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要約要約要約要約    

私たちが考えている地域ネットワークは地域連携を中心として多くの人を取り込むこと

のできるシステムである。ここにおける地域連携とは地域の交流や協力事業を通じて様々な

地域の人々が関わりあえる活動と定義する。私たちの考える地域連携の必要性は、「まちづ

くり」の分野で高まっている。市民が参加する「まちづくり」によって、情報の共有が図ら

れる。  

地域連携に必要な資源として、場所や施設のような活動の拠点の必要性があげられる。そ

の拠点として、学校が有効であると考える。その中でも、大学に焦点を置く。大学に注目す

るメリットは小学校などではできなかった専門的知識の共有ができるということである。大

学の教授などによる専門教育は地域課題解決において有効である。そして学校は様々な機関

との媒介となり、学生はサークルなど自律的な活動を行うこともできる。  

しかし、現在の大学が行っている地域交流における欠点として、活動自体は多く行われて

いるが、制度上の不備によって、活動が盛んにならないという点があげられる。  

まちづくりには様々な意見を取り込むべきであり、参加している年代も偏るべきではな

い。大学は地域にあり、地域の人々にもより広く開放されるべきである。この点で、学校側

は地域に開放するという一方的な立場を取ってはならない。学校と地域は対等な関係である

必要がある。地域と学校の平等な立場という観点で知識の「共有」という言葉は非常に重要

である。  

先行研究として、『学校・家庭・地域の連携・協力における連携担当者の役割に関する考

察』、『大学と地域の連携に関する調査報告書』を参考にした。  

分析において、まず、大学の地域連携における重要性を検証していく。ここでは、明治学

院大学を例に、大学と地域とのつながりについて論じる。さらにアンケートとヒアリング調

査、新聞分類を実施し、地域から要請される連携の在り方と学校側が考える事業展開の方針

などの相違点を明らかにし、政策提言に反映させていく。ヒアリング調査では跡見学園女子

大学の芝原様と港区のまちづくり担当課長である齋藤様にヒアリング調査を行った。その中

で、問題点として学生が自律的に参加できる制度が確立されていないということがあげられ

た。行政の側からも学生の力に対する期待は高まっているのだ。 

以上のことも踏まえて、私たちは学生自身にも注目する。大学生は、より高度な学習の機

会が増えている。そのような経験から、より多くの自律的な活動の幅を広げることができ、

地域に貢献することが可能だろう。学校の職員から提示された機会でも有効な活動が展開で

きるが、学生が地域交流活動の企画の根本からかかわり、学生ならではの価値観が地域の活

動を活発にし、それが地域に貢献することにもつながるだろう。 

政策提言において第一に、私たちは地域の人々、学校、行政、学生、地域産業の五者によ

る委員会の設立を提案する。委員会の大きな役割は地域の課題、ニーズを図り、それらを解

決するための活動やイベントを実施することだ。委員会は年度単位で大きな目標設定を行

い、地域の課題解決の方法を検討していく。委員会は個々の活動状況に応じて柔軟な対応を

行う。第二に、学生団体の創設を提言する。この学生団体は、学生が主体的に活動できる体

制を設けるためのものであり、学生の力を引き出すために有効に機能する。さらに団体を行
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政に帰属させることで、責任の所在が明らかになり、かつ継続的な活動が可能となる。五者

委員会と連動して活動を行うことで、地域ネットワークの形成を図っていく。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

現在の日本社会では都市化、核家族化などの人間生活のスタイルが変容しており、人間関

係が希薄になってきている。その中で、お年寄りの孤独死、少子高齢化等の人間関係に関す

る問題が取り立たされることも増えてきた。この問題に対し、私たちは地域の結束を強くす

ることで改善できるのではないかと考えた。人間関係を結ぶことを嫌う人がいることも、ま

た事実であるが、そのような人々も含めて現代社会にはコミュニティ全体のまとまりが必要

だと考えている。 

一例として、明治学院大学においても、後に説明する「チャレンジコミュニティ大学」は、

港区在住の高齢者の方が新たな交友関係を作るためのきっかけとして開講されている。ここ

では、ただ単に話し相手を作るなどの、一時的な関係を築くのではなく、共通の目的に向か

って共に歩んでいけるような、長期に渡った強い結束感をもつ仲間作りを目的としている。 

そもそも、現在の社会は、地域のコミュニティが存在するとしても、それは隣人レベルの

範囲にとどまってはいないだろうか。また、限られた年代の中での交流しか成立していない

のではないだろうか。 

以上のような意識から、私たちは、性別や年代にとらわれない幅広い地域のネットワーク

を作り出したいと考え、その弱体化を解決する政策を論じていくことにした。 

 そしてこの政策を立案する上で、大学、そして私たち学生の力が有効に機能させることが

必要であると考えた。なぜなら大学は、地域のコミュニティ活動を円滑に動かすための、有

効な資源と施設が豊富である。このことは大学のみならず小学校などでの図書館開放などで

も説明できるだろう。そして学生は、その活動を自律的に行う力を有していると考えた。 

 以上の考えから、次の三つの仮説を導きだした。①地域連携の核として、大学の優位性が

高い。②学生の主体的な活動がある場合に、大学の地域連携が有効に機能する。③大学を地

域連携の媒介にすることで、より多くの年代の人や組織の人々を一つの地域ネットワークに

取り込むことができる。 

 仮説の検証として、まず学校の有効性、大学の有効性を明らかにした。さらに、既存の大

学の地域連携活動の実態を探り、地域連携活動に求められている成果と課題、今後の地域連

携活動のあるべき姿などを分析した。また、東京にキャンパスを置く大学にアンケート調査

を実施し、より具体的な課題を見出すがことできた。新聞記事の分類からは、学生の主体的

な活動という点に着目して、分析を行った。 

 仮説と分析に基づき、私たちは二つの政策提言を行うことにした。五者委員会の設置、学

生団体の創設である。五者委員会では、地域を構成する様々な分野の方を委員会の構成員と

して、参加していただく。学生団体は、キャンパスが置かれている地域に通学している学生

を集め、団体を創設する。 

 私たちは、政策提言を検証するため、明治学院大学をモデルケースとした。このモデルケ

ースに基づき、政策提言は、まず、港区と明治学院大学に行う。その上で生じた課題等を明

らかにし、他地域にも応用可能な形へと発展させる。 

 なぜ港区と明治学院大学という小範囲に限った提言にするのか。それは、地域のネットワ

ークというものは、となり近所に住む地域住民から派生して、発展していくものであると私

たちは考えているからである。 
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 地域における人間関係が希薄となっている今日、地域のネットワークを形成するために

は、きっかけが重要である。私たちの二つの政策提言が連動して機能することで、地域のネ

ットワークをより濃密で広範なものにすることができるだろう。 
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第第第第1111章章章章    地域ネットワークの定義と地域ネットワークの定義と地域ネットワークの定義と地域ネットワークの定義と

