
１．概要（１ページ以内）

地域子育てプラットホームの構築を通したAll-Winプラン

950人

理工・情報系

本事業は、子どもの成長を核とするまちづくりを行うものである。神戸市長田区を
対象に「子育て支援」について、本学の専門性を駆使してその解決策を講じ、地域
のソーシャルキャピタルを発掘、強化し、本学と地域が一体となった『地域子育て
プラットホーム』を組織する。本学はその一員として教育・保健医療の機能をもっ
た『子育て総合支援施設』での取組みを広報することで「地域と歩みを共にする大
学」というブランド醸成を図る。

審査希望分野

イメージ図

生物・医歯系○

事業概要

　

5年 収容定員タイプA申請タイプ

神戸常盤大学

　

保健科学部（医療検査学科、看護学科）、教育学部、短期大学部口腔保健学科、
地域交流センター、KTU研究開発推進センター

参画組織

平成29年度私立大学研究ブランディング事業計画書

支援期間

大学名

人文・社会系

学校法人名281031学校法人番号

神戸常盤大学

兵庫県神戸市長田区

事業名

主たる所在地

玉田学園
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２．事業内容（２ページ以内）

神戸常盤大学

（１）事業目的

【背景：自校の現状と課題】 “地域と歩みを共にする大学” というブランドイメージの醸成

神戸常盤大学（以下、本学）は、小さい大学ながら学生一人ひとりの教育的ニーズに応え（テーラーメイ

ド教育）、正課のみならず準正課・正課外にわたって手厚い指導・支援に努め、学生一人ひとりの学びと成

長を丁寧に見守る大学を志向している。また本学は、阪神・淡路大震災で最も被害の大きかった神戸市長田

区に所在する唯一の大学として、地域の復興を支える中核的役割を果たすことを追求しており、平成20年に

は「保健福祉、教育、文化、まちづくり等の分野において相互に協力し、地域社会の発展と人材育成に寄与

すること」を目的に神戸市長田区と連携協力に関する協定を締結したところである。平成22年には旧二葉小

学校内に「子育て広場 えん」を開設し、平成26年に神戸市こども家庭局と連携協定を締結し、同市との連

携のもと保育サポーター制度を創設した。

本学は、以上の特長の上に、“地域と歩みを共にする大学” という

ポジショニングを図る過程で、平成28年度より教学マネジメント改革を

推進し、その1つの集大成として平成29年度から基盤教育を開始した。

そこでは、一般教養科目を３つの科目群のもとに体系化し、その１つ

「創造実践科目群」では、学生が実際に地域に出向き、地域の課題に

応える活動を行う科目を新設した。こうした試みはまだ端緒を開いた

ものであり、さらに強化すべきところである。

“地域と歩みを共にする大学”としてのブランドイメージは、

こうした取り組みを通して、定着しつつあるが、新入生アンケ

ート（平成29年度実施）では、「地域に強い大学」という印象を

得て本学の受験を決めたと回答する割合は充分とは言えない。

【背景：地域の現状と課題】 「子育て支援」という地域が抱える一番の課題

神戸市長田区は神戸市の中でも特に貧困度が高く、平成29年2月現在、生活保護の人員保護率が8.31％と神

戸市平均の3.13%をはるかに超え、全区中ワースト1位の現状にある（ちなみに隣の兵庫区も7.36%でワースト

2位）。この地域の社会・経済的発展を考える上では、貧困という課題を等閑に付すわけにはいかない。そこ

で本事業で取り組むのは、貧困度の高さから派生する子育て支援にかかわる問題である。

貧困家庭にある子どもたちの多くは、母子家庭または両親共働きという状況下に置かれている。その結果、

そうした子どもたちの多くはそもそも家庭内で十分に質の高い教育を受けられる環境にない。また厄介なこ

とに、こうした家庭の経済力に端を発する課題は、福祉にもまたがる課題であることから、学校で対処でき

る圏域を越えており、ここに深刻な難しさがある（例えば、長田区の子どもは、う蝕有病率や虫歯の未処理

歯率が高い）。

長田区が平成27年2月に区民対象に行ったアンケートでは、

区の取り組みとして「できていない」、または

「あまりできていない」と回答する割合が最も高かったのが、

「子育てしやすい環境づくり」であった。

貧困度の高さから派生する家庭教育の問題も併せ考慮すれば、

“子育て支援” は、この地域が抱える最も重要な

課題の一つとして取り上げるに値する。

以上の課題を受けて、本事業では、本学が持てる教育・保健医療の

専門力を駆使しながら、その解決を図る。その過程においては、

