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平成２２年度学生支援プロジェクト事業成果報告書 

 

「高松市まちかど漫遊帖」で 

学生の町歩きツアーの企画実施 
 

代表者  井 上 敬 太 （経済学部地域社会システム学科３年） 

 

 

１．目的と概要 

このプロジェクト事業は、まちあるき案内人の経験を生かした地図を作り、無料で配

布することで、商店街の賑わい創出の手助けをすることを目的としています。対象は、

商店街の主な利用者とみられる、高校生～大学生の学生であります。以下は申請時のも

のを抜粋しました。 

現在、高松市の観光施策の一環として「まちかど漫遊帖」が実施されています。その

計画に、学生が案内する高松「学生の放課後うまいものツアー2010」を申請し、企画と

事前調査を進めている段階です。香川県に住む人と県外から来る観光客を主な対象者と

し、１０月には３つのチームがそれぞれ１回街あるきの案内を実施します。この町歩き

で調べたことを中心に、学生向けの市内の飲食店案内地図を作製し、配布する予定です。 

 
２．実施期間（実施日） 

平成２２年５月１７日 から 平成２３年３月中旬まで 
 
 
３．成果の内容及びその分析・評価等 

このプロジェクト事業にとって、まず初めにまちあるきを成功させることが重要でし

た。まちあるきのコンセプトは「お客様に学生時代にタイムスリップしたような感覚を

味わってもらおう」というもので、「食べ歩き」を通してその内容を補てんするといっ

た内容です。 

 代表者は、まちあるきの案内人の、３つのチームをまとめるリーダーとして、５ヵ

月間指揮を執りました。このプロジェクトが始動した当初、会議や活動日にメンバーが

集まらず、集まってもやる気がないという問題に悩みました。何が原因か、自身の行動

を振り返ったところ、リーダーだという責任感から仕事を１人で抱え込んでいて、各チ

ームリーダーが機能していないことが分かりました。そこで、チームの目標を明確にし、

無理のないよう仕事を分担したところ、次第にメンバーの協力が得られるようになりま

した。 

そこで、まちあるき成功のために３つの工夫を行いました。 

１つ目は七不思議の提案です。まちあるきの醍醐味は、そのまちをあるくことであり、
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その際、ただ町並みを説明するだけでは面白みに欠けます。そこで、私たちの調査の際、

興味を持った町並みや風景の中から７つを取りだし、それを七不思議として説明しまし

た。 

２つ目はリハーサルの徹底です。３つのチームがそれぞれ１回案内するのですが、そ

れぞれのチームが不安なく、また、お客様目線で案内できるようにリハーサルを３回行

いました。それぞれ案内人役とお客様役として役割分担し、案内の不手際がないか、タ

イムスケジュール管理ができているか、役割分担ができているかなどに注意しました。

また、その反省をメンバー全員で共有し、新たに気付いたことは各チームのリーダーに

連絡するようにしました。 

３つ目は食べ歩きのメニューを柔軟に変更することです。リハーサルを通して考えた

事ですが、１０月に案内するということもあり、その日の天気や体調によって、食べら

れるものとそうでないものがあるのでは、と問題意識を持ちました。また、対象とする

相手が香川県に住む中年層の方々だったため、出すメニューにも幅を利かせた方がよい

と考えました。具体的な行動としては、カレー店で出す手作りできるアイスクリームを、

カレーパンに変えることができるようにしました。 

結果、定員を超えるお客様に喜んでいただけるガイドができ、メンバーにも喜ばれま

した。ガイド料を設定しませんでしたが、ニーズを引き出す工夫をしたことで利益を出

すことができ、ビジネスとしても成功を収めることができました。実際、アイスクリー

ムとカレーパンの提案は好評で、「寒いから食べたくない」という意見や、「最後のラ

ーメンが食べきれないといけないから、カレーパンとして持って帰りたい」という、潜

在的なニーズをくみ取ることができていたと思います。 

まちあるきの二次的なメリットも発生しました。先ほど取り上げたカレー店に通うよ

うになった人が現れ、カレー店にとっても、私たちにとってもよい影響を与えられたと

考えております。 

さて本題の地図作成ですが、当初の予定よりも大幅なロスがありました。具体的には、

時間と予算です。 

当初の予定では、年内に地図印刷の前までの工程を全て終わらし、年が明けてから印

刷に取り掛かり、配布するという計画でした。しかし、地図作成に関していくつか修正

する部分が出てきたり、就職活動や公務員試験対策も本格的になってきた経緯があった

ことで、活動日に参加する時間がとれなかったりといった問題がありました。全員の授

業がない日に時間を設けて活動をしましたが、結果的に２０１１年の２月の中旬に入っ

て、初校が出来上がることになりました。 

予算に関しては、１０万円以上超過してしまい、稲田道彦教授の研究費から金銭的な

お力添えをいただく結果になってしましました。決められた予算内でプロジェクトを進

行できなかったことが大きな失敗でした。 

 

