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はじめに 

 

 「新潟産業大学」（以下「産業大学」と呼ぶ）は 1988（昭和 63）年、柏崎市・新潟県等の資金

援助を得て（「公私協力型」）、柏崎市軽井川の地に設立された。それは 1947（昭和 22）年、下

條恭兵が「日本の再建・発展と、平和で幸福な社会の建設は一にかかって若い人材の育成にあり」

との理念から市内比角に創設した「柏崎専門学校」の後継「新潟短期大学」を改組再編して設立さ

れた、新潟県内初の社会科学系私立大学であった。専門学校時代から通算して１万人を超える卒業

生を送り出している。 

 設立当初は、多くの学生を迎え入れ順風満帆の船出を果たした。しかし、近年は受験生の減少に

より、後述するように長きにわたる多大な努力にもかかわらず、入学定員の削減等大学規模の縮小

を余儀なくされている。こうした状況から脱し、地元の知の中核的拠点たる大学として柏崎市とと

もに持続的に発展していくためには、私立の学校法人から柏崎市の公立大学法人へ設置形態を変更

することが唯一の方策であると考える。この「新潟産業大学の公立大学法人化に向けて」は、それ

を説明するために作成したものである。   

 

１．柏崎市にとっての新潟産業大学の意味 

 

 柏崎市のみならず、地方都市にとって４年制大学の存在は大きな意味をもっている。それは 2015

（平成）年度で 11 回目を数える柏崎市民（市・商工会議所・企業等による実行委員会）による「新

潟産業大学・新潟工科大学新入生歓迎会」の開催やそこでのメッセージ「……人口９万人足らずの

町に２つの大学があることは、町の皆さんの誇りです。……」からも伺うことができる。では、「町

の誇り」、大学の存在意味とは何であるか。 

 第１に、それは文化的な意味である。大学の文化的意味の一つ目は高等教育機関としての意味で

ある。たしかに、今日の日本の大学は大衆化し「偏差値」によって序列化されてはいるが、中等教

育の上位に位置することに変わりはない。高等学校はどの地方都市にも存在するが、大学のある地

方都市は多くない。大学があることで地域に小学校から大学までの自立し完結した教育環境が整備

されることになる。このことは地方都市にとっての文化的矜持である。 

 産業大学は単に上位の教育機関として存在しているだけでなく、地域の小・中学校や高等学校と

多くの連携事業を行い、その役割を積極的に果たしている。また、市民の生涯学習においても大き

な役割を担っている。「聴講講座」「公開講座」「市民大学」（柏崎市との連携事業）等を開設し、

あるいは講演会やシンポジウム等を開催して、高等学校には担えない市民の生涯学習を支える大き

な力になっている。 

 大学の文化的意味の二つ目は研究機関としての意味である。産業大学は柏崎市や新潟県からの委

－1－ 



託事業等を引き受け、あるいは個々の教員は市政等の運営においてさまざまな審議会、審査会等で

いわゆる「有識者」「専門家」として意見を述べ、さらにそれらの会長になれば会を主導して意見

集約をする。こうして、行政の高度化において産業大学は研究機関としての貢献をしている。 

 第２に、社会的な意味があげられる。それは何よりもまず、多くの若い学生達が「まち」に暮ら

して生活上のさまざまな活動をしていること、それ自体の活性化作用である。さらに、学生達は教

員の指導のもと地域の「まちづくり」に参画し、コミュニティ活動の活発な柏崎市に一層の活気を

