
 

令和 3 年度 市長と学長との懇談会 議事要旨（意見交換部分） 

 

 

（１）意見交換（テーマ①） 

   テーマ：新型コロナウィルス感染症のワクチン接種と大学等での対応 

 

（神戸大学） 

先ほど、職域接種で学生の接種率が 80%以上の大学もあるというお話がありましたが、おそらく医療系の大学

かと思います。医療系以外の大学の学生について、本学も含めて、ワクチン接種率はおそらく 60%ぐらいという

状況かと思いますので、本学の職域接種は一度終了していますが、私から職域接種を継続するように指示を出し

ております。引き続き、正確な情報を提供しながら職域接種を継続する予定です。 

本学の学生について、12,000 人のうち 7,000 人は既にワクチン接種を終えていますが、職域接種を受けていな

い方にアンケートを実施したところ、2,000 人から回答があり、そのうち「希望しない」と回答したのは 200 人

だけでした。それ以外の方は別の場所でワクチンを接種していたり、継続予定の神戸大学での職域接種でワクチ

ンを接種したいと希望していたりするので、今の状況、いわゆる若い世代に感染が広がっていることを考えて、

今後もワクチン接種を希望する方がたくさんおられると思います。大学も神戸市の一般接種と連携しながら、大

学の校内でも職域接種を継続的に実施して、できる限り学生に勧めたいと思います。 

神戸市の学生について、学生の職域接種率が非常に高い大学以外のところで現在の平均的なワクチン接種率が

どれぐらいか情報はお持ちでしょうか。 

また、神戸地域の学生ができる限り、キャンパスに戻ってくることを私も望んでおります。神戸市においても

若者へのワクチン接種について様々な取り組みをされていますが、学生のワクチン接種率の最終的な目標値など

は設定されていますか。 

 

（神戸市健康局） 

感覚での回答となりますが、現在の学生のワクチン接種率はだいたい 5 割から 6 割程度ではないかとイメージ

しています。 

接種目標について、マクロ的な目標としては接種対象年齢の 8 割はクリアする必要があると考えております

が、8 割が上限ではなくてそれをターゲットにしながらもより多くの皆様にワクチン接種を受けていただきたい

と考えています。 

 

（兵庫県立大学） 

本学も職域接種を 8 月 24 日から 1 週間程度で第 1 回目の接種を実施し、現在 2 回目の接種を実施していま

す。本学には看護師の先生はいますが、医師免許を持っている先生が非常に少ないということで、神戸大学にお

世話になって、派遣をしていただきました。ありがとうございます。 

当初、政府から職域接種が早期に開始されるという情報がありまして、３つのキャンパスで 7 月 10 日から職

域接種をする計画を立てておりましたが、ワクチンが届かないということで後ろ倒しになって、最終的には神戸

商科キャンパス 1 ヶ所での実施となりました。実施するキャンパスが一か所だけになってしまいましたので、送

迎バスなども用意しましたが、職域接種を受けた学生は全学生の 5 割に届かない状況です。後期の授業が始まり

ますので、ワクチン接種が非常に重要であることを学生に呼びかけ、地方自治体が実施するワクチン接種など接

種可能な場所で接種するようにと伝えています。 

しかし、中にはワクチン接種を受けないという学生もいます。先ほどの神戸市が作成されたビデオの中でも、

ワクチンに関する正確ではない噂等が出ているという話もありましたので、ワクチンについて正しい理解を推進

するキャンペーンを実施していただき、地域を挙げてワクチン接種を受ける方向に進めていただけると非常にあ

りがたいと思います。 

 

（甲南女子大学） 

神戸市の説明資料の中でワクチン接種の連携事例として、「甲南大学・甲南女子大学・神戸薬科大学・神戸国

際大学」での連携を挙げていただいておりますが、実は、2018 年に甲南大学、神戸薬科大学、甲南会医療センタ

ー、東灘区役所そして本学、この 5 者が集まり東灘次世代医療人材育成コンソーシアムを立ち上げました。コン

ソーシアムでは講演会や地域での医療相談などを実施してきましたが、今回のワクチン接種における連携でコン



 

