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はじめに

かごしまＣＯＣセンター長 木村 郁夫

平成 26 年度に文部科学省の大学改革推進等補助金を受けて平成 26 年 10 月より発足した鹿

児島大学かごしまＣＯＣセンターは、‘地（知）の拠点整備事業（火山と島嶼を有する鹿児島の

地域再生プログラム）’を推進しています。ＣＯＣ活動も４年目に入り地域志向教育による人材

育成、連携自治体を含めた鹿児島県の自治体に関する地域課題の収集・分析や解決に向けた取り

組み等を進めてきました。鹿児島大学が総合大学として全学を挙げて地域社会の発展に貢献し、

火山と島嶼に係る鹿児島県域の特徴的な地域課題（防災、災害時医療、農林畜産業、水産業、水、

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

教育・研究・社会貢献活動を推進する地域の拠点大学として発展することに繋がると思います。

鹿児島県は、南北 600 km にわたり火山と島嶼を有する多様で豊かな自然環境に恵まれる一

方で、人口減少の進行や経済情勢と産業構造の変化など地域課題解決への対応が急務となってい

ます。かごしまＣＯＣセンターでは、鹿児島の地域課題に対応するために 5 部会（地域防災・

医療部会、観光産業・国際部会、エネルギー部会、農林畜産業部会、水産業部会）を設けて地域

ニーズの収集・分析、解決策の検討などを行っています。各部会には本学の教員に加えて連携自

治体である鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市、与論町から職員が参加し、協働して地域課題に取

組む体制を整えています。鹿児島大学では、この取組を県内自治体にも広げて個々の地域課題の

解決を図るとともに、その成果を地域に還元していくことを目指しています。

地域志向人材養成の根幹となる共通教育全学必修科目「大学と地域」を昨年度に続いて約 2000

名の１年生に実施しました。講義には学長、鹿児島県知事、副知事、全学各部局からの教員およ

び連携自治体の職員などが参加し、地域の魅力や特徴の紹介、大学と自治体の地域課題への取組

みに関する授業を通して地域志向人材の養成を目指した基礎教育を行いました。また、今年度も

鹿児島大学では“進取の精神チャレンジプログラム”に地方創生活動部門を設けて、学生による

地方創生活動を支援する取組みを学長主導で行いました。一方、部会の活動として取り組んだ地

域課題に関する成果報告会や、地域志向教育研究経費の成果報告会などを実施して、地域との連

携の進展を図りました。地域関連の研究課題については教員が学生とともに取組むことにより着

実な成果をあげ、その成果は学内外で報告会を実施し地域への還元を図ることができました。

本報告書は、平成 29 年度に鹿児島大学の教員と連携自治体などが協力して行ったＣＯＣ事業

の成果をまとめたものです。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いたことに

深くお礼を申しあげます。次年度におきましても鹿児島大学は、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まいります。

平成 30 年 3 月
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第１章 平成２９年度ＣＯＣ事業概要 

 

 

１．１  ＣＯＣ事業の計画と実施 

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 10 月より発足し

た‘地（知）の拠点整備事業（火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム）’ を

行っており、平成 29年 4 月から 4 年目に入った。 

かごしまＣＯＣセンターでは、本事業の年次計画に従って活動を行っており、これま

での活動は随時ホームページを通して公開してきた。図１―１はかごしまＣＯＣセンタ

ーのホームページの表紙を示している。 

 

  

       

        図１－１ かごしまＣＯＣセンターのホームぺージの表紙 

 

この中では、項目として「学長挨拶」、「事業概要」、「教育」、「研究」、「地域課題」、

「社会貢献・生涯学習」、「地域志向教育研究」がある。それぞれの項目の中に平成 26 年

度から始まったＣＯＣ事業の活動とその成果について示している。 

「学長挨拶」の中では、ＣＯＣ事業の目的は、鹿児島大学が総合大学として地域社会

の発展に貢献するために、鹿児島県域の火山と島嶼を有する特徴的な地域課題（防災、

災害時医療、農林畜産業、水産業、水、エネルギー、離島医療、流通輸送、地域教育、

環境、観光等）を自治体とともに解決し、同時に教育・研究・社会貢献を強化した大学

改革を推進することであると述べられている。 

「事業概要」では、運営体制の説明や組織図、本事業の３つのコンセプト、学長のリ

ーダーシップの下、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ことなどが述

べられている。さらに、平成 26 年度から 28 年度までの「地（知）の拠点整備事業報告

書」の pdfファイルなどが掲示されている。 

「教育」では、本事業で推進する各取り組みを通して、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
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方法を導き将来ビジョンを描ける、③グローバルに通用する専門知と地域課題とをリン

クさせて、科学的な知見に基づく多角的視点を持った人材の養成を達成することなどが

述べられている。そして、かごしま地域教育プログラムの全体像、全学共通必修科目「大

学と地域」、専門教育における地域関連科目の各項に関連する説明を図、表と合わせて

示している。 

「研究」では、ＣＯＣ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して全学を挙げて研究者間の連携を見える形で推進する

こと、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ことなどが示されてい

る。ＣＯＣの地域課題と鹿児島大学の重点領域研究の関係を関連図として表しＣＯＣ事

業として取り組む地域課題の研究マップを示して、関係者が地域課題を把握できるよう

になっている。 

「地域課題」では、部会で取り組む地域課題の検索についての説明図、地域課題一覧

があり検索システムを利用してＣＯＣで対応する地域課題を調べることができる。さら

に、検索のあと、部会へ課題解決に向けた相談ができることが説明されている。 

「社会貢献・生涯学習」では、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地域志向の視点を持った教

員、学生による研究成果の現場活用を行うことにより、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ことが述べられている。さ

らに、生涯学習センターの活動や平成 26年度・平成 27 年度社会貢献活動実績、平成 27

年度ＣＯＣ事業フォローアップアンケート、鹿児島大学農学部地域連携ネットワークプ

ロジェクト成果報告会など社会貢献・生涯学習に関する活動の成果が掲示されている。 

「地域志向教育研究」では、ＣＯＣ事業のなかで推進している地域志向教育研究に関

して、地域課題に取り組む教員の教育・研究・社会貢献活動を支援し、大学全体の地域

志向型教育研究を活性化させるための経費を公募配分している。これに関連する公募案

内、採択一覧、地域志向教育研究成果報告会の案内、地域志向教育研究成果の成果報告

書を平成 26 年度から平成 29 年まで随時掲示している。 

かごしまＣＯＣセンターの運営委員会には、共通教育センター長、産学官連携推進セ

ンター長、各学部・研究科の副学部長・副研究科長が参加しており全学でＣＯＣ事業に

取組む体制を取っている。資料１－１は、平成 29 年度かごしまＣＯＣセンターの運営

委員会委員の名簿を示している。 

鹿児島特有の地域課題に関連した地域ニーズの収集分析は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、水産業部会が

行っている。資料１－２に示すように各部会には部会長、副部会長を中心にして各専門

分野で地域課題に関連する研究教育に取組んでいる教員と連携自治体の関連職員が参

加している。部会には地域課題に取り組んでいる全学部の教員が参加することで、鹿児
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島大学として全学を挙げて地域課題に取組みその成果を地域に還元して地域貢献を果

たすことができるような組織になっている。 
平成 29 年度のＣＯＣ事業補助金調書には、表１－１に示すように今年度の事業とし

て実施する項目が 20 項目ある。 
「教育」に関する項目としては、地域志向全学共通必修科目「大学と地域」を平成 28

年度に引き続き開講、「かごしまキャリア教育プログラム」のスタートアップ科目「地

域就業キャリアデザイン」、「かごしま地域リサーチプログラム」及び「地域リサーチ・

スタートアップ」を開講するとともに、両プログラムに関する全学的なカリキュラム・

マップの作成など５項目が挙げられている。今年度はこれらの活動項目を実施した。活

動の内容については２章以下の関連する箇所で述べることにする。 
「研究」の項目としては、本プログラムに対応する主研究領域の研究の充実とその成

果による地域志向科目の充実、本学の地域志向の研究内容及びその成果を活用した成果

報告会の開催と地域への還元など５項目が挙げられている。今年度はこれらの活動項目

の実施を図った。活動内容については第３章で述べることにする。 
「社会貢献」の項目としては、地域社会人の教育コース・学習の場の充実（既設の「か

ごしまルネッサンスアカデミー、焼酎マイスター養成コース、林業生産専門技術者養成

プログラム、稲盛経営哲学プログラム」）、公開講座、公開授業の更なる充実・推進、

「学生による地方創生活動プログラム」の実施などが挙げられる。今年度はこれらの活

動の発展を図った。活動内容については第４章で述べることにする。 

「全体」の項目として、ＣＯＣセンターの運営、５部会、３部門による進捗評価、学

内ＣＯＣ評価委員会による平成 28 年度事業実績の学内評価、学外評価委員会による平

成 28 年度事業実績の学外評価など６項目がある。２年後の「地（知）の拠点整備事業」

終了以降の継続計画について、事業体制・人員・各教科学習コースの帰属・予算等に関

する対応事項について検討を開始した。かごしまＣＯＣセンターでは、その事業運営、

広報と普及活動など事業の確実な実施に取組んだ。これらの活動の実施については第５

章で述べることにする。 
かごしまＣＯＣセンターでは、以上に述べたように平成 29 年度ＣＯＣ事業の実施に

取組み、これらの活動の成果や進捗状況について自己点検を行い、ＰＤＣＡの実施を図

った。これらの結果は第６章で述べることにする。 
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表１－１ 平成２９年度の補助事業実施計画 

【教育】 

番号 項目内容 実施期間 

①  地域志向全学共通必修科目「大学と地域」昨年度に引き続き開講 
 

平成２９年４月～ 

平成３０年３月 

②  全学生が共通教育科目群の中で指定された地域志向科目（選択科目）から

履修 
 

平成２９年４月～ 

平成３０年３月 

③  「かごしまキャリア教育プログラム」プログラムのスタートアップ科目

「地域就業キャリアデザイン」及び「かごしま地域リサーチプログラム」

のスタートアップ科目「地域リサーチ・スタートアップ」を開講するとと

もに、両プログラムに関する全学的なカリキュラム・マップの作成 
 

平成２９年４月～ 

平成３０年３月 

④  プラットフォーム（共通教育または専門教育）における観光に関するプロ

グラムについて検討 
 

平成２９年４月～ 

平成３０年３月 

⑤  大学院全学横断プログラムについて充実を図るとともにプラットフォー

ムとの接続を検討  
1)既設の「島嶼」、「環境学」、「食と健康」教育コースについては、引き続

き地域貢献・志向に関する内容の充実を図る。 

2)鹿児島大学の重点研究領域として「水」、「エネルギー」と連携した教育

プログラムについて引き続き検討する。 

平成２９年４月～ 

平成３０年３月 

 

 

【研究】 
番号 項目内容 実施期間 

①  本プログラムに対応する主研究領域の研究の充実とその成果による地域

志向科目の充実 

 

平成２９年４月～ 

平成３０年３月 

② 本学の地域志向の研究内容及びその成果を活用した成果報告会の開催と

地域への還元 
 

平成２９年４月～ 

平成３０年３月 

③ 地域志向教育研究経費を活用した「食と健康」、「エネルギー」、「総合防災」、

「環境」、「観光」などの重点領域研究の推進と研究成果を教育へ活用し

た成果報告会の開催 
 

平成２９年６月～

平成３０年２月 

④ 地域課題検索に対応する研究課題データの更新と部会による地域課題へ

の対応の迅速化推進 
 

平成２９年４月～ 

平成３０年３月 

⑤ ５部会における地域の再生・活性化に繋がる地域課題への取組の推進 
 

平成２９年４月～ 

平成３０年３月 
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表１－１ 平成２９年度の補助事業実施計画 

【社会貢献】 

番号 項目内容 実施期間 

①  地域社会人の教育コース・学習の場の充実：既設の「かごしまルネッサン

スアカデミー」（焼酎マイスター養成コース、林業生産専門技術者養成プロ

グラム、稲盛経営哲学プログラム）、公開講座、公開授業は更に充実させ推

進 

平成２９年４月～ 

平成３０年３月 

②  連携自治体の課題に対応した社会人専門教育・学習コースの開講について

部会及び連携自治体と連携しながら準備「かごしまの島嶼水産業高利益転

換プログラム」（仮称）、「鹿児島の農業人育成プログラム「(仮称）」など 
 

平成２９年４月～ 

平成３０年３月 

③  「学生による地方創生活動プログラム」の実施 
 
 

平成２９年４月～ 

平成３０年３月 

④  学内各部局で行われているｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、ﾌｫｰﾗﾑ、ｾﾐﾅｰ等の地域貢献活動を集約

し、さらなる充実に向けて活動する。 
 

平成２９年４月～ 

平成３０年３月 

 

 

【全体】 

番号 項目内容 実施期間 

①  ２年後の「地（知）の拠点整備事業」終了以降の継続計画について、事業

体制・人員・各教科学習コースの帰属・予算等に関する対応事項について

検討を開始し、年度終了時に事業計画について執行部の確認を得る。 

平成２９年４月～ 

平成３０年３月 

②  ＣＯＣセンターによる事業運営、広報と普及活動を行う。 

 
平成２９年４月～ 

平成３０年３月 

③ 中間評価受審準備 

中間評価受審 10月〜 

平成２９年７月～

平成２９年１０月 

③  本プログラムに関する全学公開シンポジウムの開催 

 
平成２９年１１月 

⑤ ５部会、３部門による進捗評価を行い活動内容、方針の確認、改善を行う。 平成２９年４月～ 
平成３０年３月 

⑥  

 

・運営委員会による事業計画の承認・進捗評価（２回/年）を行い事業内容

の確認と改善を行う。 

・」学内評価委員会による内部評価（年度末１回）と次年度計画・実施体

制・運用へ反映する。 

・学外評価委員会による外部評価を受け次年度計画・実施体制・運用へ反

映する。 

平成２９年７月、

平成３０年３月 

平成３０年３月 

平成３０年３月 
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１．２  ＣＯＣ事業の経過報告 

平成 29 年度のかごしまＣＯＣセンターの事業は、表１－１に示したように教育から

全体まで 20 の項目の実施を図ることである。ＣＯＣ事業の概要の項でも述べたように

ＣＯＣ事業では、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

果を活用した教育を通して地域志向の人材育成を進めることである。その結果、鹿児島

大学が総合大学として鹿児島県で中核的な地（知）の拠点として地域社会の発展に貢献

することを目指すものである。 

表１－２は平成 29 年度のＣＯＣセンターで取組んだ主な事業の概要を示している。 

これらの活動は、何れも平成 29 年度の事業計画に対応している。各活動項目の実施内

容・成果などについては２章～６章に示すことにする。 
 

      表１－２ 平成 29年度 ＣＯＣ事業の実施概要 

 活動項目 活動内容  参照 
 
 
 
 
１ 
 
 
 

 
 
ＣＯＣセンター

連絡会 
 
 
 

 

第１回（4/5）から 33 回（2/26）開催した。議題は、

ＣＯＣ事業全般の展開に関する事項であり、表１

－１で示した平成 29年度の事業の実施に関するも

のである。本事業では、教育、研究、社会貢献・生

涯学習、および各自治体からの問い合わせに対す

る対応等全体の項目が関連して進行するため、Ｃ

ＯＣ連絡会では、実施状況の確認を継続して行っ

た。平成 28 年度から実施した共通教育全学必修科

目「大学と地域」については、今年度は知事講義な

どもあり、その実施に向けた作業の確認を行った。

前後期各 10 クラスの授業の同時実施に伴い、連携

自治体外部講師との連絡調整、資料の準備、各クラ

スの円滑な運用など検討を要する項目が多かっ

た。また、事業実施に関しては、学内評価委員会や

学外評価委員会の開催の結果を受けて、ＣＯＣ事

業の点検評価を継続して行った。 
   

 ２．１ 
 ３．１ 
 ４．２ 
 ４．５ 

５．２ 
 ５．５ 

５．６ 
６章 

 
 
 
 

 
 
 
２ 

 
ＣＯＣセンター

学内評価委員会 
 
 
 

平成 28年度ＣＯＣ事業の学内評価委員会を４月６

日に実施した。評価委員会では、平成 28 年度の計

画に従って実施した「教育」、「研究」、「社会貢献・

生涯学習」に関する活動、「平成 28年度ＣＯＣ事業

の自己点検」の各項目について質疑応答が行われ

た。学内評価委員会の審議の後、各評価委員会から

「教育」、「研究」、「社会貢献・生涯学習」、「全体」

についての評価・コメントを提出いただき、ＣＯＣ

センターでは、その評価意見への対応・点検を行っ

た。 

 

 

 

 ５．５ 
資料５－6 

資料５－7 

資料５－8 

資料５－9 
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 活動項目         活動内容  参照 

 
 
３ 

 
ＣＯＣセンター

学外評価委員会 

平成 28 年度ＣＯＣ事業について６月 12 日学外評

価委員会を開催した。評価委員会では、平成 28 年

度のＣＯＣ事業の概要の説明の後、教育、研究、社

会貢献・生涯学習、全体（管理運営）に関する活動

について質疑応答が行われた。「大学と地域」の実

施に伴う問題点、成績評価やその成果など多くの

事項について審議された。さらに、審議結果を受け

て、評価委員から「教育」、「研究」、「社会貢献・生

涯学習」、「全体」について評価・コメントを提出い

ただき、ＣＯＣセンターでは、これらの評価意見に

ついて継続して点検を行った。 
 

 ５．６ 
資料５－１0 

資料５－１1 

資料５－１2 

  

 
 
 
４ 

 
ＣＯＣセンター

運営委員会 

第１回のかごしまＣＯＣセンター運営会議を８月

３日に開催した。平成 28 年度から実施した「「大

学と地域」について」審議を行った。開講時期やク

ラス規模、テーマ設定などについては、再来年度に

向けて改革していくことが説明された。報告事項

として、平成 28 年度事業に関する学内評価委員会

報告、学外評価委員会報告、及び平成 29 年度地域

志向教育研究経費公募事業の選定結果などについ

て報告した。第２回の運営委員会は３月 19 日に開

催予定である。 
 

５．１ 
資料１－１ 

資料５－１ 

 
 
 
５ 

 
ＣＯＣセンター

部会連絡会 

29 年度の部会活動に関しては、自治体からの課題

提案があった場合は、前年度と同様に５部会で対

応している。９月 14 日に部会長会議を開き鹿児島

県北薩地域振興局から要望のあった提案課題につ

いて協議した。連携自治体の関係者が５部会に所

属しており、連携自治体とＣＯＣセンターとの意

見交換会では、５部会長も加わって地域ニーズへ

の対応ついて協議した。 

 

４．５ 
５．３ 
 

 
 
 
６ 

 
連携自治体とか

ごしま COC セ

ンターとの意見

交換会 
 
 
 
 
 

ＣＯＣセンターの事業運営に連携自治体の意見を

反映するため、10 月 30 日連携自治体である鹿児

島県（企画課）、鹿児島市（政策企画課）、薩摩川内

市（企画政策課）、与論町（総務企画課）の担当者

と、ＣＯＣセンター（５部会長・その他教職員）、

社会連携課職員が集まって意見交換会を実施し

た。平成 29 年度事業計画について概要を説明し、

各部会の活動報告、地域人材育成プラットホーム、

学生の地元定着への取り組み、進取の精神チャレ

ンジプログラムへの取り組みなどについて説明と

意見交換を行った。その後、連携自治体からの意

見・要望などについて意見交換を行い、今後のＣＯ

Ｃ事業の展開に反映することにした。 

 

５．３ 
４．６ 
２．２ 
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 活動内容       活動項目  参照 
７ 
 
 

与論町と鹿児島

大との懇談会 

ＣＯＣセンターの連携自治体である与論町と鹿児

島大学との懇談会を５月 11日に実施した。鹿児島

大学からは、学長、研究担当理事、監事、ＣＯＣセ

ンターの５部会長、ＣＯＣセンターの教職員が、与

論町からは町長や議員等の関係者が出席した。与

論町から提案のあった地域課題について協議を行

った。その後、鹿児島大学で地域課題に関連する研

究を進めている教員からの対応策などの意見を纏

めて最終的な報告を与論町に行った。 

 

５．３ 
 

 
 
 
８ 

 
平 成 28 年 度  

地域志向教育研

究経費の成果報

告会 
 
 
 
 

第１回は連携自治体の薩摩川内市甑島において、

地域志向教育研究費に採択された課題の中から特

に甑島・島嶼に関連する成果について７月 15 日に

報告会を実施した。報告会では、地域課題について

会場の出席者との意見交換会を合わせて行った。

７月 24 日には第２回の成果報告会を実施した。平

成 28 年の地域志向教育研究費に採択された 31 件

の課題のなかで 12 件の発表と質疑応答が行われ

た。また、12 月 12 日は同様に 7 件について第３

回の成果報告会を行い、発表と質疑応答が行なわ

れた。これらの報告会では自治体関係者も参加し

て地域課題について議論が行われた。 
 

３．１ 
３．２ 
資料３－１～

資料３－７ 

 
 
 
 

 

９ コーディネータ

ー会議 

８月８日に平成 29年４月から実施している共通教

育全学必修科目「大学と地域」の 10 クラスのコー

ディネーターが集まり前期の講義の実施に際して

問題になったこと、今後改善すべき項目や後期の

講義の進め方などについて協議した。平成 30 年２

月には後期の授業についても前期と同様に今後の

改善すべき項目等について議論した。 
 

２．１ 

１０ 平成 29 年度鹿

児島大学 進取

の精神チャレン

ジプログラム

「地方創生活動

部門」成果報告

会 

平成 30 年２月 27 日に昨年度に引き続きチャレン

ジプログラムの成果報告会を実施した。このプロ

グラムは、学生が主体となって県内自治体や企業

などと連携した地域貢献活動を支援するため設け

られたもので、「地方創生活動部門」に応募し採択

された５件のプログラムの活動成果の報告会であ

る。 

４．６ 
資料４－９ 

 

参考資料 

 

資料１－１ 平成 29 年度かごしまＣＯＣセンター運営委員会委員名簿 
資料１－２ 平成 29 年度かごしまＣＯＣセンター部会委員名簿 
 ＊かごしまＣＯＣセンターのホームページ http://www.kagoshima-u.ac.jp/coc/ 
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９

第２章 教育に関する活動

２．１ 共通教育「大学と地域」の実施と課題

２．１．１ 「大学と地域」の実施

鹿児島大学がＣＯＣ事業に採択され、全学必修科目「大学と地域」が平成 28 年度よ

り開講された。本年度はその２年目に当たり、基本的には前年度と同様の体制及び内容

で実施された。 本授業科目は「地域」をそのコンテンツの柱としながらも、その教育

目標を「大学で学ぶための論理的思考力」や「科学的リテラシー」そして「課題発見・

解決能力」を身に着けることとし、少なくともその基礎について習得することをゴール

として設定している。すなわち、地域の特徴や抱えている課題、地域志向の研究活動等

を学ぶ中で、地域について自ら考え、その魅力や特徴だけでは無く、課題や弱点、その

解決策も含めて地域を考えることで、学生の地域マインドを大きくすると同時に、学生

の能力を伸長することを目指している（図２－１）。

その一方で、このように「地域」を目標ではなく手段とすることで、むしろそれを目

標とするよりも、学生の地域に関する思いをより涵養できるのではないか、との信念も

そこには込められている。単に地域のことを知る授業ではなく、地域について自ら考え、

その魅力や特長だけではなく、課題や弱点をも含めて、我がこととして地域を考えるこ

とが、学生の地域マインドを大きくする、ということである。

各クラスのテーマとサイズも以下のように前年度を踏襲している。

１クラスの人数を 100 名程度とし、1 クラスに１テーマを振り分けて、10のテーマを設

定する（すなわち 10 クラスを作る）。学生は 10 のテーマから受講したいテーマのクラ

スを選択する。この 10クラスを前期と後期に各々開講し（すなわち合計 20 クラスがで

きる）、2000 名全員を受講させる。10 テーマのうち 8 つのテーマは、かごしまＣＯＣセ

ンターを構成する先述の 5 つの部会、すなわち「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」を踏まえ、「防災」、「医療」、「まちづくり・

観光」、「エネルギー」、「農業」、「森林・林業」、「動物・畜産業」、「水産業」とした。残

り 2 つのテーマは、本学の重点研究領域や人的資源を鑑み、「島嶼・環境」、「まちおこ

し・教育」である。

各クラスは責任教員たる「コーディネーター」（原則として１クラスに 1 名）と、テ

ーマ講義（のみ）を担当する「話題提供者」（１クラスに複数名）が担当した。授業全

体をコントロールし成績評価を行うのはコーディネーターの役割であり、全員が学内専

任教員（かごしま COC センター５部会より選出）またはかごしま COC センター特任教員

である。話題提供者はクラスのテーマに応じて、学内教員等や連携自治体職員などが地

域に関連する研究成果や実務の紹介、情報提供を行った（図２－２）。
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１０

図２－１ 本年度「大学と地域」パンフレット

半期 15 回の授業のうち、前期は冒頭の第１回～第３回、後期は第１回、第２回及び

第４回の授業はコーディネーターが授業を切り盛りし、各クラス同じ内容とすることで

共通性を確保した。第１回では本授業の狙いを示すオリエンテーションと学長による講

話（ビデオ教材）、前期の第３回と後期の第２回においては大学と地域の関わり（各学

部と地域の連携による取り組みを照会するビデオ教材）を取り扱った。さらに、本年度

からの新たな試みとして、前期の第２回には鹿児島県の三反園知事が、後期の第４回に

は岩切副知事が、それぞれ県の行政を司る立場から講義を担当した。

前期の第４回から第８回または後期の第３回及び第５回から第８回（「Ａパート」）と、

前後期とも第 10 回から第 14 回（「Ｂパート」）は話題提供者からのレクチャーであり、

その内容はクラスによって異なる。そして、第 9 回と第 15 回にそれぞれ「中間まとめ

①」と「中間まとめ②」を設定し、前者はＡパートについて、後者はＢパートについて、

コーディネーターが学生に振り返りを行わせて「中間レポート」を作成させた。この中

間レポートは、各クラスで扱われた話題の内容をダイレクトに問うものではなく、話題

に含まれる要点や課題などを考えさせる共通の出題形式（フォーマット）を採用してい

る。例えば、「防災」クラスでは地域の地震防災、「まちおこし・教育」クラスでは鹿児

島の離島の教育という異なる内容について、共通して「要点抽出（課題発見）」、「要点

抽出の理由」、「対策の案出」を問うのである。
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１１

回数 内容 主たる担当者 学生の活動等

第 1 回 オリエンテーション、学長講話

コーディネーター

講義の聴講

映像資料の視聴

（全クラス共通の内容）

第 2 回 県知事講義

第 3 回 大学と地域の関わり

第 4 回

テーマ講義（A パート）

（話題提供者による話題提供）
話題提供者

テーマ講義の聴講

（クラス毎に異なる内容）

第 5 回

第 6 回

第 7 回

第 8 回

第 9 回 まとめ①（A パートまとめ） コーディネーター 中間レポート①の作成

第 10 回

テーマ講義（B パート）

（話題提供者による話題提供）
話題提供者

テーマ講義の聴講

（クラス毎に異なる内容）

第 11 回

第 12 回

第 13 回

第 14 回

第 15 回 まとめ②（B パートまとめ） コーディネーター 中間レポート②の作成

※後期は第２回に「大学と地域の関わり」、第３回にＡパートの初回、第４回に副知事講義を実施

図２－２ 「大学と地域」前期 15 回の授業進行表

最後に、出題形式だけではなく内容まで全クラス共通とした最終レポート（60 点満

点）を課し、中間レポート（20 点満点×２回）と合計して、成績評価を行った。本年度

の最終レポートは、前期・後期ともに以下のような出題内容であった。

平成 29 年度「大学と地域」最終レポート

近年、地域資源を発掘・活用することによって、地域活性化につなげる動きがあります。

『大学と地域』は、１０クラス（１０テーマ）に分かれ、それぞれのテーマに関する地域資源の発

掘や地域活性化、大学と地域の関わりについて学んできました。

そこで、授業の内容を踏まえつつ、鹿児島の様々な地域や、大学と各地域の関係について、あな

たが「課題」（解決すべき問題点）であると考えることを１つ挙げ、その課題に対する合理的な解

決策の案出を行ってください。

レポートは以下の問題をよく読み、それぞれの問いに対応する形で、配布されたレポート用紙に

手書きで作成してください（枠内に書ききれない場合は余白にはみ出しても構いませんが、裏面に

は何も書かないでください）。

【１】あなたが課題（解決すべき問題点）であると考えることは何ですか？

【２】なぜそれを課題であると考えましたか？

【３】その課題にどのような解決策があると思いますか？

【４】その解決策を妥当であると考える理由は何ですか？

11



１２

成績評価においても各クラス間の公平性・均等性を担保するため、中間レポート及び

最終レポートの評価には共通のルーブリックを用いた。また、成績標語のうち合格を示

す「秀」、「優」、「良」、「可」の 1 クラスにおける割合についても、可能な限り正規分布

となるようコーディネーター間での意思統一も確認された（図２－３）。

図２－３ 「大学と地域」ルーブリック

また、本年度よりこの授業はかごしまＣＯＣセンター社会貢献・生涯学習部門による

「公開授業」科目として、地域の社会人の受講も受け入れた。前期・後期合わせ計 20 ク

ラスにおいて延べ 33 名（実数 31名）の社会人が受講した。

２．１．２ 「大学と地域」の課題

本学では平成 28 年度から共通教育改革を行い、新たに「初年次セミナー」と「異文

化理解」そしてこの「大学と地域」が全学必修科目として設定された 。このうち「初

年次セミナー」については、半期に同一科目名・同一内容で 62 クラス開講する必要性

から、各学部の職階が講師以上の教員数に応じて担当教員数を案分する「全学支援体制」

においてこれを実施している 。

一方、「大学と地域」についてはそのような体制が構築できているわけではない。上

記のような形でクラスが設けられたことから、コーディネーターはかごしま COC センタ

ーの５部会から選出され、当該部会と関連するクラスのコーディネーターを担当するこ

ととなった（例えば「地域防災部会」の部会長が「防災」クラスのコーディネーターを

担当している）。他に、かごしま COC センターのセンター長と特任教員３名、加えて従

来から離島医療教育に携わっていた医学部の教員がコーディネーターの任に当たって

いる。また、話題提供者については、かごしま COC センターが学内公募した「地域志向

教育研究経費」に採択された学内専任教員の他、必ずしも同経費を受給しているわけで

はないが自発的に本科目に関わる意思のある教員、そしてかごしま COC センターの連携

12



１３

自治体（鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市、与論町）などの職員によって担われている。

だが、現行の実施方法では、安定的に授業を展開していくことは困難である。本学で

は本年度、総合教育機構を設置し、来年度で事業期間が終了する COC 事業及び同じく再

来年度に終了する COC+事業を発展的に継承するため、後述の「地域人材育成プラット

フォーム」を開設した。本科目についても持続可能な形で全学的な実施体制を構築する

ことがことが予定されており、平成 31 年度に大きな改革の実施を計画している。

２．２ 地域人材育成プラットフォーム

本学は、平成 26 年度に COC 事業に採択され、全学必修科目「大学と地域」を開講し、

これを起点とする「地域志向一貫教育カリキュラム」を開設することが予定されていた。

そして、まだ「大学と地域」が未開講であった平成 27 年度に、COC+事業に採択された。

COC+事業では体系的な教育プログラムを構築し、その履修人数を確定し、さらには事

業期間終了時（平成 31年度末）における卒業生の地元就職率を原則として平成 26年度

比で 10 パーセント向上させることが求められた。本学は、COC+事業に応募するに当た

り、総必要単位数 20 単位で構成される「かごしまキャリア教育プログラム」を構想し、

その受講生を 160 名と定めた。また、県内への就職率については鹿児島大学を含む県内

８機関で 7.5％増、本学単独で 10.5%増という目標を設定した。また、COC+事業を担当

する部署として、既存の産学官連携推進センターに COC+推進部門が設けられた。

図２－４ 本年度「地域人材育成プラットフォーム」パンフレット

これを受けて、かごしま COC センター教育部門としては、「地域志向一貫教育カリキュ

ラム」の整備と「かごしまキャリア教育プログラム」の準備をほぼ同一のものと見立て、
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そこに従事した。同プログラムは平成 28年度に「大学と地域」とともにスタートした。

さらに、本年度には、この「かごしまキャリア教育プログラム」を汎用化する形で「地

域人材育成プラットフォーム」が構築された（図２－４）。これはすなわち、地域に貢

献する大学としての本学の地域志向教育の言わば土台あるいは枠組みである。このプラ

ットフォームにおいて、本年度は「かごしまキャリア教育プログラム」の他、学部の専

門性を超えて地域の歴史・伝統・文化・自然を探究する「かごしま地域リサーチ・プロ

グラム」もスタートした（図２－５）。

また本年度、旧来の教育センター、アドミッションセンター、グローバルセンターを

発展的に再編し、高等教育研究開発センター、共通教育センター、アドミッションセン

ター、グローバルセンターの 4 つの組織から成る総合教育機構が設置された。この総合

教育機構の大きな任務の 1 つとして「地域人材育成プラットフォーム」が位置付けられ

た。

加えて、本学では教育組織と教員組織を分離し、教員組織として新たに学術研究院を

設置した。教員はこの学術研究院に所属し、その専門や能力に応じて各学部・研究科及

び共通教育センターに出向いて教育を行う、という形式である。この仕組みにおいて、

主担当として特定の学部を受け持つ教員は、原則として副担当として共通教育を担当す

ることが想定されている。この制度を活用し、副担当として「地域人材育成プラットフ

ォーム」を選択し、当該教員が主体的にそこに関わる方策の実現も検討されている。

現在、総合教育機構の最高意思決定機関である総合教育機構運営会議の下に「地域人

材育成プラットフォーム実施ワーキンググループ」が置かれている（座長：大前慶和教

育改善担当学長補佐）。このワーキンググループは 2 週間に１度のペースで開催され、

現状の２プログラムをどのように実施していくか、あるいは今後プラットフォームにお

いてどのようなプログラムを展開し、どのようなコンテンツを扱うかについて検討を行

っている。

図２－５ 「地域人材育成プラットフォーム」概念図

このワーキンググループの議論を踏まえ、平成 30年度には第３のプログラムである「か
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ごしまグローバル教育プログラム」の開設が決定している。また、鹿児島にとって重要