与え、まさに「社会的な貢献」をしている。具体的に言えば、農地を借りて米作りに取り組み、収

穫した米を原資にした地域通貨（「風輪通貨」）の普及に尽力しているゼミ、北条地区の震災復興

事業に協力したゼミ、高田地区の文化資本「飯塚邸」において「竹灯籠イベント」を企画し成功さ

せているゼミ、また「まちかど研究室」を運営し地元商店街の活性化に尽力している学生達などを

あげることができよう。地域の祭り・イベントなどさまざまな場面での学生達のボランティア活動

も市民生活のなかで欠かすことのできないものとなっている。 

 また、大学のスポーツクラブ活動がまちを活性化させることもある。たとえば、本学の水球部や

ライフセービング部また卓球部やサッカー部などは柏崎市の地域クラブと連携して市のスポーツ

振興に一役買っている。今回オリンピックの水球代表選手が柏崎市から４人も出て注目されたのも、

産業大学の存在があってのことである。 

 さらに、これは次の「経済的な意味」にも関係するが、産業大学はその所在する地域の３つのバ

ス路線を市とともに維持し、地域の公共交通の確保にも大きく貢献している。 

 第３に、経済的な意味においても大学の存在は大きい。まず、大学は多数の教員・事務職員等を

雇用することで、またその教職員が納税することで地域に貢献している。つぎに教職員と学生の、

地域での消費生活による経済効果も大きい。住宅や交通機関の利用、日々の食料品や日常品の購買

効果を考えてみればわかる。さらに、学生への仕送り効果もある。地域外から市内に住居をもった

学生には地域外の保護者からの仕送りがあり、その経済効果がある。また、地域外の大学に進学し

なかった地元の学生を考えると、仕送りをしない経済効果がある。仕送りをしないことで生活費等

の地域外流出が食い止められるからである。 

 それらに大学自体の管理経費と施設・設備支出および「経済波及効果」を加えると、少なくとも

年間９億円（2015（平成 27）年度）を超える経済効果が算出される（【別表１】）。 

 最後に人口減少の抑制効果について触れねばならない。言うまでもなく今日の日本社会は出生率

の低下と超高齢化によって「人口減少社会」に突入しているが（「自然減」）、地方はさらに大都

市圏への人口流出（「社会減」）が続き、２つの減少傾向が重なることで「消滅」が危惧される事

態に立ち至っている。そうした中、地方都市における大学の存在は、若者の大都市圏流出を阻止す

る大きな役割を担う。市内からの入学者は地域外流出を抑制し、市外からの入学者は卒業までの４

年間の「暫定Ｉターン」と見做すことができる。また毎年の卒業生が市内で就職すれば、この「暫

定Ｉターン」は「恒久Ｉターン」に転換し、柏崎市の人口減少抑制に大きく貢献する。 
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 実際、すでに本学の多くの卒業生、そしてスポーツ振興で柏崎市に移り住んだ若者たちが市内に

就職して結婚し、子どもを産み育て、地元定着つまり「恒久 Iターン」を実現している。ちなみに、

過去５年間の卒業生就職者の地元定着率は、2015（平成 27）年度 20.4％、2014（平成 26）年度

10.9％、2013（平成 25）年度 20.7％、2012（平成 24）年度 13.7％、2011（平成 23）年度 13.0％

だった。 

 このように、産業大学は柏崎市という地方都市にとって、文化的、社会的、経済的、そして人口

対策という観点から不可欠の存在だと言うことができる。 

 

 

２．新潟産業大学の推移 

 

