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１．はじめに  

地域活性化や地域の将来を背負って立つ若者の減少が、最上地域(以下、「もがみ」という。)

では著しい。若者が減少し続ける要因は多岐に渡るが、もがみの若者からは「仕事がない」、

「遊ぶところがない」、「雪が降る」などという言葉を多く耳にする。 

その中で本チームが着目したのが、親や身近な大人たちが子どもたちに対して発する「こ

んなところにいなくてもいい」という言葉である。もがみに育った方であれば一度は耳にし

たことがあるのではないだろうか。「いい大学に入って、いい会社に勤めろ！」利便性や物質

的幸福を基準とし、都会生活を志向させる昔からの流れが、今も根強く続いている。 

なぜこの流れに歯止めがかからないのか。答えはひとつ「知らない」からである。ここも

がみで暮らす魅力が若者に伝わっていないのだ。小･中･高校では町の歴史や暮らし、地域文

化などを学ぶ授業はあるものの、もがみで働き、生活していくことを描かせるまで至ってい

ないのではないか。 

そのため、進学した若者は周りの影響を直に受け「都会で働くのが勝ち組で、地元に戻る

ことが負け組」という意識を形成してしまうのである。進学などで地元を離れる前に若者に

伝えておくべきことがあると考える。 

 

２．第一歩は伝えること 

もがみの魅力を若者に

伝え、都会に向かっている

目線を地元に戻さなけれ

ば若者定着はありえない。 

では、地元の何を伝えれ

ばいいのか。本チームでは

様々あるもがみの魅力の

中から、「地元企業」に着

目することとした。それは、

県外に就職する若者が多い中で、もがみで活躍している方の生き方を学ぶことで「もがみに

残る＝負け組」という意識を払しょくできると考えたからである。 

その手法として、若者が知りたい情報を若者が調査･情報発信し「地元企業を知らない」を

克服し、地元就職に目を向けてもらう事業を「会社リサーチ」と名付け構想を説明していく。 
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３．データから見る雇用の現状 

県の人口対策プロ

ジェクトチーム中間

報告（平成26年12月）

から、若者の県外流出

割合をまとめた。若者

全体に対する県外就

職者の割合は高卒者

で 6%、大卒者で 62%、

計 68%という結果を得

た。 

大卒者の就職の意向については、50%以上の学生が地元就職を希望している (平成 25 年

山形県企画調整課調査)ほか、70%の学生が中小企業への就職を視野に入れている(平成 24

年岐阜県 NPO 法人 G-net『就職白書』)という調査結果がある。それにも関わらず、若者の

68%が県外就職している要因は、地域内雇用数が少ないためではないかと仮説を立てた。し

かし、ハローワーク新庄の平成 27 年 7 月現在の有効求人倍率は 1.11 倍と雇用数は確保で

きているようであり仮説は覆された。 

それでは、就職先を選定する際に地元企業の情報を十分に得られていないのではないか

と仮説を立て、大学生の就職活動の実態を調査した。 

岐阜県の NPO 法人 G-net が岐阜県内の大学新卒者および企業を対象に調査した『就職白

書』によると、大学生の約 9 割が就職活動時に大手就職支援サイト「リクナビ」や「マイ

ナビ」を活用して企業情報を得ている。しかし、これらのサイトは掲載基本料が約 100 万

円と高額であるため、採用活動に十分な予算を措置できない中小企業ではこれらのサイト

を活用できていないとしている。同サイトでもがみの企業を検索してみると掲載は少ない。

さらにYahooや Googleなどの大手検索エンジンでも地元企業がなかなか検索できないこと

から自社サイトを持っていない企業も多くあることが確認できた。 

このことから、大学生の情報収集方法と地元企業の情報発信方法にズレが生じており、

大学生が地元企業の情報を十分に得ることができない環境にあり、仮説は立証された。 

また『就職白書』では、中小企業は「慢性的な人材不足」と「満足な採用ができていな

い状況が続いている」としており、地元就職を希望する若者と優秀な人材を確保したい企

業との間でズレが生じている現状からも、学生と地元企業との接点創出に向けた効果的な

情報発信や企業周知は急務であるといえる。 
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４．「会社リサーチ」概要 

