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高知大学高知大学高知大学高知大学インサイド・インサイド・インサイド・インサイド・
コミュニティ・システムコミュニティ・システムコミュニティ・システムコミュニティ・システム（（（（KICSKICSKICSKICS））））とはとはとはとは？？？？

高知大学高知大学高知大学高知大学 入入入入ってるってるってるってる！！！！



地域ITS、地域計画、地域情報化

ロジックモデルを用いた施策設計

KICSの中核：地域常駐型コーディネーター
（University Block Coordinator : UBC）

・地域における大学の窓口役として、あらゆる相談を受
ける。
・大学と地域を繋ぐコーディネーター。あるいは地域と
地域を繋ぐコーディネーター。
・バックグラウンドは４名とも社会科学分野。年齢は３０
代半ばと４０代半ば。



キャンパスがキャンパスがキャンパスがキャンパスが県中央部県中央部県中央部県中央部にににに集中集中集中集中
地域地域地域地域からのからのからのからの「「「「声声声声」」」」がががが遠遠遠遠いいいい

地域課題地域課題地域課題地域課題がががが多様化多様化多様化多様化
解決解決解決解決のためののためののためののための新新新新たなたなたなたな切切切切りりりり口口口口がががが必要必要必要必要

産業振興推進地域本部にＵＢＣ
サテライトオフィスを設置。ＵＢＣＵＢＣＵＢＣＵＢＣ
（（（（特任教員特任教員特任教員特任教員）））） ４４４４名名名名がががが常駐常駐常駐常駐する。

高知大学高知大学高知大学高知大学インサイド・コミュニティ・システムインサイド・コミュニティ・システムインサイド・コミュニティ・システムインサイド・コミュニティ・システム
（（（（KICSKICSKICSKICS：：：：Kochi university Inside Community SystemKochi university Inside Community SystemKochi university Inside Community SystemKochi university Inside Community System））））

産業振興推進地域本部

高知大学キャンパス

課題課題課題課題

高知大学

地域産業振興監地域産業振興監地域産業振興監地域産業振興監・・・・地域支援企画員地域支援企画員地域支援企画員地域支援企画員ととととＵＢＣＵＢＣＵＢＣＵＢＣとのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる
新新新新たなたなたなたな課題解決体制課題解決体制課題解決体制課題解決体制のののの構築構築構築構築

高知県

地域産業振興監
地域支援企画員

UBC：高知大学地域コーディネーター
(University Block Coordinator)

幡多地域

高幡地域

仁淀川
地域

高知市
地域

嶺北地域

安芸地域

高知県地域課題に対する高知大学の貢献

高齢化
全国より約１０年先行する

高齢化への対策

人生の「セカンドステージ」

を充実する学びの場の構築

中山間

地域

暮らしの維持、地域の文化の

継承、コミュニティの再生
学生による実地研修、自発的な
地域課題解決に向けた取り組み

産業の

脆弱化
高知県産業振興計画の実行 産学官連携による計画の促進

災害多発

地域

防災分野の「ものづくり」活

性化、ソフト対策の整備
企業の技術開発や官のソフト対
策に対する協力

地域から高知大学に対する教育・研究・社会貢献活動への協力

教育
学生の地域活動に対する理
解と人的、資金的支援

全学的なＣＯＣ教育の推進、
県内各地における地域協働
教育の展開

研究
教員との共同研究、
研究に資する地域資源の
提供

地域志向研究の加速、
研究成果の地域還元

社会

貢献
大学による地域人材育成事
業への人的、資金的支援

地域の実情に合わせた教育
プログラムの提供

物部川地域高知県産業振興計画に基づき、県内
７ブロックに設置されている産業振興産業振興産業振興産業振興
推進地域本部推進地域本部推進地域本部推進地域本部に常駐。地域発の取り
組みを支援する任務を担う。

安芸安芸安芸安芸・・・・物部川物部川物部川物部川
地域地域地域地域

赤池赤池赤池赤池 慎吾慎吾慎吾慎吾
特任講師特任講師特任講師特任講師

高知市高知市高知市高知市・・・・仁淀川仁淀川仁淀川仁淀川
地域地域地域地域

大崎大崎大崎大崎 優優優優
特任助教特任助教特任助教特任助教

幡多幡多幡多幡多・・・・高幡地域高幡地域高幡地域高幡地域

岡村岡村岡村岡村 健志健志健志健志
特任講師特任講師特任講師特任講師

嶺北地域嶺北地域嶺北地域嶺北地域

梶梶梶梶 英樹英樹英樹英樹
特任助教特任助教特任助教特任助教
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高知県高知県高知県高知県のののの地域支援施策地域支援施策地域支援施策地域支援施策
地域支援企画員地域支援企画員地域支援企画員地域支援企画員(H15(H15(H15(H15～～～～ ))))、、、、産業振興計画産業振興計画産業振興計画産業振興計画(H20(H20(H20(H20～～～～ ))))、、、、地域産業振興監地域産業振興監地域産業振興監地域産業振興監(H21(H21(H21(H21～～～～ ))))

