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＜教育と地域の連携・協働を探る＞

「～事例から見る地域連携の
有機的取り組みと課題とは～」

吉備国際大学 社会科学部 経営社会学科

教 授 小田 淳子

第52回岡山県私学教育研修会
第3部会 テーマ

期日： 2019年8月１日（木）～2日（金）
会場： ザ・ソロヤマテラス津山別邸
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本日のプログラム

 取り組みの事例

 地域との協働による高等学校改革の推進

４．地域と大学の協働連携

１．教育主体（高校）による地域との連携

２．地域主体による教育との連携

３．地域と教育（中･高校）の協働連携

５．大学と地域の連携

城南高校のモザイクプロ
ジェクト

荒廃茶園の復活と地域ﾌﾞﾗ
ﾝﾄﾞ高梁紅茶の形成

宇治町の農村体験を通じた
都市交流

吉備国際大学による地域課
題解決を探る実践調査

女子サッカー部Charme高梁
の活動

 まとめ(地域連携のあり方と課題)

H30年新高等学校
学習指導要領
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文科省：地域との協働による高等学校教育の推進

 平成30年3月30日付け，29文科初第1784号によって，

①新しい高等学校学習指導要領が公示された。

文部科学省告示第68号

「高等学校学習指導要領の全部を改正する告示」

 平成30年8月20日付け，30文科初第483号によって，

②「地域との協働による高等学校改革の推進について」

の通知が出された。

 高等学校は，自治体，高等教育機関，産業界等との協

働によりコンソーシアムを構築し，地域課題の解決等の

探究的な学びを実現する取組を推進する。

 Society 5.0の社会を地域から分厚く支える人材の育成に

向けた教育改革を推進する。 3

〔参考〕文部科学省ホームページアドレス
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/

H30年新らしい高等学校学習指導要領の公示
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これからの教育課程の理念

文科省，H30.7：「新高等学校学習指導要領について」解説 （抜粋したもの）

6



3/5/2020

2

地方創生に資する高等学校改革

7

本日の配付資料です。 8

（2）地域学校協働活動の法制化等

平成29年3月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律及び社会教育法が

改正され，地域と学校の連携・協働の推進に向け，学校運営協議会の設置を努力

義務化するとともに，地域全体で子供たちの成長を支え，地域を創生する地域学

校協働活動の推進について規定されました。社会教育関係者をはじめ地域の多様

な主体と学校が連携・協働し，高校生が地域課題を解決する取組を地域の住民や

団体等と共に企画・実施することは，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に

大きな意義を持つものであり，地域への愛着や地域の将来を担う当事者としての

意識の向上など，地域の持続的な発展にも資することが期待されるものです。

（3）「Society 5.0に向けた人材育成～社会が変わる、学びが変わる～」への提言

文部科学大臣のもとで取りまとめられた「Society 5.0に向けた人材育成～社会が

変わる、学びが変わる～」において，地域には，それぞれ生きた課題が多く存在す

るため，生徒の地域への興味や関心を深め，地域の課題を探究する重要な機会を

提供できることから，生徒にとって も身近である地域と学校とが手を携えながら，

体験と実践を伴った探究的な学びを進めていくこと等が高等学校において必要で

あるとされております。

文科省：「30文科初第483号 平成30年8月20日（通知）」より抜粋 配布資料

地域との協働による高等学校改革の推進について（通知）
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高校と地方づくりについて

11

• 各事例毎の説明

主体と地域との関わり方の内容，ポイントなど

取り組みにおける関係者間の繋がりとは

• 有機的取り組み（継続性，効果，得るもの）への課題

• 実施側の思い（継続性，教育の実施効果，取り組み成果）

• 受け手の思い（地域の負担，協力体制，地域活性化の効果）

• まとめ（発展させるには，何が必要か，何が大切か）

話の進め方ポイント

12
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吹屋地区

中野地区

松原町

高梁城南高校

吉備国際大学

高梁市における事例先の位置図

宇治地区
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取り組み事例の紹介

1．県立城南高校の
ﾓｻﾞｲｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2.松原町の高梁紅茶
のブランド形成

5．女子サッカー
Charme高梁の活動

3．宇治町の都市
交流プロジェクト

4．吉備国際大学の
地域課題の調査

教育主体
（高校）

地域主体

地域と教育（中･高校）

地域と大学
大学と地域
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１．教育主体（高校）による地域との連携
－県立城南高校のモザイクプロジェクト－

栄町商店街活性化事業

出前授業
オープンスクールキャンドルナイト

城南マーケット

東北物産展

城南高校には，電気科、デザイン科、

環境科学科、総合情報科の４科があ

る。

2011年，各科の個性を生かしながら、

科の枠組みを超えて協力し，お互いを

尊重し、高め合おうとする取組み（モザ

イクプロジェクト）がスタートした。様々

な活動が続いている。
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モザイクプロジェクトの取り組みの概要