問題意識問題意識問題意識問題意識    

第第第第1111節節節節    定義定義定義定義    
まず、地域ネットワークと地域連携、その活動について定義する。私たちが考えている地

域ネットワークは地域連携を中心として多くの人を取り込むことのできるシステムである。

ここにおける地域連携とは地域の交流や協力事業を通じて様々な業種や地域の人々が関わ

りあえる活動と定義する。確かに地域連携や地域の交流が必要であるかという議論もある。

しかしここで私たちが考える地域連携の必要性とは、「まちづくり」の分野で高まっている

と考えられる。まちづくりは行政が主役となって問題解決を図っていくというイメージがあ

る。現在では行政側も市民のニーズを知るためにパブリックコメントを募集するなどの対応

を取っている。しかし地域の課題解決のためには主体となっている地域の人々の参加と協力

が不可欠となる。市民が参加するまちづくりによって情報の共有も図れる。 

この新しい地域ネットワークは大学が核となっている。このことにより高齢者や子供の交

流を中心とする地域ネットワークに加え、さまざまな年代の人々を組み込むネットワークを

構築する。そして大学生と地域の人々だけでなく、行政や産業分野の方々とも連携していく

ことで地域連携活動の更なる発展を目指している。 

 

第第第第2222節節節節    大学・学生の地域連携における有効性大学・学生の地域連携における有効性大学・学生の地域連携における有効性大学・学生の地域連携における有効性    
ここまでで私たちの地域連携の新たなネットワークとその活動についての定義を述べて

きたが、この地域ネットワークの構築において私たちは学校、とりわけ大学がその中心にな

りうると考えている。地域連携に必要な資源としては場所、施設のような活動の拠点が必要

である。その活動の拠点として地域に多く存在する学校が有効であると考える。まずは地域

連携における学校の優位性について考えていきたい。学校は通っている子供からその保護者

である大人、また高齢者まで幅広い世代の人々の交流が豊かである。学校という組織の中に

は学習、運動などさまざまな活動を行うに適した施設が整っており公開講座、地域交流のた

めのイベントといったものの開催も容易である。つまり学校は今の段階ですでに地域連携を

推進しうる人的、物的資源が豊富なのである。この点から学校はそのほかの組織以上に地域

ネットワークの拠点になりうると考えられる。 

ではそのなかでなぜ大学を中心に考えるのか。それは大学には先に挙げた学校の利点に加

えて、さらなる利点があるからである。まず大学はそれ以前の小学校・中学校・高等学校よ

りも高度でなおかつ専門的な知識を有している。この点から大学は地域連携、特に地域の課

題解決に関する活動において非常に有効であると考えられる。課題解決だけでなく地域交流
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の面でいえば、大学は人々の交流も盛んであり、さらに生徒の保護者や関係者ではない人も

多く訪れるため、そういった方々も地域ネットワークに取り込んでいけるだろう。 

例えば明治学院大学では、地域の高齢者向けの開講講座「チャレンジコミュニティ大学」

を港区と共同で実施している。ここでは地域の交流と、それ以上に地域コミュニティのリー

ダーを養成することを目的として、講義や見学、宿泊学習などさまざまな活動を行っている。

ここからも地域ネットワーク構築における大学の有効性が高いことがわかる。また大学で

は、人だけでなくさまざまな組織、機関との接触も多い。明治学院大学では、一般の企業の

ほか、さまざまな事業所との連携活動を計画、実施しており、大学はこういった機関の間に

立つ媒介ともなりうると考えられる。 

さらに大学は行政などの組織と違い、その大学が建っている地域ではない地域とも密な連

携体制を築くことも十分に可能である。例えば明治学院大学はキャンパスがある港区や横浜

市はもちろん、長野県の小諸市などとも連携体制を築きさまざまな活動を展開している。小

諸市は本学卒業生である島崎藤村の縁の地であることから 2006 年 8 月に明治学院大学と

「協働連携に関する基本協定」を締結し、さまざまな地域連携活動を推進してきた。その内

容は市の行政関連委員などへの支援、「明治学院小諸大学」と呼ばれる講義の実施、ゼミの

フィールド学習の場の提供といったものから、明治学院大学、小諸市が実施しているイベン

ト（学園祭など）への相互参加や課外活動における交流、小諸市内の宿泊施設との提携によ

り明治学院大学関係者はサービス料金で利用できるようにするなど、地域、大学ともに多彩

な分野において大小さまざまな連携活動を行っている。小諸市以外では島崎藤村生誕の地で

ある中津川市とも連携活動を始めており、それ以外には、明治学院大学のある港区の隣であ

る、品川区より地域連携に関するオファーがあり 2011 年度からの活動実施に向けて計画を

進めている。こういったことから、大学による地域ネットワークは一定の狭い範囲にとどま

らず、より広い地域で築くこともできる。以上のことから学校の中でも、大学が地域課題の

解決と地域コミュニティの活性化双方において高い成果を期待できる。さらにひとつの地域

にとらわれずにより多様で濃密、広域にわたる地域ネットワークを構築することが可能であ

るという点で、地域ネットワークの拠点として最もふさわしいものであるということが考え

られる。 

そして大学では、大学そのもののみならず、そこに在籍する学生にも着目したい。これま

での地域連携において学生は、それほど重要な存在とは見られなかった。私たちは、これか

らの地域連携をより発展させていくためには学生の力が必要であると考える。ここからは学

生に焦点を当てて地域連携、地域ネットワークについて考えてみたい。大学の教職員だけで

なく学生も参加することで、より多彩な活動を行えるだろうということ、特に学生は一般的

な考え方だけでなく、別の視点から考えることで、新しい意見を出せるとも考えられる。 

学生本人にとっても地域連携、地域コミュニティに参加することは、実践的な活動を行う

機会が得られるということのほかに、多様な人、集団に接する事が出来るなど、学業におい

ても、また将来の進路を考える上でもさまざまなメリットが存在する。学生の参加によって、

それまでとは違う価値観を組み込むことに更なる活動を展開することになる。またそれまで

地域と隔絶していた学生をもネットワークの一員に組み込むことによって、ネットワークの

拡充も図れるだろう。またこういった地域連携が各大学に広がれば、大学間、学生間の交流

によってさらに大きなネットワークに拡大することもできるだろう。ここで学生は大学に四

年間しか在籍しない、学部によってはそれよりもさらに短い期間しかその地域に関与するこ

とができないという側面もある。しかし、学生であるからこそ先輩から後輩との縦のつなが

りがある。つまり平均で四年間しか在籍しない学生個人でも、学生全体での活動が継続する

のならば地域から学生が地域貢献活動を継続して活動しているという評価を得られるだろ

う。そして個人の学生が卒業してからも地元や居住する地域に関する活動へも参加するよう

になり、学生時代の活動がその後の地域課題の解決へ役立つという効果も期待できる。 
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 私たちは大学と学生を中心とした地域ネットワークの形成を考えているが、ここでまた重

要なことはすべての活動主体が対等な関係にあるということである。特に学校側は地域に施

設を開放するという一方的な立場を取ってはならない。学校と地域は対等な関係であるべき

である。学校が上の立場でも、もしくは地域の人々が学校側に超然的な態度をとっていても

協力を得られないだろう。明治学院大学の白金校舎は地域とともに発展してきた歴史がある

が、横浜校舎は新設であり、地域の中で浮いている状態である。横浜校舎のような状況であ

るならば継続的で密接な連携活動などできないだろう。大学が関わっていくことでより多く

の知識の共有を果たせることは先に説明したが、地域と学校の平等な立場という観点で知識

の「共有」という言葉は非常に重要である。私たちの現在までの研究でも共有という言葉で

はなく、提供という言葉を用いることが多くあった。しかし、対等な関係という性質の上で

は「共有」という言葉がふさわしいと考えている。 

 

