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１. はじめに〜研究の視点〜

• ⼈⼝減少の進⾏により⼦どもたちの総数が減少、さらに、⾼校卒業⽣の約７割
が進学で地域外に出て、卒業後、地域に戻って就職する割合が低い状況

• 地域での⼈材確保が困難となってくる中で、企業や地域全体の活⼒低下が懸念

• 企業の成⻑を⽀える若⼿の中核⼈材をどのように確保するか、その仕組みづく
りについて研究した。
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生産年齢人口の減少

若者の流出
就業者の減少

地域内の所得の減少地域経済の冷え込み

子どもの減少

負のスパイラル



２. 若者の地元回帰率は依然低調
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• 2010年（平成22年）から2015年（平成27年）にかけて、10台後半〜20
代前半の流出数は減り、また、20代後半での流⼊数は増加に転じた。しか
し、回帰率は２割に満たない状況であり、⼈⼝減少の要因となっている。

３. 地域の未来を託す⼦どもの数が減少

• ⼦どもの数が減少しており、さらに現在のペースで社会減が進んでいく
と、地元に残るのは半分程度にまで落ち込む。
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４. 若者の地元定着施策の現状と今後の施策の⽅向性

• 就職希望の⾼校⽣をターゲットとした取組みは⾏われているが、卒業⽣の
約７割に及ぶ⼤学等への進学者に対するアプローチがなされていない。

• 進学者は地域のことや地元企業のことをよく知らないまま地域外に出てい
くこととなり、地元で仕事をすることを意識する機会がない。
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「⾼校の時は条件の良い企業に就職することを考えていたが、⼤学でいろいろ⾒
聞きして考えが変わった。⾼校の時に地域のことをもっと知ることができたら、
きっと⼤学に進学する⽬的も明確になってくるはず」（最上地域出⾝⼤学⽣）

これまでの地域には不⾜している能⼒・知⾒・発想を獲得した有為な⼈材を、いか
にして地域に戻し⼤いに活躍してもらうか、という視点が必要

５. 企業側の⼈材確保の動き

• 雇⽤吸収⼒が⾼い製造業を主な検討対象として、主要企業３4社
に対してアンケートを実施（２６社から回答）

• 管内企業でも⼤卒者⼈材獲得に動いているものの、うまくいっ
ていない現状が浮き彫り

5

ある程度成功している, 2

成功していない, 11

大卒者の確保に成功していると思いますか

ア：行っている, 13

イ：今後行いたい,  5

ウ：行っていない, 8

大卒者の募集を行っていますか



６. 企業側の悩みと若者の声
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「研究開発を⾏う⼈材として理⼯系の⼤卒者を毎年求めているが、思うように確
保できていない。⼤学⽣のインターンシップについても学⽣が集まらない。」

「企業説明会にもたびたび参加しているが、知名度の⾼い他地域の企業に学⽣が
集中し、ブースに集まる学⽣が少ない。⾃社のＰＲ不⾜も否定できないが、どの
ようなＰＲの仕⽅が効果的で興味を引くのか、どこに向けて発信すれば希望者が
増えるのかわからない」

「⼤学で経営者から話を聞く機会があったが、⼼に響くものがあった。これをきっか
けに⼭形に残った⼈もいる。企業情報よりも、トップがどのような考え、気持ちでい
るかを直接聞くことが学⽣に対する影響は⼤きい」（最上地域出⾝⼤学⽣）

「企業説明会のブースの雰囲気が良かった。説明が丁寧でわかりやすく親切だった。
働く⼈たちの熱意が感じられる説明であった。」（管内企業就職の⼤卒者）

⼤学・学⽣等との⽇常的な顔の⾒える関係作りが必要

７. 施策提案
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優秀な若⼿⼈材の確保に向けた３つの提案

１．⼤学進学する⾼校⽣に対するキャリア教育

２．⼤学⽣等と企業との結びつきの創出

３．地元就職に対する経済的⽀援

若⼿⼈材の確保にあたっては、地域への愛着を⾼めるといった⻑期的
な視野に⽴った取組みから、企業におけるインターンシップや企業ガイ
ダンス等を通した学⽣との顔の⾒える関係づくりなど即効性を狙った短
期的・実践的な取組みまで、さまざまな取組みを重層的に展開していく
必要がある。



施策提案1） ⼤学進学する⾼校⽣に対するキャリア教育
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事業名：もがみ地域理解プログラム運営事業

