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Ⅰ．はじめに

近年、地域と大学との連携への期待が高まっている。全
国のさまざまな大学が、学びの場、また大学での学びを還元
する場として地域を訪れ、地域の人びととともにその地域が
抱える課題を解決しようとするPBL（Problem / Project based 
Learning）型教育 1を展開していることは、その証左のひとつ
である。このような流れに呼応するように、総務省が 2010 年
から「『域学連携』地域づくり活動」2、文部科学省が 2013
年から「地（知）の拠点整備事業」3、「地（知）の拠点
大学による地方創生推進事業（COC+）」4を実施するなど、
政策レベルにおいても地域と大学との連携への期待が高まっ
ている。これらの取り組みの多くは、地域の活性化や人材育
成、雇用創出の一翼を大学が担うことを想定したものであり、
さまざまな地域で一定の成果を生み出している5。また、地域
と大学との連携の形態について、これまでのように大学教員、
大学院生が、地域において調査を実施する、もしくは地域に
対して指導・助言を行うといった関わり方に加え、地域の人び
とと大学生がともに考え、ともに汗を流し、地域が抱える課題
の解決を目指す関わり方への注目が高まっている。なお、本

稿では、後者のような関わり方を「地域と学生の協働的実践」
と表現する。
大学の受入先である地域に目を向けると、とくに都市部以
外の地域において少子高齢化や人口流出が進展しているほ
か、地域を問わず、現役世代、つまり就労者の地域行事や
活動への参加率の低さが顕著なものとなっている。そのなか
で、日常生活支援、具体的には、ひとり暮らし高齢者への声
かけや見守り、庭の手入れ、電球の交換など、生活上のさま
ざまな困りごとに対するサポートのあり方は、多くの地域におい
て検討すべき課題のひとつである。たとえば、表 1は、日常
生活支援の重要な担い手である民生委員・児童委員 6の年
齢構成を示したものであるが、近年、委員の高齢化とともに
再任率 7の高まりが顕著となっており、ここからも日常生活支
援の担い手を取り巻く現状の厳しさがわかる。ただし、その一
方で、ボランティア活動の団体数および従事者数 8に目を移せ
ば、依然として多くの人びとが市民活動、社会的活動に関心
を持ち、実践に取り組んでいる。このことから、現在の担い
手不足は、絶対的な人員の不足というよりも、地域に目を向け
て活動に取り組む人材の不足と言い換えることができる。これ
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に関して、アメリカやイギリスをはじめとする諸外国では、古く
は慈善家によるセツルメント活動、現在では専門職によるコミュ
ニティ・ワーク、コミュニティ・オーガニゼーションという呼称で、
地域に住まう人びとが手を取り合って地域と向き合う地域組織
化 9に対するサポートを行ってきた（榎本 1979、加山 2010な
ど）。日本においても、社会福祉協議会（以下、社協）や行
政の福祉専門職（一部地域では、コミュニティ・ソーシャルワー
カーなどと呼ばれる）が同様の業務に当たっているが、現状
では、具体的な困りごとを持った個人をサポートする個別支援
業務に忙殺され、地域組織化（＝地域支援業務）にまで手
が回らない例も少なくない。その意味で、日本における地域の
担い手不足について考えたとき、人びとが地域に目を向けるきっ
かけを生み出すことが打開策のひとつとなりえる。

表1　民生委員・児童委員の年齢構成（％）

年度 40 代以下 50 代 60 代 70 代以上 平均年齢
1994 7.8 28.9 55.9 7.4 60.6 歳
2014 2.3 15.1 60.7 21.9 66.0 歳
2016 2.3 12.5 54.2 30.8 66.1 歳

（出所：全国民生委員児童委員連合会（2017））

　上記の背景を踏まえ、本研究では、地域活性化、人材育成、
雇用創出など、地域と大学との連携が生み出す成果としてこ
れまで着目されてきた領域に加え、日常生活支援体制の構築
に対する大学の貢献について、とくに近年注目される地域と学
生の協働的実践という切り口から検討する。具体的には、（1）
地域と学生の協働的実践が地域にもたらす影響の特徴を整
理すること、（2）日常生活支援の担い手としての大学生の可
能性を明らかにすること、の二点を研究の目的とする。
　また、本稿では、文献研究と事例研究を行う。文献研究で
は、日常生活支援の担い手および地域と大学との連携に関す
る先行研究等のレヴューを行う。事例研究では、筆者がこれ
までに担当してきた8つの PBL型プロジェクトについて、地域
の特性、内容、活動の頻度および成果等の項目ごとに整理を
行うことで、PBL型プロジェクトの類型化を試みる。

