
舟形町 石川忍

戸沢村 秋保沙由理

金山町 神沼幸希

「地域産業を⽀える⼈材の育成・確保（雇⽤対策）」検討チーム

平成28年度は、地域に不足している能力・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
う視点から、以下の施策を提案

①大学に進学する高校生に対するキャリア教育
⇒「もがみ地域理解プログラム運営事業」（通称：ジモト大

学）として今年度事業化
②大学生等と企業との結びつき創出（企業と学生との交流会等）

⇒新庄中核工業団地内企業により、「未来の新庄中核工業団地
を担う人材確保協議会」が設立され、今後具体的な取組みを
展開

③最上地域で暮らすことの良さをＰＲするパンフレット作成
④地元就職に対する経済的支援

◎ 今年度は、上記③、④の提案の具体化に向けて研究活動を実施
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若者の定着・回帰に係る最上地域の現状

◆最上地域の高校卒業生の約7割が進学または就職のために管外へ流出

◆卒業後、地域に戻って就職する割合が低い

◆管内企業への就業者の減により、地域内所得の減少、地域経済の

冷え込みにつながる

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
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若者の定着・回帰に係る最上地域の現状

「年齢階層別純移動者数」の比較（80年→85年と05年→10年）

によると・・・

◆高校卒業時に転出者が増え、大学卒業時に転入者が増える傾向は

変わらない。

◆転出者、転入者とも実数は減少している。

◆転出者数と転入者数の比率が３：１から10：１に変化している。
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最上管内 年齢階級別純移動者数の時系列分析
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大学卒業時に転入超

出典：地域経済分析システム（RESAS）

高校卒業時に転出超
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若者定住に関する高校生の意識調査（平成21年９月・最上総合支庁）

高校生の定住の意識①

住みたい, 15.2 

一度地域を離れるが、

戻ってきて住みたい, 
44.5 

できれば住みたくない, 
23.0 

住みたくない, 16.2 

無回答, 1.1 

Ｑ：将来最上地域に住み続けたいと思いますか

有効回答数＝797件 単位：％

約６割が最上に
住みたいと回答
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高校生の定住の意識②

若者定住に関する高校生の意識調査（平成21年９月・最上総合支庁）

有効回答数＝797件 単位：％有効回答数＝476件（選択肢から２つを選択） 単位：％

◎最上地域に愛着がありながらも、地域外、県外で就職・
生活している人が多い

14.3 

9.2 

18.6 

52.3 

5.6 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

いま住んでいる市町村

最上地域内の市町村

最上地域外の市町村

県外

無回答

Ｑ：将来就職したい地域はどこですか

53.8 

29.4 

5.9 

27.7 

28.2 

9.0 

10.9 

5.5 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

地域に愛着がある

自然環境に恵まれている

希望する働く場がある

友人・知人が多い

家族がいる

将来、親の面倒をみる必要がある

災害・犯罪が少なく安全安心である

その他

Ｑ：住みたいと思う理由は何ですか
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Ｕターン希望者・予備軍の類型
①いずれ地元に帰らなければならないと考えている人

⇒自ら積極的に情報収集・相談活動を行う
②帰ってもいいかとは思うものの特に行動しない人

⇒同郷者の交流会等には参加するものの、深くは考えない
⇒結婚、子どもの誕生、住宅購入等、帰れない要因が増える

共通するＵターンへの不安要素
①仕事・・・給料は？福利厚生は？経験・専門性は活かせるか？

そもそも仕事があるのか？
②生活・・・結婚できるのか？地域活動とか面倒では？

余暇の過ごし方は？子育て環境は？

不安解消に向けた情報提供が必要
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企業の想い
・人手不足の状況が続いている
・大卒者の採用を行いたい（特に理系）
・他地域で経験を積んだ人材も採用したい

現状・・・うまく採⽤できていない
・大卒者については、毎年は採用できないので、大学とのつながりを

維持できない
・知名度が低く関心を持ってもらえない。また、本人が了解しても、

両親等周囲の理解が得られないことがある
・求職者のﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ重視の傾向に対応できていない