ねらい

• 学科間の横の繋がりを得ながら，地域との連携を図る。

• 地域との交流，評価の中で，インタビューや人前に立つことを通じて，

• 自己顕示欲，コミュニケーション力を培うことができる。

取り組み内容

• ものを作る（商品開発）ねらいを，環境，農業，生態へしぼる

• 専門販売，地域で展開して，ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ知名度を上げる

• *城南高校お城カフェ *まちカフェ（準備中）

協力者

• 高梁市産業観光課，高梁観光協会，社会教育課（ｷｯｽﾞﾌｪｱの場合）

• (株)備中高梁まちづくり研究所（ｱﾆﾒｽﾀｼﾞｵ），地域の専門家
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モザイクプロジェクトの一例

城南校3年生が企画考案。
お城カフェで，観光客に販売

高梁市農林課，産業
観光課の基礎講義

高梁学の学び• 独自の弁当開発

• 「ラテアート」とお城カフェ

備中松山城の猫城主
「さんじゅーろー」のラテ

地域の仕出し業者による講
習会で指導を受ける。高校
の農産物で弁当を開発。

「観光弁当」の開発

17

取り組みのポイント－１

情報発信ツールの利用

• イベントではその時だけの単発に終わる。定期開催には情報発信が必要。

• ツィッター，インスタグラム，SNSなどの媒体で，公開する。

• 学校教育課で学校新聞の配布協力（市内4年生以上の家庭）

⇒ｲﾍﾞﾝﾄの公報活動，保護者に高校の宣伝（将来の入学見込み）教育効果

地域との連携 （無償の商品開発）

• 地域（食品製造者）の協力を得て，試作品の共同開発。

• 高校では地域と遣り取りするｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ等を通じて，達成感を得る。

• 地域では新商品の製作販売ができ，公報による展開で利益を得る。

• 地域で専門販売を展開して，プログラム知名度を上げる。

• 高校開催のｲﾍﾞﾝﾄで開発商品を販売し，完売を図る。

教育効果

産業振興

観光振興

18
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授業にプログラムの位置づけ

• プログラムを授業科目の中で有効活用。（土日は働き方改革により避ける）

地域学（電気・環境・デザイン学科）（3年フード&クラフト：商品開発）

• プロジェクトを教育科目（電気，デザイン，環境科学，総合情報）に入れること
で，「城南プライド」を持たせる

⇒ “攻めのキャリア教育，攻めの地域貢献”に位置づける

地域の貢献活動への意義 （ボランティア・無償の商品開発）

• ボランティアを授業に落とし込み，地域活性化に繋げる。

登校時周辺の清掃活動，社会活動，特別活動の実施（学期１回，年3回）

• 高校： 地域と遣り取りするｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ等を通じて，達成感を得る。

• 地域： 新商品の製作販売ができ，公報による展開もあり利益を得る。

• 両者： 専門販売，地域で展開して，ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ知名度を上げる。

高校内のｲﾍﾞﾝﾄで，開発商品を販売する（100%の売れ行き）

取り組みのポイント－２

19

取り組みの課題

• プログラムの実施・継続

• H34年度から新学習指導要領がスタートする。

• 文科省方針で，高校に地域コーディネーターを置く。

⇒ これまでの経緯を踏まえた該当者を選ぶ必要がある。

• プログラムのシステム化作り，予算づけ，授業に落とし込むﾌﾟﾗﾝ

• 協力者との人間関係作り ⇒ 参加者の立場も持つ

• 行政の上部部門の理解と協力 ⇒ 市長，教育長（公報・予算効果）

• 実施担当者（教員・コーディネーター）の有効な引き継ぎ

• 新たなプログラムの取り組み（計画と予算化）

• 実施までの3年間で，プログラム組立，課題明確化，改善が必要

「地域学校協働活動推進員
（コーディネーター）
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モザイクプロジェクトにおける地域連携の関係

行政

高梁市産業観光課，農林課

県立高梁城南高校（４学科）
モザイクプロジェクト

地域

栄町商店街連合会（製造・販売・飲食・小売業・不動産）

市内の飲食業（鮮魚店，仕出し屋），高梁商工会議所

･域外から
観光客

地域

百姓のわざ伝承ｸﾞﾙｰﾌﾟ（6次産業）

保護者

在校生の家族

･お城カフェ

･学内イベント
に参加

予算づけ 観光振興
紅茶の提供

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ広報

･地紅茶まつり
･新製品開発

･若者の
地域愛着
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文部科学省

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」
について

●地域魅力化型※１

和気閑谷高校
（｢恕｣の精神を持って地域と協働する探究人の包括的育成）
●グローカル型※２

岡山城東高校
（「ステージは『世界』だ！」～岡山発グローバルリーダーの育成～）

文部科学省では、高等学校等において、各教科等の内容を社
会の在り方等と結び付けて深く理解する等、地域の課題を基に
体験と実践を伴った探究的な学びを実現するため、「地域との
協働による高等学校教育改革推進事業」を2019年度から開始
します。
岡山県においては、次の2校が「地域協働推進校」に指定され、
質の高いカリキュラムの開発・実践、体制整備を進めます。

岡山県教育委員会HP

22
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 松原町・宇治町は，古くから良質なお茶が栽培
される茶産地である（標高460mで霧がよく発生
する）。