　なお、本研究を行うにあたっては、調査結果を具体的な地
域名や個人名が特定されない形で使用することを厳守した。

Ⅱ．日常生活支援の担い手として想定される主体

　本稿は、日常生活支援の担い手としての大学生の可能性
について検討するものである。ここではまず、日常生活支援
の担い手として想定される主体について、法律および地域福
祉研究、ならびに近年の政策展開における捉え方を整理す
る。なお、以下の議論では、地域福祉の担い手についての
記述が中心となるが、本稿においては、地域福祉を、住民を
はじめとするさまざまな地域主体（住民自治組織、ボランタリー
組織、学校、企業等）が、行政や社協、その他の専門職
等のサポートを得ながらそれぞれの地域が抱える課題に向き合
い、いつまでも自分らしく暮らしつづけられるまちづくりを進める
取り組みと捉え、そのなかでもとくに日々 のくらしに関わる困りご
とを解決するための取り組みを日常生活支援と定義する。
　まず、社会福祉法では、地域福祉を推進する主体として「地
域住民」、「社会福祉を目的とする事業を経営する者」、「社
会福祉に関する活動を行う者」が記載されている（第 4条）。
そのほか、国および地方公共団体の役割、そして地域福祉
の推進を図ることを目的とする団体としての社協の位置付け
について明記されている（第 6条、第 109 条、第 110 条）。
以上のように、法律上、地域福祉は、住民および社会福祉
に関わる事業者、活動者が中心となり、おもに国および地方
公共団体と社協による環境整備や支援を受けながら進めてい
くものとして想定されている。
　つぎに、地域福祉研究における捉え方である。地域福祉
研究において、その取り組みが「住民主体」により行われる
べきという見方はひとつの共通理解となっている。このことにつ
いて、たとえば岡本（2007:12）は、その構成要素や強調点
を踏まえ、地域福祉研究を、①コミュニティ重視、②政策制
度、③在宅福祉、④住民の主体形成と参加、という4つの
志向軸から分類している。表 2は、岡本による4つの志向軸
とその代表的論者、そして各論者による住民の捉え方を整理
したものである。それぞれの指摘は、地域福祉の活動に取り

表２　地域福祉の志向軸と代表的論者による住民についての指摘

志向軸 代表的論者 住民についての指摘

コミュニティ重視志向軸 岡村重夫
阿部志郎

（地域福祉の推進過程への参加は）近代的市民としての社会的・政治的訓練の機能を果たす（岡
村 2009:89）

政策制度志向軸
右田紀久惠
井岡勉
真田是

（地域福祉は）生活の形成過程で住民が福祉への目を開き、地域における計画や運営への参加
をとおして、地域を基礎とする福祉とみずからの主体力の形成、さらに、あらたな共同社会を創造
していく、固有の領域（右田 2005:12）

在宅福祉志向軸 永田幹夫
三浦文夫

住民のエネルギーを引出し、前向きの新しい地域づくりに積極的に参加させるように援助すること
（三浦 1967:13）

住民の主体形成と
参加志向軸

大橋謙策
渡邉洋一

（地域福祉を推進するうえで）地域住民の社会福祉への関心と理解を深め、地域福祉活動への
参加、協力の促進が欠かせない課題（大橋 1999:4）

 ※引用文におけるカッコ内の記述はすべて引用者による　　　　　　　　　　
（出所：岡本（2007）および各論者による議論をもとに筆者作成）
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組む中心的な主体が住民をはじめとする地域主体であるとい
うことに加え、それらの主体が地域福祉のさまざまな場に参加
することで学び、成長する存在として捉えられていることを示し
ている。岡本による地域福祉研究の類型化はあくまで一例で
あるが、志向軸の差異 10にかかわらず、その論者による住民
主体の捉え方に一定の共通性がみられることから、とくに地域
福祉研究においては、住民は、地域福祉活動に参加するだ
けではなく、多様な形態の参加を通じ、学び、成長する主体
として捉えられている。その意味で、地域福祉の担い手につ
いて言及した「住民主体」という概念は、その主体形成を
含意したものであることがわかる。
　一方で、近年の地域福祉に関する政策的展開では、地域
共生社会の実現がもっとも重要なキーワードとなっている。地
域共生社会は、「制度・分野の枠や、『支える側』 『支えられ
る側』という従来の関係を超えて、人と人、人と社会とがつな
がり、 一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮
らしていくことのできる、包摂的なコミュニティ、地域や社会」（厚
生労働省 2019）と定義されている。これは、日々 のくらしから
地域へと視野を広げていくこと、具体的には、「同じ地域のな
かに困りごとを抱えている人たちがいるかもしれない」ことへ
の気にかけを付加することの必要性を示したものと考えられる。
地域福祉研究においても、「互いに上手に『迷惑』をかけあ
いながら、『生きる術』を作法として身につける必要」があり、
その作法を「地域の問題解決システム」にしていくことで「あ
らゆる住民のユニバーサルな生き方が可能になるような」地域
が目指される（上野谷 2006:52）といった指摘がなされており、
住民の参加と参加を通じた学びを考えるうえで、近年はとくに
その「入り口」の重要性が強調されているといえよう。
　以上のように、日常生活支援を進めるうえで、住民をはじめ
とする地域主体がその担い手として想定されている。これま
では、地域主体がさまざまな取り組みへの参加を通じて学び、
成長していくプロセスに多くの関心が払われてきた。近年では
それに加えて、日々 のくらしから、自ら住まう地域へと視野を広
げていくというちいさな一歩にも注目が集まっている。その意味
で、あくまで日々のくらしに寄り添った視点としての「日常性」
と固有の文化、伝統、自然、地理的条件をもつ場でともに生
きる他者への視点としての「地域性」がいま、地域福祉の
重要なキーワードとなっていることがわかる。

