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第8回地域と大学を繋ぐコーディネーターのための研究実践セミナー 
 
【概 要】 
 和歌山大学では地域連携に関わる教職員・コーディネーターの人材育成、大学と地域の発展に向けた輿論づく
り、地域型サテライトへの着目の３点を目的に、第8回「地域と大学を繋ぐコーディネーターのための研究実践
セミナー（合宿型研修）」を実施いたします。同じような悩みを持った方々との議論と交流、他大学の方法論の
共有などを通じて、セミナーが終了しても繋がり続けられる関係性を構築できればと考えております。 
 
【タイムスケジュール】 
 
 第 1日（8月 29日） 
 
 ■セミナー  会場：高崎商科大学 4号館 
  12:30～ 受付 
  13:00～ 開会＜挨拶＞  
  13:20～ 高崎商科大学 学長 渕上 勇次郎氏 
  13:20～ 和歌山大学 COC+推進室長 藤田 和史 
  13:15～ 趣旨説明・イントロダクション 
  13:30～ 基調講演「大学と地域 ～大変革期の地域連携論～」 
  14:00～ 一般社団法人国立大学協会専務理事 山本 健慈氏 
  14:10～ ホスト校・事例報告 高崎商科大学地域連携センター 地域連携コーディネーター 川又 彩夏氏 
  14:30～ 休憩／場面転換 
  14:35～ パネルディスカッション「ＣＤの引き継ぎ ～引き継いだ人と引き継がれた人～」 
  14:35～ 登壇ゲスト：長野大学 千住 義明氏 
  14:35～ 登壇ゲスト：長野大学 坂口 洋氏 
  15:40～ 休憩／場面転換 
  15:50～ ワーク①「うまく引き継ぐために～何を残すのか～」 
  17:00～ 終了・移動 
  18:15～ 夕食／情報交換 
 
 第 2日（8月 30日） 
   
  17:00～ 朝食（随時） 
  18:30～ 会場移動（バスで高崎商科大学へ） 
  19:20～ オリエンテーション 
  19:30～ ワーク②「うまく引き継ぐために～どう残すのか～」 
  11:30～ 適宜昼食 
  13:30～ 全体共有 
  14:50～ 閉会＜挨拶＞  
  15:00  終了 



番号 大学名 氏名 ふりがな 所属部署 役職 グループ

1 北翔大学 棟方 章子 むなかた あきこ 地域連携センター 担当課長 G

2 小樽商科大学 小山田 健 おやまだ けん グローカル戦略推進センター
学術研究員
地域連携教育コーディネーター C

3 公立千歳科学技術大学 髙橋 理 たかはし　おさむ 地域連携センター コーディネーター F

4 公立千歳科学技術大学 小松 和博 こまつ　かずひろ 地域連携センター コーディネーター B

5
青森中央学院大学
青森中央短期大学 伴 裕介 ばん ゆうすけ 研究支援・地域連携課 課員 A

6
青森中央学院大学
青森中央短期大学 高橋 興 たかはし こう 経営法学部 教授 B

7 宮城大学 中嶋 紀世生 なかじま きよみ 地域連携センター コーディネーター A

8 福島学院大学 中野 明子 なかの あきこ 短期大学部保育学科 講師 E

9 常磐大学 小林 裕美子 こばやし ゆみこ 地域連携センター 職員 B

10 宇都宮大学 野原 康弘 のはら やすひろ
地域創生推進機構
地域デザインセンター 特任助教 A

11 宇都宮大学 坂本 文子 さかもと ふみこ
地域創生推進機構
地域デザインセンター 特任研究員 D

12 高崎商科大学 川又 彩夏 かわまた あやか 地域連携センター 地域コーディネーター E

13 高崎商科大学 松元 一明 まつもと かずあき
商学部経営学科
地域連携センター 地域連携コーディネーター D

14 高崎商科大学 加島 勝一 かしま かついち 地域連携センター 事務長 F

15 高崎商科大学 平野 悦子 ひらの えつこ 地域連携センター 主任 G

16 文教大学 野村 絹惠 のむら　きぬえ 地域連携室 係長 E

17 法政大学 星野 善晴 ほしの よしはる 多摩地域交流センター 地域連携コーディネーター D

18 法政大学 片畑 智子 かたはた ともこ
多摩事務部 総務課 地域担当
（多摩地域交流センター） 地域連携コーディネーター A

19 東京農業大学 小林 順 こばやし じゅん エクステンションセンター センター次長 E

20 明治学院大学 鈴木 貴征 すずき たかゆき 総合企画室 社会連携課 課員 D

21 大正大学 髙橋 裕之 たかはし ひろゆき
大正大学事業法人
DACイノベーション コーディネーター E

22 新潟県立大学 松田 和也 まつだ かずや 就職キャリア支援課 主任 C

23 山梨県立大学 西平 隆樹 にしひら たかき 社会連携課 主任 G

第8回 地域と大学を繋ぐコーディネーターのための研究実践セミナー 参加者名簿
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24 長野大学 古平 浩 こだいら ひろし 環境ツーリズム学部 准教授 B