なテーマである「防災」、本学 COC 事業計画時に言及され、COC+事業においても大きな

キーワードとなっている「観光」あるいは「食」についても、今後のプラットフォーム

における実現を目指して企画・検討を行っている（資料２－１）。

「防災」については、平成 31 年度に新たなプログラムあるいは既存のプログラムの

特別コースとして開設することがほぼ決まっている。一方、「観光」と「食」について

も、既存のプログラムにおける特別コースとして設定できないか、ワーキンググループ

において検討が重ねられている。

「地域人材育成プラットフォーム」はあくまで枠組みであり、上に示した図を基本形

として、これに準拠した形で各プログラムがデザインされている。なお、○印の中の数

字は単位数である。

本学は「地域」の名を冠する学部は設置せず、地域の学びはこの学部横断型の「地域

人材育成プラットフォーム」で行うという意思決定を行った。その意味で、この「地域

人材育成プラットフォーム」は地域に貢献する大学としての本学の要であるといえる。

今後、プログラムを量的にも質的にも充実させるとともに、教育目標の高度化、コンテ

ンツや教育効果の実質化を目指していくことを考えている。

２．３ 大学院横断型プログラムに関する検討

本学 COC 事業採択時に構想された「地域志向一貫教育カリキュラム」は、学部段階に

おける共通教育と専門教育、そして大学院（主として修士課程）段階の教育を一貫する

ものが想定されていた（資料２－２）。

その一方、「地域人材育成プラットフォーム」における各プログラムは、基本的に学

部段階で完結することが予定されている。また、これとは別に、本学では従来から「大

学院特別コース・共通科目」という仕組みが存在した。

そこで現在、大学院特別コース・共通科目推進部会において、従来の仕組みを抜本的

に改革し、「地域人材育成プラットフォーム」から接続するような形に改めることが計

画されている。具体的には、平成 30年度は従来と同様の形で実施し、平成 31 年度から

新しい仕組みで動き出す予定である。

参考資料

資料２－１ 地域人材育成プラットフォーム

資料２－２ 大学院特別コース・共通科目改革案
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第３章 研究に関する活動

３．１ 地域志向教育研究経費の公募とその活用

地域志向教育研究費の公募配分は、ＣＯＣセンターの主要な活動である地域課題への

取り組みの促進とその成果の教育への反映を図るために行っている。平成 28 年度と同

様に、かごしまＣＯＣセンターでは地域志向教育研究経費の公募と配分を行った。平成

29 年度においても公募要項で、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

の経費とすることを明記した。鹿児島地域の地域課題としては、防災、災害時医療、農

林畜産業、水産業、水、エネルギー、離島医療、流通輸送、地域教育、観光等があり、

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。資料３－１と資料３－２は平成 29 年度地域志向教育研究費の公募周知と公募

要領を示している。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、表３－１に示しているように連携自治体と関連する教育研究課題を対象とす

るものとした。公募課題については、連携自治体からの要望を踏まえＣＯＣセンターの

５部会からの提案を取り入れてＡからＨの８項目の課題を設定した。地域志向型教育研

究経費の公募に際しては、資料３－２に示すようにその対象と支援期間を明示した。

表３－１ 平成２９年度地域志向教育研究費 公募課題項目

対象とする

自治体

１．鹿児島県 ２．鹿児島市 ３．薩摩川内市 ４．与論町

関連する教

育研究課題

名

A．豪雨・火山・地震・津波・放射線による災害および総合防災に関して地

域に貢献する教育研究

B．鹿児島における再生可能エネルギーの利活用および地域エネルギーシス

テムに関する教育研究

C．南九州ならびに奄美島嶼地域の農林畜産資源の利活用に関する教育研究

D．観光産業と鹿児島の地域活性化の経済評価に関する教育研究

E．環境・水・食と健康・地域医療による地域貢献に関する教育研究

F．鹿児島島嶼の水産業の活性化に関する教育研究

G．地域課題解決を志向した教育の活性化に関する教育研究

H．半島過疎地域の活性化に関する教育研究

平成 28 年度から開始した共通教育全学必修科目「大学と地域」では前後期それぞれ 10

クラスの講義を行うため地域志向教育研究費の採択者は、いずれかのクラスの講義の分

担者として、その成果を講義に反映することにしている。
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表３－２ 平成２９年度地域志向教育研究費の採択一覧

平成２９年度 地域志向教育研究経費 採択一覧

No 所属 職名 申請者名
対象

自治体
課題
(A-H)

課題の名称

1 法文学系 教授 富原 一哉 鹿児島県 G
学生の地域心理支援力を高める教育プログラムの開
発（継続）

2 法文学系 講師 酒井 佑輔 鹿児島市 G
地域住民と外国人留学生による 地域防災MAP づくり
を通じた地域コミュニティ強化 に 関する研究
- 鹿児島市荒田地域を事例に -

3 法文学系 准教授 金子 満 薩摩川内市 G
ゲーミフィケ－ションを活用した地域文化・歴史等に関
する学習方法の開発

4 臨床心理学系 准教授 髙橋 佳代 鹿児島県 G
地域社会における発達障害児・者への生涯発達支援
リーダー人材の育成に向けた体験的教育プログラムの
検討

5 教育学系 准教授 浅野 陽樹 与論町 C
コンポスト化におけるゲットウ葉の臭気低減技術に関
する研究

6 教育学系 教授 肥後 祥治 鹿児島県 G
離島地区の経験の少ない特別支援学級担任が感じる
自らへの支援に関する研究

7 教育学系 准教授 原田 義則 与論町 G
持続可能な離島教育の質的向上に関する研究

―ICTによる与論島の小中高と鹿児島大学の接
続を通して―

8 理学系 助教 加藤 太一郎 鹿児島県 C
大野地区へのホタル呼び戻しを目指した環境整備と新
たな遺伝子資源発掘を目指した全ゲノム解析

9 工学系 教授 安達 貴浩 鹿児島県 A
水害時の適切な避難を実現する河川水位予測システ
ムの開発

10 工学系 助教 小池 賢太郎 鹿児島市 A
桜島流下土砂のアスファルトコンクリート用細骨材とし
ての適用性検討

11 工学系 教授 山口 明伸 与論町 A
県内離島や沿岸地域における塩害ハザードマップ作成
のための基礎調査（与論島）

12 工学系 准教授 柿沼 太郎 与論町 A 与論島の津波脆弱性の検討

13 工学系 教授 山城 徹 薩摩川内市 B
藺牟田瀬戸における潮流再生可能エネルギーの地産
地消シナリオの検討

14 工学系 准教授 鷹野 敦 鹿児島県 G 地域の森林資源を活用した「子供の建築学校」

15 医学系 教授 大脇 哲洋 与論町 G 地域課題解決を志向した健康増進カリキュラムの開発

16 医学系（保） 教授 根路銘 安仁 鹿児島県 E
離島地域の小児保健提供体制整備への地の拠点とし
ての大学の役割

17 医学系（保） 教授 中尾 優子 与論町 E 与論島における周産期ケア・サポート体制の構築

18 歯学系 教授 田松 裕一 鹿児島県 A
大規模災害時の県民の口腔ケアと身元確認業務に関
する鹿児島県と鹿児島大学の協力体制の構築・強化な
らびに具体的なアクションプランの検討

19 病院（歯） 講師 佐藤 秀夫 与論町 E 小型3Dカメラを応用した離島地域への遠隔医療支援

20 農学系 教授 地頭薗 隆 鹿児島県 A
熊本地震の教訓に基づく鹿児島県の大規模土砂災害
発生予測と地域防災力の向上
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平成 29 年４月 10 日から公募を開始し、４月 28日に締め切りとした。申請課題数は 53

件で申請総額は 24,670 千円であった。公募要領に従って審査を行い１件の申請課題に

ついて３人の審査結果を総計して順位を決定した。公募要領では 30 件、7,500 千円の

予算を計上していたが、総合順位と公募した教育研究課題Ａ～Ｈの各項目の課題数を考

慮し、予算の枠内に収まるようにして 36 件を教育研究経費の配分予定者とした。表３

－２は採択課題名とその申請者を、図３－１は部局ごとの申請件数と採択件数をそれぞ

れ示している。学部ごとの申請件数では、１１件が最も多く、２件が最少であった。こ

の中で採択件数の最も多いのは、農学系の６件、最も少ないのは理学系の１件であった。

また、図３－２は、公募課題項目であるＡ～Ｈの教育研究課題の申請課題数と採択課題

数を示している。Ａ（豪雨・火山・地震・津波・放射線による災害および総合防災に関

して地域に貢献する教育研究）とＣ（南九州ならびに奄美島嶼地域の農林畜産資源の利

No 所属 職名 申請者名
対象

自治体
課題
(A-H)

課題の名称

21 農学系 教授 岩崎 浩一 鹿児島県 C 焼酎粕を利用した土壌消毒技術の開発

22 農学系 教授 坂上 潤一 鹿児島県 C
種子島におけるトウガラシ栽培を基軸としたシカの食害
回避技術の開発

23 農学系 教授 髙峯 和則 鹿児島県 C 黒糖焼酎の風味を向上させる黒糖製造法の確立

24 農学系 講師 加治屋 勝子 鹿児島県 C
農家収益の向上を目指した農畜産物の利活用と地域
協力の取り組み

25 農学系 准教授 下田代 智英 鹿児島市 C 維新酒プロジェクト

26 農学系 准教授 井倉 洋二 鹿児島県 Ｈ
鹿児島の農山漁村での体験と交流を通じて持続可能な
未来社会を考える授業

27 農学系 准教授 肥山 浩樹 鹿児島県 E
沖永良部島サトウキビ圃場の水消費に関する実証的
研究

28 獣医学系 助教 石川 真悟 鹿児島市 C
黒酢もろみの家畜用飼料添加物としての有用性に関す
る研究

29 獣医学系 准教授 叶内 宏明 鹿児島県 E
黒酢摂取量と健康の関係に関する疫学調査（ベースラ
イン調査）

30 水産学系 准教授 江幡 恵吾 鹿児島県 F
島嶼水産業における新規漁業技術の導入によるビジ
ネスモデル形成

31 水産学系 教授 木村 郁夫 与論町 F
島嶼圏水産業の活性化を目指した研究成果の協働実
施と教育

32 水産学系 教授 西 隆一郎 鹿児島県 G
奄美大島大和村青久海岸の海岸環境保全に関する研
究

33
共通教育セン
ター

准教授 渡邊 弘 鹿児島県 G
大学における新聞活用教育（NIE）を通した島嶼部の地
域課題に関する教育実践・研究

34
共通教育セン
ター

准教授 藤田 志歩 鹿児島県 Ｈ
大隅半島南部の過疎高齢化地域における地域資源の
管理と里山生態系の保全

35
高等教育研究開
発センター

准教授 出口 英樹 鹿児島県 G
鹿児島県における大学進学ニーズの規定要因

-薩摩川内市と
与論町を事例として-

36
学術情報基盤セ
ンター

教授 升屋 正人 薩摩川内市 A
超小型コンピュータを用いた災害情報収集・音声配信
システム
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活用に関する教育研究）に関しては、それぞれ 10 件の応募があり昨年と同様に高い関

心が示された。大学の重点研究に対応した E（環境・水・食と健康・地域医療による地

域貢献に関する教育研究）は 12 件の応募があった。今年度はＤ（観光産業と鹿児島の

地域活性化の経済評価に関する研究）に関しては応募がなかった。一方、Ｇ（地域課題

解決を志向した教育の活性化に関する教育研究）は教育系に関わる学部、法文学部、医

学系、共通教育センターなどから応募があった。

図３－１ 地域志向教育研究費の部局ごとの申請件数と採択件数

図３－２ 地域志向教育研究費の課題ごとの申請と採択の件数

一方、地域志向教育研究経費による成果は、年度末に報告書として公表している。29 年
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度の成果は、平成 30 年３月に提出されるので本報告書の中に示すことはできないが、

この成果報告書は、ＣＯＣセンターの運営委員会、学内評価委員会、学外評価委員会に

報告するとともにＣＯＣセンターのホームページで公開している。また、この報告書に

合わせて研究成果に対する自己評価も提出されている。平成 28 年度の地域志向教育研

究経費による研究成果報告の達成状況を自己評価で示すことにする。

図３－３ 平成２８年度地域志向教育研究経費の成果についての自己評価

図３－３は各課題の研究成果に対する自己評価を示している。十分に計画を達成できた

割合が 36％、大体計画達成できた割合が 45％、少し不十分であった割合が 19％であっ

た。少ない研究経費にも係らず大部分の課題で計画した成果が達成できたことが分る。

図３－４ 地域志向教育研究経費採択者の「大学と地域」の講義への参加
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地域志向教育研究経費の公募配分においては、研究成果を地域志向の教育科目、特にＣ

ＯＣ事業の中で取組んでいる全学共通必修科目「大学と地域」に活用することを目的の

一つに掲げている。28年度に実施した「大学と地域」において 10 クラスの講義を分担

して担当した教員の割合をクラスごとに示すと、図３－４のようになる。防災、水産業、

まちおこし・教育の各クラスでは、担当教員は全て教育研究経費の採択者が行っている

ことが分かる。一方、林業、農業のクラスは講義の分担者の約４割が教育研究経費の採

択者となっている。ＣＯＣ事業が始まってから４年経過したことになるが、今後とも大

学と地域などの地域課題を学ぶ科目を継続するためには、地域志向教育研究費のような

経費の充実が必要だと思われる。

３．２ 地域志向教育研究経費の成果報告会

年度計画にも示したように地域志向の研究内容及びその成果を活用した成果報告会を

今年度も開催した。研究成果の報告会としては、地域志向教育研究経費による報告会や

部会活動を中心にした報告会がある。特に、地域志向教育研究経費による研究は、地域

課題に密接に関連しており、その成果は教育に反映するとともに関連する自治体に還元

することを図っている。今年度は薩摩川内市の甑島での成果報告会と７月と 12 月に学

内を会場にした成果報告会を２回の計３回開催した。

写真３－１ 甑島の成果報告会の様子（７月１５日）

（１）第１回成果報告会

第１回の成果報告会を甑島の里定住センターで７月 15 日（土）の 13 時から開催し

た。発表プログラムを資料３－３に示している。参加者は、自治体職員、観光関係者、

商工会関係者、漁協関係者、農業者 ほか地元一般市民など 40 名程度であった。本報
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告会では、甑島に関する取組を中心にして発表を行った。報告内容は、 ①甑島の主要

な産業である観光や漁業、農業に関するもの ②甑島で実施されている海洋再生可能エ

ネルギーに関するものであった。写真３－１は甑島の成果報告会の様子を示している。

今回は発表に引き続き参加者と意見交換を行い、本学の有する地域課題に関する取り

組への情報提供や新たな地域課題の把握にも努めことにした。 意見交換会では、次の

ような意見が出された。

Ｑ：現在建設中の藺牟田瀬戸架橋が完成し甑島が繋がった場合の可能性について、

Ａ：住民、旅行者ともに移動の利便性が向上し多くの恩恵を享受できる、一方・港の

ある場所とそうでない場所との間でストロー現象が想定される。

Ｑ：甑島産農作物のブランド化による販売促進について、屋久島のジャガイモは県内

一高い、甑島もボンビーガールで全国区になっており、屋久島のような展開をした

いが、

Ａ：甑島でも、甑島で生産している貴重なバレイショであるという点（他にも歴史や、

カノコユリの島で生産している、など）のストーリー性をセールスポイントにして

販売するなど、希少価値を付けて販売する戦略をとるなどの工夫が重要である。

Ｑ：Facebook でなく Twitter を研究対象とした理由について

Ａ：Facebook は 40 代以降の世代が主に活用し、それ以下の若者はもっぱら Twitter

と SNS での年代の差別化が起きている。ツーリズムに関して 20～30 代の女性が

ターゲットと考えると Twitter の役割が大きい。

今回の成果報告会に合わせて行った意見交換会は、地域課題に取組むとき貴重な意見

を得る場となった。これまで実施してきた地域志向教育研究経費に関して甑島に関連

する研究は、平成 26 年度が２件、平成 27 年度が５件、平成 28 年度が１件であり、

継続して甑島の課題に取組んでいることが分る。

図３－５ 甑島の報告会についてのアンケート結果（鹿児島大学への期待）
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図３－５は報告会について行ったアンケート鹿児島大学への期待について示している。

地域課題への迅速な対応、自治体との連携強化についての期待が大きいことが分る。ま

た、図には示してないが、成果報告会の内容が地域課題の理解に役立ったかとの問いに

関しては、70％以上が大体役立ったと回答しており、今回の報告会が役立ったことが分

る。アンケートで述べられた、自由意見は資料３－６に示している。

（２）第２回成果報告会

第２回の成果報告会を 7 月 24 日（月）鹿児島大学農学部・共同獣医学部共通棟を会場

として開催した。発表プログラムは資料３－４に示している。成果報告会では、鹿児島

大学の研究担当の髙松松理事の挨拶の後、12 件の発表が行われた。写真３－２は報告

会の様子を示している。前半の発表では、以下のような６件の発表が行われた。

・黒糖焼酎の風味を向上させる黒糖製造法の確立（Ｃ）

・フィールドセンサーを活用した島嶼農業支援システム（Ｃ）

・津波流動がタンク群へ及ぼす波圧の推定 （Ａ）

・火山噴火に伴う土砂災害と防災（Ａ）

・アオリイカを対象としたかご漁業の新規導入に関する実証試験（Ｆ）

・島嶼圏水産業の活性化 与論町漁協との取組（Ｆ）

写真３－２ 第２回成果報告会の様子（７月２４日）

これらの発表課題は表３－１に示した（Ａ）～（Ｇ）の地域志向教育研究課題の公募

課題に対している。各発表に関しては、質疑応答が行われた。後半の発表では、以下の

ような６件の発表が行われた。

・オーラルフローラからみた鹿児島県特産品の健康増進における有効性（Ｅ）

・地域バイオマス資源の産業応用に関する調査研究（Ｃ）

・潮流発電に関連した鹿児島県長島海峡及び黒之瀬戸の潮流パワーポテンシャルの

マッピング（Ｂ）
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・与論島柑橘類の養殖業への応用方法の検討（Ｆ）

・学生の地域心理支援力を高める教育プログラムの開発（Ｇ）

・こどものけんちくがっこう（Ｇ）

各発表に関して、質疑応答が行われた。これらの 12 件の発表は、28 年度に採択され

た 31 件の地域志向教育研究経費の中のものである。

図３－６は報告会への参加動機を複数回答による結果で示している。特に多かったの

がＣＯＣ事業に関心があったからとなっている。次が、ポスター・ホームページの開催

案内を見てとなっている。報告会の開催においては、周知を図ることにＣＯＣセンター

として努めているが、ＣＯＣ事業の内容の周知を図ることが必要であることを示してい

る。図３－７は第２回成果報告会のアンケート結果で、鹿児島大学に期待することにつ

いての回答を示している。

自治体との連携強化が最も多く、続いて地域志向教育研究の充実、地域課題への迅速

な対応の順となっている。今回の報告会には、自治体からの参加者があり、地域課題へ

の取り組みについて大学へ大きな期待を寄せていることが分る。参加者の意見としては、

・地域の特徴的な課題を幅広く研究されているので、一般の方がその研究・活動に触

れる機会を増やすため、県・市町村の HPの活用を図ってはどうか。

・地域の問題を解決していくためには、自治体だけの取組では非常に難しいため、大

学等の機関が協力し連携して取り組める事は、問題解決に大きな効果がある。

などの貴重な意見が出された。アンケートで述べられた自由意見は資料３－６に

示している。

図３－６ 第２回成果報告会への参加動機（７月２４日）
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図３－７ 第２回成果報告会（鹿児島大学に期待すること）

（３）第３回成果報告会

地域志向教育研究経費についての第３回の成果報告会を 12月 12 日（火）鹿児島大学

農学部・共同獣医学部共通棟を会場として開催した。発表プログラムは資料３－５ に

示している。成果報告会では、最初に鹿児島大学社会連携機構の近藤機構長の挨拶の後、

７件の発表を行った。これらの７件の発表は、28 年度に採択された 31件の地域志向教

育研究経費の中で、７月に報告しなかった課題に関するものである。写真３－３ は第

３回成果報告会の会場の様子である。

写真３－３ 第３回成果報告会の様子（１２月１２日）
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発表の題目は、次のようなものである。

・焼酎滓バイオガスの電気化学的高温改質による水素製造（Ｃ）

・屋久島山岳地域の観光利用（Ｃ）

・Trema 属植物キリエノキに含まれる家畜食中毒死原因物質の探索（Ｃ）

・地域社会の中心としての湧水の役割：清水の湧水とジッキョヌホーを事例に（Ｅ）

・地域課題発見のための学習プログラムの開発 ：過疎集落での生活体験を通して

学ぶ（Ｈ）

・鹿児島県下特別支援学校の重度行動障害のある児童生徒に対する指導力向上に

向けた On the Job Training プログラムの開発および校内支援体制構築にむけ

た実践的研究（Ｇ）

・沖永良部島サトウキビ圃場の水消費に関する実証的研究（Ｅ）

今回の発表の中には、学生による２件の発表があった。地域志向教育研究の実施には、

学生も教員と共に取り組んでおり、地域課題への理解を深める貴重な機会だと思われる。

各発表に関して質疑応答が行われた。参加者からの感想としては、

・地域貢献に意欲を持つ人材が県内に留まり活躍してもらうために、どのような取組

が有効なのか簡単に解決する課題ではないが、行政としても必要な取組を進めてい

きたい

・このような成果発表会は学内（特に同一部局以外）でどのような研究が行われてい

るかを知る良い機会になっている

・県内各地の地域の課題の説明があり県内各地の多様性を学ぶとともに、それぞれの

課題や問題について知ることが出来た。

・地域課題の解決に向けて鹿児島大学の地の拠点としての役割と期待が高まっている。

などが示された。成果報告会の周知を図りながら、自治体からの提案を取り入れた研究

教育課題に取り組み、その結果を地域に還元していくことの重要性が分かった。

図３－８ 第３回成果報告会（鹿児島大学に期待すること）

26



27

図３－８は報告会についてのアンケート結果である。鹿児島大学に期待することに関し

て、地域志向教育研究の充実の割合が最も多い。これは現在取り組んできた地域志向教

育研究経費による地域課題への取り組みへの理解が得られたことを表しているもの思

われる。また、アンケートでは、地域課題への迅速な対応、自治体との連携強化の割合

が同程度であり期待が高いことが分かる。本報告会で述べられた自由意見を資料３－６

に示している。

以上で述べた平成 28 年度の地域志向教育研究経費による研究成果の報告会と合わせ

て、かごしまＣＯＣセンターのＨＰには、教育研究成果に関する報告書を公開している。

資料３－７はその中から 2 件の報告例を示している。報告では、研究課題名、背景と目

的、目標の達成と成果、今後の課題と展望について述べている。これらの報告書を閲覧

することで、鹿児島大学で取り組んでいる地域課題とその研究の展開について知ること

ができる。

参考資料

資料３－１ 地域志向教育研究経費の公募周知

資料３－２ 地域志向教育研究経費の公募要領

資料３－３ 第１回成果報告会甑島プログラム

資料３－４ 第２回成果報告会プログラム

資料３－５ 第３回成果報告会プログラム

資料３－６ 成果報告会における自由意見

資料３－７ 地域志向教育研究経費による成果報告 例１～例 2
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第４章 社会貢献･生涯学習に関する活動

４．１ 公開授業･公開講座の推進

「公開授業」は、県民と本学の教員、学生が共に学び合う機会であることから、「公

開授業」制度の改善と情報発信力を年々強化していくことが必要である。公開授業制度

の改善の一つには公開授業科目数の増加とそれによる受講者数の増加があげられる。平

成 29 年度の部局別の公開授業の科目数と受講者数を表４－１に示した。これは平成 28

年度の開講科目と受講者数（前後期でそれぞれ 79 科目と 385 人および 87 科目と 358

人）に比べて僅かに減少しているが、平成 27 年度（前後期でそれぞれ 61 科目と 333 人

および 67 科目と 294 人）に比べると多く、前年に引き続いてパンフレット、チラシ、

新聞の折り込み広告、メルマガ、Facebook や HP による広報活動により鹿児島大学の公

開授業制度が県民に定着してきたことを示している。なお、平成 27 年度から 1 年生の

全学必修科目として開講した「大学と地域」も公開授業とし、前期 21 名、後期 10名の

受講者があった。なお、平成 29 年度前期および後期公開授業一覧は資料４－１および

４－２に、受講者募集のポスターは資料４－３に示した。

平成29年度後期は「公開授業受講生」に対して、授業アンケートを実施した。授業ア

ンケートは紙媒体とWebの両方で行ったが、本報告には紙媒体での回答者132名（男

性70名、女性62名）について解析を行った。

公開授業受講生の男女の比率はほぼ同じであったが、年齢は女性では40代、50代
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が幾分多かったのに対して、男性では60代、70代が多かった（図４－１）。「初めて

の受講」と「2年以上に受講者」の割合をみると、男性が女性に比べて2回以上の受講

がやや多かった（図４－２）。公開授業を受講した結果の満足度についてみると、80

％以上の人が「申し込んだ科目の全てに満足」であり、「申込んだ科目の全てに不満

」の人はいなかった。この満足度には男女差はほとんどなかった（図４－３）。

公開講座は全学で前年よりも

２講座少ない 51 講座が開講され

たが、受講者数は前年の 1,700 人

よりも大幅に多い 2,424 人であ

った（表４－２）。

各部局の代表的な公開講座につ

いては資料４－４に示した。

図４－１ 公開授業受講者の年齢別受講者数
図４－２ 公開授業受講者の受講回数

図４－３ 公開授業受講者の満足度
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４．２ 連携自治体の課題に対応した社会人教育の推進

鹿児島大学ではかごしま COC センターを中心に、地域活性化の中核拠点、鹿児島の

地（知）の拠点としての役割を果たしていくこととしている。

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

象とした生涯学習の取り組みとして、かごしまルネッサンスアカデミーの３履修証明プ

ログラム（120 時間の体系的講義を受講することにより履修証明書を発行）「焼酎マイ

スター養成コース：平成 24 年から実施」、「稲盛経営哲学プログラム：平成 24 年から

実施」および「林業生産専門技術者養成プログラム：平成 25 年から実施、平成 28 年度

から文部科学省「社会人の学び直しニーズ対応教育プログラム事業」の「職業実践教
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育プログラム」に認定」を行った。それら履修証明プログラムの内容、募集要項等詳細

は鹿児島大学の Web ページ（http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/kra/）に記載してある。

また、平成 24 年以降の各年度の実施データについては表４－３に示した。

さらに新設の履修証明プログラムとして、平成 30 年度から「食品管理技術者養成コ

ース」を開設することになった。本プログラムは、日本マクドナルド株式会社の協力に

より日本で初めての産官学連携によるプログラムであり、農林水産省が来年度より予定

している産官学連携による食品安全専門人材育成の推進における第一弾の取組として、

農林水産省からも協力を受けることになっており、講師は、鹿児島大学の教員と国際的

な品質管理システムを構築している日本マクドナルド、農林水産省、鹿児島県、食品安

全マネジメント協会ほか、国際基準に詳しい日本国を代表する担当者が務め、社会人及

び大学院生向けに開設されるもので、今後の鹿児島県、九州地域ひいては日本全国の食

品関連業界に貢献する人材育成の一翼を担う存在としての取り組みである。

その他の新設プログラムを目指して平成 27 年度からとり組んできた「かごしまの島

嶼水産業高利益転換プログラム（仮称）」については、平成 27 年度には「与論島水産物

高付加各地価値流通のための教育研究」活動を、平成 28 年度には「与論島および鹿児

島大学水産学部で、与論町漁協および株式会社西原商会と連携して行った」活動から、

平成 29 年度には、「与論島の高鮮度冷凍水産物生産と流通事業化（与論町漁協・与論町

と共同で高品質冷凍水産物サンプルを作成するとともに与論島の高鮮度冷凍水産物は

株式会社西原商会において全国的に販売する）」活動を展開した。加えて、種子島など

鹿児島県島嶼の水産業が抱える課題について解決・発展のための取り組みを行った（詳

細は本章 4.5.2 部会活動の概要の水産業部会の項を参照）。

また、農林畜産業部会では農学部の｢地域連携ネットワークプロジェクト｣の主要メン

バーとして鹿児島県内７地域の課題を収集し、鹿児島大学が蓄積してきたシーズを活用

した対策の実施や指導･助言活動の中で出された要望に対応する「鹿児島の農業人育成

プログラム(仮称）」の開設について、農林畜産業部会員が農学部で行っている諸活動（公

開講座、シンポジウム、セミナー、助言・指導）を発展させて新たなプログラムの設置

につなげるための検討を行った。

その他、鹿児島大学では県内に７カ所の地域センター、研究・教育施設を有している

ことから、かごしま COC センターでは 5 部会を中心にこれらの施設と連携･活用した

より身近な生涯学習の場を提供することについて検討を開始する。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することも検討

する。以上の活動を通して、地域再生・活性化を推進することが重要である。
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４．３ 地域課題に関連したシンポジウムの開催

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

平成 26 年度まではそれぞれの部局で実施・把握されていただけであり、鹿児島大学全

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

であった。その対応策として かごしま COC センターの設置目的の 1 つに「COC センタ

ーが大学内各部局と連携して全学的な重複を避け、シンポジウムなどの社会貢献活動の

統一を図る」活動がある。そのために、平成 27 年度から各部局で開催されたシンポジ

ウム、セミナーなどを把握するための調査を行っている。平成 29 年度は表４－４に示

すように、全学で 274 件のシンポジウム等が開催されていることが分かった。これは、

平成 27 年度の調査による全学で約 87 件、平成 28 年度の調査による 202 件に比べて大

幅な増加である。この要因としては、シンポジウム等の活動が増加したことに加えて、

かごしま COC センターの目的についての全学的な周知が進んだためと考えられる。

274 件の内訳は指導･助言活動が最も多く、61 件であり次いでワークショップの 44

件、講演会 43 件、出前授業 36 件、セミナー28 件、シンポジウム 19 件であった。各部

局の代表的な取り組み活動について資料４－５に示した。なお、これらのシンポジウム

等を鹿児島 COC センターが共催や後援する取り組みは 1 昨年度の 2 件、昨年度の 6 件

から 10 件程度まで上がったが、本学の社会貢献･生涯学習活動に合致するものについ
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ては共催もしくは後援をしていけるように、かごしま COC センターの認知度を上げて

行く努力を継続していくべきである。

４．４ 奄美の世界自然遺産登録に向けた活動支援

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

ズミ類、カエル類に世界自然遺産の価値があるとして、沖縄県の 2 島とともに平成 29

年 2 月にユネスコに対して世界自然遺産の登録申請がなされた。10 月には審査機関で

ある IUCN による現地調査が行われ、平成 30 年 5月には審査機関の評価報告書がユネス

コに提出される予定である。世界自然遺産登録の可否は 6月にバーレーンで開催される

世界遺産委員会において IUCN 評価報告書をもとに決定されることになっている。

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

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

（学長裁量経費学際領域プロジェクト）では平成 27 年度より国際島嶼教育研究センタ

ー奄美分室を活用して、ノネコの供給源である飼い猫の適正飼養やノネコの早期捕獲の

必要性などについて地域住民や関係団体、自治体等と協力して普及啓発活動を行ってき

た。

平成 29年度に行った活動は下記のとおりである。

(1) IUCN 現地調査団への同行

鹿児島環境学研究会メンバーが 10 月に行わ

れた IUCN 現地調査に環境省の依頼で同行し、奄

美地域のノネコ問題の現状と関係者の取組につ

いて説明するとともに、世界自然遺産登録が奄

美地域の自然保護に重要な意味を持つことにつ

いて認識の共有を図った。

(2) 奄美沖縄 4 島の世界自然遺産候補地科学委

員会への参画

鹿児島環境学研究会のメンバーが委員として

科学委員会（国と鹿児島・沖縄両県が設置）に参加し、ノネコ問題への積極的な取組が

世界自然遺産登録にとって極めて重要であることを強調し、国や自治体の取組の促進

を要請した。

(3) 地域住民等への世界自然遺産登録に関する講演

鹿児島環境学研究会メンバーが奄美地域で 3 回（このうち 2 回は徳之島 3 町と鹿児

島県の依頼）、鹿児島市内で４回（マスコミや経済団体等の依頼）、奄美地域の世界自然

遺産登録の現状と課題について講演し、奄美地域の住民や鹿児島市民・県民の理解と協

写真４－１IUCN 調査団への説明（奄

美野生生物保護センター）
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力が世界自然遺産登録の実現にとって重要である