第第第第2222期高知県産業振興計画期高知県産業振興計画期高知県産業振興計画期高知県産業振興計画vvvver.4er.4er.4er.4
PRPRPRPR版版版版よりよりよりより抜粋抜粋抜粋抜粋 8



高知県との対話の場

～高知県地域社会連携推進本部～
（H25.10.1新設）

地域連携の推進

～国際・地域連携推進機構～
（H25.9.1新設）

 現場におけるUBCとの連携
 地域から大学への要望
 高知県内の優先課題の提案 等

【高知県】
産業振興推進部長、地域産業振興監（７名）
【高知大学】
理事（総務・国際担当）、地域連携推進センター長、
同センター産学官民連携推進部門長、
同センター域学連携推進部門長、
UBC（４名）  教育・研究の地域への展開

 高知県の優先課題の学内周知

 優先課題への対応に資する
教育・研究経費配分 等

【高知大学】
学長、理事（総務・国際・地域担当）、
理事（教育担当）、理事（研究担当）、
理事（財務担当）、地域連携推進センター長、
国際連携推進センター長 9



H28H28H28H28教員教員教員教員アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果 （ ）内はH25調査比

地域の大学としての認知度 95.5%95.5%95.5%95.5% (+14.1%)

地域志向教育研究の参加度 74.5%74.5%74.5%74.5% (+11.9%)

KICS認知度 81.4%81.4%81.4%81.4% (+20.7%)

UBC認知度 77.6%77.6%77.6%77.6% (+26.1%)

サテライトオフィス認知度 76.9%76.9%76.9%76.9% (+32.9%)

H28H28H28H28職員職員職員職員アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果（ ）内はH25調査比

地域の大学としての認知度 81.6%81.6%81.6%81.6% (+2.1%)

KICS認知度 57.57.57.57.0000%%%% (+3.9%)

UBC認知度 53.8%53.8%53.8%53.8% (+6.6%)

サテライトオフィス認知度 55.7%55.7%55.7%55.7% (+9.3%)

H28H28H28H28学生学生学生学生アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果 （ ）内はH25調査比

地域の大学としての認知度 67.9%67.9%67.9%67.9% (+24.2%)

地域関連科目の受講割合 89.2%89.2%89.2%89.2% (+41.6%)

H28H28H28H28自治体自治体自治体自治体アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果（ ）内はH25調査比

大学との円滑な連携認識度 100%100%100%100% (±0%)

大学との連携満足度 100%100%100%100% (±0%)
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高知大学高知大学高知大学高知大学 全教員全教員全教員全教員・・・・職員職員職員職員・・・・学生学生学生学生アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果
（（（（調査時期調査時期調査時期調査時期：：：：平成平成平成平成２２２２５５５５年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度までまでまでまで、、、、毎年度末毎年度末毎年度末毎年度末にににに実施実施実施実施））））

学生：全学オリエンテーションにて紙媒体で実施 回収率 82.9%（+10.0%）
教員：WEBアンケートフォームで実施 回収率 60.1%（+5.4%）
職員：紙媒体及びWEBアンケートフォームで実施 回収率 79.2%（+43.0%）
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実施地域 ：田野町、奈半利町、安田町、北川村、馬路村
連携パートナー：田野町、奈半利町、安田町、北川村、馬路村、地域団体等
高知大学実施者：人文社会科学部 吉尾 寛 教授、小幡 尚 教授、岩佐 光広 准教授、後藤 拓也 准教授

「魚梁瀬森林鉄道」
日本遺産推進協議会との連携
～歴史・文化・人の観光活用で地域を活性化する！～
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250,000 県内７地域の純移出額

実施地域 ：高知県、高知市
連携パートナー：高知県統計課、高知市総合政策課
高知大学実施者：地域協働学部 中澤 純治 准教授

高知県内各地域の経済構造分析
～産業連関表の作表と実装支援～



2016年12月5日
住友生命YOUNG JAPAN 
ACTION 2016 大賞

13

（H27年度COC補助金：50万円／年）
農林海洋科学部 浜田 和俊 講師、
地域協働学部 大槻 知史 准教授

地地地地キビをキビをキビをキビを活用活用活用活用したしたしたした地産外商品開発地産外商品開発地産外商品開発地産外商品開発とととと『『『『食食食食』『』『』『』『農業農業農業農業』』』』のののの
体験体験体験体験ツーリズムのデザインツーリズムのデザインツーリズムのデザインツーリズムのデザイン