25 長野大学 千住 義明 せんじゅ よしあき D

26 長野大学 坂口 洋 さかぐち ひろし F

27 中部大学 蓑島 智子 みのしま ともこ 国際・地域推進部　地域連携課 課長 D

28 名古屋文理大学 鈴木 敦之 すずき あつゆき 地域連携センター 課長 C

29 豊橋技術科学大学 上田 歳彦 うえだ としひこ 研究支援課社会連携支援室 社会連携コーディネータ A

30 聖泉大学 徳田 裕美 とくだ ゆみ 地域連携交流センター 課長 F

31 成安造形大学 山本 友輔 やまもと ゆうすけ 総務部　研究・連携支援課 地域連携担当 A

32 京都橘大学 髙島 大輔 たかしま だいすけ 地域連携センター 課員 B

33 京都ノートルダム女子大学 安宅 愛 あたか あい 教育支援部学事課 主任 C

34 佛教大学 濱田 大真 はまだ だいしん 社会連携課 課員 F

35 大阪経済大学 後藤 健治 ごとう けんじ 教育・研究支援・社会連携部 D

36 大阪学院大学 森野 聖仁 もりの きよひと 商学部 3回生 B

37 摂南大学 小出 修嗣 こいで しゅうじ 研究支援・社会連携センター 担当課長（地域連携部門） G

38 大阪体育大学 樋口 幸代 ひぐち さちよ 社会貢献センター 職員 C

39 大阪体育大学 木村 海七未 きむら みなみ 社会貢献センター 研究員 F

40 天理大学 杉山 晋平 すぎやま しんぺい
人間学部人間関係学科
生涯教育専攻 准教授 G

41 奈良県立医科大学 周藤 俊治 すとう しゅんじ 地域医療学講座 准教授 E

42 徳島文理大学 藤巻 晃 ふじまき あきら 地域連携センター 係長 E

43 徳島大学 松本 卓也 まつもと たくや 人と地域共創センター 地域共創コーディネーター G

44 岡山県立大学 原 英二 はら えいじ 地域共同研究機構COC+推進室 室長 C

45 福岡大学 山田 雄三 やまだ ゆうぞう 地域連携推進センター
助教
地域連携コーディネーター F

46 九州ルーテル学院大学 坂本 昌弥 さかもと まさや 地域連携推進センター センター長 A
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47 別府大学 大坪 史人 おおつぼ ふみと 食物栄養科学部 専任講師 C

48 一般社団法人国立大学協会 山本 健慈 やまもと けんじ 専務理事

49 和歌山大学 藤田 和史 ふじた かずふみ
経済学部
岸和田サテライト 准教授／代表 G

50 和歌山大学 古久保 綾子 ふるくぼ あやこ 南紀熊野サテライト
研究支援員
地域連携コーディネーター B

51 和歌山大学 西川 一弘 にしかわ かずひろ
地域活性化総合センター
南紀熊野サテライト 准教授／代表

52 和歌山大学 後藤 千晴 ごとう ちはる 地域活性化総合センター
研究支援員
地域連携コーディネーター
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【２日間の議論の進め方について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８回地域と大学を繋ぐコーディネーターのための研究実践セミナー 

パネルディスカッション・グルーワーク議論の進め方につきまして 

 

【０】全般 

 ・分科会議論、全員討議については、写真撮影をさせて頂きます。撮影が困る場合は、その旨を担当

者にお申し付けください。 

 ・今回のセミナーでは、プログラムの過程そのものが学習の場面と考えております。事例報告・パネ

ルディスカッション、グループワークだけではなく、移動のバスの中、懇親会・二次会、宿泊部屋、

食事の時間、休憩時間など、さまざまな場面で参加者同士の交流、意見交換をして頂ければ幸いで

す。 

 

 

