特集●これからの地域連携

持続可能な社会の実現を本学の最

来へ歩む徳島大学宣言」を発表し、

2014年8月に「地域と共に未

全 国 で ５ 番 目 の 高 さ で す。

んでおり、高齢化率は ・4％と

徳島県では高齢化がいち早く進

は、さまざまな分野の研究と社会

形成しています。同様に産業院で

げ、研究と治療と資金の好循環を

果を生かした治療を行い収益を上

学病院では、医学部等での研究成

そのモデルは大学病院です。大

２０１８年４月に開設しました。

大学産業院」
（以下、産業院）を

体制を進化させ、学内特区「徳島

築が肝要です。そこで産官学連携

（一社）大学支援機構を立ち上げ、

課題です。これについては学外に

事業化にあたっては資金調達が

いています。

ため、阿波銀行にも協力をいただ

ニーズと研究シーズを結びつける

担っています。ここでは、地域の

他、新規事業の企画立案などを

特許戦略やマーケティング支援の

す。
「企画戦略部門」は各研究の

事業化に向けた研究を行っていま

ローバル型地方人材育成プロジェ

は、インバウンドを推進するグ

もとに町づくりを進める神山町で

ますし、
「創造的過疎」の考えの

ごとファクトリー」を実施してい

モールビジネス養成講座「まちし

の連携では、地域に根差したス

島新聞社、徳島県信用保証協会と

ら取り組んでいます。例えば、徳

いて、各部局の特色を生かしなが

で受け付けた相談や要望などにつ

は、地域連携のワンストップ窓口

＊1「平成30年版高齢社会白書
（全体版）」内閣府より
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＊2 過疎化を与件として受け入れ、外部から若者やクリエイティブな人材を誘致することで人口構造・人口構成を変化させ、多様な働き方や職種の
展開を図ることで働く場としての価値を高め、農林業だけに頼らない、バランスのとれた持続可能な地域をつくろうという考え方。

学内特区で行う「新産業創出」と

重要使命としたのは、そうした背

実装と資金の好循環を形成し、研

クラウドファンディングで資金を

クトに取り組んでいます。

32

全学で支援する「地域の活性化」

景があります。現在、
「創造的超

究成果の事業化・産業化を独立採

募っています。今後は産業院発の

＊2

＊1

Case Study

高齢化が進む徳島県に所在する大学として、
地域の創造的な未来づくりに取り組んでいる徳島大学。
現在の取り組み、地域との関わり方について話を聞いた。

高齢社会」をコンセプトに掲げ、

算的に行うことを狙っています。

大 学 病 院 が モ デルの
産業院で新産業創出

県と連携して進めている「地方大

住民の高齢化による地域の衰退

う。本学では今後も、大学の使命

である「社会貢献」を通じて、地

地元新聞社として、地域の人たちが地域の発展に向け
て取り組む様子を取材・報道するだけでなく、一緒に汗をか
いて活動し、徳島を元気にしていきたいというのが、当社の
地域連携に対する思いです。
徳島大学と当社は、
２０１４年に地域貢献の推進に向け
た連携協定を締結しました。そして、
２０１５年からは地域で
の起業や担い手の育成を支援する
「まちしごとファクトリー」
を共に展開しています。この事業では幅広い世代の人たち
が集まり交流します。私たちも一緒に「徳島の可能性」につ
いて考えています。大 学の「 知 識 」と新 聞 社の「 情 報 」と
いった、
それぞれの強みを生かしながら、地域力の向上に貢
献していきたいと思っています。

域と共に、高齢化を全ての人が幸

当行は、2013年２月に徳島大学と産学連携の推進など
を目的とした連携協定を締結しました。最初の８か月間は待
ちの姿勢であったため、企業との面談は３社だけでしたが、
大学と個別企業訪問を始めたことにより、最初の１か月だけ
で12社の面談と、6件の共同研究を実現できました。
銀行が知る企業の特性、大学の研究開発リソースを互
いに持ち寄り、企業の課題解決を共に行う当事者として行
動したことで、成果につながったと考えています。
この連携では顧客企業に対して技術面からも課題解決
支援ができることにメリットを感じます。私は今、徳島大学産
業院の招聘教授も務めており、産学連携の当事者の一人
として、地域産業の発展に寄与したいと考えています。