第第第第3333節節節節    現在の地域連携の現在の地域連携の現在の地域連携の現在の地域連携の課題課題課題課題    
ここまでは私たちの考える地域ネットワーク、地域連携について考えてきた。ではそれに

比べて実際にはどうなっているかというと、多くの点でまだうまく機能していないと言え

る。私たちの考える地域連携においては、活動の計画や実施が継続的に行われることが理想

的だ。地域にとっては課題の解決などにおいて専門知識をもつ大学との連携は極めて大きな

メリットをもっている。しかし大学側にとって地域との連携を行うメリットというのはそれ

ほど明確になっていないのではないだろうか。また活動の計画などについて話し合うには、

そのための窓口が必要だがそれを備えていない地域、大学も多い。特に地域連携に関する専

用の窓口は連携活動の継続的実施においても、常時連絡を取り合える場所としてきわめて重

要である。話し合うための組織においても、現在は産・官・学の三者によるものが主流だが、

これではまだ地域のニーズを全て表出できてはいないと私たちは考えている。 

学生の地域連携参加に関しては、連携への参加そのものは存在するものの、多くの地域連

携はあくまで大学や行政といった、一部の主体だけで企画したものに学生が参加するにとど

まり、地域連携活動の計画に関して学生がタッチした例はあまりないと考える。私たちの政

策提言は以上のような現在の地域連携の状況を変え、より多くの人々を包括しうる連携活

動、地域ネットワークを実現しうる体制、制度を提案していくものである。 

ここからは具体的な分析に入る前に私たちの論文の先行研究を紹介する。 
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第第第第2222章章章章    先行研究及び先行研究及び先行研究及び先行研究及び                            

本稿の位置づけ本稿の位置づけ本稿の位置づけ本稿の位置づけ    

『学校・家庭・地域の連携・協力における連携担当者の役割に関する考察』を参考  

1970年代以降、教育の課題として学校・家庭・地域の間での連携・協力を進めていくこと

が国の審議会の答申などで取り上げられ、学社連携や学社融合、学校と地域のネットワーク

の形成といわれる活動が行われてきた。しかしこれらの取り組みは成功してこなかった。  

その理由として  

1）取り組みの目的が曖昧であったこと  

2）連携・協力を進める方法についての検討が十分でなかったこと  

3）既存の組織・集団の役割などの枠組みの問題  

などが挙げられた。ここから著者は行政による推進担当者の配置という方法を検討した。こ

のコーディネーターは行政の事業の一環として養成され、様々な種類の課題にそれぞれ対応

した担当者が考えられている。  

具体的な担当者の配置は  

A.市町村・教育事務所への推進担当者の配置  

B.学校への推進担当者の配置  

C.地域施設への推進担当者の配置   

である。推進担当者の重要性は、地域の中に様々な教育機関や組織・集団が存在する中で、

異なる組織・集団に所属する人同士を結び付けるような「媒介中心」の役割をになう人々と

して評価されている。  

さらにこの方法の意義は関係を変化させることにとどまらず、人間関係を形成することを

目的にしている。一元的な価値観を共有する組織に属する成員間の「信頼」と、異なる組織

間の成員が結ぶ「信頼」は異なるものであり、後者の「信頼」をどう調達するか、というこ

とが今後の課題と言える。  

本稿では国会審議や法的なものには触れずに、国政というよりも地域行政に政策提言を行

えるような形をとる。この様な地域連携の推進担当者、連携コーディネーターの構想は私た

ちの論文制作の上でも非常に参考になるものと考えられる。この先行研究では行政がコーデ

ィネーターを派遣するという一種のトップダウンに近い考え方である。行政によってコーデ

ィネーターを養成していく事業があり、そこで認定している。私たちはそれよりも行政、学

校、地域の人々、さらに学生も対等な立場で関わるような関係づくりを目指している。学校

が重要と考えられるのは地域連携についての資源・施設が豊富であるという意味が大きい。

また、このコーディネーターは主に小学校などの初等教育機関に配置されることが想定され、

主な業務内容はいじめ・不登校などの対策と、教育問題に重視する点も見られる。私たちの

考えでは大学を拠点とすることを考えると教育問題の解決は視野に入れてはいない。  
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第第第第3333章章章章    新聞記事による分析新聞記事による分析新聞記事による分析新聞記事による分析    

先ほど述べた仮説を実証するに当たり、私たちは二つの視点から分析を行うことにした。

まず一つ目が、ここ約一年間で大学と地域、中でも学生を活動のメンバーとして加えた地域

活動を新聞記事から取り上げて課題や成果などの分析を行うという方法である。そして二つ

目が、私たちが独自に行ったアンケート調査やヒアリング調査などから課題や成果の分析を

行うという方法である。この章では前者の新聞記事による分析を行いたい。 

この二つの視点から分析を行う上で、私たちは以下の三点を検証することで仮説を実証す

ることが可能であると考えた。まず一つ目として学生が核となって活動できる場が存在する

こと。二つ目として活動が継続的に行えるということ。そして三つ目として、点としての活

動が面としての幅を持った活動になることである。この三点に着目をしながら第 3 章、第 4

章で分析を行っていきたい。 

第第第第1111節節節節    新聞記事による分析～活動のきっかけに新聞記事による分析～活動のきっかけに新聞記事による分析～活動のきっかけに新聞記事による分析～活動のきっかけに

関する類型～関する類型～関する類型～関する類型～    
表 1 を見ていただきたい。これは 2009 年に大学と地域が関わり合いながら地域活動を行

った事例の中で、学生がその取り組みに参加しているという事例を朝日新聞、読売新聞の二

紙からまとめたものである。新聞記事から大学が行う地域活動の実態を探ろうとしたが、そ

の取り組みに学生が介入する事例は非常に少なかった。その中でも分析では学生が関わる活

動は概ね類型化することができた。その類型化の手段として、活動のきっかけに関する類型

化（以下 ABC と分類）、活動の内容に関する類型化(以下 DEF と分類)という二種類の類型

化を行った。前者の類型を行うことで、先ほど述べた仮説の実証手順一点目の「学生の活動

の場」の重要性を説明し、また後者の類型を行うことで手順二点目の「継続性」を内容の見

地から説明できると考える。ここで注意していただきたい点として、私たちが考える継続性

の程度について先に説明したい。私たちは、一日限りのイベントのような単発的な活動では

なく、毎年恒例の行事になることなどを重要視する。頻度にこだわるわけではなく、単発の

活動が新たな活動に派生していくことも継続的であると捉える見方をする。その点に注意し

ていただきながら、読み進めてほしい。 

第 1 節では前者の類型化について見ていく。学生が関わる活動をきっかけに着目して分

類すると以下の三類型に分類が可能である。学生が自らの意思で地域活動を呼びかけ活動を

行うパターン（A パターン）、大学（教員）の呼びかけにより授業やサークル活動の一環と

して活動を行うパターン（B パターン）、そして授業とは直接関係はないが、大学（教員）

や行政、地域住民などからの要望に学生が応える形で行われるパターン（C パターン）であ

る。 

今一点目として挙げたＡパターンは、一人の意欲的な学生が存在すれば可能となるが、そ

の学生が大学を卒業すると同時にその活動は途絶えるなど、継続的な活動にはなりにくい。

この場合は問題提起を行った学生に、どれだけ賛同し多くの人がその活動に参加するのかと
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いう点が問題になってくると考えられる。学生の主体性は他の類型と比較すると非常に高