そこで本チームが構想したのが、若者が知りたい情報を若者視点で調査･情報発信し、地

元就職に目を向けてもらう事業「会社リサーチ」である。 

これまでも企業の概要をまとめた報告書は行政や商工会議所などの機関で数多く作られ

てきた。これらには企業理念や沿革、生産品目等の情報が各機関の目線で事細かに掲載さ

れている。こういった情報も重要であるが会社リサーチではそれらを中心とはしない。若

者が本当に知りたい情報を若者目線で掲載し、若者の「面白そう」を掻き立てる構成にす

るという点で別物と考えている。 

では、若者が本当に知りたい企業の情報とは何か。『就職白書』では、大学生が就職活動

時に知りたい企業の情報を①仕事内容、②やりがい、③会社の雰囲気の 3 大情報であると

している。また、最上総合支庁産業経済企画課が実施した最上管内の高校 2 年生を対象に

実施した進路等に関するアンケート結果では、魅力的な企業、就職したい企業として、①

人間関係が良い、②やりがいを感じる、③労働環境が上位回答であり、『就職白書』と類似

した結果となっている。このため、『就職白書』における若者が知りたい企業の 3 大情報を

本事業のインタビューシート作成の参考とする。 

また、若者定着を効果的に図るための情報発信については、報告形式を紙媒体中心にせ

ずに若者が就職活動時に主に活用するホームページやフェイスブックページなどのインタ

ーネット媒体を最大限に活用していく。 
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次に、この構想を精錬するにあたり、参考にさせて頂いた NPO 法人 G-net(岐阜県)(以下、

G-net という。)及び東北公益文科大学(酒田市)(以下、公益大という。)の事例を紹介する。 

 

５．先進事例 

(１)G-net の取り組み 

岐阜県は中京工業地帯の中枢である愛知県に隣接しており、全国的に見ても若者流出が激

しい県である。そのような中、G-net では若者定着を目的とした事業に 10 年以上取り組み、

岐阜県の地元企業に目を向かせ若者と地元企業とのマッチング成功例を数多く生み出してい

る。その事業の一つに『若者が選ぶ岐阜県の魅力的な会社 100 選』があり、これを参考にさ

せて頂いた。これは、大学生が「この会社、魅力的！」と感じる企業を取材し、大学生自身

が知りたい内容をまとめた企業報告書であり、全国的にも先駆的なもので、視察の受け入れ

も多いという。 

(２)公益大の取り組み 

山形県内で地域課題を積極的にカリキュラムに取り入れている大学の一つに公益大がある。

その中で地元企業と連携した事業も数多く実践しており、かばん持ちをしながら経営者の思

考を学ぶ「社長インターン」のほか、キャリア教育では各種リーダーの経験や想いを伺う「ト

ップセミナー」などが例として挙げられる。これらにより、地元に対する関心度が高まり、

昨今の地元就職率の平均値は 60%を越えている。 

 

６．具体的な事業展開 

これらの先進事例を参考に構想した「会社リサーチ」の詳細を説明していく。 

(１)会社リサーチの理念 

 前述にもあったとおり、県内の高卒者については概ね地元就職が図られているが、大卒者

は県内就職の希望が高いものの実現できていない現状にある。このことから、若者が本当に

知りたい情報を若者目線で調査･情報発信し、地元企業の魅力を知ってもらい、地元での生活

をイメージできる仕掛けづくりにより若者定着の増進を図る。 

(２)事業工程 

会社リサーチのノウハウ構築に要する期間を平成 28～30 年度の 3 年間とし、事業を展開す

る。 
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☆1 年目：公益大の学生が庄内･もがみの企業を調査するモデル事業を実施。ホームページを

業者委託し作成･更新。 

☆2年目：調査した結果(以下、「リサーチ結果」という。)を大学や高校、広報誌などで活用。

公益大が実施する事業の参加学生を他大学に広げて実施。 

☆3年目：2年目までの土壌を活かし、もがみの高校の職場体験授業として同様の内容を実施。 

大学がないもがみの実態に即し、対象を高校生へと拡大。3 年目でノウハウを確立

させ、3 年目以降はノウハウを活用して事業継続。 

(３)事業の流れ(主に 1年目) 

4 月 行政と公益大が委託契約を締結 

5 月 事業の進め方を検討 

6 月 賛同企業及び参加学生募集 

7 月 事前学習、訪問調査準備、インタビューシートの作成 

8 月 企業訪問調査 

(社長、若手中堅社員へのインタビュー形式の聞き取り調査(以下、

「リサーチ」という。)は 2 時間程度。他は業務体験。訪問調査期

間は 5日間程度。調査期間中は毎日活動報告書を記入。) 

9 月 リサーチ結果及び企業通信簿の作成 

11 月  報告会及び企業通信簿の提出 

12 月  ホームページ公開 

会社リサーチファンクラブの会員募集 

1 月 行政と公益大が評価･改善点の検討 

4 月以降 調査報告のフェイスブックページ発信(随時) 