地域のソーシャルキャピタル（地域の子どもたちの成長を支える社会力）を

発掘、強化し、もって本学と地域が一体となった『地域子育てプラットホーム』を組織する。

本学はまたプラットホームの一員として、教育・保健医療の多機能性をもった『子育て総合支援施設』を主

な活動場所としながら子育て支援の取り組みを行う。なお「地域子育てプラットホーム」とは、「３．ブラ

ンディング戦略」の「戦略１」で詳述するように、神戸市や長田区、関係機関と連携し、本学もその一員と

して構成される組織体制をいうものである。
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神戸常盤大学

（２）期待される研究成果

【事業の目的】

本事業は、子どもの成長を核とするまちづくりを地域と協働して行うものである。そこでは、以下の3つの目

的を果たし、 “地域と歩みを共にする大学” のブランドイメージを学外に広く発信し、その定着を図る。

①市内とりわけ長田区及び隣接区において、本学が長田区の街中で運営する『子育て総合支援施設』を主な

活動場所としながら、地域の子どもたちの成長を支え続けられる組織体制『地域子育てプラットホーム』の

構築を図る。

②本学が持てる教育・保健医療の専門力を駆使して、地域が抱える子育て支援をめぐる課題の全貌、及び地域

に潜在するソーシャルキャピタル（地域の子どもたちの成長を支える社会力）の発掘、強化に取り組む。

③「地域子育てプラットホーム」を通して取り組まれる一連の方策が果たす効果、とりわけ貧困家庭にある

子どもたちの成長に対する効果を、本学が有する研究力を駆使して、包括的に検証する。

【大学の将来ビジョン】

■教 育■

①自ら主体的に学び続ける力をもち、豊かな人間性と高度な専門性を身につけた人材を育成する

②誰一人欠けることなく、学生一人ひとりの学びと成長を約束する

③地域をフィールドに、真に生きた知識・スキルを修得できる多様な機会を提供する

■研 究■

①地域活性化に資する研究を、全学を挙げて促進させる

②大学教育の質的向上に資する研究を、全学を挙げて促進させる

■社会貢献■

①地域における知の中核として地域活性化に貢献する

②地域の健康を支える中核的役割を果たす

③地域の教育力を支える中核的役割を果たす

【研究テーマの内容】

本事業では、将来ビジョンに掲げる地域の中核的役割を果たすため、主に長田区及び隣接区を対象地域とし

て、貧困度の高さから派生する子育て支援にかかわる問題に主眼を置き、地域のソーシャルキャピタル（地域

の子どもたちの成長を支える社会力）を駆使してその解決を図るため、以下3点について研究アプローチを行う。

①対象地域が抱える子育て支援をめぐる課題（とりわけ貧困家庭における子育てにかかわる課題）の具体を

明らかにする。

②地域に潜在するソーシャルキャピタル（地域の子どもたちの成長を支える社会力）を発掘、強化し、もって

本学と地域が一体となった『地域子育てプラットホーム』を組織し、そこで地域の子育て支援に関する課題

の一つひとつについて、実施可能な取り組みを検討し、考案する。

③『地域子育てプラットホーム』を通して取り組まれる一連の方策が果たす効果、とりわけ貧困家庭にある

子どもたちの成長に対する効果を包括的に検証し、改善策を検討する。

【期待される研究成果】

本事業の成果目標として以下の４点を掲げる。

①履修証明プログラム「子育て支援士」を開講し、その本学独自の資格を交付することを通して、本学が持つ

教育・保健医療 分野の専門的知識を身につけた者が構成員として含まれる組織『地域子育てプラットホー

ム』を整備し、地域の子どもたちの成長を支え続けられる体制を構築することができる。

②対象地域が抱える課題「子育て支援」について深く調査することで、家庭的背景の別に応じて異なる課題の

実態、とりわけ貧困家庭が抱える課題の実態を明らかにすることができる。

③地域子育てプラットホームの体制のもと、②の調査を通じて明らかとなった個別の課題に応じて、持てる

知的・人的資源を駆使し、子育て支援の充実を図ることができる。それをもって、「子育てしやすい環境

づくり」に対する地域住民の評価を高めることができる。安心して子育てに向き合うことができる。

④『子育て総合支援施設』において、充実した設備の中で質の高い学童保育サービス（科学体験や大学生と

の対話の場）を提供することを通して、本学への進学も含め、保護者や子どもの教育アスピレーションを

高めることができる。
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３．ブランディング戦略（５ページ以内）