地域住民、県内酒造メーカーと
協力して地キビ焼酎『八畝』の開発
（H28年度 3,000本生産）

グッドライフアワードグッドライフアワードグッドライフアワードグッドライフアワードは、環境に優しい社会の実現を目指
し、日本各地で実践されている「環境と社会によい暮ら
し」に関わる活動や取組を募集して紹介、表彰し、活動
や社会を活性化するための情報交換などを支援してい
くプロジェクトです。

グッドライフアワードグッドライフアワードグッドライフアワードグッドライフアワードでは、生活者や各種団体、企業など
が行っている「環境と社会によい暮らし」を実現するため
の取組を募集します。



白髪山の歴史地理的資源を活かした「関係人口」の拡大支援

かつての白髪山の高品質な材木流通を通じて歴史的にも関連が深い大阪西区エリアとの関係
構築を通じて都市部との交流・アウトドア観光、外商等の拡大に向けた調査研究。
教育学部地理学研究室 中村 努 講師

「浪華百景」より長堀材木市

白髪山



四万十町人材育成推進センター

四万十町人財育成計画支援事業（H27,28） 受託事業：約450万円／2年
地域連携推進センター 岡村 健志 特任講師、地域協働学部 須藤 順 講師



「健康」をキーワードとした地方創生事業に関する連携協定

H28年度：臨床研究「電解水素水の血液抗酸化力への影響評価」
医学部 医療学 予防医学・地域医療学分野 菅沼 成文 教授

日本トリムHP ニュース＆トピックスより（2016/09/06）
http://www.nihon-trim.co.jp/others/news/detail.php?cid=news&nid=345&_ga=2.205257298.335344944.1519439501-1759745594.1519198551











UBC
・問題分析
・課題設定
・企画立案
・実施体制検討

高知県
地域本部

課題
相談

課題相談

課題
相談

他大学
対応
依頼

協働
プロジェクト
・UBC
・地域住民/組織
・地域外組織
・県職員
・大学等専門家
・大学生

高知県
地域本部課題相談

県施策

専門機関

専門家

自己対応

地域住民
/組織

地域住民/
組織

プロジェクト
・地域住民/組織
・県職員
・嘱託専門家/専門
組織

高知大学
人文社会科学部

教育学部

理工学部

医学部

農林海洋科学部

地域協働学部

各センター

学生窓口機関

教員の教育・
研究活動との
マッチング

学生の興味・関
心とのマッチング

地域内外組織対応依頼

対応依頼

地域住民地域住民地域住民地域住民／／／／組織組織組織組織からのからのからのからの課題相談課題相談課題相談課題相談にににに対対対対するするするする対応対応対応対応スキームスキームスキームスキーム

平成２９年度のUBC４名の活動数値
・地域等との対面での打ち合わせ回数（７１７回／年） １日１回／人
・相談および課題抽出件数（２０７件／年） 週１件／人
「デスクにどっしり」ではなく「地域にどっぷり」



【問題分析】
 「何をやるか」の前に「何故やるか」。問題の本質は何か？
 やりたいと考えていることは問題解決のために適切か。
 本質的な問題解決に取り組む意思はあるか。

【課題設定・企画立案】
 問題解決のために何をすることが適切か。
 最終的なゴールイメージと、大学の位置付けを明確化する。
（大学は商売が出来る機関ではない。学生は永続的に地域に関わるものではない）

【実施体制検討】
 企画実施のために、誰が何をする必要があるか。各々のメリットとリスクは何か。
 川上から川下まで。多くの場合、川下の担い手がいない。
 全体の進捗管理は誰が担うか。大学が担うことは好ましくない。

相談者との対話を繰り返す中で、これらを思慮しながら総合的にプロ
ジェクトへの参画度合いを検討する。

協働協働協働協働プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの実行実行実行実行にににに向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討事項事項事項事項



地域地域地域地域連携連携連携連携のののの諸類型諸類型諸類型諸類型におけるにおけるにおけるにおける協働協働協働協働プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの概念概念概念概念のののの導入段階導入段階導入段階導入段階