く、より自主的かつ意欲的な活動が見込めることが予測される。 

表 1 を見ていただきたい。この表では、呼びかけの主体が学生であるものは一つしか存

在しない。1 番目の事例である。これは群馬県内の大学 10 校に通う外国人留学生約 100 名

が自ら立ち上げたサークル組織に関する記事である。サークル組織として学生が立ち上げる

事例自体はこのように存在するが、地域との密接な繋がりを求めて活動を始めることは意外

と難しくあまり行われていないのが現状である。この事例のように 10 校という大学が関わ

りあうことで、活動の幅が広がりを持つと考えられるため、この活動は今後更に広まってい

くのではないかと期待できる。ここで再び表を見ていただきたい。残念なことに、学生自ら

の意思で地域活動を呼びかける事例はこちらしか私たちは見つけることが出来なかった。つ

まりきっかけに関する類型の A パターンに当てはまる活動を行う事例は、ここ一年間では

他に存在しない、または仮に存在したとしてもその活動があまり認知されていないというの

が現状であることがこの表からも明らかになったといえる。 

次に二点目の B パターンの活動は、学生が地域活動を行う上で非常に一般的かつ現実的

な方法である。先ほど挙げた表 1 からもわかるように、大学や教員から問題意識を投げか

けられたことにより、学生が立ち上がり活動を行ったというものである。ここから学生は自

ら全過程を考えるのではなく、企画内容などを段階的に提供されることにより、自らの力を

最大限に発揮することができることがわかる。実際にサークル活動等からも、学生は自主的

に活動の企画運営を行う力を有していることがわかり、B パターンと共通しているとも考え

られる。またこの事例は山口大学の事例を抜いて全て学生が主体的に活動を行っていること

も表から明らかになっている。山口大学の場合は、大学ではなく地域住民からの強い要望に

より活動が始まったため、活動の主体が地域住民になることは仕方のないことであろう。こ

のように学生が主体となることで、日々の学習がより実践的なものになり得るし、企画運営

などの全プロセスに関わることで、より地域住民と濃密な関係を築くことが出来るであろ

う。 

ここで先ほど述べた仮説の手順を表 1 の事例から検証したい。大学という施設としての

資源は、表 1 の 25 番である立命館大学の事例からも証明できる。この取り組みは類型化が

行いにくいため、あくまでも大学の施設の有効性の観点から考えたい。この取り組みは立命

館大学経営学部によるプロジェクト団体「丹後村おこし開発チーム」と呼ばれる学生団体が、

常日頃行っている地域貢献活動について、他大学で同様な試みを行うもの 10 団体を集め、

サミットを行うというものである。その会場として主催者側である立命館大学の敷地を利用

しており、大学を取り組んだ活動にすることで豊富な資源をフルに活用することができるよ

うになる。このように大学の広大な敷地は地域活動を行う上で有効な資源であるといえる。 

次に表 1 の 10 番目にある白梅学園大学・短期大学の取り組みを紹介したい。この事例は

保育を専攻する学生を中心に、地元の子どもたちの発達のお手伝いを行うというものであ

る。学生にとっては将来の勉強にもなり、この取り組みへの登録人数は 2009 年 7 月現在で

7000 人を超えるほどになっている。このように学科を挙げての活動かつ大学が行政と連携

し合い子育てを行う母親たちを活動に呼び込むことにより、非常に大きな活動へと発展した

のである。このようにサークル活動や授業の一環としての活動であれば、担当教員や大学の

卒業生などから適切な助言を得ることができるため、学生にとっては活動がしやすい体制で

あろう。学生が活動を行うためには、同じ志を有する人と協力し合い、また同じような問題

意識を持つ組織と連携を行うことで、活動に幅が生まれると考えられる。 

三点目の C パターンの活動は、大学の取り組みに学生が応えるというものである。これ

は大学と他の媒介組織が協定を結ぶことにより、その協定内での取り組みに学生が組み込ま

れるというパターンである。そのため学生が企画運営を行うというよりは、決められた枠の

中で地域活動を行うことが多く、三類型の中では最も学生の主体性は低い。 
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表 1 の中から 15 番目に当たる秋田大学の事例を紹介したい。これは大学と横手市役所が

協定を結び、分校を使い、地域との交流を図りながら市民や地域産業などの課題やニーズを

聞き、対処をしていくというものである。分校には非常勤職員一人が常駐し、大学と行政と

の連絡窓口の役割をも担うという。この取り組みに学生も参加し、課題解決に向け知恵を絞

っているという。今見たように、協定下での学生の取り組みは限られた枠の中での活動とな

ってしまうが、大学と専門の媒介組織が協定を結ぶことで、各々の事業の継続性は高くなく

とも、長期的に何かしらの活動が行われるため、継続性は最も高いといえる。特に協定は一

教員ではなく、大学と行政のように組織間で結ばれている。そのため学生が主体的に行う活

動よりも規模の大きい活動が期待される。 

以上、学生が参加する活動のきっかけは、学生自らの発案ではなく、課題などを提供され

ることによって地域活動により積極的に参加することができることが実証されたといえる。

そのことから学生を機能させるためには「学生の活躍の場」を広げるために行政や地域産業、

地域住民などの声をよりキャッチできる仕組みを設けることが重要であることがわかる。そ

の機会を大学で提供することにより、学生はより有効的に機能することが実証できたといえ

る。 

 

第第第第2222節節節節    新聞記事による分析～活動の内容に関す新聞記事による分析～活動の内容に関す新聞記事による分析～活動の内容に関す新聞記事による分析～活動の内容に関す

る類型～る類型～る類型～る類型～    
今度は活動の内容に関して分類を行っていきたい。これも主に三類型に分類が可能であ

る。交流を目的とした活動パターン（D パターン）、地域密着型の商品開発を行い、PR 活

動を行う活動パターン（E パターン）、そして地域課題解決に向けて大学（学生）側が知識

やノウハウ、人材を提供する活動パターン（F パターン）である。この三類型を分析するこ

とで、どのような内容の活動の際に、継続的に行われるのかを検証する。 

まず一点目の D パターンの活動を見てみたい。近年、地域間交流の希薄化が叫ばれてい

るため、このような活動が行われることも理解できるであろう。表 1 の 2 番目である大阪

大学の事例はこれに当てはまる。大学内に地域住民と交流を図れる場を設置することに重点

を置いたものだ。交流というものは人と人との関わりの面において、非常に重要なことであ

る。このように地域間交流が行われる体制を整備することは地域の発展のためにも重要であ

ると考えられる。しかしこの事例の場合、年に数回交流の機会を設けるとしているが、常時

交流が図れることが理想であっても現実的に不可能である。そのため、このように交流を目

的とした活動はイベントなどでの交流に限られることが多く、継続的であるかというとその

度合いは低いと考えられる。つまり、単なる交流を目的とした活動ではなく、その先に派生

していく交流を行える体制を整備することが理想であろう。 

次に二点目の E パターンの活動を見てみる。近年この種の活動は盛んに行われており、

特に地方の特産物に着目した活動が多い。この場合、安心安全な食品を求め、学生が農家を

直接訪れて契約を行うことも頻繁に行われており、学生と地域の活動が濃密に行われる可能

性を有していると考えられる。しかしこの事例も年に数回イベント時の販売など限られた期

間での活動になっていることがわかる。 

このように食品の開発が多い中、表 1 の 19 番目にある成安造形大学では、大学と提携を

結んだ滋賀県が主導になって地元の企業と連携をし、企業のロゴを学生が考案したりするな

ど PR を行う事物は非常に幅が広いことがわかる。しかし一般的な商品開発は、この表から

見てわかる通り、食品に関することである。例として星陵女子短期大学を見てみたい。これ

は、コンビニエンスストアと提携を結び、地元の特産物を使用したお弁当を作るという取り
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組みである。食材を自らの足で探すため地域住民との交流は図れるものの、強い連携体制（協