ことを強調し、関係者の理解と協力を求めた。また、

鹿児島県の依頼により、世界自然遺産や離島振興に

かかわる県職員を対象にした講演も行い、鹿児島県

として世界自然遺産登録の課題解決に取り組む重

要性を指摘し、積極的な取組を求めた。

(4) 奄美の環境文化に関するシンポジウム開催

多くの人口を抱える奄美大島に世界自然遺産の

価値を有する自然が残されてきたことは地域の

人々が自然とうまく折り合いをつけながら育んで

きた伝統文化や暮らし（環境文化）によるところが

大きい。世界自然遺産登録を目前に控えた時期に改

めて奄美地域の環境文化について地域住民が考え

ることは遺産登録後の奄美地域にとって重要であ

る。また、少子高齢化の影響が特に大きく現れてい

る離島地域において地域の活性化と交流人口の拡

大は切実な課題となっている。このため、鹿児島環

境学研究会では、龍郷町秋名・幾里地区の住民と協

力して、奄美群島国立公園の指定理由になっている

環境文化について足元から考えるシンポジウムを開催した。このシンポジウムでは、地

区外も含めた参加者 90 名全員が賛同して今後の取り組みを記した宣言が承認された。

地元龍郷町及び秋名・幾里集落はこのシンポジウムを契機に地域の課題に向き合いな

がら地域づくりを促進することを表明している（資料４－６）。

(5) 鹿児島大学学生の奄美世界自然遺産候補地への認識向上

鹿児島環境学メンバーが開講する共通教育科目「自然環境保全と世界遺産」にゲスト

講師として環境省奄美自然保護官事務所の職員を招き、奄美地域の世界自然遺産の価値

と抱える課題についての授業を行い、翌週にグループ討議と小レポート作成を行うこと

により、受講生（約 90 名）の認識向上を図った。学生の多くが奄美地域の課題につい

て認識を深め、課題解決に何らかの形でかかわりたいとした学生も見られた。

４．５ 部会活動とその他の社会貢献活動

かごしま COC センターは地域ニーズの収集･分析を教育、研究、社会貢献・生涯学習

部門と連携した 5 部会（地域防災・医療部会、観光産業・国際部会、エネルギー部会、

農林畜産業部会および水産業部会）で行っている。部会員は鹿児島大学の教職員と連携

自治体（鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市および与論町）の職員であり、今年度も継続

写真４―３ 環境文化シンポジ

ウム（龍郷町、１月２８日）

写真４－２ 徳之島世界自然遺産

シンポジウム（２月１１日）
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して部会長を中心にして活動を行ってきた。

また、鹿児島大学は地域に貢献する大学を標榜していることから、連携自治体以外に

も情報を提供し、地域課題を収集・分析し地域貢献を進めることが重要である。これま

では、かごしま COC センターの HP やパンフレット送付などによる情報提供を行ってき

たが、平成 29 年度は平成 28 年度に構築した鹿児島県下全自治体の企画政策課（同様の

役割を持つ部課）との間にメール等での連絡をし、大学内で行われる社会貢献関係のシ

ンポジウムの案内を出すとともに地域課題の相談を受けた。また、連携自治体に加えて、

鹿児島県の５地域振興局と熊毛および大島の２支庁に直接出かけ、地域貢献型の鹿児島

大学の姿勢やかごしま COC センターの役割を説明し、積極的に地域課題を提出していた

だき、対応することを強調し、鹿児島県内自治体との連携の強化を図る努力を行った。

４．５．１ 連携自治体をはじめその他の自治体、企業および住民からの相談に対する活動

（１）自治体、企業、住民などの相談への対応

平成 29 年度においても自治体をはじめ地域住民などから 188 件（平成 28 年度が 209

件）の相談を受け、対応した。その状況は以下の表４－５に示した。

表４－５かごしまＣＯＣセンターに寄せられた相談（平成２９年度）

区 分 件 数 相談内容

１ 連携自治体

鹿児島県

鹿児島市

薩摩川内市

与論町

１１３

６６

２１

１２

１４

再生エネルギー研究を県予算へ提案

アジアとの交流による成長戦略策定への参画

甑島ツーリズム戦略シンポジウムへの参画

藻場被害の現地調査

２ その他の県内自治体 ２９ 包括連携協定の締結

公共交通のあり方調査研究

花きの発芽不良調査

健康教室による経済効果の測定調査

鳥獣害回避のための現地調査

新庁舎建設委員会への参画

３ 県内企業 １７ 商店街イベントへの学生の参画

特定農法の利用拡大

４ 県 民 １１

５ 県外関係者 １８

計 １８８

（２）部会活動における連携

連携自治体職員は、先述の５部会（地域防災・医療部会を除く）に委員として所属

し、かねてから部会の開催を通じて大学の研究内容や各種取組の現況を把握し、当該自

治体の業務推進に活用する一方で、自らの自治体の取組概要を報告することや、意見交
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換を行っている。鹿児島大学はこのような取り組みを通じて、様々な教育・研究活動に

とり組むとともに自治体の支援に当たっての参考としている。具体的な活動の例として、

地域防災・医療部会では、同部会が実施した「桜島大規模噴火を想定した災害医療体制

の構築に係るシンポジウム」のパネリストとして鹿児島県保健福祉部職員の参加を得た

ほか、その他の取組においても鹿児島市の消防局や市立病院の参画を得た。観光産業・

国際部会では、鹿児島市の委託を受けて中心市街地の活性化調査を、また、鹿児島県の

依頼を受けて中国清華大学の学生を受け入れ研修を行うとともに、大学教育におけるフ

ィールド学実習を薩摩川内市の協力を得て甑島で実施している。エネルギー部会では、

県の要請を受けて「県再生エネルギー推進委員会」に委員として参画したほか、鹿児島

市の委託を受けた木質バイオマス熱の利用促進に向けた産学官連携による調査や、鹿児

島県の要請に応じ平成 30 年度予算の参考とするための研究取り組みについて提案を行

った。農林畜産業部会では、県下各地に出向き地域課題を把握し、学内の研究につなげ

地域還元を行う地域連携ネットワークプロジェクトを推進しているが、その方向付けに

ついて話し合う「地域連携協議会」に鹿児島県農政部、鹿児島県農業協同組合中央会な

どの県レベルの他関係機関職員も参加している。なお、平成 29 年度から地域ニーズに

対する研究の迅速かつ効果的な推進に資するよう、新たに県の試験研究機関である農業

開発総合センター職員も委員として参画することになった。水産業部会では、与論町の

喫緊の課題であるウミガメによる藻場被害について、与論町や漁協の要請を受けて与論

町を訪問し現地調査を行った。

４．５．２ 部会活動の概要

前述のように、かごしま COC センターは地域ニーズの収集･分析を教育、研究、社会

貢献・生涯学習部門と連携した 5部会（地域防災・医療部会、観光産業・国際部会、エ

ネルギー部会、農林畜産業部会および水産業部会）で行っている。表－６には平成 29 年

度の各部会の活動の概要を示した。上記活動以外に、各部会の部会員は、平成 28 年度

に引き続き、第２章で詳述した全学必修科目である約 2,000 名の１年生対象の｢大学と

地域｣の 10 クラスのコーディネータや話題提供者として活動した。また、各部局で行わ

れるシンポジウムや地域貢献活動に積極的に関している。

表４－６ ＣＯＣセンター部会活動の概要

部会名 議 題 等

地 域 防

災・医療

部会

第１回

（１） 平成２９年４月２４日（月）

（２）参加者 大学教員（防災センター運営委員）

（３）主な審議事項

①平成２８年度活動報告

②平成２９年度活動計画

・平成２９年度運営体制

・各部門（地域連携部門・教育部門・調査研究部門）の課題
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第 2 回

（１） 平成２９年１１月１７日（金）

（２）参加者 大学教員（防災センター運営委員）

（３）主な審議事項

①平成３０年度４月からの新組織「地震火山地域防災センター」

についての報告

②火山防災分野

１）新燃岳噴火（2017 年 11 月 2 日）への対応（報告）

２）次世代火山研究と人材育成（2017 年 9 月 25 日～26 日）

への対応（報告）

３）機動的観測のための費用（審議）

③平成 30 年度教員免許状更新講習科目申請

観 光 産

業・国際

部会

第１回

（１） 平成２９年８月８日（火）15 時 00 分～

（２）参加者 大学教員、鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市

（３）主な審議事項

①平成２９年度部会事業計画

・「大学と地域」への参加

「大学と地域」にコーディネーターや講師として参加

・連携自治体の課題に対応

① 地域連携プログラムの実施

② 地域志向教育研究経費の申請

③ 地域志向教育研究経費 成果報告会への参加

④ 大隅観光未来会議の調査について

⑤ 地域科学演習について

⑥ 精華大学短期研修プログラムの実施について

エネルギ

ー部会

第１回

（１） 平成２９年８月８日（火）

（２） 参加者 本学エネルギー部会員、鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市

（３） 主な審議事項

①話題提供：山城教授「海洋エネルギー活用の取り組みについて」

②鹿児島大学重点研究（エネルギー）の活動成果に関する報告会について

③平成 29 年度の部会活動費と今後の部会の開催予定について

第 2 回

（１） 平成２９年１１月１６日（木）

（２） 参加者 本学エネルギー部会員、鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市

（３） 主な審議事項

①話題提供：市川准教授「鹿児島における自然エネルギー利用の課題と可能

性」

②鹿児島県の再生エネルギープランについて

③「重点研究「エネルギー」の活動成果に関するシンポジウムについて

④薩摩川内市の久保氏から市主催で１１月２６日に開催する「未来を開く！

次世代エネルギーシンポジウムについて案内と説明

④平成２９年度第３回地域志向教育研究費成果報告会について

農林畜産

業部会

第 1回

（１） 平成 28 年 4 月 28 日（金）

（２） 参加者：鹿児島大学教職員

（３） 主な審議事項
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①野生動物被害への対応研究

②「大学と地域」（農林畜産業クラス）の講師など

③成果報告会への参加

④農学部地域連携ネットワークプロジェクトの実施 他

第 2回

（１） 平成 30 年 3 月 22 日（木）

（２） 参加者：本学職員

（３） 主な審議事項

①平成 30 年度の農学部地域連携ネットワークプロジェクトの実施

②平成 29 年度成果報告会について

水産業部

会

第 1 回

（１） 平成 30 年 3 月 17 日（土）

（２） 参加者：本学教員、与論町

（３） 主な審議事項

① 平成 29 年度の部会活動報告について

② 平成 30 年度の活動予定について

③ 与論町における地域課題について

④ 平成 30 年度の水産業部会部会長の選出について

各部会の活動は以下のようである。

（１）地域防災・医療部会

１）防災セミナーの開催

３か月おきに学内外から講師を招いて防災セミナーを実施している。セミナーは学

内外に公開している。平成 29 年度においては、第 16 回から第 19 回までと合計４回の

セミナーを開催した。

２）シンポジウム等の開催

平成 29 年度防災・日本再生シンポジウム「桜島大規模噴火を想定した災害医療体制

の構築」（主催 地域防災教育研究センター、平成 29 年 12 月 2 日（土）開催）をはじ

め、シンポジウム、災害調査報告会、ワークショップ、出前講座を開催した。

３）地域との連携による事業の実施

地域の自治体や民間の技術者と連携して、以下のような事業を進めている。

① 大規模火山噴火にレジリエントな地域社会の実現に向けた防災・減災の取組専門

部会を２回開催した（第１回 平成 29年 3 月 24 日（金）、第２回 平成 30 年 2 月

20 日）。

② 大規模火山噴火にレジリエントな地域社会の実現に向けた防災・減災の取組専門

部会の下に、本年度は大規模火山噴火と関連現象ワーキンググループ（ＷＧ１）と、

大噴火時における交通被害ワーキンググループ（ＷＧ３）を設け、大規模火山噴火

に備える防災減災について検討を開始した。

③ 県教育委員会「防災教育モデル実践事業」（文部科学省「実践的防災教育総合支
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援事業」委託）において、県・市町教育委員会からの要請を受けてモデル校へ防災

教育アドバイザーの派遣および防災実践指導を行っている。平成 29 年度は指宿市

と大崎町で実施した。

４）調査研究の実施

① 火山観測用 Ku バンド高速スキャンレーダによる降灰観測

2017 年２月桜島に火山観測用レーダを桜島に設置した。調整を経て、2017 年 4 月か

ら負荷試験を開始し、観測を継続している。

② 総合防災データベースの改良と活用

文部科学省地域防災対策支援研究プロジェクト事業「南九州における地域防災支援デ

ータベースの構築」（平成 25 年度から平成 27 年度）を継承するもので、引き続き資

料の収集と登録作業、外部公開のためにデータベースの改良を行った。

また、平時の防災啓発として、デジタルサイネージによる情報発信を行った。

③ 外部機関との共同研究

気象庁気象研究所「気象レーダを活用した火山噴煙に関する研究」（平成 26 年４月か

ら平成 29 年３月）を継続して実施した。また、日本気象協会「マルチパラメータレ

ーダの観測精度向上及び観測データを用いた短時間気象予測に関する研究」（平成 25

年 3 月から平成 29 年３月）を継続して実施した。

５）その他

自然災害に対する事業継続計画（BCP 計画）策定をはじめとした企業等の防災活動

についての相談やセンター訪問等に応じた。

（２）観光産業・国際部会

８月８日(火)に開催された第１回の部会で、グローバル化の中で急速に変容し様々な

困難を抱えている地域社会に主体的積極的に貢献できる人材の育成をめざす「地域連携

プログラム」について平成 28 年度から４年間にわたり取り組むことになり、平成 29 年

2 月下旬～3 月上旬に第１回目の野外実習が甑島の下甑の手打地区で実施されたことが

紹介された。このプログラムについては、①自治体・地域コミュニティのニーズを基に

して、甑島での実習課題を設定し、②甑島での調査データの積み重ねによる実習成果の

還元と地域活性化に向けた意見交換を行い、最終的には③大学教育と地域活性化の連携

モデルを構築することとしている、このため今年度も薩摩川内市と連携して取り組んで

いくとの説明があった。次に、今年度から大隅半島の自治体で構成している DMO である

「大隅観光未来会議」と連携して大隅半島の観光調査に今年度から取り組むことが説明

された。そこで、①大隅観光未来会議から昨年の調査報告書について説明があったこと、

②観光一般について大学教員が説明したこと、③大隅半島の観光の課題や施策について

大隅観光未来会議から説明があったこと、④大隅観光未来会議の職員や大学教員ととも

に大隅半島の観光地への視察を行ったことなど進捗状況について報告があった。また、
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鹿児島市と連携して取り組んでいる、中心市街地活性化のための基礎資料として「鹿児

島市中心市街地来街者の回遊性・満足度調査報告書」を作成しながらまちづくりについ

て学習していく法文学部の法文アドバンス科目の『地域科学演習』では、①鹿児島市か

ら過去の調査報告書について説明を行うこと、②中心市街地を巡る法律や制度面につい

て大学教員が説明すること、③中心市街地の課題や施策について鹿児島市から説明する

こと、④鹿児島市や大学教員とともに中心市街地の視察を行うこと、⑤受講学生による

アンケートの実施・分析を行うことなど完成した 28 年度版を配布して、今年度の講義

内容と作業予定について報告があった。最後に中国清華大学学生との交流プログラムに

ついて、平成 29 年８月７日（月）から 10日（木）にかけてグローバルセンターと連携

して実施していることやエクスカーションの日程などその内容について説明があった

（３）エネルギー部会

本年度はエネルギー部会を２回開催した。第１回のネルギー部会を平成 29 年８月８

日（火）に産学連携推進センター棟で開催した。出席者は本学のエネルギー部会のメン

バーと鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市の関係者である。始めに鹿児島大学理工学研究

科の山城徹教授から「海洋エネルギー活用の取り組みについて」の話題提供があった。

海洋再生エネルギーへの取り組みに関する現状の概要について説明が行われた。

・2011 年以降ＮＥＤＯなどの研究費を活用して、海流・潮流、海洋温度差パワーポテン

シャルの評価に取り組んでいること、

・海洋エネルギーの開発に関しては、コストの算定が重要になること、

・離島における電力として海洋エネルギーが有望であると思われるが、エネルギーの生

産だけでなくその活用をどのように進めていくかが今後の展開として重要なこと、

・このため再生エネルギーを活用した離島における社会モデルの構築に取組んでいる

こと、

などが紹介された。

協議事項としては、（１）鹿児島大学重点研究（エネルギー）の活動成果に関する報告

会について活動成果に関する報告会をどのような形で実施するのかについて、協議を行

った。その中では、成果報告会では鹿児島大学の成果がどのように社会に還元されてい

るのか、社会の発展にどうかかわっているのか、これからの展開にどれくらい役立つか、

鹿児島大学の「エネルギー活動の方向性」を明確にした上で報告会を企画すべきである

等の意見がだされた。以上のような意見を踏まえて今後の報告会の開催についてさらに

検討することにした。 また、（２）今年度の部会活動費と今後の部会に開催予定につ

いて協議した。

第２回のエネルギー部会を平成 29 年 11 月 16 日（木）に産学連携推進センター棟で

開催した。出席者は第１回の部会のメンバーと同じである。始めに、法文学部経済社会

学科の市川英孝准教授から「鹿児島における自然エネルギー利用の課題と可能性」と題
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して話題提供があった。自然エネルギー（小水力発電）を活用した地域コミュニティビ

ジネスついて検討を行った鹿児島県内で取組んだ３つの事例について説明が行われた。

・小水力の活用については、水利権、自治体への許可、住民理解、設備費用などの問題

への対応が、地域コミュニティビジネスを進めていく上で課題となること、

・地域リソースの活用が、循環コミュニティにおいて大きな役割を果たすこと

などの説明があった。 発表の後、いくつかの質疑応答が行われた。

協議事項として、（１）鹿児島県の再生エネルギープランについて、鹿児島県エネルギ

ー政策課の本課長から再生エネルギーの活用に関して鹿児島大学と協働して何かでき

なないかとの相談があり、意見交換をおこなった。大学の重点研究として「エネルギー」

の関連では、バイオ、水素、太陽光、海洋などの５つのグループで研究に取組んでいる

ことを紹介した。県としては次年度以降の計画作り、予算申請について、幾つかの提案

があった方が検討しやすいと言うことで、12 月の第１週までに大学からの提案をする

ことになった。この案については、薩摩川内市も関心が示されたので、情報の共有をす

ることになった。

協議事項の（２）として前回の部会で協議した重点研究「エネルギー」の活動成果に

関するシンポジウムについて、 甲斐教授から活動成果に関するシンポジウムの実施に

ついて説明があった。重点研究に関する計画では、成果報告会を社会に向けて行うこと

になってため実施する予定である。今年度中は、他の行事予定との関連で無理であり、

４月以降にしたいとの説明であった。社会を対象にした成果報告会になるため、できれ

ばエネルギー部会に参加している自治体からの発表を含めて実施する方向で検討する

ことになった。

その他の連絡事項として、

・薩摩川内市の久保氏から市主催で 11月 26 日に開催する「未来を開く！ 次世代エ

ネルギーシンポジウムについて案内と説明

・ＣＯＣセンターが行う平成 29 年度第３回地域志向教育研究費成果報告会の案内が

あった。

なお、鹿児島県の再生エネルギープランについて鹿児島大学からは、12 月１日に９件

の研究課題の提案を行った。

（４） 農林畜産業部会

平成 29 年度の農林畜産業部会活動の取り組みについては、以下の一覧表に示した。

なお、農林畜産業部会部会員と｢地域連携ネットワークプロジェクト｣の構成員はほぼ一

致しており、取り組み活動もほぼ一致している。
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表４－７ 農林畜産業会活動の概要

取

組

H28. 5.18

6.17

7. 4

H29. 1.30

1.30

H29. 5.15

5.30

6.17

6.21

7. 5

7. 7

8. 1

8.24

8.24

～25

8.30

11.13

～14

H30. 3.22

第１回農学部地域連携ネットワークプロジェクト

運営会議

第１回鹿児島大学農学部地域連携協議会

第 2 回農学部地域連携ネットワークプロジェクト

運営会議

第 2回鹿児島大学農学部地域連携協議会

鹿児島大学農学部地域連携ネットワークプロジェ

クト成果報告会

奄美市元井農園の相談

県農政部農村振興課村づくり係からの依頼に対応

大崎町「健康促進野菜づくり」についての打合せ

第１回農学部地域連携ネットワークプロジェクト

運営会議

大崎町（野菜）と東串良町（ルーピン）への現地視

察

NPO 法人「みしまですよ」の相談（大名竹豚生産に

ついて）

第１回鹿児島大学農学部地域連携協議会

屋久島タンカンブランド記念生産者大会での講演

（冨永）

大島地域懇談会

南薩地域懇談会

野生動物被害防止に関するシンポジウムおよび現

地見学・

意見交換会 [さつま町紫尾集落・柊野集落（防護

施設）、

阿久根市「いかくら阿久根」（肉加工施設]

第２回鹿児島大学農学部地域連携協議会（予定）

県農政部・県環境

林務部・県市長会・

県町村会・県農業

協同組合中央会・

県工業倶楽部食産

業部会・県森林組

合連合会・県木材

協同組合連合会

県農政部 他（同

上）

県市町村関係（農

業者・一般市民を

含む）

内之浦・南九州市

大崎町・東串良町

三島村

県農政部・県環境

林務部・県工業倶

楽部食産業部会・

県森林組合連合

会・県木材協同組

合連合会

JA 種子・屋久

大島支庁・和泊町・

知名町

南薩地域振興局・

指宿市・指宿市農

業委員会・JA いぶ

すき・山川高等学

校

都道府県職員・現

地農林業関係者等

（第１回に同じ）
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農林畜産業部会活動の特筆すべきことは、部会員が「農学部地域連携ネットワークプロジ

ェクト」活動の一環として、各地域に出かけていき、現場を見学しながら地域の課題を収集

し、地元の方々と意見交換を行い、地域適応型対策について話し合っていることである（写

真、資料４－７）。

（５）水産業部会

1. 平成 29 年度水産業部会の活動

1）与論島の高鮮度冷凍水産物生産と流通事業化

与論町漁協・与論町と共同で高品質冷凍水産物サンプルの作成，および与論漁協お魚祭り

の運営に参加した。今年度，与論島の高鮮度冷凍水産物は鹿児島に本社がある西原商会にお

いて全国的に販売することになった。商品名は，Umi-Labo である。シビ（キハダ），カマス

サワラの高品質冷凍品の販売を開始した（写真）。

2）鹿児島県産イカの冷凍保存、食品加工の技術相談

与論漁協および徳之島よりソデイカの冷凍保存と加工に関する技術相談があり対応した。

3) 鹿児島県水産物の機能性に関する技術

前年度に引き続き、与論島および鹿児島県阿久根地方などの特徴的な柑橘類に着目し、機

能性食品としての素材や養殖飼料の添加物としての可能性について検討した。また鹿児島

写真４－４ 農林畜産業部会による有害鳥獣対策に関する現地見学と意見交換会

（鹿児島県さつま町紫尾）

写真４－５左：学生によるフィレ処理、右：漁協の対面販売への協力
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県近海で低利用資源となっているサメ類の利用方法について鹿児島県より問い合わせがあ

り、対応した。

4) 与論島藻場再生策の検証・研究に関する取組み

与論町の地域課題、「藻場の再生とウミガメによるもの食害の被害」について、寺田教授

が対応した。

5）養殖業に被害を与える魚病の発症メカニズムの解明とその予防法の開発

マダイやウナギ、カンパチなどで発症する魚病による経済的損失が、養殖業において大き

な問題となっている。これら魚種は鹿児島県の重要な養殖対象魚であることから、発症メカ

ニズムの解明と予防・治療法の開発研究を行っている。

6) 漁業・養殖業における技術指導

◆種子島漁業協同組合（西之表市）

(1) 西之表市からの要請を受けて、トコブシ漁業に関する調査を実施した。

(2) 平成 29 年 9 月～12月に、種子島漁協の漁業者と共同で、かご漁業を新規導入するため

の試験操業を行った。

(3) 種子島漁協からの要請を受けて、平成 29 年 8月に本学部練習船「南星丸」で種子島西

側海域に設置されている魚礁の周辺海域を対象として、底曳網を用いた海底調査を行った。

◆錦海漁業協同組合（姶良市）

姶良市の重富干潟では、袋網を用いたアサリ養殖が行われており、「錦あさり」としてブラ

ンド化に成功している。しかしながら、出荷の最盛期を迎える夏季に、網袋が破られてアサ

リが食害に遭う被害が問題となっていた。この原因を解明するために、水中カメラを設置し

て連続観察した結果、破網の原因はクロダイによるものと分かり、現在では、袋網を覆う保

護網を設置することで、食害の被害をほとんどなくすことができた。

◆東串良漁業協同組合（肝属郡東串良町）

東串良漁協所属の漁業者と共同で、底曳網漁業の省エネルギー化を図るために、漁具の一部

を改良する研究に取り組んでいる。

◆魚礁調査

北さつま漁業協同組合（長島町）、おおすみ岬漁業協同組合（南大隅町）、加世田漁業協同組

合（南さつま市）が設置した魚礁を対象として漁業者と共同で潜水調査を行い、魚礁の効果

を追跡調査している。

2. 成果報告会・セミナー・講演など

1）高品質冷凍品の製造技術に関する講演発表

①志布志漁協，志布志市，鹿児島県主催の勉強会（志布志湾水産改良普及協議会）にて「漁

獲物の鮮度に関する研究－与論島水産物の高品質冷凍品製造流通研究を参考に」を講演し

た。（2017 年 12 月 2 日）

②甑島にて 7月 15 日に COC 事業の報告会を開催し「島嶼圏水産業の活性化を目指した研究
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成果の応用と教育」という題で与論島での活動内容を報告した。

③鹿児島県水産物等輸出促進協議会セミナー（11月 27 日）にて養殖業者対象に「ブリ類血

合肉の褐変抑制技術について」講演した。

④全国海水養魚協会の全国海水養殖シンポジウム（水産庁共催）の勉強会にて「養殖ブリの

輸出を促進するための高品質冷凍流通技術体系の開発」について講演する（Ｈ30 年 2 月 7

日）。

⑤境港水産振興協会主催の水産講演会にて「水産物の高品質付加価値化技術について」講演

する（Ｈ30 年 2 月 23 日）

⑥東串良漁協、鹿児島県と水産加工勉強会・事業アドバイスを行い，「水産物の鮮度保持加

工について」講演を行う（Ｈ30 年 3 月 2 日）

⑦長崎県，長崎県水産加工振興協会主催の水産加工研修会にて，「水産業を再構築するため

の技術戦略ー水産加工の視点からー」について講演する（Ｈ30年 3月 6日）

2）西之表市における勉強会の開催

平成 30 年 2 月 17 日に西之表市役所にて江幡准教授がコーディネーターとして「次世代の

種子島の水産業を考える」と題して勉強会が開催する（資料４－８）。

3）与論島における研究成果発表会

平成 30年 3月 17 日に与論町漁協にて水産業部会の成果発表会を行う予定である。

４．６ 地方創生活動の取り組み

（１）「進取の精神チャレンジプログラム」の『地方創生活動部門』

鹿児島大学学生憲章（平成 22 年 11 月 15 日制定）の趣旨に則り、学生自らが企画・運営・

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

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

神チャレンジプログラム」に、学生が進取の精神を発揮して、鹿児島県内自治体や企業など

と連携した地域貢献活動を展開することを目的として、平成 28年度から「地方創生活動部

門」を新たに創設して活動を行っている。平成 28年度は 8 件を採択した。平成 29 年度は以

下の様なスケジュールで募集を行った。

◆応募受付期間 6 月１日（木） ～ ６月２３日（金）

◆審査期間 6 月 26 日（月） ～ ７月２１日（金）

◆結果発表 月下旬

◆プログラム実施期間 採択後 ～ １月末日

◆成果発表会 ２月 27日（火）予定

13 件の応募があり、プレゼンを含む審査の結果、以下（次ページ表）の 5 件を採択し、

学長裁量経費による予算を配分した。以上の５件の活動成果については、平成 30 年 2 月

27 日（火）に成果報告会を行った（資料４－９）。報告会には、鹿児島県内市町村から

の５名を含む学内外から 45 名が参加し、種子島、十島村などの離島をはじめ鹿児島県
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内各地域の活性化に関する取り組みの発表があった。成果発表会においては、様々な質

問に対して各団体から明快な返事がなされ、第１回目であった昨年に比べて取り組みに

対する成長が感じられた。発表会終了後学長をはじめとする審査委員会で成果の評価を

行い、「KAGO らぼ」の「かごんまよかとこプロジェクト」に最優秀賞が、その他の団体

には優秀賞が授与された（写真４－６）。最後に、前田芳實学長から、企画力溢れる取

組に対して講評と謝辞が述べられた。

参考資料

写真４－６ 『地方創生活動部門』成果発表会（左：発表の様子、右：表彰後の全体写真）
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資料４－１ 平成 29 年度前期公開授業科目

資料４－２ 平成 29 年度後期公開授業科目

資料４－３ 平成 29 年度公開授業ポスター（前期分）

資料４－４ 平成 29 年度公開講座の記録（各部局から代表的なもの１～２課題、

総数 53 課題）

資料４－５ 平成 29 年度シンポジウム等の記録（各部から代表的なもの１課題、

総数 274 課題）

資料４－６ 秋名･幾里の環境文化を知る･見つけるシンポジウムポスター

資料４－７ 野生動物被害防止に関するシンポジウム

資料４－８ 水産シンポジウム（種子島・西之表市）

資料４－９ 平成 29 年度鹿児島大学･進取の精神チャレンジプログラム『地方創生活動

部門』成果発表会（ポスター）
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第５章 ＣＯＣ活動と学内評価・学外評価

５．１ かごしまＣＯＣセンター運営委員会

平成 29 年度第１回かごしまＣＯＣセンター運営委員会を 8 月 3 日（木）13 時から事

務局４階の会議室で開催した。運営委員会には、３部門長、５部会長、各学部の副学部

長、産学連携推進センター長、かごしまＣＯＣセンター関係者、社会連携課事務関係者

が出席して協議を行った。運営会議の名簿は資料１－１、議事録は資料５－１にそれぞ

れ示している。議題等は以下の通りである。

【審議事項】

１．共通教育全学必修科目「大学と地域」について

【報告事項】

１．平成 28 年度事業 学内評価委員会報告

２．平成 28 年度事業 学外評価委員会報告

３．平成 29 年度地域志向教育研究経費公募事業

４．平成 28 年度ＣＯＣ事業フォローアップアンケート結果について

５．その他

初めに審議事項として、「共通教育全学必修科目「大学と地域」について」教育担当

の出口准教授から平成 29 年度前期までの実施状況および後期への改善等について説明

があり、審議を行った。その中で出された意見は次のようものである。

・本講義において使用する教室が、学生の入替で大変混雑する。特に外部講師は準備の

ため早めに来学していることから可能であれば改善して欲しい。

・毎回の講義で、授業シートの返却と提出を行っているが、学生数が多く混雑するうえ

に紛失も生じている。また、外部講師に関しては、当日の講義について学生の感想や

意見を知りたい、という依頼もあるが、授業シートでは枠が狭いため、別途用紙(Ａ

５サイズ)を配布し記入させている。授業シートについて改めて議論する必要がある

のでは。

続いて、出口准教授から来年度以降の展望について、資料に基づき説明があった。開

講時期やクラス規模、テーマ設定などについては、再来年度に向けて改革していくこと

が説明された。

続いて４件の報告事項について説明が行われた。

（１） 平成 28 年度事業 学内評価委員会報告

河野特任教授から、配布資料に基づき報告があり、次のような意見があった。

・教育についての評価のなかで、「④共通教育または専門教育における観光に関する

科目の設置（または既存科目の再編）」および「⑤大学院横断プログラムの充実」

の評価が低い点が気になる。
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・本運営委員会に資料を提出する以上は、結果を求めるべきでは。COC 事業終了まで

に、評価を上げられるのか。

・共通教育または専門教育における観光に関する科目の設置（または既存科目の再編）

への取組評価が低い点については、法文学部内に観光関係を専門とする教員がいな

いため、対応出来ていないことは仕方が無い。

（２） 平成 28 年度事業 学外評価委員会報告

河野特任教授より資料に基づき報告があり、次のような意見があった。

・地域や自治体との連携について、圧倒的に人的支援が足りていない。特定の分野の

特定の人のみ依頼が集中されてしまうため自治体からの依頼を受ける際には附帯

条件を付す等考慮して欲しい。

・自治体と大学を結ぶ窓口としてもマンパワー不足を痛感している。大学として受入

体制を充実するべきだと考えている。

（３） 平成 29 年度地域志向教育研究経費公募事業

河野特任教授から、配布資料に基づき標記公募に関する公募内容および選定結果に

ついて報告があり、次のような意見がだされた。

・採択１件あたり 20 万円程度の研究費で、十分な成果が得られているのか。また、

採択された中で最高額と最低額はいくらになるか。

・採択者には「大学と地域」の講義に関わってもらうことになっている。多額を少人

数に分配することになると、「大学と地域」の分担者が足りなくなる。また、研究

よりも教育に重きを置いており、いかに教育に反映されるのか、ということが重要

となる。

（４）平成 28 年度ＣＯＣ事業フォローアップアンケート結果について

冨永特任教授から、配布資料に基づき実施内容および結果について報告があった。

回答率の低さについて言及があり、来年度も同様に実施されることが予想されるため、

協力いただけるよう依頼があった。

報告事項の説明の後、木村ＣＯＣセンター長から、平成 29 年度のＣＯＣ事業に関

する補助金調書の説明があった。今年度も昨年と同じように交付金が大幅に減額され

ており厳しい予算の中での事業実施になることについて協力依頼が行われた。

５．２ かごしまＣＯＣセンターの活動の広報・普及

鹿児島大学では平成 26 年度から地（知）の拠点整備事業としてＣＯＣ事業に取り組

んでいるが、ＣＯＣ活動に関する情報の県内すべての自治体への提供についてはホーム

ページやマスメディアによる報道などを通じて行ってきている。また、学長自らも地域

貢献を標榜する大学という性格を踏まえ県内すべての自治体を訪問し、ＣＯＣ活動に関

する情報提供を行うとともに、大学への地域課題の相談や連携を呼びかけたところでも

ある。
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学長のこのような動きも踏まえ、かごしまＣＯＣセンターにおいても平成 28 年度に