 この高梁産の茶葉“やぶきた”（緑茶用）を使用
して，高梁紅茶が作られた。

 特に，松原町にある百姓のわざ伝承グループ
の工房で，新しい紅茶のカテゴリー“地紅茶（和
紅茶）”が作られている。

※ 高梁紅茶HPより引用

２．地域主体による教育との連携
－荒廃茶園の復活と地域ブランド高梁紅茶の形成－

（代表：藤田泉さん）ご夫妻

25

• 古くから連綿として伝えられて来た百姓の知恵や技術を復活し、
次の世代に伝えて行くため”百姓のわざ伝承グループ”が発足。

• 高梁市松原町松岡の丘陵地（標高460m）に茶畑が広がる。

• 所有者の高齢化で10年以上手入れがなく，6年前まで茶木は伸び
きり，雑草が絡まる状態にあった。

• 20年前に高梁に移住し農業を始める。2013年，「荒廃茶園復活プ
ロジェクト」に取り組む。

• 茶畑の整備，製造のノウハウ，専用加工場を設け，生産加工の体
制作りを整備した。 生産量/年：50kg ➪ 700kg

• 高梁地紅茶のブランドを立ち上げて，試飲会，見学，体験，大学
連携などの取り組みをしながら，地域イベントの協働開催，新たな
製品開発，販路拡大などを進めている。

高梁紅茶の取り組みー１
「代表 藤田 泉」氏

※ 高梁紅茶HPより引用26

 茶畑の整備，収穫，維持管理，紅茶加工まで

１．無農薬，化学肥料不使用，有機肥料使用であること

２．作業工程 ： 摘採→剪定→草刈り→草取り→施肥

３．紅茶の加工： 生葉→萎凋ｲﾁｮｳ→揉捻→発酵→乾燥→荒茶

高梁紅茶の取り組みー２

広報・イベントの開催

３．広報：高梁紅茶の試飲会，美味しい紅茶の入れ方教室

４．体験：御茶摘み，釜炒り茶，紅茶作り（小学生,団体,ｸﾞﾙｰﾌﾟ,観光客）

５．イベント：高梁地紅茶まつり，全国地紅茶サミット

大学との連携 ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女子大学のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
27