Ⅲ．近年の地域と大学との連携が目指すもの

　つぎに、地域と大学との連携についてである。あらためて
述べておくと、地域と大学との連携に対する注目が近年とくに
高まっているが、実際には、両者が連携する事例は以前から
みられた。ただし、その多くは、教員や大学院生が、地域をフィー
ルドとして調査・研究を実施するものや、地域の課題解決の
ために指導・助言等を行うものなど、言わば一方向性がその
特徴となっていた 11。しかし、近年注目される連携では、地域

と大学とが協働、つまり、対等な立場で連携する双方向性が
強調されている。さらに言えば、一方向性から双方向性への
移行は、具体的な連携主体にも変化をもたらしている。これま
での連携の主体として想定されていたのは教員や大学院生な
ど、大学のなかでも専門性、学術性の高い人びとが中心であっ
たが、近年は、上記に加え、専門性は不十分であるものの、
熱意と体力にあふれ、好奇心旺盛な学部生とともに考え、対
話し、汗を流しながら地域の課題解決を目指すことへの期待
が高まっている。以上から、地域と大学との連携のなかでも近
年とくに注目されているのは、「地域と学生の協働的実践」で
あることがわかる。本稿においても、先に示した地域と学生の
協働的実践に着目するが、まずは、地域、大学、それぞれに
とっての連携の意義について、先行研究を踏まえて検討する。
まず、地域にとっての大学との連携について、地域外の
人びととの交流という視点から考える。これについて小田切
（2013:233）は、都市農村交流には「地元の人びとが地域
の価値を、都市住民の目を通じて見つめ直す効果」があるとし、
このような効果を「都市住民が『鏡』となり、農山村の『宝』
を映し出すことから、『都市農村交流の鏡効果』」と表現して
いる。また鶴見（1999:194）は、伝統や文化に根差した地
域の発展を目指す内発的発展論について、「内発的発展の
運動の主体は、地域の定住者および一時漂泊者であるが、
外来の漂泊者との交流と協働なしには、伝統の再創造または
創造は触発されない」と指摘している。また、社会学を中心
にさまざまな領域で注目されるソーシャル・キャピタル論（社会
関係資本：ここでは、信頼や規範、共有される価値に基づくネッ
トワークと理解しておく）について、猪口（2013）は、日本に
おけるソーシャル・キャピタルを「閉鎖的」、「安心志向型」（リ
スクを低減させることを重視する考え方）、「内部結束型」と
特徴づけたうえで、今後の社会のあり方を考えるうえでは外部
に開かれたつながりの構築が枢要と指摘している。以上のよう
に、とくに外部との交流が活発でない地域においては、地域
外の視点や発想、感動を取り込むことがよりよい地域づくりを
考えるうえで重要とされている。
さらに、「地域外の人びと」を「大学生」に限定すると、
筆者が別稿（上野山 2016b）で示したように、学生が地域
課題の解決に向けた取り組みに参画することは、地域における
「つながりの多様化」および「活動に対するモチベーション
の向上」に寄与する可能性がある。前者は、大学生が地域
に関わることであらたなつながり、つまり、これまで関わってい
なかった主体間の関係が創出されるほか、関わりがあった主
体間のつながりの質が変容する可能性を意味している。大学
生は、先に示したように高い専門性を有するわけではなく、言
わば未熟な存在である。それゆえに、「いろいろと教えてあげ
たい」、「学生の意見、提案に対してしっかりとフィードバックを
したい」などの思いを地域主体に芽生え、学生を起点とした
立場（地域住民、行政職員、専門職、など）を越えた議論、
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対話が誘発される場合がある。また後者は、学生たちが地域
の自然や食材を楽しむ様子が地域の人びとにとって大きな喜び
となることに加え、「学生がせっかく地域に来てくれているから」、
「学生が頑張ってくれているから」という思いが地域の人びと
の活動へのモチベーションにつながっていることを示すもので
ある。この点は、先に示した大学教員や大学院生が地域に
おいて実施する指導、助言、調査などが、地域に学術的な
専門性、知見を提供することと対比される点である。
つぎに、大学にとっての地域との連携の意義については、
学生が地域で学び、その成果を還元することの意義（磯田 
2013）、大学が有するさまざまな資源を活用する場としての地
域への着目（上野 2009）、そして、大学が地域と創造的な
関係（双方の変革、再生を導出するもの）を結ぶことの重要
性（小林、他 2008）などが挙げられる。このうち、一点目に
ついて、とくに大学教育において能動的学修（アクティブ・ラー
ニング）が重視されるなかで、学生の学びの場が教室のみな
らず、学外へと広がりを見せている。学生が自ら課題を発見、
解決していく過程を実践的に学ぶことのできる場として地域が
重要視されるとともに、その学びを適切に地域に還元すること
も、大学の役割として求められる点である。二点目は、学術
的専門性に加え、学生の発想、体力などといった人的資源
を中心に、大学が有するハード、ソフト双方の資源をさまざま
な場において活用してもらおうという考え方である。三点目は、
たとえば地域の課題解決、大学における教育改革など、ひと
つのテーマを互いが共有し、発想し、対話する、その一連の
流れのなかでなにか革新的なものを生み出すことへの期待を
意味している。少子化が進み、それぞれの大学がその存立
意義を問われている。地域との連携は、その打開策のひとつ
として大いに期待されている。本稿で検討する大学生の視点
に立てば、地域と大学との連携は、大学外での学びや活動、
そして貢献の機会の獲得につながるものであることがわかる。
なお、大学生が実践を通じて学び、社会に貢献することを目
的に実施するサービス・ラーニング12 の考え方を踏まえれば、
ここでいう学びとは、地域の実情や課題についての知識や実
践過程で獲得しうるスキルに加え、「市民としての責任に関わ
る感覚」（Bringle and Hatcher 1995:112）、いわゆる市民性
の獲得を含意するものであり、本稿のテーマである日常生活
支援に関しても、活動を通じて、担い手としての自覚を持つこ
とが学生に期待される。
以上のように、地域と大学との連携は、地域、大学の双方

