
「第５回市と大学による座談会」次第

日時：平成２５年７月２９日（月）

午後３時～午後４時

場所：さいたま市役所本庁舎４階政策会議室

１ 開会

２ 市長挨拶 

３ 意見交換  『テーマ：地域における知の拠点としての大学について』

４ 閉会
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・資料 地域における知の拠点としての大学について 
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平成２５年７月２９日（月）   

[敬称略]

大学名等 役職 氏名 

埼玉大学 学長 
上井 喜彦 
（かみい よしひこ） 

埼玉大学 副学長 
八木 正一 
（やぎ しょういち） 

埼玉県立大学 学長 
三浦 宜彦 
（みうら よしひこ） 

浦和大学 学長 
大内 誠 

（おおうち まこと） 

共栄大学 学長  
山田 和利 

（やまだ かずとし） 

芝浦工業大学 副学長 
米田 隆志 

（こめだ たかし） 

聖学院大学 学長 
阿久戸 光晴 

（あくど みつはる） 

日本大学 法学部次長 
丹羽 重博 

（にわ しげひろ） 

人間総合科学大学 学長 
久住 眞理 

（くすみ まり） 

放送大学 埼玉学習センター所長 
菅野 峰明 

（かんの みねあき） 

目白大学 事務局次長 
中山 雅弘 

（なかやま まさひろ） 

国際学院 

埼玉短期大学 
学長 

大野 博之 

（おおの ひろゆき） 

さいたま市 市長 
清水 勇人 

（しみず はやと） 

注）・国私短大の 50音順で掲載
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地域における知の拠点としての大学について

大学名 地域における知の拠点としての大学の役割について 知の拠点として、大学が地域と連携した取組を行う上で、市に期待すること

埼玉大学

さまざまな分野における研究成果を地域に発信することによって、知的な豊かさをもった地域社会の発展に貢
献することが、地域における大学の基本的な役割の一つである。さらに、大学が地域の知の拠点としての役割
を果たすためには、そうした情報発信をきめ細かく行うと同時に、地域の課題等にもつながる先進的な研究を
推進しつつ、課題解決に向けて大学と市民が双方向的にかかわることのできるマインドや体制をつくっていく
ことも重要となるだろう。

地域と大学との交流・連携の場づくりのコーディネートを期待するとともに、さまざまな取組やその成果事例
などの情報を一元的に集約するためのネットワークを構築していただきたい。さらに、地域社会に向けた情報
発信のためのさまざまな支援体制の構築についても期待したい。

埼玉県立大学

本学は、設置目的の１つとして、「保健、医療及び福祉の分野における教育研究の中核となって地域社会に貢
献すること」を掲げている。さらに、地域貢献の取組に関し、中期目標として以下の３点を挙げている。
（１）大学が有する人的資源や教育研究成果を地域社会に還元し、県民生活の向上や生涯学習の推進、地域課
題の解決に寄与する。
（２）産業界、他大学、行政機関等との研究協力を積極的に推進し、魅力ある地域づくりや産業の活性化に寄
与する。
（３）教育研究の活性化を図るとともに、国際感覚豊かな人材を育成するため、海外大学との学術交流を推進
する。
こうした目標を着実に実現していくことが、地域における知の拠点としての大学の役割と考えている。

本学では、国際感覚豊かな人材を育成するため、海外大学との学術交流、留学生・教員の相互派遣、共同研究
などを順次実施している。
　現在、山西医科大学、クイーンズランド大学、北京大学、香港理工大学と交流を進めているが、留学生の受
け入れに当たっては、ホームステイも組み入れ、地域との交流を図っている。
ホームステイ先は、本学ＯＢ、学生、教員のほか、地元及び周辺の自治体などにホストファミリーを呼びかけ
ることにより確保しているが、必ずしも十分とはいえない状況である。
市には、海外留学生のホームステイ先の斡旋、情報提供など、ホームステイ先確保のための支援を期待した
い。

