
1. はじめに

1-1 研究の背景

　九州大学は、2005 年より福岡市西区元岡・桑原地

区への統合移転を開始して、2019 年に学生数 1.6 万

人の移転を終えた。キャンパスの移転と同時に学生の

転居はキャンパス周辺の住環境や商業活動等に大きな

影響を与えてきた。九州大学では、伊都キャンパスと

周辺の学生生活に関する意向調査を実施し、伊都キャ

ンパスにおける学内施設、学生生活支援施設（食堂・

課外活動施設等）の運営及び学生寄宿舎の整備等への

活用並びに周辺地域での学生用宿舎の建設促進を図っ

てきた。

1-2 研究の目的

　本研究は、九州大学伊都キャンパス周辺の学生生活

環境を対象として、そこに立地する集合住宅と周辺環

境の変化、キャンパスの成長に伴う学生の意識とその

要因の変化を明らかにすることを目的とする。

1-3 研究の方法　

　九州大学伊都キャンパス周辺の糸島半島エリアを対

象とする。伊都キャンパスへの移転の経緯と出来事を

整理したうえで、まず、九州大学新キャンパス計画専

門委員会が実施したアンケート調査の結果及び大学生

協事業連合から入手した伊都キャンパス周辺の情報を

整理する。次に、得られたデータを集計・分析し、伊

都キャンパスの成長過程、キャンパス周辺の居住実態、

交通実態の変化を考察する。さらに、自由記述による

学生の意識の変化、周辺環境の変遷及びその要因を明

らかにする（図 1）。

1-4 既往研究と本研究の位置付け

　大学移転に伴うキャンパスと周辺環境の形成に関す

る研究は、大学周辺地域における学生の居住と利用に

関する研究 1）、大学キャンパス利用者の空間嗜好に関

する研究 2）、大学移転に伴う周辺学生居住地の変容に

関する研究 3）、学生居住環境の評価に関する研究 4）等

あるが、大学キャンパスの移転に伴う周辺環境の形成

と学生の意識の変遷に関する研究は見られない。

大学移転に伴うキャンパスと周辺環境の形成に関する研究
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表 1　伊都キャンパスの移転概要の年表

図 1　研究のフロー

2. 伊都キャンパスの成長と学生の満足度

2-1 キャンパスの成長

　九州大学伊都キャンパスは、2005 年 10 月、2006 年

10 月の工学系、計 5,200 人の第Ⅰステージ（2005-2008

年）移転から始まり、ウエスト２、３、４号館へ移転

した。2009 年４月には六本松地区から比較社会文化

研究院、言語文化研究院、高等教育開発推進センター

など、約 5,600 人が第Ⅱステージ（2009-2015 年）と
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して、センター 1、２号館に移転した。2018 年 10 月

には人文社会科学系、農学系約 7,900 人のイースト

1、2 号館、ウェスト５号館への第Ⅲステージ（2016-

2018 年）移転により移転を完了した（図２）。学生数

15,500 人、教職員 3,200 人、累計 18,700 人の移転で

あり、順次施設が整備された（表 1）。

2-2 アンケートの概要

　アンケート調査の対象は、2008 年まで工学部、工

学府、システム情報科学府、2009 年以降全学教育、

理学部（数学科）、工学部、21 世紀プログラム課程、

比較社会文化学府、数理学府、統合新領域学府に在籍

する学生である（表 2）。

2-3 学生のキャンパス生活の満足度

　全体的に見ると、「非常に満足している」及び「満

足している」の比率が次第に上がり、「非常に不満で

ある」及び「不満である」の比率は減少している。

2007 年移転当初のキャンパス生活の満足度は低い。

こうした結果の背景には，伊都キャンパス及びキャン

パス周辺のインフラが整備途上であったことが関係し

ていたと考えられる。2011 年不満が再び高くなって

いるが、これは、六本松の学生が第Ⅱステージとして、

伊都キャンパスに入ったことによるものである（図

3）。

3. 学生の居住実態と交通実態の変化

3-1 現在の居住地

　2007 年から 2016 年まで、福岡市西区に住む学生

の比率は増加しており、2016 年には 71％が西区に住

んでいる。西区に住んでいる学生の比率は 2009 年と

2015 年は大幅に上がっている。その原因は 2009 年 10

月の数理学研究院移転・伊都図書館増築と 2015 年 10

月の理学系移転が関係していると考えられる。糸島市

も 2010 年より増加し始め、2016 では学生の 10％が住

む。その反面、福岡市東区、中央区に住んでいる学生

の比率は減少したが、東区や中央区には未だ多くの学

生が住む （図４）。

3-2 賃貸住宅の推移

　伊都キャンパスに通う学生が最も多く住む西部地域

において、元岡エリアの賃貸住宅は著しく増加してお

り、学生宿舎が最も著しい増加を示している。田尻 /

富士見、周船寺、横浜、今宿エリアは移転当初から賃

貸住宅が建設され、キャンパスの移転と共に年々増加

してきた。2005 年、九州大学の第 1 陣移転と九大学

研都市駅隣接の大型商業施設の開業をきっかけに、マ

ンションや飲食店などが年々急増しており、さらには

2016 年 10 月、伊都キャンパス南ゲートの開通により、

図 3　学生の伊都キャンパス生活の満足度

図 2 伊都キャンパス増築図

表 2　アンケート調査の概要

図４　学生の居住地の変遷
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泊エリアの賃貸住宅が増加している。