神戸常盤大学

【教学マネジメント改革と将来ビジョン】教学マネジメント改革の一環として将来ビジョンの策定

本学は平成26年度より教学マネジメント改革を推進し、その中で全学のディプロマポリシー（学位授与に関

する方針）、カリキュラムポリシー（教育課程編成に関する方針）、アドミッションポリシー（入学者選抜に

関する方針）、スチューデントサポートポリシー（学生支援に関する方針）、アセスメントポリシー（学修成

果の評価に関する方針）を定め、また卒業までに修得が目指される能力の一覧をときわコンピテンシーとして

定めた。これにより、改革に取り組む全学的な組織体制が整えられた。

昨年12月には、全教職員を対象に学内研修会を開催し、学長補佐より「すべての学生の多様な学びと成長を

実現するときわ教育の確立」という題で、本学の今後の改革の方向性について話された。その中で、将来ビ

ジョンについても説明が為され、全学的周知が行われた。下図は、そこで使用されたスライドの一部である。

【建学の精神と将来ビジョン】「知性」と「感性」を兼ね備えた専門職業人の育成

本学の建学の精神では、「広く学術の基礎となる知識及び技能を授けるとともに、深く専門の学問及び技術

を研究・教授して、知的、道徳的に優れた技術者を育成し、また成果を社会に還元することにより、国家及び

地域社会の発展に寄与すること。」と謳われている。「将来ビジョンでは、建学の精神を基礎に、「知性」と

「感性」を兼ね備えた専門職業人の育成を本学のあるべき姿としている。」教学マネジメント改革では、専門

性の枠を超えて幅広く知識・技能を修得するよう、基盤教育を整備した。専門的知識の修得はもちろんのこと

重要であるが、机上で修得した知識だけでは乗り越えることが困難な壁に直面してもなお対応できる能力・ス

キルを修得させるべく、学生一人ひとりを磨き、輝かせる役割を果たさなければならない。

【地域活性化にかかわる将来ビジョン】

将来ビジョンでは、教育・研究・社会貢献のすべての機能を通して、地域活性化に貢献することを謳っている。

以下、地域活性化にかかわる将来ビジョンを抜粋したものである。

１．教育

地域をフィールドに、真に生きた知識・スキルを修得できる多様な機会を提供する（以下、ビジョン１）

２．研究

地域活性化に資する研究を、保健医療及び教育の領域において、全学を挙げて促進する

（以下、ビジョン２）

３．社会貢献

地域の教育力を支える中核的役割を果たす（以下、ビジョン３）
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神戸常盤大学

