
ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17th – 18th Dec. 2011 

 1 

ＩＳＦＪ２０１１             政策フォーラム発表論文  

大学・学生と地域自治体との協同的

まちづくり１ 

山口大学 野村淳一研究会 自治政策分科会 
 

執筆者氏名 
國岡惠介、上野真実 
 蛯原奈津美、溝上優 

 小田晃一郎、金尾勇輔 
 木下絵里沙、木元圭太 
 坂口知夏、山崎智絵子 
 吉岡和敏、小川智之 
 田代樹、松橋勇太 

２０１１年１２月 
 

                                                      
１本稿は、２０１１年１２月１７日、１８日に開催される、ＩＳＦＪ日本政策学生会議「政策フォーラム２０１１」の

ために作成したものである。本稿の作成にあたっては、野村淳一准教授（山口大学）をはじめ、多くの方々から有益

且つ熱心なコメントを頂戴した。ここに記して感謝の意を表したい。しかしながら、本稿にあり得る誤り、主張の一

切の責任はいうまでもなく筆者たち個人に帰するものである。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17th – 18th Dec. 2011 

 2 

ＩＳＦＪ２０１１             政策フォーラム発表論文  

大学・学生と地域自治体との協同的

まちづくり 

 

 

 

２０１１年１２月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17th – 18th Dec. 2011 

 3 

要約 

 
日本全体で少子高齢化に伴う人口減少問題が本格化する中で、その影響は地方都市におい

て非常に顕著なものになることが予想される。そうした背景を踏まえて、地方都市の活力を

維持することを考える場合、各地方の地域資源の有効活用が一つの方向性となる。本稿では、

所属する大学の立地する山口市を事例に今後の展望を行い、十分に活用されていない地域資

源の事例として山口大学があるのではないかと考えた。 
 山口市の産業構造の特徴からは、山口市が県庁所在地としての公的機能に大きく依存した

産業構造であることが明らかとなった。今後、道州制の導入などによって公的機能が失われ

た場合、現在の上位産業の多くは移転してしまうと考えられる。したがって、山口市の課題

として公的機能に依存しない産業の育成・発展が重要となる。公的機能に依存しない産業と

しては製造業や観光産業が期待されるが、現状は上手くいっているとは言えずリスクもあ

る。その結果、本稿では、山口市の将来において山口大学が立地することで生まれている産

業の比重は将来とても大きなものになる可能性があると考える。 
 山口大学が山口市に与える経済効果の分析から、山口大学は産業連関表で現れる産業部門

以上に大きな波及効果を持ち、さまざまな産業とつながっていることが明らかとなった。一

方、大学と地域連携については、他地域での取り組みからまだまだ山口大学で挑戦すべき課

題が多いことが明らかとなった。その際、大学と地域を連携するシステムとして地域 SNS
が有効であることが分かった。 
 以上の分析から、本稿では山口大学を地域資源として有効に活用する政策提言として以下

の５つを提案した。 
 
提言 1．山口市の地域 SNS を作成し、それにより学生（若者）と地域企業とのギャップを

埋め地域の活性化につなげることを提案する。 
提言 2．地域 SNS 内で山口大学生が欲しいと思っている財・サービスについてのマーケテ

ィング調査を実施し、地域の企業や起業家に提供する。 
提言 3.  山口市は山口大学生のニーズやウォンツに応える地域企業や起業家に対して支援

事業を実施する。 
提言 4.  山口大学は地域SNSから社会貢献や地域活性化の活動への意識の高い学生を組織

化し山口市と連携しながら支援する仕組みを形成する。 
提言 5． 地域 SNS の維持・活性化と大学生と地域企業とのフェース・トゥ・フェースの交

流をする施設を繁華街に設置し、オフ会や交流会を定期的に開催する。行政・大学・企業

大学生によって上記 4 つの提言のプロセス評価を行い、改善策へフィードバックする。 
 
本稿の分析から、大学と地域自治体の連携を考えるためには学生の存在が重要であり、そ

の活用策として地域 SNS の可能性は示せたと考える。具体的な地域 SNS の運用について

は、試行錯誤の過程を経なければ各地域にあったものは形成できないであろう。本稿では、

そのような挑戦的取り組みである地域 SNS であっても、山口大学の経済効果を踏まえて判

断すれば、挑戦に値する施策であると考え、提案するものである。 
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はじめに 

 
日本全体で少子高齢化に伴う人口減少問題が本格化する中で、その影響は地方都市におい

て非常に顕著なものになることが予想される。そうした背景を踏まえて、地方都市の活力を

維持することを考える場合、各地方の地域資源の有効活用が一つの方向性となる。本稿では、

所属する大学の立地する山口市を事例に今後の展望を行い、十分に活用されていない地域資

源の事例として山口大学があるのではないかと考えた。 
 

表 1  山口市の人口推計(国勢調査)と将来推計   （単位：人） 

 
 
 
 
 
 
資料出所  山口県統計分析課 
 
山口大学には 3 つのキャンパス（吉田キャンパス（山口市）、常盤キャンパス（宇部市）、

小串キャンパス（宇部市））があるが、本稿では吉田キャンパスに絞って議論したい。吉田

キャンパスが立地する山口市は山口県の県庁所在地であり、表 1 に示しているように少な

くともこの 10~20 年ほどは人口減少の影響が少ないと推計されている。しかしこの推計は、

あくまでも現状を前提としたものであり、道州制の導入や国立大学法人の大幅な再編成など

があった場合には、全く異なる状況になると考えられる。本稿では、山口市の産業連関表か

ら山口市における山口大学の重要性を明らかにすることで、山口大学を今後も維持・発展さ

せることが、高齢化と人口減少の危機に直面している山口市にとって有効な政策目標でもあ

ることを示したい。また志願者数が減少し定員割れの事態を避けるためには、大学本来の教

育と研究の魅力も重要であるが、4 年間の大学生活を送る「まち」の魅力の比重も近年増大

していると考えられる。地域自治体が大学の維持・発展を支援する重要なアプローチとして、

大学生に魅力あるまちづくりに注目したい。 
  本稿では、2 つのアンケート調査（「山口大学生の消費行動調査」（2011 年 10 月実施）、「山

口大学生の生活環境に関する意識調査」（2011 年 11 月実施））と各種団体へのインタビューなど

により、①山口大学生の経済的重要性、②山口大学生の不満と要望、③山口大学と地域との関わ

り、などを考察した。そして山口市産業連関表を用いて、山口大学が山口市のどのような産業と

関連が深いかについて分析した後に、地域にとって有益であり、かつ大学生にとって魅力あるま

ちにする施策の費用と便益を踏まえて、山口大学生の不満を解消する手段について提言をまとめ

た。高齢化と人口減少の脅威に地域自治体が対抗する有効な手段として、地元大学の重要性を再

認識し、志願者を引き付けるような「まちづくり」のための政策が必要であると考える。 
  

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成30年

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

177,852 184,039 188,693 191,677 193,690 193,884 193,219
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第1章 山口市と山口大学の現状 

第1節 山口市の現状 
山口市は山口県の中央部にある人口約 19 万人の県庁所在地である。齋藤英智・朝日幸代・

野村淳一 (2007)で推計されている平成 12 年山口市産業連関表によると、山口市の地域内

生産額は約 1 兆 1 千億円であり、山口県（約 11 兆 4 千億円）の約 10％を占めている。山

口市の主な産業をまとめたものが表 2 である。生産額の上位 18 部門で全体の約 80％を占

めている。最も生産額が大きな部門は商業である。産業連関表において商業の生産額は、卸

売・小売業の売買に伴うマージンに対応しており、販売額とは異なるものの、商業マージン

は商品販売額と基本的には比例関係にあると考えられる。山口市の年間商品販売額は山口県

内一位である。山口市は山口県のほぼ中央という地理的要因のために数多くの流通センター

が進出していることや、JR 山口駅周辺の山口市中心商店街や郊外型大型店舗の存在により

一定の集客力を持つことが大きな要因となっていると考えられる。 
 

表 2  山口市の産業構造   （単位：百万円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料出所   平成 12 年山口市産業連関表（82 部門） 
 
  次に大きな産業は、部門としては 3 つ（「公務」「公共事業」「その他の公共サービス」）

に分かれているが、まとめると全体の約 10％（約 1 千百億円）になる公共部門である。山

口市には市役所だけではなく県庁が立地しており、国や県などの関連機関も多く立地してい

る。山口市の主要産業は「役所」であると良く冗談で語られるが、実際の統計からは冗談と

は言えない実態がある。 

順位 地域内生産額 1,111,180

1 商業 171,824
2 医療・保健・社会保障・介護 93,290
3 その他の対事業所サービス 66,973
4 通信 58,276
5 建築 52,951
6 金融・保険 51,934
7 住宅賃貸料(帰属家賃) 49,114
8 電力 48,707
9 公務 47,237
10 金属製品 43,227
11 公共事業 34,446
12 飲食店 30,126
13 その他の公共サービス 25,492
14 電子部品 25,039
15 不動産仲介及び住宅賃貸料 23,698
16 教育 20,545
17 道路輸送 20,068
18 食料品 19,484
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  3 番目に大きな産業は「医療・保健・社会保障・介護」である。山口市には日赤病院や済