 

４．この事業が本学や地域社会等に与えた影響 

このプロジェクト事業を実施したことにより、具体的にどのように影響が出たかと、
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言い切ることはできません。まちあるきに関しては、お客様が増えたというメリットが

ありましたが、まちあるきで関った人に幅広くよい影響が出たとは言い難いというのが

現状です。 

しかしながら、地図作成に関しましては、瓦町周辺の情報紙を作成しておられる、な

タ書の藤井様に大変興味を示していただいております。地図が完成すれば、まちあるき

に関った人やブリーザーズスクエアだけでなく、藤井様にも配布する予定であり、地図

のよりよい活用方法や商店街への影響などを探っていこうと考えております。 

 

 

５．自分たちの学生生活に与えた影響や効果等 
この活動を通して自己成長できたことが、何よりも変えがたい影響だと考えておりま

す。自分たちで目標を設定して計画し、仕事を分配させたり、相手の目線に立って提案

したり、メンバーが同じ方向へ向かわせる配慮の仕方、つまり環境の整え方など、学ぶ

べき点は多くありました。ここで学んだことを学業やサークル活動の面でも大いに役立

てられていると感じております 

また、まちあるきでは、「他者に喜んでもらうために、何をするか」を考えながら行

動することができるようになりました。地図作成でも、自分の仕事が終わっても他人の

仕事を手伝ったり、全員がうまく仕事を運ぶことができるように、意識して行動したり

している人が増えたように思います。これはおそらく、「チームを意識した行動をする

ことが一番メリットになる」ことを自覚しただけでなく、「他者に喜んでもらえること

が自分の喜びになる」ことを知ったのではないかと思います。 

よって、自己満足という点に関しても非常に有意義な活動だったと考えております。 

 

 

（まちあるきの様子） 

 

 
６．反省点・今後の抱負（計画）・感想等 

反省点としては、先にも書きましたが、①大幅に時間を要したこと、②予算内に費用

を抑えられなかったことが挙げられます。 

加えて、まちあるきのパンフレットの書き方にも問題がありました。食べ歩きがメイ
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ンのまちあるきだったのにも関らず、あまりに丁寧にしたため、実際に食事するところ

でない店舗もコースとして書いてしまいました。結果、食事しない店舗で食事ができる

と思い込んでいたお客様がいらっしゃり、誤解を与えてしまうことになりました。 

今後は、役割分担をしっかり決めて、一人一人が逆算して計画を立て、行動に移せる

ようにしたいと考えております。 

 

７．実施メンバー 

  代表者 井上 敬太（経済学部３年） 

      大谷 素輝（経済学部３年） 

  構成員 井平 博朗（経済学部３年）    藤本 菜緒（経済学部３年） 

      神原 実 （経済学部３年）    山口 華澄（経済学部３年） 

      佐藤 遥菜（経済学部３年）    山木 詩穂子（経済学部３年） 

      堤 康平 （経済学部３年） 

      成瀬 裕一（経済学部３年） 

      二宮 和裕（経済学部３年） 
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平成 22 年度経済学部学生チャレンジプロジェクト事業成果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

i.e cafe 活動 事後発表会 
代表者 与田 有紗（地域社会システム学科ツーリズムコース３年） 

 

 

 

 

 

 

１．目的と概要 
 このプロジェクト事業は、「豊島の魅力をより多くの人々に伝えたい」という想いから始まったもの

です。 

 私はゼミナールの研究として、平成 22 年の春から豊島で『まちあるき型地域活性化』を行っていまし

た。その際、豊島の風景、独特の雰囲気、住民とのふれあいから、豊島に愛着が湧き、より豊島の魅力

を多くの人々に伝えたいと考えました。 

 そして、平成 22 年 7 月から瀬戸内国際芸術祭が開催されるということで、芸術祭に来られる観光客に

合わせて、「アート以外の豊島の魅力を伝えるお手伝い役」として、島の方と観光客が交流することの

できるカフェを運営致しました。 

 

２．実施期間（実施日） 
 平成 22 年 8 月 15 日、16 日、23 日、29 日、30 日、9 月 5 日、6 日、12 日、13 日、19 日、20 日、26

日 27 日の 13 日間。 

 

３．成果の内容及びその分析・評価等 
7 月     

カフェのマーケティング構成。 

広報活動 

（タウン情報誌・朝日新聞などマスメディアへの売り込み） 

8－9 月  

 豊島の夏祭りに参加： 

  島の方と交流を深めるため、豊島の夏祭りに２回参加しました。 

漬物プロジェクトの実施： 

豊島のおばあちゃんに豊島独自の漬物の漬け方を教わりました。このプロジェクトにより、島の文

化を学ぶと同時に島の方との交流を果たすことができました。また、この漬物をカフェのメニュー

として取り入れることで、豊島の味を観光客にも味わっていただくことを可能にしました。 
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豊島ノートの作成： 