荒廃していた茶畑を整備し，茶葉の栽培と収穫につなげた。
地域ブランド地紅茶を形成し，商品の販路拡大を進めている。

荒廃していた時期の茶畑

地域・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・大学生
等により整備された茶畑

大学活動の一環で茶畑に学ぶ
（ﾉートルダム清心女子大学）

28

伊藤園HPより引用

29

→荒茶

生葉→萎凋ｲﾁｮｳ →揉捻 →発酵

→乾燥

高梁紅茶の加工場

30
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高梁地紅茶まつりの開催

２．主催
• 高梁城南高校、高梁日新高校、高梁高

校（合同で企画・運営）
• 高梁地紅茶まつり実行委員会（事務局：

高梁市産業観光課）
• 栄町商店街活性化プロジェクト（栄町商

店街連合会）。
• 百姓のわざ伝承グループ（松原町）

高梁市の栄町商店街では，毎年11月初旬頃，高梁地紅茶まつり
を開催している。2019年度は，第8回となる。

１．目的
栄町商店街の活性化に貢献。高梁産の

地紅茶のPRと魅力発信。商品開発・地域
ブランド・コミュニティビジネスの創出。

31

「地紅茶まつり」の内容

栄町商店街

ステージ・体験コーナー出店，カフェ出店

高校生

地紅茶飲み比べ，地紅茶カフェ，販売コーナー，体験コーナー，
ステージ（吹奏楽，ダンス，備中神楽），地紅茶の足湯

32

地域主体による教育との連携

• 地域

栄町商店街連合会
スーパーキョーエイ
備中高梁まちづくり研究所

• 行政

高梁市産業観光課

• 市内高校

高梁高校，城南高
校，

日新高校

ｲﾍﾞﾝﾄ
地紅茶

まつり開催

百姓のわざ伝承グループ
（代表藤田泉）（松原町）

• 大学

ノートルダム清心女子大学

• 地域

松原町住民・農園管理者

高梁市松原町と大学・高校の連携による取り組み関係
目
的
ー

産
学
連
携
，
ゼ
ミ
授
業
，
大
学
広
報
活
動

目
的
ー

行
政
支
援
に
よ
る
商
店
街
活
性
化

･茶畑の整備
･ブランド商品

の開発 33

地域連携のポイント，課題

ポイント

１．持続可能な仕組み作り

・お茶栽培ｽｹｼﾞｭｰﾙの管理

・参加者のニーズ把握

参加者へのｱﾝｹｰﾄ活用

・多様な関係作り

２．お茶，紅茶の文化と歴史

の意義付け

課題

１．参加者，協力者の関係性

募集，連絡，協議

２．イベントの展開

・地紅茶まつりの今後

・継続性，企画のマンネリ化

・厳しい予算措置

３．関係機関との協働のあり方

行政・マスコミ・農協

教育機関（高・大）

34

宇治町

備中高梁駅より約20km高梁市の西北部に位置。遠原，宇治，本
郷，穴田の4地区からなる農山村。

標高350mの高原に280世帯・640人が暮らす（調査時）。

基幹産業は農業（米・果樹）で，特産にピオーネ，桃，緑茶・紅
茶，花卉類，松茸等。ブドウ農家の就農支援を行う。

宇治町内を走る岡山県道85号高梁坂本線は吹屋ふるさと村への
通過道路。

宇治町を望む 中心部：仲田邸前

３．地域と教育（中・高校）の連携
－宇治町での農村体験による都市交流－

園田学園中学校･高校(尼崎市)
35

都市交流の経緯と概要

• 大阪の旅行会社が中高生民泊を企画するな
か，兵庫県の学校から受け入れ先の打診が
あった。

• 平成14年（2002）から，園田学園との都市交流
事業がスタートし，2019年で17回目となる。

• 受け入れ組織は，宇治地域まちづくり推進委員
会のなかの「都市交流事業推進委員会」，相互
の遣り取りは宇治地域市民センターが担当。

• 学校側の参加者は，生徒（2年），校長，養護，
担任，副担任，ｶﾒﾗﾏﾝで，家庭を巡回する。

• 5月後半に中学生，10月に高校生を対象の民
泊（平日2泊3日）を行ってきた（近年は中学
生）。内容は個人宅での農村体験が主である。

・体験内容 ：畑／果樹の手入れ，植えつけ，種蒔き等
・民泊先の受入数：3～4人／家（1台で乗用） 食事：一緒に準備と片付
け。
・実費 ：宿泊代1万円／人･2泊 （カレー，目玉焼き，味噌汁，焼き肉）

36



3/5/2020

7

37

都市交流のねらいと連携のポイント

ねらい

• 都会では，農産物の商品は見
えても，作り方や畑を知らな
い。

• 農業で収穫時に商品化されな
い，不適格品がでる事を知る。

• 野菜の採り入れ方や育て方の
基本を教える。

• 地域の田舎の生活をみて，元
気な様子を将来に伝えたい。

• 若者との楽しいひとときに期待
感を持つ。 ＜地域活性化＞

準備

• スケジュールの振り返り（学校）

• 受け入れ先の家族調査・体験
内容を確認
⇒生徒の割り振りと本人了解。

• 地域との相互の信頼関係
⇒ 継続のポイント

• 体験期間中，学校は毎日巡回

予算

学園参加者からの提供のみ
⇒ 宿泊1万円+作業代3千円

体験外での交流

秋の学園祭に地域が招待される
⇒ 宇治の特産品を販売

過去の失敗事例（公立学校）

摺り合わせ不足，他人数学生の受入，

教員の交替，旅行業者の斡旋，

準備不足，思い入れ
38

過去6年間の受け入れ状況と課題

年度
対
象

開始日 人数
対
象

開始日 人数

2019

中
学
生

5月22日 16

高
校
生

― ―

2018 5月23日 18 ― ―

2017 5月24日 16 9月30日 86

2016 5月25日 15 10月2日 100

2015 5月26日 21 10月3日 96

2014 5月27日 27 10月25日 86

課題（個人宅の受け入れ）

・ステイ先での充実が焦点
⇒2～3日かけて，やっと慣
れていく。

・行事やねらいがない。

⇒集団でないため，地域と
の交流が薄れてくる。

・受け入れ側の高齢化が
進み次を担う人がいない。

・若い世代が受入れを断る
ため，ステイ先が限定。

39

地域と教育の協働連携

農村体験学習
受け入れ事業

宇治まちづくり
委員会

宇治町市民センター
（事務局）

園田学園

保護者

体験作りプロジェクト

家族調査
体験内容チェック

都市交流事業
推進委員会

• 地域

宇治町住民（受入者）

学園生徒

体験費用の支払い

体験後の礼状の送付

地域特産物の販売学園文化祭を訪問
40

４．地域と大学の協働連携
－吉備国際大学による地域課題解決を探る調査－

 吉備国際大学（経営社会学科・小田

研究室）では，中山間地域の課題
解決をテーマに取り組んできた。

 2014年9月以降，地域の関係者の
要望を受けて，国の重要伝建地区
である吹屋地区の「空き家問題」，
移住者の増加が進む宇治町の
「移住定住支援の取り組み」の調
査に着手した。

 さらに，古民家の活用事例，移住
者に向けた生業調査を行う等な
ど，地域課題解決に向けて，大学
の学生と地域関係者が連携を取り
ながら，活動を進めている。

41

調査研究の背景とねらい

∮岡山県高梁市は全域が中山間地域の区域にある。

∮高梁市には、守るべき歴史文化や風致の観光資源が多数ある。

市内：城下町・陣屋・松山城， 中山間地：ベンガラの町並み・吹屋（重要伝建地区）

∮全国的に空き家増加が進むが，高梁の空き家率は特に高い（県下2
位）。

∮空き家増加の解決策として，多くの自治体が移住定住対策を積極的に
進めている。

∮高梁市は早くに移住定住施策に取り組み、特に宇治町は積極的移住支
援で効果を上げている（移住者増加）。

∮移住定住支援をさらに図るには、移住者の生活支援、なりわい（仕事）の
状況が重要である。
 学生を巻き込んで地域に入り込む。地域関係者、調査者等と交流する。

大学と地域が協働で課題に取り組む。高梁に根ざす想いを推し量る。

教育研究効果、地域の活性化に貢献
42
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小田ゼミの地域協働による調査内容