ソーシアムの存在意義が明らかになりました。2021 年 6 月末にコンソーシアムとしていち早く手を挙げまして、

新聞などのメディアにも取り上げられましたが、7 月 12 日から 8 月 23 日までの期間に、3 大学の学生のみなら

ず東灘区の小中高の先生方等も含めて、全員で 11,000 人の方々にワクチン接種を行いました。文部科学省も推奨

する大学と地域との連携のプラットフォームの先行事例に当たると考えています。神戸市の説明資料には記載が

ありませんでしたが、ワクチン接種では甲南会医療センターも大きな役割を果たしていただきました。本学は看

護師の人員確保を担い、神戸薬科大学は薬剤のプロとして薬剤の扱い、シリンジへの分配など厳格に管理いただ

き、甲南大学は庶務、総務、会場設営などに尽力いただきました。今後このコンソーシアムが次のステージに向

かって動き出すということで、事務局の方では新しい動きを今考えているところです。 

 

（関西国際大学） 

今回のワクチン接種にあたって感謝申し上げたいのは兵庫県と神戸市と楽天グループとの連携は見事だったと

いうことです。若者の心理をよくご理解いただいており、ポイントなど学生がワクチン接種に行きたくなるよう

なインセンティブを設定していただき大変ありがたかったと思っています。 

本学は尼崎キャンパスで職域接種を実施しましたが、接種率を調べると留学生の接種率が日本人学生の接種率

より高いです。これは接種していないと生活に最初に困るのは留学生だということだと思います。昨年、県下学

長会議において留学生向けの給付性奨学金をお願いして一定の枠取りをしていただきました。神戸市も国際都市

として留学生を大切にしていただいておりますが、留学生が最初に困るというところに対してより具体的なご支

援をいただければありがたいと思います。そのような計画があればお聞かせいただければと思います。 

 

（神戸市健康局） 

留学生の皆様へのご支援につきまして、今は具体的にこれということは持ち合わせておりませんが、ワクチン

接種のハードルを少しでも減らすことも大事でございますので、一つには、言語の違いが接種を阻むといったこ

とがないように、多言語対応を念頭に、接種会場での多言語通訳の配置やホームページの多言語化などの工夫を

行っております。その上で、今後留学生への支援をどのように進めていくかは検討させていただきたいと考えて

います。これから国の方では追加接種といったお話もありますので、留学生の方にも安心して接種していただけ

るような環境整備に尽力してまいりたいと考えています。 

 

（神戸学院大学） 

本学については、神戸市から早期に集団接種会場提供の協力依頼がありポートアイランド第二キャンパスでの

集団接種についてできるだけ早く対応させていただきました。神戸市は全国的にも非常に早くワクチン接種を進

められていますが、本学での職域接種については調整半ばのところで申し込みが切られてしまいましたので、学

生のワクチン接種率は 5 割に達していない、申し込んでいる人も含めて 4 割台ぐらいだろうという感覚です。現

在の接種率ですと正常に近い状態に戻すことは難しい状況で、これから後期の授業が開始され、さらに来年度、

授業を実施していく上で学生層のワクチン接種がどの程度進むのかが非常に大きな意味を持っていると考えてい

ます。 

兵庫県立大学の太田学長が言われたように接種率をどんどん上げていくことが必要だと思いますし、関西国際

大学の濵名学長も言われたように県と市と楽天の 3 者で学生のインセンティブを高めるような提案をしていただ

いたことは非常にありがたいと思います。本学でも 2 回接種が完了した学生全員に対して、職域接種ができなか

ったことと交通費の補助を込めて、クオカード 2000 円分を配布していますが、県と市でも学生のインセンティ

ブを高める取り組みを追加いただいたことで、さらにインセンティブを高めることができますので、できるだけ

活用していきたいと考えています。ただし、本学での取り組みもそうですが、県と市で実施されている取り組み

についても継続して情報発信を行わないと、もう終了して対象外になっているという感覚になる学生もいますの

で、継続した情報発信が必要だと思います。これからの若い世代に対するワクチン接種がどこまで進んでいくの

かは社会の動きの中で非常に大きいのではないかと思っています。 

 