は、かごしまＣＯＣセンターの活用や大学との連携をさらに進めるべく連携自治体以外

の 40 市町村と担当者やメールアドレス等について確認し、大学との窓口を設置いただ

いたところである。

当該ネットワークを活用して平成 28 年度第４四半期からは、かごしまＣＯＣセンタ

ーの活動をはじめ本学内で実施されるシンポジウムなど自治体にとって有意な情報を

提供してきており、その際には併せてかごしまＣＯＣセンターの活用や大学との連携を

呼びかけている。

【情報提供の例示（H29）】

①かごしまＣＯＣセンター主催の地域志向教育研究成果発表会

②学生の自主的な地方創生活動の成果報告会

③シンポジウム～地域振興のためのマーケッティング戦略～

④シンポジウム～医食農連携による食産業の展開方向と人材育成～

⑤シンポジウム～次世代の種子島の水産業を考える～

かごしまＣＯＣセンターでは県下自治体に対してこのような取組を行い自治体と大学

との距離を縮め、かごしまＣＯＣセンターの活用や大学との連携につなげようと取り組

んできた結果、大学を活用する自治体は確実に広がりをみせているが、その活用等は殆

どの自治体に浸透するまでに至っていないのが現状であった。

写真５－１ 鹿児島県鹿児島地域振興局での様子

このことから、平成 28 年度後半に、ＣＯＣ事業の指摘事項として「自治体との連携に

ついては、鹿児島県との関係を軸に進めることが望まれる」との評価を受けたことを踏

まえ、鹿児島県の離島を管轄する支庁（熊毛、大島）と本土の地域振興局（鹿児島、南

薩、北薩、姶良・伊佐、大隅）を訪問し、支庁長や地域振興局長ほか関係の職員に、Ｃ
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ＯＣの取組について説明するとともに、かねての業務推進に当たって大学の活用や大学

との連携をお願いした。加えて、管内市町村にも各種の会議などで大学の活用などを呼

びかけていただくよう依頼した。写真５－１は鹿児島県鹿児島地域振興局を訪問したと

きの様子を示している。資料５－２は各振興局の訪問時に出された意見の概要である。

５．３ 連携自治体との連携

（１） 教育における連携自治体との連携

かごしまＣＯＣセンターにおいては、地域に貢献する大学をめざし、連携自治体であ

る鹿児島県、鹿児島市、薩摩川内市及び与論町と連携しながら、地域貢献意欲を持った

人材の育成、地域課題をテーマとした研究と地域への還元、その他地域課題解決のため

の様々な相談に対応する社会貢献活動に取り組んでいる。

大学の取組に当たっては、連携自治体から多くのご支援・ご協力を得ているところで

ある。ここで、その例を示すと、

「大学と地域」での連携（講師）

総合大学である鹿児島大学が有する多彩な専門分野の知を結集して全学的な協力体

制を整備し、地域活性化の重要な戦力となる人材の育成を目指した教育体系が「地域人

材育成プラットフォーム」であり、そのベースとなる科目として「大学と地域」を平成

28 年度から開講した。これは新１年生が受講する全学必修共通教育科目である。

「大学と地域」では、地域貢献意欲を持った人材を育成するという目的があり、その

ためには地域の特性や優位性、発展可能性について理解を深め、地域に愛着を持っても

らうことが不可欠なこととなる。このため「大学と地域」の講義は地域関連の研究を行

っている教員に加え地域課題の対応に直接従事し、その課題に詳しい自治体職員に講師

として参加いただいている。

表５－１ 「大学と地域」を担当する自治体関係者数

項目 内容

１０クラス 防災、医療、まちづくり・観光、エネルギー、農業、森林・林業、

動物・畜産業、水産業、環境・島嶼、教育

受講生 新１年生全員を対象に前期・後期ごとに各クラスに分かれて受講

・前期

学生１，０８５名 ＋ 社会人２１名 ＝１，１０６名

・後期

学生 ９００名 ＋ 社会人１２名 ＝ ９１２名

自治体等の派遣

講師

講義では、全学の教員のほか連携自治体の職員等も参加

鹿児島県１１名、鹿児島市２名、薩摩川内市４名

指宿市 １名、民間２名 計２０名

※このほか、 鹿児島県の知事と副知事
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写真５－２ 鹿児島県三反園知事の講義風景（Ｈ２９．４．２５）

特に、平成 29 年度においてはすべての受講生を対象に、前期には鹿児島県知事が「新

しい力強い鹿児島を目指して～鹿児島大学の学生に期待すること～」、また後期には同

副知事が「実はおもしろい鹿児島～地域に根ざした生き方のススメ」と題して講義をい

ただいたところである。学生からは、「鹿児島を発展させたいという知事の意思が伝わ

ってきた。自分も経験を積み社会に貢献できる人材になりたい。」や、「明治維新 150 年

のイベントに自分も参加するなど盛り上げに協力したい」など、地域に関心を持ち地域

を支えたいとの力強い意見が寄せられた。写真５－２は知事講義の様子を示している。

（２）与論町との懇談会

かごしまＣＯＣセンターの連携自治体である与論町の関係者が５月に鹿児島大学を

訪問し意見交換を行った。与論町からは町長、町議会の議長・議員、県議会議員、町・

漁協の職員が訪れ、町政の重要課題などの地域課題について相談があった。鹿児島大学

からは、学長、理事、監事、かごしまＣＯＣセンターの全部会長他教職員が出席して意

見交換を行った。この場では地域課題の共有を行うとともに、その解決に向けた対策な

どについて検討し鹿児島大学の関係教員が協力して対応していくこととした。写真５－

３は与論町と鹿児島大学の懇談会の様子を示している。懇談会では、鹿児島大学から次

のような紹介を行った。

① ＣＯＣセンター活動の概要

② 島嶼圏域における教育・研究・社会貢献の取組の概要

③ 与論町と本学の連携による水産業分野での研究の概要

与論町からは６項目の地域課題について相談があった。この中で、特に藻場の再生、

ウミガメ食害等の実態調査及び対策について早急な対応策が必要であるとの意見が出

された。相談のあった課題については、後日、鹿児島大学の関係者の意見を纏めて与論

町に報告した。
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写真５－３ 与論町と鹿児島大学との懇談会の様子（Ｈ29.5.21）

（３）連携自治体との意見交換会

このように連携自治体と鹿児島大学は自治体の地域活性化や本学の地域課題解決に

向けた取組に当たって緊密に連携しているところであるが、今後とも引き続き強固な信

頼関係を保ちながら進めていくことが円滑かつ効果的な取組につながるものと考えて

いる。このため、昨年度から連携自治体の総合窓口（企画部門）とかごしまＣＯＣセン

ター長をはじめ各部会長ほか関係教職員が一堂に会し、忌憚のない意見交換の場を設定

することとしており今年度についても引き続き開催した。写真５－４は連携自治体との

意見交換会の様子を示している。以下に、連携自治体との意見交換会の概要を述べる。

（１）開 催

①日 時 平成 29年 10 月 30 日（木）15：30～17：40

②場 所 産学官連携推進センター棟２階 セミナー室

（２）参 加 者

①連携自治体 鹿児島県企画課２名、鹿児島市政策企画課２名

薩摩川内市企画政策課２名、与論町総務企画課１名計 ７名

②ＣＯＣセンター センター長、社会貢献・生涯学習部門長

各部会長 ほか教職員 計１７名

意見交換会においては、かごしまＣＯＣセンター事業の現況についての説明を行い、

ＣＯＣ事業が地域の期待に十分に応えられているかを中心に議論することとした。議題

としては、

・ＣＯＣ事業の概要について

・部会活動について

・地域人材育成プラットフォームについて

山町長 前田学長
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・地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）平成 28 年度評価

評価結果について

・ＣＯＣ事業（補助事業）終了後の展開について

・学生の地元定着への取組について

・進取の精神チャレンジプログラム（地方創生活動部門）の取組について

・産学連携による観光産業の中核的人材育成・強化事業について

である。

これらの議題について説明したあと、それぞれ質疑応答を行った。

意見交換会全体を通じて連携自治体との間では次のような質疑応答を行った。

①鹿児島県

・「大学と地域」を通じ地域を学ぶことは地元定着に貢献するもの

・県としても知恵出しや講師派遣を継続する

②鹿児島市

・市は、アジアの都市や国民との交流を成長の起爆剤にしたく戦略を策定中

・鹿児島大学での学術的国際交流の状況に関して、

→ ・水産学部では学部の枠を超えて共同でカリキュラムを作り、グローバ

ルな人材を育成中

・また、水産学部では東南アジアを中心に６カ国で大学院のプログラム

を作成している

・地域づくりに留学生を参加させたいが、留学生の情報がない

→ ・グローバルセンターに相談してもらえればいい

③薩摩川内市

・一部部会の活動にかかる情報が把握できず、もっと市に届けてほしい

→ ・自治体を通じて地域で活動すると分かりやすいのだが

・情報提供について検討したい

④ 与論町

・本土から 600Km 離れた地域では、ＣＯＣの存在意義を強く感じる

・５月の大学との懇談会で地域課題を共有・検討いただき感謝している

・地方創生の助成制度も活用しながら産官学金での連携を深めたい

以上述べたように、かごしまＣＯＣセンターと連携自治体との意見交換会により、本

学の取組への評価や取組に当たって留意すべき事項などについて連携自治体と認識を

共有できたものと考えている。

なお、かごしまＣＯＣセンターの地域貢献の取組を推進するためには、このような意

見交換を行って活動状況を点検することはもちろんであるが、日頃から連携自治体職員

とかごしまＣＯＣセンター教職員との連携を密にしながら業務に取り組むことが重要

であり、その結果として連携自治体をはじめ地域に信頼され、頼られる大学に繋がるも
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のと考えている。

写真５－４ 連携自治体との意見交換会の様子

５．４．平成２８年度ＣＯＣ事業フォローアップアンケート

（１）文部科学省 COC 事業フォローアップアンケート

文部科学省は各大学が実施する「地（知）の拠点整備事業」のフォローアップの 1 つ

として平成 26 年度事業分からアンケートを実施している。そのアンケートに合わせて、

本年度も「平成 28 年度フォローアップアンケート」を実施した。

アンケート調査項目には【教育活動の状況】、【連携自治体からの支援の状況】および

【連携自治体や企業等からの相談状況】と【当該大学等の全学生を対象に実施】、【当該

大学等の全教員を対象に実施】および【当該大学等の全職員を対象に実施】する項目が

あり、調査項目には文部科学省統一指標と各大学が独自に加えることができる項目があ

った。ここでは、文部科学省統一指標項目の結果に加え、全学生、全教員および全職員

を対象にして行ったアンケート調査について、ページ数の関係で回答結果のみを示した。

なお、アンケートは鹿児島大学学術情報基盤センターの協力を得て、平成 29 年 5 月 8

日（月）～5 月 25 日（木）に Web で行った。

なお、アンケート調査項目の自由記述欄のまとめのうち、学生分は資料５－３に、教

員分は資料５－４に、職員分は資料５－５に示した。本アンケート結果の詳細に

ついてはかごしま COC センターの HP（https://www.kagoshima-

u.ac.jp/coc/H28COCAnketo.pdf） に掲載してあるので参照されたい。
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１．文部科学省統一指標

アンケート対象者（基礎データ）

全学生数 8970

有効回答数 2716

割合 30.3%

全教員 1156

有効回答数 368

割合 31.8%

全職員 585

有効回答数 338

割合 57.8%

全連携自治体 4

有効回答数 4

割合 100.0%
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（１） 学生に対するアンケート調査結果

上記の表は学生に対するアンケート調査結果を示している。今年度のアンケート調査に
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ついて、学生の回答率は 30.3％で昨年度のほぼ倍であった。

学部・学年別にみると、全学必修科目｢大学と地域｣を前期に受講している法文学部、理学

部および工学部の 1 年生と前期に受講していないが農学産 1 年生の回答率が高かった。学

部別には、農学部で最も高く,次いで理学部＞歯学部＞工学部＞法文学部の順であった。

【１】あなたの出身（出生地）について、当てはまるもの 1 つ選んでください。‘その

他’を選択された場合は、表示される空欄にご

記入下さい。

① 鹿児島県

② 鹿児島県以外

③ 分からない

④ その他

【２】 鹿児島大学が、「地域のための大学」と

して地域に関する教育・研究・社会貢献活動を推進

していることを知っていますか。

① 知っている

② 知らない

③ わからない

【３】「大学が地域のために実施する授業科目」という言葉から、どのような授業をイ

メージしますか。あなたのイメージに最も近いも

のを選んでください。

‘その他’を選択された場合は、表示される空欄

にご記入下さい。

① 地域についての様々な講義を聴き理解を深

める授業

② 地域の現状や課題を把握しその解決策を検

討する授業

③ 所属する学部・学科等の専門性と関連させて

地域を考える授業

知ってい

る

64%

知らない

28%

わからない

8%

鹿児島県

47%県外

51%

わからない

1%
その他

1%

就職等のため

に地元の企業

の状況や産業

構造を知る授

業

4%

所属する学

部・学科等

の専門性と

関連させて

地域を考え

る授業

17%

地域についての

様々な講義を聴

き理解を深める

授業

34%

地域の現状

や課題を把

握しその解

決策を検討

する授業

44%

その他

1%

無回答

0%
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⑤ 就職等のために地元の企業の状況や産業構造を知る授業

④ その他

【４】鹿児島大学が「地域のための大学」とし

て実施する授業科目

（下表参照）を受講したことがありますか。

注）この下に表が出てくる

① はい

② いいえ

【５】「地域のための大学」として実施する授業科目

のうち、受講したことがある科目数を選択してくだ

さい

以下からひとつだけ選んで下さい（回答欄：１

～１０および１１以上）

【６】上記科目を受講した結果、課題を含めた地域

の現状を把握するとともに、地域の 課題解決に

役立つ知識・理解・能力は深まりましたか。

① はい

② いいえ

③ わからない
はい

62%
いいえ

9%

わからない

29%

⑤その他：「体験実習」「興味が持てない」「他県出身民をも

っと尊重してほしい」「講義だけでなく、体験をする」「目的意

識がはっきりしない」「離島実習」「他分野の大学院に必須な

情報がある」「地域課題の発見」「題への解決策を議論する

だけでなく、際に現場に出て実践する授業」「地域実習」「企

画を立てる」「大学と地域の関係性やつながり」（順不同）

はい

83%

いいえ

17%

,無回答

0%

0
17%

1
36%

2
24%

3
11%

4
6%

5
3%

6
1%

7
1%

8
0%
9

0%
10
0%
＞11
1%
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【７】上記科目の受講が、大学のある地

域（鹿児島県）の企業や自治体等に就

職しよう とするきっかけになりまし

たか。

① そう思う

② ややそう思う

③ どちらでもない

④ あまりそう思わない

⑤ そう思わない

【８】その知識・理解・能力を今後どのように活かしていきたいと思いますか。

（自由記述)

例）・地域活性化のイベント等に積極的に参加しようと思う

・地域の企業等に就職し、知識を還元しようと思う

・何も変わらない

ここに回答を記入して下さい：（250 文字

以内）

【９】あなたは「地域のための大学」として実施する授業科目についてどのような考え

を持っていますか。‘その他’を選択された

場合は、表示される空欄に具体的にご記入

ください。

以下からひとつだけ選んで下さい。

① もっと増やしてほしい（積極的に受講し

たい）

② 現状のままで構わない（受講したい）

③ 必要だと思わない（受講したくない）

④ その他（回答総数：25 件）(全件記載)

そう思う

11% ややそ

う思う

20%

あまりそう思わない

20%

そう思わない

18%

どちらでもない

31%

もっと増や

してほしい

（積極的に

受講した

い）

14%

現状のままで構わない（受講したい）

72%

必要だと思わ

ない（受講し

たくない）

13%

その他

1%

無回答

0%

回答総数＝917 件、資料５－４（主要なもの)
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（２）教員に対するアンケート結果

教員に対するアンケート調査結果については以下に示した

【１】 鹿児島大学が、「地域のための大学」として 地

域に関する教育・研究・社会貢献活動を推進している

ことを知っていますか。

① 知っている

② 知らない

③ わからない

【２】 「地域のための大学」として、地域を志

向した教育・研究に参加していますか。

① 教育・研究それぞれにおいて参加している

② 教育のみ参加している

③ 研究のみ参加している

④ いいえ

（上記【２】の質問で「いいえ」を選択した方はご回答ください。）

知っ

てい

る

94%

知らない

5%
わからない

1%

教育のみ

17%

研究のみ

16%
教育・研究両方

43%

いいえ

24%

所属学部 在籍数 回答者数 回答率 所属学部 在籍数 回答者数 回答率

法文（含司法政策） 92 41 44.6 工学 120 32 26.7

教育（含院） 85 31 36.5 農学（含連大） 80 56 70.0

理学 74 21 28.4 共同獣医 44 9 20.5

医学（含院） 245 60 24.5 水産 51 27 52.9

附属病院 180 24 13.3 学内共同施設等 87 36 41.4

⻭学（含院） 89 22 24.7 臨床心理学研究科 9 9 100.0

合計 1156 368 31.8

平成28年度フォローアップアンケートの基本データ(教員数、回答者数、回答率など）
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【3】「地域のための大学」の一員として、今後地域

を志向した教育･研究に参加したいと思いますか？

① 教育･研究のいずれにも参加したい

② 教育のみ参加したい

③ 研究のみ参加したい

④ いいえ

【４】 鹿児島大学の COC 事業（あるいは COC 活

動）について学生に説明できますか？

① 詳しく説明できる

② 大体説明できる

③ 説明できない

【５】鹿児島大学の COC 事業（あるいは COC 活動）に期待あるいは要望等があれば

自由に記述して下さい。（400 文字以内）

（３）職員に対するアンケート

職員に対するアンケート調査結果は以下に示した。

教育・研究のいず

れにも参加したい

46%

教育のみ参加したい

15%

研究のみ参

加したい

10%

いいえ

29%

詳しく説明できる

7%

大体説明

できる

53%

説明できな

い

40%

回答総数＝67 件、資料５－４（主要なもの）
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【１】鹿児島大学が、「地域のための大学」として地域に関する教育・研究・社会貢献

活動を推進していることを知っていますか。

① 知っている

② 知らない

③ 分からない

【２】鹿児島大学の COC 事業（あるいは COC 活動）

について学生に説明できますか？

① 詳しく説明できる

② 大体説明できる

② 説明できない

【３】鹿児島大学の COC 事業（あるいは COC 活動）に期

待あるいは要望等があれば自由に

記述して下さい。（400 文字以内）

（４） 連携自治体に対するアンケート調査結果

平成 27 年度はかごしまＣＯＣセンターの部会に連携自治体の専門部署の職員が参加

するなど活動の環境整備を図った年であったが、平成 28 年度になると、その部会が動

き始め、また大学教員に加え自治体職員をも講師とした地域貢献意欲を持つ人材を育成

し地元就職促進にもつなげる共通教育全学必修科目「大学と地域」がスタートするとと

もに、学生の地方創生活動を支援する制度を新たに創設した。さらに連携自治体との意

見交換会の開催や連携自治体以外の市町村とのネットワークを構築するなど、地域に信

頼される大学づくりに向けた取組を具体的に進められた年であった。このため、アンケ

ートでは総じて連携自治体から好意的な評価がいただけたものと考えている。

（１）当該大学の取組は、副審した事業計画どおりに進捗していると思いますか。

理 由

はい ・連携自治体との意見交換会の開催による地域ニーズの把握、その他自治体の

地域課題への対応

・平成２８年度に開講した「大学と地域」（全学必修共通教育科目）による地域

志向マインドを持った人材育成並びに公開授業及び公開講座等の実施

・平成２８年度に新設した進取の精神チャレンジプログラム（地方創生活動部

知っている

91%

知らない

5%
分からない

4%

詳しく説明できる

2%

大体説明で

きる

37%
説明できない

61%

回答総数：49 件、資料５－５ (主要なもの)
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（２）当該大学の取組について、円滑な連携のもとに実施されていると思いますか。

（３）当該大学の取組は、「地域のための大学」として満足するものすか。

門）による学生の地域貢献活動・地元定着の促進

・薩摩川内市を対象とした研究の推進

・水産関連事業等の順調な進捗

いいえ

わからない

理 由

はい ・「大学と地域」の講師として県・両市から職員派遣（前期・後期にそれぞれ

１３～１４名）

・県知事による「大学と地域」での講義の企画（実施は H２９．４月）

・かごしま COC センターコーディネーターを窓口に相談等へ対応

・連携自治体との意見交換会による COC センター活動の情報提供と地元ニー

ズの把握

・かごしま COC センターに設置された部会への連携自治体関係職員の参加

・与論町や町漁協と連携した課題の解決や円滑な新しい技術の導入等

いいえ

わからない

理 由

大いに満足 ・地域のシンクタンクたるべく、学長が県下全市町村を訪問の上、首長と会

談し地域課題を探った。

・かごしま COC センターコーディネーターが県下全市町村との連絡体制を構

築し、相談しやすい環境を整備している。

・かごしま COC センターでは自治体、企業、県民等からの相談に学内各学部

等と連携し対応

・新たに進取の精神チャレンジプログラムに「地方創生活動部門」を設け、

学生の地域貢献活動を後押ししている。

・鹿児島市と大学の連携は専門分野の研究や学生のまちづくり参加など多岐

にわたる。

・「大学と地域」は地域貢献意欲の醸成や地元就職に繋がるため、講師として

職員を積極的に派遣

・連携自治体との意見交換会により地元ニーズを把握

・大学が持つ専門的な知見や先進的な技術が地域課題の解決に貢献

・H２９年５月に町長、議会議員と学長、理事、COC センター教職員（部会長

含む）との懇談会開催を決定し、地域課題６件の検討が予定されている。

満足

不満
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５．５ 平成２８年度事業の学内評価

平成 28 年度事業に関して、平成 29 年４月６日、かごしまＣＯＣセンターの学内評価

委員会を開催した。出席者は、法人評価担当学長補佐の境教授、資料５－６に示してい

る９学部の学内評価委員、ＣＯＣセンターの関係者、及び社会連携課の関係者である。

初めに、木村ＣＯＣセンター長から挨拶があり、法人評価担当学長補佐の境教授の司会

で委員会は進行した。議事要旨は資料５－７に示している。協議事項は１件であり、

「平成 28 年度事業の内部評価について」説明と協議を行った。

ＣＯＣセンター長から、平成 28 年度の事業調書に沿って事業を進めたこと、教育、

研究、社会貢献、センター運営などについて実施した事業の概要の説明があった。その

後、教育、研究、社会貢献、センター運営等に関する全体の各項目について、それぞれ

担当者から説明を行った。

第２章の教育に関して、出口准教授から主に共通教育科目「大学と地域」の実施体制

や評価等について説明があり、続いて地域志向一貫教育カリキュラムやかごしまキャリ

ア教育カリキュラム、地域人材育成プラットフォーム、大学院全学横断プログラムの実

施状況等に関する説明があった。これに対して次のような質問が出された。

・自己点検の中に「地域志向科目に関する全学的なカリキュラム・マップの作成」とあ

るが、学生がどのような順番で受講したら良いかが分かるようなものを作成するとい

う選択肢もあるのでは。

・地域志向科目や地域関連科目と専門教育がどのように結び付けられるのか曖昧であ

るうえに、記載されている科目例がほんの一例に過ぎない。より多くの科目を記載し、

アピールすべき。また、マップにはならないが矢印等で示すことにより新入生にも分

かりやすく提示出来るのでは。

第３章の研究に関して、河野特任教授から地域志向教育研究経費の実施状況や地域課題

への取組、課題検索システムについて説明があった。これに対して次のような質問があ

った。

・平成 27 年度フォローアップアンケートの回答で、地域志向教育研究経費に不採択と

なった教員から不採択であったのにもかかわらず「大学と地域」講義担当を依頼され

たとの意見があったが、どのようになっているのか。

・「研究」と入っているため、研究のための公募かと勘違いしてしまう。「教育」を強調

したうえで公募した方が良いのでは。また、「大学と地域」と連動させるものであれ

ば、講義に足りないものを補足できるような仕組みを作ることも検討してはどうか。

第４章の社会貢献に関しては、冨永特任教授から公開授業・生涯学習の実施状況、履修

証明プログラムの設置、学内のシンポジウム実施状況、九州・沖縄合同シンポジウムの

開催や部会活動について説明があった。これについて次の質問があった。

・自己点検の活動項目内容に「連携自治体の課題に対応した社会人専門教育・学習コー

スの開講について部会および連携自治体と連携しながら準備」とあるが、どのように
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なっているのか。

・履修証明プログラムの開講はＣＯＣ事業期間中に達成できるのか。

第５章の全体の項目に関して木村センター長から運営委員会の実施および進取の精神

チャレンジプログラム『地方創生活動部門』について説明があった。続いて河野特任教

授から連携自治体との意見交換会の開催について説明、冨永特任教授からフォローアッ

プアンケートの実施について説明があった。

また、河野特任教授から学外評価委員会の開催について説明があり、併せて今回の学

内評価委員会における評価シートについて、４月 27 日（木）まで提出していただくよ

うに依頼があった。 学内評価委員会の審議結果を受けて、各評価委員から教育、研究、

社会貢献・生涯学習、全体について評価意見が提出された。各項目に関する評価は下記

の表５－２による。資料５－８は各委員からの評価意見を纏めたものである。

表５－２ 評価項目とその評価点

評価項目 評価点

十分に計画を実施できた ４

大体計画を実施できた ３

少し不十分であった ２

計画の実施が不十分であった １

図５－１ 教育に関する学内評価委員の評価

図５－１は教育に関する各委員の評価点の平均を示している。番号①～⑤は平成 28

年度の教育に関する活動項目に対応している。①は地域志向全学共通必修科目「大学

と地域」開講に関する評価であり、十分に計画が実施されたことを示している。②～

④の項目につては、地域志向科目に関する全学的なカリキュラム・マップの作成など
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の項目であるが、継続した改善が必要である。⑤は大学院全学横断プログラムの充実

に関する評価であるが、少し不十分であったことが示された。

図５－２は研究に関する各委員の評価点の平均を示している。番号①～⑤は平成28

年度の研究に関する活動項目に対応している。①は本プログラムに対応する主研究領

域の研究の充実とその成果による地域志向化科目の推進であるが、大体計画を実施で

きたと評価された。②～⑤の項目についても、大体計画を実施できたとの評価が得ら

れた。

図５－２ 研究に関する学内評価委員会の評価

図５－３は社会貢献に関する各委員の評価点の平均を示している。番号①～④は平成

28 年度の社会貢献に関する活動項目に対応している。①は地域社会人の教育コース・

学習の場の充実であるが、大体計画を実施できたと評価されている。③は学生による

地方創生活動プログラムの実施であるが、十分に計画が実施できたとの評価になって

いる。②、④の項目についても大体計画が実施できたと評価された。

図５－３ 社会貢献に関する学内評価委員会の評価

図５－４は全体の項目に関する各委員の平均点を示している。番号①～⑥は平成 28

年度の全体の項目に関する活動項目に対応している。①は、かごしまＣＯＣセンター

3.3

2.8

3.8

3.2

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

① ② ③ ④

社会貢献に関する評価（２８年度）
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による事業運営、広報・普及に関する評価であり、大体計画が実施できたと評価され

ている。②～⑥のＣＯＣセンターの運営、成果報告会など項目に関しても、大体計画

が実施できたと評価された。

図５－４ 全体に関する学内評価委員会の評価

かごしまＣＯＣセンターでは、平成 28 年度のＣＯＣ事業に関して学内評価委員会から指摘

のあった評価・コメントについて検討を行い、平成 29 年度の事業への展開に反映すること

にしている。資料 5－９はこれまでに取組んだ各項目に関する対応・改善を示している。

５．６ 平成２８年度事業の学外評価

かごしまＣＯＣセンターの平成28年度事業に関する学外評価を平成29年6月12日（月）

産学官連携推進センター棟で開催した。学外評価委員名は資料５－１に示している。議事に

先立ち、近藤社会連携機構長から開催挨拶の後、委員の互選により國武委員が委員長に選出

された。委員会における議事録は、資料 5－10 に示している。審議の概要は次のようであ

った。

（１）平成 28 年度のＣＯＣ事業に関して

初めに、木村センター長から平成 28 年度ＣＯＣ事業報告書に基づき活動概要について説

明があった。これに関して次のような意見がだされた。

・組織体制が充実しており、ＰＤＣＡサイクルもうまく回っているように見受けられ、更

に昨年度は全学必修科目「大学と地域」も開講出来ているが、なぜ、平成 28 年度に実

施された事業評価はＢ評価という結果になったと考えているか。

（２）教育に関する活動に関して

出口准教授から、教育に関する活動について説明があった。これに関してつぎのような意

見がだされた。

・新入生およそ 2,000 名全員を対象とした全学必修科目「大学と地域」を開講させたこと
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は大きく評価できる。新たな教育プログラムをスタートさせたことも非常に良いと考

えるが、大学院教育に関する整備が進んでいない。大学全体で早急に検討する必要があ

る。

（３）研究に関する活動に関して

河野特任教授から研究に関する活動について説明があった。これに関してつぎのような

意見があった。

・地域志向教育研究経費の採択テーマを見ていると、文系のテーマが多く見える。理系の

研究を行うには金額が足りないからか。また、研究テーマは新規に行われる研究である

のか。

（４）社会貢献・生涯学習に関する活動について

冨永特任教授から、社会貢献・生涯学習部門における活動について、星野特任教授から、

鹿児島環境学における活動について、それぞれ説明があった。これに関して次のような意見

があった。

・Youtube 等を用いたデジタル化を検討してはどうか。

（５）ＣＯＣセンター全体の運営・活動について

ＣＯＣセンターの運営や活動について各担当者から、説明があった。これに関して次のよ

うな意見があった。

・COC センターへの相談件数が 200 件を超えているが、COC 事業終了後の対応につい

て、継続的な体制づくりが必要である。

・全体をとおして、順調に地域貢献が進められている印象を受けた。今後は、どのように

成果を挙げるか、どのように持続可能な体制づくりを進めていくのか、また、デジタル

化をどのように取り込んでいくのかが課題となると感じた。

最後に、木村センター長から、６月 30 日（金）までに本評価に係る評価シートを提出し

ていただくように依頼があった。

図５－５ 学外評価委員による評価
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資料 5－11 は学外評価委員会から提出された評価シートを纏めたものである。図５－５は

教育、研究、社会貢献、全体に関して評価点の平均を示している。評価点の基準は表５－２

である。各項目とも大体計画が実施されたとの評価になっている。

学外評価委員会の委員長 國武教授から、平成 29 年 6 月 29 日に資料５－12 に示すように

「鹿児島大学地（知）の拠点整備事業学外評価委員会における学外委員評価結果について」

報告があった。この報告では、次のようなことが指摘された。

「かごしま COC センターを中心として実施された平成 28 年度地（知）の拠点整備事業

は、教育、研究および社会貢献の面から「計画を大体実施できている」と評価する。しかし

ながら、平成 28 年度に実施された「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業委員会」

による評価では総合評価 B であり、改善を要する点について真摯に対応し、魅力のある教

育改革を進めて戴きたい。」

以上の学外評価委員からの意見に関して、ＣＯＣセンターでは資料５―11 に示すような

自己点検・改善について対応を検討し、29 年度のＣＯＣ事業に反映することにした。

参考資料

資料５－１ 第１回ＣＯＣセンター運営会議 議事録

資料５－２ 地域振興局の意見

資料５－３ 自由記述意見(学生)

資料５－４ 自由記述意見（教員）

資料５－５ 自由記述意見（職員）

資料５－６ 学内・学外評価委員名簿

資料５－７ 28 年度学内評価委員会議事要旨

資料５－８ 28 年度学内評価委員の評価コメント

資料５－９ 28 年度学内評価委員の評価コメントへの対応

資料５－10 28 年度 学外評価委員会 議事要旨

資料５－11 28 年度評価委員の評価への対応

資料５－12 28 年度学外評価委員会評価結果（最終版）
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第６章 平成２９年度ＣＯＣ事業の自己点検

第１章で述べたように鹿児島大学かごしまＣＯＣセンターは、平成 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 10 月より発足した‘地（知）の拠点整

備事業（火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム）’を行っており、平成 29

年４月から４年目に入った。かごしまＣＯＣセンターでは、平成 29 年度のＣＯＣ事業

を年次計画に沿って進める際に、昨年度の事業に対する学内評価・学外評価の指摘事

項を反映するとともに、実施状況の自己点検を行ないＰＤＣＡの実施を図った。平成

29 年度の事業実施に関する自己点検においては、「教育」、「研究」、「社会貢献・生涯

学習」、「全体」の項目ごとに実施計画の進捗状況について評価を行った。評価基準は

表５－２に示したものを用いた。

（１） 教育についての自己点検

活動項目は①から⑤の５項目である。共通教育の地域志向全学必修科目「大学と地

域」は、連携自治体をはじめ、学外からの多大な協力もあり、充実した授業を展開で

きた。また、「かごしまキャリア教育プログラム」の中の「地域キャリアデザイン」、

「地域リサーチ・スタートアップ」の開講を行い、地域関連科目の充実を図った。

教育に関する自己点検結果を表６－１に示す。

表６－１ 教育についての自己点検

番号 活動項目内容 自己評価 評価点 参考資料等

①

地域志向全学共通必

修科目「大学と地

域」昨年度に引き続

き開講

前年度と同様、大きなトラブルもなく受講

対象者である 1 年次生のほぼ全員が受講

し、そのほとんどがレポート試験に合格し

単位の認定を受けた。また、連携自治体を

はじめ、学外からの多大な協力もあり、充

実した授業を展開できた。

４ ２－１

.