浦和大学
「知の拠点」としての大学による地域貢献に大きな期待が寄せられている時代にあって、（１）大学において
蓄積された知的資源を広く地域発展や福祉に貢献したいと考えている。また、（２）地域の福祉を与える専門
人材に育成としての役割を果たしたいと考えている。

地域の活性化のために、大学が地域と連携した取組を行う上で、大学が企業・行政・ＮＰＯ・地域住民など多
様な主体とのパートナーシップが育まれ、かつ相互に活性化を図れるよう、情報提供等を含めた協力関係の構
築が重要であると考えている。

共栄大学
地域社会はさまざまな課題を抱えている。
知と人材の拠点である大学は、専門分野を生かし地域のニーズにあったさまざまな取組を通じて、地域社会を
支援しながら地域との相互交流を深め、地域を活性化することが大学の役割であると考えている。

知的創造活動は、大学だけで出来ることに限界もある。是非自治体には、人的、物的及び財政的支援等さまざ
まな支援を期待したい。また、広報誌を情報発信のツールとし使えるようにお願いしたい。

芝浦工業大学

大学の使命は、学生の教育と研究の成果を社会に還元することである。
本学は、「社会に学び社会に貢献する技術人材の育成」を建学の理念とし、日本の産業に貢献する有為な人材
を世に送り出すことで、地域社会をはじめ広く社会に貢献することが役割（使命）だと考えている。
一方、大学のもう一つの使命である研究成果の社会還元は、行政等が様々な手法で企業と大学とを橋渡しする
ことにより、共同研究や製品化等の形で実現される。特に、研究所等を持たない中小企業に対する研究所機能
も役割と考える。

中小企業や市民のニーズを吸い上げ、そうした情報を大学に提供していただきたい。
あわせて、企業や市民との接点を持てるよう「場」の提供をお願いしたい。
また、競争的資金等に対する応募にあたり、必要に応じて申請の共同体として積極的に参加していただきた
い。

聖学院大学

大学と地域の関わりの在り方について、福祉の世界で言う「６つのP」が参考になるのだろうと思われる。それ
は、①人 (person)援助を必要とする人。②専門職 (professional person)援助を行うための的確な知識と実力を持
つ人。③問題 (problem)解決するべき問題。調整されるべき各種関係。④制度 (provisions)援助を行うために必要
な制度。ないしは援助を阻害する制度を改正させるための行動。⑤場所 (place)問題に対する援助を行うための
場所。⑥過程 (process)問題解決に至るまでの行動や選択の過程。というものであるが、大学はこれらの視野に
立ちつつ、②の役割を中心としつつ、全体を調整し導いてゆく役割が重要と考える。また、地域に②を送り出
す、人材育成の役割でもある。

左記の視点で言えば、大学が地域と関わるとき、制度のさまざまな問題点・矛盾点が見えてくるであろう。こ
れらをそれぞれの立場から忌憚なく協議し、改善への道筋をつけてゆく必要があるが、それに積極的かつ迅速
に関わっていただきたい。
また、さいたま市総合振興基本計画及び分野別の計画やマスタープランなどの指針はすでに示され、実行され
てきているが、その意図が大学に明確でなければ、地域との連携事例と市の計画との間に齟齬が起きやすいの
で、政策に関する理解の場を設けていただきたい。

日本大学法学部
社会科学の多数の分野で研究者を擁しています。従ってさいたま市が目指す都市像（公共福祉都市・財政健全
都市・情報公開都市等）が明確になればより具体的な提案，協力そして大学の役割が明確になって行くと思
う。