※給与が低いのは理解するが、週休2日でないのは受け入れ難い など

取組み・・・知ってもらうために
・オーダーメイド工場見学会、教員・保護者向け企業見学会の開催
・企業情報、求人情報誌「もがみの仕事魅力ガイド」、

「shinjo work」等の発行
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ホームページによる情報提供
「最上地域みんなで子育て応援サイト」

ホームページによる情報提供
移住希望者向けポータルサイト

「もがにてぃ」

◇住宅リフォームへの支援
◇定住促進住宅の整備
◇空き家情報の提供

〔住宅支援〕

〔子育て支援〕 〔移住全般に係る支援〕
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いろいろな取組みが⾏われているが、Ｕターン希望者・予備軍にうまく
伝わっているとは⾔いがたい

・・・最上地域出身者からの相談はほとんどない
（移住・Ｕターン就職支援者の声）

なぜ？

多くの人は、どこから手を付ければいいかわからない
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◆多くの⼈は、どこから⼿を付ければいいかわからない
※多くの人＝漠然とＵターンを考えている人（＝Ｕターン予備軍）

・情報提供サイト、冊子はカテゴリーごと（住宅、子育て、仕事など）に
作成されていて、総合案内的なものは少ない。

・山形県Ｕターン情報センター（県東京事務所）、やまがたハッピーライフ
情報センター（ふるさと回帰支援センター）等、県全体の相談窓口はある
が、最上に特化したものはない。また、東京にしかない。

漠然とＵターンを考えている人が、具体的な行動を取るため
の最初の一歩となる情報を提供することが必要
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〔コンセプト〕
◆Ｕターンについて漠然と考えている最上地域出身者が、本気で

Ｕターンを考える際の最初の一歩を後押しするような情報を
提供する。

◆最上地域の暮らしや仕事など、生活に深く根ざす情報を掲載し、
都会目線でのモノサシでは測れない田舎の良さを伝える内容と
する。

◆最上地域に暮らす親や周囲の人が、子ども等に対して回帰を
促せるような内容とする。

◆これまでの最上地域での取組みを活かし、それらを「つなぐ」
ものとする。

実際に作成したパンフレットをご覧ください
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〔ターゲット〕
◆20～30代の最上地域出身者で、漠然とＵターンを考えている層

〔配布⽅法（案）〕
◆市町村が奨学金利用者へ文書を送付する際に同封
◆市町村の広報誌とともに全戸配布
◆移住・Ｕターン促進にかかるイベント等で配布
◆市町村のHP、「もがにてぃ」のHP等に掲載
◆就職情報の提供のため、県、市町村で把握している最上地域出身

者のメールアドレスあてに送信
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〔最上地域独⾃の修学⽀援制度の創設〕

＜現状＞
・各市町村において、それぞれ地元出身者を対象とする奨学金事業

を実施している。（県及び県内各団体が実施するものもあり）
・県内就職等を条件に、奨学金の全額または一部の返還を免除する

ものもある。

経済上の理由で進学困難な高校生等に対し、卒業後最上地域で就業する意思
がある場合、最上地域の官民が協力して修学資金を提供する制度を設けては
どうか。

さらなる奨学金制度創設の必要性？
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〔⼭形県若者定着奨学⾦返還⽀援事業〕
・県内の高校等を卒業後、国内の大学等を卒業し、県内の指定の産