豊島の歴史、産業廃棄物問題、食と農等、豊島の魅力を紹介するノートをメンバーで作成。各テー

ブルに 1 つずつ配置し、観光客に気軽に読んでもらうことで、島の魅力を伝えました（30 ページ程）。 

島の方との晩酌会： 

私たちが行っている活動についてより深く知っていた

だくため、カフェ閉店後、島の方をお呼びし、夕食を

共にしました。私たちの「プロジェクトに対する想い」

を伝え、島の方からもご意見・ご感想をいただくこと

で、よりよい活動にするために大変重要な晩酌会だっ

たと感じました。 

         

４．この事業が本学や地域社会に与えた影響 
 大学に与えた影響：複数のマスメディアに取り上げていただくことで、『地域に根差した学生の大学』

をアピールすることができました。 

 地域社会に与えた影響：高齢化により若者が急激に減少している島に大学生が参入することで、島の

活性化活動を引っ張っていく担い手として役割を果たしました。 

５．自分たちの学生生活に与えた影響や効果等 
私たちの学生生活に与えた影響として、 

①大学で学んだことを現場で実践することで、リアルな経営を体験することが出来た事。 

②学生では味わうことのない、多大な責任を負うという経験をすることが出来た事。 

③多種多様な価値観を持った人々と接することで、自己の価値観を見直すきっかけとなった事。 

                                   の 3 点が挙げられます。 

     

６．反省点・今後の抱負（計画）・感想等 
私はこの活動から、最後まで諦めず問題に対して徹底的に取り組むことにより、成功への道に進む

ことが出来るのだということを実感しました。 

 「何の縁もない学生たちが島に入り勝手にカフェを開く」ことについて、最初は受け入れていた

だけない方も多くいらっしゃいました。しかし島の方と観光客の架け橋となるべき私たちにとって、

島の方との交流は不可欠であり、まずは私たちのことを知っていただく必要性を感じました。そこ

で漬物プロジェクト、晩酌会などの交流イベントを実施。その際、私たちのコンセプトや島に対す

る想いを伝え、同時に島の方からご意見・ご感想をいただきました。 

 怒られる事も多々ありました。私たちの常識のなさから築き上げた信頼が崩れ去ってしまったこ

ともありました。しかし、最後まで諦めずにアプローチし続けることで、次第にご理解をいただき、

カフェに足を運んで下さるだけではなく、野菜を提供して下さったり、「次はいつ来るんな。」と

電話を下さる方が増えた時は本当に嬉しかった事を覚えています。 

 このように私たちは、チャレンジプロジェクト事業の力を借り、大学生活では味わうことのでき

ない貴重な体験をすることが出来ました。 
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７．実施メンバー 
代表者 与田 有紗（経済学部 3年） 

構成員 竹中 彩恵（経済学部 3年） 鈴木 友章（経済学部 3年） 

    白井 あかり（経済学部3年）塩田千尋（経済学部3年） 

        山川宰（経済学部3年）      牛田絢（経済学部3年） 

        渡部将光（経済学部3年）    山口華澄（経済学部3年） 

        青木千紘（経済学部3年）    秋庭浩（経済学部3年） 
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様式２ 

平成２２年度経済学部チャレンジプロジェクト事業成果報告会 

大学での出張革小物作り体験教室 

代表者 田 丸 裕 子 （地域社会システム学科ツーリズムコース３年） 
 
１．目的と概要 
 このプロジェクトは東かがわ市の観光施設である「手袋ギャラリー」の若年層観光客の増加のための

研究の一環として提案した。2010 年 3 月に NPO 東かがわ市ニューツーリズム教会の方から 20 代女性を

ターゲットとした手袋ギャラリーの革小物作りの体験メニューを提案してほしいという要請があった。

そして、私たちは現在までに月１のペースで通い、問題点をヒアリングし、分析を加え、現在「体験作

りの提案」「空間づくり」「情報発信（PR 活動）」の提案・実施を行っている。 

 その中で、大学内で革小物作り体験教室を実施することにした。手袋ギャラリーで現在革小物作りの

指導をされている方を講師として大学に招き、大学内で革小物作り体験教室を開くというものである。

実際に現地で体験を行うことで、手袋産業やギャラリーの空間価値を含めた視点からの体験に対する評

価が得られるので、より消費者に近い率直な意見が得られる機会になると考えられる。大学内の体験づ

くりに参加した人に対して参加前後にグループインタビュー、アンケートを行い、得られた情報を革小

物作り体験の改善、これからの PR 方法、流通に活用していく。 

 

２．実施期間 
平成 22 年 11 月 17 日 ～ 平成 23 年 2 月 2 日 

 革小物作り体験開催日 

平成 23 年 1 月 22 日（金） 12:30～14:30 

（グループインタビュー：15:00～16:00） 

平成 23 年 1 月 25 日（火） 12:30～14:30 

（グループインタビュー：15:00～16:00） 

 