【１】1 日目：基調講演・事例報告・パネディスカッション 

 ・基調講演では、本セミナーの第一回から応援いただいている一般社団法人国立大学協会専務理事 

山本健慈氏（元和歌山大学長）より、「大学と地域 ～大変革期の地域連携論～」と題して、講演を

いただきます。改めて「大学地域連携」について考えます。 

 ・事例報告＆パネルディスカッションでは、今回のホスト校である高崎商科大学でのお取り組みと次

世代への継承を報告いただきます。また、パネルディスカッションでは「ＣＤの引き継ぎ 〜引き

継いだ人と引き継がれた人〜」と題して、長野大学千住義明氏と坂口洋氏を迎え、コーディネータ

ーの引き継ぎと引き継ぎから見えるコーディネーターの職務などについて考えます。 

 ・ここでは時間的に参加者の皆さんとのやりとりができませんが、是非懇親会や二次会の場面、およ

び他の参加者との交流の際に直接質問などをぶつけていただければと思います。 

 

 

【２】１日目・2 日目： 

グループワーク「うまく引き継ぐために〜何をどのように引き継ぐのか〜」 

（全般） 

・今回のグループワークでは、グループをひとつの仮想大学の地域連携センターとみたてて、参加者

を大学当事者として、実際の“引き継ぎ”を行っていただきます。 

・グループにつきましては皆様のお立場、年齢、性別、大学、これまでのセミナーでの経験など加味 

して、編成しています。 

 ・グループ内で進行役、発表者、記録役などの役割分担をお願いします。 

 ・会場には模造紙、マジック、ポストイットなどの“ワークショップ”グッズを用意しております。

議論を進める上で必要であれば活用してください。 

 

（１日目グループワーク①）「うまく引き継ぐために、何を残すのか？」 

・グループワーク①では、“何を残すのか？”をテーマに、地域連携におけるコーディネーター業務分 

解を行うワークです。 

 ・ 初にグループ内での自己紹介をお願いします。 

 ・“引き継ぎ”のためには、その「引き継ぐべき事項」を明確化する必要があります。明確化のために、

参加いただいている大学の現状や皆さんの経験を踏まえ、コーディネーターの業務自体を見つめな

おすことを通じて「引き継ぎ事項」を考えていきます。 

・単に文字（文書や口頭）などで引き継げるもの、重要だけど文字では引き継げないものなど、たく



さんあると思います。ここではまずたくさんの「事項」を出してください。 

 

（２日目グループワーク②）「うまく引き継ぐために、どう残すのか？」 

・グループワーク②では、“どう残すのか”をテーマに、実際に引き継ぐもので優先順位が高いもの３

つと、それらを引き継ぐ方法論を考えるワークです。 

・せっかくなので「大学名と地域連携センター名」を決めてください。 

・1 日目のワーク結果から、引き継ぐべき優先順位の高いもの（重要なもの）３つを決めてください。 

・優先順位の高い３つの引き継ぎ事項について、それぞれどのような方法で引き継ぐのかを検討して

ください。引き継がれた人がすぐに実働できるような観点から、検討をお願いします。 

 

 

【３】２日目：グループ発表・全体共有 

 ・大学地域連携センターの①引き継ぐべき優先順位の高いもの３つ、②それぞれどのような方法で引

き継ぐのか、その方法論について報告していただき、会場全体で共有します。発表者になられた方

はよろしくお願いいたします。 

 ・発表の方法は模造紙を使う、寸劇をする、演説をするなど自由です。 

 ・発表時間は１グループにつき約５分程度でお願いします。 

 

 

【４】今回の学びのねらい 

・今回の仮想大学グループワークでは参加者同士の自己紹介を踏まえ、地域連携担当者（特に事務担

当者）であれば宿命である異動を想定した“引き継ぎ”に着目し、①引き継ぐべき事項とその優先

順位、②具体的な引き継ぎの方法を考えます。 

・担当者が替わっても地域の信頼を損なうことなく、より地域と大学の関係を強固にするために、異

動する側は何を残し、残される側は何を引き継げばよいのか。これを検討するプロセスから、大学

地域連携で重要な視点を検討できると考えます。 

・言語や文書で引き継げないもので、重要なものもあると思います。その引き継ぎ方・継承の方法を

検討し、より良い引き継ぎを通じた地域と大学の関係の継続発展を考えていきたいと思います。現

場で奮闘する参加者の皆さんの経験や知を結集させて、互いの共同学習の中から新しい知を生み出

したいと考えます。 

・「同じ悩みを持っている人が居ることに気付く＆理解する」こと、「当事者同士の議論から、自らの

問題解決のヒントや実践的な方法論持って帰って頂く」ことを学びのねらいとしています。 

・“引き継ぎ”は、突然の異動などで直面します。当事者になるとさまざまな業務の中で引き継ぎを行

いますので、立ち止まって考える時間もなく、流れるままに資料の整理などに追われることでしょ

う。今回議論したことが、実際の引き継ぎの場面で生かされ、少しでも皆さんの実践の支えになれ

ば嬉しいです。 

 

