
（別紙様式） 地域課題解決事業 実施報告書 

1 

 

  

人口の流出抑制及び転入促進に対する有効な施策について 

（ 小矢部市 ） 

  

   提案・指導教員   富山大学 芸術文化学部 講師 籔谷 祐介 

  

  （参 加 学 生）  伊藤野々香（4年）、 有原千尋（4年）、 

              谷内遥香（3年）、 亀山文音（3年）、北島陽貴（3年）、北野まつ葉（3年） 

  

1 課題解決策の要約（本事業内容の要約）                                                    

  本事業は、「小矢部型地域愛着形成プログラム」の提案を目的とし、(1)小矢部市内の高校生を対象に

したアンケート調査、および(2)高校生を対象としたまちづくりプロジェクトの先行事例調査の 2 研究プロセ

スによって実施した。(1)のアンケート調査結果の分析から、小矢部市内の高校生の愛着形成要因として

「自然・人との接触」がが高校生の地域愛着形成メカニズムに大きな影響を与えていることが明らかとなっ

た。また、(2)の事例調査から、高校生自らが実際に地域の中へ繰り出したり、地域や行政などさまざまな

主体と関わりあったりしながら、新たな企画を創出・運営する取り組みが、高校生自身の地域への参画意

識や愛着形成に繋がっていること、またそうした取り組みが地域への波及効果を有していることが示唆さ

れた。（1）および(2)の研究成果をもとに、大学生を対象としたワークショップを実施し、小矢部市の高校生

を対象とした新たな「地域愛着形成プログラム」として、【よりみちずプロジェクト】、【ISURUGI FARM プロジ

ェクト】、【てくてくワゴンプロジェクト】の３つの施策を提言した。 

  

2 調査研究目的                                                       

小矢部市では若年層、なかでも女性の人口流出が課題であり、転入促進のための有効な施策が求め

られている。特に、大学への進学を機に小矢部市外に転出した若年層が、その後Ｕターンしないことが地

域課題として挙げられている。 

これまでの研究で、地域への強い愛着は当該地域への居住願望へつながることが報告されており 1)、

地域への愛着心の醸成が定住およびＵターン促進において重要であると考えられる。また、子どもの頃

の回帰意向の形成は、将来のＵターンを促進させる要因となり得ることが指摘されている 2)。つまり、子ど

もの頃に地域への愛着を育むことが、将来の定住および U ターン意向の発露に繋がり、地域への転入促

進の観点から重要であると考えられる。 

地域愛着の醸成に影響を及ぼす要因として、景観、歴史的風景、住民の人柄、住民との交流機会の

有無、祭り・イベント、来訪者との交流、外部との比較、子どもの存在、環境の変化が挙げられる 3)。しかし、

これらの要因は地域によってその影響度が様々であることから、小矢部市で暮らす人々特有の愛着形成

メカニズムを明らかにすることによって、小矢部市の環境や地域資源を生かした「小矢部型地域愛着形成

プログラム」の開発が可能であると考えられる。そして、そのプログラム開発は人口の流出抑制及び転入

促進に対する有効な施策となり得ると考えられる。 

そこで本プロジェクトでは、3 つのプロセスに基づいて「小矢部型地域愛着形成プログラム」の提案を行

う。まず、「小矢部型地域愛着形成プログラム」の開発に向けた基礎研究として、①アンケート調査によっ

て小矢部市内の高校生の愛着形成メカニズムを明らかにする。次に、「小矢部型地域愛着形成プログラ
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ム」の提案にあたり、②全国の高校生を対象としたまちづくり事業の先行事例の調査を行う。①および②

の調査結果に基づき、③人口の流出抑制及び転入抑制に対する有効な施策の提案を行う。なお、今後

小矢部市へＵターンすることが期待でき、「小矢部型地域愛着形成プログラム」の対象属性として適切で

あると考えたため、本研究の調査対象は小矢部市内の高校生と定めることとした。 

 