　2009 年４月、六本松地区が移転し、伊都キャンパ

スの学生数は 10,800 人、糸島半島エリア賃貸住宅校

戸数は 10,633 戸となった、不足していない（図 5）。

3-3 交通実態の変化

　キャンパス周辺に集合住宅が新築されると、規模や

賃貸料が同程度であれば、よりキャンパスの近くに住

む傾向がある。これに伴い、自転車で通学する学生の

比率は増加する。一方で、バイク・原付に乗る学生

の比率は減少した。2009 年のバイク、車で登校する

割合は 23％、12％であり、また、徒歩とバスは 2011、

2012 年の比率が比較的高い。多くの学生がバスや地

下鉄で通勤しているが、バス便数は、2009 年の昭和

バス 19.7 人、西鉄バス 27.4 人であり、ピーク時は極

めて混雑しており、バスの増便、ダイヤ調整など、利

便性を向上させる希望が増えている（表 4）。

3-4　バス利用者数と運行本数の変遷

　昭和バス（九大学研都市駅～伊都キャンパス間）の

１日平均乗車人数は、2009 年の六本松キャンパスか

らの移転以降、増加傾向にあったが、近年は減少にあ

り、2018 年は約 6,100 人となっている（図 6）。

　西鉄バス（博多駅・天神～伊都キャンパス間）の１

日平均乗車人数は、2009 年の六本松キャンパスから

の移転直後に大きく増加し、その後は減少していたが、

近年は横ばいの状況であり、2018 年は約 1,300 人と

なっている（図 7）。

4. 自由記述による学生の意識とその要因の変化

4-1 伊都キャンパス周辺に必要と思われる施設は何か

　キャンパス周辺に必要な施設については、飲食店（レ

ストラン等）が最も多く、次いでコンビニ・スーパー

である、書店と病院・薬局も近年増加する一方で、ア

パートの要望は下がっている（表５）。

4-2 自由記述による移転して良かった項目

　移転して良かった項目には、設備が新しくかつ広

くて良い （2009-12 年、2015-2016 年）、トイレが清

潔で良い（2009-2010 年、2014 年）、自然環境が良い

（2011-2013 年、2015）、静かな環境が良い（2013 年、

2016 年）、建物はきれい、新しい、よい（2014 年）な

どがあげられている。

4-3 自由記述による学生の主な要望

　施設・建物・駐車場に関しては、①講義室や課外活

図 5　糸島半島エリア賃貸住宅の増築図（戸数）

表 4　キャンパスへの主な通学方法（複数回答）

図 6　昭和バス平均乗車人数と便数

図 7　西鉄バス平均乗車人数と便数
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動施設の不足など（2007-2009 年）、②建物間移動が

不便（2010-2013 年）、③駐車場・駐輪場を増設（2010 年、

2014 年、2018 年）、④雨・風の対策と改善（2012-2014

年）⑤図書館の開館時間延長（2015 年、2017 年）、⑥

駐車場入構料金（2015 年、2018 年）、⑦駐車場 ･ 駐輪

場の整備（2016-2017 年）、⑧生活利便施設の増設（2017

年）などがあげられている。

　食堂、売店に関しては：①メニューの充実（2007-2008

年、2012 年、2014 年、2016 年）、②価格や営業時間

（2007-2016 年）、③食堂数（2009、2018 年）、③混雑、

座席不足（2010、2015 年）、④サービスの質（2011 年）、

⑤チェーン店作り（2012、2017 年）などがあげられ

ている。

　課外活動に関しては：①課外活動場所不足（2007-

2010年、2014年）、②場所が遠い（2011-2012年、2016年）、

③スペースが狭い（2012-2013 年）、④使用可能時間

延長（2015 年）、⑤は施設改善（2016-2017 年）、⑥部

室棟の充実（2018 年）などがあげられている。

　交通の便に関しては：①交通の不便（2007-2008 年、

2012 年）、②他の交通アクセス（2014 年）、③電車と

バスのダイヤ調整（2010、2016 年）、④運賃（2013、

2016-2018 年）⑤便数不足（2009、2011、2013、2015、

2017-2018 年）などがあげられている。

5. 結論

　本研究は、九州大学の伊都キャンパス移転に伴う

キャンパスと周辺環境の形成に関する 10 年間のアン

ケート調査結果をもとに、以下のことを明らかにした。

（1）キャンパスの施設建設や周辺施設の改善により、

大学に対する学生の満足度は増加している。賃貸住宅

の提供不足、公共交通の不便が依然として不満の要因

となっている。

（2）居住地に関しては、大学周辺に住む学生の割合が

年々増加している。2009 年 10 月六本松地区の移転と

2015 年 10 月理学系の移転が要因となり、福岡市西区
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に住む学生の割合は 2009 年から 2015 年にかけて大幅

に上昇した。

　通学方法に関しては、バイク・原付と自家用車を利

用する学生の割合は減少し、バスと自転車で通学する

学生の割合が増加している。近年、住宅の整備が進む

につれて、多くの学生は自転車通学に適する範囲内に

住むようになった。2012年以降，近距離からのバス（昭

和バス）の利用者は増えているが、15km 離れた都心

部からのバス（西鉄バス）の利用者はやや減少してい

る。

（3）自由記述中、移転して良かった項目には、建物、

設備が新しくかつ広くて良い、自然環境が良い、静か

な環境が良い、建物はきれい、などがあげられている、

学生は新しいキャンパスの施設と自然環境に対しては

おおむね満足している。学生の主な要望として、当初

は施設不足などからくる施設の充実、雨・風の吹きさ

らし空間の改善へ要望、食堂数、席数の充実、外部活

動場所の不足、登校交通の不便が最も多かったが、キャ

ンパスの整備が進むに連れて、学生の主な要望は、自

動車の入構料金、駐車スペース確保、バスの便数、最

終時間の改善、食堂・売店、図書館、課外活動施設の

利用時間の延長等に関するサービス系の要望に移って

いる。

表 5　キャンパス周辺に必要な施設の割合（複数回答）
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