市民が希望を持つことのできる政策を重点的（順番をつけて）に掲げて実現を図っていくこと。
その際，立法政策・到達目標・財政問題を一体的に図る必要がある。

人間総合科学大学

・生涯学習の拠点となる大学
・高齢者・社会人学び直し
・地域に貢献できる人材育成（本学の場合は医療）
・地域の課題解決への協力　　など

・情報共有の機会
・人材育成にかかる実習等の場の提供

放送大学埼玉学習センター

大学はこれまで教育によって人材を養成し、地元の地域だけではなく広い範囲に有能な人材を供給してきた。
知の拠点としての大学は、教育だけではなく、大学全体として蓄積してある資源や研究成果を地域に還元し、
それによって地域の発展に資することである。放送大学埼玉学習センターは専任の教員も少なく、単独の資源
や研究成果も少ないが、学生は大学で学んだことを活かして地域のボランティア活動への参加、地域における
一人暮らしの人々への世話などでは積極的に貢献したいという意欲を持っている。

大学がさいたま市と連携して活動に取り組む際に、市の組織の一部と協力関係にあることを明確にし、人的、
経済的支援が得られることが望ましい。

目白大学

大学の基本的な役割は、教育、研究と社会貢献であり、それらの活動を通して、地域に技術の集積、土地の有
効活用、雇用の創出などが生じ、地域の活性化に役立つことができれば、大学としてその存在意義を大いに高
めることができるだろう。
しかしながら、当大学は少子化の進展の中で学生の確保に苦労しており、また、学生の多くが国家試験を目指
し、３年生や４年生が実習、受験等に追われ、教職員もその対応に多くの時間と手間を取られているのが実態
である。
その中で、当大学としては、一部に限られはするが、産学連携を目指した研究・事業活動の実施、研究成果の
公開講座化などを行ない、また、耳鼻咽喉科とリハビリテーション科という診療科目を持つ診療所の診療活動
等により、地道に地域に貢献していきたいと考えている。

産学連携の中で大学の資源（シーズ）と地域の課題（ニーズ）を結び合わせるためには、市にはその橋渡し役
をお願いしたいが、やはりその実現のために財政的な支援が不可欠であると思うので、是非ともその点を勘案
してほしい。
また、大学が学生を近隣に限らず広く集めるためには、カリキュラムや教育陣など大学独自の工夫や努力に加
えて、大学のある地域の魅力が欠かせない。交通網などの社会基盤の整備はもちろんのこと、住みたい、行っ
てみたいと思わせるような町としての魅力づくりを進めてほしい。

国際学院埼玉短期大学

大学の持つ資源や機能に応じて地域の課題に応え解決を図るなど、地域貢献活動を実施することがその地に立
地する大学の役割であると考えます。
本学では、こうした視点に立って、幼稚園教諭、保育士、栄養士や調理師等の職域における地域社会のニーズ
を聴し、専門教育に加えて「人づくり教育」を実践する中で社会人基礎力等を修得した卒業生を輩出して参り
ました。
その中でも、本年6月4日に「さいたま教育コラボレーション協定」をさいたま市教育委員会と締結し、栄養や
食育の分野で連携・協力を図ると共に、土曜チャレンジスクール等の学生によるボランティア活動を計画・実
施いたします。また、開学以来、「人づくりを科学する」をメインテーマとする公開講座、幼稚園や保育所の3
歳から5歳児を対象とした「幼児絵画展」や地域の食生活の改善を通して健康づくりを推進する「味彩コンテス
ト」等を継続開催し、地域の健康づくりや社会福祉活動、芸術活動等の支援を行っております。
今後は、人口減少社会において社会人のニーズを踏まえ、キャリア転換、女性専門職の職場復帰支援及びシニ
ア層の社会参画を推進するため、学び直しの学習機会を提供すべく取り組んで参ります。

　大学の資源・機能と地域の課題をマッチングし調整する役割をさいたま市にお願いしたいと考えておりま
す。また、本学が地域に向けて実施する公開講座等の協賛や後援をいただく中で、現在、さいたま市の情報誌
「まなべる」等で対応いただいておりますが、地域住民へのより詳細な情報提供等も可能であればお願いした
いと思います。
　さらに、「土曜チャレンジスクール」のような、学生が主体となって活動し成長することのできる地域貢献
の機会を一層創出していただくことをさいたま市に期待いたします。

資料