にとって、自らが抱える課題を解決していくための重要なファク
ターと捉えられている。さらに、近年では、調査、助言、研
究のような一方向的な性格を有する連携に加え、地域主体と
大学生とが対等な立場で共有された目標の達成を目指す「地
域と学生の協働的実践」の注目が高まっていることも重要な点
である。

Ⅳ .　事例研究：PBL 型プロジェクト類型化の試み

　ここから、事例研究の結果として、筆者がこれまでに担当し
た PBL型プロジェクトについて、地域の特性、内容、活動の
頻度および成果等の項目ごとに整理していく。表3に示すのは、
筆者がこれまでに担当したプロジェクトの一覧である13。
　まず、活動地域について、中学生と協働したNo.7 以外は
いずれも、高齢化の進展した地域での活動であり、担い手の
課題が顕在化している地域における活動となっている。ここに
示すのはあくまで筆者がこれまでに担当したプロジェクトであり、
都市部においても多くの学生が活動を行っている。それゆえ、
大学との連携が農山村地域においてのみ求められているとい
うわけではないが、さまざまな地域から寄せられる連携に向け
た活動提案書 14の内容を踏まえると、地域の特性にかかわら
ず、課題および解決の方向性については地域のなかである程
度共有されているものの、人口流出や高齢化の進展、現役
世代の参加率等により担い手が不足しているという状況の打
開策として大学との連携を望む事例が多いようである。
　つぎに、活動は地域が抱える課題に寄り添い実施するため、
その内容は多岐にわたる。ただし、地域で共有されている課
題および解決の方向性に基づいて活動を決定、実施する点
は、おおよそ全般に共通している。もちろん、活動を進めるな
かで、学生が自ら考え、提案し、実行するような場面も徐々
にみられるようになるが、まずは地域を知り、地域が必要とし
ている活動に真摯に取り組むことが協働的実践の基本となる。
それゆえ、地域の特徴や抱える課題、そして地域主体が描く
地域の未来像について、学生に的確に伝えることは非常に重
要な作業となる。それは同時に、地域側、大学側双方の担
当者が活動の背景や方向性についてしっかりと共有しておくこ
との重要性を示すものである15。
　つづいて、活動年数である。活動の内容によっては単年度
で目的を達成、終了するものもあるが、傾向としては複数年度
にわたって継続的に実施するプロジェクトが多数を占める。こ
のことについてはのちに取り上げる活動タイプにおいて再度検
討する。
　参加学生数も活動の内容に大いに依存する。今回取り上
げたプロジェクトでも、年度あたりの平均参加学生数は5～
20 人とばらつきがある。このほか、別の担当者によるプログラ
ムでは参加学生数が 50 名を超えるものもあり、1プロジェクト
あたりの適正参加学生数について断定的な言及を行うことは
できない。むしろこのことは、プロジェクトの最小／最大定員を
一律で規定するのではなく、活動の内容に応じて、適当な学
生数が活動できるような環境を整備することの重要性を示唆し
ている。
活動タイプについて、期間および目的の二点から検討する。