3 調査研究内容                                                       

 本研究では、「小矢部型地域愛着形成プログラム」開発に際し、①高校生を対象とした地域愛着に関す

るアンケート調査、および②全国の高校生を対象としたまちづくり事業の先行事例の調査を実施した。以

下、各研究成果をまとめる。 

3-1 高校生を対象とした地域愛着に関するアンケート調査 

3-1-1 本研究の仮説 

地域愛着に関する既往研究 3）～13)の整理により、愛着形成要因として①自然環境、②人との交流、③

行政評価、④居住年数、⑤地域資源、⑥親、⑦コントローラビリティ（自分自身をコントロールする力）、⑧

徒歩圏の店舗、⑨チームアイデンティフィケーション（社会的アイデンティティ理論から算出される「身分

証明書」の意味で使われる言葉）の 9要因を抽出した。 

「小矢部型地域愛着形成プログラム」の開発を行うにあたり、特に小矢部市に当てはまる愛着形成要因

として考えられるのは、9 要因のうち、①自然環境、②人との交流、⑤地域資源、⑧徒歩圏の店舗の 4 要

因であると仮説を立てた。本研究は高校生を調査対象とするため、上記 4 要因と接触する機会として、通

学時および地域を舞台とした取り組みの 2 つがあると想定される。高校生にとって、日々の登下校時の通

学路は地域と密接に関わる機会を創出する場所である。また、地域を舞台とした取り組み、つまり、授業

や課外活動・部活動等で地域と関わる機会があると、よりその地域について感じたり、学んだりするきっか

けとなる。（例：部活動で街中をランニング、学校外での販売実習活動など） 

これらのことから、本研究では以下の 2つの仮説を立てた。 

【仮説①】 通学時における経験は地域愛着の形成要因となる 

【仮説②】 地域を舞台とした取り組みの経験は地域愛着の形成要因となる 

また、「小矢部市シティプロモーション戦略プラン」のなかで、小矢部市のイメージを構成している要素と

して挙げられている①食、②人・祭り、③自然、④メルヘンの 4つが仮説①と②にどのように関わりながら、

小矢部市特有の地域愛着を形成しているのかを明らかにすることとした。 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

【仮説①】 通学時における経験は地域愛着の形成要因となる 

高校生の日常生活の中で、自然環境、地域資源、人、店舗との接触のあると考えられる通学時および

寄り道に着目した。既往研究 10)から、路面電車や自転車などの交通手段は地域の自然環境と触れ合う機

会が多く、コントローラビリティに富み、自発性を生かせる身体移動の手段であること、またそのような地域

と密接した生活に結びつく移動手段を用いる人は地域愛着形成傾向が高いことがわかる。こうした背景

から、本研究では高校生の通学手段を調べることで、通学路と地域愛着形成についてどのような繋がりが

あるかを明らかにする。この仮説が証明されることで、石動商店街を通学路にする石動高校生と商店街の

協働企画など、②人口の流出抑制及び転入促進に対する施策の提案において有用な知見が得られ、今

後の事業展開に繋がるものと考える。 
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【仮説②】 地域を舞台とした取り組みの経験は地域愛着の形成要因となる 

授業や課外活動、部活等でまちと関わる実践的な活動を通して、よりリアルな知識や技術が身につき、

さらに小矢部市に関心を抱くと考え、学校外の地域を学びのフィールドとした活動に着目した。この仮説

が証明されることにより、②人口の流出抑制及び転入促進に対する有効な施策の提案において、まちや

人との交流促進プログラムを取り入れたカリキュラムやクラブ活動実施などの展開に繋げていくことが可能

であると考える。 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

通学路と地域を舞台とした取り組みのほか、日常生活内で感じていることが地域愛着形成に影響を与

えている可能性も考え、比較対象として設問項目に入れる。 

 

図 1 小矢部市における高校生の地域愛着に関する仮説モデル 

 

3-1-2 調査方法 

小矢部市内の高校生がどれくらい地域への愛着を持っているか、またそれがどのようなメカニズムで形

成されているのか、さらに将来の回帰意向についても明らかにするためにアンケート調査を実施する。ア

ンケート調査の概要および設問項目を表１，2に示す。アンケート回収後、得られたデータを用いて、小矢

部市における高校生の地域愛着に影響を及ぼす要因を分析する。 

 

表 1 アンケート調査概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査期間

調査方法

対象者

内容

小矢部市内の高校生約400名
（石動高校2,3年生、

となみ野高校2,3,4年生、
小矢部園芸高校2,3年生）
※1年生を除外したのは、
まだ高校生活が短いため。

2020年 6月 23日 - 7月16日
アンケート調査

（高等学校に協力を依頼し、
高等学校の教員から直接配布。

アンケートの趣向に賛同してくれた
生徒からその場で回収）

表2に示す



（別紙様式） 地域課題解決事業 実施報告書 

4 

 

表 2 設問項目 

尺度

登下校時、小矢部市の店舗で買い物や飲食をすることが多い

メ
ル
ヘ
ン

食

自
然

取
り
組
み

授業や部活動、課外活動で小矢部市の人々と関わる機会が
ある

自
然

祭
り
・
人

日
常

メルヘン建築に行ったことがある

メ
ル
ヘ
ン

小矢部市にとってメルヘン建築はシンボルだと思う

小矢部市には親切な人が多い

小矢部市の人々は誠実である

小矢部市の自然環境が豊富に残っていることは、自分たちに
とって良いことだと思う

小矢部市には美しい街並みや自然がある

メルヘン建築を使った活動に参加する機会が多い

メルヘン建築について学ぶ機会が多い

小矢部市の特産品を知っている

メ
ル
ヘ
ン

食

登下校時、小矢部市で鳥や虫の鳴き声を聞くことが多い

登下校時、小矢部市の人々とあいさつをする機会が多い

小矢部市にずっと住み続けたい、又は住みたい

設問項目

小矢部市は住みやすいと思う
小矢部市にお気に入りの場所がある
小矢部市を歩くのは気持ちよい
小矢部市の雰囲気や土地柄が気に入っている
小矢部市が好きだ
小矢部市ではリラックスできる
小矢部市は大切だと思う
小矢部市に愛着を感じている
小矢部市に自分の居場所がある気がする
小矢部市が自分のまちだという感じがする