⽬的：進学希望の⾼校⽣が地域との関わりを強くすることで、地元への当事者意
識を強くし、⼤学卒業後の回帰を促すもの。

事業内容：現在⾏われている新庄北⾼校の「地域理解プログラム」を持続的な取
組みとなるよう、地域のＮＰＯ団体による運営とする。その上で、⾼
校、県、市町村、⼤学、関係機関・団体等が連携・協働し、様々な分
野で⼤⼈たちと地域の状況や課題などについて対話するプログラムを
展開することで、将来の進路を考えさせるキャリア教育を実施する。

事業主体：もがみ地域理解プログラム運営協議会（仮称）事務局
（地域のＮＰＯ団体による運営）

予算額：１，６００千円（各市町村からの負担⾦を財源とする）
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補⾜｜新庄北⾼校の地域理解プログラムについて
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• 郷⼟に愛着を持ち、地域の未来を切り開いていく次代の地域
リーダー育成を⽬的に、１年⽣全員を対象に平成２６年度か
ら実施。

• ⾏政、医療、福祉、製造、農林業、建築、教育等の１２種の
分科会に分かれて、各分野における最上地域の課題について
受講（講師は最上総合⽀庁、最上教育事務所の職員が担当）

• その後、企業や団体へ出向き、地域の課題にどのように対処
しているか取材。

• 調査した地域の課題、それに対する解決策などについてまと
め、プレゼン形式で発表。

• その結果、地域のことを知ることで地域貢献への意欲が⽣ま
れた、今の学びの価値を知り、次の学びへの意欲が⽣まれた
等の成果が出ている。
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補⾜｜新庄北⾼校の地域理解プログラムの取り組みが、「地域⼈ 第14号」において、
「地域の活性化にがんばる⾼校」の先端事例として紹介されました。
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⾼校⽣（⼤学進学者）に対するキャリア教育スキーム（案）

地域理解プログラムの実施にあたり、関係団体が集まり、プログラム
（PG）の内容検討、効果検証、生徒の意向の把握等を検討する協議会を開催
する。
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きっかけ提供

・実施支援

課題プログラムの提供

生徒の参加

≪課題プログラム提供団体≫

≪課題プログラム例≫

【地元社長に聞く最上の産業】

地元産業を牽引している社長自
ら、地域での会社の役割やこれか
ら求められる人材など、本気で地
元の産業を考える。

【医療・福祉の現場の課題】

医療専門職、医学生、行政から
医療の現場を話しながら、課題解
決に向けて求められる人材像が見
えてくる。

【現役大学生から見た地域課題】

ＯＢ・ＯＧの現役大学生を招聘
し、高校時代の考え方、大学生の
今の生活や地元への想い。本音で
自分のキャリアを話し合う。
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≪構成メンバー≫
・新庄北高等学校 ：生徒の意向確認や効果検証等
・最上総合支庁 ：関係機関との調整、ＰＧ運営の人材育成
・最上管内市町村 ：ＰＧの提供、財政支援
・地域のＮＰＯ団体 ：事務局、全体調整、ＰＧの調整・提供
・東北芸術工科大学：アドバイザー、ＰＧ運営支援、ＰＧの提供

・更なる探究の
場の提供

（県内設置大学）

将来の業界人材確保

（商工団体、医療福祉団体等）

生徒の参加

探究の
Step up
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先進事例｜岐⾩県⽴可児⾼校
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施策提案２）⼤学⽣等と企業との結びつきの創出
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事業名：⼤学⽣等と企業との結びつき創出事業

事業の⽬的：管内企業の知名度が低いことから、⼤学⽣等から就職先の検討対象
として選択してもらえるよう、学⽣と顔の⾒える関係性を築くこと
で、⼈材獲得環境を改善する。

事業概要：⾃社の魅⼒を、単なる企業情報だけにとどまらず、経営理念や社⻑の
思い、先輩社員の考えなどを学⽣に分かりやすく伝えるための勉強会
を開催したうえで、実際に学⽣と懇談する交流会を開催する。また、
就職先の選択にあたって、給料の⾼さが決めてとならないよう、暮ら
しやすさという観点をアピールするための情報提供を⾏う。

事業主体：検討中
予算額：３，０００千円



想定する事業内容
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１．企業トップ等の勉強会及び交流会の開催

採⽤戦略セミナー

経営における⼈材確
保のあり⽅、考え
⽅、戦略を、企業の
経営陣と⼈事担当者
が⼀緒に考える。

採⽤戦術セミナー

「どのようなＰＲの仕⽅が効
果的で興味を引くのか、どこ
に向けて発信すれば希望者が
増えるかわからない」といっ
た課題を軽減・解消

企業との交流会
お互いの「⼈間性」を知り、お互いの「仕
事・働く」の価値観を確かめる。

想定する事業内容
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２．最上地域で暮らすことの良さのＰＲパンフレットの作成