３．成果の内容及びその分析・評価等 
                              講師紹介 

（１） 実施内容 
 

 大学内で 2 回講師の方をお呼びして革小物づくり体験教室を実施した。22 日は 10 人、25 日は 9 人と

合計 19 人の学生に協力してもらった。体験後は参加者 3 枚のアンケートを行い、その後各日 3~5 人ずつ、

参加者に協力してもらい、グループインタビューを実施した。アンケートは主に、参加のきっかけ、満

足度、趣向、改善点を問うものであった。グループインタビューでは、改善点、実際に参加するか、体

験観光の経験など自由発言で本音の意見を聞き取った。 
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革小物づくり体験のタイムスケジュール 

12:30 開催のあいさつ・講師紹介・流れの説明 

12:40 革小物づくり開始 

14:40 体験終了・アンケート記入 

15:00 グループインタビュー（別部屋移動） 

16:00 反省会→ギャラリーの方、田丸、森井 

（16:40 片づけ→17:00 解散） 

 

 

 

 

                            革小物作り体験の風景 

 

（２）アンケート調査結果、分析 

 

 今回の革小物づくり体験を 4 種類用意したが、最も人気のある体験は携帯ケース 8 人であった。（図

表１）その次は、ブックカバー6 人、ブレスレット 4 人、カードケース 1 人と続いた。携帯ケースが最

も人気であったのは、難易度としては、ブレスレットが低め、ブレスレットは普通、ブックカバーは高

めであり、難易度は普通程度のものに人気があるのではないかと考えた。また、携帯ケースだが、大き

さは自分で決めることが出来、デジカメケースを入れるために作る人も多く、用途が多いということも

理由として挙げられる。 

 体験時間としては、個人によって異なったが、90 分から 120 分程度であった。体験時間に対する調査

（図表２）では、ちょうどよいが全体の 63％（10 人）、次にやや短い 31％（5 人）、やや長い 6％（1

人）であった。やや短いと答えた人は、体験メニューでブレスレットを選んでいる人が大半を占めた。 

 難易度に関しては、ちょうどよい 94％（15 人）、やや難しい 6％（1 人）であった。（図表３）難易

度 

に関してはちょうどよいことが分かった。 

 

 今回の体験を適正な価格はどれ位と考えられるかとい 

う自由回答の問いには、平均で 1,520 円であった。500 円

以上 999 円以内と答えた人は 20％（3 人）、1000 円以 

上 1499 円以内は 20％（3 人）、1500 円以上 1999 円以内 

は 33％（5 人）、2000 円以上 2499 円以内は 20％（3 人）、 

2500 円以上は７％（1 人）であった。最も低かった価格 

は、500 円で、最も高かったのは、4000 円とばらつきが 

ブレス

レット

21%

携帯

ケース

42%

ブック

カバー

32%

カード

ケース

5%
ブレスレット

携帯ケース

ブックカバー

カードケース

図表 1 何を作りましたか？（全 4 種）
みられた。（図表 4） 
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参加の動機について自由記述で聞いたところ、誘われたから（7 人）、革小物に興味があった・作り

たい（6 人）、今までに革小物を作ったことがないから（2 人）、価格が手頃であった（2 人）、楽しそ

うだと思ったから（1 人）、雑貨が好き（1 人）、実物を見て可愛かったから(1 人）、香川大学で行われ

るから（1 人）、知り合いが楽しいと言っていたから（1 人）、革小物をあげたい人がいる（1 人）とい

う答えであった。全員は、革小物づくりは初めてであり、興味が大きいように感じられた。 

 

次に、自由記述で①革小物づくり体験に関しての感想、②作った革小物に関しての感想③指導に関し

ての感想を聞いたものを以下にまとめている。 

 

① 革小物づくりに関しての感想 
・楽しかった（8 人）         ・オリジナリティを出せるのがよい（3 人） 

・意外と簡単（2 人）         ・上手にできた 

・丁寧に教えてもらえた        ・完成した時、嬉しかった 

・最初は難しいがコツをつかめばできた ・革を切ったり、穴をあけるのは初めてする作業で楽しい 

・図工の時間みたいで楽しかった    ・のんびりした時間を過ごすことが出来た 

・次は友達を誘いたい         ・デザインにもっと時間をかけたかった 

やや長

い

6%

ちょう

どよい

63%

やや短

い

31%

長い

やや長い

ちょうどよい

やや短い

短い

やや難

しい

6%

ちょう

どいい

94%

難しい

やや難しい

ちょうどいい

やや簡単

簡単

図表 2 体験時間はどうでしたか？（5 段階） 図表 3 難易度はどうですか？（5 段階） 

500～
999円
20%

1000～
1499円

20%
1500～
1999円

33%

2000～
2499円

20%

2500円
以上

7%

ぜひ行き

たい

6%

機会があ

れば行き

たい

88%

どちらで

もない

6%

図表 5 東かがわ市に行ってみたいと思いますか？図表 4 適正な価格は何円ですか？ 
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・付加価値をつけるべき（飽きやすい作業であるため） 