テ
ー
マ
：
地
域
の
課
題
解
決

①空き家の現況調査
②空き家所有者の意向調査
③空き家情報のデータベース化

④移住定住の先進地域の調査
支援体制の仕組み
移住者の意向とは

地域の空き家実態を探る 移住定住対策を探る

空き家活用・地域活性

⑤古民家の活用事例調査：兵庫県

⑥空き家の不動産ビジネスの動向：全国

⑦地域活性(観光動向)の調査：吹屋地区

⑧地域資源の発掘調査：吹屋地区

成羽町－吹屋地区・中野地区
歴史と文化的の資源を守る
地域コミュニティの維持を支援

～特に，高梁市中山間地域を対象に，大学と地域が協働する～

高梁市宇治町

2014年～2015年 2015年～2016年

2016年～20117年

⑧農林業の仕事
（野菜・果実・花き・加工・林業）

⑨工芸民芸・サービス業の仕事
（染色・陶芸・木工・飲食・宿泊）

移住者に向けた生業調査

中心部を除く市内全域

2017年

43

調査地域１の概要

吹屋地区・中野地区：国の重要伝統的建造物群保存地区

吹屋地区中野地区

高梁市北西部に位置し成羽町。大半
が標高550メートルの高原と山林。

旧吹屋村・旧中野村に該当する調査
地域一帯は吉岡銅山経営で大正時
代まで隆盛。昭和40年頃までベンガラ
特産地として繁栄。

吹屋地区は8行政区で67世帯130人，
中野地区は6行政区で74世帯144人
が暮らす（田原を除く）。

44

 岡山県「平成27年度・おかやま大学生中山間地域等研究・連携促進事業
補助金」により実施。

 地域調査について，吉備国際大学倫理審査委員会（平成27年5月）の承
認を得る。

 地域の協力者，支援者と大学（学生）の協働実施。
 作成した空き家調査票に現状を書き込む

空家の現況調査の様子

地域と協働による空き家の現況調査

調査区分 調査者・協力者等

調査の主体

吉備国際大学
小田研究室 4年生

吹屋町並保存会副会長

高梁市地域おこし協力隊

現地調査の
案内・協力

中野地区住民
吹屋地区住民

成羽公民館吹屋分館

コミュニティ
の支援

吹屋町並保存会会長

吹屋新生会会長

中野協和会会長
45

現地調査の記録票

Excelファイルで空き家別に作成
↓

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ情報に利用。）

※文献事例をもとに， 関係者
間で協議しながら作成。

46

空き家状態のランクづけ

11, 
41%

5, 18%

6, 22%

5, 19%

A B C D

20, 
43%

15, 
33%

7, 15%

4, 9%

A B C D

吹屋地区（４6件）

中野地区（27件）

外観及び内部（家財の整理具合）等から判断

46件中，35件（76%）（A＋B）が
利用の可能性ありと評価。

27件中，16件（59%）が利用の
可能性ありと評価。

A.優良
B.修理による使用可能性は有り
C.修理での使用可能性は低い
D.廃屋

A判定31+B判定20 ⇒ 70% 47

－家屋の状況，利用状態（回答40件／73件）－

3 10 11 16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0‐20年 20‐50年 50‐100年 100年以上