②

全学生が共通教育科

目群の中で指定され

た地域志向科目（選

択科目）から履修

地域志向科目の受講者数についても、これ

が選択必修であった平成 27 年度入学者は

ほぼ全員が履修済みであり、その後の入学

生においても相当数の受講者がいる状態

である。また、本年度から地域志向科目は

プラットフォームの構成要素となり、新た

な意義付けも行われた。

３ ２－２

③

「かごしまキャリア

教育プログラム」プ

ログラムのスタート

アップ科目「地域就

業キャリアデザイ

「かごしまキャリア教育プログラム」のス

タートアップ科目「地域キャリアデザイ

ン」は前期４クラス・後期２クラス、「かご

しま地域リサーチ・プログラム」のスター

トアップ科目「地域リサーチ・スタートア

４ ２－２

資料２－１
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③

ン」及び「かごしま

地域リサーチプログ

ラム」のスタートア

ップ科目「地域リサ

ーチ・スタートアッ

プ」を開講するとと

もに、両プログラム

に関する全学的なカ

リキュラム・マップ

の作成

ップ」は後期 1 クラスが開講された。前者

の受講者数は合計で約 150 名、後者の受講

者数はやや少なく 6 名であった。しかし、

トータルとして 150 名以上の受講生がい

たことは評価できるものと考える。また、

卒業要件上の取り扱いに不確定な要素が

あるため詳細なカリキュラム・マップの作

成には至っていないものの、各プログラム

ごとにカリキュラム図は作成されている。

④

プラットフォーム

（共通教育または専

門教育）における観

光に関するプログラ

ムについて検討

地域人材育成プラットフォーム実施ワー

キンググループにおいて、再来年度の開設

に向けて企画・検討が行われている。 ２ ２－２

資料２－１

⑤

大学院全学横断プロ

グラムについて充実

を図るとともにプラ

ットフォームとの接

続を検討

1)既設の「島嶼」、

「環境学」、「食と

健康」教育コース

については、引き

続き地域貢献・志

向に関する内容の

充実を図る。

2)鹿児島大学の重点

研究領域として

「水」、「エネルギ

ー」と連携した教

育プログラムにつ

いて引き続き検討

する。

大学院全学横断プログラムは「島嶼」，「環

境学」，「食と健康」，「水」，「エネルギー」

の授業が引き続き行われた。学生からは，

他研究科の活動内容を知る良い機会とな

った等の意見がある。教育効果を高めるた

めの取組について検討を進めている。大学

院全学横断プログラムは「島嶼」，「環境

学」，「食と健康」，「水」，「エネルギー」の

授業が引き続き行われた。学生からは，他

研究科の活動内容を知る良い機会となっ

た等の意見がある。教育効果を高めるため

の取組について検討を進めている。

３ ２－３

資料２－２

（２）研究についての自己点検

研究の活動については①から⑤の５項目があり、防災、災害時医療、農林畜産業、

水産業、水、エネルギー、島嶼医療、流通輸送、地域教育、環境、観光などの地域課

題について取り組んだ。これらの課題については、地域志向教育研究費の公募・実施

による取り組み、５部会の活動による解決策への取り組み等を大体進めることができ

たと判断した。研究成果については、成果報告会の開催やＣＯＣセンターのホームペ

ージへの掲示などを行い地域への公開・還元を通して地域貢献を図った。以上から今

年度の研究についての活動計画は大体実施できたと判断した。研究に関する自己点検

の結果を表６－２に示す。
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表６－２ 研究についての自己点検

番号 活動項目内容 自己評価 評価点 参考資料等

①

本プログラムに

対応する主研究

領域の研究の充

実とその成果に

よる地域志向科

目の充実

・ＣＯＣセンターで取組む地域課題は、鹿児島

大学の重点研究と密接に関連しており、ＣＯＣ

センターの地域志向教育研究費の公募題目に

反映されている。ＣＯＣセンターでは、部会で

対応可能な地域課題のキーワードのマップ及

び地域課題検索システムをホームページで公

開し、その充実を継続して行った。

・地域志向教育研究費の公募課題は５部会を通

して連携自治体の要望を反映して設定し、地域

課題への取組の成果を地域志向教育科目に反

映すること、特色のある地域課題に予算を配分

することで、課題解決に取組む教員の増加に繋

がるようにした。以上より本年度の計画を大体

実施できた。

３

３．１

３．２

資料３－７

②

本学の地域志向

の研究内容及び

その成果を活用

した成果報告会

の開催と地域へ

の還元

・29 年度は昨年度の地域志向教育研究経費に

よる研究成果の報告会を３回に分けて実施し

た。第１回は７月に甑島で実施した。甑島に関

連の深い研究についての報告会とともに参加

者との意見交換会を実施した。ＣＯＣセンター

の地域課題への取り組みについて理解を深め

る機会になった。第２回の成果報告会は鹿児島

大学で７月に実施した。第３回の成果報告会は

鹿児島大学で 12 月に実施し、参加した自治体

関係者から貴重な意見が出された。

・成果報告会のプログラムやその様子はＣＯＣ

センターのＨＰで公開した。平成 28 年度ＣＯ

Ｃセンター事業報告書の冊子を連携自治体や

関係者に配布するとともに、ＣＯＣセンターの

ＨＰで公開した。これらを通して鹿児島大学の

地域貢献活動の状況が分かるようにした。

以上から今年度の計画を十分実施できた。

４

３．１

３．２

資料３－３

資料３－４

資料３－５

資料３－６

③

地域志向教育研

究経費を活用し

た「食と健

康」、「エネルギ

ー」、「総合防

災」、「環境」、

「観光」などの

重点領域研究の

推進と研究成果

を教育へ活用し

た成果報告会の

開催

・ＣＯＣセンターの部会活動では、連携自治体

の関係者も参加して地域課題への取組みを行

っている。ＣＯＣセンターの部会のメンバーは

鹿児島大学の重点研究プロジェクトの構成員

とも重なって活動することもあり、取り扱う地

域課題は、鹿児島大学の重点研究とも密接に関

連している。このため部会活動は、大学の進め

る地域貢献活動に対応したものとなっている。

・鹿児島大学の重点研究である、総合防災、水、

エネルギー、観光等の課題については、ＣＯＣ

センターでは、地域志向教育研究経費による活

動として取組んでおり、研究成果報告会でその

成果を公開している。

以上から今年度の計画を大体実施できた。

３

３．２

４．５

資料３－３

資料４－６

資料４－７

資料４－８
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④

地域課題検索に対

応する研究課題デ

ータの更新と部会

による地域課題へ

の対応の迅速化推

進

・地域課題の検索システムは 28 年度に更新し

たので、29 年度はシステムの充実に努めた。地

地域志向教育研究費の採択者に協力依頼をし

て、地域課題に関するデータベースの増加を図

った。これまでに鹿児島大学で地域課題に取組

んでいる教員から提出された地域課題に関す

るキーワードを利用してＨＰで検索できるよ

うにした。ＣＯＣセンターでは５部会で対応可

能な地域課題をＨＰで公開し、関係者が地域課

題に迅速に対応できるようにした。各部会間の

連携による地域課題への取り組みは今後も継

続して行う。

以上から今年度の計画は大体実施できた。

３

１．１

３．２

４．５

５．２

⑤

５部会における地

域の再生・活性化

に繋がる地域課題

への取組の推進

５部会では、今年度も連携自治体の関係者が部

会メンバーとして活動した。自治体の要望を踏

まえ、メンバー教員が研究成果を自治体の施策

として提案した事例も見られた。ＣＯＣセンタ

ーでは、連携自治体からの要望を部会全体で把

握するため、５部会長および連携自治体関係者

が集まり意見交換会を 10 月に実施した。部会

が連携して取組む地域課題や連携自治体から

の要望に関する部会の迅速な対応などについ

て議論した。５月には与論町の町長、議長、議

員や学長、理事、部会長等と喫緊の課題につい

て対応策を協議し、一部課題では現地調査も実

施した。このほか、鹿児島市の中心市街地の活

性化調査や、県下に出向き農林畜産分野の地域

課題を収集し研究する取組も継続し実施する

など地域の再生・活性化に努めた。ＣＯＣセン

ターの地域課題への取り組み流れはＣＯＣセ

ンターのＨＰにも公開して推進を図った。

以上から今年度の計画は十分実施できた。

４

３．１

４．５

５．３

資料４－７

（３）社会貢献・生涯学習についての自己点検

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

の充実に関しては、既設の「かごしまルネッサンスアカデミー、公開講座、公開授業の一

層の充実・推進を図った。連携自治体の課題に対応した社会人専門教育・学習コースの開

講について５部会及び連携自治体と連携しながら進展を図った。「学生による地方創生活

動プログラム」の実施は計画に沿って行った。今年度も昨年度と同様に鹿児島大学の地域

貢献活動を集約して、その成果が分かるように図った。以上からＣＯＣセンターの社会貢

献に関して今年度の事業計画が大体実施できたと判断した。社会貢献・生涯学習に関す

る自己点検の結果を表６－３に示す。
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表６－３ 社会貢献についての自己点検

番号 活動項目内容 自己評価 評価点 参考資料等

①

地域社会人の教

育コース・学習

の場の充実：既

設の「かごしま

ルネッサンスア

カデミー」（焼

酎マイスター養

成コース、林業

生産専門技術者

養成プログラ

ム、稲盛経営哲

学プログラ

ム）、公開講

座、公開授業は

更に充実させ推

進

・平成 24 年度から継続･実施している「社会人

向け人材育成事業」である 3 履修証明プログラ

ム は HP （ http://www.rdc.kagoshima-

u.ac.jp/kra/）でそれぞれ募集を行い、申し込み

者・受講者数は年度によって変動はあるが、順

調に進展している。特に平成 29 年度は「稲盛

経営哲学プログラム」の受講生が大幅に増加し

た。

・「食品管理技術者養成コース」については農

学部・農林畜産業部会と検討を進めてきたが、

農林水産省、日本マクドナルドと連携して「履

修証明プログラムとして開設をすることにな

った。

・履修証明プログラムに結びつく「鹿児島の島

嶼水産業プログラム」については種子島で「水

産シンポジウム～次世代の種子島の水産業を

考える～」を実施した(2/17)。「新規農業人の育

成プログラム」については、引き続き農林畜産

業部会と検討していく。

・公開授業については科目数と受講者数とも

に順調に増加している。受講者に対するアンケ

ート調査を行った結果、96％の受講者が「満足」

と答えた。公開講座については、講座数はやや

減少したが、受講者数は増加した。このように、

両者とも安定した取り組みを継続できている。

これは、日頃の広報活動等の成果と思われる。

以上から今年度は十分に計画を実施できた。

４

表４．１

表４．２

表４．３

図４．１

図４．２

図４．３

資料４－１

資料４－２

資料４－３

資料４－４

資料４－８

②

連携自治体の課題

に対応した社会人

専門教育・学習コ

ースの開講につい

て部会及び連携自

治体と連携しなが

ら準備「かごしま

の島嶼水産業高利

益転換プログラ

ム」（仮称）、「鹿

児島の農業人育成

プログラム「(仮

称）」など

・①に述べたように既存の③履修証明プログ

ラムは順調に進展し、新しく「食品管理技術者

養成コース」について「履修証明プログラムと

して開設をすることになったが、いずれも鹿児

島県あるいは全国の課題に対応したものと位

置づけられ、必ずしも連携自治体のみに対応し

ているわけではない。鹿児島大学は地域貢献型

大学として、鹿児島県全域の地域課題に対応し

た社会貢献活動をすることにしており、学長自

ら地方自治体の首長と懇談している。COC セ

ンターとしては、連携自治体と懇談して地域課

題の収集に努めた。加えて、鹿児島県内の５地

域振興局および２支庁を訪問し、地域課題の収

集とアドバイスを行った。

・農林畜産業部会を始め、５部会がそれぞれ連

携自治体と含む県内自治体の地域課題に対し

て研究シーズを駆使しながら、対応を進めてき

た。

・新規プログラムについては、先述の通り、「食

品管理技術者養成コース」は「履修証明プログ

３

表４．３

表４．５

資料４－７

75



76

②

ラムとして開設をすることになった。また、「鹿

児島の島嶼水産業プログラム」については種子

島のシンポジウムを実施した(2/17)。「新規農業

人の育成プログラム」については、引き続き農

林畜業部会と｢履修証明プログラム｣開設に結

びつけるべく検討を行っている。

以上から大体計画は実施できた。

③

「学生による地方

創生活動プログラ

ム」の実施

・昨年から開始した学長裁量経費による「進取

の精神チャレンジプログラム」の『地域創生活

動部門』については、昨年同様公募した。13 件

の応募があり、面接等による審査を行い、5 件

を採択した。学生目線による地場企業の情報発

信や留学生が離島情報発信の課題を探る活動

などに取り組み、その成果報告会を平成 30 年

2 月 27 日に行う。報告会には鹿児島県や市町

村の職員らの５名を含む４５名が出席し、表彰

と意見交換会を行い、次年度以降の活動に役立

てることにした。

以上から大体計画を実施できた。

３

表４．５

資料４－９

④ 学内各部局で

行われているｼ

ﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、ﾌｫｰﾗ

ﾑ、ｾﾐﾅｰ等の地

域貢献活動を

集約し、さら

なる充実に向

けて活動す

る。

・平成 29 年度に鹿児島大学の各部局で行われ

た社会貢献型のシンポジウム、セミナー、講演

会、研修会などを通じた指導･助言活動につい

て、引き続き COC センターで集約した。昨年、

社会貢献活動として集約した数は大幅に増加

したが、今年は昨年をさらに大幅に上回る集約

数であった。かごしま COC センターが共催また

は後援するシンポジウム、セミナー等の数は少

し増加した。

・COC 活動に関する実態と意識について探るた

めに昨年度に引き続き「COC 事業フォローアッ

プアンケート」を連携自治体、学生、教員、職

員を対象に実施した。回答率は昨年よりアップ

した。特に、学生ではほぼ倍増した。本学が社

会貢献型の大学であるという意識は前年より

少し高まっていることが分かった。

以上から大体計画を実施できた。

３

表４．４

資料４－３

資料４－５

資料４－６

資料４－７

資料５－３

資料５－４

資料５－５

（４）全体についての自己点検

全体の活動については、①から⑥がある。本学の組織の改組案（南九州・南西諸島

共創機構）が審議され、その中で「地（知）の拠点整備事業に関する地方創生事業」

を継続して取組むことになった。今年度もＣＯＣセンターでは、連絡会を毎週開催し

て、ＣＯＣセンターの事業について年次計画の進捗状況を確認した。ＣＯＣセンター

の５部会は自治体関係者と協働して地域課題に取組む体制の進展を図った。地域課題

の収集・分析、取り組みなどの成果については、ＣＯＣセンターのＨＰ等を通じて発

信した。運営委員会による事業計画の承認・進捗評価を行い事業内容の確認と改善を

行った。また、ＣＯＣ事業に関しては、学内・学外評価委員会を実施し、その評価結
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果を受けて自己点検を行いＰＤＣＡの実施を進めた。以上からＣＯＣセンターの管

理・運営など全体の項目に関して今年度の事業計画が大体実施できたと判断した。

全体についての自己点検を表６－４に示す。

表６－４ 全体についての自己点検

番号 活動項目内容 自己評価 評価点 参考資料等

①

２年後の「地

（知）の拠点整

備事業」終了以

降の継続計画に

ついて、事業体

制・人員・各教

科学習コースの

帰属・予算等に

関する対応事項

について検討を

開始し、年度終

了時に事業計画

について執行部

の確認を得る。

地の拠点整備事業は，かごしまＣＯＣセンター

を中心に活動を行ってきた。平成 30 年 4 月よ

り産学官連携センターとＣＯＣセンターを統

合発展させた産学・地域共創センターを発足さ

せることが決定された。この新しいセンターの

中で鹿児島大学におけるＣＯＣ事業活動を継

続することが確認された。新センターにおいて

ＣＯＣ事業終了後の取組みを検討する。

・「地（知）の拠点整備事業」の終了後の、継続

する項目等については、ＣＯＣ連絡会で協議し

た。ＣＯＣ事業の総括について公開シンポジウ

ムの計画案を検討したが、日程調整ができず今

年度の実施が出来なかった。

以上から、大体計画を実施できた。

３

１．２

②

ＣＯＣセンター

による事業運

営、広報と普及

活動を行う。

・今年度もＣＯＣセンターでは、連絡会を毎週

開催して、ＣＯＣセンターの事業についての年

次計画の進捗状況や課題・対応策を確認した。

ＣＯＣ事業に関しては、学内・学外評価委員会

の評価結果を受けて自己点検を行いＰＤＣＡ

の実施を進めた。

・ＣＯＣセンター活動の広報普及については、

ＣＯＣセンターの取組をホームページで公開

したほか、鹿児島県の支庁・地域振興局を訪問

し、本学の活用や管内市町村への周知を依頼し

た。また連携自治体だけでなく鹿児島県内の他

市町村にも 28 年度に構築したネットワークを

利用し本学が行うシンポジウム、講演会などの

情報提供や本学の活用を呼びかけるとともに、

活動の事業概要のパンフレットを作成配布し、

ＣＯＣセンターの認知度や利用度を高める取

組を行った。

以上より今年度の計画を十分実施できた。

４

１．２

５．２

資料５－２

資料５－９

資料５－１１

③

中間評価受審準

備

中間評価受審 10

月〜 

・ＣＯＣ+の中間評価受審に際してＣＯＣ事業

の 28 年度評価結果を踏まえた活動の取り纏め

と見直しを行い文部科学省に報告した。また

自治体との連携については、「鹿児島県との関

係を軸に進めることが望まれる」、との指摘を

受けて、教育では、「大学と地域」に県課長級職

員に加えて新たに知事講義を開講し、地域課題

への取り組みについて一層の理解を図った。研

４

５．２

５．３
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③

究では、県企画部や一部地域振興局の要望を受

け、本学の研究成果を踏まえた事業企画を提案

した。

以上から十分計画を実施できた。

④

本プログラムに

関する全学公開

シンポジウムの

開催

・ＣＯＣセンターでは、ＣＯＣ事業の総括を趣

旨とした公開シンポジウムの計画案を検討し

た。計画をした日時では、地域課題への取組み

事例に関する発表や、パネルディスカッション

等に参加を予定していた自治体の関係者の都

合が悪く今年度中の開催を見送ることにした。

以上から今年度は少し不十分であった。

２

１－２

⑤

５部会、３部

門による進捗

評価を行い活

動内容、方針

の確認、改善

を行う。

・今年度もＣＯＣセンターの５部会は、連携

自治体の関係者が参加して活動を行った。連

携自治体の要望を部会活動に反映するため、

５部会長、部門長、連携自治体関係者による

意見交換会を 10 月に実施した。ＣＯＣセン

ター活動が自治体ニーズを踏まえた取組に

なっているのか自治体関係者と協働して地

域課題への取組みの確認・改善を行った。地

域課題への取り組みの成果をＣＯＣのホー

ムページ等で公開した。これらの連携を発展

させて、地域貢献に結び付くように活動を継

続した。

以上から今年度の計画を大体実施できた。

３

２．２

５．３

⑥ ・運営委員会に

よる事業計画の

承認・進捗評価

（２回/年）を

行い事業内容の

確認と改善を行

う。

・学内評価委員

会による内部評

価（年度末１

回）と次年度計

画・実施体制・

運用へ反映す

る。

・学外評価委員

会による外部評

価を受け次年度

計画・実施体

制・運用へ反映

する。

・今年度は運営会議を８月と３月に実施するこ

とにしている。８月に第１回の運営会議を開催

して学内評価委員会、学外評価委員会の評価結

果を報告し、平成 29 年度のＣＯＣ事業につい

て審議を行った。また、平成 29 年度のＣＯＣ

事業の報告を行うため平成 30 年３月に第２回

運営会議を実施する予定である。

・平成 28 年度の事業に関しては、平成 29 年４

月に学内評価委員会を実施して、ＣＯＣ事業の

進捗状況について評価を受けた。また、平成 29

年６月には、学外評価員会を開催して同様に事

業の進捗について評価を受けた。

・学内評価委員会、学外評価委員会の評価報告

を受けてＣＯＣセンターでは、自己点検を進め

た。これによりＣＯＣ事業の実施状況を点検し

継続してＰＤＣＡの実施を進めた。

以上から、今年度の計画を大体実施できた。

３

５．１

５．５

５．６

資料５－７

資料５－８

資料５－９

資料５－１０

資料５－１１

資料５－１２
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資料１－１ 平成２９年度 かごしまＣＯＣセンター運営委員会委員名簿
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平成２９年度 かごしまＣＯＣセンター運営委員会委員名簿

氏名 職名 所属 備考

木村 郁夫 教授 水産学部 センター長

木村 郁夫 教授 水産学部 研究部門長

飯干 明 教授 共通教育センター 教育部門長

寺岡 行雄 教授 農学部 社会貢献・生涯学習部門長

地頭薗 隆 教授 農学部 地域防災・医療部会長

石塚 孔信 教授 法文学部 観光産業・国際部会長

山城 徹 教授 理工学研究科 エネルギー部会長

岩井 久 教授 農学部 農林畜産業部会長

塩﨑 一弘 准教授 水産学部 水産業部会長

河野 健二 特任教授（研究） かごしまＣＯＣセンター センターの専任教員

冨永 茂人 特任教授（社会貢献・生涯学習） かごしまＣＯＣセンター センターの専任教員

星野 一昭 特任教授 かごしまＣＯＣセンター センターの専任教員

飯干 明 共通教育センター長 共通教育センター 共通教育センター長

近藤 英二 産学官連携推進センター長 産学官連携推進センター 産学官連携推進センター長

藤内 哲也 教授 法文学部 副学部長等

大坪 治彦 教授 教育学部 副学部長等

小山 佳一 教授 理学部 副学部長等

甲斐 敬美 教授 工学部 副学部長等

金蔵 拓郎 教授 医学部 副学部長等

杉浦 剛 教授 歯学部 副学部長等

北原 兼文 教授 農学部 副学部長等

大富 潤 教授 水産学部 副学部長等

三角 一浩 教授 共同獣医学部 副学部長等

萩野 誠 教授 人文社会科学研究科 副研究科長等

大坪 治彦 教授 教育学研究科 副研究科長等

米 和徳 教授 保健学研究科 副研究科長等

甲斐 敬美 教授 理工学研究科（工学系） 副研究科長等

北原 兼文 教授 農学研究科 副研究科長等

大富 潤 教授 水産学研究科 副研究科長等

菊地 聖史 教授 医歯学総合研究科 副研究科長等

稲谷 ふみ枝 教授 臨床心理学研究科 副研究科長等

寺田 竜太 教授 連合農学研究科 副研究科長等

田代 哲郎 特任専門員（コーディネーター） かごしまＣＯＣセンター その他センター長が必要と認めた者

出口 英樹 准教授（教育）兼務 高等教育研究開発センター その他センター長が必要と認めた者

小栗 有子 准教授（社会貢献・生涯学習）兼務 法文学部 その他センター長が必要と認めた者

酒井 佑輔 講師（社会貢献・生涯学習）兼務 法文学部 その他センター長が必要と認めた者
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資料１－２ 平成２９年度かごしまＣＯＣセンター部会委員名簿
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平成２９年度かごしまＣＯＣセンター 部会委員名簿

地域防災・医療部会

部会長 地頭薗 隆 農水産獣医学域農学系 教授

副部会長 田松 裕一 医歯学域歯学系 教授

委員 浅野 敏之 理工学域工学系 教授

委員 小林 励司 理工学域理学系 准教授

委員 安達 貴浩 理工学域工学系 教授

委員 黒光 貴峰 法文教育学域教育学系 准教授

委員 寺本 行芳 農水産獣医学域農学系 准教授

委員 眞木 雅之 地域防災教育研究センター 特任教授

委員 柿沼 太郎 理工学域工学系 准教授

委員 松成 裕子 医歯学域医学系 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 石峯 康浩 地域防災教育研究センター 特任准教授

出口 英樹 総合教育機構高等教育研究開発センター 准教授

観光産業・国際部会

部会長 石塚 孔信 法文学部/法経社会学科 教授

副部会長 山本 一哉 法文学部/法経社会学科 教授

委員 宇那木 正寛 法文学部/法経社会学科 准教授

委員 井原 慶一郎 法文学部/法経社会学科 教授

委員 小林 善人 法文学部／人文学科 准教授

委員 吉田 明弘 法文学部／人文学科 准教授

委員 永迫 俊郎 教育学部／社会科教育 准教授

委員 深瀬 浩三 教育学部／社会科教育 講師

自治体 井上 淳詞 鹿児島県観光課 課長

自治体 奥 眞一 鹿児島市観光プロモーション課 課長

自治体 古川 英利 薩摩川内市商工観光部 部長

自治体 有馬 眞二郎 薩摩川内市観光・シティーセールス課 課長

自治体 山下 哲博 与論町商工観光課 課長

星野 一昭 かごしまＣＯＣセンター 特任教授

エネルギー部会

部会長 山城 徹 理工学研究科/海洋土木工学専攻 教授

副部会長 寺岡 行雄 農学部/地域環境システム学 教授

委員 二宮 秀與 理工学研究科/建築学専攻 教授

委員 福島 誠治 理工学研究科/電気電子工学専攻 教授
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委員 甲斐 敬美 理工学研究科/化学生命・化学工学専攻 教授

委員 木下 英二 理工学研究科/機械工学専攻 教授

委員 川畑 秋馬 理工学研究科/電気電子工学専攻 教授

委員 山本 吉朗 理工学研究科/電気電子工学専攻 教授

委員 平田 好洋 理工学研究科／化学生命・化学工学専攻 教授

委員 二井 晋 理工学研究科／化学生命・化学工学専攻 教授

委員 鮫島 宗一郎 理工学研究科／化学生命・化学工学専攻 准教授

委員 吉留 俊史 理工学研究科／化学生命・化学工学専攻 准教授

委員 市川 英孝 法文学部/経済情報学科 准教授

委員 五島 崇 理工学研究科／化学生命・化学工学専攻 助教

委員 水田 敬 理工学研究科／化学生命・化学工学専攻 助教

委員 下之薗 太郎 理工学研究科／化学生命・化学工学専攻 助教

自治体 本 一郎 鹿児島県エネルギー政策課 課長

自治体 谷口 克弘 鹿児島市再生可能エネルギー推進課 課長

自治体 久保 信治 薩摩川内市商工観光部 次世代エネルギー対策監

河野 健二 かごしまＣＯＣセンター 特任教授

農林畜産業部会

部会長 岩井 久 農学部/食環境制御科学 教授

副部会長 坂井 教郎 農学部/食料農業経済学 准教授

委員 一谷 勝之 農学部/応用植物科学 准教授

委員 坂上 潤一 農学部/応用植物科学 教授

委員 大久津 昌治 農学部/畜産科学 准教授

委員 髙山 耕二 農学部/畜産科学 准教授

委員 坂井 教郎 農学部/食料農業経済学 准教授

委員 吉田 理一郎 農学部/応用植物科学 准教授

委員 山本 雅史 農学部/応用植物科学 教授

委員 遠城 道雄 農学部/応用植物科学 教授

委員 朴 炳宰 農学部/応用植物科学 准教授

委員 北原 兼文 農学部/食品機能科学 教授

委員 加治屋 勝子 農学部/食品機能科学 講師

委員 侯 徳興 農学部/食品機能科学 教授

委員 宮田 健 農学部/食品機能科学 准教授

委員 大塚 彰 農学部/畜産科学 教授

委員 井尻 大地 農学部/畜産科学 准教授

委員 樗木 直也 農学部/食環境制御科学 准教授

委員 赤木 功 農学部/食環境制御科学 助教
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委員 濱中 大介 農学部/食環境制御科学 准教授

委員 枚田 邦宏 農学部/森林科学 教授

委員 寺岡 行雄 農学部/地域環境システム学 教授

委員 加治佐 剛 農学部/森林科学 准教授

委員 芝山 道郎 農学部/地域環境システム学 教授

委員 神田 英司 農学部/地域環境システム学 准教授

委員 津田 勝男 農学部/応用植物科学 教授

委員 坂巻 祥孝 農学部/応用植物科学 准教授

委員 岡本 繁久 農学部/食環境制御科学 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 川﨑 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 総合教育機構 共通教育センター 准教授

自治体 菊地 要 鹿児島県農政課 課長

自治体 梶尾 敏宏 鹿児島県環境林務課 課長

自治体 塩川 瑞穂 鹿児島市農政総務課 課長

自治体 橋口 誠 薩摩川内市農林水産部 部長

自治体 小柳津 賢一 薩摩川内市農林水産部 六次産業対策監

自治体 中山 信吾 薩摩川内市農林水産部農政課 課長

冨永 茂人 かごしまＣＯＣセンター 特任教授

水産業部会

部会長 塩﨑 一弘 水産学部食品生命科学学分野 准教授

副部会長 江幡 恵吾 水産学部水産資源科学分野 准教授

委員 西 隆一郎 水産学部水圏科学分野 教授

委員 庄野 宏 総合教育機構 共通教育センター 准教授

委員 木村 郁夫 水産学部食品生命科学学分野 教授、COC センター長

委員 前田 広人 水産学部水圏環境保全学分野 教授

委員 山本 智子 水産学部水圏科学分野 教授

委員 加藤 早苗 水産学部食品生命科学学分野 助教

自治体 高橋 宏 鹿児島県水産振興課 課長

自治体 満永 義幸 鹿児島市生産流通課 課長

自治体 橋口 誠 薩摩川内市農林水産部 部長

自治体 永田 一朗 薩摩川内市林務水産課 課長

自治体 町島 実和 与論町産業振興課 課長
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平成２９年４月１０日 

各 学 系 等 の 長

各 機 構 各 セ ン タ ー 長 殿

各学内共同教育研究施設等の長

かごしまCOC センター長

平成 年度「地域志向教育研究経費」 学内公募事業 について（通知）

本センターは、鹿児島地域の持続的な発展に貢献するため、学内外のご協力を得ながら、地

知 の拠点整備事業 COC 事業 に取り組んでいるところです。

本学全体の地域志向を高めるため、COC 事業の一環として、地域を志向した教育・研究・社

会貢献活動を支援する経費「地域志向教育研究経費」の学内公募を行います。 
ついては、下記及び別添要領に基づき教育研究課題を募集しますので、貴管下の専任教員に対し

て、広く周知いただきますようよろしくお願い申し上げます。

記

１．募集期間：平成 年４月 日 月 ～平成 年４月 日（金）

２．支 援 額：１件 万円～ 万円

３．採択件数： 件程度

４．支援期間：採択日～平成 年２月 日 水

５．対象課題：別添「公募要領」参照

６．提出書類：平成 年度地域志向教育研究経費申請書（別紙様式１）

注 申請書様式を変更しておりますので、新様式をご使用願います。

７．提 出 先：社会連携課 地域連携係（ ： ）

８．結果通知：平成 年６月８日（木）予定 ※経費適用始期

９．成果報告書について

提出期限：平成 年３月 日（水）

提出書類： 報告書（別紙様式２）

概要報告書（別紙様式３）

支出簿

 4 予算差引明細一覧（CSV ダウンロード）

   ※労働保険料等執行金額が確定しない場合は、４月以降の提出可

 
【問合先】 ■公募に関する事項

 かごしま COC センター 特任教授（河野）
電話 099-285-7198 内線 7198
Email 

■経費に関する事項
研究推進部 社会連携課 地域連携係（加治屋、兒玉）

        電話 099-285-7104 内線 7104・7105
      Email 
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平成 29 年度「地域志向教育研究経費」公募要領

平成 年３月 日制定

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「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。

 （本経費の対象）

第２ 本経費は、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

教育研究を推進するための経費とする。

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ととし、同一人は複数課題の申請を

行うことはできないものとする。

本経費で支援する課題の対象は、別表に掲げる自治体及び教育研究課題に関連するものとし、

学内外の補助金等、他から類似の経費助成を受けていない課題であるものとする。

課題を担当する全ての教員は、その成果を地域志向教育に活用し、「大学と地域」等の地域志

向科目の講義を分担して担当するものとする。

 （課題選定等）

第３ かごしま COC センター運営委員会（以下「運営委員会」という。）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。）を置く。

２ 選定委員会は、申請者から提出された地域志向教育研究経費申請書（別紙様式１）による書面審

査を行い、３０件を上限に採択課題を選定する。

３ 学長は、前項の課題のうちから採択課題を最終決定する。

４ 選定委員会は、選定結果を申請者に通知する。

 （経費の配分と支援期間）

第４ 本経費は、１件５０万円を上限額として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課題を担当する教員に対し配分を行う。

２ 本経費による支援期間は、採択の日から平成 年２月末日までとする。

 （経費の管理・執行等）

第５ 本経費の配分を受けた教員は、大学改革推進等補助金取扱要領※1及び学内規程に従い、本経費

を適切に管理及び執行するとともに、最少の費用で最大限の効果が得られるように使用するものと

する。
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２ 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。

３ 本経費による事業の実施は、採択の日から平成 年 月末日迄に終了するものとする。

※ ：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

 （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平成 年３月

日までに次に掲げる資料により報告するものとする。

地域志向教育研究経費 報告書（別紙様式２）

地域志向教育研究経費 概要報告書（別紙様式３）

支出簿

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 ダウンロード）

２ 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、成果報告会、ホームペー

ジ等で広く一般に公表する。

 （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 年４月 日から実施する。

 

【別表】

対象とする自治体 鹿児島県 鹿児島市 薩摩川内市 与論町

関連する

教育研究課題名

豪雨・火山・地震・津波・放射線による災害および総合防災に関して地域に貢献

する教育研究

鹿児島における再生可能エネルギーの利活用および地域エネルギーシステムに関

する教育研究

南九州ならびに南西島嶼地域の農林畜産資源の利活用に関する教育研究

観光産業と鹿児島の地域活性化の経済評価に関する教育研究

環境・水・食と健康・地域医療による地域貢献に関する教育研究

鹿児島の水産業活性化に関する教育研究

地域課題解決を志向した教育の活性化に関する教育研究

半島過疎地域の活性化に関する教育研究
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成果報告会で出された自由意見 