 

② 作った革小物に関しての感想 
・使えそう・普段使いできる（4 人）  ・生地がしっかりしている（2 人） 

・意外に本物っぽくできた（2 人）   ・色がかわいい・デザインが可愛い（2 人） 

・うまくできた（2 人）        ・おしゃれ 

・大切に使いたい           ・使うのが楽しみ 

・欲しかったものが手に入り、嬉しい 

 

 

③ 指導に関しての感想 
・丁寧な指導である（13 人）      ・指導者不足（6 人） 

・部屋が狭い（2 人）         ・編み方の見本がよかった 

・アットホームな印象         ・道具が少ない 

・もう少し細かく教えてほしい     ・編み方の見本がよかった 

 

 最後に東かがわ市に行ってみたいかという問いには、ぜひ行きたい 6%（1 人）、機会があれば行きた

い 88%（14 人）、どちらでもない 6%（1 人）であった。（前頁、図表 5）予測では、もっと革小物を作

りたいという理由から、ぜひ行ってみたいという意見が多くなると考えていたが、この結果よりリピー

ター率は低めであると考えられる。 

 

 

 

（３）グループインタビュー調査結果、分析 

 

 グループインタビューは、慶応義塾大学出版会から出ているグループインタビューの技法を参考にし

て行った。別部屋に移動し、発言しやすい環境を作り、初めにインタビューの趣旨を明確化した上で、1

時間程度行った。記録はテープレコーダーに記録している。 
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１．体験後の感想 

アットホームな印象が強く、時間がアッという

間に過ぎたようであった。革小物について、参加

者は体験前は、手作りの革小物はあまり本格派で

はないという予想があったが、意外に本格的で期

待以上だと多くの人が話していた。また、自分で

色を決めれること、作ることから愛着生まれて、

大事にしたいと話す人もいた。 

 

                           グループインタビュー風景 

２．改善点 

 改善点として最も多かった意見として「講師と生徒の割合の再検討」が挙げられた。現在では 10 人の

生徒を講師１～2 人で教えているが、2~3 人の生徒につき一人の講師が必要であるという意見があった。

しかし、今回はそれぞれが違う小物を作っていたので、全員が同じものを作るのであれば、割合は再検

討しなくてもよいという意見が挙がった。 

 また、時間が 2 時間と長いため、立ち寄り観光ならば、もう少し短い時間（30 分程度）でできる観光

メニューを作るべきだという意見もあった。 

 

３．楽しかった作業、瞬間 

 楽しかった作業として挙げられたのは「革やひもを選ぶ」「縫う作業」であり、また楽しかった瞬間

ついて挙げられたのは「出来上がった瞬間」であった。これらの工程をより深めることで、より満足度

が上がるのではないかと考えた。 

 

４．値段について 

 値段の感じ方は個人によって異なった。「革が好きな人」「体験観光経験者」は安いと感じ、それ以

外の人は高いと感じているようだった。趣向によって差があるように思えた。 

 

５．実際に東かがわに行きたいか 

 実際は交通費もかかってしまうため、行けないという意見が大半であった。しかし、東かがわに行く

機会があれば、東かがわ手袋ギャラリーに行きたいという意見が挙がった。 

 

６．旅の目的 

 主に学生の旅の目的を自身の経験をもとに話してもらった。大半の人が旅の目的は仲間との仲を深め

るため」であり、観光地では仲間と騒げる場所に行きたいと話していた。目的地が決まれば、「何が食

べたいか」「何を見たいか」で旅の旅程を決めることが多い。少数派の意見では、観光地に行く際には、

どういった体験観光があるのか調べる人もいた。 
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７．体験観光 

 今まで体験観光はしたことがあるかという質問には、半数の人があると答えた。体験をする前に観光

地を訪れる前に前もって計画していたか聞いたところ、多くの人は予定はしてなかったが、観光地に行

っておもしろそうだったから体験したようだった。価格としては 500 円から 1500 円と様々。予約をとっ

て体験したもので最も高かったのは京都での舞妓さん体験で 1 万円であった。この質問によって、体験

観光には「積極派」「消極派」がいることを知ることが出来た。 

 

 

（４）考察 

 

満足度と趣向の関係性 

 今回のアンケートで満足度と趣向を考えると、「革が好き」「体験観光経験者」「細かい作業が好き」

と答える人は満足度が高いようであった。今後、革小物づくりのターゲットを決める上で、年齢ばかり

でなく、趣向に焦点をおく必要がある。 

 