 しかし、産業大学は現在入学者が減少し、上記の機能を十分に果たせていないのが実情である。

産業本学は 1988（昭和 63）年の開学当初、団塊ジュニア世代が大学入学年齢に達し、県内の大学

進学率も上昇し始め、また県内に大学が少なかったこと等も重なり、多くの入学者を擁したが、1991

（平成 3）年から 2002（平成 14）年にかけて県内に複数の競合大学が設立され、また 1993（平成

5）年からは各大学の「臨時定員増」や全国的な大学新設・学部増設があり、大学一般の収容力が増

大して受験生が減少し、入学者が減少した。 

 そうした中、産業本学は大学教育の充実を図るべく、経済学部経済学科のみの単科大学から複数

学部の総合大学への発展を期して 1994（平成 6）年に「人文学部」を立ち上げ、当時注目されてい

た環日本海経済圏の文化の教育・研究を行う「環日本海文化学科」を開設した。しかし、人文学部

の学生募集状況は徐々に悪化したため、2004（平成 16）年には定員を引き下げ、環日本海文化学

科の名称も「地域文化学科」に変更し、欧米を加えたより広範な地域の文化を教育・研究する学科

として、受験生の獲得を目指した。同時にこの年、経済学部に「産業学科」を新設し、地域の中小

企業に就職する学生に、経済・経営と産業技術の両方の知識・技能を学ばせ、地域を支える新しい

産業人を育成する試みを始めた。またこの年、大学院修士課程も新設した。 

 しかしその後、依然として定員割れが続いたため、産業学科の教育理念をより鮮明にアピールす

べく、2006（平成 18）年「産業システム学部」に名称変更して学部に昇格させ、定員充足ができな

いままの人文学部は募集停止とした。こうした努力にもかかわらず、産業システム学部の理念はつ

いに浸透しないまま定員充足を果たせず、2008（平成 20）年、開学当初の経済学部のみの単科大学

に戻すこととなった。しかし、学科については経済経営学科に加え、先進社会の新しい経済動向を

教育研究対象とする「文化経済学科」を設置して受験生の増加を企図した。それでも、全国的な受

験生の減少と受験生の都市圏志向そして国公立大学志向のまえに一般の受験生確保は伸び悩み、受

験生の減少に歯止めをかけることはできなかった。 

 産業大学は一般の受験生の減少を補うべく、留学生の受験者数回復（二度にわたる柏崎の震災と
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東日本大震災で激減した）に努力し、秋入学制度等も利用して現在その数を増やしつつある。また、

水球部をはじめとしたスポーツ推薦入学の本格化が 2011（平成 23）年から始まり、この制度によ

っても入学者数を増やしている。さらに、社会人入学制度の改革（＝「長期履修制度」の導入）に

よって社会人の入学生も一定程度増加し、これらの努力の結果、一時期 100 名を割った入学者の数

も、2015（平成 27）年度は 145名（定員 140人）を確保することができた。 

 もちろんこの間、同一学部学科内での数次にわたるカリキュラム改定を行い教育プログラムの刷

新もしてきたが、受験生の全国的な減少傾向に抗して定員を確保することは極めて困難である。 

 現在最大の懸念は、２年後にはじまる 18 歳人口の継続的減少、いわゆる「2018年問題」により

受験生がさらに減少することである。 

 

 

３．新潟産業大学と柏崎市との関係 

 

 産業大学は、「１．柏崎市にとっての新潟産業大学の意味」で述べたように、文化的、社会的、

経済的意味、そして人口減少抑制の意味において、柏崎市のかけがえのない財産である。さらに実

質的な意味においても、大学設立において 22 億円の市税が投入されたことから大学の校舎、施設

等は柏崎市の資産である。市税の投入は市民の財産の投入であり、したがって産業大学は市民一人

一人の資産でもあることから、その存廃は一大学のみの問題ではない。また、柏崎市長は大学創設

当初は大学の理事長を兼ね、大学経営の最高責任を負っていたし、今日でも、「寄附行為」上も実

際上も理事の立場にあり、大学を存続させる大きな責任を担っているといえよう。  

 このように、市の財産としての産業大学を守り発展させていく観点から、公立大学法人化（以下、

「公立化」と呼ぶ）は大きな可能性が期待される方法として、当然のごとく検討されなければなら

ない。公立化は多くの地方私立大学が学生確保はもちろん大学のさらなる発展という観点から羨望

するものであるが、現実には「公設民営型」という条件が課される。産業大学は「公私協力型」で

あるが、これは「公設民営型」に準ずるものとして公立化の条件であると認められている。このこ

とは産業大学にとってと同様、柏崎市にとっても喜ばしいことであろう。 

 実際、人口約 64,000 人の山口県山陽小野田市および人口約 79,000 人の京都府福知山市が、それ

ぞれ「公私協力型」の私立大学「山口東京理科大」と「成美大学」の公立化をすすめ、2016（平成

28）年度からの開学を決定している。まさに、公立化にこそ、地方私立大学の活路が開かれている

のである。 
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４．公立大学法人化の効果 

 