まず、活動の期間は、たとえば 3泊 4日など、地域での宿泊
を伴い集中的に活動に取り組む短期集中型と、たとえば月1
回程度など、定期的に長期間、地域を訪れながら活動を行う
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長期継続型に分類される。活動の期間は、活動地域の地理
的条件（とくに大学からの距離）をはじめとするさまざまな要
因によって決定されるが、つぎに検討する活動の目的もそのひ
とつである。活動の目的も期間と同じく、ふたつの形態に大別
されると考えられる。具体的には、地域資源調査やプログラ
ム開発など、ひとつの目的を設定し、その達成とともにプロジェ
クトも完了となるような形態で（本稿では「単一目的型」と記
述する；No.1,2,7）と、地域活性化などといった広い目的のも
と、たとえば特産品開発、パンフレットの作成などの個別の目
標を設定する形態（本稿では「複合目的型」と記述する；
No.4,5,6,8）である。また、なかにはNo.3のように、当初は、
認知症カフェの企画・運営という単一の目的のもとで活動を行っ
ていたものの、認知症についてより多くの人びとに知ってもらい
たいという地域および学生の思いから、小学校での認知症サ
ポーター養成講座を実施するといったように活動の広がりをみ
せるものもある16。期間、目的ともに地域の状況を踏まえて決
定されるものであり、そこに優劣があるわけではないが、個々
人の価値観（ライフスタイル、人生観などに起因し、尊重され
るべきもの）および境遇（経済状況、学歴、障害や疾病の
有無などに起因し、是正すべきもの）が多様化し、それに伴

い、地域が抱える課題も多様化、複雑化している近年の状況
を踏まえれば、複合目的型のプロジェクトへの期待が高まると
考えられる。複合目的型の場合、短期集中型で目的を達成す
ることは容易ではないため、必然的に長期継続型のプロジェク
トが主流となる可能性がある。ただし、長期にわたるプロジェ
クトの展開は、活動のマンネリ化やモチベーションの低下を惹
起するおそれがあることには十分に留意しておく必要がある。
さいごに、活動の成果についてである。PBL型プロジェクト
は、事前に地域と大学との間で協議された目的を達成するこ
とに基づき、成果報告会、報告書、イベントの開催など、さま
ざまな成果を地域にもたらす。それに加え、なかには、地域と
継続的に関わり、さまざまな地域主体とも交流することによって、
表中に下線で示す「あらたなつながりの創出」、「多様なつな
がりへの寄与」、「モチベーションの向上」など、当初は想定
していなかった副次的な成果が得られるケースがみられた。こ
のうち、「モチベーションの向上」については、単一／複合に
かかわらず、さまざまなケースで成果が得られたが、つながり
に関する副次的成果は、おもに複合目的型のプロジェクトを実
施する過程で得られた。

表３　これまでに担当したPBL 型プロジェクトの類型化

No 地域名 人口 高齢化率 地理的特徴 活動内容 活動年数 参加
学生数 活動タイプ 訪問頻度 おもな成果

1 A町 S地区 3,305 人 51.5％ 山間部 観光資源の発掘、学習プロ
グラム開発 1年 7人 短期集中／単一 計 2回 成果報告会（地域への提案）、

モチベーションの向上

2 Y町 5,980 人 36.3％ 沿岸部、
山間部

観光資源の発掘、体験型
観光プログラム開発 1年 19 人 短期集中／単一 計 2回 成果報告会（地域への提案）、

モチベーションの向上

3 K町 8,989 人 43.6％ 山間部
認知症カフェの企画・運営、
小学校における福祉教育、
世代間交流

3年＊ 24 人
長期継続／単一
※徐 に々「複合目
的型」に拡大

月1，2回
イベントの企画・運営、あらたなつ
ながりの創出、多様なつながりへの
寄与、モチベーションの向上

4 K町KA地区 549 人 40.6％ 山間部

廃校舎を活用した地域の活
性化、イベントの企画・運営、
特産品開発、観光資源の
発掘

4年＊ 81 人 長期継続／複合 月1，2回

イベントの企画・運営、地域 PR動
画作成、あらたなつながりの創出、
多様なつながりへの寄与、モチベー
ションの向上

5 K町KU地区 193 人 67.9％ 山間部
山間地域における生活課
題の調査、日常生活支援、
交流の場の創出

2年
（継続中） 15 人 長期継続／複合 月1回

日常生活支援（道掃除、山椒収穫
など）、交流の場の創出、多様なつ
ながりへの寄与、モチベーションの
向上

6 H町 T地区 861 人 41% 山間部

イベントの企画・運営、特
産品開発、パッケージデザ
イン、パンフレットの作成、
広報活動

4年＊ 39 人 長期継続／複合 月1，2回

イベントの企画・運営、特産品開発、
パッケージデザイン、パンフレット作
成、あらたなつながりの創出、多様
なつながりへの寄与、モチベーショ
ンの向上

7 F中学校 184 人
（生徒数） － 市街地 中学生との協働による中学

校閉校集会の企画・運営 1年 5人 短期集中／単一 月2回
閉校記念集会の企画・運営、多様
なつながりへの寄与、モチベーショ
ンの向上

8 A市M地区 2,392 人 38.13% 市街地
多世代交流地域拠点の整
備、子どもたちに地域の魅
力を伝えるための取り組み

1年＊ 6 人 長期継続／複合 月1回
イベントの企画・運営、あらたなつ
ながりの創出、多様なつながりへの
寄与、モチベーションの向上

※表中に＊を付している活動は、担当者が筆者から変更となったものの、継続して実施されているものを示している
（出所：筆者作成）　
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Ⅴ．考察

