令和３年度 岡崎大学懇話会

事業報告

【1. 産学官共同研究】
（1）産学官共同研究助成
・人間環境大学 立脇隆文
岡崎市におけるニホンザルの農作物被害の実態解明
・愛知産業大学 伊藤庸一郎
デジタルクローンを活用した大学 DX と新しいメディア
・愛知学泉短期大学 熊崎稔子
岡崎市の高齢者および学生のオリゴ糖による便秘改善効果に関する研究
・岡崎女子大学 宮腰宏美
保育士資格、幼稚園教諭免許を目指す学生に対し、SDGs に関する啓発活動を行った際
の意識調査および SDGs 普及活動プログラムに関する一考察 ―岡崎市を拠点とする
国際 NPO 法人と協働して―
・愛知学泉短期大学 木村典子
住み続けたいまち岡崎市の SDGs 達成に向けた取組―介護普及 キャラバン隊―
（2）地域活性化研究（20 号）発行
・地域活性化フォーラム研究成果報告
・学生フォーラム発表
・岡崎大学懇話会所属の研究者の投稿論文を掲載
（3）地域活性化フォーラム
主
催：岡崎大学懇話会
後
援：岡崎市 NPO 法人 21 世紀を創る会・みかわ
開 催 日：令和 4 年 3 月 12 日（土）
実施方法：Zoom
・人間環境大学 立脇隆文
岡崎市におけるニホンザルの農作物被害の実態解明
・愛知産業大学 伊藤庸一郎
デジタルクローンを活用した大学 DX と新しいメディア
・愛知学泉短期大学 熊崎稔子
岡崎市の高齢者および学生のオリゴ糖による便秘改善効果に関する研究
・岡崎女子大学 宮腰宏美
保育士資格、幼稚園教諭免許を目指す学生に対し、SDGs に関する啓発活動を行った
際の意識調査および SDGs 普及活動プログラムに関する一考察 ―岡崎市を拠点と
する国際 NPO 法人と協働して―
・愛知学泉短期大学 木村典子
住み続けたいまち岡崎市の SDGs 達成に向けた取組―介護普及 キャラバン隊―

【2. 学生の主体的な活動支援】
（1）学生部会活動
実施方法：Microsoft Teams 、Zoom
内
容：学生部会（学生フォーラム）について
学生部会①
： 8 月 26 日（木）17:30～
学生部会②
： 9 月 14 日（火）17:30～
学生部会③
：10 月 14 日（木）17:30～
学生部会④
：11 月 18 日（木）17:30～
学生部会⑤
：12 月 17 日（金）17:30～
<<>学生フォーラム>>
主 催：岡崎大学懇話会
開催日：令和 3 年度 12 月 18 日（土）
会 場：Zoom
内 容：市内 7 大学の学生が行った地域と結びついた様々な活動の成果を発表
【3. 地域活性化事業】
（1）地域活性化のために大学の資産を活かす取組
地域活性化のための様々な主体（行政・団体・企業等）との連携強調活動
①「NPO 法人 21 世紀を創る会・みかわ」との協調活動（葵丘サロン）
・「おかざきスポーツ盛り上げ隊」学生隊員募集
・研究発表等動画配信の提案
②ボランティアとして「たつみがおか ふるさと夏祭り」に協力
新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止
③岡崎城下家康公夏まつり うちわデザイン制作への協力
新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止
④岡崎ものづくり推進協議会との連携（学識委員として参画）
・令和 3 年度幹事校（岡崎女子大学・岡崎女子短期大学）
：代表幹事 祝田学
⑤「がんばる店主・事業所を応援する出前相談」
・令和 3 年度 実施なし
⑥岡崎市行財政調査会への協力
・令和 3 年 5 月～令和 4 年 3 月末（人間環境大学）
【4. 広報活動】
(1) 大学懇話会所属の先生方の研究実績等についてデータベース更新と情報発信
(2) 構成大学の地域活性化活動の発信強化
【5. 各大学の教育活動の交流】
※令和３年度実施なし

【6. その他 岡崎大学懇話会の運営について】
・理事会
<第 1 回> 令和 3 年 5 月 31 日
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため電子メールによる審議）
1. 令和 2 年度 事業報告（案）
2. 令和 2 年度 収支決算報告（案）
3. 令和 3 年度 役員名簿（案）
4. 令和 3 年度 事業計画（案）
5. 令和 3 年度 収支予算（案）
6. 地域活性化研究（第 19 号）発刊（報告）
<第 2 回> 令和 3 年 12 月 10 日
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため電子メールによる審議）
1. 令和 3 年度産学官共同研究助成申請
2.「地域活性化研究」第 21 号（案）
3. 令和 3 年度 学生フォーラム（案）
4. 令和 3 年度地域活性化事業
5. 会議予定
6.「地域活性化研究」第 20 号の発刊
・幹事会
<第 1 回> 令和 3 年 4 月 30 日
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため電子メールによる審議）
1. 令和 2 年度 事業報告（案）
2. 令和 2 年度 収支決算報告（案）
3. 令和 3 年度 役員名簿（案）
4. 令和 3 年度 事業計画（案）
5. 令和 3 年度 収支予算（案）
6. 地域活性化研究（第 19 号）発刊（報告）
<第 2 回>
開催日：令和 3 年 7 月 9 日（金）17:30～
会議形式：Microsoft Teams
1. 岡崎における産学官共同研究
①産学官共同研究助成
②地域活性化研究作成
③地域活性化フォーラム開催
2. 学生の主体的な活動支援事業
①学生部会
3. 地域活性化事業
4. 広報活動
5. 各大学の教育活動の交流
6. その他

<第 3 回>
開催日：令和 3 年 11 月 19 日（金）17:30～
会議形式：Microsoft Teams
1. 岡崎における産学官共同研究
①産学官共同研究助成金（結果報告）
②地域活性化研究作成（状況報告）
③地域活性化フォーラム２０２１
2. 学生の主体的な活動支援事業
①学生部会
3. 地域活性化事業
①「NPO 法人２１世紀を創る会・みかわ」との協調活動
②岡崎ものづくり推進協議会との連携
③市長・４大学学長対談
④岡崎市行財政調査会への協力
⑤その他、地域活性化のための様々な連携協調活動
4. 広報活動
①データベースの更新と情報発信
②構成大学の地域活性化活動の発信強化
5. 各大学の教育活動の交流
6. 幹事会の日程
<第 4 回>
開催日：令和 4 年 2 月 28 日（金）17:30～
会議形式：Microsoft Teams
1. 「NPO 法人 21 世紀を創る会・みかわ」との意見交換
2. 産学官共同研究助成金（状況報告）
3. 地域活性化研究作成（状況報告）
4. 地域活性化フォーラム 2021 について
5. 現在までの収支報告について
6. 令和 4 年度事業計画について
7. 令和 4 年度事業スケジュールについて
8. 令和 4 年度収支予算について
9. 岡崎市行財政調査会への大学生委員の推薦について

以上