 今日、大学の使命として教育・研究とともに社会貢献がクローズアップされている。大学進学率

の上昇にともない、大学には研究者や指導者の養成に特化した機能だけでなく社会を支えるヴォリ

ュームゾーンの育成を担う機能も付加された。また研究の社会還元も強く要請され、こうして教育・

研究ともに社会との直接的なつながりが求められているのである。とりわけ地方の大学では、その

所在する地域社会への貢献に熱い視線が向けられている。そして、社会貢献の第一は地域に役立つ

人材の育成であろう。こうした中、公立化には大きなメリットがある。 

 今日の受験生は大学選択において、実際には、まず理系か文系かを決めた後、自身の偏差値にも

とづいて国公立大学（あるいは一部の難関私立大学）が合格可能かどうかを見極める。難しそうな

ら一般の私学の偏差値ランキングから適合する数校を選び、最後に専攻学部を選んで受験校を決め

る。大学のその他の特性つまりカリキュラムの特色や教授陣またキャンパスライフの内容、あるい

は就職率等が、大学の国公立・私立の別や偏差値の上下より重視されることはまれである。 

 そして、受験生の国公立大学志向は、その学費の低廉さと信頼性からも保護者の志向と一致し、

また、国公立大学への進学率の高さを業績として掲げているほとんどの高等学校の進路指導の志向

とも一致する。たしかに、今日多くの企業において、出身大学が国公立か私立かとか、その大学の

偏差値が高いか低いかを採用において前面にうち出すことはないが、採用される側としては少しで

も好条件をそろえたいという心情（保護者の心情も）があり、大学受験における国公立大学志向・

偏差値志向はなおしばらく変わらないだろう。 

 そうした時、産業大学が公立化することは、大学の「地位」を一挙に上げる。今まで見向きもし

なかった（＝偏差値が合わなかった）受験生が産業大学を選択肢に加えることとなる。現在の産業

大学は、一定以上の偏差値をもつ受験生にとっては存在しないも同然なのである。 

 翻って、柏崎市への地域貢献にとって学生は欠くことのできない存在である。公立化によって現

在の受験生減少が解消されて、多くの学生が、さらにより優秀な学生が入学することで、地域貢献

のレベルは一段とあがると確信する。そして、その学生たちの多くはこれまで産業大学を受験し入

学しようとは考えなかった柏崎市内の高校の生徒達となるだろう。 

 公立化することで産業大学は名実ともに柏崎市の大学となることができる。現在の存在は、確か

に柏崎市内に所在し一定程度の地域貢献も行っているが、市民の多くからみると自分たちの子弟が

入学すべき大学でないし、その点からすれば、「柏崎市には小学校から大学まである」とは見なさ

れていない。それが公立化によって、市民は自分たちの大学だと認識して子弟を入学させ、大学は

かれらをかれら自身のまち柏崎市で育て、柏崎市をささえる若き人材に磨き上げる。 

 また、近隣の市町村や近県からも、公立大学の魅力によって学生たちが多く集まってくると予想

される。こうして、地域の若者の地域外流出を押しとどめつつ、他方で地域外からの流入（「暫定

Ｉターン」）を促進することは、若年人口の流出に苦しむ地方都市柏崎にとって大きな力となる。 
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 最後にもう一度強調するが、多くの地方大学と同様に産業大学にとって現在最大の懸案は学生確

保である。「2018 年問題」を間近にひかえ、継続的な定員確保を図る大改革が求められている。そ

の筆頭に位置づけられるものこそ、公立化である。公立化によってより優秀な学生がより多く入学

すれば、教育効果もあがり、多くの優秀な人材が輩出される。かれらは柏崎の産業、教育、行政、

福祉等の職業領域において、また祭りやイベントなどの市民生活領域において大いに活躍するだろ

う。こうして、産業大学は社会貢献の質を高めると同時に大学自体の社会的評価をも上昇させるこ

とになる。そしてこの高い評価は、さらにより優秀な多くの受験生を引きつけ、それは将来的に複

数学部を擁する大学への発展つながるだろう。ここに人材輩出と大学の発展の好循環が生まれるこ

とになる。公立化はこのように多大なメリットを大学と地域社会の双方にもたらすのである。 

 

 

５．公立化に向けた大学改革 

 

１）新潟産業大学のミッション 

 公立化によって優秀な受験生が増加しても、大学の教学体制に不備があれば入学した学生の期待

に応えることはできず、せっかくの公立化も結局は失敗につながってしまう危険性がある。教学体

制は大学の核心であるが、その改革には大学の「ミッション（社会的使命）」が明確になっていな

ければならない。産業大学はすでに「地域社会や企業を主体的に力強く支える人材の育成」をミッ

ションとして掲げており、それは地方大学に期待される「地域活性化の中核的拠点」（文部科学省

「国立大学改革プラン」2013）や「地（知）の拠点大学」（文部科学省「地（知）の拠点整備事業」

2013、「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」2015）等の理念と一致するものである。本