登下校時、小矢部市で果樹園や畑を見る機会が多い

地
域
愛
着

選
好

感
情

持
続

願
望

自
然

通
学
路

食

祭
り
・
人

通
学
状
況

属
性

そ
の
他

卒業後の進路（Ｕターンの有無）

居住地と小矢部市どちらが好きか（居住地が小矢部市以外の
方）
小矢部市のまちや人ともっと授業や課外活動で関わっていき
たいと思うか
小矢部市の好きなところ

小矢部市がどのようになると暮らしやすいと思うか

学校名
学年
所属学科
性別
居住地域（居住学区）
居住年数

通学手段の種類

祭
り
・
人

小矢部市の嫌いなところ

各通学手段の所要時間
寄り道の有無
寄り道の頻度
寄り道の場所

普段、小矢部市の特産品を食べることが多い

小矢部市にいつまでも変わってほしくないものがある

小矢部市になくなってしまうと悲しいものがある

授業や部活動、課外活動で小矢部市の自然環境や生き物と
直接触れ合う機会が多い

登下校時、小矢部市内の道ばたに咲く花や土など、自然のに
おいをかぐことが多い

登下校時、小矢部市で自然を感じる

授業や部活動、課外活動で小矢部市の特産品など食と関わる
機会が多い

小矢部市で誰かと一緒に登下校することが多い

登下校時、メルヘン建築を見る機会が多い

小矢部市のお祭りや多くの人でにぎわう小矢部市のイベント
などに参加する、又は見に行くことが多い

登下校時、小矢部市の人々と話をする機会が多い
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3-1-3 調査結果 

(1)単純集計結果 

a. 属性 

回答者の通う学校は、「石動高校」が約 8 割を占め、「となみ野高校」、「小矢部園芸高校」と続く（表 3/

図 2）。所属学科は、「普通科」が約 7割、「商業科」が 2割、「園芸科」、「総合福祉科」と続く（表 4/図 3）。

学年は、「2 年」と「3 年」が共にだいたい同じ割合を占め、「4 年」が数名回答している（表 5/図 4）。性別

は、男女ともにほぼ同じ割合である（表 6/図 5）。居住地域は、「その他（小矢部市外）」が約 6 割を占め、

小矢部市内では「石動」、「大谷」に住む割合が高い（表 7,8/図 6）。居住年数については、生まれてから

現在まで同一の居住地域で暮らしていることを表す「16 年」「17 年」が多く、数名は異なる地域から転入し

ていることが確認できた（表 9/図 7）。 

 

表 3 学校名 

 

図 2 学校名 

 

表 4 所属学科 

 

 

図 3 所属学科 

 

 

学校名 回答 人数 割合

石動高校 1 298 78.4%
となみ野高校 2 50 13.2%
小矢部園芸高校 3 32 8.4%
無回答 - 0 0.0%

所属学科 回答 人数 割合

普通科 1 262 68.9%
商業科 2 76 20.0%
総合福祉科 3 8 2.1%
園芸科 4 32 8.4%
無回答 - 2 0.5%



（別紙様式） 地域課題解決事業 実施報告書 

6 

 

表 5 学年 

 

 

図 4 学年 

 

表 6 性別 

 

 

図 5 性別 

 

表 7 居住地域（居住学区） 

 

 

 

 

 

 

学年 回答 人数 割合

2年 2 191 50.3%
3年 3 182 47.9%
4年 4 5 1.3%
無回答 - 2 0.5%

性別 回答 人数 割合

男 1 174 45.8%
女 2 184 48.4%
無回答 - 22 5.8%

居住地域 回答 人数 割合

石動 1 53 13.9%
東部 2 5 1.3%
大谷 3 35 9.2%
蟹谷 4 21 5.5%
津沢 5 21 5.5%
その他 6 239 62.9%

無回答 - 6 1.6%
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表 8 居住地域（その他詳細） 

 

 

図 6 居住地域（居住学区） 

表 9 居住年数 

 

 

 
図 7 居住年数 

 