世会病院といった県内でも有数な大規模病院が立地しているほか、多くの個人病院が存在し

ている。これは県や国の関連機関が立地していることもあるが、県内のどこからでもアクセ

スの良い交通の要衝である点も大きいと考えられる。 
  以下は同規模の産業がいくつか並ぶ形となっているが、「その他の対事業所サービス」で

は税理士や弁護士など行政や司法（山口地方裁判所）に関連したものが大きな比重を占めて

いると考えられる一方、「通信」「金融・保険」「電力」などは山口県の支店機能が集約した

結果であると考えられる。 
産業連関表の部門ではないが、山口市では観光産業（交通関連部門のほかに「飲食店」「旅

館・その他の宿泊所」「娯楽サービス」など）が盛んであると考えられている。確かに「飲

食店」「旅館・その他の宿泊所」「娯楽サービス」を合計すると約 620 億円となり上位の産

業と同規模となる。観光産業は、湯田温泉を中心とした観光や徳地・秋穂・阿東での自然や

農産物を生かした観光、阿知須のゴルフ場や農業公園を中心とする山間部と山口きらら博跡

地を利用した観光が主なものとなっている。「山口市観光交流基本計画」の付属資料による

と、山口市の観光産業の現状は、①観光客数は、ここ数年は堅調に推移しているが、宿泊客

数はピーク時（平成 13 年度）に比べて約 20％減少している、②観光客の特徴は、日帰り客

が圧倒的に多く、宿泊客は減少している、③観光の満足度上位は、（1）食事（2）接客（3）
景観で、一方、不満足度の上位は、（1）移動手段（2）体験施設（3）表示案内となってい

る、④市内の道の駅を訪れる観光客数は、観光地の箇所別に見ると、湯田温泉に次いで上位

を占め、地産地消のアンテナショップとしての機能を発揮している、等が挙げられる。 
最後に山口大学の産業連関表における位置づけを確認すると、「教育」（約 205 億円）に

含まれているほか、「不動産仲介及び住宅賃貸料」（約 240 億円）も密接な関連産業である

と考えられる。大学では毎年多くの新入生が下宿探しに不動産仲介を利用しており、4 年間

下宿代を支払っている。この 2 部門を合せると山口大学も上位の産業として位置付けて良

いと考える。ただし、これは直接的な産業として考えた場合であり、実際の山口大学の経済

的重要性は後で分析するようにもっと大きなものである。 
以上のように、山口市の産業構造の特徴から山口市が県庁所在地としての公的機能に大き

く依存した産業構造であることが明らかとなった。今後、道州制の導入などによって公的機

能が失われた場合、現在の上位産業の多くは移転してしまうと考えられる。したがって、山

口市の課題として公的機能に依存しない産業の育成・発展が重要となる。一つの期待は製造

業であるが、製造業では企業誘致をどれだけうまく活用していくかが課題となっている。1985
年における山口・防府地区の製造品出荷額は、1980 年の 3 倍以上となった。これはマツダ(株)
の防府市への進出によるもので、それ以降も防府市には同社の関連企業が進出したほか、山口市

南部の工業団地にも様々な業種の企業が進出しており、これらの企業進出は、同地区の人口や税

収の増加に寄与していると言える。しかし、このような企業誘致における効果も、1990 年をピ

ークに徐々に減少しており、企業誘致による展望はそれほど明るくない。もう一つの期待は観光

産業である。山口市には湯田温泉と大内氏や明治維新の史跡があり、山口県周遊観光の拠点とし

て観光産業をさらに発展させることは不可能とは言えない。しかしながら全国的な人口減少傾向

の中で、景気や流行に左右され易い観光産業を柱にすることにはリスクもある。このように考え

て行くと山口市の将来において山口大学が立地することで生まれている産業の比重は将来とて

も大きなものになる可能性がある。確かに山口大学がこれから更に規模拡大をする可能性はない

が、道州制などで県庁や国の公的機能が移転したとしても大学として存続している限りは、安定

的で大規模な産業として山口市を下支えすることが期待できる。 
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第2節 山口大学の現状 
山口大学は、現在人文学部・教育学部・経済学部・理学部・農学部・工学部・医学部の７

学部を有しており、敷地面積は 30ha を超える比較的規模の大きい総合大学として位置づけ

られている。山口大学には 3 つのキャンパスがあり、山口市には人文学部・教育学部・経

済学部・理学部・農学部・共通教育センター等がある吉田キャンパス、宇部市には工学部が

ある常盤キャンパスと医学部・山口大学医学部付属病院がある小串キャンパスがある。 
 

表 3  山口大学の損益計算書                        （単位：百万円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料出所  山口大学財務部 
 
山口大学の運営財源は表 3 に示しているように『国民からの財源』（運営費交付金など）、

『学生や保護者からの財源』（授業料・入学金など）、『病院を利用される方からの財源』（附

属病院収益など）、『企業や個人からの財源』（寄付金など）の４つの財源によって成り立っ

ている。損益計算書の概要をみるとこの４つの財源の中で一番の収入源となっているのが

『国からの財源』ではなく、『病院を利用される方からの財源』である。山口大学には医学部

があり、内科・精神科神経科・小児科・外科・整形外科・皮膚科・泌尿器科・眼科・耳鼻咽

喉科・放射線科・産科婦人科・麻酔科蘇生科・脳神経外科・歯科咽喉外科・神経内科・遺伝

診療外来など設置しており、病床数が 736 床あり、地域で一番大きい病院であるため地域

の多くの方が附属病院を利用されている。付属病院を利用する外来者は年々増加し続けてお

 科目 20年度 21年度 科目 20年度 21年度 

経常費用 

 業務費 

  教育経費 

  研究経費 

  診療経費 

  教育研究支援経費 

  受託研究費 

  受託事業費 

  役員人件費 

  教育人件費 

  職員人件費 

 一般管理費 

 財務費用 

 雑損 

37,354 

35,632 

2,072 

1,254 

9,245 

855 

1,552 

304 

103 

11,550 

8,697 

1,182 

526 

13 

39,553 

37,563 

2,570 

1,527 

10,243 

985 

1,606 

282 

238 

11,619 

8,494 

1,462 

504 

24 

経常収益 

 運営費交付金収益 

 授業料収益 

 入学金収益 

 検定料収益 

 附属病院収益 

 受託研究等収益 

 寄付金収益 

 施設費収益 

 補助金等収益 

 資産見返負債戻入 

 財務収益 

 雑益 

39,415 

12,872 

5,057 

767 

166 

16,225 

1,831 

874 

161 

193 

684 

43 

544 

40,408 

12,966 

4,848 

800 

176 

16,886 

1,910 

688 

219 

403 

820 

16 

675 

臨時損失 81 227 臨時利益 35 193 

当期総利益 2,077 2,602 目的積立金取崩 62 552 
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り、病床稼働率を上げ、平均在院日数を短縮することにより入院患者数を増加することがで

き、外来診療が充実してきたことにより附属病院の診療などによる収益が増えてきた。また、

受託研究等の収益や寄付金による収益もある。 
 山口大学では大学がもつ人的・知的資源の有効な活用により、地域社会との多様な連携を

推進し、地域の教育・文化の推進を支援するとともに、社会貢献を通して地域への親近感、

信頼感、存在感のある大学を目指している。そこで「山口大学エクステンションセンター」

を設立し、講演会、公開講座等を通して地域との交流を促進し地域をより良くするための取

り組みを行っている。取り組みとしては公開講座と開放授業、出前講座を行っている。公開

講座は山口大学の保有する人的・物的機能及び教育、研究の成果を広く開放し、地域社会の

知的啓発に資することを目的としている。受講料は講座ごとに変わるが満 65 歳以上の方は

シニア割引サービスがあり一律 4,000 円で受けることが出来る。講座は様々なものがあり

募集人数が満員になる。開放授業は外国語や宗教学などの授業を開放しており、申し込みを

すれば授業が受けることができる。出前講義とは大学の先生は学校に出向いて講義を実施す

るものであり、生徒達に専門的な内容や大学そのものに、より興味を持ってもらうことを目

的としている。講習料は 60 分 4,300 円、90 分 6,450 円となっている。 
  大学と地域の連携については、上記のような大学の教育・研究機能を活用した取り組みの

他に大学生が自主的に取り組んでいる活動もある。私たちは実際に地域と交流活動をしてい

る大学内の団体にインタビューを行った。相手は３団体で、学生によるイベント企画プロジ

ェクト「おもしろプロジェクト」、地域で定期的に演奏会を行っている吹奏楽部、ボランテ

ィアサークル「メディエーター」である。おもしろプロジェクト、通称おもプロとは、学生

の自由に発案したプロジェクトを現実に実行するために、山口大学が資金支援制度を設けて

学生の自主的な活動を支援するというものである。毎年、審査で約 10 件のプロジェクトが

採択され、学生は 1 年かけて自ら発案したプロジェクトを遂行する。プロジェクトには、

ボランティアや国際交流、科学実験、ものづくりなどがある。予算は、各プロジェクトに振

り分けられ、学生は必要なものを大学側に伝えて、大学が発注するという形をとっている。 
 今回は、そのプロジェクトに参加している「めだかの学校」というボランティアサークル