 

 

 

 

 

【５】本セミナーにおける討議（グループワーク）の歴史と経過 



・２０１２年の第一回（本学地域連携・生涯学習センターにて開催）では参加者を大学の経営陣と見

立てて、その立場から大学の地域連携戦略、および地域連携コーディネーターの専門力開発プラン

を討議しました。 

・２０１３年の第二回（本学南紀熊野サテライトにて開催）では、地域連携業務の学内認知度の向上、

コーディネート業務およびコーディネーターの評価方法、コーディネーターのキャリア形成に関す

る討議を行いました。 

・２０１４年の第三回（本学岸和田サテライトにて開催）では、コーディネーターを①広域連携型、

②特定プロジェクト型、③地元密着型の３つに分類したうえで、地域連携コーディネーターの役割

と専門性について討議しました。 

・２０１５年の第四回（長野大学と本学の共催）では、コーディネーターの経験年数・問題意識によ

って①コーディネーター登竜門、②実践ステップアップ、③実践を論理的に考える、の３つに分か

れて討議しました。 

・２０１６年の第五回（尚絅学院大学との共催）では、参加者を「仮想大学のコーディネーター」と

見立て、立地する大学の諸条件を踏まえ、持ち込まれる地域課題への解決策を立案する討議を行い

ました。 

・２０１７年の第六回（福岡大学との共催）では、グループをひとつの仮想大学、参加者をそこで活

動する地域連携コーディネーターと見立て、与えられる地域課題に立ち向かっていただきました。

また、コーディネーターの活動や人生を振り返るため、「コーディネーター力自己採点シート」や

「コーディネーターのリビングストーリー」のワークを行いました。 

・２０１８年の第七回（高知大学との共催）では、グループをひとつの仮想大学、参加者をその大学

当事者として、理想の「大学地域連携センター」を作っていただきました。その際、重要になるセ

ンターの「理念」づくりと「捌く手順／基準づくり」を行いました。また、参加者全員で本セミナ

ーにおける「コラボレーション・ポリシー」を検討しました。 

 

 

【６】その他 

・今後の運営に反映させるために、アンケートへのご協力をお願いいたします。 

・今回のまとめのため、研究報告として「大学地域連携研究 Vol.７」の発行を予定しております。皆

様のご協力をお願いいたします。 



 

 

【基調講演】 

 

 

 

 

大学と地域 
～大変革期の地域連携論～ 

 

 

 

 

 

一般社団法人国立大学協会 専務理事 山本 健慈氏 

 

 