（神戸国際大学） 

本学も大学内での職域接種を検討しましたが、規模も大きくなく、大学内に医療従事者に該当する方も少ない

ため諦めておりましたが、甲南大学より声をかけていただき、学生や職員が職域接種に参加いたしました。 

小規模な大学や医療系の先生がいない大学の学生や教員は、一般接種でワクチン接種を受けることになります

ので、神戸市の説明資料にあった若者の優先枠を増やしていただき、行けば打てるといった確率を上げていただ



 

く、あるいは我々も大学として、学生にワクチン接種に行くインセンティブの設定や広報活動を継続してくこと

で、学生の接種率もまた上がるのではないかと思います。 

 

（久元市長） 

学生や教職員の方々への職域接種を積極的に実施いただきありがとうございます。同時に職域接種の申請につ

いても 7 月の初めに突然打ち切られてしまい職域接種ができていない大学もございますので、神戸市でも一般の

ワクチン接種のスピードを上げていきまして、8 月終わりから 9 月の初めぐらいまでは予約が取りにくい状況で

したが、ワクチン接種予約システムで予約状況を確認すると、ノエビアスタジアムはずっと「〇」で予約が可能

です。多くの集団接種会場についても予約可能なところもかなりあって、簡単にとは言いませんが、今は予約が

できるようになっています。ノエビアスタジアムの接種会場では最大一日 6,800 人が接種可能でおそらく全国最

大規模です。 

希望すればワクチン接種をしていただける状況ではありますので、どういった特典を付けるのがよいかという

話もありますが、やはりワクチンに対する正しい理解が重要です。神戸市看護大学学長の南先生に出演していた

だいた動画では、ワクチンの接種が不妊に繋がることがないということを科学的に説明していただいています。 

ワクチンを接種された方の感染が激減していることは先ほどの神戸市からの説明のとおりで、重症化事例のほ

とんどはワクチン接種を受けていない方です。ワクチンを 2 回接種したからといって絶対に感染しないというこ

とはないですが、ワクチン接種に意味がないということではなく、感染リスクや重症化リスクが大きく下がるこ

とを学生の皆さんに徹底していただければ大変ありがたいと思います。 

 

（神戸市看護大学） 

神戸市看護大学の南です。本学では、市長をはじめ様々な方々のご尽力もありまして、6 月 21 日から神戸市外

国語大学と共催で職域接種を開始しました。設置団体が同じですが共催は初めてで、職域接種を実施できたこと

の良さもありますが、顔の見える関係になったことで大学間の連携がやりやすくなったと思います。 

本学で職域接種した学生は 70%程度ですが他の領域でも接種していますので 90%ぐらいの学生が接種済みで

す。若い人たちのフォローアップについては、あと 10%、20%の少数になって来たときに個別差が出てきて、各

自の個人的な理由があるので保健室が非常に有効です。保健師に対して個別に学生が相談できて、その情報を通

常の教員たちには流さない、これが学生たちのセンシティブに対応できる方法で、初めは相談が出来なかった学

生も次第にできるようになりました。もう一つはワクチン接種証明を様々なことに活用することで、例えば海外

渡航や緊急事態宣言が収まった後、短期間となると思いますが活動が広がる時にワクチンを打ったという証明書

または PCR の陰性であるという証明書を活用することは若い人には非常に有効だと思います。若い人の話を聞い

ていますと、PCR を自分で検査するのは大変高額になるので、やっぱりワクチンを打とうかかというインセンテ

ィブが動いているなと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）意見交換（テーマ２） 

   テーマ：ポストコロナ社会における神戸市の大学連携 

    ①地域社会の中で、大学の役割、機能はどのように変化、進化していくか。 

    ②大学間連携や地域社会との持続可能な連携に必要な取組はなにか。そのために期待される行政の役割 

は何か。 

 