にインタビューを行った。このサークルの目標は大学と地域の架け橋になることである。活

動は、地域の小学校に「こどもイベント」、「チャレンジ教室」という自分たちが企画したレ

クリエーションを行うことと、「アートふる山口」というイベントに参加することを中心に

活動している。こどもイベントへの参加状況はウォークラリーなどの野外イベントは 60 人

程度で、しめ縄づくりなどの屋内でのイベントは 30 人程度の予約制としている。また、地

域の団体などからのイベントへの参加要請は学校が窓口となり受け付けている。ちなみに

「ア－トふる山口」は山口のまちの良さを再発見し、魅力を引き出し、後世に伝えるために

生まれた事業である。生活文化・芸術文化・伝統文化を発掘し広める文化事業、高校生達に

ふるさとの歴史や人の絆を伝える人づくり事業、そしてまちそのものを草の根運動で盛り上

げるまちづくり事業の３本柱を掲げている地域主導のまちおこし・ひとづくり事業である。 
次に吹奏楽部の活動である。吹奏楽部の人数は 170 名おり、フルート・オーボエ・クラ

リネット・サクソフォン・木管低音の木管楽器、トランペット・トロンボーン・ホルン・ユ

ーフォニアム・テューバなどの金管楽器、パーカッションの打楽器のパートがある。また、

吹奏楽部は出来てから 15 年目と最近できた部活動であり、2001 年からの吹奏楽部の実績

は中国大会で金賞を 4 回、銀賞を 1 回、全国大会で銀賞を 3 回、銅賞を 2 回取っている。

活動内容は近隣の小中学校でのレッスン、地域のショッピングセンターや老人ホーム、自動

車学校などでの依頼演奏、夏の吹奏楽コンクールやアンサンブルコンテスト、中四国国立大

学連合演奏会への参加、定期演奏会の開催など行っており『地域との交流を大切にする』と

いうモットーを掲げ活動している。小中学校でのレッスンでは学校側からの依頼を受け、学

生に楽器の基本的なことを教えたりしている。依頼演奏では地域のショッピングセンターか

ら依頼を受け、ゴールデンウィークや週末に演奏をしている。特に地域にある自動車学校で
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は演奏をする代わりに自動車学校のＰＲをするという関わりもある。依頼演奏を行うことで

聴いた人が吹奏楽部に依頼するため、今では様々なところから依頼があり、月に 3 回ぐら

いの演奏会を行っている。また、吹奏楽部では定期演奏会を行っており、今年で 15 回目を

迎える。定期演奏会のＰＲは地域のスーパーなどにポスターを張ってもらったりビラ配りを

することや、依頼演奏で呼びかけたりなどでＰＲを行う。定期演奏会は無料で行っているが、

それは大学周辺のスーパーなどからプログラムに広告を載せることで金銭的補助を受けた

り、学校からの補助であるが、足りない場合は部員全員で割り勘して出しているため、来て

もらう人からはお金を取らずに無料で演奏会をすることができる。依頼演奏や定期演奏会で

は学生と地域の方が半々おり、子供連れで来る方が多い。そして、その多くはＰＲしたポス

ターやビラを見て来る人である。また、依頼演奏では商店街などで行っているため、近くに

来ていた人が立ち寄って聴いたりしている。その他には大学からの依頼を受け演奏すること

や、山口大学で行われる学園祭でも演奏を行っている。そのため吹奏楽部の『地域との交流

を大切にする』というモットーは達成されていると思われる。そのため、これらの活動は吹

奏楽部が自ら動いて行動しているわけではないが、ショッピングセンターなどの地域からの

依頼であるためもっとも地域とか関わりのある部活動であると考える。 
最後にボランティアサークル「メディエーター」は、山口県立大学、山口芸術短期大学、

山口学芸大学の 4 大学による合同サークルで、山口市の商店街やその付近のイベントの手

伝いを主に行っており、出店の手伝いや企画からさせてもらうこともあるそうだ。また、ゴ

ミ拾いなどのボランティアよりは、もっと地域に密着した積極的な活動を行うことをモット

ーとしており、地域の活性化を目指している。活動拠点は山口市が主であるが、大学近辺で

あることが多いようだ。サークル発足から 8 年間活動を続けているが、サークル側から企

画を持ち込むというより、地域から、つまり商工会議所や商店街の方、JTB、他のボランテ

ィアサークルなどの依頼に応じて活動しているそうだ。 
以上のように、大学全体からすれば一部ではあるが、山口大学でも地域と大学の連携は少

なからず存在していており、依頼が継続してある信頼関係が構築されていることがわかる。

また、今回さまざまな団体にインタビューして気付いたのは、こういった活動が行われてい

ることを機会がなければ一般の大学生は知り得ないということである。実際、インタビュー

班の私たちは大学と地域の連携や交流関係の実態をほとんど知らず、むしろあまり行われて

いないのではないかとすら思っていた。インタビューの中では、「自分たちは実際に活動し

ているから山口でどんなイベントがあるか知っているし参加もしているけれど、大学内だけ

でなく地域にもそういった PR が少なかったり、広告の規模が小さかったりして、イベント

自体すら知らない人がすごく多いと思う。」という意見もあった。 

第3節 山口大学生の意識 
本節では、2011 年 11 月に野村淳一准教授が共通教育科目「地域政策評価と統計分析」（受

講登録者数約 120 名）の受講者を対象に行ったアンケート調査「山口大学生の生活環境に関

する意識調査」（有効回収数 93 人、約 80％が 1 年生）の結果から山口大学生の生活環境に関す

る意識をまとめる。このアンケートは、学生の現状やニーズまた、実際に考えていることな

どを明らかにし政策提言につなげていくことを目標としている。 
アンケート調査の項目は次の 7 つである。 

 1. 性別・出身地、 2. 山口大学での生活環境について、 
 3. 山口市のいいところはどこか？、 4. 山口市で不満に思っていることは・ 
 5. 大学周辺で欲しい施設は？ 
 6. 日常的に利用している情報コミュニティーサービスは何か？ 
 7. 山大生の周辺施設の不満を集約し、改善する施設についてどう思うか？ 
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本節では質問項目 6 と 7 の結果以外を考察する。質問項目 6 と 7 の結果については、政策

提言を議論する際に参照する。 
 

図 1  性別                                       図 2  出身地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  まずアンケート回答者の属性についてまとめたものが図 1 と 2 である。今回のアンケー

トは 1 年生主体の共通教育科目の受講生を対象に行ったため、山口大学生全体の意識とは

異なった結果となっている可能性が高い。「山口大学要覧 2011」によると、平成 23 年度入

学者に関する男女比は男性 62％と女性 38％である。出身地（出身高校等所在地）では、山

口県内 26.4％、広島県 14.7％、福岡県 13.4％となっている。したがって、性別については

男性 83％と大学全体での男女比とはかなり異なっている。出身地についても広島県が 18％
に対して福岡県は 9％となっており、山口県内 43％と合わせて考えると、山口県内と広島

県に偏った標本となっていることが分かる。このように今回のアンケート調査については山

口大学生全体を代表する結果となっていない可能性が高く、分析には注意が必要である。 
 

図 3 山口大学での生活環境について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 は山口大学の学生が大学での生活環境をどう思っているかの結果である。「やや満足」

と「やや不満」の比率がほぼ同じであり、「不満」に思っている人も「満足」な人も同じく

らいいるということである。中間の学生が最も多かったことから、極端な不満や満足を思っ

ている学生も少ない。山口大学生は生活上で多くの不満を抱えているという仮説に基づいて
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研究を進めてきたものの、不満の表明が少ないことから、この結果の意味を考える必要があ

る。一つの解釈は、既に山口大学に入学するという決定をした学生へのアンケートであるた

め、自らの決定が失敗であったかもしれないということを否定したい心理の反映であるとい

うものである。確かに不便や不満は感じているが、改善の見込みもないため現状を受け入れ

て前向きに頑張っていこうという意思の現れと言える。もう一つの解釈は、サンプルが山口

県内に偏っているため、現在の状況は想定の範囲内であり、予想と現実の間にギャップが無

い結果、特に不満には思わないというものである。いずれにしても、後の質問項目では、不

満に思っている具体的な項目や大学周辺に欲しい施設などについて多くが答えており、潜在

的に大きな不満が存在するという我々の仮説は間違ってはいないと考える。 
 

図 4 山口市の良いところについて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4 は山口市の良いところについて質問した結果である。山口市はまわりを山に囲まれ

た緑の町であり、やはり自然をもとにした長所が目立っている。それに伴った落ち着いた環

境、人が少なくガヤガヤしていないといったような田舎ならではの意見も目立つ。また山口

市は湯田温泉で有名であり温泉の利用が容易という意見もある。その他意見としては、住民

が親切、観光が楽しめる、勉強に集中できる、無料足湯でのんびりできる、などといった意

見もある。このように主に自然関連の長所が目立っているが、逆に考えると自然しか長所が

ないということも確認できる。自然以外が長所になるようなまちづくりを推進していくと、

よりよいまちを作ることができるのではないのかと考える。 
 

図 5 山口市に対する不満 
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図 5 は山口市に対する不満について質問した結果である。山口市に関して不満なものと