体験テーマは「アットホーム」「本物志向」「丁寧な指導」 

 今回アンケート、グループインタビューで挙げられたキーワードとして「アットホーム」「本物志向」

「丁寧な指導」という言葉が多く見受けられた。この 3 点はともに、よかった点として挙げられている

ため、今後体験メニューの広報を進める上でも重要なキーワードになると考えた。 

 

学生をターゲットとした革小物づくり体験 

 今回体験した学生は革小物づくり体験のターゲットとなると考えていたが、学生の背景として「自由

に使えるお金が少ない」というものがあり、「体験料が高い」「実際に東かがわまで行くお金はない」

という意見が多かった。よって、経済的に余裕がある人がターゲットとなるように感じた。 

 

体験観光のターゲット 

 グループインタビューにおいて「体験観光」について話していたところ、体験観光という観光の形態

は 50~70 代の経済的に余裕があるアクティブシニア（活動的な高齢者）がターゲットに適すのではない

かという意見が挙がり、ターゲットの再検討をする必要があると考えた。 

 

体験観光を旅へ取り入れるには 

 今回行ったアンケートで「実際東かがわに行きたいか」をいう問いをしたところ、大多数が「機会が

あれば行きたい」と答えた。やはり、今回の革小物づくり体験だけでは現地まで観光者を呼ぶのは難し

いと考えられた。よって、東かがわ内の観光地との結びつきを作り、地域全体で魅力を作り出すことが

必要であると考えた。 
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４．この事業が本学や地域社会に与えた影響 
 

（１） 本学への影響 
体験観光について学生に広めることができ、文化活動の一環になった 

今回の事業では学生 19 人に参加してもらい、革小物づくり体験教室を開催した。全ての学生は、革小

物づくり体験が初めてのことだったため、新たな文化を知るきっかけになった。 

 

大学が地域に影響を与えることが出来た 

今回の事業は大学内でなければ実施できなかった。東かがわ手袋ギャラリーの運営者、スタッフは今回

の取り組みを高く評価してくださっており、大学の学生との共同研究の利点を強く表すことが出来た。 

 

（２） 地域社会（講師・施設）に与えた影響 
 

東かがわ市の産業観光の情報発信の場となった 

 東かがわのチラシを置くこと、ギャラリーのことを話すことで学生の認知度を上げることに成功した。

革小物づくり体験の始まりの背景などを話すことで、学生たちに「ものづくりに対する思い」を伝える

ことが出来た。 

 

講師の方の情報収集の場になった 

 実施後の講師の方が「若い年齢層の意見が聞け、今後の体験に役立てたい」といってくださった。今

回の開催は、ターゲットとなる年齢層の意見を多く聞ける場であったため、格好の情報収集の場になっ

たといえる。 

 

５．自分たちの学生生活に与えた影響や効果等 

 

今までの取り組みの成果を確認する場になった 

 2010 年 4 月から東かがわ市で活動をしていて、若年層をターゲットに革小物づくり体験を作ってきた

が、今回の取り組みで私たちの活動の成果の確認の場となった。取り組んだことで評価できる点はあっ

たが、まだ改善できることは多いように感じられた。 

 

マーケティングを地域に取り入れる難しさを実感 

 若年層をターゲットに作った体験メニューであったため、学生に評価されるという期待があったが、

今回実施して、今後趣向に分けてセグメントを加える必要があると感じた。もっと専門知識を学ぶ必要

性を強く感じた。 

 

新たな調査法を勉強することが出来た 

 今回グループインタビューという新しい調査方法を学び、実施した。以前まで地域活性化活動で住民

1 人ひとりに対するインタビューは何度も行っていたが、グループに聞き取るのは初めてであったため、

新たな調査法について勉強することになった。まだうまく聞き取ることは出来なかったが、本音が聞け
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る有益な調査方法であるため、今後の調査でも使っていきたいと思う。 

 