14 12 8 4 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

すぐに住める 少し修繕が必要

かなり修繕が必要 ほとんど住めない

建築の時期

建物の状況

26

11

14

10

0 5 10 15 20 25 30

1

その他 帰省の際の宿泊

農地等の管理 住宅の管理清掃

帰省の利用頻度

帰省の利用目的（複数回答）

週または月に1回以上の利用は
17件（43%）➪帰省を比較的行う。

築100年以上の家屋が16件で，13
件は吹屋地区。新しい空き家3件。

「すぐ住める」が14件，「少し修繕
が必要」12件 →65%可能性。

多は住宅の清掃管理26件（36%），
次に農地等の管理14件（19%）
中野地区で割合が高い。

空き家の所有者へのアンケート調査（意向調査）

48
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20, 
77%

0, 0%

6, 
23%

建物は残したい
近いうちに取り壊す
検討中

15, 58%
5, 19%

2, 8%

0, 0%

4, 15%

帰省の宿泊や農地

の管理に利用

貸家として貸し出し

たい

第３者に売却したい

すでに決まっている

（貸出・売却）

その他

所有者による今後の空き家利用

 15件は「帰省で利用」，「貸し出したい」は5件のみ。
 5件：吹屋4／中野1，評価：Aｰ3件，B・Cー各1件
 維持管理に関する課題（全員）

管理の手間18件， 費用16件，
現住所から遠い15件，身体年齢の問題11件

居住予定がない26件の内訳
（建物を残す／検討中） 吹屋

49

調査地域２の概要

高梁市宇治町

 JR伯備線・備中高梁駅より約20km
高梁市の西北部に位置。

遠原，宇治，本郷，穴田の4地区
からなる農山村。

標高350mの高原に280世帯・640
人が暮らす（調査時）。

基幹産業は農業（米・果樹）。

特産に、ピオーネ，桃，緑茶・紅
茶，花卉類，松茸等。

高梁市宇治町の眺望 宇治町の中心部仲田邸前(宿泊施設）50

移住定住者の聞き取り調査 2015年9月

 調査時期： 2014年9月～2016年5月
 調査体制： 地域の協力者，支援者による大学（学生）との協働連携。
 岡山県「平成27年度・おかやま大学生中山間地域等研究・連携促進事業補助

金」により実施。
 宇治仲田邸に宿泊して，作成した調査票をもとに移住者20組への聞き取り。

移住定住の支援者に取り組みの聞き取り調査 2015年7月

調査区分 調査の協力者

調査の主体
吉備国際大学

小田研究室 3・4年生

移住・定住
支援組織

備中宇治彩りの山里
住むか暮らす会
・会長，副会長

宇治地域市民センター

移住者の
聞き取り
（打合せ，
現地面談）

ＵＩ クラブ（移住者の会）

・会長
・会員20組

調査の実施体制と協力者

51

古民家に暮らす移住者宅の例

 Iターン者の星川さん
 北海道から移住
 一人暮らしを楽しむ。
 宇治町のHPを作成
 倉敷国際親善協会の会員
 自宅の古民家前で。

 Iターン者の稲毛さん
 10年以上前に倉敷から夫婦

で移住。
 住むか暮らす会副会長。
 倉敷国際親善協会会長
 自宅の古民家前で。

10月恒例行事
移住者の会による焼き肉会

＊＊支援組織・移住者の会のメンバー＊＊

52

調査した移住者の属性について

項目区分 Ｕターン 9組 Ｉターン 11組

現

在

移住期間
1年未満：0組 1-3年：2組
4-9年：3組 10年以上：4組

1年未満：3組 1-3年：2組
4-9年：4組 10年以上：2組

家族構成

①1人：1組
②2人：3組(夫婦･親子)
③3人：3組(親子同居)
④4人：2組(夫婦・親子)