（神戸情報大学院大学） 

提示いただいた意見交換のテーマ 2 点について、本学の教職員で議論していることをお伝えさせていただきま

す。本学は、情報通信技術を専門としている大学院大学で専門職大学院ということもあり学生の年齢層が他の大

学とは少し異なるという前提にはなりますが、まず、1 点は、大学の役割機能がどのように変化、進化していく

か、していくべきかということに関して、コロナ禍で常に議論していまして、一つは大学もしくは大学院が今ま

ではインサイドアウト、自分たちが持つ専門性とか自分たちの持つ教育のあり方に対して、学生に「どうぞ選ん

できてください」という、大学本位というか、インサイドに対してアウトサイドから人に来てもらう、選んでも

らう、語弊があるかもしれませんが、そういう部分があったのではと感じています。このコロナ禍で世の中がこ

れだけ変化すれば若い人たちは特に将来への不安がすごくて、本学は留学生が半分以上いますが、留学生も日本

人も関係なく将来への不安がすごいです。その中で、本学はアウトサイドイン、世の中の動きに我々がもっと寄

り添っていくべきではないか、もしくは我々の存在自体がもっと世の中を見ないといけないのではないか、大学

の役割としては根本的に変わらなきゃいけないと思っています。 

大学連携との関係で具体的に申し上げると、神戸市は専門性の高等教育機関が集積する国際都市ですので、コ

ロナ禍で明らかな効用があることが全員分かっている ICT 技術を活用して、相互互換性を取り入れて、家にいて

も神戸市外にいても、単位互換ができる学びができるといったような、相互互換性できる限り進めていくことで

神戸市に来るとユニークな学びができると学生が思ってくれる、選んでくれるということがあるのではないでし

ょうか。本学ではそういうことを目指していますし、これだけ全ての専門性が揃っている神戸市の大学は連携が

できると直感しております。 

二つ目のテーマについて、本学には留学生が半分以上いると申し上げましたが、留学生、日本人に関係なく国

際都市神戸としてのユニーク性は、このコロナ禍の中で差別化できる位置にいるのではないかと思っておりま

す。具体的に申し上げると、卒業後も神戸もしくは日本のために貢献したいと思ってくれる仕組みというのをこ

こで加速していくべきではないかと思います。もっと具体的に申し上げると、卒業後の不安をなくすための企業

とのマッチングをもっとオープンにより加速していくことは可能だと思っており、大学が連携しながら企業との

連携の中で、もっと頻繁にオープンイノベーション的に、議論を深めたり、マッチングを深めたりすることは、

季節を問わず一年中できるのではないかと思います。 

 