６．反省点・今後の抱負（計画）・感想等 
 

 今回の事業の反省点としては、体験観光において集客がうまくいかなかったことである。始めはバス

ツアーを企画し、実際に東かがわ市に行き、革小物づくり体験をしてもらい、より本質的な意見を聞く

つもりであった。しかし、休日であったため同学年である 3 回生は就職活動で参加者は集まらなかった。

ターゲットを 2 年生にして、200 人の前で広報した。しかし、連絡が来たのは 2 人だけであり、結局バ

スツアーは中止となった。私はこのことにより、「人に魅力を伝える難しさ」を感じた。現在、就職活

動をしていて、企業との面接においても常に「自己 PR」をしなければならない。そのときにも「自分の

魅力をいかに伝えるか」が必要となり、悩まされている。 

 その後の大学内での革小物づくり体験の広報の際は、「シンプルに伝える」ということを念頭に置き、

「革小物づくりしませんか」といい、革小物を見せるだけの広報をした。200 人の前での広報では、革

小物づくりの話から、東かがわ市の話、今回のプロジェクトについてなど多くのことを話しすぎたとい

う反省があったからである。その結果、定員に近い人数を集めることが出来た。今後も魅力を伝える際

には、「シンプルに伝える」ということを大切にしたいと思う。 

 今後の計画としては、まずターゲット、コンセプトを明確化させ、体験メニューに反映させていくこ

とである。ターゲットは年齢層だけでなく、趣向についても深くしていきたい。また、東かがわ市にあ

る観光施設との連携したツアーの企画も考えている。 

 今回の事業は私にとって、勉強の場でもあり、取組みを試す場であった。3 回生の後期という忙しい

期間であったが、大学生活において、最も「主体性」を発揮した場であった。企画からプレゼンテーシ

ョン、具体的な計画、実施まで、多岐にわたる準備が必要であった。この経験は今後の研究の指針を明

確化させただけでなく、私の人生においても大きな影響を与えた。 

 今回の事業にあたり、協力してくださった先生方、大学事務の方々に心からの感謝の気持ちを伝えた

い。 

 

７．実施メンバー 
代表者 田丸 裕子 （経済学部 3 年） 

構成員 森井 珠実 （経済学部 3 年） 
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平成 22 年度経済学部学生チャレンジプレジェクト事業成果報告書 

いべんとくん開発活動 
代表者 加島 拓  (経済学科統計・情報コース３年) 

 
1.  目的と概要 
 このプロジェクトは、学生が主体となって開催しているイベントや香川県内で行われているイベントを一つのサイ

トに集約し、イベントをさらに盛り上げ、地域の人や学生の自主の活発化、香川大学を含む地域の活性化を図る

ことが目的です。具体的には、イベントの主催者が、イベントの情報をWebに書き込みます。ユーザーは、その情

報をみて、参加したいイベントを見つけ、参加の申し込みをすることができます。 
 
2.  実施期間（実施日） 
 平成 22 年 12 月 1 日 から 平成 23 年 3 月 31 日まで 

 
3.  成果の内容及びその分析・評価等 
 このプロジェクト事業は、香川で開催されているイベントの情報をひとつのサイトに集約し、ユーザーがイベント

を検索し、気軽に参加できるようにする目的で考えました。実際、サイトを立ち上げたのですが、広報を怠ってし

まったり、ユーザーの意見を聞かずにサイトを制作したため、ユーザーの方に使ってもらえていないのが現状で

す。さらに、サイトの作りも十分ではなく、ユーザー情報を取り扱うのが難しかったため、Twitterとアカウント情報

を連携したり、Facebookのコメント機能を取り入れたのですが、統一性がなく魅力がないサイトになってしまいま

した。 
 また、このプロジェクト事業により、サイトを作ったり、メンバーをまとめることの難しさを身を持って知ることができ

ました。しかし、結局、自分達の自己満足になってしまい、期限までに完成できず、メンバーの指揮も下がってし

まいました。 
 いべんとくんは、もう一度、今回の反省を活かし、きちんと設計や戦略を練ったうえで、みんなに使ってもらえる

サービスとして立ち上げ直す必要があると感じています。 
 
4.  この事業が本学や地域社会等に与えた影響 
 このプロジェクト事業を実施したことにより、本学や地域社会に影響を与えた事は全くないと思います。なぜな

ら、いべんとくんを知ってもらう努力を怠ったためです。 
 
 
 
 
5.  自分たちの学生生活に与えた影響や効果等 
 このプロジェクトをすることで、普段の学生生活とは違って、成功するか失敗するか分からない状況で、１から考

えたり作っていく難しさ、挑戦してフィードバックを得る事の重要性を学ぶことができました。そのため、アウトプット

こそあいまいなものになりましたが、このプロジェクトに挑戦して自分達の中で得ることが多く、挑戦して本当に良

かったと思っています。 
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6.  反省点・今後の抱負（計画）・感想等 
 いべんとくんは、上記のようにあいまいな形になり、沢山の反省点を抱えています。例えば、広報を疎かにして

しまったことやユーザーの事を考えてサイトを作るということをしなかった点を反省すべきだと思います。また、この

他にも反省点を探せばきりがないほど多いプロジェクトになってしまったと思っています。 
 今後、このプロジェクトに挑戦して身をもって学んだこと、反省したことをメンバーそれぞれが活かし、沢山の事

に挑戦していきたいと思っています。また、いべんとくんもこの形で置いておくのではなく、着実に完成へと組み

立てていければと思っています。 
 
7.  実施メンバー 
  代表者 加島 拓      （経済学部 3 年） 
  構成員 村上 聖      （経済学部 3 年） 
      産賀 雄太  （経済学部 3 年） 
             穂崎 英里  （経済学部 3 年） 
      徐旭               （経済学部 3 年） 
             相田 卓哉  （工学部 2 年） 
 



