２章

キャンパス生活

TFU リエゾンゼミ・ナビ

『学びとの出会い』

17．社会貢献・地域連携センターを知ろう
１

社会貢献・地域連携センターとは

研究と教育に加え、社会貢献１）もまた大学の役割の一つとして広く期
待されています。そうしたニーズに応えるため、本学には「社会貢献・
地域連携センター」があります。
現在のところ、それぞれ明確な目的を持った６つの組織が所属してお
り、地域共創２）という方針の下で地域と大学とをつなぐ様々な活動を行
っています。その成果を集約し、本学の研究や教育に反映させることで、
地域と大学の双方が共に発展していくことを目指します。
各組織の名称と役割は、次の通りです。

１）

社会貢献
学校教育法及び教育基本
法が平成 18/19 年に改正
され、大学の役割として、
教育、研究、社会貢献が位
置づけられた。本学は、そ
の約 25 年前の昭和 62 年
から社会貢献に取り組み
始めた。
本学ホームページ「社会貢
献の歩み」参照
http://www.tfu.ac.jp/rese
arch/activities_history.ht
ml
２）

〔１〕生涯学習支援室
市民の学習ニーズや職業人の再教育といった期待・要請にこたえるた
め、1993 年に本組織の前身である「生涯学習センター」が設置されまし
た。以来、今日まで各種公開講座や様々な活動を通じて、本学の研究・
教育成果を広く地域に還元し、市民のための開かれた大学づくりの拠点
となっています。
主な活動内容は次の通りです。
① 市民のための解放講座、職業人の再教育講座の開催
② 社会人聴講生の受け入れ
③ 履修証明社会人コース（福祉用具生活支援コース、異文化コミュニケ
ーションコース、重度障碍者 ICT 支援コーディネータ育成コース、自
分再発見コース）の開催
④ 福祉用具専門相談員の資格を希望する学生の支援
⑤ 県内外の各市町村と連携した出張講座
⑥ 大学開放に関する調査・研究、関係機関との連携・交流
詳しくは、生涯学習支援室のサイトをご覧ください。
http://www.tfu.ac.jp/llc/index.html

〔２〕地域共創推進室
大学の国見キャンパスから半径 1km 圏内を重点的な地域共創の場とし
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地域共創
大学のリソース（資源）や
シーズ（種）と地域のニー
ズ（必要）を合致させるだ
けでなく、新たなシーズや
ニーズの探求を共に行う
相乗的な積極的関係の構
築のこと。
本学ホームページ「東北福
祉大学の挑戦－地域共創
に向けて－」参照
http://www.tfu.ac.jp/rese
arch/contribution/index.
html

て位置づけ、地域と大学が様々な情報を共有して共に課題の解決を図る
ため、2010 年に本室の前身が設置されました。学生サークル「まごのて
くらぶ」が所属し、かゆいところに手が届く「孫の手」のように、高齢
者宅などを訪れては、積極的に活動しています。現在では、仙台市青葉
区とも地域共創に関する協定を締結し、住民・行政・大学が協力して地
域を元気にする取組を行うと共に、活動を他の地域にも広げ、大学とし
て取組んでいる宮城県七ヶ宿町の活性化も支援しています。
2014 年には、
社会に出てから役立つ学びを提供して地域の課題を解決する人材の育成
や、そのために欠かせないフィールド調査を行う新たな取り組みを行っ
ています。
このような本学の取り組みを幅広く理解して頂くため、本学周辺地域
に暮らす住民を含めた一般の方々に、年に一度の「くにみ街道まつり」
の行事の一つとして「地域共創社会貢献フォーラム」を開催しています。
詳しくは、地域共創推進室のサイトをご覧ください。
http://www.tfu.ac.jp/research/cocreative/index.html

〔３〕臨床心理相談室
「こころの健康」を回復するために心理的援助を行います。現代社会
に生きる私たちは、学校、職場、家族の人間関係、核家族での子育ての
不安など、様々なストレスにさらされています。このような方々に対し
て、専門の臨床心理士が、成人には心理面接、子供には遊戯療法などの
心理的援助を行い、こころの健康の回復を支援しています。
主な活動内容は次の通りです。
① 合理的・科学的アプローチと人間性を尊重するいろいろな立場の心理
療法（成人にはカウンセリング、子供には遊戯療法などのアプローチ）
の実施
② 臨床心理士を目指す大学院生の研究・実践
詳しくは、臨床心理相談室のサイトをご覧ください。
http://www.tfu.ac.jp/gakubu/mast/ps/psoudan.html