業分野に就職した方について、就業後３年経過した後に奨学金の
返還支援金を支給するもの。

・現状・・・
①「市町村連携枠」⇒市町村により応募状況にばらつきがある
②「産業団体等連携枠」⇒企業の費用負担が課題

・対応・・・学生（保護者）・企業に対し制度の内容について
しっかり理解してもらえるよう、制度の周知に努
める。（県産業政策課）

現行制度の活用に期待
15



〔概要〕
奨学金の返還に苦慮する学生を支援するため、「（仮称）奨学金返還サポー

ト手当」を創設し、奨学金返還期間について収入が増えるようにする。

〔内容〕
例）奨学金返還期間において、月の返還額の２割を手当により支援する場合

＜奨学金の内容（日本学生支援機構・第二種奨学金の一例）＞
・貸与総額：480万円 ・毎月返還額：26,914円 ・返還期間：20年

＜支援額（＝企業負担額）＞
26,914円×20％×240回≒130万円 ※月額約5,400円

〔メリット〕
○企業の事情により支援内容を設定できる。（支援額、支援期間等）
○対象者がいない場合や退職した場合、すぐに支援を中止できる。
○奨学金の返還について理解がある企業であることをＰＲできる。

⇒多くの企業がこの制度を創設すれば、「奨学金の返還に理解がある地域」
としてＰＲすることも可能 16



＜解説＞ 

「若者回帰・定着に向けた情報発信及び経済的支援について」 

●はじめに 

私たちのグループでは、「地域産業を支える人材の育成・確保」を研究テーマとして、特

に「若者の回帰・定着に向けた情報発信及び経済的支援について」研究を進めてきた。 

このテーマについて、平成 28 年度は、地域に不足している企業の成長を支える中核人

材をいかにして地域に戻し、活躍してもらうかという視点から、次の４つの施策を提案し

た。 

①「大学に進学する高校生に対するキャリア教育」 

今年度「もがみ地域理解プログラム運営事業（通称ジモト大学）」として事業化して

おり、管内の高校生を対象に様々なプログラムを展開している。 

②「大学生等と企業との結びつき創出」という視点での「企業と学生との交流会」 

今年度「未来の新庄中核工業団地を担う人材確保協議会」を総合支庁と新庄中核工

業団地内の企業が共同で設立し、今後具体的な取組みを展開していくことになってい

る。 

③「最上地域で暮らすことの良さをＰＲするパンフレットの作成」 

④「地元就職に対する経済的支援の検討」 

平成 29 年度は、このうち③と④の具体化に向けて研究活動を進めた。 

 

●最上地域の若者の現状 

これまでの政策研究所の研究実績から、最上地域の高校卒業生の約７割が進学または就

職のため管外に流出しており、その後地域に回帰する人の割合が低い状況にあることがわ

かっている。生産年齢人口が減少することは、管内企業への就業者の減少につながり、そ

れはまた管内の所得の減少、地域経済の冷え込みを招く「負のスパイラル」を招くことと

なるため、管内の人材確保が困難になることで、地域全体の活力低下が懸念される。 

７１ページ上段のグラフは、「地域経済分析システム（RESAS）」から引用した「年齢

階層別純移動者数」を表したものである。高校卒業時に転出者が増え、大学卒業時または

そこから数年の間に転入者が増える傾向は、ここ 30 年間変わっていないことが分かる。

しかし、全体の人数が減ることで振り幅が減少し、転出者数と転入者の比率が３：１から

10：１に変化している。 

７１ページ下段、７２ページ上段は、平成２1 年度に最上総合支庁で管内の高校 3 年生

を対象に行った、「若者定住に関する高校生の意識調査」アンケートの結果をグラフに表し

たものである。この３つのグラフから、「希望する働く場所がない」などの理由から、地元

に愛着を持ちながらも地域外・県外に就職したいと答えている生徒が５割を超えているこ

とが分かる。平成 21 年度の調査ということで、今現在の結果ではないが、この当時の高

校３年生は今年の４月１日現在で満 26 歳を迎えており、最上地域を離れ、進学就職のた

めに一度は県外に出ながらも、Ｕターンの希望を持ちながら生活している方が多いという

ことが容易に想像できる。 



●U ターン希望者の類型 

実際にＵターン希望者がどれだけいるのかという視点で、首都圏でＵターン希望者のキ

ャリアサポートを行っている株式会社キャリアクリエイトの田中麻衣子氏やＵターン就職

のサポートを行う山形県Ｕターン情報センター、移住のコンシェルジュが常駐しＵターン

の支援を行うやまがたハッピーライフ情報センターへヒアリングを行った。その結果から、

やはりＵターンの希望を持ちながらも県外で生活を続ける人達がかなりの数で存在するこ

とが見えてきた。その中でも、Ｕターンを考える人たちは大きく次の２つのパターンに分

けられる。 

 