【ブランディング戦略】戦略１～戦略６

本事業では、以上の将来ビジョンの実現に向けて、以下６点のブランディング戦略を策定した。

戦略１、戦略２、戦略３を通して、〈本学－地域〉の一体感を組織体制として明示化し、「地域と歩みを

共にする大学」としてのポジショニングを図る。

戦略４を通して、本学が果たす教育・研究・社会貢献の中心の一つに、地域の子育て支援に関する課題に

応えるタスクがあることを、本学が中心となって行う取り組みをもって明示化し、地域との距離感の近接化、

〈本学－地域〉の一体感の確立を図る。

戦略５、戦略６を通して、「地域と歩みを共にする大学」としてのブランドイメージをもって本学の存在

が広く認知され、受験者数の安定的確保に結び付くよう、戦略的広報に取り組む。

◆戦略１◆

地域の子育てを支える『地域子育てプラットホーム』を組織し、地域の子育てが抱える現実的課題の

把握、その打開に向けた施策の計画・実施に努める（ビジョン３の実現）

長田区が抱える最重要課題の「子育て支援」について、神戸市及び長田区との連携・協力のもと、駒ケ林

小学校、真陽小学校、蓮池小学校、真野小学校他近隣小学校、ＰＴＡ、大正筋商店街や久二塚商業協同組合

他商店街、近隣市場、神戸定住外国人支援センター、神戸国際コミュニティセンター、本学教職員、本学学

生、その他必要と考えられる組織・アクターとの連携組織『地域子育てプラットホーム』を構築する。

地域の子育てに関する取り組みをPDCAサイクルのもと組織的に推進していくため、『地域子育てプラット

ホーム』の中に、調査・研究を担当するAチームと、企画・実行を担当するBチームと、広報を担当するCチー

ムを編成する。

Aチームでは、①地域の子育てに関する課題を現実的に把握するため、調査計画を策定、②調査を実施、③

調査結果を分析する。また、④Bチームが実施する取り組みの効果についても調査し、分析を行う。

Bチームでは、①Ａチームの調査結果から明らかとなった課題を踏まえ、アクターそれぞれの役割と、それ

ぞれが期間内に実施可能な取り組みの工程を含むアクションプランを策定する。②策定したアクションプラ

ンにしたがい、それら取り組みの実現を図る。③『子育て総合支援施設』における取り組み（学童保育やそ

の他子育て支援に関するサービス）の内容もまた、Ｂチームにおいて検討し、『地域子育てプラットホー

ム』の組織体制をもって実施する。

Cチームの役割については、戦略５に記す。

◆戦略２◆

地域住民を対象に、履修証明プログラムを通して「子育て支援士」を養成し、『地域子育てプラット

ホーム』の体制を強化する（ビジョン３の実現）

『地域子育てプラットホーム』の構成員、とりわけ企画・実行を担当するBチームにおいては、課題の本質

を理解したり、実施する取り組みの可能性を広げたりするため、本学が持てる教育・保健医療の専門的知識

をその構成員が修得することを目的とする履修証明プログラム「地域子育て指導士」を開講し、その資格を

交付する。

なお、履修証明プログラムでは、「超ときわびと」（30時間）「教育と人間」（15時間）「地域との協働

Ａ」（30時間）「地域との協働Ｂ」（30時間）「災害とまちづくり」（15時間）「コミュニティデザイン」

（15時間）などの科目をベースに再編成し、受講可能なプログラムを整備する。

本プログラムを地域住民に開放し、『地域子育てプラットホーム』の活動自体をプログラムの一部に組み

込むことにより、『地域子育てプラットホーム』体制が強化されると共に、子育て或いは孫育てをサポート

する社会人向けリカレント講座を構築する。

◆戦略３◆

本学学生を『地域子育てプラットホーム』の構成員に位置づけ、責任をもって地域の課題に取り組む

体制を整える（ビジョン１の実現）

本学公認の学生ボランティアサークル「新長田学生サポータークラブ（SSC）」を核にしながら、学生が地

域の方々と協力しながら様々な子育て支援の課題に取り組む体制を整える。そこでは、学生は『地域子育て

プラットホーム』の構成員に位置づけられ、Ａチーム、Ｂチーム、Ｃチームのいずれかに所属し、地域の

方々や本学教職員と対等な立場で活動に取り組む。とりわけ企画立案においては、学生のアイディアが最大

限に発揮されるよう、組織的にサポートする文化を組織内に醸成し、また学生も責任をもって地域の課題に

向き合うよう、認識の共有を図る。
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神戸常盤大学

◆戦略４◆

『子育て総合支援施設』において、学童保育やその他子育て支援に関するサービスを提供する

（ビジョン３の実現）

本学は、長田区内で『子育て総合支援施設』を運営し、そこで学童保育やその他子育て支援に関する

サービスを提供する。本事業において同施設は、地域の子どもたちの学びの拠点として位置付けると同時に

本学の学生の学びのフィールドとしても位置付けられる。学生は、ボランティア活動の一環として同施設

での活動に参加し、真に生きた知識・スキルの修得を目指す。またさらに、同施設で実施される学童保育や

その他子育て支援に関するサービスについては、本学教員の研究対象やリカレント講座の場としても位置

付けられ、その実効性や課題について調査研究するものである。

なお、同施設における学童保育やその他子育て支援に関するサービスは、本学に閉じられたものではなく