①1人：3組
②2人（共同経営・夫婦)：6組
③3人(親子)：1組 ④4人(親子)：1組

職業
（本人）

無職：1組
無職(自家農業)：6組
農業(出荷：ピオーネ,米,花,野菜)：2組

無職：1組 無職(ｱﾙﾊﾞｲﾄ)：3組
無職(自家農業)：1組
就農者(ブドウ)：5組 食品販売：1組

移

住

前

出身地
宇治7組
成羽2組（※妻がＩターン者1組）

神奈川2組 大阪5組 山梨1組
栃木1組 北海道1組 福井1組

前居住地
岡山4組 兵庫1組 名古屋1組
東京1組 大阪1組 埼玉1組

神奈川2組 大阪5組 東京1組
栃木1組 名古屋1組 北海道1組

前職業

※分類

①専門技術的職業 4組
②生産工程従事 2組
③事務従事 1組
④建設・輸送従事 1組
⑤サービス職業従事1組
⑥保安業従事 1組

①専門技術的職業 3組

③事務従事 6組

⑤サービス職業従事2組

※職業分類：総務省：日本標準職業分類による分類

（注）データは調査時（2015）のものである。

53

高梁市宇治町における移住定住の支援体制

54
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調査から見えた移住後の支援と課題

－高梁市宇治町の将来に向けて－

生活
・まちづくり推進委員会の活動
・宇治地域市民センターの業務
・生活する地域内の交流
・移住者の共助組織，支援者組織

地域の教育体制
・宇治幼稚園
・保育園なし
・市立宇治小学校
・市立中学校 （町内になし）

（町外の中学校に通学）
・市立宇治高校（昼間の定時制）

仕事
・ブドウの就農支援を整備

収入を得るまでに3-5年
・他に，トマトの就農支援
・就農以外の生業は市街地まで

医療・介護
・宇治診療所（内科・外科）

木曜午後のみ開設
・病院なし

高梁中心部）に自主通院
・介護施設なし （町外を利用）交通

・市内循環バスが5便/日
・近くのJR駅までバス25分
・市内中心部までバス50分

子どもの就学期，高齢者の介護状況
に合わせて，宇治町から転出する。

55

①地域ぐるみの活動を展開

農村民泊事業，森公園の整備に住民総出での植栽

②移住者の受入支援体制が機能

地域住民によるサポート体制（住むか暮らす会）を

作り、行政等との連携を積極的に進めている。

③住民の意識調査を実施

初めて中学生以上に実施し，３つの取り組むべき

柱を明確にした。

④宇治リスタート事業を展開

暮らしやすい宇治地域を目指し、次世代に地域を

つなぐ活動を進めている。

つなぐ冊子の配布，安全安心電話帳作成や納涼祭の見直し

宇治地域まちづくり推進委員会

2016年10月13日（木）

－受賞の理由－

宇治町のまちづくり成果（表彰）

56

吹矢地区の調査報告会：中間報告8月28日(金)18時、 終報告2月15日(月)10時

ゼミ学生による調査結果の報告
（町民・調査関係者の参加）

宇治町の調査報告会：2月14日（金）10時 「移住&雑煮サミットin宇治（宇治総合会館）

佐藤拓也氏の活動報告
（梁クラス代表-

もと地域おこし協力隊）
空家現地調査の
中間報告（小田）

中間報告会の参加者
（吉備ｹｰﾌﾞﾙ取材） ゼミ学生による調査の 終

報告（地域・協力者）

宇治町の関係者と小田ゼミ生
佐藤拓也氏（左）
稲毛良泰氏（中）
牧野義廣氏（中） 57

空家問題，移住定住の調査で見えたこと

 空き家問題には，地域事情に合わせた対策が必要。

→ 地域の現状・空き家の状況の把握，所有者の意向確認など

 移住定住には，地域全体での思い，取り組みや協力者が
不可欠。

 移住定住を支援する体制，組織づくり，人づくりが必要。

 移住者には，移住前から移住後まで続くフォローが必要。

 地域や支援者だけで解決しない課題に，行政支援が必
要。

 移住定住の関係者間を繋ぐNPO等の役割，地域の課題を
ともに考える大学の役割が求められている。

58

◆大学の地域調査におけるポイント

 １．地域の課題を把握しておき、解決・対策を探る所に協力する。

 ２．協働調査のための協力者（調査の依頼人、きっかけとなる人）を得る。

 ３．地域在住の協力者（案内人、コミュニティ会長、住民代表）に，了解を得る。

①事前に訪問し、依頼内容の説明と了解を得ることで、信頼関係を作る。

②調査に際し依頼文を作成、何のためかを明確にし、協力者名を明記する。

 ４．地域内の調査は案内人に頼り、独自に動かない（住民に怪しまれな

い）。

 ５．調査票（様式）、調査方法、調査の進め方は、学生を主体に教員の
アドバイスを行い，協力者の意向を入れる（協議して進行）。

 ６．調査終了後は，速やかに結果の概要を地域に報告（一方通行に終
わらせない）。

 ７．調査結果を何かの形で文書化し（報告書）、発表の機会を得て公
表。 59

◆地域調査の結果をまとめたもの

◆報告書の配布先（大学側）
・調査対象本人，地域協力者，行政
・本人・行政・JA・森林組合・商工会
・商工会議所 ⇒調査者の紹介先

◆移住者の仕事ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの利用先
・県の移住相談窓口（東京，大阪）
・移住相談会8回（東京4,大阪4）

・移住ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭによる相談窓口

60
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◆大学での地域協働の調査から得られる成果

 地域にとっての成果

①地域課題の現況（空家調査では空家率、建屋の状況など）が明らかになり、地
域住民が次の手を打てる（活用など）。

②アンケートの経験により、今後の対処を考えるようになる（空家所有者の意識）。

③地域の取り組み成果（宇治町）をまとめた報告書等は、地域評価の資料提供に
使えた（行政からの表彰、予算取り）。

④調査結果の内容を整理して，パンフレットに落とし込み（移住者の生業），施策の
推進・広報に活用している。

⑤住民自身の取組が明文化（報告書を本人に送付）されたことで、達成感とさらな
る遣る気が期待される。

 大学にとっての成果

①卒論テーマの取り組みになり、指導助言を得ながら期間内（3～4年生）にまと
める力が身につく（講義科目）。

②地域に入り込み、地域課題の何かを理解することは、地域社会を身近に思い，
将来の仕事の取り組み方につなげることができる（キャリア教育）。

③教員は成果を報告書にまとめて公表することで、調査研究の実績作り（学会、論
文），次の予算どり等につながる。 61

大学を取り巻く地域調査の意義

この調査研究は，地域の要請と協力のもとで取り組むことができ
た。

魅力ある中山間地域づくりに，地域の大学として何ができるのか。

地域における大学の役割を認識し、今後も地域と協働して課題に
取り組むための実践活動と捉えている。

本調査に協力を頂いた地域の関係者，調査に参加した小田研究室の学生（3～4年）

★小田ｾﾞﾐの卒業生

2016卒：惠藤，岸，多田

2017卒：戸羽，古田，原田

2019卒：井上，大江，西江，藤岡，松浦

★移住コンシェルジュ
佐藤 氏（梁クラス代表）

★移住支援組織・移住者組織
稲毛 氏 萩原 氏，西江 氏

★就農支援・移住支援
牧野 氏

★吹屋町並み保存会
戸田 氏

62

５．大学と地域（スポーツクラブ）との連携
－女子サッカー部CHARME岡山高梁の活動－

■シャルムクラブチーム
• 吉備国際大学シャルム岡山高梁
• FCシャルムU18（日新高校）
• FCシャルムU-15
• FCシャルム岡山ｱｶﾃﾞﾐｰ（中高26人）
• ｼｬﾙﾑｻｯｶｰｽｸｰﾙ（イーグル校3-6才，