学は公立化に当たって、より明確に「地域活性化に貢献する知の中核的拠点大学」としての役割を

自覚し、この観点から教学体制を中心として、大学の体制改革を断行する。 

 

２）大学名  

 大学名は長期にわたり使用し定着しており、改称するとかえって混乱を招くと思われるので、変

更はしない。 

 

３）管理運営体制 

 基本構想  

  教学体制を改革するには、その推進体制の整備が欠かせない。教学について述べる前に、まず管

理運営体制の改革について触れておく。 

 一般に組織体は、その目標（大学ならば「教育理念」や「ミッション」）達成のために自ら保有

する資源（人的・物的・資金的および情報的資源）を有効に活用するが、その際、リーダーシップ
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と合意形成のバランスが問題となる。組織体の運営が順調なときは時間をかけた丁寧な合意形成が

可能であるが、危急存亡のときは強力なリーダーシップが求められる。今日、日本の大学は少子化

やグローバル化、情報化等の急激な環境変動に直面し、リーダーシップの強化が求められている。

国も「学校教育法」を改正して教授会（合意形成）の役割を実質的に限定することで、学長の一層

のリーダーシップを確保した。 

 まさに危急存亡のときを迎えている産業大学も、まずは法にもとづいて学長の権限を明確化し、

新たに「学長・副学長等会議」（学長、副学長（３名）、学長補佐（３名）および事務局長の８人

体制）を新設して大学の意思決定主体の明確化をはかり、さらに「企画調査室」を置いて、さまざ

まな調査や企画立案の任に当てている。しかしまだ、大学の諸規程においては、学長のリーダーシ

ップ（権限）は整合的に確立されておらず、改革推進の体制が完全に確立しているとはいえない。

もちろん、独断的なリーダーシップは許されないが、適正な意思決定プロセスを確保しつつ（基礎

的合意の尊重）、学長を中心とした強力な、しかも迅速かつ効率的な管理運営体制を早急に構築す

る。 

 

 教員の自己点検・評価および人事 

 「大学の自己点検」はすでに 2007（平成 19）年度と 2009（平成 21）年度に実施し、2010（平

成 22）年度には法によって定められた第三者機関（「財団法人 大学基準協会」）による大学の外

部評価（「認証評価」）において「適合」の評価を受けたが、「教員の自己点検」は 2014（平成

26）年度より実施している。2016（平成 28）年度からは、この自己点検によって教員の教育、研

究、社会（地域）貢献の実情を把握し、それに基づいて教員評価を行い、さらに処遇へと反映させ

て行く。 

 また、学部学科および大学院の改革によって改定されたカリキュラムを基礎にして人事枠を確定

し、年齢構成等にも配慮しながら、中長期を見据えた人事構想を練り上げて計画的な教員採用を実

現する。 

 

４）教学体制 

 基本構想 

 教学体制改革の第 1のコンセプトは、すでにあげた大学のミッションから導かれる「地域活性化

に資する教学」である。この観点から現行の経済学・経営学系の教育内容を、経済・経営一般から

地域経済に重心を移し、地域の経済・産業・企業経営に焦点を定め、さらに地域の文化や社会・行

政をも教育内容に加え、地域社会の総合的な活性化に資するものに転換する。こうして、地域の経

済・産業・文化・社会・行政等を支えるジェネラリストを養成する。   

 第２のコンセプトは「フィールドワークの積極的導入」である。地域社会を理解し問題を発見し

解決策を探求するためには、現地（フィールド）での研修は欠かせない。教員の研究についても、
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教育に連動して地域をフィールドとした研究を重視する体制を整える。地域研究にもとづいてこそ

地域教育は真に実り多いものとなるからである。 

 第３のコンセプトは「リベラルアーツ教育の重視」である。産業大学の現行の教学組織は、経済

学部に経済経営学科と文化経済学科を擁する１学部２学科の体制であるが、これは専門性に基づい

たものである。しかし今日、学部の段階では高度な専門性よりも一般性つまり教養教育の重要性が

指摘されている。それは、今後ますます混迷の度を深める社会において見識をもって生きて行くに

は、専門に偏らない人文、社会、自然の広範な領域の知識・知見つまりリベラルアーツを学び教養

を身につけることが必要だからである。 

 以上、教学体制の基本構想では、地域活性化に資する教学、フィールドワークの積極的導入、リ

ベラルアーツ教育の重視を３つのコンセプトとして掲げる。   

 