『地域子育てプラットホーム』の取り組みの一つとして組織的に位置付けられるものとする。そのため、

そこで実施されるサービスの内容やその改善の指針については、『地域子育てプラットホーム』の中で検討

されるものである。

◆戦略５◆

『地域子育てプラットホーム』の取り組みを広報し、社会的に広く「地域と歩みを共にする大学」として

のブランドイメージの確立を図る（ビジョン２の実現）

Aチームでは、『地域子育てプラットホーム』の取り組みの様子とその実効性について、学外にも広く認

知されるよう、学会発表や学術雑誌、研究紀要、評価報告書等を媒体に、発表を積極的に行っていく。

Cチームでは、①Ａチームの調査結果から明らかとなった課題を地域の最重要課題として広く認識される

よう、シンポジウム、公開講座等を通して広報を図る。また、②『地域子育てプラットホーム』の取り組み

を、地域の保護者、とりわけ貧困家庭にある保護者の耳に届き、その必要性を正しく認識してもらえるよう、

パンフレット、チラシを用いて、また小学校等のネットワークを活用し、広く積極的な広報を図る。③「地

域子育てプラットホーム」の取り組みの様子とその実効性については、Ａチームが学会発表や学術雑誌、研

究紀要、評価報告書等を媒体に発表を積極的に行っていくとともに、Ｃチームにおいても、ＨＰ、ＳＮＳ、

プレスリリース、書籍、大学案内冊子、オープンキャンパス、学園祭、TOKIWA健康フェア、シンポジウム等

を媒体に外部に広く認知されるよう、広報を図る。

◆戦略６◆

『地域子育てプラットホーム』の取り組みの様子を中高生にも広く広報し、受験生の確保の場面において

も「地域と歩みを共にする大学」としてのブランドイメージの確立を図る（ビジョン３の実現）

『地域子育てプラットホーム』の取り組みの様子を中高生にも広くＰＲすることで、受験生の獲得の場面

においても「地域と歩みを共にする大学」としてのブランドイメージの確立を図る。そのために、同様の取

り組みを行う中高生らと共にミーティングを行ったり（平成27年度に宮城県石巻高校と石巻商業高校の高校

生が本学に来校し、まちの活性化をテーマに討議した）、中高生をシンポジウムに招いたり、オープンキャ

ンパスで積極的にこの取り組みについて紹介し、また大学案内冊子で広報を行う。これらをもって、受験者

数の安定的確保を図る。

なお、ＨＰによる広報の現状の実態については、ＨＰの訪問数は、平成28年度の最も多い月で26,106（10

月）で、コンバージョン数（資料請求にまで到達した数）は86（12月）、コンバージョン率は0.44％だった。

アクセス地域は、兵庫県が最も多く、大阪府、東京都がそれに次いで多い。ＳＮＳからの流入は、最も多い

月で261（12月）であった。またSNSについては、Twitter、Facebook、Instagram、LINEのフォロワー数はそ

れぞれ55、37、17、497である。受験者数の安定的確保を図っていく上では、これらの数値を向上させるこ

とが重要な鍵となる。
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【工程】

以上のようなブランディング戦略とその取り組みを効果的・効率的なものとするため、本事業は各年度

をそれぞれ「開発フェーズ」「開発・試行フェーズ」「試行・改善フェーズ」「実施・検証フェーズ」

「実施・評価フェーズ」と位置づけ、ブランティング戦略に基づく各取り組みの一体的実施並びに５年間

を見通した体系的実施を構造的に担保する。

具体的には、平成29年度の「開発フェーズ」において事業全体の体制整備及び５年間を見通した各取り

組みの計画策定及び翌年度からの試行にむけた総合的な子育て支援の検討を行い、平成30年度の「開発・

試行フェーズ」において「地域子育てプラットホーム」の試行的運用並びに『子育て総合支援施設』にお

ける各種サービスの試行を行う。平成31年度の「試行・改善フェーズ」においては、前年度の試行により

明らかとなった事業課題及び前年度に生じた子育て支援をめぐる環境変化への対応により、『地域子育て

プラットホーム』並びに『子育て総合支援施設』の改善を図るとともに、事業全体のPDCAサイクルを実質

的に確立する。平成32年度の「実施・検証フェーズ」においては、『地域子育てプラットホーム』の本格

的運用及び『子育て総合支援施設』における各種サービスの本格的提供により、子育て支援に対する本事

業の効果について多角的に検証するとともに、「地域と歩みを共にする大学」というブランドイメージを

広く社会に普及させる。最終年度にあたる平成33年度の「実施・評価フェーズ」においては、『地域子育

てプラットホーム』の運用及び『子育て総合支援施設』における各種サービスの提供を引き続き行うこと

により、その波及効果も含めて本事業全体を総合的に評価するとともに、本大学のブランドイメージを定

着させる。工程全体は以下の表の通りである（下表参照）。

さらに、各取り組みの推進及び客観的な評価を可能にするため、具体的な成果指標並びにその達成目標

をそれぞれに設ける。戦略ごとの成果目標と達成目標は以下の通りである。
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【成果指標と達成目標】