最上 8市町村の広報誌への企業紹介連載(毎月 1社) 

企業通信簿による協力企業の意識変化調査 

ホームページ等閲覧回数から若者定着効果の調査(数値化) 
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(４)リサーチ企業目標数 

初 年 度：10 企業(参加学生 10～30 名)／年間 

次年度以降：30 企業(参加学生 30～60 名)／年間 

(５)実施主体と役割分担 

①行政所管：最上地域雇用創造推進協議会 

企業とのパイプを有しているほか、もがみの若者雇用を増進させる理念が一致している

ことから、行政側の所管を最上地域雇用創造推進協議会とする。主な役割は次のとおり。 

協力企業拡大(コーディネーターと協働)、取組大学･高校拡大、学生募集

支援(教授や学生への声掛け)、会社リサーチファンクラブ運営、ホームペ

ージの更新作業、フェイスブックページ発信、広報誌への連載記事作成･

掲載依頼、リサーチ結果の管理責任者、評価･改善点の検討、4年目以降の

実施主体、協力企業の意識調査、若者定着効果調査 など 

②コーディネーター：公益大 

社長インターンなどの実績から、学生へのコーディネート力を持ち、地元企業とのパイ

プを有する公益大がコーディネーターに適任と判断。主な役割は次のとおり。 

学生募集、企業アポイント、事前学習、訪問調査準備、インタビューシー

ト作成支援、訪問調査同行(社長時のみ)、リサーチ結果及び企業通信簿の

添削･指導、報告会の開催、評価･改善点の検討 など 

 

(６)参加学生や大学にとっての事業効果 

①既存の短期インターンシップの教育的効果について 

既存の短期インターンシップは、主に夏期休暇に実施され 5 日間程度である。本チーム

員の受入実績からみると、学生が関われる業務は単純作業になりがちであり受動的要素が

強くなっている。このために、学生のスキルアップにはつながりにくく、職場体験程度に

留まってしまい自分が働く姿を描く(キャリアデザイン)までには至らないと考えられる。 

②会社リサーチの効果について 

会社リサーチでは、社長や若手中堅社員へのリサーチを行うことで、学生の能動的な関

わりを増幅させる。リサーチを通して、社長からは会社の理念や目標といった「企業の将

来性」「やりがい」を学ぶことができる。また、若手中堅社員からは実際の業務や仕事に対

する想い、社会人としての生活といった近い将来の自分が働く姿や地元での生活を描くこ

とができる。学生のコミュニケーション力の強化を図るために、2～3 名のチームで参加す

ることも視野に入れている。 

会社リサーチによる若者定着効果を高めるためには、多くの学生に参加してもらうこと
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が重要である。そのため、学生に対するサポートとして 1 つ目に参加学生の負担を緩和す

るため、リサーチで使用する「インタビューシート」の作成をコーディネーターが支援す

る。2 つ目に学生の参加を促すため単位認定されるカリキュラムとなるよう、各大学等の既

存インターンシップの現状に合わせながらリサーチを実施していきたい。 

さらに大学側の大幅な負担増とならないよう、まずは公益大のコーディネーターが実施

する会社リサーチに他大学の学生も参加できる形式とし、4 年目以降は行政を中心としてノ

ウハウの提供やサポートを行なっていく。ある程度の手間と労力を要するが、既存インタ

ーンシップの実態と教育的効果を再検証してみて頂きたい。これを機に地域と大学が協働

して、学生の「企業を見る目」をより一層養い、学生自身にあった生き方や社会での活躍

につなげて頂きたい。 

③リサーチ企業への就職について 

参加学生本人のリサーチ企業への直接的な就職を目標とするのはやや難しいと思う。そ

のため、会社リサーチに参加することで地元企業の魅力に気づき、地元での生活をイメー

ジできる仕掛けづくりを目標としている。また、参加学生に若者目線で情報発信を行なっ

てもらうことで、他の若者も地元企業に興味を抱いてもらうことを目標とする。 

ただ、公益大の社長インターン参加学生が地元優先で就職活動する例が多いことから、

参加学生に対する間接的な効果は高いと推察される。 

 