都会と最上（⼭形）の⽐較や地元就職のメリット（⽣活費、通
勤時間、⼦育てとの両⽴のしやすさ等をＰＲする内容とし、企画
運営委員会（仮称）を⽴ち上げて詳細を検討する。
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事例紹介｜⿃取県

16

17

事例紹介｜⿃取県

17



想定する事業内容

18

３．⼤学等との関係づくり

⼤学構内への企業紹介パネルの設置や企業説明会開催にあたっ
ての調整、インターンシップ時の交通⽀援に関する調整、地元
定着施策に関する情報提供など、⼈材確保にあたっての総合調
整を⾏う。

施策提案３）地元就職に対する経済的⽀援

19

⽬的：他地域の企業よりも条件的に⾒劣りする管内企業への就職を促進するため、
経済的インセンティブを付与する。

概要：①最上地域独⾃の修学⽀援制度の創設
進学意欲と学⼒が⾼いにもかかわらず、経済的な理由により⼤学等への

進学が困難な地元⾼校⽣が、最上地域で就業する意思がある場合に、⾏政
（市町村）と⺠間とで⼤学（理⼯系⼤学）進学に係る修学資⾦を提供する。

②最上地域独⾃の奨学⾦の返還⾦助成制度の創設
企業が優秀な理⼯系⼈材を確保できるよう、⼤学の理⼯系学部の学⽣が、

最上地域の企業に⼀定期間就職し、また、最上地域に定住した場合に、当
該学⽣が借り⼊れた奨学⾦の返還⾦の⼀部を⾏政（市町村）と⺠間企業と
で助成する。

※ 地元企業におけるメリットをどのように担保するかが課題となっており、他県の
事例調査や修学資⾦の活⽤状況を踏まえながら、継続検討する。



＜解説＞ 

「地域の持続的発展に向けた若手中核人材の確保」 

●はじめに 

私たちのグループは「地域産業を支える人材の育成・確保」を研究テーマに研究を進め

てきた。このテーマに対する研究の視点は次のとおりである。 

 最上地域は、他の地域に比べて人口減少が速いペースで進んでいる。そして人口減少が

進んできた中、子どもの数が減少し続けている。 

 その貴重な子ども達は、最上地域で高校卒業までを過ごすが、高校を卒業すると、約７

割が進学をしている。しかし最上地域には進学先がわずかしかないため、ほとんどが管外

へ進学し、この地域から出ていってしまっている。そして大学卒業後、地元に戻って就職

す若者の割合がきわめて少ないというのが現状である。 

 このように人が減り続ける最上地域では、これからますます人材を確保するのが難しく

なっていくと思われる。そして、５４ページ下段の図のとおり、企業や地域全体の活力が

低下し、負のスパイラルに陥ることが懸念されている。 

 そこで私たちは、企業の成長を支える中核となるような人材、特に大卒者をどのように

確保するかに視点を置き、その仕組みづくりを研究した。 

 

●最上地域の若者の現状は 

地域外に出ていった若者はどのくらい戻ってきているのか。平成２７年の国勢調査の結

果が公表された。５５ページ上段のグラフは、５歳階級別人口動態について、過去の国勢

調査の結果と比較したものある。 

 このグラフを見ても、一番大きく減少するのが、高校卒業後の進学による際の流出であ

ることがわかる。また、流入を示しているのが、大学などを卒業した後に地元へ戻ってき

た若者を示しているものである。 

 2010 年から 15 年にかけて、若者の流出は減少し、流入数は増加に転じた。しかし、

流出した若者がどのくらい戻ってきているかという、回帰率を見てみると 2 割にも満たな

い状況となっており、依然低いということが明らかである。 

 ５５ページ下段のグラフの円で囲まれた部分を見てみると、子どもの数は 20 年間で、

半分程度にまで減っている。 

回帰率が２割であることを含めて考えてみると、この子どもたちが成長した時に地元に

残るのは、さらにまた半分程度までに落ち込むことになるということである。 

 