定）がなければ継続性は実証されにくいといえる。 

そして三点目の F パターンの活動を見てみる。第 2 章において大学を地域活動の拠点と

する優位性の際にも説明したが、大学は他の組織とは異なり、豊富な知識を有している。こ

の機能は今までにも地域住民などから求められており、近年商店街の再興など多くの場面で

行われている活動である。 

ここでは表 1 の 24 番目に当たる同志社大学の事例を見てみたい。これは大阪府にあるキ

ララ商店街（2008 年秋に新田辺東商店街から改名）の店主らが商店街再興を目指し、取り

組み始めた活動に学生も加わり、大学内に設置された「同志社学生ハウス」を拠点に活動を

行うというものである。大学と地域が密接に関われるため、イベントなどでは学生が積極的

に活動を行うことができ、活気がなくなりつつある商店街に若さと明るさが投入されること

になる。また両者が協力する体制が整備されたため、イベントなどの年に数回の活動を越え

て常時連携しあえる活動になっている点が非常に有効的であると考えられる。ここから活動

をより継続的に行うためには、地域からの問題提供に学生が応えられる仕組みがあること

が、活動の継続性につながると考えた。このように地域から課題を提供される問題解決型の

事例は、協定が結ばれている事例が多くない中で 13 事例中 11 の取り組みが継続的に行わ

れており、継続性が他の取り組みに比べると高いことが言える。 

 

以上のことから継続性が増す地域活動の内容は、地域の課題を共に考える問題解決型かつ単

なる連携を越えた強い連携が重要であることがわかる。しかし、大学と他の組織との協定で

あると、学生は限られた枠内での活動を余儀なくされてしまう。そのため学生の活動を阻害

しないよう配慮された連携が重要であると考えられる。そして強い連携体制が整えられるこ

とによって、活動はより継続的に行われることが実証できたといえる。 

第 1 節、第 2 節を踏まえまとめると、学生が上手く機能するために①学生が活動しやす

いような、様々な組織からの情報をキャッチできる仕組みを設けること②学生側と行政や地

域産業、地域住民などとの強い連携が結ばれていることが重要であることがわかる。そこか

ら私たちが仮説を実証する手順の三点目として掲げた「点ではなく面としての活動」の重要

性が見出せるであろう。これらの分析を踏まえ、私たちは地域などから学生に問題提供を行

える体制作りを行うこと、そして学生の活動を大学が支えられるような体制作りが重要であ

ることを導いた。 

以上を踏まえて第 4 章での分析に移りたい。 
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表 1 
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第第第第4444章章章章    アンケートによる分析アンケートによる分析アンケートによる分析アンケートによる分析    

ここからはいくつかのアンケートを基に分析を行っていく。まずは参考資料として日経グ

ローカル 2008 年 10 月 20 日版の特集記事に組まれていたアンケートを分析していく。これ

は『全国大学の地域貢献度ランキング 公立大が台頭、ベスト 100 に 21 校』という記事の

資料として記載されていたものであり、全国の大学の地域連携活動や国際貢献度まで広範に

調査したものである。続いて分析するのは私たちが独自に作成した「大学における地域連携

の取り組みに関するアンケート調査」である。調査対象は、東京都内にキャンパスを置く大

学のうち、無作為抽出によって 100 校を抽出した。内容は大学と地元地域との連携を目的

とした活動を展開の有無から地域との連携を専門に行う担当部署の有無、2008 年度に行っ

た活動全体を通じての課題を明らかにするものである。送付した 100 校のうち、有効回答

として返答があったのは 37 校である。この章では主に日経グローカルと私たちのアンケー

トの個別の分析のほかに全国調査を行った回答と私たちオリジナルの調査からの対比も行

っていく。 

第第第第1111節節節節    日経グローカルによる分析日経グローカルによる分析日経グローカルによる分析日経グローカルによる分析    
それではまず日経グローカルの調査から私たちの研究に関連する 3 つの設問をグラフと

して提示する。 
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設置する予定なし

09年度以降設置予定

08年度設置予定

設置している

地域貢献を担当する部署の地域貢献を担当する部署の地域貢献を担当する部署の地域貢献を担当する部署の

設置状況（グラフ設置状況（グラフ設置状況（グラフ設置状況（グラフ1））））
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グラフ 1 からは地域連携活動に対する姿勢が全国的にも高まってきているという期待が

できるような予測が立てられる。しかしその他という質問項目からは総務課など既存の学校

運営を広範に扱うような部署が片手間でこなしているということも考えられる。事実とし

て、私たちがオリジナルのアンケート調査を行う時に宛先として用いたのは総務課である。

これは各大学で担当部署の名称が違っており、大学へ届けるという確実性を考慮した上での

ことでもあるが、大学を事前にホームページで調べさせていただいた時には担当部署が見つ

からないケースが多くあったからだ。もし地域貢献に関する部署を設立せずに他の部署が貢

献活動を行っているのだとしたら、本当にそれは効果のある活動なのだろうか。まちづくり

という分野では地域に関する情報や歴史などの蓄積やノウハウなどが必要となるだろう。本

当に地域貢献活動を行うという意思があるのならば専門の担当部署を設置してそれを有効

に機能することから考えなければならない。 

また、グラフ 3 の結果からは地域連携、地域貢献に対する積極性は全く見られない。連

携活動を持続的に発展させるには人材の交流は不可欠である。地域交流というのは組織同士

の交流に主眼を置くものではなく、人と人との関わりが重要である。その交流のきっかけと
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政策提言（政策提言（政策提言（政策提言（グラフグラフグラフグラフ2））））
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人事交流（グラフ人事交流（グラフ人事交流（グラフ人事交流（グラフ3））））
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なる大学が人事交流を積極的に行っていかなければ活動全体も活発とならないだろう。グラ

フ 1 からは地域貢献を担当する部署の設置状況はほぼ 50%近くの大学で「設置している」

とされているが、この人事交流の点からは担当部署は全く機能していないのではないだろう

か。担当部署といっても学校内での役割分担を明確にしただけで対外的には学校内の施設開

放の担当など小さな役割しか果たしていないと考えられる。担当部署が設置されてもその部

署だけが地域に開かれているのではなく、学校全体が開かれていなければならない。この意

味ではやはり人材の交流は非常に重要で、学校全体という「面」での活動に発展させるため

にも担当部署という「点」がもっと地域と交流していくべきである。 

 学校の役割という点ではグラフ 2 の地域の課題を解決するための政策提言もまだまだ少

ないといえる。大学は地域の中にあり、まちづくりとは切り離せないものである。大学には

さまざまな分野を研究する教員やそれに劣らないほどの活動を展開する学生が存在する。こ

の人材が周辺地域の課題を研究し、解決策を提案するのは双方の交流には非常に適している

と考えられる。明治学院大学法学部政治学科の教員の中にも地方政府に関する研究をしてい

る教員がおり、白金校舎周辺の地域課題に関する研究を港区と協働で行っていた。この事例

も教員が個人で地域と繋がっていたのでは私たちの考える地域連携とは遠いものであるが、

このようにして誰かが地域課題に関して積極的に関わっていくことで学校全体が地域課題

解決に関わることができるとも考えられる。 

 