 教学組織 

 基本構想の３つのコンセプトに基づいて、学部の教学組織を現在の１学部２学科体制から「まち

づくり学部 地域振興学科」の１学部１学科体制に改組再編する（＊「まちづくり学部」の名称に

ついては従来の「経済学部」を残すべきだという意見も多い）。そしてこの１学科の中に以下のい

くつかのコースを設ける。 

  地域経済コース、企業経営コース、観光ビジネスコース、アグリ・フードビジネスコース、 

  スポーツ振興コース、地域社会・政策コース、地域文化コース、国際交流コース、等。   

 これらのコースは各教員が担当する専門ゼミナールによって担われ、それぞれの領域を深化させ

るが、あまり専門性、独立性の強いものではなく、学生が複数のゼミに参加してコース横断的に学

修することも可能とする。 

 専門ゼミナールは３・４年次に必修として配当されるが、１・２年次には基礎ゼミナールが同じ

く必修として配当される。この基礎ゼミにフィールドワークを組み込み、入学と同時に地域と密接

な関係を持つよう方向づけ、専門ゼミにおける地域研究がスムーズに展開できるようにする。 

 リベラルアーツ教育においては、科目数および卒業必修単位数を大幅に増やし、低学年だけで終

了するのではなく、４年次まで履修するよう配置する。 

 コミュニケーションや学問の基礎としての言語教育については、第１に現在きわめて欠如してい

る日本語の表現能力を補正するために、全教員が担当して国語表現の授業を行い、第２にグローバ

ル社会に不可欠のリテラシーである英語を一定レベルまで習得させるため、英語必修化を行う。 

 また、特徴的な科目として「後継ぎ講座」「地元企業理解講座」「地元文化理解講座」「柏崎学

講座」などの科目を開設する。 

 

 大学院研究科は学部の教育研究内容と接続させて「地域振興研究科」に改組再編し、地域を活性

化するリーダーや高度専門職業人の養成をする。  

－8－ 



 

 研究所 

 新たに２つの研究所を開設する。 

 第１は「柏崎研究所」であり、地域貢献のために、柏崎を経済のみでなく政治・社会・歴史・民

俗等の多方面から研究するセンターを目指し、市立博物館や「ソフィアセンター」、「教育センタ

ー」あるいは「ドナルド・キーン・センター柏崎」等とも連携しつつ、「柏崎学」の中心拠点を構

築する。その成果は柏崎のシティセールス等において大きな役割を果たす。 

 第２は「モンゴル文化研究所」であり、これは大学のグローバル展開の機関として位置づけられ

る。これまで産業大学は約 500 人の中国内モンゴル出身の卒業生を輩出し、なかには研究者として

活躍する者もいる。近年はモンゴル国（外モンゴル）からの留学生も増えている。また、学園祭に

は毎年モンゴル相撲大会を続けるなど、モンゴル留学生関係者の集まる大学となっており、本学と

モンゴル文化との関係は長く深いものがある。 

 こうした経緯から、研究所の立ち上げを構想する。モンゴルの言語、歴史、文化、産業等につい

ての研究者を国内外から招聘し、日本のモンゴル文化研究の拠点を構築する。これは柏崎市の大き

な特色となり、その文化的な活性化（定期的なイベントの開催など）に貢献する。さらに、新潟県

と連携をとりつつ、経済的・産業的な展開をも視野に入れた活動も推進する。 

 

５）社会貢献体制 

 産業大学の公立化に向けた最大の改革は地域貢献の大学へのそれであるが、直接的な地域貢献改

革をここで述べる。  

 

 地域連携センター 

 地域活性化のための大学の総合窓口として、そして中心的な機関として「地域連携センター」を

2015（平成 27）年度中に立ち上げる。現在「生涯学習センター」があるが、「地域連携センター」

はこれを吸収してより広範な地域貢献を目指すために創設される。本学はすでに柏崎市や刈羽村を

はじめ市内のいくつかの団体と連携協定を結んでいるが、「地域連携センター」の設立にともない、

市内の多くのコミュニティ振興協議会等とも連携協定を取り結び、より緊密な関係のもとで「知の

中核的拠点」として地域貢献に邁進する。 

 