大学と地域
～大変革期の地域連携論〜

1

一般社団法人 国立大学協会専務理事

山本健慈

2019年8月29日高崎商科大学



日本の高等教育機関の存在意味

•日本成人の学力水準の高さ
を実現している

• S5.0とかI4.0（AI時代）の
意味

＊だまされないマインド、

＊反逆のスピリット
2



地域(生活)という場の「学習」の場としての意味

•複雑系

•トラブル、対立、葛藤

3



高等教育政策と戦略

• 財務省の仕掛け
• 中教審2040答申
• その背後の日本社会の未来図
＊地方創生
「がんばっている自治体は支援しま

しょう」
「がんばっていない町があるのか」

4



仕掛けがえしの手がかり

• 五神東大総長の未来図

• 国立大学協会

• 自民党イノベ調査会

5



地域からの高等教育機関への期待

•A大学

•B大学

6



地域と大学の新展開

地域人材育成(入試)
•医学系
•教員養成系
（京都教育大学 北部枠 2006年 そ
の後和歌山大学 紀南枠）

•島根大学（全学部）
•大正大学

7



地域・自治体・大学

•産学連携を担う URA
•地学連携を担う
学習の自由の保障
その価値を認識するプ
ロフェッショナル

8



地方国立大学がある強み

私は、2015年 3月 和歌山大学長を退任 し、

5月 から一般社団法人国立大学協会専務理事に

着任、国立大学総体 (現在 86大学)の発展の

ために微力を尽くしながら、とくに和歌山と和

歌山大学の発展を願って活動してきた。

退任時の認識は、早晩地方国立大学は壊死し、

ひいては日本の高等教育のシステムが崩壊に至

る危機にある。真に地方 。地域の再生を実現し

ようとするならば、地方国立大学に対して「競

争と評価」を通して選択的集中による資金配分

をするのではなく、地方国立大学の財政的基盤

を充実させることによって多彩多様な研究に支

えられた高等教育を実現し、都市の若者の地方

への還流を大胆にすすめるべきであるというこ

とであった。このことを退任間際、他大学の学

長、経営協議会の賛同を得て、文科省記者クラ

ブの記者会見でも述べ、反響もえた。

この認識は、国立大学協会に着任後、国立大

学総体のものとなり、三階総務会長 (当時、現

幹事長 )、 浮島議員 (現文科副大臣)な どのご

支援をえての「国立大学振興議員連盟J(会長

河村建夫元文科大臣 2015年 6月 )の設立、

山田知事会会長 (当 時、前京都府知事)が主導

された「地方大学振興」の知事会決議 (2015

年 11月 )な どがあって、財務省の国立大学予

算総額の大幅の削減には歯止めがかかってい

和歌山と和歌山大学の発展のために

一般社団法人国立大学協会専務理事・

和歌山大学顧問 山 本  健 慈

る。私としては、さらに国立大学の存在の社会

的承認をうるべ く、学長時代からご縁のある

中家徹氏が、」A中央会会長に就任されたこと

を契機に、JAと 国立大学協会 との交流、連携

(2018年 7月 )に も取り組んできた。

五神東京大学総長の描く未来図

さて、本稿タイ トルの「地方国立大学がある

強み」は、実は、五神東京大学総長の近著『大

学の未来地図』 (筑摩書房 2019年 2月 刊 )

からの引用である。五神氏は、その著書で次の

ようにいう。

「すべての都道府県に国立大学は必要か 。・・

そんな議論が時々沸き起こ」る。「戦後の学制

改革によって、(中略)各都道府県には国立大

学が最低でも 1校、設置されることにな」った

が、「私はこの決断は非常に先見性のある投資

だと思う。」「知識集約型の社会において、日本

全国のすべての大学は、これからの産業を創る

ための貴重な資源であると考えて」おり、「例

えば、北海道には北海道大学工学部に加え、室

蘭工業大学、北見工業大学がありますが、こ′l

らは地域社会にとって大きなメリットがあ_ろ :

さらに「理系、文系が揃った国立大学が、少な

くとも各県に一つあることは、これからの
'■

集約型社会にとって重要な社会インフラてデモ



といえる」「産業界のみなさまにも、ぜひこの

インフラを活用してもらい、一緒に行動してい

きたい」と呼びかけている。

先日五神総長と懇談した際、重ねて上記の考

えを表明されたので、和歌山大学との連携の強

化をお願いしたところでもある。すでに私の学

長時代、観光学研究科博士課程の設立にあたり

当時の濱田総長に依頼し、西村幸夫東京大学教

授 (当時)に加わってもらった実績があるが、

幸い五神総長と伊東千尋和歌山大学長は、専門

を同じくする旧知の関係でもあり、連携が深

まっていくことも期待している。

国立大学協会が描く将来像

国立大学が、これまでにもネットワークされ

ることによって学術的にも地域貢献的にも大き

な役割を発揮してきたという歴史的認識をふま

えて、国立大学協会の『高等教育における国立

大学の将来像』(2018年 1月 )は、構想され

ている。

・国立大学は、すべての都道府県に設置され、

全国各地域の社会・経済・産業・文化・教育・

医療・福祉の拠点として、我が国全体の均衡あ

る発展に貢献し、各地域の高等教育進学率の確

保、若者の地域定着、地方自治体や地域産業界

のリーダー養成などに果たしてきた。

。今日、地方創生が国の重要課題となっている

が、将来の社会の姿として想定されている超ス

マー ト社会においては、産業形態が大規模集積

型から遠隔分散型へとパラダイムがシフ トし、

各地方に高度な教育研究機能を持つ大学が存在

することの意義はますます大きくなる。

・全国の国立大学が、地方白治体との緊密な連

携の下に、地域の人材育成と地域の個性・特色

を生かしたイノベーションの創出に貢献し、地

域の国公私立大学の連携の中核拠点としての役

割・機能を果たすことが求められる。

・ 国立大学全体の規模は、留学生、社会人、女

子学生などを含め優れた資質 。能力を有する多

様な入学者の確保に努めつつ、少なくとも現状

程度を維持し、特に大学院の規模は各大学の特

性に応じて拡充を図る。学部の規模についても、

進学率が低く国立大学の占める割合が高い地域

にあっては、更に進学率が低下することのない

ように配慮する。

・全都道府県に少なくとも 1つの国立大学を設

置するという戦後発足時の基本原則は堅持す

る。 (国立大学ホームペイジ参照)