 

第第第第2222節節節節    オリジナルのアンケートによるオリジナルのアンケートによるオリジナルのアンケートによるオリジナルのアンケートによる分析分析分析分析    
続いて私たち独自のアンケート調査結果の注目すべき点を分析していく。 
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や活動の”きっかけ”はどれに当たりますか。（グラフや活動の”きっかけ”はどれに当たりますか。（グラフや活動の”きっかけ”はどれに当たりますか。（グラフや活動の”きっかけ”はどれに当たりますか。（グラフ7））））
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グラフ4からは東京都内の各大学では地域との連携の重要性に対する意識は高まってき

ているように感じる。しかし、グラフ5に見られるように専門部署の設置という、より積極

的な姿勢となると、大学間でかなり差が出ているようだ。日経グローカルの分析でも述べた

が、もし専門外の部署が担当しているのなら、その連携活動は本当に意味があるものなのだ

ろうか。東京都内の大学は地理的に町並みから浮いてしまう可能性がある。学校そのものを

地域に浸透させるためにも、そしてその地域により深く関わっていくために地域と行政の二

つの意味で専門の担当部署を設置するべきだろう。 

グラフ6は複数回答であるので資金を問題に挙げる大学は全体としてみると少ない。大学

内の予算のほかにも地域の連携先の団体の予算などがあると予想され、地域連携活動そのも

のに資金面での不安はない。むしろ資金に余裕が生じている場合はさらに連携活動を広げる

ことも可能ではないだろうか。一方で成果や評価といった問題は半数近くの学校が判断に困

っている状態だ。これは学校そのものの判断というより、連携している地域や行政も同じよ

うな疑念を抱いている可能性がある。つまり、成果を目に見えるようにする「活動の目的」

が参加する各主体で共通する認識が持てていないのではないだろうか。 

グラフ7は連携先を地域と行政を別々にとらえると、行政からの紹介は少ないということ

が分かる。つまり、明治学院には地域連携推進室があり、港区との連携が活発だが、地元の

行政と繋がりのあること自体が珍しい。さらに学生からの提案という回答は全く出てこなか

った。これは大学独自の活動に学生が関わりにくいという結果になり、次の質問事項にも出

てくる学生の主体性に大きく影響してくると考えられる。 

グラフ8を見ると活動の主体が、主には教員であり、学生はその一部にしか関われないと

いうことが分かる。また、専門の担当部署が主体になるというケースが少ないことも問題で

ある。これはその部署が適切に機能していないということであり、機能することで活動がさ

らに活発化することも考えられる。 
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
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1,4

4．その他

3．地域との連携を専門に行う担当部署

2．学生や学生団体

1．教員

また、その活動について、誰が主体となって行いましたか？（グラフまた、その活動について、誰が主体となって行いましたか？（グラフまた、その活動について、誰が主体となって行いましたか？（グラフまた、その活動について、誰が主体となって行いましたか？（グラフ8））））
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私たちのアンケートからも大学の地域への関心、連携活動の重要性に対する認識は高まっ

てきていると考えられる。しかし、現状は意思が先行しているよりは言っているだけで必要

とされる措置は何もなされていないのではないだろうか。専門部署を設置している大学でも

学生の主体性に関する項目にチェックが必ず入っているという状態ではない。まだ大学事業

を一部の機関が独立して行うという縦割りのような仕事のようにも感じる。このように点で

の活動ではなく、面のように活動主体をもっと流動的にする必要がある。そのためにも専門

部署が制度化され、さらにその部署が対外的だけでなく学生などに対する対内的な窓口もオ

ープンにすべきだろう。 

二つのアンケート結果を比較すると、第3章からの分析にもあったが、地域連携活動のた

めに組織とした枠組みの中で学生を機能させることが重要であるといえる。組織の枠組みに

しても、活動一つの主体性にしても学生は教員の勢いに負けているという現状が見て取れ

る。一方で学生が全く活動に関わっていないという現状でもない。学生は現在に主体となっ

ている教員などから活動の機会が与えられたら大きな力を発揮している。このことは第3章

でも述べている。人事交流にしても学生という立場からの地域へのインターンシップやフィ

ールドワーク活動として学生は現在も機会を与えられており、それらは積極性を求められる

活動であるので学生は活発に活動している。学生が与えられた条件下で活動できるのなら

ば、その活動計画も自分たちで考えていたらより活発な活動にできるのではないだろうか。

私たちの学科では一年次に学生が主催する学内向けの政治討論会が毎年企画されている。ま

た、論文執筆者である海老坪は財団法人と明治学院大学と共催で港区長選挙公開討論会や、

大学生と高校生向けの市民討議会を企画している。これらは地域から参加していただいた方

や学生からも楽しんでいただいたという結果であった。この事例そのものは単発であるが、

財団法人と港区との連携という側面では継続しているのではないだろうか。課題解決しただ

けではなく、そこから更なる活動に発展することになれば、活動の頻度にこだわる必要もな

いのではないだろうか。 

学生の参加に関する分析を述べたが参加するに至るまでにやはり学校側に対外的にも対

内的にも開かれた地域連携の専門部署が必要である。先述の明治学院内での活動でも地域連

携推進室という部署の協力のもとで行われていた。本来はこの地域連携推進室も学生に向け

られて設置されたものではなく、港区や様々な対外組織に向けられているものである。しか

しその部署も今後もっと学生に向けられれば連携活動がもっと多様なものになり、活動も活

発化すると考えられる。 
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※オリジナルアンケートの質問表を抜粋 
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第第第第3333節節節節    跡見学園女子大学ヒアリング調査跡見学園女子大学ヒアリング調査跡見学園女子大学ヒアリング調査跡見学園女子大学ヒアリング調査    
 以上の私たちのオリジナルのアンケートから、地域連携活動に積極的である大学にヒアリ

ング調査を行った。内容は跡見学園女子大学マネジメント学部の芝原様に 2008 年度に行わ

れた活動「文京区さくらタウンズ」について聞いたものである。この活動はゼミ単位で参加

し、学生は 1 年生から 3 年生で構成される。区や商店街の連合会の方で、実行委員会を結

成、活動の方針を決め、それに対し、学生はアイデアを出すことで参加するという仕組みだ。

活動の問題点はコンセプトの共有が難しいということである。プロジェクトの目指すべきも

のが一本化されないことや、地域単位での参加となり一本化するのに温度差がある、という

問題が挙げられる。またこの課題の全体を調整するための負担を学生が負っているという状

態だ。 

 学生に関する課題はこの活動自体が学生による発案ではないということだ。また、モチベ

ーションの不安定さとして参加する学生の代によって、モチベーションが異なる。モチベー

ションの高い学生が集まった時とそうでない時と、温度差や、ばらつきがあるということだ。

そして地域は、学習の場を提供しているのではなく、結果を求めているので継続性、母体を

しっかりしていくことが課題として挙げられる。 

 学生には教室で学ぶ理論を、プロジェクトに参加し、実践することができる、理論と実践

の循環というインセンティブが生じている。学生が参加するインセンティブが明確である以

上、地域が学生を受け入れることに対するインセンティブも明確にすべきだろう。このこと

も踏まえての地域は結果を求めているということは当然のことであり、これらを両立するこ

とが継続的に活動を続けられる要因になるだろう。 

 