　ここから考察を行う。具体的にはまず、第 1節で、地域と
学生の協働的実践が地域にもたらすものについて、その成果
物を手掛かりに明らかにする。つぎに第 2節で、日常生活支
援の担い手としての大学生の可能性について、その強みと弱
みから検討する。

１．地域と学生の協働的実践が地域にもたらすもの

　まず、協働的実践の成果は、イベント、地域 PR動画、パ
ンフレットなど可視性の高い成果物、つぎに日常生活支援、
交流の場の形成など可視性の低い成果物、そしてあらたなつ
ながりの創出、多様なつながりへの寄与、モチベーションの向
上という副次的な成果物に大別される。
このうち、可視性の高い／低い成果物は、地域内および
大学（担当者、学生）との間で共有されたテーマに基づき、
地域の思い、そしてときには学生の主体性を具現化したもの
である。これらの成果物は、地域、学生が協働的実践に取
り組む真摯さの度合いにより、その質も変容すると考えられる。
なお、可視性の高低については明確な線引きがあるわけでは
ないが、本稿では、どのような成果物であっても地域と学生の
協働的実践の記録を公表する、すくなくとも保存することが地
域、大学双方にとって重要であるとの立場から、分類を試みた。
つまり、形のない成果物の場合、その成果が地域内外に発
信されないばかりか、連携の当事者のなかでも引き継ぎが行わ
れない可能性がある。しかし、地域主体と大学生とが共有さ
れたテーマに基づき、ときに悩み、ときに衝突しながら課題の
解決を目指す協働的実践の過程は、地域がさまざまな課題に
取り組むうえでも、そして大学がさまざまな地域との関係を構
築するうえでも、ひとつの指南書となるものである。であるから
こそ、地域と大学との連携の成果には可視性の低いものが含
まれることを理解するとともに、そのような成果については、報
告書、写真、映像など、活動に応じた媒体を用いて記録する
ことが重要となる。
　つぎに、副次的な成果物についてである。あらたなつなが
りの創出、多様なつながりへの寄与、モチベーションの向上
の詳細については前述（第 3章）の通りであるが、これらは、
地域と大学との連携を行えばかならず得られるというものでは
なく、継続的な協働的実践に取り組むなかでゆるやかに生じ
る可能性があるものであるということに十分留意する必要があ
る。地域と大学との連携に取り組むうえで、「学生らしい斬新
な発想」で課題解決を推し進めることを期待する地域や「学
生の主体性」が発揮できる活動を望む学生がすくなからず存
在することは事実である。しかし、すでに述べたように、大学
生とはそもそも未熟な存在であり、学生が関わることが地域課
題の解決にとって即効性があるとは考えがたい。まずは、資
料調査や実地調査を通じて地域について知ろうとすること、そ
して草抜きであれ、電球の交換であれ、地域が必要としてい

ることをしっかりこなすことを通じて地域からの信頼を得ること
が重要となる。信頼の蓄積を通じて地域から「任されること」
の範囲が徐々に広がってゆく、そのなかで「学生が真剣に取
り組んでくれているんだから自分たちも真剣に向き合おう」とい
う意識が地域に芽生え、副次的な成果物が生じるのである。
　以上のように、地域と学生の協働的実践が地域にもたらす
ものには、可視性の高い／低い成果物、副次的な成果物が
ある。ただし、それらはプロジェクトを開始すればすなわち得ら
れるというものではない。地域、学生双方が、共有されたテー
マに長い時間をかけて真摯に取り組むことが、地域にとって意
義のある協働的実践を実現するうえで不可欠となる。