せになるチャンスに変えることに

大学の「知識」と新聞社の「情報」を生かした地域での連携

邁進していきます。

お互いの“得意”を持ち寄り、企業の課題解決に取り組む

新規事業を管理運営する（株）産

一般社団法人徳島新聞社 事業局
地域連携推進室 橋本真味

産業院には、
「研究開発事業部

阿波銀行 営業推進部 地方創生推進室
副部長 里 正彦

学・地域産業創生事業」では、本

知識と情報で
地域の発展に
貢献

は深刻な問題ですが、地域や大学

課題解決の
当事者として
共に行動

全学的に多拠点で
取 り 組 む 地 域の活 性 化

！
聞く

一方で、地域の活性化について

連 携 先に

しょうへい

▶光関連産業の製造品出荷額等の増加額1700億円
（2017年：4500億円→2027年：6200億円）
▶光関連産業の雇用者数の増加数5300
人（2017年：1万1200人→2027年：1万6500人）▶専門人材育成プログラム受講生の地元就職・起業数累計125人（2027年）▶国際光工
学会における教員数あたりの発表数2.5倍
（2027年）

指標

業院を設立し、そこで出資者を集

＊3 寄附者の意向を尊重して株式
（新規予約権）
等を受け入れることは法的に可能。
ただし、50％を越えてはいけない。
＊4 企業が独り立ちできるまで育てる場所

が持つ強みを生かすことで、創造

企業
自治体

め、株の寄附により資金を大学に

所有企業
プロジェクトD

門」と「企画戦略部門」の２つの

所有企業
プロジェクトC

部門があります。研究開発や大学

所有企業
プロジェクトB

学が強みを持つ光関連の研究分野

所有企業
プロジェクトA

的未来を描くことは可能でしょ

クラウドソーシング

出資

還元させる計画もあります。

大学支援機構
クラウドファンディング

発ベンチャー企業設立等を推進す

一般社団法人

で、産業振興、若者雇用創出をめ

株

連携

ざしています。

＊4

スタートアップスタジオ
企業創生、企業の新規事業

委託

る「研究開発事業部門」では、ベ

（株）産業院（案）

成果

この他にも、地方創生に向けて

委託
支援
（教員、学生、場所）

ンチャー設立など産学連携に実績

成果

本学では、
「新産業創出」と「地

出資

のある本学教員4人の他、特区な

▶平成30年度「地方大学・地域産業創生交付金」
（約
5～6億円×５年間）
▶クラウドファンディングの活用
▶外部研究資金
（産業界との連携）
等

産業院

（株）
産業院の株
（最大49％）
を所有＊3

域の活性化」に取り組んでいます。

資金調達
（補助金含む）

株

徳島大学

株
（寄附）

株の10％以上を大学
に寄附していただく

企 業ユーテ ラス

特徴的な
取り組み、PJ

▶次世代光科学研究拠点として、
「ポストLEDフォトニ
クス研究所」設置。光科学のトップレベル研究者を招
聘しポストLEDに関する研究・開発を実施する
▶ 分 野 横 断 型 大 学 院「 創 成 科 学 研 究 科 」設 置
（2020年）。
さまざまな分野で光科学を活用できる人
材を育成する
▶産官学共同研究促進のため「地域協働技術セン
ター」設置。光応用製品・技術の社会実装をめざす

出資者（株主）

らではの弾力的な人事制度で招聘

地方を担う若者が大幅に減少する中、
“ 光”
をめざして
若者が集う徳島の実現に向け、若者の修学・就業の
促進、光関連産業をはじめとした地域の活力の向上、
持続的な発展をめざす

コミットする
地域課題

（株）産業院（案）は企業の再生と創生に貢献

新産業創出では、研究成果を早

主な連携先

した企業の研究者4人も在籍し、

（株）産業院の設置案（検討中）

徳島県、県内のLED関連企業、県内経済団体、農業
協同組合中央会、県内金融機関等

急に事業化しやすい組織体制の構

「次世代“光”創出・応用による産業振興・若者雇用創出計画」

徳島大学

学生数／約7500人
学部／総合科、医、歯、薬、理工、生物資源産業
大学院／総合科学教育部、医科学教育部、口腔科学教育部、薬科学教育部、栄養生命科学教育部、保健科学教育部、
先端技術科学教育部、社会産業理工学研究部、医歯薬学研究部

吉田和文

理事（地域・産官学連携担当）
副学長

よしだかずふみ●1979年中央大学法学部法律学科卒業。
1981年徳島県入庁。県民環境部地域振興局地方分権推
進課長、県民環境部地域振興局市町村課長、企画総務部副
部長、監察局長、農林水産部長などを経て、2014年４月より
現職。
取材・文／本間学

撮影／千葉大輔
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