〔４〕次世代育成支援室
自らの生活を独力で「設計」し、その達成のための問題・課題を自ら
発見して、解決していくことのできる人間、そして、自らの能力の限界
を自覚し、協調関係をもつことのできる人間の育成を実現すべく、本支
援室を設置しました。母子保健部と幼年教育部があり、母子保健部では
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妊娠中の女性を対象とした「バースボンディング教室」、乳幼児とその
親を対象とした「ヨガ教室」
「臨床美術講座」、せんだんの杜保育園との
タイアップによる子育てサロン活動を通じて、子育て、子育ち、親育ち
支援活動を行っています。毎月発行されるフリーペーパー「ままぱれ宮
城版」にて「子育て Q&A コーナー」も担当しています。幼年教育部で
は、小学生親子を対象にした科学ものづくり教室、学校の勉強に困難を
抱えた小学生を集めた学習支援（
「やまごやじゅく」）などの活動を行っ
ています。それぞれの活動には、看護師、保健師、小学校教諭免許、さ
らに臨床美術士などの資格を有する教員が参加します。看護や保健ある
いは子どもにかかわる資格取得を目指す本学学生が主体的かつ実践的
な経験を積む場にもなっています。
詳しくは、次世代育成支援室のサイトをご覧ください。
http://www.tfu.ac.jp/ngec/index.html

〔５〕予防福祉健康増進推進室
会員制の「仙台元気塾」を通して、地域セミナー、メディカルフィッ
トネス、クリニカルアートなどの健康教室を行い、本学の「予防福祉」
の研究成果を地域に還元しています。また、介護予防事業の現場で活躍
することを目指す方のための指導者・サポーターの養成や、団体研修の
受け入れなどを行っています。さらに、介護予防事業・生活習慣病予防
などの健康福祉分野の先端施設として、国や自治体、企業と連携した
様々なパイロット事業や、介護予防事業の企画・提案・指導・実施など
も行っています。また、本学学生を受け入れ、実学教育の場としての役
割も果たしています。
主な活動内容は次の通りです。
① 学生及び教職員の健康教育の実践
② 学生の実学教育の受け入れ
③ 感性福祉研究所の研究成果に基づいた健康増進プログラムの開発と、
それらの地域での実践
④ 国・自治体、企業等からの受託等による研究・教育と、それらの成果
の地域での実践
⑤ その他、保健・医療及び福祉に関すること
詳しくは、予防福祉健康増進推進室のサイトをご覧ください。
http://www.tfu-ac.net/yfkc/index.html
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〔６〕鉄道交流ステーション
2007 年の JR 仙山線「東北福祉大前」駅の開業を機に、ステーション・
キャンパス 3 階に開設された鉄道資料館（会館日時：火～土曜日 10:00
～16:00）です。
仙山線は、仙台と山形との交流を活発化させたのと同時に、新幹線誕
生の基となる交流電化発祥の路線としても重要な役割を果たしてきまし
た。こうした地域の歴史と文化を理解し大切にする心を育む場として、
学生にも地域の皆さんにも利用して頂き、鉄道を通して多くの人々の交
流の輪が広がることを目指しています。貴重な資料の収集・保存を行い
つつ、年 3 回の企画展や講演会・イベントの開催をはじめ、授業での活
用や市民の学習支援を行っています。また、2013 年 10 月に鉄道模型館
（TFU スカイトレイン）がオープン（開館日時：土曜日 11:00～16:00）
致しました。交流３線式（メルクリン型）と直流２線式（日本型模型）
の異なるタイプのレールが併設されています。合計約 500 両の車両（す
べて寄贈品）を保有しています。
詳しくは、鉄道交流ステーションのサイトをご覧ください。
http://www.tfu.ac.jp/rmlc/index.html

学びを深める参考文献
テキスト 9 章 4 節「社会
貢献・地域貢献について考
えよう」

すべての人の幸せ・生きがい・自己実
現をめざす福祉（ウェルビーイング）
の大学として、社会貢献・地域貢献に
も積極的に取り組んでいるのね

２

地域共創に参加しよう

本学は『福祉の心』１）の社会化を使命とし、その使命を達成するため
に『行学一如』を建学の精神に掲げています。また、大学の社会や地域
に対する貢献は、研究と教育の実践の場ともいえます。特に大学が立地
する地域を実践の場として捉え、学生、教職員が地域の一員として、互
いの顔が見える日常的な取り組みを通し、大学や地域が抱える様々な課
題（ニーズ）を自らの課題として捉え、住民の生活福祉の向上・地域の
課題解決を大学の資源（シーズ）を活かし、地域や各種団体と連携し、
学生のもつ若い力を最大限発揮し、
「元気なまちを地域と共に創る」こと
を目的とした地域共創活動は本学の特徴的な活動の一つといえます。
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１）