(７)参加企業にとっては 

①知名度について 

高校の進路指導や大学の就職支援センターには地元企業の若者が知りたい 3 大情報が入

りにくいため、職員が行う企業斡旋も給料や企業規模、知名度が高い企業が優先されやす

い傾向にある。リサーチ結果から見える企業の魅力を就職支援センターなどに周知するこ

とで、企業斡旋の機会増につながると考える。また、学生による報告会の開催は企業の魅

力を他の学生などに伝える機会となり企業の知名度も向上する。 

②インターンシップの受入のメリットについて 

短期インターンシップ受入企業のメリットについてホームページなどでは、「労働力を得

られて助かる」、「職場の雰囲気が明るくなる」、「受入担当社員が成長できる」、「早い時期

に優秀な学生と巡り会える」、「自社のことを知ってもらえる」などが公表されている。 

一方で、よく耳にするのが、「何をさせればいいか分からない」、「ただでさえ忙しいのに

手間が増える」、「おつきあい」などの「本音」である。 

受入企業のメリットを拡充させるために「企業通信簿」を作成する。これは参加学生が

リサーチ企業を評点するもので、例えば、「社長の想いが社員に伝わっているか」、「社員一
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人ひとりの努力を社長は見ているか」などを評点するとともに「なかなか気付きにくい自

社のすごいところ」を表面化させ、企業に還元･社内公表する取り組みである。 

受領した企業では、社長と社員の歯車がかみ合った信頼関係をより強くすることができ

るとともに、企業ＰＲの手法を見直すための一助になると考えている。これは先進事例の

G-net でも導入されており、受領した企業からは好評を得ているという。 

 

７．若者定着効果を増進させるためのリサーチ手法のポイント 

若者でも漠然と就職後の仕事内容や休日の過ごし方、給料の額、結婚といった生き方のイ

メージは持っていると思う。しかし、リサーチ結果を通して、地元での暮らしのイメージを

さらに明確にし、地元での生き方こそ魅力的だと思ってもらうことが若者定着に効果的だと

考える。 

そのために重要なのがリサーチ内容である。若者が就職先を決定する際の「決め手」につ

いて、㈱ディスコ「2015 年度日経就職ナビ学生モニター調査」では次のとおり報告している。 

大企業である、社会貢献度が高い、仕事内容が魅力的、将来性が

ある、職場の雰囲気が良い、給与･待遇が良い、希望の勤務地で働

ける、製品･サービスの質が高い、高いスキルが身に付く(上位順) 

これまで本著の中で若者が地元就職しない要因は「地元企業を知らない」としてきたが、

前述の調査結果を踏まえると地元企業の魅力だけでなく「自分の人生の中で一番大事にした

いものが地元にこそあることを知らない」といえる。このことと「若者が知りたい 3大情報(①

仕事内容、②やりがい、③会社の雰囲気)」に留意しながらリサーチの基礎項目をインタビュ

ーシートにまとめていく。例を次のとおり紹介する。 

☆基礎項目１ 社長へのリサーチでは 

区分：やりがい)社長の想いや熱意をリサーチすることで、社会貢献度や将来性などを把

握することができる。 

☆基礎項目２ 新人社員へのリサーチでは 

区分：仕事内容)新人がどんな仕事をしているのかをリサーチすることで、近い将来の仕

事内容をイメージでき不安の解消を図ることができる。 

区分：仕事内容)実際の勤務形態をリサーチすることで、社会人としての日常生活をより

詳細にイメージすることができる。 

区分：雰囲気)職場の人員規模や雰囲気をリサーチすることで、職場の人間関係を把握す

ることができる。参加学生の評点が悪いと診断されても企業通信簿の中で

改善を打診することができる。 
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☆基礎項目３ 中堅社員へのリサーチでは 

区分：やりがい)仕事内容をリサーチすることで将来自分のスキルを発揮した仕事ができ

るかをイメージすることができる。 

区分：その他)結婚･子育ての考え方や地元就職の体験談、地元で暮らす魅力などをリサ

ーチすることで自分の人生の中で一番大事にしたいものを考えるきっかけ

につながる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．若者定着効果を増進させるための活用手法ポイント 