その他 人数 割合

高岡 123 51.5%
射水 26 10.9%
砺波 49 20.5%
南砺 39 16.3%
氷見 1 0.4%
富山 1 0.4%

居住年数 回答 人数 割合

0年 0 6 1.6%
1年 1 2 0.5%
2年 2 0 0.0%
3年 3 2 0.5%
4年 4 3 0.8%
5年 5 3 0.8%
6年 6 0 0.0%
7年 7 2 0.5%
8年 8 1 0.3%
9年 9 4 1.1%
10年 10 2 0.5%
11年 11 7 1.8%
12年 12 6 1.6%
13年 13 4 1.1%
14年 14 4 1.1%
15年 15 8 2.1%
16年 16 102 26.8%
17年 17 133 35.0%
18年 18 34 8.9%
19年 19 1 0.3%
20年 20 3 0.8%
無回答 - 53 13.9%
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b. 通学状況 

小矢部市内の高校生のうち、自宅から学校まで少し距離がある学生は「電車」や保護者の送迎による

「車」および「自転車」を利用し、自宅から学校までの距離が近い学生は「徒歩」で通学している傾向が見

られる。一方で、「バス」を利用する学生は少ないことが確認できた（表 10/図 8）。寄り道の有無について

は、「一週間に数回」「月に数回」「しない」の 3パターンに分かれることが確認できた（表 11/図 9）。寄り道

場所は「コンビニ」が半数以上を占め、「図書館」「スーパー」が続く（表 12,13/図 10）。 

 

表 10 通学手段の種類/各通学手段の所要時間 

 

 

図 8 通学手段の種類/各通学手段の所要時間 

 

表 11 寄り道の有無/寄り道の頻度 

 

1 2 3 4 5 6 7 -

通学手段 通学手段ではない 1～5分 6～10分 11～20分 21～30分 31分～1時間 1時間以上 無回答

徒歩 168 19 72 25 8 11 2 75
自転車 146 17 22 66 45 12 1 71
電車 165 48 29 34 17 12 1 74
バス 251 2 6 7 3 7 0 104
車 154 18 52 54 15 1 0 86

回答/人数

寄り道の頻度 回答 人数 割合

毎日 1 11 2.9%
一週間に数回 2 89 23.4%
一週間に一回 3 48 12.6%
月に数回 4 89 23.4%
一年に数回 5 29 7.6%
しない 6 98 25.8%
無回答 - 16 4.2%
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図 9 寄り道の有無/寄り道の頻度 

 

表 12 寄り道の場所 

 

 

表 13 寄り道の場所（その他詳細） 

 

 
図 10 寄り道の場所 

 

  

寄り道の場所 回答 人数 割合

図書館 1 71 16.4%
商店街 1 2 0.5%
コンビニ 1 237 54.9%
スーパー 1 59 13.7%
ショッピングモール 1 23 5.3%
公園 1 14 3.2%
場所は無く遠回りして帰る 1 11 2.5%
その他 1 15 3.5%

その他 人数

本屋 4
ケーキ屋 1
飲食店 2
学校 1
ドラッグストア 1
自動販売機 3
なぞの自動販売機 1
市立公民館 1

マツキヤ 1
風呂屋 1
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c. 小矢部市内における経験や印象について(5 件法) 

小矢部市内における経験や印象に関して、「とてもそう思う」「そう思う」「どちらともいえない」「そう思わ

ない」「全く思わない」の 5件法で回答を得た。回答結果を示す(表 14,15および図 11,12)。 

【選好】の項目については、「小矢部市にお気に入りの場所がある」と回答する人が少ない。【感情】の

項目については、「小矢部市は大切だと思う」と回答する人が多いが、「小矢部市にずっと住み続けたい、

又は住みたい」と回答する人は少ない。【持続願望】の項目については、「小矢部市にいつまでも変わっ

てほしくないものがある」「小矢部市になくなってしまうと悲しいものがある」両方とも数値で言うと、3 のどち

らともいえないという平均である。通学路の項目については、設問内容によって差異が大きく、「登下校時、

小矢部市で自然を感じる」「登下校時、小矢部市で鳥や虫の鳴き声を聞くことが多い」と回答する人が多

く、「登下校時、小矢部市の人々と話をする機会が多い」と回答する人が少ない。【取り組み】の項目につ

いては、「メルヘン建築を使った活動に参加する機会が多い」「メルヘン建築について学ぶ機会が多い」

と回答する人が少ない。日常の項目については、「小矢部市には美しい街並みや自然がある」「小矢部市

の自然環境が豊富に残っていることは、自分たちにとって良いことだと思う」と回答する人が多く、「小矢部

市の特産品を知っている」「普段、小矢部市の特産品を食べることが多い」と回答する人が少ない。 

【食】の項目については全体的に数値が低い。【自然】の項目については、設問内容によって数値の差

異が大きいが比較的高い数値が並んでいる。【祭り・人】の項目については、「登下校時、小矢部市の

人々と話をする機会が多い」と回答する人が低く、「小矢部市で誰かと一緒に登下校することが多い」「小

矢部市には親切な人が多い」と回答する人が若干多い。【メルヘン】の項目については、取り組みの項目

同様に「メルヘン建築を使った活動に参加する機会が多い」「メルヘン建築について学ぶ機会が多い」と

回答する人が少なく、設問内容によって数値の差異が大きい。 
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表 14 5 件法（全尺度） 