●若者の地元定着施策の現状と今後の施策の方向性 

 また、若者の地元定着施策の現状として、現在行われているのは 

・ハローワーク主催の高校２年生を対象とした企業説明会 

 ・女子高生を対象にした地元で活躍する女子社員との交流会 

・各企業へのインターンシップの実施 

などであり、これは主に就職希望の高校生に対する取組みである。 



 しかし、地元に就職するのはおよそ３割であり、７割は進学している。この、最上地域

から離れてしまう約７割の進学者に対するアプローチがなされていないということが見え

てきた。 

 進学する学生は、地元企業のことをほとんど知らずに、最上地域から出て行くことにな

り、地元で仕事をすることを意識する機会がないのが現状のようである。 

最上地域出身の大学生とお話しする機会があった。その時に「高校の時は条件の良い企

業に就職することを考えていたが、大学でいろいろ見聞きして考えが変わった。高校の時

に地域のことをもっと知ることができたら、きっと大学に進学する目的も明確になったは

ず。」という声を聞いた。 

 これまでは、進学し、能力・知見・発想を獲得した優秀な人材をそのまま外へと流出さ

せてしまい、この地域では今、人材が不足している。いかにして、大学等で様々な知識を

身に付けた優秀な人材を地域に戻し、大いに活躍してもらうか、という視点が今後の施策

の方向性として必要だと考えた。 

 
●企業側の人材確保の動き 

今回、このテーマを研究するにあたり、雇用吸収力（雇用の受け皿となる力）が高い製

造業を主な検討対象として、管内主要企業３４社に対してアンケートを行い、２６社から

回答をいただいた。 

「大卒者の募集を行っていますか」という質問に関しては「行っている」が１３社であ

り、半数が大卒者の募集を行っている。「今後行いたい」という回答を含めると、７割の企

業が大卒者の募集を考えているという結果であった。 

 この大卒者の募集を行っている１３社に、「大卒者の確保に成功していると思いますか」

と質問したところ、１３社中、１１社が「成功していない」という回答であり、「成功して

いる」と答えた企業は、１社もなかった。 

 これまでは、高卒者を中心に採用してきた企業が多く、先ほど述べたように、就職を希

望する高校生への取り組みの効果もあり、採用は確保されてきたようである。 

 しかしながら、これから５年、１０年先のことを考えると、人口減少が進み、企業で働

く人そのものが減っていくのは明らかである。企業を存続させるためには、今、優秀な人

材を採用し、企業を支えていく人材として育成していかなければ生き残れないと、企業自

らが「大卒者を採用したい」と動き始めた。しかし、この結果から見て取れるように、大

卒者の採用はうまくいっていないのが現状である。 

 

●企業側の悩みと若者の声  

企業は、「インターンシップの受け入れを行っていても、学生が集まらない。」「合同企業

説明会に参加しているが、知名度の高い他の地域の企業に学生が集中し、ブースに学生が

来ない。」など、大卒者の採用に向けて、いろいろな取り組みを行っているにも関わらず、

採用に結びつかず、たいへん苦慮している。 

一方、「大学で企業のトップから話を聞く機会があったが、心に響くものがあった。先輩

の話では、それをきっかけに山形に残った人もいる。企業情報よりも、トップの考えや気

持ちを直接聞くことが、学生は影響を受ける。」、「企業説明会のブースの雰囲気が良かった。



説明が丁寧でわかりやすく親切だった。働く人達の熱意が感じられる説明であった。」とい

うのが若者から聞いた声である。 

 大企業のようには最上地域の企業の知名度は高くない。どのようにして、いかに知って

もらうか。最上地域の企業を知ってもらうためには、大学や学生との間に、顔の見えるよ

うな、密接な関係を作ることが必要だと思われる。 

 

●施策の提案 

若手人材の確保にあたっては、地域への愛着を高めるといった長期的な視野に立った取

り組みから、企業におけるインターンシップや企業ガイダンスなどを通した、学生との顔

の見える関係づくりなど、即効性を狙った短期的・実践的な取り組みまで、さまざまな取

り組みを重層的に展開していく必要があると考えられる。 

優秀な若手人材の確保に向けた３つの提案 

 １．大学進学する高校生に対するキャリア教育 

 ２．大学生等と企業との結びつきの創出 

 ３．地元就職に対する経済的支援 

 