第第第第4444節節節節    港区高輪地区総合支所まちづくり担当課港区高輪地区総合支所まちづくり担当課港区高輪地区総合支所まちづくり担当課港区高輪地区総合支所まちづくり担当課

長へのヒアリング長へのヒアリング長へのヒアリング長へのヒアリング    
今回の論文制作にあたり、港区高輪地区総合支所まちづくり担当課長の齋藤博様に港区と

明治学院大学の地域連携活動の現状についてヒアリング調査を行った。質問項目は 

・まちづくりに関する地域の人々のニーズはどのようにして図っているのか？また、パブリ

ックコメントのような従来の方法のほかに港区で独自にとっている方法はあるか。 

・現在の港区のまちづくりにはどのくらいの規模の予算が充てられているのか。また、その

予算の増減はどのような推移を辿ってきていたのか。 

・行政以外の機関との連携は必要とされているのか。もしも必要とされているのならばその

連携先は？ 

・まちづくりに関する委員会のようなものが存在する場合、地域の人がその委員会に積極的

に入れるような制度は確立されているか。 

・港区のまちづくりに大学生が関わりを持ちたいという要望が今までに寄せられたことがあ

るか。 

・現在のまちづくりで課題として大きく挙げられているものは何か。 

という内容となっている。先にも少し述べたが、明治学院大学と港区はチャレンジコミュニ

ティ大学という主に60代の方を対象とした学習事業を共催している。港区は高齢者世代と
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子育て世代を含むネットワークを形成する上で、ネットワークそのものと活動が持続的でな

ければ今後の発展は見込めないということから、60代以上の高齢者の方が、近い未来社会

復帰する子育て世代よりも持続的に地域に関われると考えた。そこで高齢者をターゲットに

地域の課題解決ができる住民の育成を行えるチャレンジコミュニティ大学を作った。また港

区は「みなとタウンフォーラム」というものを平成21年度から実施しており、行政の課題

を分科会ごとにわけ、チャレンジコミュニティ大学卒業生等の地域住民から解決手段の提言

を行ってもらう場を設けた。これにより住民参加型のまちづくりが活発に行われ、学んだ知

識を活かす場が提供されているのである。 

 地域ネットワークの形成は、現在港区が抱える課題の中でも大きな割合を占めている。そ

の理由としては行政と連携先との密な情報の共有が難しいということがあげられる。これは

個人情報保護の関係から困難ということだ。例としては医療機関の問題があるようだ。この

ようにネットワーク形成で最も重要視されることは、情報の共有が図られるということであ

る。 
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第第第第5555章章章章    政策提言政策提言政策提言政策提言    

第3章から第4章までの仮説と分析に基づき、私たちは「学生の力」をもっと有効に利用

することで、地域の活動が活発的になるのではないかと考えた。確かに、地域連携を目的と

した活動は数多く行われている。しかし、第2章でも掲げたとおり、大学ともう一つの組織

に限った連携であると、学生は限られた枠内での活動を余儀なくされてしまう。大学という、

大きな組織を利用するだけでなく、自律的に活動できる学生も利用する。分析からも明らか

であるが、学生は、地域の要請に応えられるだけの力を備えているのである。 

地域ネットワークの形成過程において、大学を利用し、学生が主体的に活動する。そして、

一番重要なこととしては、地域の人々、学校、行政、学生、地域産業という地域を構成する

一つ一つの主体が、ともに地域課題について解決策を検討できる機会を設置することではな

いだろうか。よって、私たちは、以下の二つの政策を提言する。 

第第第第1111節節節節    第一の政策提言～五者委員会の設置～第一の政策提言～五者委員会の設置～第一の政策提言～五者委員会の設置～第一の政策提言～五者委員会の設置～    
この委員会は前述した通り、学生、大学、行政、地域住民、産業の五者で構成する。委員

会の所在は、大学に置き、定期的な会議等を開催できる体制づくりを行う。 

委員会の構成員については、大学からは、既存の地域連携の担当部署の職員を、その組織

がない場合は、新規創設していていただき、そこから職員を構成員とする。第4章でも述べ

られているが、地域連携を専門に担当する部署の存在は、学生が活発に活動するためにも、

学生をある程度サポートする機関が必要である。そして、課題となる分野の教授にも委員会

に参加していただく。やはり、大学が連携に関わるメリットとして、専門知識の豊富な蓄積

がある。それを地域連携活動の部分にも有効に活用するのである。行政からは、区政担当者

やまちづくり担当の方をお招きする。地域住民からは、様々な年代の方を地域の代表として

委員会に参加していただく。NGO等の地域ボランティアで活躍する方を取り込むことが望

ましい。産業からは、地域産業に携わっている方を構成員とする。学生については、第二の

政策提言で学生の取り込み方について詳しく説明する。以上五者から代表の方を集め、委員

会を結成する。 

委員会の大きな役割は、地域の課題やニーズを図り、それらを解決するための活動やイベ

ントを開催することである。委員会は、年度単位で大きな目標設定を行い、それに即した対

応を協議して、地域の課題や目標に応じた活動とその解決方法を委員会内で検討していく。

地域課題の調査やニーズを図るのは、各構成員が行う。構成員は各自で調査を行い、それを

委員会に持ち帰り、個々の具体的な活動へとつなげていく。活動方法については、基本的に

大学の施設や資源を利用して行うことが理想であるが、行政が主導することでしか解決でき

ない問題、例えば小学校で児童関連分野のイベントを開催する場合は、大学が介入できる範

囲というものは狭まるだろう。そのような場合、行政が中心となって動きが始まり、そこに

五者委員会が関与していく形が想定される。委員会は、個々の状況に応じ、柔軟に対応でき

るようにする。これによって、活動が縦割りになることを回避する。 

この委員会には参加する五者各々にメリットがある。大学のメリットとしては、委員会に

加わることによって、地域産業との密接な関わりが生じる。そのことによる、インターンシ
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ップの充実や、大学のイメージアップが見込まれる。行政のメリットは、税制上の問題で、

個人の部分には還元できなかった趣味や娯楽など、行政だけではできなかった部分に対応で

きるようになる。また、まちづくりの点においても、市民と直接関わる機会が定期的に設け

られるので地域住民の声に反応しやすくなる。地域住民へのメリットは、様々な機関が関わ

るため、地域問題の解決が現実的に行えるようになり、また、世代間交流が盛んになる。地

域産業のメリットは、学生が委員会に参加することによる後継者育成、また、イメージアッ

プや宣伝効果が見込める。学生は、机上にとどまらない勉強の機会の増加、地域貢献、職業

体験のメリットがあげられる。 

五者委員会の最大の特徴は、地域連携活動を五者が対等に、そして様々な世代が関与でき

る点にある。これによって、多様な分野からの情報共有を行うことが可能となる。地域の連

携には「共有」が重要なポイントとなる。「共有」とは、お互いの情報を持ち合うことであ

り、これが達成されることで、地域のネットワークはより濃密なものになるであろう。 

さらに、五者委員会の設置により、地域ネットワークの派生が見込める。例えば、コンビ

ニエンスストアと大学が連携し、お弁当を作る。そこに商店街が連携の枠に入ることで、コ

ンビニエンスストアと大学で作られたお弁当を商店街に出店するという、新たな連携活動が

生まれることも可能であろう。これは、二者の連携に留まらない、大きい枠で捉えた連携の

形である。このような活動が、さらに広がっていくことで、地域連携のネットワークが派生

していく。一つの目的やイベントの為に連携するのではなく、大きい枠での連携が進めば、

連携活動自体の応用が可能となる。その基本部分となる五者委員会のネットワークが、派生

していき地域全体を巻き込む「地域ネットワーク」に発展していくことが可能となる。そう

なれば分析で問題となった人材交流も可能になる。人材交流があることで地域連携活動のき

っかけがさらに期待できる。 

このように、点になりやすい活動を、五者委員会が設置されることで、面としての活動が

より現実的に行えるようになる。 

 