（１） 甑島の報告会 
・COC 事業の実施に向けた地域との意見交換や定期的な打合せなど、地域の課題

を話し合うことで意思付けが地域の中にも定着して来ると思われる。また、学生と

の交流を通した事業も検討して頂きたい。 
・甑島は若い人不足が深刻です。学生の力もいただきながら、島に関心がある人を

増やし、つなげていけたらと思います。 
・現地の資源をどのように生かせば良いのか、具体的な例を専門家の立場から提案

していただいても面白いかなと思いました。木村先生と山城先生のお話はとても

興味深く聞かせてもらいました。 
・甑島（地域貢献）に関する鹿児島大学の取組があったことに今まで気付かなかっ

た。今回の報告会を機会にもっと関心を持って地域づくりに取り組みたい。今後共、

このような報告会を開いて欲しいです。今日はありがとうございました。 
 
（２） 第２回・第３回成果報告会（７月２４日、１２月１２日） 

・出前講座の回数を増やして欲しい。中学生との交流をしていただき、進学意欲を高

めて欲しい    
・地域の特徴的な課題に幅広く研究されていると思います。一般の方がその研究・活

動に触れる機会を増やすため、県・市町村の HP を活用(リンク等)してみては？協

力する自治体も多いと思います。    
・地域の問題を解決していくためには、自治体だけの取組では非常に難しいため、大

学等の機関が協力し連携して取り組める事は、問題解決に大きな効果があると感

じました    
・地域貢献意欲を持つ人材育成は共通教育だけでなく、専門教育での積極的な取組が

不可欠です。また、全学的に、教員が地域課題の解決に役割を果たさなくてはいけ

ないという意識を強く持つことが重要です。COC 事業の取組を発展させていくた

めには、全学的に取組仕組みを執行部が強い指導力をもって構築する必要がある

と考えます。    
・成果報告会の参加者が毎回少ない(ほぼ関係者？)のが気になります。本事業も３年

が経ちましたが、学内での盛り上がり(注目度)に今いち欠けるような気がします。

アイデアがある訳ではありませんが。    
・地域課題対応の研究活動を個々の先生によるものだけではなく、学術的に参画する

プロジェクト型の研究活動を展開するとともに、その成果を教育に反映することで、

「地(知)の拠点大学」「南九州、南西諸島域の地域活動の中核的拠点」として本学の強

みをより社会に発信し、社会貢献を果たしていく、旗振りを期待したいと思います。 
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・所属 �学部�属��・��学教育研究センター
・氏名 ���������������
・地域志向教育研究経費区分（…A、B、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

COC
26

����の��を��化できる����の��を��することを��とし����の����が����
の��に�える��を��かにする���は���の研究で����に���������の��化��
��� (��) ���を��することにより���の��や β−��セ�ン(���分) が変化することを
��かにし�いる� β −��セ�ンは���や����に�ま���り��が��に低いことか�����
�の��に��を��す���が�い��こで���は������し���を�い���を��し��
��の����が����の��や���分に��す��を��かにする�

�����し������が��る���Kokuto A, B, C 
(Table 1) か�����を��し�とこ����の��に�
い�������ー�が16%��と�り���が��に�
�ことが��でき� (Table 2)������の低い��で�
�し�Shochu AはShochu Cに������が�いとい��
�が����が�こ�はpHの低いKokuto Aによ�����
��の��pHが低��り���による����が����
�ことが��で�ると�え����ま�����に�い�
は�Shochu Aが�������Shochu Bが�������
���Shochu Cがせ����と�����������る
��を�することが��かに������にGC-MSにより
����の���分を分�し�とこ��Shochu Aに�い�
はShochu B や C に���β-Damascenone��が���るこ
とが分か�� (Fig. 1)�このよ�に���に�����を�
えることで�����の��や��の�りが��できるこ
とが��かに�����

�研究では����の��が����の��に大き���することが������しかし�が����ー
�ーでは���の��化の��に�������や���の�������に��が����いる�のの�
���ー�ーでは����の��に�い��まり�����い�いのが��で�る���は����の�
��������や��に�い����し���の��と����の��の���を��かにする���
�には���る��によ�����ー�ーが��を��できるよ����を��し�いと�え�いる�

Shochu A Shochu B Shochu C

pH 3.6 3.8 4.0

6.8 6.7 6.4

4.3 4.1 3

酵母総菌数 (×108cell/mL) 2.25 1.93 1.88

生菌率 (%) 29.48 24.86 25.25

試留 (%) 16.0 16.6 16.8

全糖 (%) 0.99 0.83 0.79

直糖 (%) 0.31 0.14 0.19

Kokuto A Kokuto B Kokuto C

(ml/2L) 3 5 7

pH

7.1 8.5 9.6
(10% ) 6.1 7.3 7.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Shochu A Shochu B Shochu C

(µ
g/

l)

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Kokuto A Kokuto B Kokuto C

(µ
g/

10
0 

g)

Table 1 �����が��る��の��

Table 2 �����が��る��か���
し��������の��分�

Fig. 1 �����が��る������か���し�����のβ-Damascenone��
���2017-022378 �������

資料３－７　地域志向教育研究経費による成果報告の例

93



��������

����������

・所属 水産学部
・氏名 木村郁夫 加藤早苗
・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
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資料４－１ 平成２９年度前期公開授業科目
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資料４－２ 平成２９年度後期公開授業科目 
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資料４－３ 平成２９年度公開授業ポスター（前期分）
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資料４－４ 平成２９年度公開講座の記録（各部局から代表的なもの１～２課題、総数５３課題）
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資料４－５ 平成２９年度シンポジウム等の記録（各部から代表的なもの１課題、総数２７４課題）
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資料４－６ 秋名･幾里の環境文化を知る･見つけるシンポジウムポスター
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資料４－７ 野生動物被害防止に関するシンポジウム
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資料４－８ 水産シンポジウム（種子島・西之表市）
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資料４－９ 平成 29 年度鹿児島大学･進取の精神チャレンジプログラム『地方創生活動部門』

成果発表会（ポスター）
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平成２９年度 第１回かごしまＣＯＣセンター運営委員会 議事要旨

【日時】平成２９年８月３日（木） １３：００ ～ １４：４０

【場所】事務局第３会議室（事務局４階）

【出席委員】

部門長：木村（センター長・研究部門長）、飯干（教育部門長・共通教育センター長）、寺

岡（社会貢献・生涯学習部門長）

部会長：地頭薗（地域防災・医療部会）、石塚（観光産業・国際部会）、山城（エネルギー

部会）、岩井（農林畜産業部会）、塩﨑（水産業部会）

副学部長等：藤内（法）、小山（理）、甲斐（工、理工研：代理出席）、北原（農・農学研）、

三角（共同獣：代理出席）、米（保健研）、菊地（医歯研）、稲谷（臨床研）、

寺田（連大）

産学官連携推進センター：近藤（産学官連携推進センター長）

かごしま COC センター：河野、冨永、星野、出口、小栗、田代

【欠席委員】

大坪（教・教育学研）、金蔵（医）、杉浦（歯）、大富（水・水産学研）、萩野（人社研）、酒

井（COC）

【事務局】

研究推進部長、社会連携課

【審議事項】

議事に先立ち近藤社会貢献機構長（産学官連携推進センター長）から挨拶があり、続い

て、木村センター長から配布資料の確認があった。

１．共通教育全学必修科目「大学と地域」について (資料１－１、１－２、１－３)

出口准教授から配布資料に基づき 2017 年度前期までの実施状況および後期への改善等に

ついて説明があり、次のとおり意見があった。

・本講義において使用する教室が、前の時間（３限目）も 100 名規模の講義で使用されて

おり、授業シートの配布等こちらの準備が遅くなる上に学生の入替で大変混雑する。特に

外部講師は準備のため早めに来学していることから可能であれば改善して欲しい。（石塚）

→10クラス全てで条件をクリアすることは難しいが、改善出来るよう共通教育課へ相談し

てみる。（出口）

・毎回の講義で、授業シートの返却と提出を行っているが、学生数が多く混雑するうえに

紛失も生じている。また、外部講師に関しては、当日の講義について学生の感想や意見を

知りたい、という依頼もあるが、授業シートでは枠が狭いため、別途用紙(Ａ５サイズ)を

配布し記入させている。授業シートについて改めて議論する必要があるのでは。（石塚）

→現在、新たな出欠管理システム「manaba(マナバ)」の導入を予定している。後期はトラ

イアル期間で、来年度以降から本格的に利用できるよう準備を進めている。本システムが

うまく運用できれば、必ずしも授業シートは必要なくなると考えている。（出口）

・今年度前期に行われた知事講義において、通常とは別の教室が指定されたため学生に混

乱が生じた。学長講話のように DVD により受講出来ればよいのでは。（石塚）

→後期については、前期と同様に実施することになる。来年度以降については、そもそも

知事が講義をされるのか、という点からまだ未確定である。（出口）

続いて、出口准教授から、来年度以降の展望について、資料に基づき説明があった。開

講時期やクラス規模、テーマ設定などについては、再来年度に向けて改革していくことが

説明され、次のとおり意見があった。

・来年度は今年度までと同様に実施せざるを得ないと考えているが、テーマに関して文系

カテゴリーのテーマが少なく、履修抽選に外れてしまうと、理系テーマのクラスを受講せ

ざるを得なくなる、という不満が文系学生にある。全クラス同じ基盤のもと講義を行うの

であれば、テーマによる垣根をなくして、全ての学生が同じ内容を学べるように出来ない
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か。（石塚）

→テーマ別のクラス設定を撤廃し、機械的に振り分けた各クラス全てにおいて同じ内容の

講義を行えないか、検討している。遠隔配信システムの整備を進めており、４月から使用

予定となっている。配信システムを利用できるようになれば、知事講義をはじめ他の自治

体講師による講義等でも活用出来ると思う。（出口）

・地域人材育成プラットフォームに関して、中身がどれほど議論され、説明できる状態に

あるのか。プログラムの位置づけなど、早い段階で部局にも知らせて欲しい。（石塚）

→見切り発車的にスタートしてしまった部分も否めないが、ワーキンググループでも議論

を行っている。学部横断的に展開できるよう進めていきたい。（出口）

・遠隔配信システムについて、外部講師の登壇時に使用するとなると教員不在となるが、

教育的効果はどのように考えているのか。資料配布などのサポートも行うのか。（小山）

→映像配信が対面講義に勝る事はないと考えているが、全てのクラスの学生に聞いてもら

いたい内容もあり、配信システムを使うだけの根拠があると考えている。必ず責任教員を

教室内に配置することで対応したい。（出口）

【報告事項】

１．平成２８年度事業 学内評価委員会報告 (資料２－１、２－２)

河野特任教授から、配布資料に基づき報告があり、次のとおり意見があった。

・資料２－１について、（１）教育についての評価のなかで、「④共通教育または専門教

育における観光に関する科目の設置（または既存科目の再編）」および「⑤大学院横断プ

ログラムの充実」の評価が低い点が気になる。事業期間が残り２年しかないが具体的な対

応が見られない。（小山）

→申請時の事業調書には記載しているものの、COC センターとして関われる機会が非常に少

なく、対応が難しい。（河野）

→大学院全学横断プログラムのうち、「島嶼」､「環境学」および「食と健康」コースにつ

いては、COC 事業開始以前より、それぞれの運営委員会のもとで実施されている。新規プロ

グラムの「水」と「エネルギー」コースとともに COC 事業終了充実拡充させていくことが

必要だと考えている。しかしながら、COC センターとして関わることは難しい状況にある。

（冨永）

・本運営委員会に資料を提出する以上は、結果を求めるべきでは。COC 事業終了までに、評

価を上げられるのか。目標となっているからには、見込みがあってスタートしたものだと

思われるので具体的なプランを示して欲しい。（小山）

→今年度になり、出口准教授が COC センターから高等教育研究開発センターの所属になっ

たので、出口准教授を中心に検討していくことになると考えている。（河野）

→「水」および「エネルギー」の分野については新たに加わったものであり、部会や委員

会等含めて検討していく必要があると考えている。まずはこの２つを重点として対応して

いきたい。（出口）

・「④共通教育または専門教育における観光に関する科目の設置（または既存科目の再編）」

への取組評価が低い点については、法文学部内に観光関係を専門とする教員がいないため、

対応出来ていないことは仕方が無い。当初、学部改組は観光を含む「地域貢献」を核にす

るということでプランを準備させられたが、大学の方針で「心理」に変更され、そこに 6

ポストをつけたが、このことが COC 事業にも影響を与えたといえる。

人材不足については全学において整備されないと対応は難しい。（石塚）

→今年度は執行部に対して、COC センターの今後に関する提案を行う予定なので、人材不足

への対応など本日の意見も反映させていきたい。（木村）

２．平成２８年度事業 学外評価委員会報告 (資料３－１、３－２)

河野特任教授より資料に基づき報告があり、次のとおり意見があった。

・地域や自治体との連携について、圧倒的に人的支援が足りていない。特定の分野の特定

の人のみ依頼が集中されてしまうため、自治体からの依頼を受ける際には附帯条件を付す
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等、考慮して欲しい。（石塚）

→産学官連携推進センター長としても、現状は良くないと感じている。必ずしも COC 事業

に限ったことではなく、全学的な問題だと思う。負担が軽減できるような組織づくりを進

める必要がある。（近藤）

→自治体と大学を結ぶ窓口としても、マンパワー不足を痛感している。大学として受入体

制を充実するべきだと考えている。（田代）

→自治体における課題を大学として解決するには、要望自治体と十分話し合い、どのよう

にしていけば良いのか考えるとともに、部会等と相談して具体的に進めていく必要がある。

（冨永）

３．平成２９年度地域志向教育研究経費公募事業 (資料４－１、４－２)

河野特任教授から、配布資料に基づき標記公募に関する公募内容および選定結果につい

て報告があった。また、採択者を対象とした研究成果報告会を年に数回開催しており、自

治体からも参加があることが、あわせて説明された。続いて、次のとおり意見があった。

・採択１件あたり 20 万円程度の研究費で、十分な成果が得られているのか。また、採択さ

れた中で最高額と最低額はいくらになるか。（小山）

→最高金額は 35 万円で、最低金額は 15万円とした。昨年度の最低金額は 20万円であった

が、大半の採択者から「達成できた」と報告されている。また、今年度は採択辞退の申し

出を受け付ける旨、採択通知に付記したが辞退者は居なかった。（河野）

・20 万円程度で本当に十分な成果が得られているのか。来年度はどのように実施するのか。

（小山）

→基本的に、主として採択者には「大学と地域」講義に関わってもらうことが目的。多額

を少人数に分配することになると、「大学と地域」の分担者が足りなくなる。また、研究

よりも教育に重きを置いており、いかに教育に反映されるのか、ということが重要となる。

（河野）

→本経費の使用用途は、COC 事業遂行のための使用に限定されており、学生帯同の調査に係

る交通費実費相当は支出可能でも、学会出席等への経費使用は認められていない。（冨永）

４．平成２８年度ＣＯＣ事業フォローアップアンケート結果について (資料６)

冨永特任教授から、配布資料に基づき実施内容および結果について報告があった。回答

率の低さについて言及があり、来年度も同様に実施されることが予想されるため、協力い

ただけるよう依頼があった。また、自由記述についても、まとめ作業が完了しており、近々

COC センターホームページにも掲載予定であることが説明された。

５．その他

特になし。

【配布資料】

１．平成２９年度「大学と地域」授業計画一覧

２－１．平成２８年度事業 学内評価委員会 評価コメント

２－２．平成２８年度事業 学内評価委員評価結果

２－３．平成２８年度事業 学内評価に対する対応・改善

３－１．平成２８年度事業 学外評価委員会 評価コメント

３－２．平成２８年度事業 学外評価委員評価結果

４－１．平成２９年度地域志向教育研究経費 採択一覧

４－２．平成２９年度地域志向教育研究経費 配分結果

５．平成２９年度補助金調書

６．平成２９年度地域志向教育研究経費 教育研究成果報告会案内

以上
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資料５－２ 振興局における意見の概要

振興局 意見の概要

Ａ

・局内での課題や市町村から持ち込まれる課題の相談機関として大学が

念頭になかった

・湧水町は周辺整備を含めて「アーモンドによる地域づくり」に熱心な

ので、今後とも大学の支援をお願いしたい

・有害鳥獣の被害防止は全県下的課題

・地元企業から優秀な人材が集まらないと良く聞くので、ぜひ地元に就

職してくれるよう育成してほしい

Ｂ

・今あるものをどう有効に使うか、またマーケットに合う作物として何

を作れば良いのかが課題

・高齢化を考えると、特に施設園芸での収穫時の省力化が大事

・県の地域特性を反映した計画を想定するなら、国内ではなく世界規模

で鹿児島と同様の事情を抱える地域に売り込めば良い

Ｃ

・市町村に対しては首長が集まる町村会などの場を活用しては

・商工会等との会議もあるので、局としてもいろんな場でＰＲしたい

・「ＣＯＣセンター」という名称に馴染んできたところであるが、新組織

ではその名称はなくなるのか

Ｄ

・地域振興推進事業への提案・・大学教員と局のニーズに齟齬があると

感じるが、互いの想いを一致させていくには語り合うことが必要ではな

いか

・ジビエの全国展開・・捕獲した場所から処理場に運ぶのが大変で、ま

た全国展開にはロットが不足して収益率の向上に繋がらない

・市町村からの相談・・人的ネットワークの影響も大きいと考えるので、

大学から市町村に出かけて面談しお互いを知り合うことも必要では、ま

た、市町村では地域に素地はあるものの、その使い方が分からない

Ｅ

・東京の学生が見て「鹿児島はおもしろい」と感じていることを鹿児島

大学生に知ってもらいたい

・地元企業と学生の交流の場を作り、地元定着促進に取り組む）がいる

・農業で儲かっている方を社会に知らしめることはできないものか

・農業は魅力的だともっとメディアで取り上げてくれればいいが
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資料５－３ 自由記述意見(学生)

下記は出された意見の代表的なものを示したものです。全意見は鹿児島 COC センターHP（URL は

https://www.kagoshima-u.ac.jp/coc/H28COCAnketo.pdf）を参照してください。

【８】その知識・理解・能力を今後どのように活かしていきたいと思いますか。（自由記述)

【代表的な意見(まとめ)】

・地域について正しい認識を持ち、地域の発展に貢献したい。(多数)

・鹿児島県内に就職し、授業で得た知識を応用して社会に貢献する。

・県外出身だが、鹿児島県の就職も選択肢に入れて考えるようになった。

・島である地元にこの知識を持ち帰り、島の人たちと共に活性化を図りたい。

・地域に就職（教員、医師、県庁、自治体、起業など）に就職して地域に役立ちたい（多数）。

・地域キャリアデザインを受講しているので、地域に何か貢献できる仕事に就きたい。

・県内でも県外でも、就職した後自分の地元のことをしっかり人に話せるようにしたい。

・鹿児島を含む全国の諸地域にある課題解決への手がかりとしようと思う。

・地域の農業問題、環境問題などに取り組んでいきたいと思う。

【８】あなたは「地域のための大学」として実施する授業科目についてどのような考えを持って

いますか。

・もう少し話題を絞って多くの人に同じ話題を取り組ませたほうがいいと思う。

・もっと地域に密着した講義があってほしい。

・大学は学問をするところであって、地域を第一に考えるのは違うと思う。しかし、その内容が

学問に沿い、それをさらに深められるのであれば大歓迎。

・地域に残ることを強制されているような気がする。

・地域に就職しようと思っている人にとっては必要。

・地域の理解には十分な内容と思いますが、課題解決を考えるには、授業で地域の現状などを説

明してもらうだけでなく、その地域を一度見る必要があるのではないかと思います。

【９】あなたは「地域のための大学」としてどのような授業科目があればいいと思いますか。授

業で取り扱われるテーマや授業方法など、具体的にご記述ください。（400 文字以内）

【代表的な意見（まとめ）】

・現状のままで良い（多数）。

・地元での就活に役立つ授業。

・就職に結びつけたり、鹿児島にばかり執着するのではなく、事例として鹿児島を取り上げて、

他の地域などでも応用できるような教育をしてほしい。

・入学時から、「鹿児島で働く」ことを意識できるような授業。しかし、ただ鹿児島のことだけ

じゃなくて、他県のことも知りたい。比べるものがないと、良いものでも良いと思えない。

・就職活動時の企業研究も兼ねて、県内企業と共同でワークショップ等を実施して、課題発見、

連携の取り方、目的達成方法について考える授業。

・大学の地域貢献(地域における大学の役割)を知ることのできる授業(ゼミなどでも)。

・地域の現状、歴史を伝えるだけではなく、研究機関として何ができるか、何をしているか、ま
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た、鹿児島大学の各学部を出て何をできるのか 1 年生のうちから知っておけるような授業が

あってほしい。

・地域産業、まちづくり、地域おこしなど地域のことを深く知るとともに地域の活動に参加をし

ていくような科目。

・例えば地域の伝統食を実際に作って食べる授業など、実際に体験するのが一番いい。

・鹿児島の地域活性を目指しているのであれば農業や産業など鹿児島の現状の問題を見つけ解

決するという実践的な講義がよいと思います。実際農家や企業に行って話を聞くという体験

もあったら良いと思います。鹿児島の魅力を知って欲しいだけなら傍聴のみで良いと思いま

す。外部からの講師を招くことで見聞を広げられるかと思います。

・単に鹿児島を鹿児島として知るのではなく、日本の中の鹿児島として、または世界の中の鹿児

島として、より大局観を意識した授業科目があればいいと思いますただ、講義形式の授業だけ

は絶対にやめてほしいです。生徒一人一人に考えさせ、話させ、積極的に彼ら自身の自発性に

よって作られる授業にしてください。

・島のことをもっと知る授業がほしい。奄美だけでなく、種子島や屋久島など他県の方々にしっ

かり魅力を自慢できるような県民が増えてほしい。

・災害時に地域のリーダーとして動けるよう、防災に関する講義が増えれば良いなと思っていま

す。津波だけではなく、河川の氾濫や地震など、知識を身につけ実践に繋げる授業。

・せっかく自然や産業に恵まれた土地なので、一方的な講義という形式では何も深まらない。環

境問題や地域の課題を理解するために、アクティブラーニングや課外活動を導入するなりし

て活発な議論を誘発して今後の展望及び課題解決策を示してこそ地域のためになれる。現行

のものは地域のために何の役にも立ってないばかりか押し売りのようにすら感じられてしま

う。

・現在もあるが、農家民泊などの実際に現地に行き、学ぶ講義はこれからの人生においても役に

立つと感じたので、増やすか募集人数の増加をしていただきたい。

・フィールドワークやワークショップのような体験型で主体的に学ぶ方法だと五感を使って地

域について理解が深まるため、グループワークなど、どのような形でもよいが、学生主体の講

義形態だと面白いと思う。

・鹿児島大学では焼酎蔵があるので、それをもっと生かした授業を増やしたり、イモについての

講義があっても面白いと思う（焼酎の講義の制限人数を増やしてほしい）。

・パフォーマンスとならないように、自己満足ではない、地域のことをまずは知り、伝えるとい

うことに重点をおいた学びが必要。

・世界あるいは日本の各地域と比較した鹿児島の地域活性化の効果を検討し、対策を考え、実際

に県の職員の人とディベートする授業。

・留学生や鹿児島以外から来た人向けに鹿児島の気候、地理、歴史、特産品など様々な観点から

鹿児島を紹介するような科目があってもいいように感じた。
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資料５－４ 自由記述意見(教員)

下記は出された意見の代表的なものを示したものです。全意見は鹿児島 COC センターHP（URL は

https://www.kagoshima-u.ac.jp/coc/H28COCAnketo.pdf）を参照してください。

【５】鹿児島大学のCOC事業（あるいはCOC活動）に期待あるいは要望等があれば自由に記述して下

さい。（400 文字以内）

・継続して活動して欲しい。

・活動は鹿児島大学にとって非常に重要であると思います。このような事業では、国から予算が

来なくなると先細りになってしまうケースも経験しています。予算的に厳しいことは理解し

ておりますが、今回の活動はかなり地域に密着しており、先細になって地域から見放されるこ

とが無いように、ぜひ、継続できるような方策の検討をお願いいたします。

・やらなければならない、から自発的かつ自然体で地域貢献（産学連携や COC 事業）に関わる諸

事業に取り組める「持続的な仕組み」が必要です。

・医療分野においても災害対策など重要なテーマと思われます。より学内・学外に見えるような

活動になることを期待します。

・COC 事業・活動についての理解や変化の状況を折あるごとに深め、確かめながら、それぞれの

教育現場で、教育や学習上の相乗効果を生み出せるよう、最善を尽くしていければと思います。

・かごしま COC センターの役割の一つである、県内自治体から大学に対する要望の受け皿とし

ての機能（ワンストップサービス）が充実し、学内においても COC 事業の認知度が高まってき

ていると感じられる。こうした機能を文部科学省の補助事業終了後にどのように受け継ぎ、発

展させていくかが重要であるので、この点について大学執行部が十分に認識し、全学的な検討

が進められることを期待する。

・教員が個別に行っている活動をもう少し拾い上げてもらえれば、COC 事業に貢献できるのでは

ないかと思います。また、教員同士の連携や学生主体’（教員の指導や補助を受けながら）の

プロジェクト等も活発にできるような環境を整えてほしい。

・県内への卒業生の輩出、時間はかかると思いますが、地域の課題に対して継続的な助言や支援

ができるしくみづくりに期待します。

・これからの大学は、学問を追求し深める場であるとともに、その研究成果を社会還元する役割

の両者を担うことが求められると思っていますので（これまでは後者が弱かった気がします）、

本事業が学問と実生活との関連を人々にアピールするきっかけになることを期待しています。

・新たな事業を始める場合には、スクラップ＆ビルドの原則に則って、必ず、それまでの各事業

の労力から新事業とほぼ同じ分量を削減（スクラップ）してから始めて欲しい。

・大学が目指す地域貢献は特に地域行政を担当する機関も交えた公共的な交流事業・共同（ある

いは受託）研究などが主と理解しています。

・地元からの入学生増加、卒業生の地元就職、地元行政・企業との連携、地域住民へのサービス

と、貢献内容が地元に向けた「発信」に偏り過ぎていると思う。地域の情報を全国や国外に発

信できればそれは立派な地域貢献ではないのか？

・農学部の地域プロジェクトとの連携を進めてほしいと思います。

・本来大学での研究、教育は直接地域に関係しない、あるいはすぐには成果が還元できない（見

えない）分野も多いはずです。基礎研究をはじめとして、そうした分野の活動が「地域、地域」

の大きな掛け声の中で埋没しているような印象すら受けます。

・(1)地域だけで終わる事業にするのではなく, 地域を拠点として世界に発信できるような事業

にしていければいいのではと思う.(2)地域の教育活動という観点で事業をするのであれば,

鹿児島県内の高校生が地元の鹿児島大学に興味を持ち, 県外に人材を流出しないような教育

活動(県内の進学校への訪問など)をもっとするべきではと思う.(3)研究活動については, 火

山など単に鹿児島県にしかないキーワードが含まれるから事業を推進するというふうになら

ないように活動をするべきだと思う.

・COC,COC+ 事業であまりにも「地域」や「地域との連携」が強調されていると感じます。これ

により、他県の高校生が本学を志願しにくくなる、あるいは「地域」に直接関係ない分野を学

ぼうとする県内の高校生が県外に流出することが危惧されます。
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資料５－５ 自由記述意見(職員)

下記は出された意見の代表的なものを示したものです。全意見は鹿児島 COC センターHP（URL

は https://www.kagoshima-u.ac.jp/coc/H28COCAnketo.pdf）を参照してください。

【３】鹿児島大学のCOC事業（あるいはCOC活動）に期待あるいは要望等があれば自由に記述して下

さい。（400 文字以内）

・県内の活性化のきっかけになって欲しい。

・COC 事業が具体的に何をしているか知らないので、もっと周知・アピールしていただければ、

目にとまる機会も増え、関わりたいと思う職員等も増えてくるのではないかと思う。

・COC 事業と COC+事業の違いについて、もっと周知すべきかと思います。

・学外の方には全く浸透していないのでは？

・活動内容やその結果について、学内外へわかりやすく、もっと PR してほしい。

・ＣＯＣ事業におけるさまざまな取り組みが何か１つでも地域活性につながることを期待して

おります。

・COC 事業により、鹿児島県が活性化することを期待します。

・地域に向けた貢献について学内でも様々な部局・部署が関係していると思いますが、統括的な

活動を期待しております。

・鹿児島を元気にしてほしいです。鹿児島の魅力を発信できる学生に各地で活躍してもらえたら

うれしいです。

・地域貢献、産学連携活動を推進する社会貢献機構及び研究推進部への適切かつ十分な資源（マ

ンパワー・予算）配分と活動の活性化に期待したい。

・本学のような地方大学にとって、COC 事業の取組は非常に重要であり、大学活動の核となる取

組であると考えているので、今後も発展的な取組を期待している。業の成果について、数値デ

ータ等で見える化することが可能であれば、情報の受け手としては活動内容をより理解する

ことが出来るのではないか。

・地方の大学として、地域貢献は大きな役割だと思う。積極的に県や市町村、あるいは地域の産

業界と情報交換をして、連携を強化すべきだと考える。

・鹿児島だけでなく南九州の地方創生のリーダーシップをとっていけるような活躍を期待して

います。

・COC 事業を通した学生への啓発活動だけでなく、学生自ら地域活性化に参画し（失敗も糧にし

ながら）方策を具現化することで、地域への愛着が湧き長期的に地域活性化に繋がると思いま

す。

・教育・研究・社会貢献において、企業や地方自治体などの「地域連携のワンストップ窓口」と

して十分に機能していると思われる。

・将来的に県内への帰属意識を醸成する施策になると思われる。

・県内外の学生さんに鹿児島の事を知っていただく必要がありますので、1年に 1 回（可能であ

れば半期に 1回）、地域見学、企業見学などで現場を見る機会を増やすべきだと思います。

・多くの学生が鹿児島を学び、学生がリーダーシップをとり、鹿児島が活気づく地域になって欲

しい。

・多くの若者が鹿児島県で働き、生活して欲しい。

・鹿児島大学は、地域防災の高度な研究がなされており、土砂災害、噴火、地震等の災害時にも

地域に大きく貢献している。そのことを地域の一部の方々しかご存じないように思う。一般市

民を対象にしたフォーラムや広報活動をこれまで以上に推進してください。
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資料５－６ 学内・学外評価委員 名簿

所属等 氏 名 職名

1
法人評価担当

学長補佐
境 雅夫 教授

2 法文学部 太田 一郎 教授

3 教育学部 松井 智彰 准教授

4 理学部 濵田 季之 准教授

5 医学部 嶽﨑 俊郎 教授

6 歯学部 南 弘之 教授

7 工学部 川越 明史 准教授

8 農学部 豊 智行 教授

9 水産学部 佐久間 美明 教授

10 共同獣医学部 畠添 孝 准教授

平成29年度 かごしまCOCセンター学内評価委員
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かごしまＣＯＣセンター学内評価委員会 議事要旨

【日 時】平成 29 年４月６日（木） 10：30 ～ 12：25

【場 所】セミナー室１（産学官連携推進センター棟２階）

【出席委員】境（法人評価担当学長補佐）、太田（法文）、濵田（理）、嶽﨑（医）、川越（工）、

豊（農）、佐久間（水産）

【欠席委員】松井（教育）、南（歯）、畠添（共同獣）

【ＣＯＣセンター】木村センター長、飯干、寺岡、河野、冨永、星野、出口、小栗、酒井、

田代

【事 務 局】研究推進部長、社会連携課長、社会連携課長代理、地域連携係

【協議事項】

議事に先立ち、境法人評価担当学長補佐が委員長となることが了承され、続いて、配布資

料の確認があった。

１．平成 28 年度事業の学内評価について

資料１に基づき、各章ごとに担当教員から説明があった。

第１章：木村センター長から平成 28 年度の実施状況について、連絡会の実施や共通教育科

目「大学と地域」の開講、九州・沖縄合同シンポジウムの開催等について簡単に説明があっ

た。

第２章：出口准教授から主に共通教育科目「大学と地域」の実施体制や評価等について説明

があり、続いて地域志向一貫教育カリキュラムやかごしまキャリア教育カリキュラム、地域

人材育成プラットフォーム、大学院全学横断プログラムについて実施状況等に関する説明

があった。

本章について次のとおり意見があった。

・「大学と地域」は必修科目でありながら 10 クラスから選択する必要があるため、履修登

録と行う前に説明会等行ったうえで選択させた方が良いのでは。（濵田）

・大学院全学横断プログラムの実施について、証明書発行以外の改善を検討しないと定着し

ていかないのでは。（濵田）

・自己点検の中に「地域志向科目に関する全学的なカリキュラム・マップの作成」とあるが、

学生がどのような順番で受講したら良いか、が分かるようなものを作成するという選択

肢もあるのでは。（佐久間）

・地域志向科目や地域関連科目と専門教育がどのように結び付けられるのか曖昧であるう

えに、記載されている科目例がほんの一例に過ぎない。より多くの科目を記載し、アピー

ルすべき。また、マップにはならないが矢印等で示すことにより新入生にも分かりやすく

提示出来るのでは。（嶽﨑）

・学部においてもコースごとにカリキュラム・マップを作成することになっているが、両者

をどのように連動させていくのか（豊）

第３章：河野特任教授から地域志向教育研究経費の実施状況や地域課題への取組、課題検索

システムについて説明があった。

本章について次のとおり意見があった。

・地域志向教育研究経費の採択結果を見ると、理学系教員の採択が少なく見受けられる。今

後、申請そのものも減少してしまうのではないか不安に感じているが、どのような評価基

準で採用されているのか。（濵田）

→COC センターの特任教員と部会長により選考を行っており、評価基準については運営委

員会でも説明を行っている。また、本経費については研究がどのように教育に反映・還元

されるのかを重視しているため、研究色の強いものは評価が低くなってしまう。（河野）

・平成 27 年度フォローアップアンケートの回答で、地域志向教育研究経費に不採択となっ

た教員から不採択であったのにもかかわらず「大学と地域」講義担当を依頼されたとの意

見があったが、どのようになっているのか。（濵田）

→採択者にはもちろん、不採択者にも講義担当をお願いしている。必ずしも採択者の研究テ
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ーマと講義の内容・必要人数は合致しないため、全く関係の無い教員にも講義を担当しても