（神戸大学） 

意見交換のテーマについて、大学がどのように役割を果たすかということで、教員も学生も地域に溶け込むと

いうことを更に深くやっていく必要があると思っていますし、そうすることでステイクホルダーの皆さんから

様々な意見をいただいて、大学としてのあり方をもう一度フィードバックして、しっかりと人材育成、それから

研究についても考え直すということが一番重要だろうと思います。 

そういう意味においては、神戸市の方々としっかり連携しながらやっていくことが重要で、産官学連携の中で

新産業創出という部分では神戸市は地盤というかプラットフォームを長年築いてこられオールマイティの状況

で、本学もしっかりと連携させていただいて推進していく必要があると思っております。 

学生時代から地域に溶け込んで、学外課題をどうやって解決するかという社会課題解決能力を地域の中で養う

ことは重要です。ただし、それで終了ではなく社会課題解決の経験を活かして何らかの形でビジネスデザインを

描ける、そういう学生になっていただきたいと思います。地域を生かし次のビジネスを生み出すそういう意味に

おいては、本学でもこの度アントレプレナーシップセンターを築いて、できる限り学生にも起業を考える教育を

始めています。ポストコロナの社会で経済低迷する中ではありますが、学生や若手研究者の自由な発想を生かし

て、彼らは若いですから、機動性のある柔軟性のある考え方でもってスタートアップができるように、先日、神

戸市と締結したスタートアップエコシステムの協定なども利用して、できる限りこの神戸の地であっても、新し

いことができるということを示していかないといけないと思っいます。神戸市の方々にもご協力いただいて大学

も、いろんな産官学連携の取り組みを今後していきたいと思っています。 

 



 

（神戸国際大学） 

先ほど神戸情報大学院大学から留学生の話がありましたが、本学にも留学生が多く在籍しております。これか

らの神戸あるいは日本の課題は人口の減少で、神戸市の人口も減少傾向ですが大学に入学する年代や外国人留学

生は流入超過となっています。神戸市に来てくれる人がいるのですから、この人達に神戸の中に残ってもらうよ

うな仕組みが必要だと思います。 

本学の留学生を見ていますと、日本での就職を希望する学生が増えていますが、一方で、市内企業等の就職情

報は大学の就職係を通して入ってきますが、地元企業の採用条件と留学生あるいは若い学生のニーズが合わなく

て、なかなかうまく回らないです。ですので、地元企業、特に人材が不足している中小企業のニーズを行政の方

で集めていただいて、それを大学に送っていただけますと、我々の方で学生の方に地元で就職するよう配慮した

いと思います。 

もう一つは、学生はどうしても給料が高い企業を狙いますが、中小企業は相対的に給料が低いです。ただし、

給与額を行政で補填するのは難しいと思いますので、それ以外の例えば住宅について、市営住宅の空いていると

ころを紹介するとか、行政が持つ情報を生かして、留学生あるいは他県から来た学生が残るような取り組みを実

施していただけるとありがたいと思います。 

それからもう一つ、神戸は国際都市ですのでアジア系の留学生に対する偏見はないと思いますが、小学校など

に外国人留学生を派遣して、本学ですと、ベトナムやネパールなど東南アジアの国の学生いますから、留学生と

交流する機会があれば一層の国際化ができるのではないかと思っています。 

地域の産業を強くして、そして雇用の枠を広げていって、そして卒業生をそこの地域に持っていくという、そ

ういう取り組みを地域のために我々大学として、持てるリソースを発揮して、連携して進めていきたいです。 

 