①「いずれは地元に帰らなければならないと考えている人たちの層」 

県外に出てくるときに親とタイムリミットを決めている例や、いずれ実家を継がな

ければならいと思っている例、両親の高齢化などで地元に戻ることを決めている・・・

などが挙げられる。 

②「帰りたいと漠然と思ってはいるものの特に行動に移していない人たちの層」 

いつかは地元に戻りたいと感じながらも行動に移すきっかけがなく、なんとなくモ

ヤモヤとした気持ちを持ちながらも都会で生活している層 

 

②の「漠然層」の人たちが潜在的なＵターン希望者としてかなりの数で存在しているこ

とが分かった。この人たちは結婚、子どもの誕生、住宅購入などを契機にＵターンを意識

するようになるが、そのタイミングを逃した結果そのまま首都圏で生活する・・・という

パターンも少なくない。そしてそのタイミングにあたるのが、平成 21 年度にアンケート

調査を行った世代である満 26 歳前後の若者、ということになる。 

 

これらのＵターン希望者が抱える共通の不安要素として大きなものは、「仕事」と「生活」

に関することである。そもそも仕事はあるのか？自分を活かせる仕事はあるのか？働き方

はどう変わるのか？また、生活の面では、結婚できるのか？地域コミュニティへの参加が

面倒では？余暇の過ごし方はどうか？子育て環境はどうか？などの不安要素がＵターンの

壁となっている状況がヒアリングの結果分かってきた。 

そこで、Ｕターン希望者が行動に移すタイミングを逃さないためにも、不安解消に向け

た情報提供をしていくとことが必要だと考えた。 

 

●Ｕターン希望者の受皿としての最上地域の現状と取組み 

私たちは、２大不安要素の１つである「仕事」について、新庄中核工業団地の立地企業

協議会へヒアリングを行った。そこから、最上地域には仕事がないという印象に反して、

企業では人手不足が続いていることや今後企業の成長を担う大卒者や他地域で経験を積ん

だ中途採用者も積極的に採用したいという想いがあることが明らかになった。 

一方で、現状はマッチングが上手くできていないということも明らかになった。その要

因として、大卒者については、毎年採用ができず大学との繋がりを維持できないことや、

そもそも知名度が低いため候補にも挙らないこと、親や周囲の反対があり採用を辞退して

しまう事例があること、加えて最近では給与だけでなく残業状況や休暇、余暇の過ごし方



などのワークライフバランスを重視する傾向にあり、それにまだ対応できていないことが

挙げられる。 

そのような現状に対し採用活動の取組みとして、まずは企業を知ってもらうことが重要

との取組みを行っている。 

「オーダーメイド工場見学会」は学校等の要望に合わせた形で工場見学の受け入れをす

る体制を取り、インターンシップや企業訪問に活用してもらう取組みである。また、教員・

保護者向けの企業見学会の開催や最上地域の企業を取材しまとめた「もがみの仕事魅力ガ

イド」やＵＪＩターン就職希望者向け求人情報誌「shinjo work」の発行などが既に行わ

れている。企業側も受け身の姿勢ではいけないということで、様々な取組みを展開させて

いる。特に、中核工業団地の立地協議会に加入している企業の社長たちが、若者目線での

職場環境づくりや地域づくり、企業を知ってもらう機会や手法、といったことに目を向け

ていることが印象的だった。 

もう一つの大きな不安要素である「生活」に関することについても、各方面で様々な取

組みや情報発信が行われている。しかし、様々な情報が色々な場所に散らばっている状態

で、必要な情報に辿り着きづらくなっている。 

 