●施策提案１「大学進学する高校生に対するキャリア教育」 

現在、新庄北高校では、平成２６年度より「地域理解プログラム」というキャリア教育

を独自に展開している。対象は 1 年生全員である。このプラグラムを通し、高校生が地域、

仕事や産業について理解するきっかけとなり、一定の成果が出ている。また、「地域人」と

いう雑誌にも取り上げられ、注目もされている。 

今回、この取り組みを、最上地域全体に展開する「もがみ地域理解プログラム運営事業」

として提案します。事業を運営する実施主体として「もがみ地域理解プログラム運営協議

会」を設立し、広く連携・協働して実施するものです。 

 構成メンバーと役割等については、５９ページ下段のスキーム(案)のとおりである。 

全体調整を担う事務局には地域の NPO 団体を想定している。地域が受け皿となること

により、プログラムの経験とノウハウが蓄積され、将来、他の高校にも展開していくこと

が可能となると考えた。また、東北芸術工科大学にはプログラム運営支援やアドバイザー

として関わっていただきたいと考えている。 
先進事例では、地域や社会に目を向け、進路をより明確に描ける生徒が増加し、学力の

向上にもつながっていることや、郷土愛が深まり、地元で働きたいという生徒も増えてい

るという成果が出ています。 

 最上地域でも同様に、この地域に育ったこと、若者が担っている役割、地域の若者への

期待を感じ、当事者意識を持つことによって、進学で外へ出て行っても、卒業後は最上地

域に戻って、身につけたスキルを活かして最上のために頑張りたい、という若者を増やす

ことを目指します。 

 今後のスケジュールは、平成２９年度に運営協議会を設立し、新庄北高校をモデルとし

て事業を実施し、将来的には管内の他の高校へも展開させていきたい。 

年間の予算額は、事業運営に係る費用として 160 万円を計上し、各市町村からの負担

金と考えている。 



 
●施策提案２「大学生等と企業の結びつきの創出」 

具体的な事業としては、１つ目が「企業トップ等の勉強会及び交流会の開催」である。 

今年も学生優位の採用市場となっている。大企業志向が強い学生が多い中、知名度の低

い、最上管内の企業はますます厳しい状況であることは言うまでもない。 

大学生は、都市圏の企業を含めた、広い選択肢を持っている。その中から大学生に選ば

れる企業にならなければない。そのためには企業はまず、「知ってもらうこと」が必要であ

る。 

 企業が積極的に学生を獲得するためには、スキルが必要だと考える。企業のトップや人

事担当の方向けにセミナーを開催し、採用活動におけるノウハウを身につけてもらうこと

を目的としている。 

そして最終的には、学生と管内企業のトップ等を結び付けるために、直接話しをする機

会として、企業と学生との交流会の開催を想定している。 

企業は、「自社で働く魅力やおもしろさ」を伝え、大卒者は「聞きたいこと、知りたいこ

と」を気軽に話せる対話形式の交流会である。Face to Face で話すことにより、お互い

の「人間性」を知り、お互いの「仕事や働く」ことの価値観を確かめ合い、信頼関係を築

くことで、選ばれる企業につながるものと考える。 

 ２つ目が「最上地域で暮らすことの良さの PR パンフレット作成事業」である。 

最上地域は都市圏、更には県内の他の地域に比べても賃金が低い、ということが就職に

おける非常に大きな壁となっている。 最上地域への就職促進のためには、この大きな壁

を打ち破らなけばならない。都会と最上の様々な比較や、例えば、生活費や通勤時間、子

育てと仕事の両立のしやすさなどの、地元就職のメリットを PR する内容とし、企画運営

委員会を立ち上げてパンフレットの内容について、詳細を検討する。 

最低賃金が全国でも低い鳥取県では、若者のオンオフを紹介する情報誌を発行したり、

暮らしやお金のシュミレーションを都会と比較したリーフレットを作成している。やはり、

若者に向けて、このような取り組みを行ない、ネガティブなイメージを払拭することが必

要である。 

 ３つ目が「大学等との関係づくり」である。大学構内への企業紹介パネルの設置や大学

に直接出向いての企業説明会を行う等、大学における学生へのアピールが必要である。そ

のための調整や、現在取り組みを行っている、インターンシップ時の交通費支援などの地

元定着施策に関する情報を学生に届くように、大学へ提供し、総合調整を行うものである。 

これらの事業主体は現在検討中であるが、次年度より実施したいと考えており、年間の

予算額は、セミナー・交流会の開催経費・パンフレットの作成経費として３,000 千円を

想定している。 

 

●施策提案３「地元就職に対する経済的支援」 

 この提案については、地元企業におけるメリットをどのように担保するかが課題となっ

ており、他県の事例調査や修学資金の活用状況を踏まえながら、今後も継続して検討する。 

以上がこのチームの提案である。高校を卒業した若者が、進学のために都会に出て行っ

てしまうことは、残念ながら止められるものではない。たくさんのことを学び、経験を積



むためには「外で頑張ってこい！」と送り出すものの、「帰ってきて欲しい」と願っている

のが、地域全体の心の声だと感じている。成長して戻ってきて、多くの若者がこの最上地

域で活躍して欲しい、そのような最上地域にしていきたい。 

今回提案した施策によって、若者の回帰率向上が図れれば、企業のみならず、最上地域

の持続的発展にもつながるものと考えている。 
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