中塚雅也・小田切徳美，大学地域連携の実態と課題，
農村計画学会誌 Vol. 35, No. 1, 2016年6月

死死 死死
のの のの
谷谷 谷谷

事業化事業化事業化事業化

「新しい連携」では，従来の産学連携型とは異な
る大学における新たな体制を求めている。
（中略）
ソフトの「インフラ」として求められるもののなか
で，第1 にコーディネーターの配置である。大学，
学生，地域住民はもとより，行政，企業，NPO な
ど，地域連携のステークホルダーとなる関係主体
間での，日常的なコミュニケーション促進する機
能を果たしたり，教員や学生の地域での研究・地
域活動のマッチングとサポート機能を果たしたり
するのが仕事である。さらには，自身が主体となり
地域の課題解決を図ったり，研究をすすめたりす
るなど，コーディネーターに求められることは多彩
であり，誰にでもできることでない。そのため，この
コーディネーターの育成と発展的なキャリアパス
の構築も課題の一つとなってくる。
第2 に，求められるのは，実践活動をおこなう大
学生を対象とする日常的な相談体制，地域活動
のメンター制度の整備である。大学の教員や
コーディネーターからの技術面や心理面でのサ
ポートは活動の継続には不可欠である。

挑戦挑戦挑戦挑戦のののの継続継続継続継続



 相談はなんでも受ける。受けたものには必ずお答返し。
コーディネーターは自分だけで対応を考えるのではなく、コーディネーター同士、
あるいは関連する教員に相談することで対応の幅を広げる。
したがって、気軽に相談できる学内教員を一人でも多く持つことが重要。

 大学教員が対応できる相談はむしろ少ない。
だからこそコーディネーターは学外にも人脈を築くことが重要。
県内、県外に使える人脈を出来るだけ多く作る。

 教員を地域連携に巻き込む場合に個人的に心掛けている点
教員に「借りを作る」のではなく「貸しを作る」。
地域ニーズも大事だが学内ニーズの把握も重要。インタラクティブマーケティング。

 地域連携部局は仕事の取捨選択は難しい。
「なぜ自分がやらないといけないのか？」と思う仕事は必ず出てくる。
目的達成のために付随するものと諦める。どうしても嫌なら職場を変える。

 地域との連携において注意すべき点
地域の課題は地域が主役。大学は黒子。

コーディネータコーディネータコーディネータコーディネーターとしてのーとしてのーとしてのーとしての心掛心掛心掛心掛けけけけ
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高知大学朝倉キャンパス案内図



施設管理事務室 階段室 電気室
教員室 教員室 教員室 教員室 地域協働学部

事務室

ディスプレイホール

玄関ホール 風除室EV

階段室

WC

WC

学生ラウンジグループワーク室グループワーク室階段室自学自習室

1階

会議室 3
階段 機械室 セミナー室 教員室 教員室 教員室

EV

階段

WC

WC

学部長室

給湯室

グループワーク室階段
会議室1

2階

多目的室

教員室

教員室

教員室

教員室

教員室

ミーティング室
兼資料室

教員室 教員室 教員室

高知大学 総合研究棟

会場



113

112

111

110

109

108

107

103

104

105

106

101

102

湯休み処
お食事処・楽山

カフェテリア
あじさい

フロント

下足 売店 WC
WC 自販機

EVEV

213

212

211

210

209

208

207

203

204

205

206

201

202

宴会場 WC

EVEV

WC

仮眠
コーナー

吹き抜け

※夕食は19時からです。時間になりましたら、会場へお土産を持ってお越しください。  
　夕食会場は2階宴会場です。
※1日目21時30分以降の二次会会場は、1階・106号室です(二次会参加は希望者のみです )。 
※朝食は７時から、１階レストラン「グランディールはるの」です。 
※2日目は朝食後、8時30分までに1階ロビーへ集合ください。

はるのの湯 館内図

1F

2F

二次会会場



上田　歳彦 古久保　綾子

周藤　俊治 後藤　千晴

小出　修嗣

舟木　幸雄 坂上　玲美

山田　雄三 池田有砂

小山田　健 渡辺　ひかる

西村　健司 飯田　萌子

蓮本　浩介 木村　海七未

吉用　武史 川又　彩夏

大坪　史人 棟方　章子

田代　優秋 沢村　和恵

西川　一弘 樋口　幸代

髙島　大輔 中嶋　紀世生

野原　康弘 坂本　文子

星野　善晴 中川　尚子

中山　雅靖 照屋　友彦

坂本　昌弥 奈良　賢靜

笹島　康仁 岩田　薫

藤巻　晃 川崎　和也

谷内　俊宏 岡　裕之

行貞　伸二 小林　大輔

山本　健慈

金子　泰純

部屋割り表

104号室

105号室

106号室

107号室

201号室

108号室

109号室 207号室

206号室

202号室

203号室

204号室

205号室

211号室
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