●情報はうまく伝わっているのか？ 

Ｕターン希望者や移住予備軍に対して、情報がうまく伝わっているのか。 

私たちは、ヤマガタ未来ラボの田中麻衣子氏が中心となって企画する、県内出身者で山

形とつながりを持ちたい若者が多く参加する、都内での「未来志向の県人会」にてヒアリ

ングを行った。今すぐ山形にＵターンしたい、戻らなければならないという強い意思を持

っている方は、地元に対してアンテナを高く張っているため、自ら情報に辿り着くことが

できる。 

それに対して、一番サポートを必要としているのは、移住予備軍の、いつか田舎に帰り

たい、今は東京で頑張りたいけれど、機会があれば戻りたいと考えている方たち（漠然層）

である。 

このような漠然層の方たちの多くは、山形・最上に仕事があるのか？住まいは？結婚は

できるのか？など様々は疑問を持っているが、どこから情報を入手したら良いか分からず、

上京した高校卒業時の情報や想い出のままで止まっているようだった。大学進学時に仕事

や住まい、結婚、子育てなどに関心がある方は少なく、最上へのＵターンの基礎知識や、

最新の最上地域の情報に更新されていないことが分かった。 

そして、この漠然層の方たちがＵターンを意識するのは、「親が急に病気になった」、「結

婚した」、「子どもが生まれた」などのライフイベントが発生したときである。その際に、

様々な U ターン情報や補助支援制度の情報が手に入る、もしくは手に入る場所が分かるこ

とが重要であり、それが実際の移住・U ターンの後押しとなる。 

ただ、ヒアリングを通して分かったことが、単身者がＵターンを考える場合は実家に戻

ることが多く、「移住」というよりも「引越し」のイメージが強いということである。移住

予備軍で急なライフイベントにより U ターンを考える方たちは、世帯での移住やＵターン

となる場合が多く、「仕事」、「住宅」、「子育て」という様々なジャンルの情報を必要とする。

その際、それぞれの分野毎に情報を入手することは可能だが、総合的な窓口や情報誌はな



い。市町村においてもそれぞれの分野で管轄が違うため、取り扱いにバラつきがある場合

がある。そこで、急なライフイベントが発生した際に手にとり、最上地域へのＵターンの

第一歩となる手引きのような媒体があれば、Ｕターンする絶好の機会を後押しできるので

はないかと考えた。 

 