福祉の心
本学理念の中で、福祉の心
を福祉系の総合大学とし
て、
「生きとし生けるもの、
皆かけがえのない、生きる
に値する生がある」と謳っ
ている。
本学ホームページ「東北福
祉大学の挑戦－地域共創
に向けて－」参照
http://www.tfu.ac.jp/rese
arch/contribution/index.
html

〔１〕まずは「地元」から
この活動は平成 22 年 5 月に発足された、大学指定団体「まごのてくら
ぶ」２）が行っており、中心的な活動の場は大学が立地している国見地区
連合町内会３）です。
「まごのてくらぶ」の発足と前後して、本学と国見連
合町内会との『地域共創推進に関する相互支援』の二者協定、さらに青
葉区を加えた『地域連携に関する三者協定』を締結し地域共創活動の整
備が進められました。
国見地区連合町内会は 22 の単一町内会から構成されており、本学の学
生も多数居住しています。仙台市の統計４）（平成 26 年 5 月現在）による
と、国見連合町内会の人口は 13,377 人、
世帯数が 7,177 となっています。
世帯あたりの構成員数は 1.86 で、仙台市の 2.16、青葉区の 1.98 と比較
しても少ないことから、学生などの単身世帯の比率の多さが窺えます。

２）

まごのてくらぶ
本学の大学指定団体。
本学では、グローバル社会
を視野に入れつつも、まず
足元を見つめることので
きる人材を育成すること
を目指し、地域に根ざした
学生サークル「まごのてく
らぶ」を結成しました。地
域があって世界がある、と
の考えに立って、日々、地
域貢献活動に取り組んで
います。
本学ホームページ「まごの
てくらぶの活動紹介」参照
http://www.tfu.ac.jp/rese
arch/activities_mago.ht
ml

また、65 歳以上の高齢化率は 24.80％であり、仙台市の 22.22％、青葉区
３）

の 20.92％からみても高齢化が進んでいることがわかり、地域課題の要因
にもなっています。さらに、全国的にも年々減少傾向にある町内会への
加入率５）は、仙台市の中でも青葉区が 77.1％と最も低いのです。国見地
区連合町内会長さんにお話をうかがったところ、①災害時要援護者情報
登録制度施行におけるバックアップ体制の不安、②町内会役員の高齢化
に伴う後継者育成の難しさ、③民生委員、福祉委員の適任者不在、④個
人情報保護法による情報収集の困難、などが課題としてあげられました。
そこで、国見地区連合町内会は、地区社会福祉協議会や民生委員児童
委員協議会、防犯協会、教育機関などの各種団体と連携した国見地区ま
ちづくり協議会を構成し、
「明るく住み良い、安心安全で、元気な町内会

町内会
住民の自治組織であり，同
時に行政機構の最末端組
織としても機能する地域
団体。1940 年頃から整備
され始めた。
４）

仙台市の統計
仙台市のホームページ、地
域活動に関する計画・施
策・調査「地域情報ファイ
ル」の中の国見小学校区を
参照
http://www.city.sendai.jp
/katsudo/__icsFiles/afiel
dfile/2014/10/16/012kuni
mi.pdf
５）

づくり」をスローガンに、地域住民の連帯感を高め、より良好な生活環
境（コミュニティ）の構築に力を注いでいます。加えて、大学・学生と
の連携による町内会支援活動の展開によって効果をあげていることが広
く知り渡り、仙台市内に 113 ある連合町内会から関心と羨望の眼差しが
向けられているとのことです。このような環境のなかで、国見地区連合
町内会と連携した活動に参加してみませんか？

〔２〕「まごのてくらぶ」の活動
それでは実際に「まごのてくらぶ」による活動の様子をのぞいて見ま
しょう。
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行政区ごとの加入率の
推移比較
仙台市連合町内会のホー
ムページの中の仙台市の
町内会参照
http://www.sendai-sirent
youkai.com/pdf/sendai_c
honaikai.pdf

① 活動範囲
地域共創の重点モデル地域（国見地区連合町内会 22 町内会）

② 活動概要
理

念

地域を知り
地域に学び
地域で育ち
地域に役立つ

目

的

大学や地域が抱える様々
な課題に対し、地域や各種
団体と連携し、地域の課題
解決を図る

地域と大学が共に発展

特

徴

仕
組
三位一体

自立支援の促進を原則
自分のことは自分で
地域のことは地域で
ちょっと足りない、
手が届かない時のお手伝い
痒いところに手がとどく
地域の孫の手

国見地区連合町内会（民）
町内会役員等
東北福祉大学（学）
学生･教職員
仙台市青葉区（官）
青葉区区民部
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③ 支援申請手続６）