（兵庫県立大学） 

事前アンケートのポストコロナ社会に向けた取り組みにも記載しておりますが、昨年度に本学の教員にアンダ

ーコロナ、ポストコロナに向けた研究を公募しまして 15 件ほど採択しました。その中で関係ありそうなものを

列挙していますが、一つはフレイルという要介護になる直前の状況を予防するという研究がございまして、コロ

ナで高齢者の外出機会も激減しており、また対人関係も減少しているため、データからフレイルが進行している

と言われています。それから、比較的若い高齢者も外出の機会、人と会う機会が減っており、精神的に少し落ち

込んでいるというデータも出ております。 

健康寿命の延伸にはフレイルを防ぐことが重要であることは言うまでもないですが、神戸市からの説明にもス

マホ教室というのがありましたが、これを少し拡大して多世代学校と言いますか、多世代学習塾といいますか、

高齢者から若者それから中学高校生までの多世代が集まる機会を作って、高齢者が若者や子どもに自分の経験技

術、文化を伝える、それから若者は今の時代の文化、典型的にはスマホだと思いますが、高齢者に伝えていくよ

うな交流の場を作るということが一つあるのではないでしょうか。 

現在、色々な分野で DX が入ってきておりますが、アンダーコロナの時に DX をしっかり考えていかないとい

けないと思います。本学の産学連携の組織の中に、DX サポートセンターを作りまして、中小企業や商店の方が

DX を推進していくときのサポートをしていこうと考えておりますが、これを神戸市全体に広げて、神戸大学に

は経営分野の先生で経営に DX を導入するということについて見識が高い先生も何人かおられますし、甲南大

学、神戸学院、神戸高専、などの情報系や先ほどの神戸情報大学院大学などをつないで、産業振興センター、兵

庫工業会、神戸市機械金属工業会、神戸商工会議所等にも働きかけて、DX サポートのプラットフォームを神戸

市が作ることも考えられるのではないでしょうか。 

 

（甲南大学） 

地域社会の中での大学の役割、そしてそこの行政に期待することということで、2 点ほどお話をさせていただ

きたいと思います。まず 1 点はリカレント教育のことでございます。本学では人生 100 年時代の学びプログラム

を共通教育の枠を使いながらこの 4 月からスタートさせました。また、法科大学院を募集停止しましたので、そ

の教育資産を生かす形で甲南発法務リカレントプログラムをビジネス法務と自治体法務のコースでこの 9 月から

スタートさせました。これはまさに現役世代向けのプログラムで神戸市職員の方にも参加いただいております。

リカレント教育が今後大学の中で大事になってくると思っていますので、メニューの多彩さというものを実現し

ていくためには他大学とも連携させていただきながら、是非発展させたいと考えております。そこで、例えば神

戸市として市内の大学が独自にやっているリカレントまた連携の中で展開しているリカレント教育を、現役向け

世代向けあるいは第二の人生向け、あるいは教養力アップ向けという形で市民の方々に、取りまとめて広報して



 

いただくことで、学び続ける都市神戸のメニューの一つにしていただけるのではないかと考えている次第でござ

います。 

それから２点目は、やはり出口、就職の件でございます。もう他の先生方も多く発言されましたけれども、本

学のこの 3 月の卒業生の実就職率は大きく下がりまして、大変懸念をしております。オンライン就活に付いてい

けなかった、乗り遅れてしまったか諦めてしまった学生がいるのではないかと思っております。今後もこういっ

た就活スタイルが続いていくことが想像される中で、当然大学におけるキャリアセンターのあり方ですとか支援

のあり方そして初年次からのキャリア教育のあり方を見直していかなければならないと強く考えているところで

ございます。例えばもう既にご発言ありましたような、市内企業とのマッチングあるいは就職に繋がるようなイ

ンターンシップのプロジェクトを神戸市の取り組みとして一つ展開いただくことで、18 歳人口が非常な勢いで減

少していくという現実の前で、特色ある魅力的な大学があり、そこで働き続けられる環境があり、またリカレン

ト教育が充実した学び続けられる都市、神戸というような出口が見えることで入口である神戸の大学へという循

環に繋がっていくのではないかと考えますので、ぜひご検討いただければと思います。 

 