して多数の意見が寄せられた。際立って多かった意見は交通が不便であることと、遊び場が

少ないといったようなことである。交通に関しては便の悪さがあげられ、「終電が早すぎ

る・快速電車の増加」などの意見があり、時間に制約されてしまう問題が見受けられる。ま

たオシャレな服を買う場所がないという意見もある。中には福岡まで服を買いに行く学生も

多いと聞く。そして「店の閉店時間が早い、映画館がない、複合型ショッピングモールがな

い、または近くにない」という意見も多く寄せられ、学生のたまり場や時間つぶしの場、娯

楽施設の欠如という問題も浮かび上がる。その他意見としては、流行に疎くなる、繁華街の

衰退、食事の場がないという意見もある。他にも温泉やボーリングの料金が高いなど様々な

不満が存在した。 
 

図 6 山口大学周辺で欲しい施設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6 は山口大学周辺で欲しい施設を調べた結果である。この質問では強く思うもの５つ

まで選択してもらった。その中で一番欲しいと思われているのが複合ショッピングモールで

52 票であった。2 位が映画館で 42 票である。大学の近く（ただし自転車でも 10 分くらい

かかる）にスカラ座という小さな映画館があることはあるのだが、上映する映画の種類、回

数が乏しい、収容人数の小ささ、また映画館そのものが 3D に対応しておらず、大学生にと

っては満足できるものではない。その他の映画館については、山口大学がある山口市そのも

のに映画館がなく映画を見るためには市外に行かなければならない。 
次に多かったのは洋服店の 35 票だった。しまむら、アベイルといった安い店はあるものの、中

にはブランド店も欲しいという意見もあり、いい服を着たいという考えがあるように思う。また

服の好みは様々であり、いくらあっても困ることはないと思われる。洋服店と僅差だったのが

33 票の古本屋・大型書店である。近くには小さな古本屋、書店もさほど大きいとは言えない程

度のものしかなく、欲しい本がなかなか見つからないことがよくある。あとは 23 票でカフェ、

22 票で 24 時間営業の店、19 票で飲食店とテーマパーク、17 票でデパート、15 票でバッティ

ングセンター、13 票でネット喫茶という結果となった。現在あるものとないものがあるが同じ

程度の票になった。上位のものも含め、既存の施設にほぼ満足できていないということであると

思う。その他具体的な意見としてラウンドワンやトライアル、TSUTAYA があげられており、有

名で名前を聞けば誰もが知っているような施設を望む声が多いようである。 
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今回この質問を通して、既存の施設に対して物足りなさを感じているということが明らかにな

った。特に規模、大学からの距離に対しての不満が大きいように思われる。また、飽きが来てい

るということも考えられる。常に真新しさがあれば大学生はより惹き付けられると考えられる

し、不満も解消されるのではなかろうか。規模、距離共に満足行かなくても大学生が行きたいと

思える施設であれば、そうした不満もさして大きな問題でなくなるように思う。施設側が大学生

のニーズを理解し、それに応えていければ、今回のアンケートの回答結果も大きく変わっていた

ように思う。 
以上のようなアンケート結果から、本稿では「複合型ショッピングモール」を建設すべきであ

るとか、「交通の便」を良くするために積極的に投資すべきであるなどという政策提言をするつ

もりはない。大型店舗の立地や公共交通網については、民間がビジネスの視点から採算が取れな

いと判断しているものである。政令指定都市のような山口市にはない繁華街の近くで育った学生

にとっては、近くにあって当然であることであっても、山口市では需要と供給の関係で実現不可

能であるものが多い。例え無理して整備したとしても、赤字が累積して地域自治体の財政を破綻

させてしまうのがオチである。それでは学生の不満は解消不能なものとして諦めるしかないかと

いうとそうではないと考える。オシャレな服を買う環境や大学生が好む映画の上映などは、大規

模店舗でなくては実現不能なものではない。あるいは、今回のアンケートでは明らかにならなか

ったが、学生が複合型ショッピングモールや遊び場に希望している具体的なものが明らかに出来

れば、別のアプローチでの実現の可能性もある。 
ここで、大学生の以上のようなニーズが市場によって自然に満たされない背景について考察し

てみたい。大学生の需要がスムーズに満たされない背景として次のようなものがあると考える。

①学生は基本的に 4 年間しか居住しない一時的な住民であり、自治体の住民の定義から外れて

しまっている、②学生の収入や支出は個別でみると小さく、その経済効果が過小に評価されてい

る、③大学には夏季と春季に各 2 ヶ月近い休暇期間があり、多くの学生はその間帰省等で地域

を離れてしまうため、安定した顧客として期待できない、④学生は常に最新の流行や技術を求め

ているため、供給体制もそれに併せて迅速に変化させなくてはならない、などが挙げられる。 
学生は個別にみれば 4 年程度の居住期間しかないが、山口大学が順調に存在するのであ

れば、20 歳前後の学生の需要は継続的に存在しているとみなすことができる。人口減少や

高齢化が進む地域経済の中ではその比重は上がっており、貴重な需要先となっていくと考え

られる。しかし、学生は 1 年ごとに入学・卒業があり 4 年間で学生のほとんどが入れ替わ

ってしまうことになる。流行を個人の好みとするならば、学生の最新の好みは頻繁に入れ替

わっており、高齢化が進んでいる山口市の産業の担い手が、学生の流行に素早く柔軟に対応

することは難しいと考える。 
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第2章 山口大学が山口市に与える

経済効果 

第1節 山口大学生の消費行動 
本節では、2011 年 10 月に野村淳一准教授が共通教育科目「地域政策評価と統計分析」（受

講登録者数約 120 名）の受講者を対象に行ったアンケート調査「山口大学生の消費行動調査」

（有効回収数 86 人、約 80％が 1 年生）の結果から山口大学生の消費行動の特徴をまとめる。こ

こで紹介する数値は、学生に半年の間に消費した金額を月平均して記入してもらい、その合計を

回答数で割って平均値にしたものである。また、全国平均の数値は全国大学生活協同組合連合が

実施した「第 46 回学生の消費生活に関する実態調査（2010 年 10 月実施）」から参照した。 
 
 （調査項目の内訳） 
 ①食費…食料品、飲料費、外食費、居酒屋 
 ②住居費…家賃、水道光熱費、駐車場 
 ③交通費…バス、鉄道、タクシー、ガソリン 
 ④書籍…雑誌、コミック含む 
 ⑤勉学費…通信教育、コピー代、文具など 
 ⑥日常費…日用品、被服費、タバコなど 
 ⑦電話代…携帯電話、PHS、インターネットなど 
 ⑧教養娯楽費…映画、美術館、レジャーなど 
 ⑨その他…①～⑧に区分できないもの 
  
 全国平均と山口大学の消費額を比べると全体的に山口大学生の方が高いことが図7から見て

とれる。山口大学の方が全国平均と比べて高い項目は、食費で2,923円、居住費で4,374円、教養

娯楽費で1,639円、日常費で3,489円、電話代で4,280円である。対照的に全国平均の方が高い項

目は、交通費で5,160円である。以下では、項目ごとに消費額の差が生まれている理由について

考察していく。 
まず、食費については自宅生の外食による消費が要因になっていると考えられる。食費の内訳

を見てみると、山口大学の自宅外生の平均と全国平均の自宅外生の差はほとんど見られない。し

かし、自宅生の消費額を全国平均の自宅生と比較すると約3,000円の差が表れた。さらに、山口

県では物価が全国的に比べて低い水準にある。そのため、自宅外生の消費額は低くなるはずであ

る。以上のことより、山口大学生の食費が高くなるのは外食をする頻度が高く、その分だけ消費

額が大きくなることが要因なのではないかと考えられる。 
次に住居費をみていく。グラフを見ると山口大学生の方が高く見えるが、これはアンケート回

答者で自宅外生の占める割合が山口大学生は86％であるのに対し、全国平均では46％である。

このため、一人当たりの消費額は山口大学生の方が大きくなっている。実際に、「第46回学生の
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消費生活に関する実態調査」によると、自宅外生の支出額は54,640円である。一方、今回調査

を行ったアンケートによると山口大学生の自宅外生の支出額は38,372円であった。 
次に教養娯楽費を見ていく。教養娯楽費の内訳を見るとレジャーにかける金額が多かった。そ