(１)情報発信の基本方針 

原則として紙媒体の報告書の作成は行わない。若者が企業情報の収集に活用しているホー

ムページ及びフェイスブックページを新設しリサーチ結果等を情報発信する(初年度にホー

ムページ作成を業者委託するが以降の更新は行政)。 

また、学生を中心とした会社リサーチファンクラブを創設し、月 1 回のメールマガジンで

リサーチの様子やリサーチ結果等を配信し、情報を若者の手元に届きやすくする仕掛けづく

りを行う。このほか、地域住民を対象としてリサーチ結果を最上 8 市町村の広報誌に連載も

行う。情報発信ツールの特徴を活かしながら、ホームページはリサーチ結果がまとまり次第

公開し、フェイスブックページは随時、広報誌は月 1 回とする。リサーチ結果は責任所在を

明確とするために行政が著作権を所有するが、使用の制限は設けず幅広く活用したい。 

(２)報告会 

参加学生が企業の魅力を直接伝えることや、本事業の認知度を高めるために、参加学生に

よるリサーチ結果と参加企業のＰＲを行う報告会を開催する。受け入れ企業関係者や大学の

仲間、Ｕターン希望者、高校生を基本的な対象としながら、一般参加者も公募する。 

また、地元就職した会社リサーチＯＢ･ＯＧの「先輩の話を聞く会」も面白い取り組みでは

ないかと考えている。 
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(３)大学生等の若者に対して 

前述の(１)(２)により情報発信を行うほか、地元就職を実現するには、個々の学生に合っ

たマッチングが必要と考える。例えば、大学の就職支援センターや合同就職説明会における

企業紹介など、人を介した温かみのあるマッチングの際にリサーチの結果を活用してもらえ

るよう周知していきたい。ただ、就職活動は原則として個人主体であり、大学の就職支援セ

ンターや行政が設置する就職相談所からの積極的なアプローチは弱い場合が多く、リサーチ

結果を活用した若者定着の効果増進を図る上でも改善の余地があると考える。 

また、一度就職するとＵターンすることが難しいことから、多くの方が就職間近の年齢で

ある成人式の際にファンクラブ等をＰＲすることが若者定着に効果があると考える。 

(４)地域住民に対して 

若者定着を加速させるためには、地域の大人たちが持っている「こんなところにいなくて

もいい」という意識を変える必要がある。そもそも、地域にずっと住んでいる大人たちでさ

えも地元企業の具体的な仕事内容や職場の雰囲気まで知っているとは言えないのではないだ

ろうか。地域住民の意識を変えるために、リサーチした内容を広報誌に連載し、地元企業の

魅力を知ってもらい、地域全体が自信を持ってもがみを勧められる環境にしていきたい。 

また、親御さんの中にも「できればこっちに戻ってきて欲しいなあ」という「本音」を秘

めている方も多いはずである。会社リサーチはそんな想いに沿えるツールにもなりうると考

えている。 

(５)小･中･高校生に対して 

若者定着を増進させるためには小･中･高校へのアプローチも重要である。 

小･中･高校においても地域愛を高める様々な取り組みがなされているが、地元企業を知る

機会は中･高校の職場体験以外ほぼ皆無と言えるのではないだろうか。リサーチ結果をキャリ

ア教育に活用し、地元で働く良さを知るとともに地元に暮らすことをじっくり考えられるよ

うにしていきたい。 

 

９．予算 

会社リサーチを継続的･効果的

に実施していくためには様々な

大学や高校で応用が利くように

ノウハウを確立することが重要

である。 

その核となるのがコーディネ

ーターの存在である。コーディネ
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ート委託先として想定している公益大に打診したところ「専任職員と事務員を 1 名ずつ雇用

できれば受託可能であろう」との見解を頂戴した。ここで紹介する予算案はそれを含めた形

のノウハウ構築までの単年経費である。 

コーディネート委託費が人件費や活動費等で 8,000 千円、ホームページ作成委託費が 2,000

千円の合計 10,000 千円の経費を、最上８市町村が人口割や財政力割などで按分した額を「負

担金」として負担し合う想定で、各市町村の財源には地方創生関連の交付金や特別交付税が

ある。舟形町ベースで試算すると約 900 千円となった。 

 

１０．会社リサーチが目指すところ 

地域における若者減少の要因は多岐に渡っており、G-net や公益大においても各種事業と

地元就職率との直接的関係を数値化するのは難しいと言われていたことから、会社リサーチ

だけの対策で地元就職率が大幅に上昇するのは困難であると推察する。会社リサーチが目指

すところは、既に知っていた地元の魅力に「地元企業の魅力」を加えることでもがみを更に

好きになるということである。 

公益大では「地元ファンを増やす」と表現されていたが、まさに、「もがみファンを増やす」

ということが会社リサーチの目指すところである。 

もがみファンが増えることにより、外でスキルを高めた後に、生まれ育った地元に戻って

自分の力を発揮したいと思う若者が増えるはずである。また、「いつかもがみに帰ってこい。

もがみは暮らすにも働くにも最高の場所だぞ！」と自信を持って言える地域の大人も増える

はずであり、それこそが本当の意味で「地方創生」なのだと考える。「会社リサーチ」がその

一助になると確信している。 