（関西国際大学） 

色々ご指摘が出て来ていますが、これからの時代は多様性がさらに強まっていきます。多様性というのは、例

えば大学間の多様性もありますが大学の中にも多様化があって、遠隔授業で成績が上がる学生と対面授業で成績

が上がる学生という、両方のタイプがいます。そういった多様性を考えていくと、個別の大学だけで問題解決を

していけるか、あるいは多様性に対応できるかと考えたときに、我々の神戸には大学が集積している、あるいは

コンソーシアムひょうご神戸って形で既にプラットフォームを作っているので、地域性というのを強化していっ

ていただく必要があると思います。 

一つは遠隔リモートが増えたからといって、もう face to face でなくていいかというと実はそうではなくて、

三宮地区で学生たちが集まる場っていうのが有料でないとなかなかないということも大きな課題だと思います。

実はお助け隊での学生たちの学びっていうのは対面で高齢者と接触したことがきっかけですので、やはりきっか

け作りのためには他大学の学生と顔を合わせて話をしないとなかなか関係性を作れない。そのためには場が必要

です、学生たちが無料で使えるような場を無制限に作るわけにはいかないと思いますが、そういう場を作ってい

ただくというのが一つ大きいのではないかと思います。とりわけ留学生同士の交流になると留学生が大勢いる大

学もいれば少数いる大学もありますし、要支援学生についても各大学に在籍していると思いますので、ざまざま

な学生との交流を支援していく場としても、この神戸の中心にそういう場を作っていただくと神戸が学びにとっ

て非常に良い場所であるという展開が広がっていくのではと思います。 

住宅の話については、先ほど神戸国際大学の辻先生からもありましたが、本学は兵庫県と協定を結んで県営住

宅の空いているところに留学生を送り込んでいます。高齢者の方は最初警戒感持っていますが、結果的にはいざ

というときに若い人がそばに住んでくれているという状況で、これが多様性なのだと思うので、留学生だけまと

めて住まわせるというよりは地域と住民と交流するような場を作っていただくことも大きいと思います。さらに

留学生はお金の問題が現実問題として大きいので、地元企業に就職を促進するということでしたら、ペイドイン

ターンシップみたいな形で職場を知りながら収入も得られるような場っていうのが必要になってくると思いま

す。さらに言うと、中小企業、300 人未満の事業所って離職率が非常に高くて、猫の手は欲しいけれど人材育成

力があまりない状況ですので、中小企業の人材育成支援っていうのを大学間で共同してやっていることも可能だ

ろうし、そのためにそういう場があることがまず一丁目一番地なのではないかというふうに思います。もちろん

DX 等々で、各大学が応用的にそれを拾っていくことが可能になっていくと思いますが、大学の集積地として神

戸の魅力を強化するための場、プラットフォームをぜひ充実させていただければとありがたいと思います。 

 

（神戸学院大学） 

私は今回この懇談会のテーマをいただいて考えたことを少しお話したいと思います。この大学集積都市神戸、

これをより推進していくためには、まず第 1 は各大学が生き残りのためのいろんな戦略を立ててとにかく生き残

って神戸の一員としてやっていけるようにするということです。この市長をはじめ行政の方々と大学との対話は

ですねもう 10 数年継続していますが、一番足りないのやはり大学側としては産業界との接点だと思います。個

別的な接点はありますが、産業界との面での接点が欠けているのではないかと思います。そういう意味では、神

戸に相応しい産官学連携プラットフォームを考える上でそこが一番大きな課題かなと思います。そして産業界と

の連携、そこの橋渡しをしていただくことで、例えば地元就職の促進であるとか、高度専門人材の確保、リカレ

ント教育ニーズの掘り起こし、インターンシップ機会の創出、あるいは優良な留学生の確保の戦略、それから神



 