●施策提案１「最上で暮らすことの良さを PR するパンフレット」 

今回提案したパンフレット（「もがみに帰るヒント集」（７８、７９ページ））は、最上に

Ｕターンを考えた際やなんとなく田舎はどんなもんだろうかと考えた際に、ある程度移住

者が必要とする最上の情報が理解できるものになっている。支援情報だけでなく、最上地

域の暮らしや仕事など、地域に根ざす情報も掲載することで、都会目線だけのモノサシで

は測れない、田舎の良さを伝える内容になっている。 

確かに、都会と比べると収入が下がることや職種の選択の幅が狭まることは否めないが、

同居や子育て支援が充実していることで夫婦共働きが可能であることや、収入が少なくて

も支出も少ないこと、通勤時間が短く、年次有給休暇の取得率が全国平均より高いことな

どで家族との時間や自分の時間を大切にできること、離職率が低いことで、人間関係や人

とのつながりが良好である、もしくは仕事にやりがいを持てるというような、数値により

最上の良さをＰＲした内容とした。今回のパンフレットは、新しい支援を作るのではなく、

これまであった最上地域の取り組みを「つなぐ」というコンセプトとしている。 

このパンフレットは、20 代から 30 代の最上地域出身者で、漠然と U ターンを考えて

いる層をターゲットとしており、U ターンを意識する時のはじめの一歩を後押しするもの

になる。配布方法としては、①対象者に対してダイレクトにパンフレットを配布するため、

各市町村での奨学金利用者に文書を送る際に同封する。②親世代の意識を変えるため、広

報誌とともに配布する。③移住・U ターン促進に係るイベント等で配布する。④町村ホー

ムページや移住関係のホームページに掲載する。という手法が考えられる。 

このパンフレットへの感想を含め、都会で生活する若者のＵターンに関する意識を探る

ため、「最上地域出身の若者交流会」を都内で開催した。当日は、最上地域だけでなく、広

く本県出身の若者の参加を得て意見交換を行ったが、最上地域の今について状況を伝えな

がら、今後山形県・最上地域とどのような関わり持っていけるか、U ターンを考えるきっ

かけ等について様々な意見が飛び交い、漠然層に向けた種まきができたと考えている。 

このパンフレットを作成するにあたり、本来であれば最上地域と東京都を比較した、具

体的な違いを数値で視覚的に分かりやすいものにしたいと考えていたが、統計データなど

に最上地域や市町村ごとの数値が公表されていないものが多いことから、山形県と東京都

の比較というような大まかなものとなってしまった。より具体的な数値を根拠に作成する

ためには、ファイナンシャルプランナーへの依頼や詳細な調査、データ収集などを行う必

要がある。 

このパンフレットは、言わば最上地域の総合案内所のような窓口を目指したものである。

本来であれば、最上地域に特化した総合案内所を開設することが理想だが、それは費用対

効果からしても早急な設置は難しいということは想像できる。今回は紙媒体だったが、今

後はデータ媒体として、日常的に最新情報がアップデートされながら最上地域全体で U タ

ーンに対する支援体制が構築されていくべきだと考える。 



●施策提案２「地元就職に対する経済的支援についての検討」 

 経済的支援についての研究の視点は次の２つ、「最上地域独自の就学支援制度」と「奨学

金の返還支援制度の創設」である。 

  就学支援制度については、経済上の理由で進学困難な高校生に対し、卒業後最上地域の

企業に就職する意思がある場合、最上地域の市町村及び企業が基金を作り、修学資金を提

供することを想定して検討を進めてきた。 

 現状として、各市町村においてそれぞれ地元出身者を対象とする奨学金事業を実施して

おり、毎年一定数がこの事業を利用し、奨学金の貸与を受けている。そして想定している

ような、県内就職等を条件に、奨学金の全額または一部の返還を免除する制度もすでに実

施されており、現行の奨学金制度を十分に活用してもらえれば、さらなる奨学金制度を創

設する必要性はないのではないか、という結論に至った。 

奨学金の返還支援事業についても、「山形県若者定着奨学金返還支援事業」が実施されて

いる。大学などを卒業し、卒業後６か月以内に県内に就職した人について、就業後３年経

過後に奨学金の返還支援として、最大月２万６千円ずつを支給するものである。「市町村連

携枠」については、市町村により応募状況にばらつきがあるものの、100 名ほどの応募が

あり、一定の効果が見込まれる。一方、企業との「産業団体連携枠」については、現在３

事業者のみが対象であり、最上地域の企業は含まれていない。企業にとっては費用負担が

あることが、制度の活用を阻んでいると言える。県の担当課によれば、今後、費用負担の

内容について企業に理解してもらえるよう、更に周知に努めていくとのことなので、この

事業の目的である若者の回帰や定着の促進につながるよう期待したい。 

 