れぞれ自宅生で2,916円、自宅外生で4,128円であった。これは、アンケート調査の対象が1回生

中心であったことが要因となると考えられる。入学当初はサークルや部活で新入生歓迎会などの

イベントが開催される。このイベントに参加することにより、レジャーとして消費する金額が多

くなるのではないかと思われる。 
次に日常費を見ていく。日常費においては、内訳を見てみると被服にかかる消費額が多かった。

これも、アンケート調査の対象者が1回生中心だということが要因であると考えられる。被服に

ついて、それぞれの消費額は自宅生が3,917円、自宅外生は4,919円であった。被服にかける消費

額が多い理由として、2つのことが考えられる。1つは、大学に入学する前に大量に服を買い揃

えることである。高校までは制服を着て学校生活を送るが、大学では大半の学生は私服が基本に

なってくるため新しい服を買う必要がある。もう1つは、購入場所が少ないことが挙げられる。

山口市には若い世代をターゲットとした店舗が少ない。そのため、多くの学生がいつでも服を購

入できるという環境になく、帰省時期に合わせて購入している可能性がある。春休みや夏休みな

どの大型連休を利用し、次の大型連休までの季節に合わせた服を大量に購入していることが考え

られる。また、このアンケートは1回生を中心として実施したものである。新入生は新生活に備

えて日常生活品を買い揃える時期である。このことから、全国平均と比較した場合、山口大学生

の日常費が多くなっている。 
最後に、電話代を見ていく。これには、次世代高機能携帯電話などが影響していると考えられ

る。現在、利用者数が増加しているスマートフォンはこれまでの携帯電話と違い、インターネッ

ト回線での通信ができるようになった。そのため、今までの通信使用料と比べてスマートフォン

の通信使用料は高くなる。ここで使用している「第46回学生の消費生活に関する実態調査」は、

2010年に実施したものであったため、この年度の数値を用いている。これを理由として、先ほ

ど述べた事柄が反映されていないと考えられる。よって、電話代については山口大学生の消費額

が全国平均と比べて高くなっている。  
 

図 7   大学生の消費内訳：全国と山口大学 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

表 4   大学生の消費内訳                                                  （単位：円） 

 
 
 
 

食費 住居費 交通費 教養娯楽費 書籍費 勉学費 日常費 電話代 その他

全国平均 17,777 29,655 6,236 7,719 2,177 1,401 5,959 4,110 2,380
山口大学平均 20,701 34,029 1,076 9,358 2,535 1,137 9,448 8,390 4,180
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最後に山口大学生の消費額が小さい項目である交通費については、先に述べたように、山口大

学生は自宅外生の割合が高い。山口大学生の多くは大学近辺に住んでおり、大半の学生は通学に

徒歩または自転車を使用して通学している。このような理由から、山口大学生は通学のために公

共交通機関などを使用する頻度が低く、交通費の支出額が全国平均と比較して低くなっている。 
 

第2節 山口大学の経済効果 
 山口大学の経済効果については、文部科学省が依頼し、財団法人日本経済研究所が分析し

た「地方大学が地域に及ぼす経済効果分析」報告書の中に詳しく記載されている。本稿では、

山口大学の経済効果のうち、特に大学生の山口市における経済効果に注目してまとめる。 
 現在の山口大学の教職員数は 2011 年 5 月１日現在で 2,309 名であるが、報告書では非常

勤や病院看護士、技師を含めて 4,203 名で推計をしている。学生数についても 2011 年５月

１日現在で学部生8,870名、大学院生1,754名の計10,624名であるが、報告書では学部9,001
名、大学院生 1680 名の計 10,681 名で推計している。学部生の人数が少なくなっている要

因は定員以上の合格者が１割を超えないようにとの文部科学省からの通達のためであると

考えられる。 
 報告書によると、山口大学の経済効果は大きく４つに分けられる。①教育・研究活動によ

る効果、②教職員・学生の消費による効果、③その他の活動による効果、④施設整備による

効果、である。これらの直接効果は、①教育・研究活動 99 億円、②教職員・学生の消費 245
億円、③その他の活動 73 億円、④施設整備 15 億円の合計 433 億円となり、第 1 次間接波

及効果と第 2 次波及効果を加えると 667 億円（直接効果の 1.54 倍）の総合効果があると推

計されている。波及効果の大きな産業としては、①商業 115 億円（全体の 17％）②不動産

90 億円（同 14%）③化学製品 67 億円（同 10%）④対個人サービス 52 億円（同 8%）⑤運

輸 44 億円（同 7%）⑥食料品 40 億円（同 6%）⑦対事業所サービス 30 億円（同 5%）であ

る。 
 次に山口市内に絞った経済効果をまとめると以下のようになる。直接効果は、①教育・研

究活動 72 億円、②教職員・学生の消費 214 億円、③その他の活動 73 億円、④施設整備 4
億円の合計 362 億円となり、第 1 次間接波及効果と第 2 次波及効果を加えると 374 億円（直

接効果の 1.03 倍）の総合効果があると推計されている。波及効果の大きな産業としては、

①商業 77 億円（市内効果全体の 21％）②不動産 60 億円（同 16%）③化学製品 48 億円（同

13%）④対個人サービス 30 億円（同 8%）⑤食料品 28 億円（同 7%）⑥運輸 24 億円（同

6%）⑦農林水産業 20 億円（同 5%）である。 
教職員と学生の消費の内訳については、以下のようになっている。直接効果は、教職員

139 億円に対して学生 106 億円であり、総合効果では、教職員 208 億円（1.49 倍）に対し

て学生 156 億円（1.48 倍）となっている。波及効果の大きな産業は、①不動産 78 億円（効

果全体の 21％）②商業 64 億円（同 18％）③対個人サービス 43 億円（同 12％）である。

教職員では消費の効果において商業の比重が大きいのに対して学生では不動産の比重が高

いという特徴が見られる。 
変動の激しい項目として、施設整備による効果についてまとめたい。施設整備については、

大学から文部科学省へ概算要求として要求し認められる必要がある。表 5 にまとめたよう

に施設整備として認められた金額は少ない年で 2 億円であり、多い年では 30 億円と 10 倍

以上のひらきがある。波及効果の倍率が全体と比べて高いことを併せて考えると、施設整備

の金額の多寡による山口市の建設業への影響は大きなものである。報告書の対象年度は

2007 年であり、耐震補強のための校舎改築が認めれていた時期であったが、2011 年 3 月の
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東日本大震災によって、状況は大きく変わっている。今後の施設整備についてはあまり期待

することは出来ないと考える。 
 

表 5  施設整備による生産誘発額                                (単位：百万円) 

                                
 
 
 
 
 

 
 
次に、今回の消費行動アンケートの結果から、山口大学生が山口市に与える経済効果について

述べていく。先に挙げたように、山口大学生の食費の消費額が全国平均と比較してその数値が高

いことが分かった。食費の消費額の内訳を見てみると合計金額20,701円のうち、食料費11,977
円（58％）、飲料費2,238円（11％）、外食費4,044円（19％）、居酒屋2,442円（12％）であった。

ここでは特に外食費・居酒屋への消費額に注目したい。山口大学生は、食費のうち約30％を外

食費と居酒屋で消費している。山口大学に在籍している学生の数は約10,000人におよぶ。ここ

から自宅外生の外食費・居酒屋への消費額を試算してみると約4千万円／月となった。山口大学

生の消費活動は山口市の外食産業に大きく貢献していると言える。 
 

図 8   山口大学生の消費内訳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12年 13年 14年 15年 16年 合計 年平均
直接効果 209 1,407 2,980 2,530 797 7,923 1,585
一次波及効果 67 472 987 894 278 2,697 530
二次波及効果 54 396 863 734 222 2,311 451

総合効果 330 2,275 4,830 4,158 1,297 12,931 2,506

波及効果倍率1.58倍 1.62倍 1.62倍 1.64倍 1.63倍 1.63倍 1.62倍
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第3章 大学と地域連携の可能性 