２．日常生活支援の担い手としての大学生の可能性

　つぎに、日常生活支援の担い手としての大学生について考
察を行う。まず、日常生活支援の担い手に求められる特性に
ついて、本稿では「日常性」と「地域性」をキーワードとし
て挙げた。これは、地域の人びとが、住み慣れた場でのふだ
んのくらしのなかに「同じ地域のなかに困りごとを抱えている人
たちがいるかもしれない」という地域への視点を付加し、その
解決のために取り組む姿勢が求められることを意味している。
これを踏まえたうえで、日常生活支援の担い手としての大学生
の強みと弱みについて検討する。
　まず、大学生の強みとして挙げられるのは、熱意や体力、
好奇心に加え、前節でも示してきた、つながりやモチベーショ
ン向上への寄与の可能性である。すでに述べてきたように、
近年における地域と大学との連携の傾向として、教員や大学
院生から大学生へと連携主体の広がりがみられる。大学生は、
教員や大学院生に比して学術性、専門性に欠けると言わざる
を得ない未熟な存在であるが、未熟であるからこそ、地域主
体のモチベーションを高め、地域内のさまざまなつながりを活
性化させる可能性を有している。このことは、近年の地域と大
学との連携、つまり地域と学生の協働的実践の最大の意義と
すら言えるかもしれない。
　つぎに、大学生の弱みである。まず、連携に取り組む地域
と大学との地理的位置関係はプロジェクトごとに異なるが、大
学の所在地と活動地域、さらに学生の居住地域がすべて一
致するという例はそう多くない。つまり、地域と大学との連携を
行う際、基本的に学生たちは地域を訪れる立場にある。大学
ないし居住地からすぐに地域に駆けつけられるわけではないと
いう点で、「日常性」の確保が弱みのひとつとして挙げられる。
また、この点とも関わることであるが、地域に住まうわけではな
い学生には、地域の真の課題や資源、そして日々 、地域でな
にが起きているかについて、その理解には限界がある。これは、
「地域性」への理解が大学生の弱みであることを示している。
　「日常性」と「地域性」は日常生活支援の根幹であり、そ
れらが大学生の弱みであることを踏まえると、大学生は日常生
活支援の担い手として適格であるとは言い難い。しかし、大
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学生の存在や活動が契機となり、モチベーションやつながりに
関わるさまざまな変革を地域にもたらす可能性を持つこと、そ
して日常生活支援のあらたな担い手づくりに寄与しうるという
点は、学生たち自身が担い手として不十分であるとしても、地
域にとって大変に意義深いものであることは言うまでもない。さ
らに言えば、頻繁に地域を訪れることはできずとも、週 1回、
月1回など、定期的に地域を訪れて、たとえば声かけや見守
り、道掃除など、日常生活支援にかかる活動に取り組むことも、
地域に住まう人びとのくらしを考えるうえで有意義なものである。
ただし、前節で示したように、地域と大学との連携の成果は、
継続的な地域への関わりや学生が地域の担い手としての自覚
や責任をもち、真摯に地域と向き合い、活動に真剣に取り組
むことによってのみ、地域にもたらされうるものであることも併せ
て理解しておく必要がある。

Ⅵ．おわりに

　本稿では、日常生活支援の担い手不足と近年の地域と大
学との連携、とくに地域と学生との協働的実践への着目という
背景を踏まえ、文献研究とPBL型プロジェクトの類型化を目指
した事例研究を行った。そしてそれらをもとに、地域と学生の
協働的実践が地域にもたらす影響および日常生活支援の担い
手としての大学生の可能性について考察を行った。前者につ
いて、地域と学生の協働的実践は、可視性の高い／低い成
果物、そしてモチベーションとつながりに関わる副次的な成果
物を地域にもたらす可能性があることが明らかとなった。また、
協働的実践の質を高めるためには成果の記録が重要となるこ
とも併せて示した。つぎに後者について、大学生は、日常生
活支援の担い手として適格とは言い難いものの、地域にさまざ
まな変革をもたらすことで日常生活支援のあらたな担い手づく
りに寄与する可能性があることが明らかとなった。冒頭に示し
た日本における担い手不足の実情と照らせば、地域組織化の
契機づくりとなる可能性がある、ということである。ただし、地
域組織化には、社協、行政等の専門職によるサポートが不可
欠となるため、大学生が寄与しうるのは、あくまで「契機づくり」
であることを重ねて強調しておく。
これらを踏まえ、本稿の関心事である日常生活支援体制の
構築に対する大学の貢献についてあらためて考えると、日常
生活支援体制を構築するうえでもっとも重要な担い手の創出に
寄与しうるという点で、大いなる可能性を有していると言える。
ただし、学生自身は「日常性」、「地域性」の双方から考え
て日常生活支援の担い手としては不十分であること（ただし、
前述のように大学生の強みを活用して日常生活支援のために
できることは多数ある）、そして地域と学生の協働的実践が地
域にもたらすさまざまな成果についても、学生が地域と真摯に
向き合い、活動に取り組むことなしに得られるものでないこと、
この二点については十分に留意しなければならない。地域と
大学とが長い時間をかけ、成功と失敗を繰り返しながら、地

域づくりのよきパートナーとなること、それこそ、日常生活支援
体制の構築にかかる大学の貢献のために不可欠な手立てとな
る。
　さいごに、研究の課題と今後の展望について示す。まず課
題としては、日常生活支援をテーマとしたプロジェクトの活動期
間の短さが挙げられる。この点について、日常生活支援をテー
マとしたプロジェクト（No.5）は活動 2年目であり、現状では
地域と大学とが地域づくりのよきパートナーとなっているとは言
い難い。しかし、これまでに担当した多様なテーマをもつプロ
ジェクトの仔細な分析を通じ、異なるテーマをもった PBL型プ
ロジェクトに共通する性質がみられること、具体的にはモチベー
ションとつながりについての副次的な成果物が得られる可能性
を示したことは、今後の研究の手掛かりとなるものである。今
後は、現在継続中の日常生活支援をテーマとしたプロジェクト
について、大学生が創出する交流の場が地域でどのように活
用されていくか、そして日常生活支援の担い手づくりにどのよう
に寄与するかを明らかにするための実践的研究に取り組んで
いきたい。
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注