●（仮称）奨学金返還サポート手当の創設 

奨学金の返還をしていかなければならない若者は、就職先を決めるときに、賃金が気に

なるのは当然のことだと思われる。そしてこの最上地域は、他の地域に比べて賃金が低い

のが現状である。しかし企業にとって、賃金のベースを上げることはハードルが高く、そ

れ以外で賃金の低さをカバーできないか検討が必要だと感じている、とヒアリングの中で

ある社長からの声があった。 

そこで今回は、企業に向けて、「（仮称）奨学金返還サポート手当の創設」を提案する。 

 これは、企業が、奨学金の返還に苦慮する、その企業で働く若者を支援するため、新た

な手当てを創設し、奨学金返還期間中の収入が増えるようにするものである。 

 一例として挙げたのが、７７ページ上段のとおりである。奨学金返還期間内において、

月の返還額の何割かまたは定額を手当として支給するもので、この例では月額５０００円

程度の手当になる。ここでは「返還額の２割を２０年間」としているが、支援額やその期

間などの支援内容については企業の事情により自由に設定できる。また、対象者がいなく

なった場合には手当の支給がないことや、採用活動の時の大きな PR ポイントとなること

が想定される。最小限の費用で取り組むことができ、企業にとってもメリットがあると考

える。 

 最上地域の多くの企業がこの手当を創設すれば、「奨学金の返還に理解がある地域」とし

て PR することも可能であり、地元全体の若者を確保する力につながっていくものと考え

る。 



 

●さいごに 

 地元を離れても地元に愛着を持っている若者や、地元を離れてはじめて地元の良さに気

付いく若者もたくさんいる。彼らが戻ってこない原因のひとつは「最上地域のことをよく

知らない」ことである。今年度から、ジモト大学として、最上を離れる前に地元のことを

知ってもらう取組みはすでにスタートしている。今回は、いざ、「働き・生活する」という

人生の選択肢を決めるときに知りたい情報を集め、若者の「いつか地元に帰りたい」とい

う漠然な思いを「帰ろう！」に変えるためのヒントになるようにと、パンフレットを作成

した。 

 「帰ってくるのを待っている」という地元の思いを伝えること、離れていても地元に意

識を向けさせ、つながりを途切れさせないようにすることが大切だと感じた。そして、若

者が「帰ろう！」と思った時に、自信を持って「帰ってこい」と言えるよう、地元にいる

私たちが、最上地域で暮らすことの良さを一人ひとりが感じ、発信していくことが必要だ

と改めて感じた。 

 

  



＜補足＞「最上地域出身等の若者との交流会」について 

 

○研究成果発表後、現に東京で暮らす最上地域や県内他地域出身の若者、あるいは本県と

何らかの関わりを持つ若者等に対し、今期の研究成果を発表し、若者の地元回帰や定着

に対する考え方について意見交換するため、「最上地域出身等の若者との交流会」を開催

した。以下に交流会の概要について報告する。 

 

〔開催概要〕 

 開催日：平成 30 年２月 20 日（火） 

 開催場所：東京都大田区田園調布 

 参加人数：約 30 名 

 

〔参加者からの意見（主なもの）〕 

・機会があれば地元に帰りたいとは考えている 

・地元に愛着はあるが、ここでやるべきこと、やりたいことがあり戻ることはできない 

・地元に戻ることができなかったので、何らかの形で地元を応援したいと考えている 

・田舎の人間関係が「しがらみ」ととらえられている中で、「しがらみ」ではなく「つな

がり」であるとの発表を聞き、新たなイメージを持つことができた 

・市町村ごと、地域ごとに、このような都会において若者が集まれる機会や場所を設け

てはどうか 

・（パンフレットについて）起業した方の他に、普通の会社員としてＵターンした方の日

常についても知りたいと思った 

 

〔所感〕 

・今回の交流会を通じ、地元に戻りたいと考えている人、または地元のために何かした

いと考えている人が多くいることが改めてわかった。 

・一方で、参加者の意見にもあるとおり、『田舎暮らしは「しがらみ」ではなく「つなが

り」である』との説明が新鮮に受けとめられているように、田舎での生活をネガティ

ヴにとらえる考えも多い。良いところのＰＲも大事だが、悪く思われているところを

正面から説明していくことも必要なのではないか。 

・参加者の中には、こういった交流会に参加しているうちに地元への思いが強くなり、

Ｕターンに至った、という人もいた。敷居の低い交流会等により、地元とのつながり

を創出し、郷土愛を高めていく取り組みも有効と考えた。 

 

〔その他〕 

 ・今後も交流を深め、また更に広げていくために、Facebook 等により”つながる場”

を設けたい旨の提案をしたところ、多くの賛同を得た。今後、都内または県内で行う

イベント等への参加・協力要請、情報発信など行っていきたいと考えている。 
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