 総合型地域スポーツクラブ 

 スポーツ活動における地域との連携をさらに発展させて、大学をベースとした認定 NPO 法人「総

合型地域スポーツクラブ」を創設する。文部科学省の推進するこの制度に基づいて、従来の大学の

スポーツ施設の開放をさらにすすめ、市民と大学との協働による「スポーツのまち柏崎」の発展に

寄与する。経済的・産業的な展開をも視野に入れた活動も推進する。 
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 さらに、大学の部活動と連携して選手の強化、国体やオリンピック出場レベルの選手育成も行い、 

柏崎の魅力向上と若者の地域志向を高め、人口対策にも貢献する。 

 

 ボランティア活動・インターンシップ 

 学生のクラブ活動においても地域貢献をめざす部やサークルなどの設立を促し、学生によるボラ

ンタリーな地域貢献を推進する。そうした活動は現在も「ボランティア活動論」の単位として認め

られているが、今後より多くの単位認定につながるように改革する。 

 キャリア教育の一環としてのインターンシップについても、より積極的に市内の多くの企業等と

連携し、現在の低調な傾向を脱却する。 

 

６）大学広報体制 

 最後に大学広報体制の改革について述べる。まず、広報組織の一元化を行い、現在の入試広報と

それ以外の広報の２元体制を改める。そして、その一元化した組織において産業大学の特長を徹底

的に洗い出し、ターゲットとなるステークホルダー（受験生[日本人・外国人]、保護者、高校教員、

卒業生、地域住民、自治体、企業など）にとって最適の情報を精選し、情報デザインも含め最も効

果的なメディアを使って情報発信する体制を構築する。 

 こうして、単に大学の名前を知ってもらうだけでなく、どのような大学なのか、どのような強み

があり、競合校とどこが違うのか等を明確にし、大学イメージを向上させてブランド力を築く広報

を行う。また、広報活動を通じて明らかになった大学の諸課題を大学改革にフィードバックする回

路・体制も整備する。 

 

６．公立化後の財政予測と計画 

 

 定員割れ以降、産業大学は消費支出全般の継続的な見直しと削減、学部学科の統廃合、定員削減

による教職員数の削減、定年の前倒し（70 歳から 65 歳へ）、期末手当･勤勉手当の削減等を行い

財政の立て直しを図り、最後に図書予算の削減、研究費の削減、在外研究の中止など大学にとって

堪え難い教育研究経費の切り詰めも行ってきた。 

 現在の入学定員は 140 人であるが、スポーツ推薦と留学生確保に尽力したことおよび市の財政援

助が奏功し、2015（平成 27）年度は秋学期入学を含めて定員を確保することができたが、今後の

見込みは不透明である。公立化こそがこの危機を解消する。 

 ただ、公立化は学納金や大学運営交付金（私学の経常費補助金に相当）の低額化を伴う。授業料

は年額 535,800 円と固定されており、たとえば入学金を 30 万円（柏崎市民、市内高校卒は半額）

に設定した場合、社会科学系公立大学への大学運営交付金（柏崎市への地方交付税交付金）は学生

１人当たり 22 万円と低額（【別表２】）であるため、この学納金の設定では定員確保しても赤字
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解消は見込めない可能性がある。加えて、産業大学の施設設備引当金は現在１億 2 千万円ほどであ

り、老朽化した校舎及び施設設備の大規模改修はこのままでは不可能である。 

 しかし学納金を、2017（平成 29）年 4 月に公立化を予定している長野大学と同様の区分・金額

（施設設備費と実習費の徴収）で設定すれば（【別表３】）、早期に単年度黒字化が達成され、さ

らに公立化５年後に入学定員を 140 人から 160 人に増員してその増収分を施設設備引当金に充当

すれば、これらの問題は解消するとシミュレートできる。 

 

 

おわりに 

 