1 　PBL型教育の連携相手は本稿で取り上げる地域（地方公共団体
や住民自治組織等）のほかにも企業や NPOなどがある。
2　総務省によると、「大学生と大学教員が地域の現場に入り、地域
の住民や NPO等とともに、地域の課題解決又は地域づくりに継続的
に取り組み、地域の活性化及び地域の人材育成に資する活動」を
指す（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/
ikigakurenkei.html）。
3　文部科学省によると、「大学等が自治体と連携し、全学的に地域を
志向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を支援することで、課
題解決に資する様々な人材や情報・技術が集まる、地域コミュニティ
の中核的存在としての大学の機能強化を図ることを目的」とした事業
（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/coc/1346066.htm）。
4　文部科学省によると、「大学が地方公共団体や企業等と協働して、
学生にとって魅力ある就職先の創出をするとともに、その地域が求め
る人材を養成するために必要な教育カリキュラムの改革を断行する大
学の取組を支援することで、地方創生の中心となる『ひと』の地方へ
の集積を目的」とした事業（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/
kaikaku/coc/）
5　具体的な事例は、脚注２～４で示した総務省および文部科学省 HP
において紹介されている。
6　厚生労働省 HP（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

hukushi_kaigo/seikatsuhogo/minseiiin/index.html）によると、民生委員
とは、「厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に
住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増
進に努める方々」であり、「地域の子どもたちが元気に安心して暮らせ
るように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなど
の相談・支援等を行」う児童委員を兼務している。
7　民生委員・児童委員の任期は3年間であるが、再任も可能である。
なお、厚生労働省（2017）によると、2016 年度の委員改選における
再任率は、64.8％となっている。

8　全国社会福祉協議会によると、ボランティア団体数およびボランティア
登録者数は、年次ごとの増減はあるものの、2018 年現在で、177,028
団体、7,678,699人と、ボランティア元年と呼ばれる1995年（63,406団体、
5,051,105 人）と比較しても大幅に増加している（地域福祉・ボランティ
ア情報ネットワーク https://www.zcwvc.net/）。
9　日本における地域福祉研究の基礎を形作った社会福祉学者の岡村
重夫は、地域組織化を地域福祉の構成要素のひとつとして挙げている
（岡村 2009：62）。
10　岡本（同 :13）は、志向軸はあくまで各論の強調点であり、「ほか
の志向軸や構成要素を無視したり、容認しないということではな」く、
さらに「歴史的経過（①コミュニティ重視志向軸と②政策制度志向軸
は1970 年代（自治型地域福祉論は1990 年代）、③在宅福祉志向
軸は1970 年代後半、④住民の主体形成と参加志向軸は1980 年代
に登場した考え方）を経るなかで、運動や思想や政策など六つの関
連ファクター（（１）史的事実と実践方法、（２）地域問題と住民運動、（３）
地域福祉理念や思想、（４）制度・政策的動向、（５）海外の動向、（６）
福祉及び関連諸研究）の影響を受けながら成立してきたこと（カッコ内
は著者による整理に基づき引用者加筆）」を理解する必要があると指
摘する。
11　ここでいう一方向的な連携の形態についても、互いの信頼関係や相
互理解、また関わりを一時的なものでなく、継続的なものにしていくこと
により、よりよい成果が得られる可能性があるという指摘がなされている
（Williamson et al 2016）。
12　さまざまな社会活動を通じて市民性を獲得することを目的に、アメリカ
を中心に1960 年代後半から取り組まれてきた教育（Meens 2014）で、
現在では、日本においても複数の大学でカリキュラムに取り入れられて
いる。
13　No.5は現任校、そのほかは和歌山大学観光学部で実施されている

PBL型プロジェクト（LIP）である。また、人口および高齢化に関する
データのうち、1,2,8は 2018 年、3,4,5は 2017 年、6は 2015 年の数値、
参加学生数は延べ人数である。

14　和歌山大学観光学部では、地域側からの提案に基づきプロジェクト
を教員に振り分ける方法で活動を実施。筆者は2017 年度まで同学部
の地域連携業務を担当し、活動提案書を受理（場合によっては修正
を依頼）し、教員に振り分ける役割を担っていた。
15　域学連携にかかるプロジェクト担当者の役割は拙稿（上野山 2017）
において詳述している。
16　当該プロジェクトについては拙稿（上野山 2016a）において詳述して
いる。

受理日　2020 年 6月11日