戦略１においては、①『地域子育てプラットホーム』の組織体制を整備する、②『地域子育てプラット

ホーム』の会合を初年度より年間延べ10回以上重ね、連携・協力の体制を強化する、③Ａチームにおいて

は、毎年度調査を実施し、地域の子育て支援が抱える課題の発掘をする、④戦略室においては、アクショ

ンプランを策定し、組織的・計画的に対策を講じる体制を整える、⑤アクションプランに基づき子育て支

援の取り組みを、最終年度では年間延べ50件以上実施する、⑥子育て支援の取り組みへの保護者または子

どもの参加者が、最終年度では年間延べ1,000名以上となる。そして、⑦Ａチームが毎年度実施するアン

ケート調査において、地域の保護者の「子育て支援」に対する不安や不満を示す値（平成27年長田区が

行った調査では70.4％）を、5年間を通して半減させる。とりわけ、⑧貧困家庭にある保護者の「子育て支

援」に対する不安や不満を低減させ、5年間を通して他の保護者と同程度にまで至らしめる。

戦略２においては、①履修証明プログラム「子育て支援士」を整備する、②最終年度までに履修証明書

「子育て支援士」を100名以上に公布する。

戦略３においては、①『地域子育てプラットホーム』に所属する学生数が、最終年度では100名以上とな

る、②企画立案において学生のアイディアが採用された取り組みが、最終年度では年間10件以上となる。

戦略４においては、①『子育て総合支援施設』の利用者が最終年度では年間延べ5,000名以上となる、②

『子育て総合支援施設』で開催される子育て支援の取り組みが最終年度では年間100件以上となる。そして、

③『子育て総合施設』利用者の保護者、または子どもの満足度を、5年間を通して継続して向上させ、最終

年度で8割以上の満足度を得る。

戦略5においては、①『地域子育てプラットホーム』の取り組みの実効性について毎年度調査を実施する、

②『地域子育てプラットホーム』の取り組みの実効性について、学会発表、学術雑誌等を媒体に、毎年度

計３件以上発表する、③Ａチームの調査結果をもとに地域で議論する場として、シンポジウム、公開講座

等を、毎年度計５件以上開催する、④プレスリリースは毎年度10件以上実施する、⑤書籍は最終年度まで

に1冊以上発行する、⑥大学案内冊子では『地域子育てプラットホーム』の取り組みの様子と実効性を掲載

したものを毎年度発行する、⑦『地域子育てプラットホーム』の取り組みの様子と実効性を伝えるイベン

トを、オープンキャンパス、学園祭、TOKIWA健康フェア、シンポジウム等を媒体に、毎年度５件以上開催

する。⑧パンフレット、チラシの発行を通して、『地域子育てプラットホーム』の取り組みの認知度を最

終年度には対象地域の保護者のうち75％に到達させる、⑨『地域子育てプラットホーム』の取り組みの様

子と実効性について認知を図り、ＨＰの訪問数では最終年度の最も多い月で５万件、ＳＮＳのフォロワー

数は最終年度で延べ1,000名となる。

戦略6においては、①中高生とのミーティング（スカイプミーティングを含む）を最終年度で年間３回以

上開催する、②シンポジウム等への中高生の参加者数が最終年度で年間延べ100名以上となる、③最終年度

において、受験生の本学に対するイメージとして、「地域の活動が活発」という回答が50％を超えている

こと、④最終年度において、受験生でSNSのフォロワー数が最終年度で延べ300名となる、⑤最終年度にお

いてHPのコンバージョン率が3％となる。

【達成目標の進捗状況を把握する方法】

体制整備や取り組みの開催に関する達成目標である、戦略１①②④⑤、戦略２①、戦略３②、戦略４②、

戦略５①②③④⑤⑥⑦、戦略６①については、『地域子育てプラットホーム』の事務局（本学が担当）が

アクションプランに基づき、進捗を管理する。

保護者や子ども、学生の参加に関する数値目標である、戦略１⑥、戦略２②、戦略３①、戦略４①、戦

略６②については、『地域子育てプラットホーム』の事務局が、常にその数値を管理し、組織内で進捗の

共有を図る。

地域における満足度や認知度の向上に関する数値目標である、戦略１③⑦⑧、戦略４③、戦略５⑧⑨に

ついては、 『地域子育てプラットホーム』のAチームが毎年度調査を実施し、その進捗を管理する。

受験生における本学の認知度の向上に関する数値目標である、戦略６③④⑤については、本学が実施す

る新入生アンケート、オープンキャンパスでのアンケート、HPのレポートサービス（Groweb.jp）によって、

その進捗を管理する。
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４．事業実施体制（２ページ以内）

神戸常盤大学

本事業は、学内外の構成員から成る『地域子育てプラットホーム』を中心に進められるものである。そのた

め本事業では、上図に示すように、「本学のブランドイメージの醸成」という課題を核とする学内のサイクル

と、「地域の子育て支援の不安解消」という課題を核とする地域のサイクルの２つが同時並行して推進するよ

う組織体制を整える。

【学内実施体制】（上図の下半分）

学内に、学長を長とするブランディング戦略協議会を設置する。その役割は、本事業の推進にかかわる本学

のブランディング戦略を統括することにある。自己点検・評価委員会や「地域子育てプラットホーム」のＡ

チームが行う調査・研究の結果を受けて、『地域子育てプラットホーム』の取り組みやその広報の活動につい

て、ブランディング戦略の観点から改善の指針を与えることがその任務である。

ブランディング戦略室（室長：学長補佐）は、『地域子育てプラットホーム』の取り組みやその広報の活動

について、具体的なアクションプランを立案することがその役割である。そこでは、『地域子育てプラット

ホーム』の各チーム長とともに、その取り組みの内容について検討する。会合は、初年度より年間延べ10回以

上重ね、連携・協力の体制を強化する。

Ｃチームは、学外の者もその構成員として含まれるが、学外の観点も踏まえながら、効果的な広報戦略を立

案し、実行することが、その役割である。とりわけ、『地域子育てプラットホーム』の取り組みを広く保護者

に認知してもらうよう、地域の既存ネットワークを駆使し、広報を図る。

自己点検・評価委員会は、本事業の進捗やその効果について、広報活動を中心に（とりわけ受験生確保の観

点から）調査し、評価・分析を行うことがその役割である。
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【学外実施体制】（上図の上半分）