第第第第2222節節節節    第二の政策提言～学生団体の創設～第二の政策提言～学生団体の創設～第二の政策提言～学生団体の創設～第二の政策提言～学生団体の創設～    
さらに、「学生の力」を有効に引き出すための策として、学生団体の創設を第二の政策と

して提言する。 

この学生団体の主な役割は、五者委員会で決定された活動に対し、学生が主体的に行動を

起こしていけるような体制を設けるということである。学生が地域の連携活動に関わってい

くには、何らかのきっかけとなるものが必要である。そのきっかけの場として、学生団体を

新規に創設する。学生団体は、問題解決だけの活動に留まらず、この学生団体からも活動を

提案することができる。学生が枠にとらわれない活動をするには、とても有効に機能するで

あろう。 

学生団体は、原則として、一つの大学で一団体を結成する。その理由としては、多くの大

学を取り込むと、地域との関わり方がバラバラになるため、団体の統一を図ることが難しく

なるからである。 

そして、この学生団体は、行政に帰属させる。それによって、無責任な団体にならないよ

うに配慮する。学生のモチベーションによって活動に差が出るようなことでは困る。地域は、

学生に勉強の場を提供しているのではなく、結果を求めているのである。そのためにも、学

生団体に対し、責任の所在をはっきりさせる必要がある。 

さらに、学生団体を行政に帰属させるメリットとして、学生団体は継続的な活動をするこ

とができるようになる。行政に帰属させることで、組織がすぐに崩壊することはないだろう。

そして、学生団体は行政から派遣される地域コーディネーターと共同して活動を行う。地域
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コーディネーターと関わることで、地域と学生との情報の格差を埋めることができる。学生

は、地域との関わりが少ないため、半人前として扱われる可能性がある。学生が一人前に活

動を行うためにも、地域コーディネーターからの助言をもらうことで、地域との情報の「共

有」を行うことができる。活動をしていく上で、何か問題が生じた際にも、地域コーディネ

ーターへ直接相談することで、問題に対し迅速な対応ができる。 

また、ノウハウの蓄積という面からも、地域コーディネーターと関わることは有用であろ

う。継続的な活動をするためには、ノウハウの継承は重要である。ノウハウを蓄積していく

ことで、学生が行う活動に温度差というものが発生することはない。 

ネットワークづくりの面からみた場合、地域コーディネーターを通じて勉強をすることも

大切である。ネットワークづくりには、経験というノウハウだけでなく、自分の関わる地域

のことを勉強する必要もある。 

五者委員会との関係であるが、五者委員会へは、学生団体から数名を代表として参加させ

る。そして、五者委員会で決まった活動を学生団体に所属する学生が行う。しかし、活動す

るのは、学生団体に所属している学生だけに限ったものにはしない。このような、何が起こ

っているのかわからなく、参加しにくい閉鎖的な活動に、どんな学生でも自由に参加できる

ように門戸を広げる。ここに「学生の活躍の場」を設けるのである。一部の学生だけが参加

するような消極的な活動ではなく、様々な学生が主体的に地域との関わりをもっていけるよ

うな形こそが、私たちの目指す学生の有効な活用方法なのである。 

そして、参加する学生のインセンティブとして、特別単位付与を行う。この単位付与は、

事前に行うことはない。事後評価として、単位付与を行う。学生の主体性を失わせないため

にも、事後に行うことに意味がある。この単位付与は、一度に限り、活動を行った次の時期

にその単位が付与される。単位付与の選考については、活動した学生が、その活動に関する

活動実績を大学に届け出、各大学の担当部署（選定委員会等）において、単位付与をするか

検討してもらう。特別単位の付与に限らず、卒業時の活動表彰、学術関連の活動資金の提供

などの方法も考えられる。 

五者委員会と学生団体が連動して活動することで、今までにない地域の活動ができると考え

られる。第 3 章、第 4 章で挙げた通り、学生は、今まで地域と連携した活動をする場合、

自ら提案して活動まで起こすというよりは、大学や地域からの要請によって、半ば受身の形

で参加してきた。しかし、学生団体を発足させることで、学生が自ら活動を行える体制がつ

くられる。 

 

第第第第3333節節節節    明治学院大学をモデルケースとして明治学院大学をモデルケースとして明治学院大学をモデルケースとして明治学院大学をモデルケースとして    
ここで、私たちが所属する、明治学院大学をモデルケースとして、二つの政策提言を検証

する。まず、五者委員会の設置についてである。五者委員会の構成員は、大学からは「地域

連携推進室」という、地域連携を専門に行う部署が存在するので、この部署から担当者をお

呼びする。行政からは、港区のまちづくり担当の方をお呼びする。地域住民からは、大学で

実施している公開講座「チャレンジコミュニティ大学」の参加者や、地域の人々をお招きす

る。地域産業からは、港区の商店街や、地元で産業を行っている方をお招きする。そして、

学生は明治学院大学の学生で結成された学生団体の代表者を構成員とする。以上を五者委員

会の構成員とする。 

次に、学生団体の結成についてであるが、学生団体は、明治学院大学の学生で結成する。

そして、地域コーディネーターとの関わりであるが、港区には、地域コーディネーターが存

在しないため、港区のまちづくり担当の方に兼任していただく。学生団体の活動を始める。

この協働推進課はこれによって、港区全体を巻き込んだ地域のネットワークが完成される。 
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第第第第4444節節節節    最後に最後に最後に最後に    
第 2 章で掲げた仮説を振り返ってみる。私たちの仮説は、①地域連携の核として、大学

の優位性が高い。②学生の主体的な活動がある場合に、大学の地域連携が有効に機能する。

③大学を地域連携の媒介にすることで、より多くの年代の人や組織の人々を一つの地域ネッ

トワークに取り込むことができる。以上三点の仮説は、私たちの政策提言によって実証する

ことができた。 

五者委員会の創設は、新鮮味のないのと取られるかもしれない。しかし、私たちは、新し

さ＝政策とは考えていない。今までの研究を振り返ってみても、確かに委員会の設置を唱え

ている論文はあった。だが、それが実際に行われていないということは、行政と連携先との

密な情報の「共有」が難しい等の問題を抱えていたからではないだろうか。また、情報の共

有という点に限ったことを言えば、個人情報の保護もその地域連携をやりにくくする一つの

原因となっているだろう。さらに、地域連携を行うということは、大学や地域に限らず、町

内会や自治体等、様々な分野から要望が出てくる。この要望の交通整理を行いながら、地域

に見合った連携活動を進めなければならないという難しさもある。私たちの提言がそれを補

えるものであれば、新鮮味というものがなくても十分政策として提言できるだろう。政策は、

新しいものである必要はない。その政策が他の地域などで提言されているとしても、例えば

それが明治学院大学と港区にとっていかに有効なものであるかが重要となるのである。 
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