 

尺度 平均

3.28
2.82
3.19

3.14
3.19
3.34
3.46
2.99
2.94
2.65
2.40

2.91

3.03

2.82
登下校時、小矢部市の店舗で買い物や飲食をすることが多い 2.71

3.61

3.86

2.68

2.79

2.29

3.30

メ
ル
ヘ
ン

3.02

食 2.26

自
然

2.31

2.68

2.63

1.98

1.95

2.48

普段、小矢部市の特産品を食べることが多い 2.13

3.40

3.57

3.19

3.33

2.71

3.34小矢部市にとってメルヘン建築はシンボルだと思う

メ
ル
ヘ
ン

メルヘン建築を使った活動に参加する機会が多い

メルヘン建築について学ぶ機会が多い

祭
り
・
人

小矢部市の人々は誠実である

小矢部市には親切な人が多い

メ
ル
ヘ
ン

メルヘン建築に行ったことがある

日
常

食
小矢部市の特産品を知っている

自
然

小矢部市には美しい街並みや自然がある

小矢部市の自然環境が豊富に残っていることは、自分たちに
とって良いことだと思う

取
り
組
み

授業や部活動、課外活動で小矢部市の特産品など食と関わる
機会が多い

通
学
路

食
登下校時、小矢部市で果樹園や畑を見る機会が多い

祭
り
・
人

登下校時、小矢部市の人々とあいさつをする機会が多い

小矢部市にいつまでも変わってほしくないものがある

小矢部市になくなってしまうと悲しいものがある

授業や部活動、課外活動で小矢部市の自然環境や生き物と
直接触れ合う機会が多い

祭
り
・
人

小矢部市のお祭りや多くの人でにぎわう小矢部市のイベント
などに参加する、又は見に行くことが多い

授業や部活動、課外活動で小矢部市の人々と関わる機会が
ある

登下校時、小矢部市の人々と話をする機会が多い

小矢部市で誰かと一緒に登下校することが多い

登下校時、メルヘン建築を見る機会が多い

自
然

登下校時、小矢部市で自然を感じる

登下校時、小矢部市で鳥や虫の鳴き声を聞くことが多い

登下校時、小矢部市内の道ばたに咲く花や土など、自然のに
おいをかぐことが多い

設問項目

地
域
愛
着

選
好

小矢部市は住みやすいと思う
小矢部市にお気に入りの場所がある

小矢部市を歩くのは気持ちよい
小矢部市の雰囲気や土地柄が気に入っている
小矢部市が好きだ
小矢部市ではリラックスできる

感
情

小矢部市は大切だと思う
小矢部市に愛着を感じている
小矢部市に自分の居場所がある気がする
小矢部市が自分のまちだという感じがする
小矢部市にずっと住み続けたい、又は住みたい

持
続

願
望
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表 15 5 件法（尺度別） 

 

 

 

 
図 11 5 件法（全尺度） 

 
図 12 5 件法（尺度別） 

 

d. その他 

 卒業後の進路については、「県内進学」が 25%、「県内就職」が 15%を占め、県外に進学や就職をしても

将来的にＵターンしたいと思っている人がいるが、将来的にＵターンしないと回答する人の方が若干多い。

また、「わからいない」と回答する人が 20%を占めている（表 16/図 13）。 

 居住地と小矢部市のどちらが好きかについては、「居住地域」が 75%を占めているが、「小矢部市」と回

答した人が 2人（0.9%）いた（表 17/図 14）。 

 小矢部市のまちや人ともっと授業や課外活動で関わっていきたいかについては、「どちらともいえない」

が約 50%を占め、「いいえ」が 25%、「はい」が 18%を占めている（表 18/図 15）。 

 

 

 

 

 

 

 

取り組み 取り組み
2.82 2.71 2.26 2.48 2.13 3.61 3.86 2.68 2.31 3.40 3.57

食
通学路 日常

自然
通学路 日常

通学路
2.79 2.29 3.30 2.68 2.63 3.19 3.33 3.02 1.98 1.95 2.71 3.34

日常
メルヘン祭り・人

通学路 取り組み 日常 取り組み
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表 16 卒業後の進路 

 

 

図 13 卒業後の進路 

 

表 17 居住地域と小矢部市どちらが好きか 

 

 

図 14 居住地域と小矢部市どちらが好きか 

 

表 18 小矢部市のまちや人ともっと授業や課外活動で関わっていきたいか 

 

 