「産業集積における企業の生き残りを懸けた戦略展開」 
代表者 浅海裕磨・梶原愛香・高本真衣・三宅真広 

（経営システム学科組織戦略コース３年） 
 

 

１．目的と概要 
 本稿の目的は、衰退し行く産業の集積の中でも成長を遂げている企業に注目し、個別企業が個々

に直面する危機に対してどのように生き残りをかけた戦略展開を行うのかという戦略的企業行動を

明らかにすることである。本事例が示すものは、単に衰退期に個別企業がとる戦略的企業行動を捉

えるだけではない。同じ産業集積内で同じ業務形態を有していた企業が、個々の危機に対しそれぞ

れの戦略的行動をとり、その結果として個々の生存領域を見つけ成長しているという事実である。

衰退する産業集積の中で、個別企業の生き残りをかけた取り組みを環境適応という視点から捉え、

一企業として、集積が衰退した際にどのような対応を取ったかを分析した。そして、本研究ではマ

イルズ・スノーの環境適応理論に企業の内外諸要因を加えた新しい見地からの分析を行い、衰退産

業集積内の個別企業の生き残りをかけた戦略展開を明らかにした。また、個別企業の集積に対する

間接的フィードバックの存在を指摘した。 
 

２．実施期間（実施日） 
平成２２年５月６日から平成２３年１月１１日 

 

３．成果の内容及びその分析・評価等 
このプロジェクト事業は衰退する愛媛県今治市のタオル産業集積を事例に、集積内企業の生き残

りをかけた戦略展開についてインタビュー調査を行い、マイルズ・スノーの環境適応理論に企業の

内外諸要因を加え明らかにした。 
また、このプロジェクト事業により、これまでの産業集積論である、集積の発生から衰退の論理

に加えて、独自に集積の継続の論理について言及し、産業集積論に微力ながらも貢献したと言える。 
 

４．この事業が本学や地域社会等に与えた影響 
このプロイジェクト事業を実施したことにより、愛媛県今治市のタオル産業集積の現状を明らか

にし、集積内企業の生き残りを懸けた戦略展開を明らかにした。地方国立大学である本学を代表し

て四国愛媛県今治市を舞台にタオル産業集積について論文を作成したことは、地域活性化、地域密

着の視点で一定の貢献があったと言えよう。 
また、この研究において得られた結果の一部は日本のものづくり産業の再考へとつながるだろう。

現在日本のものづくり産業は衰退が著しいながらも、国家や地域のレベルで復興させようと注目さ

れている。しかしこの衰退に対して取られた政策や産業振興のほとんどが有効ではなかったという

実情がある。本稿が日本のものづくり産業の実情の再考へ微力ながらも貢献できることを願ってや

まない。 

 
 

５．自分たちの学生生活に与えた影響や効果等 
本稿は、2010 年度を以て修了となる香川大学山田仁一郎研究室最後のゼミ生からなる４人チーム

18 
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にて作成したものである。偶然にも個性溢れるメンバーが揃い、論文作成には数々の苦難があった。

しかし、締め切りが迫る中で大学に泊まりがけで論文を作成したこと等、今思えば大切な思い出に

なったことも多々あった。本稿の作成を通して私たちに成長の場を与えてくださった山田仁一郎先

生に感謝し、また新たな成長の場を求め、残された大学生活を過ごしていきたい。 
 

６．反省点・今後の抱負・感想等 
本研究では衰退する産業集積における企業の生き残りをかけた戦略展開を見てきたが、実際には

解決できていない問題も山積している。今回事例として今治タオル集積のタオルメーカー企業 3社

を取り上げたが、本稿の研究課題を解決するために、衰退産業において危機からの脱却とその後の

成長を果たしている企業を選択した。これは調査設計上意味のあるものであったが、反面衰退と共

に駆逐された企業との比較はできていないという限界があることは否めない。また集積内に数多く

存在する企業群において本稿で取り上げたのはそのうちの 3社でしかない。また定性調査にて研究

を行ったため、集積の全体を語るに必要な定量データ、その他の企業についてのデータに欠けてい

る。それゆえ、他の企業でも同様の理論が言えるのかは定かではなく、集積全体への貢献とは言い

難い。しかし、今回我々は企業の視点、つまり仰視的な視点から、集積の維持、継続について研究

を行った。現在、日本の産業集積論に必要なのはこれまでの集積の発生や衰退のメカニズムではな

く、企業の視点から視た集積の衰退からの脱却、維持、継続の論理ではないだろうか。我々は本稿

にて新たな産業集積論研究の一端を担った事をこの場で再度明らかにし、この論文を皮切りに集積

の発展の論理について議論される日が訪れることを期待したい。 

 

７．実施メンバー 

代表者 浅海裕磨（経済学部３年） 

構成員 梶原愛香（経済学部３年） 
高本真衣（経済学部３年） 

三宅真広（経済学部３年） 
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