なお 6月 18日 に公表された文科省『国立大

学改革方針』でも、「国立大学の持つ強み」を、

「知と人材が集約されている」国立大学が、「全

国に戦略的に配置されネットワーク化している

ことである」 とし、「知と人材が集約されてい

る国立大学こそが、社会変革の原動力」であり、

「知識集約型社会においては、知と人材の集積

拠点たる大学の存在そのものが産業を支える基

盤となJる としている。

学術・地域の衰退を不可逆的なものにさせない

しかし、冒頭にふれたような国立大学、とく

に地方国立大学の衰弱は、柴山文科大臣自身も

認め、自民党科学技術イノベーション戦略調査

会 (渡海元文科大臣、船田元経企庁長官など)も 、

「運営費交付金の削減により疲弊する中堅以下

大学」を財政的に支援することの必要を認める

に至っているほどきびしい。

国立大学の経営、研究、教育の最前線の苦悩

に同伴する筆者としては、読者諸賢には、今日

の高等教育政策が、「財政基盤の弱い大学の存

在自体を危うくし、ひいては我が国の高等教育

及び科学技術 。学術研究の体制全体の衰弱化さ

らには崩壊をもたらしかねない」(18年 11月

国大協会長声明「国立大学法人制度の本旨に

則った運営費交付金の措置を !」)事態にあるこ

とをご賢察いただき、かつての「先見性のある

投資」(五神氏)を捨て去り、日本社会の衰退が、

不可逆的なものにならないように、地方国立大

学を含めた地域の高等教育の未来発展にかかわ

る議論にご参加いただくことを願っている。





 

 

【事例報告】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高崎商科大学 地域連携センター 

地域連携コーディネーター 川又 彩夏氏 

 

 



 

 

【パネルディスカッション】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パネリスト 

長野大学 千住 義明氏 

長野大学  坂口 洋氏 

 

 



第8回CDセミナー
パネルディスカッション
CDにかかる業務引き継ぎについて

～引き継いだ人と引き継がれた人～

1

千住義明（大学職員歴30年）
坂口 洋 （大学職員歴25年）

長 野 大 学



なぜ「引き継ぎ」が必要なのか！？

2

※これからお話は、ノンフィクションです！

2014年 この二人は異動になった。

引き継いだ⼈：千住義明（当時48歳）
引き継がれた⼈：坂⼝洋（当時44歳）

あなたが担当している業務は、組織から給料を受け
取る対価として果たす義務となる！

これは組織の通常業務であり、義務がそこにある

※この気持ちが引き継ぎをスムーズに行うことになる。
それがこれからの自分の姿勢にも繋がっていくはず。



3

異動後に問い合わせが無いようにするのが理想！
⇒「引き継ぎもちゃんとできない奴！」！と言われてしまう。

そうは⾔ってもこれだけの業務をどうすればいいの？
完璧に引き継げることは可能なの？

長野大学地域づくり総合セン
ターの年報を基にした業務実績



4

可視化するだけでも、これだけの業務を年間実施しているのよ



実際の引き継ぎ書

5

様式 業務引き継ぎ書
別添１ 業務解説書
別添２ 年間業務スケジュール
別添３ 書類帳簿等⽬録
別添４ その他引継資料

(別添1)

業務名：

部署名： 異動日：

作成者：

※項目欄1～5は必要に応じてセルを広げて入力すること。

地20190603-1業務引継書No．

業　　務　　解　　説　　書

各項目毎に資料を作成す
る。

業務引継書
区分

地域づくり総合センター担当 令和1年6月3日

地域づくり総合センター業務担当分

坂口　洋

【1．概要】
①ボランティアの募集について
②長野県キャリア形成訪問指導事業
③中国ホストタウン事業
④坂城町連携協議会（坂城町講座）
⑤委員委嘱・講師派遣
⑥鹿教湯温泉100年プロジェクト
⑦同窓会関連業務

主な文書物品
保管場所

電子ファイル
保存フォルダ

地域づくり総合センター担当事務所内

I:\■地域づくり総合センター＆dousoua（同窓会）フォルダー

各項目毎に資料を作成す
る。

各項目毎に資料を作成す
る。

【3．予算管理】
経費発生分のみ記載
②県予算の補助金活動（100万円）
③上田市との連携事業で、経費は上田市が負担する。
④坂城町が講座の手当て、教材等を負担する。（41万円）
⑦同窓会予算による事業