図 15 小矢部市のまちや人ともっと授業や課外活動で関わっていきたいか 

 

卒業後の進路 回答 人数 割合

県内進学 1 97 25.5%
県外進学（将来的にUターンしたい） 2 51 13.4%
県外進学（将来的にUターンしない） 3 74 19.5%
県内就職 4 60 15.8%
県外就職（将来的にUターンしたい） 5 5 1.3%
県外就職（将来的にUターンしない） 6 11 2.9%
わからない 7 76 20.0%
その他 8 0 0.0%
無回答 - 6 1.6%

どちらが好きか 回答 人数 割合

小矢部市 1 2 0.9%
どちらともえいない 2 57 24.6%
居住地域 3 173 74.6%

もっと関わりたいか 回答 人数 割合

はい 1 68 17.9%
どちらともいえない 2 199 52.5%
いいえ 3 97 25.6%
無回答 - 15 4.0%
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e. 自由回答 

 小矢部市の好きなところについては、「豊かな自然」が約 20%を占めている。その次に「遊び場がある」

「住みやすい」が続く（表 19/図 16）。 

 小矢部市の嫌いなところについては、「飲食店/遊び場の不足」が約 1 割 5 分を占めている。その次に

「交通網の不便さ」が続く（表 20/図 17）。 

小矢部市がどのようになると暮らしやすいかについては、「飲食店/遊び場の新設」が約 2 割を占め、「交

通面の改善」が続く（表 21/図 18）。 

 

表 19 小矢部市の好きなところ 

 

 

 

図 16 小矢部市の好きなところ 

 

 

 

 

 

 

カテゴリー n %
豊かな自然 95 23.7%
遊び場がある 27 6.7%
住みやすい 28 7.0%
親切な住民性 12 3.0%
メルヘンを感じる 11 2.7%
お気に入りの場所がある 10 2.5%
地域固有の祭り 3 0.7%
食がおいしい 2 0.5%
その他 6 1.5%
なし 31 7.7%
無回答 176 43.9%
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表 20 小矢部市の嫌いなところ 

 

 

 

図 17 小矢部市の嫌いなところ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カテゴリー n %
飲食店/遊び場の不足 57 14.3%
交通網の不便さ 31 7.8%
虫/動物が多い 11 2.8%
なにもない 9 2.3%
メルヘン政策がうまくいっていない 8 2.0%
治安が悪い 8 2.0%
田舎である 11 2.8%
不親切な住民性 7 1.8%
町の整備が不十分 4 1.0%
まちの認知度が低い 2 0.5%
人口減少/高齢化 2 0.5%
その他 3 0.8%
なし 46 11.6%
無回答 199 50.0%
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表 21 小矢部市がどのようになると暮らしやすいと思うか 

 

 

 

図 18 小矢部市がどのようになると暮らしやすいと思うか 

 

  

カテゴリー n %
飲食店/遊び場の新設 76 19.5%
交通面の改善 31 8.0%
まちの活性化/発展 8 2.1%
都会化 6 1.5%
住民同士の交流頻度を高める 5 1.3%
治安を良くする 4 1.0%
建築物の修繕/利活用 4 1.0%
まちの広報力の向上 4 1.0%
人口増加 3 0.8%
豊かな自然の増加 2 0.5%
金銭的課題の解決 2 0.5%
その他 7 1.8%
なし 36 9.3%
無回答 201 51.7%
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(2)統計分析結果 

 本アンケート結果を統計ソフト(SPSS)を用いて分析を実施した。以下、分析結果をまとめたうえで小矢部

市高校生の地域愛着形成要因について考察を行う。 

a. 因子分析による地域愛着因子の抽出 

 本アンケート項目「小矢部市内における経験や印象について」(5 件法)のうち、地域愛着尺度(設問 1～

13)の回答結果をもとに、小矢部市内高校生の地域愛着因子の抽出をおこなった。まず、13項目(表 22)  

を用いて探索的因子分析（最尤法・プロマックス回転）を行った(表 23)。その後、平衡分析を行い、３因子

が抽出された。累積寄与率は 3因子 13項目の全分散の 71.2%を説明していた。 

第 1 因子【選好】は、「小矢部市を歩くのは気持ちよい」「小矢部市の雰囲気や土地柄が気に入ってい

る」などの項目が高い負荷量を示し、全 8 項目で構成された。次に、第 2 因子【感情】は 3 項目で構成さ

れ、「小矢部市が自分のまちだという感じがする」という選択項目が特に高い負荷量を示した。先行研究

においては、設問 1～6までが【選好】、7～11までが【感情】、12,13が【持続願望】として地域愛着因子が

抽出されている。しかし、本調査の回答結果では、【7.小矢部市は大切だと思う】および【8.小矢部市に愛

着を感じている】の 2項目も【選好】に分類される結果となった。 

 各因子の Cronbach のα係数は、第 1 因子 0.943、第 2 因子 0.844、第 3 因子 0.829 と、いずれも 0.8

以上の数値を示した。3因子の因子相関の値を示す(表 24)。 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

