域志向型教育の重要性についてはよく理解しているが、地域の課題を解決できる人材

育成のためには基礎的な教育も重要と考えられる。パンフレット等を見ると基本的な部

分はどのようになっているのか分かり辛いと感じた。基礎を身に着けた上で地域課題へ

の流れを学生に理解してもらう必要がある。     
・マイクの音量が小さい     
・各学部でこれまで行ってきた教育・研究の成果を COC 事業に活用しながら COC での

新たな活動の準備や実施を行っていくことになると思いますが、その際に人（マンパワ

ー）や物（物品など）を、既存の活動と COC 事業との間で共用してもよいのか、新た

に人や物を調達する必要があるのかなど、予算の組み方と使い方、人のつかい方に困っ

ている面があります。ぜひ COC センターからオフィシャルな見解をおろしてもらえる

と、今後の活動計画をくみやすくなりますので、ご高配をお願いします。（理想的には共

用できた方が活動をすすめやすいのですが..） 
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資料２－１９ 

 

        島嶼シンポジウム in 与論の自由記述 

【要望】     
・分かりにくい     
・シンポジウムは時間をと取り、ゆとりを持って行って欲しい   

  
・観光・公共政策・都市デザインなどの高等教育を充実させて欲しい  

   
・お金と時間を無駄にしないで欲しい     
・1．実動性のあるプログラム設定が求められる。2．南海トラフ沖地震による、津波・高

潮被害等、防災に強いまちづくり研究をしてもらいたい。3．創生業の研究も必要であ

るので、是非お願いしたい。     
・町(島)の産業振興の根幹となる基幹産業(サトウキビなど？)が低迷し続けている。その

て、サトウキビに替わる特産品目の開発・研究を進めて欲しい。特に、島の自然条件等

にあった農水産物で、島外への流通コストを抑え易い「軽薄短小」で日持ちするものが

あればと思う。 
・COC 事業における最終まとめの資料が完成したら配布があるのか   

  
・鹿児島大学と与論町が連携して、与論町が抱える諸問題(特に少子化)を解決してもらい

たい     
・与論町の浄水場から 500 ㎥/日の排水(電気透析装置)が海に捨てられている。この水は

希硫酸や多量のミネラル分が入っている。この捨てられている水の活用を考えて頂き

たい ex)硫酸温泉、かん水用(トマト栽培等)     
     
 
 
 
 

 