戸市でも実施していただいている若手研究者育成のための様々な支援など、こういったことも産業界との連携の

中で新たなものが出てくるのではないかと思います。 

それからもう一つは先ほどからのご意見にもありますように、神戸の大学へ行くことのブランド化も必要だと

思いますし、しかもそれだけの資源は十分あると考えています。京都は「京都の大学へ行く」というブランドが

若い人たちに非常に意識されていると思いますので、「神戸の大学に行く」というブランドをこれから作ってい

く必要があると思います。京都にないものは、神戸にたくさんある、神戸には何でもあるということわかっても

らう必要があります。 さらに、各大学のキャンパスを超えた神戸全体が一つのキャンパスという発想ですね。神

戸市で KOBE 学生地域貢献スクラムやワクチン接種予約お助け隊など、他の大学の学生と交流できる場がたくさ

ん存在しており、すなわち神戸の大学へ行けばその大学で完結するのではなく、色々な大学の人たちと交流でき

て、「神戸の大学に行く」という意義が非常に大きいと、これは留学生との交流も同じで、神戸全体が学びの場

であり、交流の場であるという構想が必要になってくると思います。これは神戸市で今構想されていることとも

連動していくのではないかと思っており、学生サポーターの制度を作ったり、あるいは地域活性化のための学生

の企画やプロジェクトを支援していただく仕組みであったり、その他留学生間や留学生と一般学生との交流の

場、これは大学の枠を超えてということで、そういったことも盛んであるという気風を作っていくというのは非

常に神戸のブランドと「神戸の大学に行く」ことのブランド性を高めていくことになると思います。 

こういったことに対して大学間で連携をしながら、しかも行政にも入っていただいて更に先ほど言いました産

業界との橋渡し、というところも含めて、大学集積都市神戸にふさわしい、連携プラットフォームということに

繋がっていけば、非常に目に見える形で、神戸で学ぶ神戸で研究する、そういったことの価値というのが見出せ

るのではないかと考えています。 

最後に、こういったことを実現するためには、ここへ行けばそういう交流の場があると、あるいはここへ行け

ばいろんなイベントが企画できる他の大学の学生と交流できる、他の大学の若手研究者と交流できるというよう

な、その言ってみればその象徴になるような、そういう拠点が三宮周辺にできれば、学生も非常に集まりやす

く、あるいは研究者の方も集まりやすく、またそこでいろいろなことが展開しやすくなると思いますので、そう

いったこともぜひ考えていただければありがたいな考えております。 

 

（久元市長） 

具体的な話を 2 点させていただきますと、企業とのマッチングについて、神戸の大学等を卒業された方で神戸

の企業に就職して地元に残ることを希望する方が多くいて、一方で企業も優れた人材を求めているという状況が

あり、両者のマッチングはずっと話題になってきました。神戸市も様々な取り組みを行っていますが、しかし、

おそらく学長の先生方にはそれが全然伝わっていない、あるいはやり方が良くないのかもしれません。この企業

と学生とのマッチングは、一からどこがまずいのかということ議論して、しっかり考えたいと思います。 

もう 1 点は、留学生の皆さんが気持ちよく神戸に住んでいただくということで、住環境も含めて検討の必要が

あると思います。また、ここでも企業との間の話になりますが、神戸での就職を希望される留学生の方にできる

だけ希望に沿うような就職先を見出すことも必要です。限られた私の断片的な知識になりますが、おそらく企業

は二極化していて、全国的にあるいは世界的に名の通った企業には外国人社員が多く在籍しており、独自のリク

ルートが可能で自社で採用することができます。ところが、大多数の中小企業は外国人をなんとなく採用したい

と思いながらも、どうすればよいのかわからない、中には、外国人を単なる単純労働力として考え、高度な技能

を持った人材に目が向いていない場合もあります。非常に難しい問題ですが、経済界の皆さんと頻繁に意見交換

をしていますので、もうちょっと本音で議論していきたいと思います。 

あとは留学生の皆さんにもっと地域活動に参画していただいたり、あるいはこの神戸でどうすれば暮らしやす

くなるのかどんなことが我々にできるのかという留学生の皆さんの声をお聞きしたり、あるいは留学生を支援し

たいと思っている企業や NPO も多数存在しますので、もっと留学生の皆さんに活躍していただくような仕掛け

を検討していきたいと思います。 

他のことも含めて、本日お伺いしたことは検討させていただきます。学生の交流拠点について、そこに行けば

何かしら学生が活動している、何かそこで面白いことがあるというような場の設置は長年の課題でした。細々と

やっていたこともありましたが、非常に規模が小さかったのと、特定の学生の皆さんが活動することとなってい

たので、一見さんがぶらっといって参加するというのは難しかったかもしれません。もうちょっと雰囲気的に外

に開かれたものができないか、我々も宿題とさせていただきたいと思います。 