らうよう依頼を行っている。（河野、冨永）

・配布資料３、４は同じ内容に見受けられるが、どのような違いがあるのか。（境）

→資料３については研究成果について記載されており、資料４については研究成果がどの

ように教育や社会貢献に反映されているのか、記載されている。（河野）

・「研究」と入っているため、研究のための公募かと勘違いしてしまう。「教育」を強調した

うえで公募した方が良いのでは。また、「大学と地域」と連動させるものであれば、講義

に足りないものを補足できるような仕組みを作ることも検討してはどうか。（嶽﨑）

第４章：冨永特任教授から公開授業・生涯学習の実施状況、履修証明プログラムの設置、学

内のシンポジウム実施状況、九州・沖縄合同シンポジウムの開催や部会活動について説明が

あった。続いて、星野特任教授から環境学プロジェクトにおける奄美の世界自然遺産登録に

向けた活動支援、シンポジウムの開催について説明があった。

本章について、次のとおり意見があった。

・「社会貢献・生涯学習部門」について、部門名としては良いと思うが、他の部門（「研究」

や「教育」）には社会貢献がかからないようにも見受けられてしまう。（佐久間）

・自己点検の活動項目内容に「連携自治体の課題に対応した社会人専門教育・学習コースの

開講について部会および連携自治体と連携しながら準備」とあるが、どのようになってい

るのか。（川越）

→まだ履修証明プログラムには発展させられていない。部会と話をし、検討している段階。

（冨永）

・履修証明プログラムの開講は COC 事業期間中に達成できるのか。（川越）

→事業期間中に開講させることが最終目標。規定時間（120 時間）をクリアするのに時間が

かかっているが、既存のプログラムを踏襲しつつ部会と連携し進めていきたい。（冨永）

第５章：木村センター長から運営委員会の実施および進取の精神チャレンジプログラム『地

方創生活動部門』について説明があった。

続いて河野特任教授から連携自治体との意見交換会の開催について説明があり、冨永特

任教授からフォローアップアンケートの実施について説明があった。

また、河野特任教授から学外評価委員会の開催について説明があり、併せて今回の学内評

価委員会における評価シートについて、４月 27 日（木）までの提出依頼があった。

関連して資料２について木村センター長から、平成 27 年度までの活動報告に基づき文部

科学省から評価されたものであり、平成 29 年度は中間評価受審予定であることが説明され

た。資料５については、本学への中期目標の達成状況に関する評価結果について、かごしま

COC センターに関連する記述を抽出したものであることが説明された。

本章について次のとおり意見があった。

・資料２において鹿児島県との関係が指摘されているが、どういう意図のものか。（佐久間）

→連携自治体として４つ挙げており、そのうち鹿児島県については県内全体をカバーする

意味合いで加えている。鹿児島県とは密接に活動しており、今年度は「大学と地域」に県

知事や部長級職員を派遣してもらうこととなっているので、そういった点が伝わるよう

な報告をしていきたい。（木村）

はっきりとした文部科学省の意図は分からないが、平成 27 年度までの活動に対する評価

であるので、その時点では鹿児島県との連携が充実していないように見えたのかもしれな

い、と考えている。（田代）

第６章：各項目の自己点検について、担当教員から説明があった。

２．その他

田代コーディネーターから、鹿児島県内すべての自治体の窓口を把握しており、シンポジ

ウムや各種情報があれば配信する旨、説明があった。

最後に、木村センター長から、COC 事業としては平成 30 年度までとなっているため、平

成 29 年度中に今後の活動方針について検討していくため、今回の評価も含めて様々な指摘
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を事業推進に反映させていきたいとの説明があった。

【配布資料】

資料１．平成 28 年度 地（知）の拠点整備事業成果報告書

資料２．「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)」平成２８年度評価結果

資料３．平成 28 年度地域志向教育研究経費成果報告書

資料４．平成 28 年度地域志向教育研究経費 教育と社会貢献に関する成果報告書

資料５．中期目標の達成状況に関する評価結果（案） 鹿児島大学

（Ⅰ）教育に関する目標 （Ⅲ）その他の目標

資料６－１．共通教育科目「大学と地域」パンフレット

資料６－２．「地域人材育成プラットフォーム」リーフレット

資料７． 平成 28 年度ＣＯＣ事業 学内評価シート
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平成２８年度ＣＯＣ事業の学内評価委員会のコメント

（１）教育についての評価

番号 活動項目内容 学内評価委員のコメント 評価点

①

地域志向全学共通必修

科目「大学と地域」開講

Ａ 全学必修科目として大学と地域を開講し、ほぼ入学生全

員が履修した点について評価できる。今後、受講学生の意見

なども講義に反映できれば良いと考える。

Ｂ 「地域」を題材に思考力や課題発見・解決能力を涵養すると

いう明確な教育目標をもち，実施体制や内容，評価方法に至る

まで十分な計画が練られて開講されており，目標を十分に達成

している。

Ｃ 短期間で良く準備され、軌道に乗ってきたと思われる。一方

で、新入生対象ではあるが、新入生への告知については各学部

各学科の対応に依存している。何らかの方法で、10 テーマに

ついて説明すべきだと考える。（実際に新入生からは何を選ん

でいいのか分からないという意見もあった。）

Ｄ 様々な新たな工夫を加えた「大学と地域」が開講でき、大

きな問題もなく、入学者全員が受講できた点は高く評価で

きる。
Ｅ 自身も講義を行ったが，「大学と地域」が開講され，多くの

学生の参加があった．人気の科目と聞いている．

Ｆ よりよい科目に成って行ってほしい。

Ｇ さらにコンテンツに工夫を重ねていただきたい。

Ｈ 自己評価にて、構想通りに進んだとのことなので、概ね良好

であるが、学外評価にて B 評価であり、努力も要する点がある。

Ｉ 全学共通の必修科目として開講されており、十分に計画を実

施できたと考える。しかしながらクラスごとに GPA のばらつ

きが見られたとのことであった。このばらつきを小さくする取

り組みは、今後も継続していただきたい。

3.7

.

②

全学生が共通教育科目

群の中で指定された地

域志向科目（選択科目）

から履修

Ａ 地域志向一貫教育カリキュラムの中における地域志向目

（共通科目）の位置づけが明確ではないように感じる。

Ｂ 計画はおおむね実施されている。

Ｃ 概ね計画は順調に実施されている。

Ｄ 多くの学生が選択できる科目を準備し、実際に履修され

ている。

Ｅ 担当した「大学と地域」に限っては，前期・後期とも講義

室は満員に近く，多くの学生が履修したと思われる．

Ｆ 科目により受講者数のばらつきがあるとのことが気にな

るが、それによる問題は生じてないであろうか。

Ｇ 当該入学年度の学生が勘違いで卒業延期等を起こすこと

がないよう，周知に力を入れていただきたい。年度ごとに扱

いが大きく異なるカリキュラムは問題が多い。

Ｈ 科目により受講者数のばらつきがあるとのことだが、受

講者数の少ない科目は、テーマを変える必要があるのでは。

3.0

③

地域志向科目に関する

全学的なカリキュラ

ム・マップの作成（継

続）

Ａ カリキュラムマップの作成を急ぐ必要がある。

Ｂ カリキュラム・マップの必要性について議論はなされて

いるが，具体的なかたちは見えていない。学部のカリキュラ

ム・マップとの連動性なども含めて今後検討の余地がある。

Ｃ 作成の遅れの解消に向けて、具体的な対応が求められる。

2.6
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Ｄ カリキュラム・マップはまだ、作成されていないが、準備

は順調に進んでいる。既存のマップにとらわれず、情報や知

識が十分でない新入生に解りやすいマップの完成が早急に

望まれる。

Ｅ 〔かごしま地域教育プログラム（旧 地域志向一貫教育カ

リキュラム）」については，全体像は描かれているものの，

カリキュラムマップの作成には至っていない．追加された

「かごしまキャリア教育プログラム」も同様である．

Ｆ かごしま地域教育プログラム、かごしまキャリア教育プ

ログラム、地域人材育成プラットフォームの違いを理解し

難い。複雑であり、目的を損なわず簡潔化を図る方向も考え

られるのではないかと感じる。

Ｇ カリキュラム・マップより，地域志向科目の領域マップ等

を重視した方がよい。

Ｈ カリキュラム・マップを作成できていないことから、今後

とも努力が必要。

④ 共通教育または専門教

育における観光に関す

る科目の新設（または

既存科目の再編）

Ｂ 「かごしまキャリア教育プログラム」の構築・実施が行わ

れており，おおむね計画は実施されている。

Ｃ 準備は進行しているが、スロー感が否めない。

Ｄ 準備は始まっているものの、科目の新設には至っていな

い。

Ｅ 地域志向科目，地域関連科目ともに，「観光」に直接結び

つく科目は見当たらず，達成されていない．

Ｆ 観光に関する科目とは、どのような科目で授業ではどの

程度まで観光について取り上げるのか不明瞭である。その

ままでは新設や既存科目の再編は容易でないと思われる。

Ｇ 観光関係の人材育成については，地域から高等教育機関

にはあまり求められていない。系統的なカリキュラム形成

も難しく，卒業研究等のテーマとして必要に応じて取り組

む学生がいれば良いと思われる。

Ｈ 検討をしてはいるが、科目の新設または再編は進んでお

らず、言語とも努力が必要。

Ｉ 新設、あるいは再編のいずれも達成できておらず、また来

年度以降に整備するための検討を行った段階であることか

ら、やや、計画の実施が不十分であったと考える。鹿児島に

は観光資源が豊富にあることから、科目の立ち上げに期待

している。

2.2

⑤

大学院全学横断プログ

ラムの充実

１）既設の「島嶼」、「環

境学」、「食と健康」教

育コースについては、

引き続き地域貢献・志

向に関する内容の充

実を図る

２）鹿児島大学の重点

研究領域として

「水」、「エネルギ

ー」と連携した教

育プログラムにつ

Ａ 水、エネルギー教育コースが新設され、COC 事業に対応

する充実が進められているが、全体的な整備は不十分と思

われる。

Ｂ 検討が行われたことは評価できるが，十分な実施までには至

っていない。

Ｃ 現状のままでは、各専攻が積極的に本横断プログラムを導入

してくれるとは考えにくい。必要性や面白さが十分にアピール

する手立てを検討すべきだと思われる。

Ｄ 大学院全学横断プログラムへの関与はまだ、不十分であ

る。今後、各プログラム責任者との調整に加え、各部局の科

目担当者とも意見交換を行い、魅力的なプログラムが履修

しやすい形態で提供できるように、COC センターも役割を果

たすことが望まれる。

Ｅ １）「島嶼」，「環境学」，「食と健康」コース，および，２）

1.7
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いて引き続き検討

し、早期開設に向

けた取り組みを継

続する。

「水」，「エネルギー」、ともに，大学院全学横断プログラム

としては検討段階である．

Ｆ COC 事業と大学院全学横断プログラムを接続しようとし

ているが、そもそも両事業開始の背景や目的は異なると思

われるので、相当難しいのではないだろうか。部分的には接

続が可能かもしれない。
Ｇ 3 名の理事がメンバーの修士・博士前期課程組織見直し検討

ＷＧ（2017/3/15）から，「大学院改革の一環として、大学院共

通科目の在り方を検討するＷＧを設置し、地域人材育成を目的

としたプログラムの開発や「副専攻」としての位置付けなどに

ついて検討することを要望する。」という提案もあり，全学的

に対応する必要がある。ただし，拙速は避けるべきである。

Ｈ 自己評価の通り、今後の努力に期待します。

（２）研究についての評価シート

番号 活動項目内容 学内評価委員のコメント 評価点

①

①

本プログラムに対応す

る主研究領域の研究の

充実とその成果による

科目の地域志向化の推

進

Ａ 地域志向教育研究経費について申請数の極端に少ない課

題（B や H）が存在するが、申請数増加の方策や課題設定

の修正などが必要ではないか。

Ｂ さまざまな課題が採択されており，研究の充実は達成された

と評価できるが，その成果が科目の地域志向化にどのようにつ

ながったのかは成果報告書等からは読み取りにくい。何らかの

評価項目を設ける必要などはないか。

Ｃ 評価方法は明記すべき。現在の方法で全学部から網羅的に募

集するのであれば、学部間の偏りはなくした方が良い。

Ｄ 地域課題に対して研究支援を行い、地域課題への取り組

みの成果を教育に反映する機会を提供していることは評価

できる。しかしながら、成果報告書をみると、どのような形

で教育に反映できたかが不明確である報告書が多い。今後、

教育の反映をより具体的に明確に記載してもらう工夫が必

要である。

Ｅ ８つの研究教育課題について，地域志向教育研究費の公

募を行い，特色ある課題に対して予算配分を行った．

Ｆ 図 3-1 をみると教育研究課題間で採択数にばらつきがあ

るが、どれも同程度重要な課題であるならば、採択数や各研

究課題への研究費の配分に問題はないか。
Ｇ 成果による科目の地域志向化推進は今後の課題である。

Ｈ 研究申請者の自己評価がやや不十分であったとしている課

題もあるようなので、その改善に努めていただきたい。

Ｉ地域志向教育研究経費に 31 件が採択され、着実に成果を積み

上げているようである。成果報告書には、学会発表や論文発表

などを記載する成果発表欄を設けてはどうか。

3.1

②

本学の地域志向の研究

内容及びその成果を活

用した成果報告会の開

催

Ｂ 年度内に２回成果報告会が実施されており，参加者のアンケ

ートへの回答からも計画を十分達成したと評価できる。

Ｃ 今回は 2 回とも鹿児島大学を会場として実施されたが、出

来る限り、各重点地域に出向いて報告するなどして、こちらか

ら地域に近づく方向がより良い。

Ｄ 成果の広報は十分にできている。

Ｅ 研究費の配分を受けた課題の中から，２回（7 月，12 月）

の報告会で計 21 の課題に関して，研究成果の報告会を開催

3.4
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した．

Ｆ 計画通りに実施できたと思われる。

Ｇ 大学の重点プロジェクトや COC 活動以外の，多様な地域志

向研究内容の洗い出しを行ってはどうか？ ③，④の活動項

目内容に重複が多く，評価が困難である。漏れやダブりが

ない項目整理が必要であろう。

Ｈ 概ね計画通りだと思います。

Ｉ 関連する自治体で成果報告会を開くことにしている点は良

いと思う。H28 年度は都合が合わず学内で開催したとのこと

であったが、自治体や民間の方に広く成果を伝えることが重要

である。

③

地域志向教育研究経費

を活用した「水」、「エネ

ルギー」、「観光」、「明治

維新」などの重点領域

研究を推進する。また、

研究成果を教育へ活用

した成果報告会を開催

する。

Ａ 研究成果の教育への反映の程度が十分には説明できてい

ないように感じる。

Ｂ「水」、「エネルギー」、「観光」などの研究は行われており成

果を上げているが，「明治維新」にあたると思われる研究課

題は採択されていない。重点領域研究との関連性を求める

なら，部局等へはたらきかけて研究の掘り起こしをするこ

とも必要ではないか。

Ｃ 取組の遅れの解消に向けて、具体的な対応が求められる。

Ｄ 地域志向教育研究経費を活用した「水」、「エネルギー」、

「観光」、「明治維新」などの重点領域研究へ COC センター

が十分に関わっている。

Ｅ 「水」，「エネルギー」，「観光」について地域志向教育研究

として取り組み，研究成果報告会でその成果を発表してい

る．「明治維新」に関わる課題は見出せない．

Ｆ 「明治維新」領域の研究は見当たらないが、推進について

検討する必要があるのではないか。

Ｇ 「教育に活用」した成果に特化した報告会では無く，活動

項目内容の記載を見直してはどうか。

②，③，④の活動項目内容に重複が多く，評価が困難であ

る。漏れやダブりがない項目整理が必要であろう。

Ｈ 重点領域研究の項目が周知されているのかが、資料では不

明。

2.9

④

地域課題に対応する研

究課題マップの更新と

部会活動の推進

Ａ 研究課題マップについては、現在、一覧表にキーワードが

割付けられているのみのため、より見やすくする工夫が必

要と考える。

Ｂ 検索システム構築等，情報公開は充実しており，おおむね計

画は達成されている。

Ｃ より具体的なマップを作製し、それに基づいた教育研究経費

の配分を行うことが求められる。

Ｄ 地域課題に対応する研究を整理してデータベースとし

て、検査機能とともに情報提供している点は評価できる。

Ｅ 27 年度に構築した地域課題の検索システムのサーバーは

学外にあったため，管理の安全性と利便性のために学内に

データベースを構築し，検索システムを変更した．「地域課

題」に関して「研究分野」と「関連キーワード」が示されて

いる．

Ｆ 地域課題の検索システムが何を指しているのか不明瞭で

ある。またそのシステムにたどり着くのが難しいと感じる。

Ｇ 地域課題キーワードについては，連携自治体や企業・各種

報告会参加者等にも求めてはどうか？

3.0
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②，③，④の活動項目内容に重複が多く，評価が困難であ

る。漏れやダブりがない項目整理が必要であろう。
Ｈ 概ね計画通りだと思います。

Ｉ マップの作成・更新とその周知が重要である。また広く地域

からの要望等を受け入れ、関連する研究リソースを持つ教員へ

繋ぐことができるように、直接地域に関連しないように見える

研究を実施している教員の研究内容も、マップに含められると

良いのではないか。

⑤

５部会における連携自

治体の課題に対応した

取り組みの推進

Ｂ 検索システム構築，部会への連携自治体からの参加など，そ

れぞれの部会での地域の課題解決へ向けた取り組みが行われ

ていると評価できる。

Ｃ 具体的に、本 COC 事業で、何が新しく実施されたかを明確

にすべき。

Ｄ ５部会が連携自治体の課題に応じた対応が出来る体制が

出来ており、実際の取り組みも行われている。

Ｅ 地域課題への取り組みのために，内容によって５つの部

会に分かれて対応している．各部会には連携自治体の関係

者も参加し，地域の抱える課題や，現在取り組んでいる課題

について部会で報告し検討している．

Ｆ 計画通りに実施できたと思われる。
Ｇ 外部評価では県を軸にした対応が求められており，連携自治

体との関係については，さらなる検討が必要である。

Ｈ 地域防災・医療部会の委員に自治体の委員を加えたほうが良

いのでは。

2.9

（３）社会貢献についての評価シート

番号 活動項目内容 学内評価委員のコメント 評価点

①
地域社会人の教育コー

ス・学習の場の充実：既

設の「かごしまルネッ

サンスアカデミー」（焼

酎マイスター養成コー

ス、林業生産専門 技

術者養成プログラム、

稲盛経営哲学プログラ

ム）、

公開講座、公開授業は

更に充実させ推進

Ａ 履修証明プログラム３コースは、安定して受講者がおり、

また「林業生産専門技術者養成プログラム」は今年度から文

部科学省の「職業実践教育プログラム」にも認定されている

ことから評価できる。
Ｂルネッサンスアカデミーの３コースは継続して開講されたた

こと，また公開講座，公開授業は，科目提供依頼や広報，授業

の改善等の結果が開講科目数と受講者数の増加につながった

と判断されることから，充実と推進は達成されている。

Ｃ 公開講座や公開授業の開講科目自体は増えているが、受講生

が少ない。１授業あたり平均で５人の受講生。

その辺について対策が必要。

Ｄ 地域社会人の教育コース、公開講座、公開授業は、順調に

進展している。

Ｅ これまでも行なってきた鹿児島ルネッサンスアカデミー

の３つの履修証明プログラム（焼酎マイスター養成コース，

林業生産専門技術者養成プログラム，稲盛経営哲学プログ

ラム履修証明プログラム）を継続して開講し，多数の修了者

を輩出した．

Ｆ 現状ではコースやプログラムを実施する学部が特定の学

部に偏っている感がある。
Ｇ いずれも充実を続けており，十分に計画を実施できていると

考える。数多くある活動のうち，一部でも計画進展が不十分な

3.3
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場合は評価点 3 にした場合，新たなアイデアが出にくくなって

しまう。

Ｈ 概ね計画通りだと思います。

②
連携自治体の課題に対

応した社会人専門教

育・学習コースの開講

について部会及び連携

自治体と連携しながら

準備

「かごしまの自然エネ

ルギー産業創出・利用

プログラム」（仮称）

「かごしまの島嶼水産

業高利益転換プログ

ラム」（仮称）

Ｂ「かごしまの島嶼水産業高利益転換プログラム」については

具体的な準備が進んでいる点，農学部の「地域連携ネットワ

ーク」からシーズ利用が構想されている点など，評価できる

活動がある。
Ｃ 鹿児島ルネッサンスアカデミーのプログラムだけではなく、

新設のプログラムの実現化の必要性が高い。

Ｄ 既存のプログラムや新規プログラムの開講も進展してい

る。今後は、地域のニーズにより合致させた教育コース内容

の充実が望まれる。

Ｅ 「かごしまの島嶼水産業高利益転換プログラム」に関して

は，連携自治体（与論町）と連携しながら４回のプログラム

を実施した．

Ｆ 上記①と同様に現状は特定の学部のみの活動となってい

るようであり、地域課題に対応する新規プログラムの実施

学部の多様化にも期待したい。

Ｇ 文科省の最近の方針では，「連携自治体の課題に対応」という

のであれば，当該自治体 HP 等のエビデンスが求められている

ようである。さらに連携を強化することが必要であろう。

Ｈ 概ね計画通りだと思います。

2.8

③

学生による地方創生活

動プログラム」の実施

Ａ 28 年度から実施された学生による地方創生活動プログラ

ムは今後も継続されることが望ましいと考える。ただし、採

択結果が 7 月下旬のため、実際の実施期間は半年しかない

ので、実施期間をもう少し長く確保できるように改善でき

ないだろうか。

Ｂ公募による審査，活動報告会を実施するなど，プログラム運営

のための十分な実施がなされた。

Ｃ本取組については高く評価する。今後も継続して進めてほし

い。

Ｄ 「学生による地方創生活動プログラム」を創設し、実施で

きている。

Ｅ 学生が困難な課題に挑戦し鹿児島大学の「進取の精神」を

継承する「進取の精神チャレンジプログラム」への参加を募

集し，自治体や企業と連携した地域貢献活動を募集した．採

択した８件について成果報告会を行い，成果の評価を行っ

た．

Ｆ 学生による積極的な活動や斬新なアイデアの発信に期待

したい。

Ｇ 予算厳しい折ではあるが，学生の意欲を高めるためにも，こ

のような表彰制度は続けるべきである。

Ｈ 概ね計画通りだと思います。

3.8

④

学内各部局で行われて

いるシンポジウム、フ

ォーラム、セミナー等

の地域貢献活動を集約

Ａ 学内各部局で行われた地域貢献活動の集約は行われてい

るが、この集約したものをどのように活用するのかが不明

である。

Ｂ COC センターによる活動の集約が行われた点，また COC セ

ンターの共催・後援による活動も増加している。今後の充実を

期待したい。

Ｃ 概ね計画通りに実施されていると思われる。

3.2
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Ｄ 地域貢献活動を集約し、意識調査が実施され、社会貢献活

動の重要性の認識も向上している。

Ｅ 各部局で行われた公開授業科目，公開講座，シンポジウム

について，集計を行った．公開授業 166 科目，公開講座 53

課題，シンポジウム 202 課題が挙行された．

Ｆ 有意義な活動であると思われる。
Ｇ 地域貢献型の定義をより明確にした上で集約すると共に，リ

アルタイムで広報にもつなげられれば，より効率的である。

Ｈ 概ね計画通りだと思います。

（４）全体についての評価シート検

番号 活動項目内容 学内評価委員のコメント 評価点

①

かごしまＣＯＣセンタ

ーによる事業運営、広

報・普及

Ａ 連携自治体だけではなく鹿児島県内の各自治体への広

報・普及が進められており、さらに地域との連携強化につな

がることが期待される。

Ｂ 連絡学部内では、教育研究経費や「大学と地域」関連の話し

か聞こえてこない。もっとアピールしてもいいと思われる。ま

た、もっと大学全体を取り込んでいってほしい。会の開催など

おおむね事業運営の計画は達成されているが，よりいっそうの

広報を求めたい。

Ｃ 学部内では、教育研究経費や「大学と地域」関連の話しか聞

こえてこない。もっとアピールしてもいいと思われる。また、

もっと大学全体を取り込んでいってほしい。

Ｄ 今年度の計画は実施できている。

Ｅ活動実績については COC センターのホームページで公開

すると共に，パンフレットを作成し連携自治体を中心に配

布した．

Ｆ「ＣＯＣ」という言葉が一部の人以外では使用されない状況

にあるので、「ＣＯＣ」を「地（知）の拠点」と書き換えた

方が社会に浸透し、理解されるのではないかと感じる。

Ｇ PDCA のアクションについては，より明確に示した方が分

かり易い。

Ｈ 概ね計画通りだと思います。

Ｉ 計画は大体実施されているが、鹿児島県に対する広報、また

学内の認知度も十分ではないようである。

3.1

②

九州・沖縄地区 COC 事

業・COC＋事業採択校合

同シンポジウムの開催

Ｂ 計画どおり実施されている。

Ｃ 本件の実施については問題なし。ここでの成果を活かし

て COC 事業が発展することを期待する。

Ｄ 今年度の計画は実施できている。

Ｅ 「九州・沖縄地区 COC 事業・COC＋事業採択校合同シンポ

ジウム」を鹿児島大学で開催し，地方創世に与える大学の役

割について討論・意見交換を行った．

Ｆ 計画通り実施できたと思われる。

Ｇ 盛況であり，関係各位の労をねぎらいたい。評価シートと

しては（３）社会貢献にすべきではないか？

Ｈ 概ね計画通りだと思います。

3.4

③

５部会、３部門による

進捗評価

Ｂ それぞれの活動はおおむね行われている。

Ｃ 概ね計画通りに実施されていると思われる。

Ｄ 今年度の計画は実施できている。

Ｅ ５つの部会に関しては，それぞれの部会で連携自治体関係者 3.0
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との意見交換を行った．

Ｆ 計画通り実施できたと思われる。
Ｇ 順調に行われている。

Ｈ 概ね計画通りだと思います。

④

運営委員会による進捗

評価（２回/年）

Ａ 運営委員会は計画通り実施されているが、説明や情報提

供だけだはなく、運営委員会での議論・意見を COC 事業の

活動に反映していくことが求められる。

Ｂ 予定通り行われている。

Ｃ 全体的に軌道に乗るまでは、もう少し回数を増やして、その

都度、軌道修正してほしい。

Ｄ 今年度の計画は実施できている。

Ｅ 運営委員会は１回開催された．「大学と地域」に関するよう

改善点の抽出，学内および学外評価委員会の報告と説明がなされ

た．

Ｆ 計画通り実施できたと思われる。

Ｇ 順調に行われている。

Ｈ 概ね計画通りだと思います

2.9

⑤

・学内評価委員会による

平成 27 年度事業実績

の内部評価

・学外評価委員会による

平成 27 年度事業実績

の外部評価

・中間評価受審準備

・中間評価受審

・学内評価委員会による

平成 28 年度事業実績

の内部評価と次年度

計画・実施体制・運用

へ反映

Ｂ 評価は予定通り行われている。また 29 年度計画への評価

の反映も行われている。

Ｃ 本件については問題なし。

Ｄ 今年度の計画は実施できている。

Ｅ 学内評価委員会，および，学外評価委員会を開催し，事業

の進捗状況について評価を受けた．また，これらの評価に対し

て個別に COC センターとしての対応策を発表した．

Ｆ 計画通り実施できたと思われる。

Ｇ 平均より低い外部評価結果担った原因の検討と，本年度

の活動に向けたアクションの検討が必要である。

Ｈ 概ね計画通りだと思います。

3.0

⑥ 報告書作成 Ｄ 今年度の計画は実施できている。

Ｅ 報告書を作成し，配布した．

Ｆ 計画通り実施できたと思われる。

Ｈ 報告書が作成されており、計画を実施している。

3.3

（５） その他、コメントがありましたら以下にご記入下さい。

Ｇ：ルーチンで行うべき作業と新たな展開に向けた取り組みを整理して，効率的な活動を継続できるよう，期

待いたします。

Ｈ：4 月の学内評価委員会に出席できなく申し訳なく思っているのですが、評価シートの活動項目内容が資料

のどの部分と対応しているのかが少しわかりづらい等、いただいた資料のみでは事業を評価するのがやや難し

いと感じました。

Ｉ： 各年度の始めに、それぞれの活動項目について目標を定めていないのでしょうか？

評価委員として各項目内容の評価をする際、何を基準に評価すべきか、ややわかりにくく感じました。各年

度で目標が設定されれば、「目標設定は妥当か」「目標に対する実績の到達度はどの程度か」という視点で評価

できるので、評価委員としては評価しやすく、またその方がフィードバックもしやすいように思いますが、い

かがでしょうか？

Ｊ：「火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラム」が事業名として掲げられていますが、全体として特

に「火山」や「島嶼」に関係した内容でまとめられた印象は受けませんでした。教育・研究機関である大学が、

鹿児島の地域再生のために期待されることと、実際に責任を持って対応できることを再検討し、既存の組織と

人員を無理・無駄なく効果的に活用していくことを期待しています。
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平成２８年度ＣＯＣ事業の学内評価への対応

ＣＯＣセンターでは平成２９年４月７日に平成２８年度のＣＯＣ事業に関する学内評価委

員会を開催した。ＣＯＣセンターでは本委員会から示された評価意見を検討して今年度のＣ

ＯＣ活動に反映した取り組みを行っている。現在のおけるこれらの意見に対する対応を纏め

て示します。

（１）教育についての評価

番号 活動項目内容 学内評価委員のコメント

①
地域志向全学共通必修

科目「大学と地域」開講

平成２８年度は「大学と地域」初年度であり、全学必修科目として

受講対象者（当該年度新入生）のほぼ全員が履修できたことは一定の

成果であると考えている。

その一方、「学生への授業目標や内容の周知（特にクラスごとのテ

ーマの違いや、その違いに関わらず本科目の目指すものはコンテンツ

の理解ではなくあくまで基礎的な汎用的能力の獲得であることな

ど）」については、やや課題の残るところとなった。平成２９年度に

おいては、第１回の授業において、授業の目標については充分な説明

を行うなど、改善を図った。

平成３０年度以降は、２８年度および２９年度の反省を踏まえ、クラ

スの分け方や授業内容、さらには開講時期に至るまで、比較的大幅な

改革を予定している。

.