６）

申請から実施までの流れ
① 相 談

支援申請手続き
下記の申請から実施まで
の流れを参照

申請者（代理人可）
② 依頼者が所定の申請書を記入作成（申 請）
地区福祉委員
③ 申請書を地区町内会長へ提出（確 認）
地区町内会長
④ 申請書を地区連合町内会長へ提出（承 認）
地区連合町内会長
⑤ 申請書をまごのてくらぶ事務局に提出（受 付）
⑥ 申請内容の確認（訪問調査）
まごのてくらぶ
⑦ 支援判定会議の開催（可否決定）
まごのてくらぶ
⑧ 支援計画の作成と活動調整（計画・調整）
まごのてくらぶ
⑨ 支援実施（実 施）
まごのてくらぶ
⑩ 完了報告（評価・反省）
地区連合町内会長

④ 取組みの様子
大学と地域のもつ資源を地域力として活用します。地域を知り地域に
学び地域に育ち地域に役立つ活動です。
■個人支援（26 年度実績：2 支援、24 日、延 80 人）７）
個人宅等の庭の草刈り、窓ふき、蜘蛛の巣取り、荷物整理など
■団体支援（26 年度実績：35 支援、49 日、延 509 人）
町内会等の運動会、夏祭り、伝統文化継承、公園清掃、子ども会

26 年度実績数
平成 27 年 3 月 31 日現在
支援数は支援の種類、日数
は活動日数、人数は活動に
参加した延べ人数を表す。
総活動数は 47 支援、125
日、延 884 人。
７）

行事、大学行事（くにみ街道まつり）など
■地域見守り支援８）（26 年度実績：4 町内会、34 日、延 158 人）
新たな支援事業として 26 年 11 月より実施した地域見守り支援。
日常的な顔の見えるお付き合いの中で、見守りを行いながらちょっ
とした異変や気になる事、異様な光景と感じたら窓口（町内会長）、
事務局（地域共創推進室）等に繋ぎ、高齢者等にかかわる様々な事
件や事故（孤独死、認知症による行方不明、災害被害等）を未然に
防ぎます。また、危険、防犯箇所のチェックを行い犯罪抑止のため
の相乗効果をあげ、地域の皆さんが可能な限り自立した生活が送れ
る地域づくりに寄与することを目的としています。
■特別支援（26 年度実績：3 支援、9 日、延 60 人）
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８）

地域見守り支援
活動は「見張り」や「監視」
ではなく、地域の一員とし
てより良い地域づくりの
ための一助という視点で
行います。現在は試行的
に、国見一丁目、国見東部、
千代田町、半子町の４町内
会で平日毎日、午前午後の
２回活動。連携団体として
は、国見連合町内会、国見
地区社会福祉協議会、国見
地区民生児童委員協議会
など。

おもに災害時等に町内会をはじめ、被災地支援活動などを行いま
す。本大震災では、震災翌日から国見地区連合町内会からの要請に
より、国見小学校での避難所運営支援や沿岸部への被災地調査活動、
仙台駅・石巻間のボランティアシャトルバス運行支援、被災地での
レクリエーション支援活動、女川町仮設団地でのふれあい復興農園
整備などを継続的に行い、時には国見地区連合町内会との合同での
被災地支援も実施しています。
■その他支援（26 年度実績：6 支援、10 日、延 78 人）
大学や自治体、諸団体の支援依頼要請があった場合に行います。
特に地方創生の気運が高まりを見せる昨今、過疎高齢化進む地域、
七ヶ宿町においては地域資源を活かし、また、本学の学習林や学習
田を活用した「地域と自然の共創を学ぶ」活動にも積極的に取り組
んでいます。

⑤ 活動に際して
「まごのてくらぶ」の個々の活動は一見ボランティア活動に思われが
ちですが、大きな違いは「自立」に向けてのお手伝いをするところにあ
ります。自分や家族、町内会でできるところはそれぞれの自助努力で行
うことを前提としながら、それでもちょっと足りないところのお手伝い
をする活動です。そのために、町内会町等の承認や学生幹部の支援可否
の判定会議を開催するため、依頼の全てを実施するとは限りません。ま
た、実施に当たっては情報の共有化と PDCA サイクル９）を実施しています。
そして何よりも、地域を素材としたフィールドが、将来地域を担う人材
に求められる実践的な知識と能力を身に付ける実践学習・人材育成の場
であることが最大の特徴だといえます。

8

PDCA サイクル
Plan(計画)、Do(実行)、
Check(評 価 )、 Act(改善 )
の 4 段階を順次行い、最
後の Act から反省点を踏
まえて再計画へのプロセ
スへ入り、次期も新たなＰ
ＤＣＡサイクルを進める。
もともとは企業が行う一
連の活動を管理するフレ
ームワークのとこを言う。
９）