地域のサイクルにおいては、「３．ブランディング戦略」の「戦略１」にも記載した通り、地域の子育て

に関する取り組みをPDCAサイクルのもと組織的に推進していくため、『地域子育てプラットホーム』の中に、

研究を担当するAチームと、企画・実行を担当するBチームと、広報を担当するCチームを編成する。

Ｂチームは、ブランディング戦略室の策定するアクションプランに基づき、地域の子育て支援の取り組み

を、実際に企画し、実行する。企画・実行に際しては、本学の教職員、学生と地域住民や区の職員等と協力

して検討し、取り組む体制を整える。

Ａチームは、それらの取り組みの進捗やその実効性と課題について調査し、また地域が抱える課題の実態

を逐次調査し、組織内で共有を図る。そして、その調査結果のデータについては、ブランディング戦略協議

会が次なる改善の方針を策定する際のエビデンスの基盤として提供される。

【自己点検・評価体制】

自己点検・評価体制としては、学内の自己点検・評価委員会が、本事業の進捗について逐次評価・分析を

行い、その実効性と課題を明らかにする役割を担う。とりわけ、「地域と歩みを共にする大学」というブラ

ンドイメージの醸成という観点、及び受験生確保の観点から、『地域子育てプラットホーム』の取り組みの

広報活動がもたらす効果と課題について、ＩＲ推進室と連携しオープンキャンパスでのアンケートや新入生

アンケート、その他調査を通して明らかにする。同委員会の分析結果については、ブランディング戦略協議

会が次なる改善の方針を策定する際のエビデンスの基盤として提供される。

【外部評価体制】

外部評価体制としては、『地域子育てプラットホーム』のＡチームが、地域の観点から、『地域子育てプ

ラットホーム』の取り組みの成果と課題について評価・分析を行う。

なお、評価・分析の手続きについては、まずＡチームに所属する本学の教職員が、調査により得たデータ

をもとに分析を行い（自己点検）、その分析結果を踏まえてＡチームに所属する学外の構成員から評価を受

ける（外部評価）という二段階の手続きをとる。役割分担をもって評価にあたり、自己点検の結果を踏まえ

て外部評価を実施する体制を整える。

【学外との連携体制】

本事業は、学内外の構成員から成る『地域子育てプラットホーム』を中心に進められるものである。『地

域子育てプラットホーム』のＡチーム、Ｂチーム、Ｃチームのいずれにおいても、学内の教職員と学生に加

えて、地域住民や区の職員等が構成員として参加する。

ブランディング戦略室においては、本学の教職員だけでなく、『地域子育てプラットホーム』のチーム長

もその構成員として参加し、アクションプランの策定やその他具体的な取り組みの工程等について共に検討

する。とりわけアクションプランの策定においては、地域の観点から、効果的な広報の戦略や、また『地域

子育てプラットホーム』の取り組みの計画を立案することが求められる。

【研究活動に関するＰＤＣＡサイクル】

本事業を通して実行すべき研究活動については、Ａチームにおいて遂行される。そこでは、地域の子育て

支援に関する課題の実態を明らかにし、また『地域子育てプラットホーム』の取り組みの実効性と課題を明

らかにすることがその役割である。その役割については、事業全体のＰＤＣＡサイクルの中に研究活動が組

み込まれており、ブランディング戦略協議会が次なる改善の方針を策定する際のエビデンスの基盤として活

用される。
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５．年次計画（３ページ以内）

目
標

実
施
計
画

目
標

神戸常盤大学

平成29年度

平成30年度

【研究活動】

①教育と保健医療の観点を中心に、神戸市長田区における子育て及びその支援に関する現状

と課題を明らかにするとともに、子育てへの総合的な支援のあり方を検討し、その成果を

学会、公開講座等で公表する。

【ブランディング戦略】

①子育て支援に関する課題をふまえ、本事業において実施する総合的な子育て支援のｱｸｼｮﾝ

ﾌﾟﾗﾝを策定し、パンフレットやHP等により公表するとともに、施策を企画・立案する。

②「子育て支援士」のあり方を検討し、その履修証明プログラムを構築するとともに地域の

方々を対象に次年度の履修者を5名以上募集する。

③『子育て総合支援施設』における総合的な子育て支援サービスのあり方を検討し、その

内容や具体的実施方法を立案した上で周知を図る。

以上の目標を達成するため、本事業の初年度にあたる本年度は、まず学外者も含めた『地域子

育てプラットホーム』の組織体制を整備した上で、以下の取り組みを実施する。

【研究活動】

①神戸市や長田区と連携しつつ、以下の研究を行う。（Aチーム）

a. 本学の子育て支援センターを中心とした保護者へのインタビュー調査

b. 神戸市の保育園・幼稚園・小学校・病院・診療施設等へのアンケート調査

c. 長田区の保育園・幼稚園・小学校・病院・診療施設等でのフィールド調査

d. 長田区における子育て支援に関わる行政担当者及び民間の方へのインタビュー調査

研究成果公表方法

a. 関連学会等にて発表する。（Aチーム）

b. 地域の方々とともに子育て支援について考える公開講座等を設ける。（Cチーム）

【ブランディング活動】

①研究活動で明らかとなった課題をふまえ、総合的な子育て支援のアクションプランを策定

する（戦略室）。アクションプランはパンフレットにして地域の方に配布するとともに、

HPにより広く社会に周知する（Cチーム）。また、アクションプランをもとに（次年度以降

の）子育て支援の取り組みに関する具体的施策を企画・立案する（Bチーム）。

②長田区が有する潜在的な子育て支援の力を発掘・活用するための履修証明プログラム「子育

て支援士」を構築し、『地域子育てプラットホーム』に参画する地域の方々を対象に次年度

の履修者を募集する。（Bチーム）

③『子育て総合支援施設』において、次年度から試行的に提供する総合的な子育て支援サー

ビスの内容とその具体的実施方法を決定する（Bチーム）。また、『子育て総合支援施設』

の開設とそこでの催しについてチラシやHPを活用して周知を図る（Cチーム）。

【研究活動】

①神戸市長田区における子育て及びその支援に関する課題を引き続き明らかにするとともに、

『地域子育てプラットホーム』を通して取り組まれる子育てへの総合的な支援の効果を

測定する方法を確立し、その成果を学会発表や論文・公開講座等で3件以上公表する。

【ブランディング戦略】

①アクションプランに基づき、子育て支援の取り組みを20件以上（年間延べ1,000名以上の

参加）実施する。

②10名以上の履修証明プログラム修了者に対し「子育て支援士」の履修証明書を交付する。

③『子育て総合支援施設』利用者が年間延べ200名以上、子育て支援に関する取り組みを

20件以上開催する。
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神戸常盤大学

実
施
計
画

目
標

実
施
計
画

平成31年度

平成32年度

以上の目標を達成するため、『地域子育てプラットホーム』の試行的運用並びに『子育て総合

支援施設』における各種サービスの試行を通して、以下の取り組みを実施する。

【研究活動】

①前年度の活動に加え、「具体的にどういった効果を明らかにするために何をどのように分析