【5．課題】
各項目の事業が外部との連携事業となるために、予算の執行状況を常に確認
をしながら事業を進めてくことが重要となる。予算の執行に関しては過不足なく
執り行うこと。

【2．業務手順】
①依頼団体からの電話・FAXが地域づくり総合センターに届く。聞き取りを行い
事前相談シート（先方記入）、口頭記録簿（大学記入）にて記録を残す。どちら
かの書式で対応する。ボランティアの条件等を確認し、学生に周知する（ポー
タル、掲示等で）締め切り後、依頼団体に結果を報告しボランティアの実施に
対し移管する
②長野県からの業務依頼等の書類に則り作成を行う
③4月のキックオフ会議をスタートに年内のイベント開催に向けて学生有志団
体を募る。
④坂城町との連携協定により事業を遂行。坂城町講座は年間10講座を目標に
開講する。
⑤委員委嘱・委員派遣については年間業務となり、派遣依頼等をデータ化して
貢献度の資料とする。
⑥7月中旬頃に活動団体の一員となる拓殖大学と書面協定を執り行う。
⑦同窓会の理事会7回と5月に総会を開催。その他、同窓生により同期会の補
助活動を行う。

【4．注意事項】※注意を要する事柄やその経緯等を記入
①ボランティア先においては、人足を目的で求めることがあり教育的効果など
を勘案することが求められる。
②予算執行においては、年度変更を求めることがあり過不足なく遂行する。
③中国をホスト先としているため、留学生の協力は重要
④年間10講座開講をすることが目標とされており、内容と管理が重要。
⑦外郭団体の会議のため、会長、副会長との調整が重要。

業務実施期間区分

内　　　　　　　　　　　　　　　容

随時業務 ※該当する業務の実施形態を選択

参照
※根拠法規、文書物品、

電子ファイル等

(別添2) 業務引継書No． 地20190603-1

年 間 業 務 ス ケ ジ ュ ー ル
業務名：

部署名：地域づくり総合センター担当 異動日： 令和1年6月3日

作成者： 坂口　洋

1 2 3 4 5 6 7

各種ボランティア募集
長野県キャリア形成訪問
指導事業

中国ホストタウン事業
坂城町連携協議会（坂城
町講座）

委員委嘱・講師派遣
鹿教湯温泉100年プロジェ
クト

同窓会関連業務

上旬 当該年度事業執行 年間業務として対応 拓殖大学との包括協定町
営

理事会開催

中旬

下旬

上旬

ボランティア実施期間・募
集対応　※概ね11月まで
継続

キックオフ会議（長野県主
催）

中旬 定期総会（新会員入会
式）

下旬 坂城町講座開講

上旬 事業実施期間

中旬

下旬

上旬 全学教授会での意見聴衆

中旬 包括協定締結（書面） 理事会開催

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬 理事会開催

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬 上田市との活動会議

中旬 留学生有志団体調整 理事会開催

下旬 ボランティア実施期間・募
集対応

坂城町講座開講

上旬 事業計画調整 連携協議会資料の依頼あ
り

中旬 イベント開催（予定） 理事会開催

下旬 事業実施期間

上旬 事業完了報告書準備 経費精算（上田市に申請）坂城町講座開講次年度
計画

同窓会報作成
完成は2月下旬を目途

中旬

下旬

上旬 事業完了報告書提出 次年度事業計画会議

中旬 連携協議会開催 理事会開催

下旬

上旬
各種団体より次年度の依
頼の問い合わせ

次年度事業計画作成

中旬 理事会開催

下旬 次年度事業計画提出 依頼先等の集計をデータ
更新

※項目欄、行は必要に応じて増やして入力すること。

業務引継書
区分

地域づくり総合センター業務担当分

１２月

１月

詳細区分No．

業務詳細区分

業務量
※件数、人数等の目安

４月

５月

２月

３月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月



地域連携の仕事とは？
地味だけど、目立たないけど、仲人みたいな人だけど・・・。

※人と人とのパイプ役になることが重要。それが「⼈脈」

★地域連携にとって重要なのは、「人脈」である。

★地域連携にとって重要なのは、「マッチング」である。

★地域連携にとって重要なのは、「組織継承」である。

それは、地域住民、行政、小中高等学校、民間企業

大学間連携等数えあげればきりがない。 6



実際の引き継ぎ場⾯をむかえて！
①組織に損害を与えてはいけない。

②人脈を独占してはいけない。

③異動したからと言って、今までの人との関係を切ってはい
けない。

④引き継ぎは、業務と思わなければいけない。

⑤自分の将来のために引き継ぎを行わなければいけない。

⑥引き継ぎは、「確認」と「作成」がキーワード。

⑦引き継ぎにおいて確認すべきは、スケジュール、後任者、

上司の承認の3つ。
⑧引き継ぎの項目を絞る。

例：業務の項目と具体的な手順、職場独自のルール 7



 