第1節 大学と地域連携の事例 
学生、学校、地元企業、地域住民、行政、相互の協力による地域連携はどのようなものがある

か考えてみる。私たちは、学生は山口市のバーチャルな担い手であると考えている。山口市にお

いて、山口大学生は大きな需要主体であり供給主体でもある。また、学生と地元企業、地域住民、

行政が連携することで、学生の求めることや企業や住民、行政の求めることが実現でき、よりよ

い街づくりができると考える。また地域の活性化にも繋がるのではないかと考える。山口大学で

どのような地域連携ができるかを提案する前に他大学の例をあげてみる。 
 まず、岐阜経済大学の例をあげる。岐阜経済大学には「マイスター倶楽部」というものがある。

これは、サークルや部活動ではなく 1998 年 10 月 8 日に岐阜経済大学、大垣駅前商店街振興組

合、大垣地域産業情報研究協議会（大垣市と大垣商工会議所が共同で運営する調査研究組織）の

3 者が連携しＪＲ大垣駅玄関口にある共同ビル１階に開設した「まちなか研究室」であり、大学

の研究室のことである。これは、大学教員の研究室ではなく、学生たちが中心市街地を舞台に活

動するための、学生による自主運営を原則とし設置された研究室である。最初は、空き店舗対策

モデル事業としてスタートしたもので、資金も乏しく資金のいらない調査から始めたが、これに

より学生にとって無縁な存在であった商店街を身近に感じ、商業者たちに学生たちの意見をぶつ

けるよい機会となった。そして、より学生にとって商店街を身近にし、若者の商店街の利用を促

進するために全国初である「学割の店」を導入した。これは、学生の暮らしに必要であると思わ

れる店舗の協力を得て、学生証を見せると 3～20％引きとなる制度を導入した。このようにして

始まった「マイスター倶楽部」であるが評価は厳しく全てがうまくいっているわけではなかった。

それは、①正規の教育活動として大学から合意を得ていたわけではないため、費用や効果を疑問

視する声がある、②商店街の若手商業者からは、学生は４年間の一時的な住民であり卒業すれば

大都市へと出て行ってしまい、商店街のパートナーとして信頼を寄せ活性化事業の企画や実施を

任せることはできない、③行政が補助金を出してまで活動を支援することはふさわしくないとい

う意見等である。しかしこのような厳しい意見も覆し、学生と住民、地域、大学が理解しあい、

「協働」の関係を作り上げている。2011 年現在も「マイスター倶楽部」は続いており毎年いろい

ろなプロジェクトを実行している。今年の主なプロジェクトとしては以下のようなものがある。 
1. ＴＭＮ（土まるけネットワーク）グループ 

【農業体験を通じ、幅広い顧客獲得で農村と都市の持続的発展につなげる】 
～大垣コミュニティビジネス～「岐阜え～もん市」～ 

2. 大垣市中心市街地活性化イベントプロジェクト 
【過去の活動：音楽イベント、もちつき大会等】 

3. 防犯コミュニティ研究グループ 
【誰もが安心して暮らせる地域を目指し、住民の防犯意識を高める】 
～地域の防犯力向上プロジェクト～ 

4. エコスタイルグループ 
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【新エネルギー活用に関する研究活動を展開する】 
～大垣市におけるライフスタイルのＥＣＯ化を目指す～ 

5. まちかど保育園グループ 
【子育て日本一を目指し、「イクメン」をテーマ】 
～大垣イクメンプロジェクト～ 

6. 大垣中心市街地で遊ぼうプロジェクト 
【大垣市中心市街地で大人が本気で遊べるイベントを開催】 

7. めぐりあいトラベル in 大垣 
【歴史的建造物や大垣の魅力を伝える】 
～芭蕉元禄の地を広めるために私たちができること～ 

8. かがやきまちかど講座実践グループ 
【地域の魅力の再発見を目的とした学習講座を企画実施】 
～大垣の食をテーマにした体験講座～ 

9. 地域“おおえん”お助け隊 
  【学生の地域支援を通じて地域住民との交流をはかり過疎地域の活性化を図る】 

～荘川おおえん＋坂本地区夢ビジョンプロジェクト～ 
10. 白川町地域活性化プロジェクト 
   【いままでのガイドマップにのっていない情報をのせたマップ作り】 
である。2011 年現在活動人数は 28 人であるが（マイスター倶楽部ＨＰより）10 ものプロジェ

クトを行っており、地域との共同まちづくりをすすめている。 
 以上のような岐阜経済大学「マイスター倶楽部」の活動を参考に山口大学ができる活動にどの

ようなものがあるか考える。山口市にある中心商店街も人口の少子高齢化や過疎化に伴い衰退が

目立ってきている、そこで、商店街の空き店舗などを利用し学生と大学、商店街、行政が協力し

商店街活性化のプロジェクトを行うことができるだろう。費用の問題も考えられるが、山口大学

には「おもしろプロジェクト」というものが存在し、学生の自主的活動への資金支援制度がある。

企画内容に制限はなく、学内の選考機関による選考を通ることができれば、最大で一企画につき

100 万円の支給がある。この制度を援用することができれば、問題はないと考えられる。商店街

には、学生があまり知らないお店や場所が多々あり、また学生はほとんど商店街を利用していな

いと思われる。そのような学生に馴染みのない商店街のお店を学生が知ることができれば商店街

に学生が集まることも増えると思われ、商店街の活性化や地域の活性化にもつながるのではない

かと思われる。 
 次に千葉商科大学の例をあげる。千葉商科大学は学生主体のプロジェクトで地域と連携し活性

化を図っている。具体的には以下のようなものがある。 
1. ストリートミュージシャンの夢舞台 

【大学内にストリートミュージシャンを招き彼らの活動の場を広げる】 
2. キッズビジネスタウンいちかわ 

【「子どもたちがつくる子どもたちの街」を趣旨としてキャンパス内に仮想の街を】 
3. えどがわ商店街産学公プロジェクト 

【学生と地域が連携し商店街活性化の研究、実施】 
4. ボランティア型宅配サービス 

【商店街で学生主体のボランティア宅配サービスで地域交流、活性化】 
等である。この千葉商科大学の例を参考にすると山口大学でもボランティア型のプロジェクトが

できるのではないだろうか。例えば、地域の住民を訪問して交流を図ったり、地域の行事に参加

し、支援したりするなど地域住民との交流を図るといったことができるのではないかと思う。こ

のようなプロジェクトが広く住民に浸透すれば、商店街の活性化の際など周りの協力なども得や

すいのではないかと考える。 
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次に姫路獨協大学の例をあげる、姫路獨協大学は地域企業が参加して、地域活性化や、企業に

とって、魅力のある活動ができるようにといった理由で設立されたボランティアネットワーク、

通称「ひめじＶネット」という一種のコミュニティに参加している。「ひめじＶネット」設立ま

での経緯は次の通りである。 
 平成 9 年 6 月から、姫路フィンランソロビーネットワーク支援事業と称して、姫路市社会福

祉協議会が中心となって市内企業に呼びかけて現在 30 数社が毎月１回の定例会を開催してい

る。定例会では、各企業での社会貢献活動の取り組み紹介や、姫路市主催の福祉行事でのボラン

ティア協力を通して、社会貢献活動の担当者同士の交流を深め新たな各社での取り組みへのヒン

トを模索している。その定例会には、姫路獨協大学の教員も参加している。様々な職種の企業同

士での情報交換や、社会貢献活動の紹介は、現在の活動のマンネリ化や、限界を感じつつある企

業にとっては、大いなるヒントとなり、あるいは社会貢献活動の必要性を感じつつも、行動に移

せていなかった企業にとっては、貴重な情報源となって、地域活性化にもつながっている。そし

て、一企業が単独で活動するには、限界があり、企業にとって、より魅力的かつ、効果的な活動

が提案でき、自社の持ち味を生かせる具体的な活動に結び付けるには、企業間のネットワークが

必要であると、参加企業から声があがるようになり、正式に、平成 10 年 5 月「姫路企業ボラン

ティアネットワーク」が設立する運びとなった。 
 異業種の企業が連携を図りながら自社の社会貢献活動を推進していこうという試みは、全国に

おいても、珍しいことである。昨今、企業においては、経済の不況により、社会貢献活動の必要

性は感じつつも今はそれどころではない、必要ではないといった厳しい意見がある。しかし、一

企業が単独で活動することで、財的に、人的に、あるいは時間的に厳しい状況であるとするなら

ば、同じ思いを抱く企業が集まることにより何らかの問題解決、さらに新たな社会貢献活動への

展開につなぐことができないかと考えている。 
 本ネットワークでは、社会貢献活動の必要性を感じつつも何をしていけばいいのか分からず思

案している企業、もっとユニークな活動のヒントを得たいと思われている企業、社員教育の一環

としてボランティア活動に取り組みたいと考えている企業等に加盟してもらい、ボランティアに

関するセミナーやイベント、講習会、研修会に参加してもらい、その場での情報交換などを通じ

て、企業になんらかのメリットを提供し、地域企業の振興や、具体的な活動に結び付けることが

できるネットワークづくりを目指している。 
 姫路獨協大学が参加したもので一番大きなものは、2007 年 8 月に行われた姫路企業ボランテ

ィアネットワークボランティアサマーフェスティバルがある。企業の模擬店や、福祉施設による

授産品販売、盆踊りなどが行われた。姫路獨協大学からは 11 名の教員が参加した。  

このように、大学と企業とが連携して地域振興のためになにかをするという例は全国では少な

い。しかし、姫路獨協大学の例を見てみると、祭りや、様々なボランティア活動を通じて、地域

を活性化させようとしている。山口市においてもこのような企業のネットワークなどを活用する

プロジェクトを行いそこに学生も参加し地元企業と連携して行うボランティア活動等を通して

地域振興、山口市の活性化につながるのではないかと考える。 

 

第2節 大学生と地域の連携システムの構築 
山口大学を維持・発展させるために地域自治体が取り組むべきことの一つは大学生にとっ

て魅力的なまちづくりをすることである。大学生は一時的な住民であり、また多様性の高い

消費者である。このような特徴把握の難しい大学生の情報を集約し、地域の行政や企業へ伝

える仕組みとして、地域 SNS が有効であると考える。 
地域 SNS は地域のコミュニティのプラットフォームの 1 つとして捉えることができる。

また、ICT が発達するにつれ、様々なツールが登場したが、SNS はこれまでのツールと比
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較して、ある程度安心して使え、住民が参加する際の敷居を低くしたツールだといえる。