②
全学生が共通教育科目

群の中で指定された地

域志向科目（選択科目）

から履修

「地域志向科目が地域志向一貫教育カリキュラムにおいてその位置

付けが不明瞭である」との指摘はその通りであると考える。COC+事業

の採択に伴い、かごしまキャリア教育プログラムが構築され、地域志

向一貫教育カリキュラムはほぼ有名無実化したため、上記の指摘を

「かごしまキャリア教育プログラムにおける地域志向科目の位置付

け」と読み替えたとしても、その指摘はある程度的を射たものである。

平成２９年度からは、本学の地域教育の全学的かつ学部横断的な枠

組みとして地域人材育成プラットフォームを構築し、かごしまキャリ

ア教育プログラムと、新たにかごしま地域リサーチプログラムを開設

した。このプラットフォームにおいても、各プログラム全２０単位の

うちの４単位は地域志向科を充てている。その位置付けについて、各

科目の教育目標や教育方法を鑑みた分類を行い、履修指導に活用する

予定である。

③
地域志向科目に関する

全学的なカリキュラ

ム・マップの作成（継

続）

カリキュラム・マップについては、地域志向科目に限定せず、地域人

材育成プラットフォームを前提とし、作成を急いでいる状況である。

また、「カリキュラム・マップより地域志向科目の領域マップを重

視した方がよい」との指摘については、上記②で言及した各科目の教

育目標や教育目標を鑑みた分類によって一覧表を作成し、学生に提示

することを予定している。

④
共通教育または専門教

育における観光に関す

る科目の新設（または

既存科目の再編）

現時点で「観光」を中心的なコンテンツとする科目は、「大学と地域」

のまちづくり・観光クラスを除き、存在しない状況である。

一方、「観光についての人材育成について、地域から高等教育機関

に要望があるわけではない」との指摘は、やや事実誤認であると考え

る。実際、例えば「南九州観光誘客促進連合」の代表者が本学を訪れ、

観光人材の育成についての要望を出されている。

このような状況を踏まえ、地域人材育成プラットフォームにおいて
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「観光」をテーマとしたプログラムを構築する（または、既存のプロ

グラムに「観光」という側面を盛り込んだ特別コースなどを作る）と

いう議論が行われているところである。平成３０年度には、コンテン

ツとして一定の質量を観光に割く取り組みを実現したいと考えてい

る。

⑤

大学院全学横断プログラム

の充実

１）既設の「島嶼」、「環境

学」、「食と健康」教育コー

スについては、引き続き

地域貢献・志向に関する

内容の充実を図る

２）鹿児島大学の重点研究

領域として「水」、「エネ

ルギー」と連携した教

育プログラムについて

引き続き検討し、早期

開設に向けた取り組み

を継続する。

大学院全学横断プログラムにつき、平成２９年度は平成２８年度と実

施コースおよび各コースの科目構成に大きな変化がない状況である。

したがって、平成２８年度に指摘された課題については、平成２９年

度も大きく改善されていないということになる。

一方、学内組織の改編を受け、平成２８年度まで本プログラムを所

掌していた教育センターが、高等教育研究開発センターと共通教育セ

ンターという２つの組織に分かれた。その結果、本プログラムは高等

教育研究開発センターが所掌することとなった。高等教育研究開発セ

ンターは現在、専任教員３名（准教授２名、講師１名、ただし講師は

産休中）であるが、そのうちの１名はかごしま COC センター教育部門

を兼務している。このことから、地域人材育成プラットフォームを前

提として、「地域人材」という観点から本プログラムを抜本的に見直

す予定である。

（２）研究についての評価シート

番号 活動項目内容 学内評価委員のコメント

①

本プログラムに対応す

る主研究領域の研究の

充実とその成果による

科目の地域志向化の推

進

公募している地域課題は部会が連携自治体の意見を反映して決めてい

る。採択課題にバラつきがあるのは、申請者が少ないことに対応してい

る。地域課題への取り組みは、学部、教育研究分野によって異なること

も関連している。成果の教育への反映は、報告書“教育と社会貢献に関

する成果報告”のなかに項目を設けて示している。これらはＣＯＣセン

ターのＨＰに掲示している。

②

本学の地域志向の研究

内容及びその成果を活

用した成果報告会の開

催

地域志向教育研究費の成果報告会は、大体計画に従って実施できた。

２９年度は学内での成果報告会は継続して実施よていであるが、昨年実

施できなかった甑島での成果報告会を行う予定である。

③

地域志向教育研究経費

を活用した「水」、「エネ

ルギー」、「観光」、「明治

維新」などの重点領域

研究を推進する。また、

研究成果を教育へ活用

した成果報告会を開催

する。

地域課題は部会の意見を反映して決めたが、「明治維新」の課題はＤ

の観光産業のなかで考慮した。この課題につては、２７年度は申請

者が２８年度は申請しなかったこともある。今後は「明治維新」に

関する課題は観光産業の関連で取り組むことになる。成果報告会は

プログラムからも分かるように、教育と研究に関して地域課題の解

決につながるものとなっている。このため教育と研究を分けた報告

会は行っていない。

④

地域課題に対応する研

究課題マップの更新と

部会活動の推進

研究マップはＨＰに示したように、地域課題についての概略を見て、そ

れを参考にしてＣＯＣで対応できる地域課題を具体的にＨＰで検索で

きりょうに構成している。地域課題に取組んでいる教員にデータの作成

を依頼しているが、現状は検索システムのデータ数になっている。ＣＯ

Ｃで作成する研究マップは、鹿児島大学の教員が対応できる地域課題に

なっているが、データ数の増加（２８年４月現在で６４件）については

今年度も継続することにしている。

126



資料５－９ ２８年度学内評価委員の評価コメントへの対応

125

⑤

５部会における連携自

治体の課題に対応した

取り組みの推進

年度計画は、大体実施できたと評価されているが、今年度も部会を通し

て自治体との連携を図ることにしている。２８年度は、連携自治体から

の取組みたい課題の要望があったが、２９年度においても継続して、徐

の取り組みを発展させることにしている。

（３）社会貢献についての評価シート

番号 活動項目内容 学内評価委員のコメント

①

地域社会人の教育コー

ス・学習の場の充実：既

設の「かごしまルネッ

サンスアカデミー」（焼

酎マイスター養成コー

ス、林業生産専門 技

術者養成プログラム、

稲盛経営哲学プログラ

ム）、

公開講座、公開授業は

更に充実させ推進

・既設の３コースは順調に実施・進行しているので、それらの継続・充実

策を「社会貢献・生涯学習部門」として検討して行く。なお、「林業生

産専門技術者養成プログラム」は文部科学省の「職業実践プログラム」

に認定されたので、受講者増など地域社会人の教育コース・学習の場

のさらなる充実につなげる。

・新規の、「鹿児島の農業人材育成プログラム（仮称）」の開設を目標に掲

げているが、まず、「公開講座」の開設計画について、農林畜産業部と

連携･協力していく。加えて、「食品管理技術者養成コース（仮称）」の

履修証明プログラムとしての開設に向けても農林畜産業部会および実

施責任者と連携していく。

・公開授業・公開講座については、ホームページや市電内吊り広告・新聞

へのチラシ挿入などで、受講者は順調に増加しているので、それらの

取り組みを継続するとともに、公開授業数の増加や公開講座の新設・

拡大などについては部局と連携して進め、受講者数増加を図っていく。

・上記の各活動について、受講者に対してアンケート調査を行い取り纏

め。公開可能なものは公開するとともに、活動の改善に繋げていく。

②

連携自治体の課題に対

応した社会人専門教

育・学習コースの開講

について部会及び連携

自治体と連携しながら

準備

「かごしまの自然エネ

ルギー産業創出・利用

プログラム」（仮称）

「かごしまの島嶼水産

業高利益転換プログ

ラム」（仮称）

・「かごしまの島嶼水産業高利益転プログラム（仮称）」については、平成

27 年よりも多い、4 回のプログラムを実施した。今年度は正式開講に

むけた具体的な準備をさらに進めていく。

・農学部の「地域連携ネットワーク」と連携した社会人教育コースの開

設に向けた準備を農林畜産業部会と相談しながら進めていく。

・連携自治体との連携のさらなる強化につながる「地域課題解決に対応

する社会人教育プログラム」については、COC センター各部会および

関連部局と、まず公開講座、シンポジウム、フォーラム等、学内のシー

ズを基本に具体的に検討していく。

・これまで行ってきたプログラムの内容・成果については、今後も継続

して取り組み内容を HP 等で具体的に公開する。

③

学生による地方創生活

動プログラム」の実施

・平成 28 年度から開始した「学生による地方創生活動プログラム」に

ついては、初年度にしては非常に高く評価された。学内のより多くの

学生に対する周知活動を徹底するとともに、実施期間の確保、成果報

告会の充実などを図っていく。

④ 学内各部局で行われて

いるシンポジウム、フ

ォーラム、セミナー等

の地域貢献活動を集約

・「学内各部局で行われているシンポジウム、フォーラム、セミナー等

の地域貢献活動の集約」は前年度よりも充実した。これは COC センタ

ーの役割の認知度が高まった結果と思われる。今後は、さらに認知度

の向上につなげる活動を進めるとともに、各部局の地域貢献活動を目

的としたシンポジウム、フォーラム、セミナー等を後援し、COC セン

ターHP にアップすることによって、学内および地域社会への発信活

動を充実し、結果としての COC センターの社秋貢献活動の重要性の認

知度向上につなげる。
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（４）全体についての評価シート検

番号 活動項目内容 学内評価委員のコメント

①

かごしまＣＯＣセンタ

ーによる事業運営、広

報・普及

事業運営は、概ね計画通りとの評価であるが、１）「大学と地域」以外

の事業について、学内全体を巻き込んだ活動が必要、２）PDCA のアク

ションの明確化、３）鹿児島県、学内への広報の充実の指摘があった。

１）については、COC 事業の取り組みへの参加を高めるために、アン

ケート等への参加率の向上など、各人が対応することなどを確実に対応

していただくようにフォローする。２）事業の推進・評価・対応策の検

討・実行の各段階で最適な報告と広報を行うことに努める。３）今年度

は COC に関するシンポジウムを予定し、広報活動と参加連携を深める

ことを行う。

②

九州・沖縄地区 COC 事

業・COC＋事業採択校合

同シンポジウムの開催

計画通りに実行されたとの評価をいただいている。

③

５部会、３部門による

進捗評価

計画通りに実行されたとの評価をいただいた。今年度もしっかりと対応

する活動を行うこととする。

④

運営委員会による進捗

評価（２回/年）

概ね計画通りに実施されたとの評価である。回数を増やし、その都度軌

道修正をするなどの必要性が提案されている。

本事業における運営委員会の役割は重要であり、運営委員会案件が明ら

かになった際には、タイムリーな開催を予定する

⑤

・学内評価委員会による平

成 27 年度事業実績の内

部評価

・学外評価委員会による平

成 27 年度事業実績の外

部評価

・中間評価受審準備

・中間評価受審

・学内評価委員会による平

成 28 年度事業実績の内

部評価と次年度計画・実

施体制・運用へ反映

予定通りに行われたとの評価である。また、対応策についても検討

がなされているとの評価である。

一方、平均より低い外部評価（28 年度評価と思われる）に至った原

因の検討と、本年度の活動に向けたアクションプランの検討が必要

であるとの指摘である。

28 年度評価の指摘事項については、指摘事項を受け止め、対応策

について検討したので、それを実行する予定である。

⑥ 報告書作成
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かごしまＣＯＣセンター学外評価委員会 議事要旨

【日時】平成 29 年 ６月 12 日（月） 15：00 ～ 17：20

【場所】セミナー室１（産学官連携推進センター棟 ２Ｆ）

【委員】

國武 久登 （宮崎大学 産学・地域連携担当副学長）

岩元 正孝 （鹿児島県工業倶楽部会長）

東 美佐夫 （奄美市総務部長）※欠席

境 雅夫 （鹿児島大学 法人評価担当学長補佐）

【COC センター】

近藤（社会貢献推進担当副学長）、木村（センター長・研究部門長）、飯干（教育部門長）、

寺岡（社会貢献・生涯学習部門長）※欠席、河野、冨永、星野、出口、小栗、酒井、

田代

【事務局】

研究推進部長、社会連携課長、社会連携課長代理、地域連携係

【協議事項】

議事に先立ち、近藤機構長から開催挨拶があった。

続いて、國武委員が委員長に選出され、司会進行役を務めることとなった。

１．平成 28 年度事業の評価について

【第１章】

木村センター長から、資料１－１、２、５に基づき、平成 28 年度の活動概要について説

明があった。

続いて次のとおり意見があった。

・組織体制が充実しており、ＰＤＣＡサイクルもうまく回っているように見受けられ、更

に昨年度は全学必修科目「大学と地域」も開講出来ているが、なぜ、平成 28 年度に実施さ

れた事業評価はＢ評価という結果になったと考えているか。（國武）

→本件は平成 26 年度から 27 年度の活動に対する評価であり、具体的な活動内容を上手に

アピール出来ていない部分もあった。留意事項として記載のあった鹿児島県とのより密接

な関係づくりや薩摩川内市に関する課題等への明確な対応に加えて、今年度新設された総

合教育機構だけでなく大学全体として今後取り組む必要があると考えている。（木村）

【第２章】

出口准教授から、資料１－１、６－１、６－２、７、９に基づき、教育に関する活動に

ついて説明があった。

続いて、次のとおり意見があった。

・新入生およそ 2,000 名全員を対象とした全学必修科目「大学と地域」を開講させたこと

は大きく評価できる。新たな教育プログラムをスタートさせたことも非常に良いと考え

るが、大学院教育に関する整備が進んでいない。大学全体で早急に検討する必要がある。

（國武）

・１年次に必修科目を受講してから地域志向科目を選択することになっているようだが、

地域志向科目はより多くの科目を受講するということか。（岩元）

→地域志向科目は共通教育科目であり、所属学部に関係なく受講可能な科目となっている

ため、必ずしも受講する必要はないが、選択科目の１つとして受講することが可能とな

っている。（出口）

・地域を考える場合、基礎として「歴史」や「地学」といった科目が必修であると考えて

いる。本件では逆になっているように見受けられる。（岩元）

→非常に初歩的なプログラムであるので、教材として「地域」というカテゴリーを選択し

ているが、内容を学ぶよりも前段階のものであり、ものごとを考えるための授業と考え

ている。（出口）

・「大学と地域」を受講した学生から、どのような意見があるのか。（境）

→毎回講義の際に回収する授業シートにおいては、講義における疑問や感想等が書いてい

ることが多く、否定的な内容は少ない。共通教育科目で実施されるアンケートにおいて
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は、期待外れ等といった否定的な意見も一定数みられる。（出口）

→ほとんどのクラスに自治体からの講師として来てもらっているが、受講した学生の授業

シートを見ると、講義内容をしっかり理解した上で書かれた感想も多く見受けられる。

自治体側も、いずれは学生の地元就職向上に繋げていきたいという思いがあるが、学生

にも講師の意図することが伝わっているように感じている。（田代）

・宮崎大学でも「地域活性化・学生マイスター養成プログラム」という地域志向プログラ

ムが３年目を迎えた。教育プログラムを全学的に実施する場合、サンプル資料を充実さ

せる必要があると考えている。かごしま COC センターにおいてどのように体系づけられ

るものか。（國武）

→本プログラムのみで独立して存在している訳ではなく、本科の延長上にあるもの。かご

しまキャリア教育プログラムについては、目指すべき人材像について COC＋推進部門も

含めて議論し、養成すべき必要能力についてまとめた。また、他科目との関連について

も議論を行っている。既存の共通教育科目や学部開講科目とどのように対応していくの

か、という点が今後の課題であると考えている。（出口）

・プログラムをどのように体系付けられるのか、学生に魅力を感じてもらうには、どのよ

うに考えているか。（國武）

→地元の企業に、本プログラムを修了した学生が魅力的な人材であると見えるようにしな

ければならない。学生がどのような経験を積み、どういったことが出来るようになった

のか、どういう志向性を持っているのかという点が分かるように整備する必要がある。

後期からは学生の能力が可視化出来るようなシステムを導入するよう準備している。（出

口）

・「大学と地域」における成績評価はどのようになっているのか。10 クラスもあると、より

単位取得の簡単な方に集まってしまうのでは。（岩元）

→他科目と同じく、不可も含めて５段階の評価になっている。昨年度前期の時点で成績分

布表を作成し、担当教員間で共有した。それを受けて、後期の成績評価では、大きなバ

ラつきは見られなかった。（出口）

・10 テーマあるなかで、人気のクラスというものはあるのか。（國武）

→前期と後期で開講学部が異なっているので、一概には言えない。テーマと学部が合致す

れば希望者が増える傾向にはなるが、「まちづくり・観光」クラス及び「医療」クラスは

比較的人気があるように見受けられる。（出口）

→１クラスおよそ１00 名程度で講義をしているが、１回あたり、授業シートを通じて、お

よそ 40 点の質問が出てくる。それに対する回答で時間を割いてしまうが、それだけ出て

くるということは、学生もそれなりにテーマに興味を持って受講してくれているのだと

考えている。（木村）

【第３章】

河野特任教授から、配布資料１－１、３，４に基づき、研究に関する活動について説明

があった。

続いて、次のとおり意見があった。

・地域志向教育研究経費の配分について、平成 27 年度も実施したものか。また、応募者は

重複しているのか。（境）

→平成 27 年度も同様に実施した。応募者には前年度との重複も見られるが新たに応募して

きた者もおり、おおよそ半数程度になる。（河野）

・地域志向教育研究経費の採択テーマを見ていると、文系のテーマが多く見える。理系の

研究を行うには金額が足りないからか。また、研究テーマは新規に行われる研究である

のか。（岩元）

→平成 28 年度は教育学系、法文学系からの応募者が多かったため、文系テーマが多くなっ

た。研究テーマの新旧は問うておらず、研究内容をどのように学生や教育に活かせるか、

という点を重視している。（河野）

→本経費の使用用途は限定されているため、多額の予算がついたとしても高額な機器類を

購入出来る訳ではない。新たな研究に取り組むだけではなく、既存の研究テーマでも学

生の旅費等に充てることで、教育に還元出来る仕組みになっている。（木村）

【第４章】
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冨永特任教授から、資料１－１に基づき、社会貢献・生涯学習部門における活動につい

て、星野特任教授から、鹿児島環境学における活動について、それぞれ説明があった。

続いて、次のとおり意見があった。

・Youtube 等を用いたデジタル化を検討してはどうか。（岩元）

→その分野に明るくないため、難しい。生涯学習部門においては、facebook の活用も行っ

ている。（冨永）

→鹿児島県は南北に長いので、デジタル化も重要だと考えている。これまでにも検討して

きたが、コンテンツをどのように有効利用出来るか、デジタル化に係る経費を旅費に充

てたほうが有益ではないか、との意見もある。必要性はあると思うので、県など外部機

関と連携していくことも必要だと考えている。（小栗）

→「大学と地域」における知事講義では、学内向けにストリーミング配信を行った。シン

ポジウム等における活用や学外向けにも検討していきたい。（冨永）

【第５章】

各担当者から、資料１－１に基づき、平成 28 年度の活動及びについて説明があった。

続いて、次のとおり意見があった。

・全体を通して、学生への期待値が低い印象を受けた。もう少し高い位置に設定しても

良いのでは。（岩元）

・COC センターへの相談件数が２00 件を超えているが、COC 事業終了後の対応について、

継続的な体制づくりが必要である。（境）

・全体をとおして、順調に地域貢献を進められている印象を受けた。今後は、どのように

成果を挙げるか、どのように持続可能な体制づくりを進めていくのか、また、デジタル

化をどのように取り込んでいくのか、が課題となると感じた。（國武）

最後に、木村センター長から、本評価に係る評価シートの提出について、６月 30 日（金）

までに提出するよう、依頼があった。

【配布資料】

資料１－１．平成 28 年度事業成果報告書

資料１－２．平成 28 年度事業収支決算書

資料２．「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業(COC＋)」平成 28 年度評価結果

資料３．平成 28 年度地域志向教育研究経費 成果報告書

資料４．平成 28 年度地域志向教育研究経費 教育と社会貢献に関する成果報告書

資料５．中期目標の達成状況に関する評価結果(案) 鹿児島大学

（Ⅰ）教育に関する目標 （Ⅲ）その他の目標

資料６－１．共通教育科目「大学と地域」パンフレット

資料６－２．「地域人材育成プラットフォーム」リーフレット

資料７．平成 28 年度 COC 事業 学内評価結果

資料８．平成 28 年度学外評価シート

資料９．平成 28 年度 COC 事業 学内評価結果への COC センターの対応

・鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター学外評価委員会に関する申合せ

・鹿児島大学かごしまＣＯＣセンター学外評価委員名簿
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平成２８年度 学外評価委員会による評価コメントとＣＯＣの対応

（１）教育に関して

教育 評価点：【 2.9 】

自己点検

活動項目は①から⑤までの５項目ある。共通教育科目の地域志向全学必修科目「大学と地

域」の開講、「かごしまキャリア教育プログラム」の構築、来年度の「地域人材育成プラッ

トフォーム」開設に向けて、全学的かつ体系的なカリキュラムの構築について活動を行っ

た。

評価委員

コメント

A: 教育事業では、地域志向全学共通必修科目「大学と地域」を開講し、約 2000 名に単位

授与できたことはすばらしい成果である。今後、「かごしまキャリア教育プログラム」と

「かぎしま地域リサーチ・プログラム」が総合教育機構との連携のもと、鹿児島大学の魅

力的な教育プログラムになることを期待している。大学院全学横断プログラムについては

学内改革の中でその意義を再検討し早急に見直しを行うべきである。また、プログラム受

講学生数の達成目標が高いことから、地域への生涯教育への展開を含めた「e-learning シ

ステムの導入」など持続可能な教育組織の構築が必要である。

B: 受講生のコメントを見るともう少しレベルの高いものを期待している。一方的に訓練し

てあげるという立場ではなく予習を前提として小グループでのディスカッションなどを

取り入れてはどうか。

C: ほぼ全学生が受講した「大学と地域」の開講と地域志向科目の受講者数の自己評価や内

部評価のとおり、概ね達成できたものと評価される。一方、学生の受講指針となるべきカ

リキュラム・マップは、早急に作成されることが望まれる。また、「鹿児島」の特徴であ

る（伸ばすことが期待できる）「観光」や活動項目で掲げる全学横断プログラムの充実に

ついては、本事業（COC 事業、＋事業）の柱でもあり、評価の大きな要素ともなること

から今後一層の取り組みを期待したい。「地域人材育成プラットフォーム」は、大学の横

断的な取り組みとして今年度以降の展開に期待したい。なお、社会情勢の変化に応じたプ

ログラム変更は当然であるが、全体計画（図２－５で示されているが）での位置づけが必

要ではと感じたところである。

D: 地域志向の全学共通の必修科目として「大学と地域」を開講し、ほぼ入学生全員が履修

した点について高く評価できる。今後、さらに受講学生の意見なども講義に反映し、内容

の充実を図ることで教育効果を上げることができれば良いと考える。

一方、地域志向一貫教育カリキュラムの中における地域志向科目（共通科目）は、学生

が共通教育科目群の中で指定された地域志向科目（選択科目）から履修するスタイルのた

め、その位置づけが明確ではないように感じる。地域志向科目に関する全学的なカリキュ

ラム・マップの作成を急ぐ必要がある。

大学院全学横断プログラムに関しては、水、エネルギー教育コースが新設され、COC 事業

に対応する充実が進められているが、全体的な整備はまだ不十分と思われる。

ＣＯＣの

対応

教育に関

するＣＯ

Ｃの対応

・ 平成 28 年度は「大学と地域」の開講初年度であったが、授業で使用する機器の不具合

などの軽微なトラブルは何件か発生したものの、大きな事故やトラブルもなく実施で

きた。また、約 2000 名の新入生のほぼ全員が受講し、そのほとんどに単位を与えるこ

とができた。これは大きな成果であったと考える。多くの学生は興味を持って本授業を

受講し、大学で学ぶための基礎的な能力と地域マインドを身につけたものと考えてい

る。

・ 本授業では、実務の立場から講義を担当する自治体講師に対して学生の質問や意見を

整理して提供し、以後の講義でコーディネーターが回答し、あるいは次回にそのような

点を踏まえた講義を行うよう努めた。これも本授業の成果であり、今後ともこのような

取り組みを継続していきたい。

・ この「大学と地域」を起点とした「かごしまキャリア教育プログラム」も平成 28 年度

からスタートし、これを発展させる形で全学横断型の「地域人材育成プラットフォー

ム」が構築された。今後はこのプラットフォームにおいて、「かごしま地域リサーチ・
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プログラム」など様々なプログラムを展開する予定である。その際、評価委員からのコ

メントでも指摘されたように、地域志向科目等のプログラム構成科目の位置付けを踏

まえた体系的カリキュラムをさらに精査するとともに、カリキュラム・マップの整備を

急ぎたいと考えている。

・ 大学院全学横断プログラム（共通科目・特別コース）については、本学におけるこの取

り組みの戦略的な位置付けを再考し、COC 事業としてではなく抜本的な改革を実施し

たいと考えている。具体的には、上記のプラットフォームに接続する形で、高い専門性

と社会人としての汎用性を両立させるような仕組みの構築である。その一環としての

地域人材育成プログラムを展開したい。

（２）研究に関して
研究 評価点：【 3.3 】

自己点検

研究の活動については①から⑤の５項目があり、防災、災害時医療、農林畜産業、水産

業、水、エネルギー、島嶼医療、流通輸送、地域教育、環境、観光などの地域課題につ

いて取り組んだ。これらの課題については、地域志向教育研究費の公募・実施による地

域課題への取り組み、５部会の活動等を通した研究活動を大体進めることができたと

判断した。研究成果は成果報告会の開催やＣＯＣセンターのホームページへの掲示な

どを行い地域への公開・還元を通して地域貢献を図った。

評価委員

コメント

A: 研究事業については、地域志向教育研究経費の幅広い分野での支援が行われ、その研

究成果は様々なツールで地域への公開・還元が行われている。

B: 広く公平にという原則は理解するが、結果を出すことにこだわるとえこひいきせざるを

得ない。全体のいくらかはメリハリをつけたらどうか。

C: 各活動項目とも概ね達成できたと評価される。特に、HP の検索システムなど前年度に

比べ改善され評価したい。

一方、学内評価で指摘されるように、過去の成果が「地域志向化の推進」に、どう反映さ

れたか関連付けの工夫も大事な点である。そのことで、大学と地域の距離がもっと縮まり

地域の課題解決につながることが期待できる。

D: 地域志向教育研究経費を活用して「水」、「エネルギー」、「観光」、「明治維新」などの重

点領域研究の推進が図られていることは評価できる。その成果を教育へ活用した成果報告

会も実施されているが、さらに研究成果の地域志向教育への反映の程度を上げることが期

待される。

ＣＯＣの

対応

・ 地域志向教育研究経費の採択に当たっては、申請時に地域ニーズの有無やその把握方

法、還元実績、さらには将来動向を踏まえた地域貢献の期待度などをさらに徹底して審

査することで、大学と地域の距離感を縮め、教育研究の地域志向化を推進したい。

・ 地域志向教育研究経費の採択された課題について、その成果は「大学と地域」など地域

志向教育科目に反映されている。各年度の成果は、主要な地域課題である「防災」「観

光」「エネルギー」「農林畜産」「水産」に関連したものであり、ＣＯＣセンターのＨＰ

に掲示するとともに毎年成果報告会を実施して社会への還元にも努めている。今後も

このような活動を継続して行い地域志向教育研究経費の有効な活用を図ることにす

る。

・ 地域志向教育研究経費の公募課題は５つの部会から提案のあった課題である。各部会

のメンバーには連携自治体からの委員も参加しており、地域課題への反映を図ってい

る。今後も連携自治体からの要望を反映した地域課題の汲み上げを継続して行う予定

である。
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（３）社会貢献・生涯学習について

社会貢献・

生涯学習

評価点：【 3.4 】

自己点検

社会貢献に関する活動としては①から④の 4 項目である。地域社会人の教育コース・

学習の場の充実に関しては、既設の 3 履修証明プログラムを継続しており、順調に進

展している。学内各部局が行っているシンポジウム、セミナー、指導・助言などの社

会貢献活動は、前年度に比べて大幅に増加した。今年から学長裁量経費による「進取

の精神チャレンジプログラム」に『地方創生活動部門』を新設し、「学生主体の地方

創生活動取り組み」を公募し、面接等による審査を行い、8件を採択した。かごしま

ＣＯＣセンターの社会活動は、概ねホームページで公開しており地域連携の状況が分

かるようにした。このようなＣＯＣセンターの社会貢献活動から事業計画が大体実施

できたと判断した。

評価委員

コメント

A: 社会貢献事業については、多様な公開講座の開講だけでなく、学長裁量経費による「進

取の精神チャレンジプログラム」に「地方創生活動部門」を新設し、学生の主体的な地

域活動も促している。

B: 鹿児島大学の地域貢献としてはまず鹿児島大学の知名度を上げることが鹿児島への

貢献につながると考える。研究成果などについて積極的に公表する体制が必要。また IT

技術の変化によりデジタル化のコストが劇的に減少している。地域志向科目などについ

て画像をアップすることを勧める。

C: 各活動項目とも概ね達成できたと評価される。特に、学生による「地方創生活動プロ

グラム」は初年度のプログラムとしては、学内でも好評であり、大いに評価したい。（次

年度は全体の応募者数など明示を）今後は、自治体、企業の反応などの報告や広報など

工夫されることをお願いしたい。

なお、「大学と地域」における人材育成を意識したプログラムであることは想定できる

が、COC 事業（あるいは＋事業）との関連付けを明確にされると、さらに評価が高くな

ると考える。

D: 履修証明プログラム 3 コース（焼酎マイスター養成コース、林業生産専門・技術者養

成プログラム、稲盛経営哲学プログラム）は、安定して受講者がおり、特に「林業生産

専門技術者養成プログラム」は今年度から文部科学省の「職業実践教育プログラム」に

も認定されていることから、高く評価できる。

28 年度から新たに実施された学生による地方創生活動プログラムは、今後も継続され

ることが望ましいと考える。ただし、採択結果が 7 月下旬であり、実際の実施期間が半

年しか確保できないため、実施期間をもう少し長くできるように改善されることが望ま

しいと感じた。

ＣＯＣの

対応

公開授業・公開講座については、ホームページや市電内吊り広告・新聞へのチラシ挿入な

どの広報活動に継続して取り組み、受講者の新規拡大や増加の取り組みを行っている。

・COCセンターが主催する学内および連携自治体における公開シンポジウムについては安

定的に継続していく。他部局が開催している社会・地域貢献関係のシンポジウムについ

ては共催あるいは後援の数を増やす努力を行っており、HPへのアップなど、COC 活動の

全学への浸透のための努力を継続する。また、COC 活動についての学内・学外向けのシ

ンポジウムについても計画している。

・社会人教育を目的とした「履修証明プログラム」については、既設の３コースは順調に

実施・進行しているので、それらを継続・充実し、受講者の増加につなげる。

・新規の社会人・生涯学習を目的とした教育プログラムについては COC センターの 5 部

会と連携しながら将来の履修証明プログラム開設につながる活動を行っておる。具体

的には、水産業部会と連携して「かごしまの島嶼水産業高利益転プログラム（仮称）」

を継続して実施するとともに、農林畜産業部会と連携して「高度農業人育成プログラム

（仮称）」および「食品管理技術者養成コース(仮称)」の開設に向けて取り組み始める。
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ＣＯＣの

対応

・地域社会（自治体、企業、個人など）からの課題については、COC センターが大学全体

の窓口として対応する件数が増加している。今後も、その定着と発展に努めていく。

・学生の地方創生活動に関心を持った自治体が取組に参加しており、また鹿児島県にはそ

れら活動を多数の来客がある県民交流センターに掲示していただいており、広く県民

に周知する絶好の機会となっている。

・学生の地方創生活動への支援は、ＣＯＣ事業として実施している「大学と地域」による

地域貢献意欲の醸成を受けた次の展開、実践編と考えている。

（４）全体について

全体 評価点：【 3.4 】

自己点検

全体の活動については①から⑥の 6 項目である。かごしまＣＯＣセンターの運営に関

して、ＣＯＣセンター長を中心にして、毎週ＣＯＣセンター連絡会を開き活動状況の

共有とともに事業の推進を図った。運営会議は２回開催して、ＣＯＣセンターの運営

について審議を行った。ＣＯＣ事業の実施に関して学内評価・学外評価委員会を開催

し、評価委員会での審議内容や評価意見を受けてＣＯＣセンターでは、自己点検を行

いＣＯＣ事業についてＰＤＣＡの実施を進めた。このような事業経過から全体の事業

計画については、概ね実施できたと判断した。

評価委員

コメント

A: 事業全体の運営については、COC センター長を中心に、毎週 COC センター連絡会を

開催し、事業計画に沿って、教育、研究および社会貢献活動が活発に行われている。特に、

「九州・沖縄地区 COC 事業・COC＋事業採択校合同シンポジウムを開催し、同地域の

COC 事業推進に大きな影響を与えた。

B: 全体としてはそつなく遂行されている。しかし事業のための事業でなく、結果を出すと

いう見地から見ると計画段階の真剣な検討が必要と考える

C: 進捗管理は、概ね順調に進んでいると評価される。特に、COC 事業の合同シンポなど

意欲的に取り組んでいる点は評価したい。また、大学の活動が、見える化しつつあること

は横断的な取り組みの表れであり、今後のさらなる展開を期待したい。一方、フォロ－ア

ップアンケートからも窺えるように、COC,COC+の目的・違い、運営に対する要望など、

様々な意見もあり、まだまだ事業概要が浸透されていない課題も見える。なお、連携自治

体が、本事業での変化の検証や連携外自治体に、どう還元できるか追跡調査も検討された

い。

D: 九州・沖縄地区 COC 事業・COC＋事業採択校合同シンポジウムを開催するなど積極的

な運営がなされ、高く評価できる。また、COC センターによる広報・普及に関しては、

連携自治体だけではなく鹿児島県内の各自治体への広報・普及も進められており、今後

さらに地域との連携強化につながることが期待され、評価できる。年 2 回の運営委員会

については計画通り実施されているが、説明や情報提供だけだはなく、運営委員会での

議論・意見を COC 事業の活動にさらに反映していくことが求められる。

ＣＯＣの

対応

・ 連携自治体から徴しているアンケートによる変化の検証では、ＣＯＣセンターを窓口

として大学との連携が強化され、地域課題解決のための研究や学生のまちづくり参加、

知事をはじめ当該自治体職員が参加した「大学と地域」における地域貢献・地元就職意

欲を持った人材育成などが促進されたとの評価を受けている。

・ 連携自治体以外の自治体への還元については、学長が個別に首長を訪問し大学との連

携を促したほか、ＣＯＣセンターでも個々の自治体と窓口を開き、相談しやすい環境を

整備したこともあり、大学の教育・研究や学生の活用について多くの相談を受けている

ところである。

・ ＣＯＣセンターでは大学の教育研究成果の報告会や学生の地方創生活動の報告会を開

催しているが、これらについて前述の窓口ネットワークを活用し周知に努め、自治体の

参加を得ているところである。参加される自治体からは成果報告会を大学との連携を

進める契機にもしたいとの意向も伺っている。
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・ COC 事業開始年から行っている「COC 事業フォローアップアンケート」については、

アンケート結果を踏まえて、COC 活動を改善し、COC 活動が全学的に必要かつ不可欠

な活動になるように、PDCA がスムーズに進むように取り組む。

・ 今後も事業全体の運営については、COC センター長を中心に毎週 COC センター連絡

会を開催し、事業計画に沿って、教育、研究および社会貢献活動を継続して行う予定で

ある。

・ ＣＯＣ活動は、ＣＯＣセンターのＨＰ、地域志向教育研究経費の成果報告会など通し

て、学内と学外に発信している。フォロ－アップアンケートからも分かるように、ＣＯ

Ｃ活動は学内においても充分に理解されておらず今後も継続して活動の発信を行う予

定である。
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平成 29 年 6 月 29 日

鹿児島大学かごしま COC センター長

木村郁夫 殿

鹿児島大学かごしま COC センター

学外評価委員会

委員長 國武 久登

鹿児島大学地（知）の拠点整備事業学外評価委員会における

学外委員評価結果について（報告）

鹿児島大学地（知）の拠点整備事業「火山と島嶼を有する鹿児島の地域再生プログラ

ム」平成 28 年度成果報告書の書面審査とヒアリングに基づき、学外委員による事業評価

を行った結果、下記のとおり評価結果を取りまとめましたので、報告いたします。

記

事業全体の運営については、COC センター長を中心に、毎週 COC センター連絡会を開

催し、事業計画に沿って、教育、研究および社会貢献活動が活発に行われている。特に、「九

州・沖縄地区 COC 事業・COC＋事業採択校合同シンポジウムを開催し、同地域の COC 事

業推進に大きな影響を与えたことは高く評価できる。教育事業では、地域志向全学共通必修

科目「大学と地域」を開講し、約 2000 名に単位授与できたことはすばらしい成果である。

今後、「かごしまキャリア教育プログラム」と「かごしま地域リサーチ・プログラム」が総

合教育機構との連携のもと、鹿児島大学の魅力的な教育プログラムになることを期待して

いる。大学院全学横断プログラムについては学内改革の中でその意義を再検討し早急に見

直しを行うべきである。また、プログラム受講学生数の達成目標が高いことから、地域への

生涯教育への展開を含めた「e-learning システムの導入」など持続可能な教育組織の構築が

必要である。次に、研究事業については、地域志向教育研究経費の幅広い分野での支援が行

われ、その研究成果は様々なツールで地域への公開・還元が行われている。さらに、社会貢

献事業については、多様な公開講座の開講だけでなく、学長裁量経費による「進取の精神チ

ャレンジプログラム」に「地方創生活動部門」を新設し、学生の主体的な地域活動も促して

いる。

以上のように、かごしま COC センターを中心として実施された平成 28 年度地（知）

の拠点整備事業は、教育、研究および社会貢献の面から「計画を大体実施できている」

と評価する。しかしながら、平成 28 年度に実施された「地（知）の拠点大学による地

方創生推進事業委員会」による評価では総合評価 B であり、改善を要する点について真

摯に対応し、魅力のある教育改革を進めて戴きたい。
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