 

 

 

 

 

 

 

【その他 連絡事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 



高崎商科大学 キャンパスマップ

受付

全体会・グループワーク会場

学生玄関



OA教室
（121) PCD考房

室
究
研
Ｄ
Ｃ
Ｐ

学生生活・学習
支援センター

研究室
1

同窓会
役員室

［アクティブラーニング］

研究室
2

研究室
3

meeting
room

大学院生
研究室
1

大学院生
研究室
2

事 務 局

高崎商科大学 1号館

受　付

1号館1階・学生玄関で受付終了後、
4号館2階・教室421・422（全体会会場）へお越しください。



４Ｆ
WWC ＭＷＣ

経理研究所

湯沸面談室 印刷室

経理研究所 経理研究所

EV

３Ｆ
教室
(431)

教室
(432)

教室
(433)

教室
(434)

沸
湯
UWC

置
物

置
物

サーバー
室

研究室
(431)

研究室
(432)

研究室
(433)

EV

ＷＷＣ Ｃ
Ｗ
Ｍ

１Ｆ
Ｃ
Ｗ
ＭＷＷＣ

パウダー
コーナー

ＳＫＹ
ＡＴＲＩＵＭ

ＳＫＹ
ＤＩＮＩＮＧ

機
販
自

EV

調理室

地域連携センター
室
除
風

室
除
風

デシャップ

２Ｆ LEARNING
COMMONS

彩霞祭
準備室

Meeting
Room２

Meeting
Room３

Meeting
Room１

教室
(422)

教室
(421)

UWC

沸
湯 ＷＷＣ

EV

Ｃ
Ｗ
Ｍ

研究室
(421)

研究室
(422)

高崎商科大学 4号館

集合場所

グループワーク会場



 

※夕食は18時15分からです。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1階「もみじの間」です。
※1日目21時以降の二次会会場は、1階・205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階食堂「あじわいの間」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。

甘楽ふるさと館 館内図

バーベキューガーデン

食堂

あじわいの間厨房

管理人棟
ＷC

炊事場

バーベキューガーデン

ふれあいの間
販
売
機

下足室

ロビー
喫煙室フロント・売店 本館１階事務室男子

WC
女子
WC

玄関

もみじの間

玄関

喫煙室

男子
WC

女子
WC

浴室 浴室脱衣 脱衣

階段

ラウンジ
販
売
機

男子
WC

女子
WC 身障

WC リネン

和室 和室 和室和室
和室

洗面
給湯

かたらいの間
リ
ネ
ン

階段

和室 和室 和室

新館２階

本館２階

新館１階

和室
和室 和室 和室 和室

男子
WC

女子
WC 洗面所 リネン

ラウンジ階
段

給
湯 階段 和室洋室洋室 洋室和室

ラウンジ

リネン

夕食会場

朝食会場

二次会会場



原　平時 小山田　健

上田　歳彦 藤田　和史

髙橋　理 大坪　史人

小出　修嗣 高橋　興

小松　和博 山本　健慈

加島　勝一 千住　義明

坂本　昌弥 坂口　洋

小林　順 208号室 西川　一弘

松元　一明 簑島　智子

古平　浩 樋口　幸代

鈴木　敦之 野村　絹恵

周藤　俊治 棟方　章子

後藤　健治 中野　明子

藤巻　晃 平野　悦子

伴　裕介 徳田　裕美

山田　雄三 片畑　智子

杉山　晋平 安宅　愛

松田　和也 中嶋　紀世生

髙島　大輔 小林　裕美子

髙橋　裕之 坂本　文子

西平　隆樹 古久保　綾子

野原　康弘 川又　彩夏

鈴木　貴征 木村　海七未

濱田　大真 後藤　千晴

210号室 105号室

202号室 102号室

203号室 103号室

204号室 104号室

部屋割り表

101号室
205号室

209号室

201号室 106号室
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