■Cronbachのα係数 

  第 1因子 0.943  第 2因子 0.844 第 3因子 0.829 

■因子名 

  第 1因子名 【選好】  第 2因子名 【感情】  第 3因子名 【持続願望】 

■因子抽出法 ： 最尤法 

■回転法 ： Kaiserの正規化を伴うプロマックス法 

■累積％は、3因子 13項目の全分散の 71.298％を説明している。 

 

No. 設問項目 

1 小矢部市は住みやすいと思う 

2 小矢部市にお気に入りの場所がある 

3 小矢部市を歩くのは気持ちよい 

4 小矢部市の雰囲気や土地柄が気に入っている 

5 小矢部市が好きだ 

6 小矢部市ではリラックスできる 

7 小矢部市は大切だと思う 

8 小矢部市に愛着を感じている 

9 小矢部市に自分の居場所がある気がする 

10 小矢部市が自分のまちだという感じがする 

11 小矢部市にもっと住み続けたい、又は住みたい 

12 小矢部市にいつまでも変わってほしくないものがある 

13 小矢部市に無くなってしまうと悲しいものがある 

表 22 地域愛着尺度の設問項目(全 13 項目) 
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b. クラスター分析による回答者の類型化 

 次に、【a.因子分析による地域愛着因子の抽出】において抽出された 3因子の因子得点を用いて、回答

者のクラスター分析(ward 法)を行った。その結果、回答者を 3 つのグループに分類することができた。各

クラスターの人数を示す(表 25,図 19)。3クラスターの因子得点の平均値を示す(表 26)。また、それぞれの

因子得点の平均値を比較した結果を図示する(図 20)。 

 

 

 

 

 

  

  

選好 感情 持続願望

小矢部市を歩くのは気持ちよい .942 -.067 -.113

小矢部市の雰囲気や土地柄が気に入っている .933 -.062 .009

小矢部市が好きだ .858 .044 .051

小矢部市は大切だと思う .825 -.080 .075

小矢部市ではリラックスできる .795 .086 .017

小矢部市は住みやすいと思う .719 .111 -.065

小矢部市に愛着を感じている .643 .183 .106

小矢部市にお気に入りの場所がある .388 .208 .180

小矢部市が自分のまちだという感じがする -.116 1.063 -.035

小矢部市に自分の居場所がある気がする .310 .554 .000

小矢部市にずっと住み続けたい、又は住みたい .344 .370 .082

小矢部市になくなってしまうと悲しいものがある -.090 -.057 1.065

小矢部市にいつまでも変わってほしくないものがある .202 .125 .533

因子寄与率（％） 60.878 5.965 4.455

累積寄与率（％） 60.878 66.842 71.298

因子
地域愛着項目(全13項目)

表 23 地域愛着 13 項目の因子分析結果 

クラスタ 人数(人)

1 180

2 83

3 60

計 323

表 25 3 クラスターの人数割合 

図 19 3 クラスターの人数割合 

表 24 地域愛着 3 因子の因子間相関 

因子間相関 選好 感情 持続願望

選好 ー .762 .688

感情 .762 ー .667

持続願望 .688 .667 ー
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図 19 を参照すると、3 クラスター別の地域愛着意識の傾向の差が明らかとなっていることが分かる。3 クラ

スターの中で、最も地域愛着意識傾向が強いのは、クラスター②に属する回答者(83 名)である。中程度

の愛着意識を有するのはクラスター①(180 名)で、全回答者中最も多くの割合の回答者がこのクラスター

に属する。最後に、愛着意識傾向が低いグループとして、クラスター③(60名)が分類された。 

c. 3 クラスター(地域愛着意識)の特性分析 

次に、アンケートの属性に関する設問と各クラスターのクロス分析を行い、各クラスターの特性を分析・考

察する。なお、各項目の数値は回答漏れなどの欠損データを除き表記する。 

■性別 

 性別割合を右に示す(表 27)。また、クラスター別の

割合を図示する(図 21,22,23)。最も地域愛着志向の

高いクラスター②では、やや男性の割合が高いもの

の、男女比はほぼ同程度の割合を示した。また、回

答者全体のうち女性の多くが中程度の愛着傾向を示

すクラスター①に属する。その一方で、愛着意識が

低いクラスター③では、男性の割合が高い値を示した。 

  