SNS は、「友達の友達は、みんな友達だ」を、サイト上で可視化したものであり、参加者同

士が「友達になる」ことを繰り返すことで人間関係が構築されていく。この人間関係を利用

して、情報交換や情報共有を行う仕掛けである。このように SNS はサイト内に人間関係が

存在するため、匿名性とも実名性とも違う「漠然とした実名性」が生まれ、サイト内の雰囲

気が穏やかになるというメリットがある。 
 このような SNS の特性を生かした地域 SNS は地域のバーチャルなプラットフォームと

して、継続的に人が集まり、そこに集まった人々がつながり、そのつながりによって、新た

な活動が生まれることが期待できる。 
 比較的ユーザー数が多く、盛り上がりを見せている地域 SNS に共通する特徴は、オフラ

インの活動が活発であるという点だ。ユーザーが実際に集まって行う「オフ会」というと、

飲み会や食事会というイメージが強いかもしれない。だが、活発な地域 SNS で行われてい

るのはそれだけではなく、スポーツや音楽イベント、グッズ製作、ボランティア、ピクニッ

クなど、形式は様々である。オンラインでの交流とうまく連携させながら、オフラインの活

動が盛り上がっている。 
 いくつか具体例を紹介しよう。香川県の「ドコイコ」では、運営者とユーザーが一緒に盛

り上げる「ドコイコサミット」と呼ばれるイベントを定期的に開催している。イベントの中

身は様々で、これまで花見、街のゴミ拾い、音楽イベント、バーベキューなどを行なってき

た。このドコイコサミットでは、集まったユーザーに株式会社ドコイコの社員が料理の腕を

振るうなど、ホームパーティのような雰囲気がある。またポータルサイトに店舗紹介やクー

ポンを掲載している飲食店との関係も構築しており、2007 年 1 月のドコイコサミット（新

年会）が行われた「NomRockCAFE」というお店には、ドコイコの名前を冠したメニュー

（オムレツ）があるという。 
 西千葉の「あみっぴぃ」を運営する NPO 法人 TRYWARP は、「千葉大パソコンサポータ

ーズ」として地域の人のためのパソコン講習やサポート事業がメインの活動である。SNS
を使い始めたのは、その活動を保管し、活動を通じてできた地元の人々と学生のつながりを

日常的に維持し発展させるためであるという。そのため「あみっぴぃ」はユーザー間の実際

に顔が見える関係があることを重視し、ユーザーの招待制を維持することに強いこだわりを

持っている。これによってユーザーは、必ずオフラインで知っている知り合いが「あみっぴ

ぃ」内にユーザーとして参加することになる。また TRYWARP のパソコンサポートや、商

店街の「第三土曜市」に TRYWARP が参加することなどを通じて、SNS 上の友人関係が増

えて行くようにしている。 
 このようにオフラインの活動とオンラインの活動を強く結びつけることによって、オンラ

インとオフラインの双方の活動が相乗効果を生み出すようになっているのも、地域 SNS な

らではの特徴であるといえる。 
 地域 SNS のビジネスモデルを見てみよう。まず、運用コストを確認しておく。総務省の

報告書によると地方自治体が地域 SNS を設置運用するためには、最も安くて年間 28 万円

程度（オープンソースプログラムや、既存の環境、既存の技術者などを活用）、新規にハー

ドウェアを用意して外部業者に導入運用を委託すると 750 万円以上かかるとしている。ま

た、民間の地域 SNS 運営者は、年間数十万円のホスティングサービスなどを使い、導入・

運用の作業を自ら行うことで、年間 10 万円以内程度の費用で運営しているところもある。 
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表 6  地域 SNS の導入・運用経費（単位：円） 

 
 
 
 
 
資料出所  総務省自治行政局自治政策課「住民参画システム利用の手引き」の「1-3 導入ケ

ース別の必要経費」より一部抜粋 
 
 地域 SNS の運用費用をどこから調達するのか、現在の運営モデルを大きく次の 4 つに整

理してみる。1 つ目は公営・協働モデルである。地方自治体などの公的予算を投入すること

で初期費用などをまかなうものである。これには、八代市や 2006 年度の実証実験に参加し

た地方自治体のように行政が直接運営するものと、「おここなごーか」（新潟県長岡市）、

「ちよっピー」（東京都千代田区）のように行政と非営利団体などの共同事業として運営する

ものなどがある。 
 2 つ目は広告モデルである。mixi などの大手 SNS と同じように、バナー広告の出稿を外

部から獲得して表示する。例えば、「あみっぴぃ」（千葉県西千葉地区）では地元のモスバー

ガー千葉大学前店と提携し、「あみっぴぃを見た」といえば無料クーポンをもらえるという

キャンペーンを展開しそのバナー広告を表示している。また、「ショコベ」（神戸）では、月

額 5 万円でトップページ上部のバナー広告出稿を募集している。「R-58」（沖縄県）では、

Google アドセンス広告を画面上に表示している。 
 3 つ目は CRM（Customer Relationship Management）モデルである。これは、地域ポ

ータルサイトや、システム開発、インターネットサービスプロバイダ、NPO などの事業者

が関連サービスとして地域 SNS を運営するものである。SNS の運営自体からは十分な収益

を上げることはできないとしても、地域に住んでいる顧客や潜在的な顧客との関係の構築・

維持ができたり、地域の人々の話題や消費動向などを知るマーケティング効果を得たり、地

域の人々に自社の認知を広めたりするなど、ユーザーとの中長期的な関係を築きながら副次

的な効果を期待するものである。 
 4 つ目は非営利モデルである。非営利モデルの地域 SNS は、民間の運営主体が行政との

連携などはせずに運営しているものであり、地域活性化などの目的のために公共の場を提供

する意識が強い。 
 これらのモデルは、すべてが相反する訳ではない。実際には、SNS とは別の事業を行な

っている企業が CRM モデル的に運営し、かつ Google アドセンスやバナー広告を表示して

若干の収入を得ようとするような組み合わせが多く見られる。そのほか、非営利組織が運用

する地域 SNS が、結果として CRM 的に関係価値のメリットを受けることなども考えられ

るであろう。 
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表 7  地域 SNS のビジネスモデル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料出所   庄司昌彦・三浦伸也・須子善彦・和崎宏（2007） 

名称 説明 代表例 
公営・協働モデル 地方自治体などの公的予算で初期

費用などをまかなう。自治体が自ら

運営する場合や外部の NPO などと

の協働、一部支援とする場合もあ

る。 

「ごろっとやっちろ」（八代市） 

広告モデル バナー広告、Google アドセンスな

どの広告収入を得る。 
「R-58」（沖縄市） 
「あみっぴぃ」（西千葉） 
「ショコベ」（神戸市） 

CRM モデル 地域ポータルサイト、システム開

発、ISP、NPO 敵事業など他事業の

保管として位置付ける。 

「CLOVER」（兵庫県） 
「あみっぴぃ」（西千葉） 
「ドコイコパーク」（香川県） 
「ひびの」（佐賀県） 

非営利モデル SNS から運営費用等を捻出するこ

とを目的としない。 
「かわさきソーシャルネット」

（川崎市） 
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第4章 政策提言 

 
提言 1．山口市の地域 SNS を作成し、それにより学生（若者）と地域企業とのギャップを

埋め地域の活性化につなげることを提案する。 
 
提言 2．地域 SNS 内で山口大学生が欲しいと思っている財・サービスについてのマーケテ

ィング調査を実施し、地域の企業や起業家に提供する。 
 
提言 3.  山口市は山口大学生のニーズやウォンツに応える地域企業や起業家に対して支援

事業を実施する。 
 
提言 4.  山口大学は地域SNSから社会貢献や地域活性化の活動への意識の高い学生を組織

化し山口市と連携しながら支援する仕組みを形成する。 
 
提言 5． 地域 SNS の維持・活性化と大学生と地域企業とのフェース・トゥ・フェースの交

流をする施設を繁華街に設置し、オフ会や交流会を定期的に開催する。行政・大学・企業

大学生によって上記 4 つの提言のプロセス評価を行い、改善策へフィードバックする。 
 
 
山口市は県庁所在地という位置付けによる山口県の支店経済拠点としての産業構造を持

っているが、全国的な少子高齢化と人口減少に伴う道州制の検討などによって現在の状況が

大きく変わる可能性がある。山口大学についても国立大学法人の再編成などが起これば、山

口市に大きな影響を与えることになるが、逆に言えば山口大学が現状のまま維持できれば、

山口市にとっては大きな支えとなると言える。 
国立大学法人の再編成の可能性については、本稿の分析範囲を超えているが、少なくとも

少子化によって大学の志願者倍率が低迷し、定員すら確保できないような国立大学法人があ

れば間違いなく再編成の対象となるであろう。近年の大学への志願者状況をみると、景気の

変動による影響はあるものの、徐々に地方の国公立大学から都市部の私立大学へと志願者が

流れていると言える。山口大学においても志願者倍率は未だに確保されているものの、山口

県内の高校生も都市部の私立大学への動きが見られる。 
大学進学志願者がこのように都市部の私立大学へ流れる背景に大学の立地するまちの魅

力があると考える。都市部では巨大な需要を背景として多様な供給を企業から受けることが

できるため、大学生の需要を上手く捉えることが可能となっており、大学生にとって魅力的

なまちであるといえる。一方、山口大学のような地方都市では、地域企業の供給対象は平均

的な層に絞られがちであり、大学生の需要はマイナーで捉え難いものとして重要視されてい

ないので、大学生が生活する環境としては魅力的であるとは言えない。 
本稿では、山口市産業連関表によって山口大学の経済効果が非常に大きなものであり、商

業や飲食店などを始めとして今後ますます貴重な需要先となることを明らかにした。一方

で、山口大学の一年生を中心に実施したアンケートからは、山口大学で生活することに潜在
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的に大きな不満があることも明らかとなっている。本稿では、山口大学生のこのような不満