落合校小1-6年，川上校小1-6年）

吉備国際大学Charme岡山高梁（シャルム）とは，岡山県高梁市を
ホームタウンとするサッカークラブである。

現在、日本女子サッカーリーグ チャレンジリーグ で戦っている。

シャルムは，地域と大学が連携したクラブチームである。

スポーツを通じて地域に元気を与え，健康と文化を育む。

地域貢献大学として活動し，地域/企業からの応援をもらう。

63

シャルム高梁岡山のクラブ沿革

2000年 吉備国際大学女子サッカー部として創部

2010年 チャレンジリーグ入替戦を制し、日本女子サッカーリーグ参入決定

2011年 クラブチーム「FC高梁吉備国際大学Charme」としてスタート

プレナスチャレンジリーグWEST 優勝

2012年 一般社団法人高梁スポーツクラブ 設立

なでしこリーグ入替戦を制し、なでしこリーグ昇格

2013年 チーム名を「FC吉備国際大学Charme」に改める

第22回全日本大学女子サッカー選手権大会 初優勝

2014年 なでしこリーグ10位により 2部へ降格

2016年 なでしこリーグ2部入替戦を制し2部残留

2017年 エンブレム・ユニフォーム新調

2018年 プレナスチャレンジリーグ5位

日本女子サッカーリーグ加盟は中国地方では岡山湯郷Belleに次いで2例目。

シャルムホームページより引
用。

64

シャルムの地域貢献の取り組み

300年前から続く伝統の成羽花火の準備に参加。
花火の下絵書き，駐車場の白線引き、看板設置。
2019年7月27日当日，あいにくの雨で中止。

愛らぶふれあいマラソン
2019.02.10

シャルム農園田植え_2019.6.05

ﾄｯﾌﾟｱｽﾘｰﾄ@南幼稚園_2019.5.29

神郷温泉グランド芝生植栽2019.6.02

駅前で市内小学生に挨拶運動

シャルムは年間150回の地域貢献に取り組んでいる。
地域貢献活動は地域を元気にする。⇔ 地域の応援団の存在

 行政（高梁市）から，スタジアム
を優先的に借り受ける。

 地域からは応援をもらう。
 多企業の協賛を受ける。

 試合で好成績を出す必要。

65

◆シャルム高梁の継続のための課題

 日本女子サッカーのトップレベルに入ることをねらいとする。

 はい上がるためには，良い成績を残し地域貢献をする。

⇒ 多企業に影響を与え，会員数を増やし，費用面で効果が得られる。

 サッカーをスポーツ振興のシンボルに置きながらも，高梁から県内広域
に広げて，予算獲得をねらうことが重要。

⇒ 現在，県下企業40社の協賛＋岡山県の予算づけ

 スポーツ貢献で活動を進めるには，多種目に広げていくことが必要。

⇒ 現在，マンパワー不足のため，専門家育成が必要。

地域には，健康体操で元気になってもらう取り組みをする。

 高梁以外にも，地域貢献を拡大していきたい。

聞き取り：吉備国際大学社会科学部スポーツ社会学科 助教授：太田真司 （シャルム もと監督）
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大学と地域（スポーツクラブ）との連携

スポンサー企業

120社

一般社団法人

高梁スポーツクラブﾞ

吉備国際
大学

シャルム

クラブチーム

行政

地域

• 吉備国際大学シャルム岡山高梁
• FCシャルムU18（日新高校）
• FCシャルムU-15
• FCシャルム岡山ｱｶﾃﾞﾐｰ（中高26人）
• ｼｬﾙﾑｻｯｶｰｽｸｰﾙ（イーグル校3-6才，

落合校小1-6年，川上校小1-6年）

健康作り課より
委託

健康スポーツ
教室

協賛金の支払い
予算獲得

地域貢献活動
150回/年

子どもの
ｻｯｶｰ指導

67

• 地域側の状況

• 地域に，主体的に活動・取り組みを行う人が存在する。

• 活動は行わないが，協力/支援の意欲を持つ人が居る。

• 地域住民が問題・課題に対処したいという要望や意識を感じている。

• 教育側の条件

• 対外的に，地域連携の必要性，喫緊性を有している（指導要領改正）。

• 学内の協力体制，支援体制を構築することが出来る。

• カリキュラムに落とし込み，プログラム作り，予算づけを行える。

• プログラム・スケジュール管理を行う中心的な人が存在する（地域任せに
しない）。

• 地域と連携する信頼関係を築くことが出来る（日頃の交流）。

• 継続性と効果を得るには，地域と教育がWin-Winの関係になること。

教育と地域連携を有機的に進めるには･･･まとめ

68

皆様方の，今後の取り組みにお役に立てれば幸いです。

南あわじｷｬﾝﾊﾟｽ

岡山ｷｬﾝﾊﾟｽ高梁ｷｬﾝﾊﾟｽ

ご静聴，ありがとうございました。
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