するのか」という具体的研究方法を確立する。（Aチーム）

研究成果公表方法

a. 関連学会にて発表したり大学紀要において論文にまとめたりする。（Aチーム）

b. 地域の方々とともに子育て支援について考える公開講座等を設ける。（Cチーム）

【ブランディング戦略】※すべてBチーム

①『地域子育てプラットホーム』を通した取り組みを大学や地域において実施する。

②『地域子育てプラットホーム』に参画する地域の方や学生を対象に履修証明プログラムを

実施するとともに、本事業が行う子育て支援の実情を鑑みながらプログラムの改善を行う。

③『子育て総合支援施設』において子育て支援に関する取り組みを実施し、評価・改善を行う。

【研究活動】

①街の変化に伴う子育て及びその支援に関する新たな課題を明らかにするとともに、『地域

子育てプラットホーム』を通して取り組まれる子育てへの総合的な支援の効果を明らかに

し、その成果を学会発表や論文・公開講座等で3件以上公表する。

【ブランディング戦略】

①アクションプランに基づき、子育て支援の取り組みを40件以上（年間延べ25,00名以上の

参加）実施する。

②40名以上の履修証明プログラム修了者に対し「子育て支援士」の履修証明書を交付する。

③『子育て総合支援施設』利用者が年間延べ400名以上、子育て支援に関する取り組みを

30件以上開催する。

④『地域子育てプラットホーム』の取り組みを対象地域の保護者の50％以上が認知している。

また、入学生の10％以上が「地域の活動が活発」というイメージをもって本学を受験する。

以上の目標を達成するため、『地域子育てプラットホーム』並びに『子育て総合支援施設』

の改善を通して、以下の取り組みを実施する。

【研究活動】

①日々変化する子育て支援のニーズを捉えるべく、神戸市や長田区と連携しながら、子育て

及びその支援に関する課題の変化を明らかにする。さらに、『地域子育てプラット

ホーム』による子育てへの総合的な支援の効果についても明らかにする。（Aチーム）

研究成果公表方法は前年度と同様。

【ブランディング戦略】

①子育て支援の新たなニーズをふまえた取り組みを大学や地域において実施する。

（Bチーム）

②前年度同様、履修証明プログラムを実施するとともに、子育て支援の新たなニーズをふま

えた改善を行う。（Bチーム）

③『子育て総合支援施設』において子育て支援に関する取り組みを実施し、子ども・保護者

・学生すべての満足度を高めるようプログラム改善を行う。（Bチーム）

④以上の取り組みを、パンフレット、HP、チラシ、大学案内、オープンキャンパス、シンポ

ジウム等で発信することにより、本学のブランドイメージを周知する。周知度の確認は、

地域の保護者及び入学者に対するアンケート調査を使用する。（Cチーム）
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神戸常盤大学

目
標

実
施
計
画

目
標

実
施
計
画

平成33年度

【ブランディング戦略】

①アクションプランに基づき、子育て支援の取り組みを80件以上（年間延べ3,500名以上の

参加）実施する。

②40名以上の履修証明プログラム修了者に対し「子育て支援士」の履修証明書を交付する。

③『子育て総合支援』施設利用者が年間延べ800名以上、子育て支援に関する取り組みを40件

以上開催する。

④『地域子育てプラットホーム』の取り組みを対象地域の保護者の60％以上が認知している。

また、入学生の30％以上が「地域の活動が活発」というイメージをもって本学を受験する。

以上の目標を達成するため、『地域子育てプラットホーム』の本格的運用及び『子育て総合支

援施設』における各種サービスの本格的提供を通して、以下の取り組みを実施する。

【研究活動】

①日々変化する子育て支援のニーズを捉えるべく、神戸市や長田区と連携しながら、子育て

及びその支援に関する課題の変化を明らかにする。さらに、『地域子育てプラットホー

ム』による子育てへの総合的な支援の効果についても明らかにする。（Aチーム）

研究成果公表方法は前年度と同様。

【ブランディング戦略】

①子育て支援の新たなニーズにも対応する取り組みを大学や地域において実施する。

（Bチーム）

②前年度同様、履修証明プログラムを実施するとともに、プログラム修了者の追跡調査を

ふまえた改善を行う。（Bチーム）

③『子育て総合支援施設』において子育て支援に関する取り組みを実施し、子ども・保護者

・学生がより高い満足度を得られるよう評価・改善を行う。（Bチーム）

④以上の取り組みを前年度同様の方法で発信することにより、本学のブランドイメージを

周知する。周知度の確認も前年度同様とする。（Cチーム）

【研究活動】

①前年度及び前々年度の活動に加え、子育てへの総合的な支援の全体的効果を明らかにしつつ、

さらに貧困家庭にある子どもたちの学びと成長に対する効果を明らかにすることによって

その改善策を示す。これらの成果は学会発表や論文・公開講座等で3件以上公表するととも

に、書籍としてまとめ出版する。

【ブランディング戦略】

①ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝに基づき、子育て支援の取り組みを100件以上（年間延べ5,000名以上の参加）

実施する。

②10名以上の履修証明プログラム修了者に対し「地域教育士」の履修証明書を交付する。

③支援施設利用者が年間延べ1,000名以上、子育て支援に関する取り組みを50件以上開催する。

④『地域子育てプラットホーム』の取り組みを対象地域の保護者の75％以上が認知している。

また、入学生の50％以上が「地域の活動が活発」というイメージをもって本学を受験する。

以上の目標を達成するため、『地域子育てプラットホーム』の運用及び『子育て総合支援施

設』における各種サービスの提供を引き続き行うことによって、以下の取り組みを実施する。

【研究活動】

①前年度及び前々年度に引き続き、最終年度として『地域子育てプラットホーム』による子育

てへの総合的な支援の全体的効果を明らかにする。更に、通知表等の経年比較から、貧困家

庭にある子どもたちの学びと成長に対する本事業の効果を明らかにすることによって、「貧

困の連鎖」という社会的問題に対する改善策を示す。（Aチーム）研究成果公表方法は前年

度に加え、本事業の取り組みと成果を書籍にまとめ出版する。(ブランディング戦略協議会)

【ブランディング戦略】※①～③：Bチーム

①地域の要望に応える子育て支援の取り組みを大学や地域において実施する。

②前年度同様、履修証明プログラムを実施し、機動的なプログラム改善システムを構築する。

③『総合子育て支援施設』において子育て支援に関する取り組みを実施し、新たなニーズに

即座に応える評価・改善システムを構築する。

④以上の取り組みを前年度同様の方法で発信することにより、本学のブランドイメージを定着

させる。周知度の確認も前年度同様とする。（Cチーム）
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６．既選定事業との関連（該当する場合のみ：１ページ以内）

神戸常盤大学

該当なし
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