 新潟産業大学は、第二次大戦後の新日本の建設を推進すべく 1947（昭和 22）年に創設された「柏

崎専門学校」に始まり、1950（昭和 25）年の「柏崎短期大学」への発展、1958（昭和 33）年の附

属高校の併設に伴う「新潟短期大学」への名称変更をへて、1988（昭和 63）年に今日の四年制大

学「新潟産業大学」へと発展した。しかし今、戦後社会は「人口減少社会」へと突入し、地方の小

規模私立大学は新たな危機に直面している。 

 この危機を乗り越えるには、私立大学法人から公立大学法人へと「最後の変身」を遂げなければ

ならない。この変身によって産業大学は名実共に柏崎市の「地域活性化に貢献する知の中核的拠点

大学」となり、柏崎市とともに未来に向けて発展して行くものと確信する。 
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別  表 

 

【別表１】産業大学の経済効果規模 

 

 産業大学本体による経済効果   柏崎市内居住学生による経済効果 

 

 

直 

教職員生活費 

（市内居住教職員

75％･消費額 60％） 

134,911,000

円 
 

 

 

基 

【基礎値 1】 

市内居住学生数 

（全学生数の 47％） 

市内出身学生数 

（全学生数の 28％） 

 190 人  

 

 113 人  

① 

 

①´ 

 

教育研究に支出

する経費 

（奨学費を除く） 

32,486,000 円  

 

礎 
【基礎値 2】 

生活費（月額） 

 105,000 円 

 42,000 円 

② 

②´ 

接 
管 理 に支出

する経費 
22,802,000 円  

 

 

【基礎値 3】 

市内居住学生の 

生活費の総額 

①×②×10 ヵ月 

199,500,000

円 

①’×②’×12 ヵ月 

56,952,000 円  

③ 

 

③´ 

 
施設･設備 

に支出する経費 
1,865,000 円  

 値 

 

直接的な 

経済効果 

192,064,000

円 
Ａ 

  

直接的な 

経済効果 

（③＋③´） 

×70％

179,516,000

円 

Ｃ 

         

総務省公開 平成 23（2011）年 産業連関表（確報）による経済波及効果簡易計算ツールにて計算 

間 

接 
経済波及効果 

269,000,000

円 
Ｂ 

 間 

接 
経済波及効果 

290,915,000

円 
Ｄ 

         

 合 計 461,064,000 円 Ａ+Ｂ   合 計 470,431,000 円 Ｃ+Ｄ 

 

 

 

 

  

 

平成 27 年度 新潟産業大学の 

全経済効果（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 
931,495,000 円 
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【別表２】公立大学に対する地方交付税措置の概要（文部科学省ホームページ） 

 

地方交付税算定に係る単位費用の推移 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【別表３】公立化後の学納金(案) 

  

種別 項目 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

種別補正後費用(千円) 4,586 4,499 4,306 4,156 4,110 3,995 4,092 4,010 3,993 3,940 3,890

対H16比(％) 100 98 94 91 90 87 89 87 87 86 85

種別補正後費用(千円) 2,775 2,718 2,613 2,508 2,458 2,306 2,391 2,343 2,333 2,303 2,268

対H16比(％) 100 98 94 90 89 83 86 84 84 83 82

種別補正後費用(千円) 2,004 1,961 1,811 1,762 1,709 1,689 1,844 1,832 1,832 1,794 1,758

対H16比(％) 100 98 90 88 85 84 92 91 91 90 88

種別補正後費用(千円) － － － － － － － － － 2,018 2,000

対H16比(％) － － － － － － － － － － －

種別補正後費用(千円) 334 308 273 256 245 227 248 243 242 224 220

対H16比(％) 100 92 82 77 73 68 74 73 72 67 66

種別補正後費用(千円) － － － － － － － － － 455 451

対H16比(％) － － － － － － － － － － －

種別補正後費用(千円) 886 856 808 765 753 722 752 744 741 715 713

対H16比(％) 100 97 91 86 85 81 85 84 84 81 80
家政系・芸術系

医科系

歯科系

理科系

保健系
※Ｈ25に理科系から分離

社会科学系
※Ｈ24まで文科系

人文科学系
※Ｈ25に文科系から分離

入学金(初年度のみ) 282,000 円 353,000 円

授業料 535,800 円 535,800 円

施設設備費 110,000 円 110,000 円

実習費 70,000 円 70,000 円

初年度納入金額 997,800 円 1,068,800 円

2年次以降納入金額 715,800 円 715,800 円

区分

合計

市内出身者 市外出身者

公立化後
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