のかなりの部分について、需要と供給のミスマッチによって生じていると考えている。 
需要と供給のミスマッチの背景として、①大学生の消費行動が過小評価されている、②大

学生の需要は流行に敏感に反応するため安定性に欠ける、③山口市の地域企業の担い手が高

齢化しており年齢ギャップが年々大きくなっている、という 3 点を挙げることができる。

この内、①については山口市産業連関表を用いた分析によって個々の金額では確かに小さい

ものの総体としては大きな需要であることが示された。したがって、本稿の分析結果を広く

地域企業や行政機関に伝えることによって、山口大学生の消費行動に対する認識は変化する

と考える。 
山口大学生と地域企業とのギャップの背景②については、市場に任せていたのではいつま

でも解消できないと考える。②は経済学でいう情報の非対称性という市場の失敗と対応して

おり、行政機関などによる施策が必要である。本稿では、変化しやすく捉え難い大学生の需

要を捉える仕組みとして、地域 SNS の導入を提言する。地域 SNS では参加者の意識につ

いて瞬時に把握することが可能であり、年々構成メンバーが変わる大学生についても上下の

学年の繋がりを上手く設計できれば地域 SNS の中で十分取り込むことが可能であると考え

る。実際に、山口大学では 2010 年より「知の広場」という学内 SNS が運用を開始してい

る。しかしながら、「知の広場」は講義等での連絡ツールとしてしか利用が進んでいないの

が実態である。問題の一つは、大学生の一番の情報ツールである携帯電話でのアクセスに対

応していない点である。もう一つの問題は、すでに情報コュミニティーサービスとして大手

のサービスが普及しており、改めて大学の SNS を利用するインセンティブに欠けるためで

ある（図 9）。 
 

図 9  山口大学生の情報コミュニティーサービス利用状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料出所  アンケート調査「山口大学生の生活環境に関する意識調査」 
 
本稿では、現在の学内 SNS を再構築し山口大学生の不満を解消するツールに特化するこ

とで利用者の拡大が可能であると考える。山口大学生は潜在的に大きな不満を地域について

持っており、その解消手段の無さから諦めている側面がある。現在の大手の情報コミュニテ

サービスでは、商業利用を原則的に禁止している所が多く、山口大学生のニーズやウォンツ

を発掘し地域企業に橋渡しすることは困難である。そこで、山口大学と山口市が協力し、現

在の学内 SNS と地域企業を結ぶ地域 SNS を構築すれば、山口大学生の多くが参加する地
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域 SNS となるはずである。山口大学は、学内の情報ネットワークと地域 SNS をこの目的

のために有機的に結合させることで、利用者の拡大と活性化を図ることができる。また、山

口大学では、マーケティングや起業などについて学んでいる学生もおり、そうした学生の知

識と労働力を活用すれば、地域 SNS から地域企業が必要とするマーケティング情報を抽出

し提供することも可能であろう。このような取り組みは大学における学習の実践的発展につ

ながるものであり、山口大学の教育・研究上の魅力ともなるはずである。 
 

図 10 山口大学生の不満を解消するシステムへの協力意識 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料出所  アンケート調査「山口大学生の生活環境に関する意識調査」 
 
山口市については、地域 SNS の運用経費についての拠出が必要であると考える。山口大

学だけでは、学内 SNS の構築までが限界であり、地域企業を取り込む仕組みが構築できな

いであろう。山口市では地域企業と日常的なやり取りの機会もあり、こうした地域 SNS へ

の誘導も可能である。また一時的な住民として行政から見落とされがちな大学生の行政的な

要望について、地域 SNS 内で随時調査することで、インフラ整備を含めた大学生の不満解

消も可能となるであろう。そのための費用は、山口市産業連関表から推計される便益に比べ

ればはるかに小さなものであり、インフラ整備の効果についても本稿の産業連関分析が有効

であると考える。 
山口大学生と地域企業とのギャップの背景③については、山口市の起業家支援制度によっ

て対応が可能であると考える。既存の地域企業では高齢化が進んでおり、地域 SNS からの

マーケティング情報を有効に利用できない可能性が高いが、山口市産業連関表による分析で

示したように、今後も縮小しない需要として山口大学生への対応を考えると、そこには大き

なビジネスチャンスがあると考える。新たな起業をする場合、マーケットのニーズの把握が

困難であり、多くの起業家が失敗する要因となっているが、地域 SNS を活用した今回の施

策と組み合せれば、安価で大学生のマーケットニーズが把握可能であり、また地域 SNS 内

に起業家同士の交流フォーラムを構築すれば、起業における困難の克服への手段となるはず

である。山口市では現在もさまざまな起業家支援を行っているが、その対象は一般的で漠然

としたものであるため成功率はそれほど高くないと考えられる。地域 SNS を活用した起業
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家支援は、行政の補助金をより有効に活用する手段となると考えられるので、山口市がこう

した取り組みをすることのハードルは高くないと考える。 
地域 SNS は、大学の社会連携機能も大きく向上させるはずである。現在の山口大学の社

会貢献は、大学事務局が窓口になっているものや学生の自主的なサークル活動やボランティ

ア活動によって行われているのが実態である。しかし本稿でのインタビューから明らかにな

ったように、こうした活動の担い手を維持・拡大することは難しい状況である。また、そも

そも活動自体の認知度が非常に低い状態であり、特に学生主体の活動の継続に問題を抱えて

いる。ここで、地域 SNS の中で社会貢献活動や地域活性化活動のフォーラムを構築すれば、

わずかでもそうした活動に興味のある学生を捉えることが可能となり、学生の参加を促す仕

組みの構築へつながると考える。山口大学が他の大学や地域で行われているような活動に積

極的に取り組む場合にも、地域 SNS は大学と地域を結ぶ有効な「場」を提供できるはずで

ある。 
最後に、図 10 から読み取れる問題について考えてみる。山大生の周辺施設への不満を集

約し、改善する施策を検討しており、その施策についてどう思うか質問したところ、一番多

かったのが講義等を利用したアンケート(匿名)なら協力できる、という回答で 62 票だった。

これは手間がほとんどかからない点がよいということであると思うし、匿名であることで思

い切った回答がしやすいということでもある。次に多かったのがネットを利用した不満を集

約する仕組み(匿名)なら協力できるで 41 票であった。やはりこれも匿名であれば協力でき

るとうい大学生の意識が強く表れているようである。他の回答に比べてダントツに匿名のほ

うが多い。自分の考えを特定されることを嫌がるようである。 
山口大学生のこのような傾向は、実名でのコミュニケーションを基本とする地域 SNS の

運用にとっては不都合なものである。しかしながら、本稿では少数意見である「地元企業や

行政の人と直接会話するチャンスがあれば協力できる」という回答に注目したい。匿名での

無責任な批判はしばしば暴走しやすく、SNS の匿名性を高めることは望ましいとは言えな

い。したがって我々の提案する地域 SNS についても少なくとも入り口においては実名制を

採用すべきと考える。しかし不満の集約のプロセスでは手軽で匿名での情報収集の仕組みを

工夫する必要があるであろう。しかし、実際に企業や行政が対応策を考える場合は、フェー

ス・トゥ・フェースでの意見交換を重視するはずである。山口大学生の現状では、直接外部

と交流を持ち、自分たちの不満解消や社会貢献活動を行う学生は少数派であると考えられ

る。しかし、地域 SNS が成功するためには、この少数派をいかに取り込み活性化するかが

ポイントである。つまり、地域 SNS を運用する視点として、「声無き多数派」と「活動的

少数派」を峻別したアプローチを工夫する必要がある。本稿では、当面、「活動的少数派」

を取り組む仕組みと構築することを優先すべきであると考える。具体的には、大学近くの繁

華街であり観光拠点でもある湯田温泉に大学生と企業、行政の人が定期的に意見交換できる

ような施設を確保し、地域 SNS から発生した取り組みの課題や成果について評価するオフ

ラインの場をつくることである。ネットの活用は便利な反面、無責任になりがちである。本

稿で提案する地域 SNS は、あくまでも現実に活用するための手段であることを最初から目

指すべきであり、「声無き多数派」を「活動的少数派」にいかに変えてゆくかが課題と考え

る。 
本稿では、地域 SNS の具体的な形について提案するには至らなかった。しかし本稿の分

析から、大学と地域自治体の連携を考えるためには学生の存在が重要であり、その活用策と

して地域 SNS の可能性は示せたと考える。具体的な地域 SNS の運用については、試行錯

誤の過程を経なければ各地域にあったものは形成できないであろう。本稿では、そのような

挑戦的取り組みである地域 SNS であっても、山口大学の経済効果を踏まえて判断すれば、

挑戦に値する施策であると考え、提案するものである。 
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