選好 感情 持続願望

クラスタ① -0.1039 -0.1149 0.0112

クラスタ② 1.2283 1.1864 0.9221

クラスタ③ -1.4068 -1.3146 -1.3279

表 26 3 クラスターの地域愛着因子得点平均値 

図 20 3 クラスターの地域愛着因子得点平均値比較 

ｎ ％ ｎ ％

1 68 37.8% 112 62.2%

2 45 54.2% 38 45.8%

3 37 61.6% 23 38.4%

女性男性

表 27 性別 (3 クラスター別) 
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■居住地域 

 居住地域の割合を示す（表 28）。 

最も地域愛着因子の平均値が高かったクラスター②の回答者のうち、約 7割の回答者が小矢部市内に

居住をしていた。反対に、中程度の愛着傾向のクラスター①では小矢部市外に居住をしている回答者が

7割を超え、最も愛着傾向の低いクラスター③ではその傾向がより顕著になる。これらの結果から、居住

地域を小矢部市内に持つ高校生ほど地域への愛着傾向が高いことが示唆された。 

  

図 21 性別の割合 

ｎ ％ ｎ ％

1 53 28.0% 136 72.0%

2 59 67.8% 28 32.2%

3 7 11.2% 55 88.8%

居住地域内 居住地域外

表 28 居住地域 (3 クラスター別) 

図 22 居住地域の割合 
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■居住年数 

 居住年数に関して、自由記述で得た回答を【0～10年】、【11～15年】、【16年以上】の３つに区分し、そ

れぞれクラスター別の人数割合を確認した(表 29,図 23)。その結果、全体傾向として【16年以上】の回答

が最も高いことが明らかとなり、生まれてから同一地域に居住をしていると推察される層が大半であること

が分かった。また、クラスター①とクラスター②では、【0～10年】と【11～15年】の回答割合がほぼ同一で

あったのに対し、クラスター③ではそれら 2項目の割合が若干ではあるが他クラスターよりも高い傾向が

見えた。しかし、クラスター③も【16年以上】の長い居住年数を有する回答者が 75％を占めることから、地

域愛着の低さと居住年数の長さが必ずしも相関するわけではないことが推測される。 

以上のことから、地域愛着形成にあたって居住年数の長短はそれほど高い影響を及ぼさないということ

が示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■寄り道の頻度 

 寄り道の頻度(全 6項目)のクラスター別回答割合を示す(表 30,図 24)。全体傾向として、寄り道を毎日

する層はほとんどいなかった。また、クラスター①および②は、約 6割の回答者が最低でも【月に数回】以

上の寄り道をしているという結果が得られた。 

一方、【一週間に数回】および【一週間に一回】の 2項目を合わせた割合は、地域愛着が高いクラスタ

ー②が 44.1%、次に愛着感が高いクラスター①が 37.2%、最も愛着感が薄いクラスター③が 33.9%という結

果になった。また、寄り道を【しない】と回答した割合は、クラスター③が 40.7%と、ほかの 2 クラスターと比

較して高い値を示した。これらの結果から、寄り道の頻度の高さと地域愛着には関連がみられることが推

察された。 

 

 

 

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

1 11 6.6% 14 8.4% 141 84.9%

2 5 6.3% 5 6.3% 69 87.3%

3 6 11.5% 7 13.5% 39 75.0%

0～10年 11～15年 16年以上

表 29 居住年数 (3 クラスター別) 

図 23 居住年数の割合 
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■高校卒業後の進路 

 高校卒業後の進路に関する項目(全 7項目)の回答割合を示す(表 31,図 25)。地域愛着中程度のクラス

ター①の特徴として、【県内就職】の割合がほかのクラスターと比較して高いことが挙げられる。また、【県

外進学】および【県外就職】など高校卒業後に県外へ流出するが U ターン意向がある回答者はクラスタ

ー①全体の 16.2%であった。次に、地域愛着が高いクラスター②の大きな特徴として、卒業後に地元に残

留せずかつ U ターン意向も無い回答者が 14.9%と、3 クラスターの中で最も低かったことが挙げられる。一

方、進路について【わからない】と答えた者も、3 クラスター中、クラスター②が最も大きな割合を示した。 

最後に、地域愛着の低いクラスター③の特徴として、県内進学率が 3 クラスター中最も高い割合であった

ことが挙げられる。一方、県外進学者のうちのほとんどが U ターン意向を持たないことも明らかとなった。 

以上の結果から、高校卒業後の進路として県内進学や県内就職であるからといって、必ずしも地域愛

着との強い関連があるわけではないことが推察された。その一方で、U ターン意識に関しては地域愛着

が高いほど、県外流出後の将来的な U ターン意向があるということが示唆された。 

 

 

 

  

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

1 7 3.8% 42 23.0% 26 14.2% 47 25.7% 17 9.3% 44 24.0%

2 3 3.6% 22 26.2% 15 17.9% 19 22.6% 6 7.1% 19 22.6%

3 1 1.7% 17 28.8% 3 5.1% 10 16.9% 4 6.8% 24 40.7%

しない毎日 一週間に数回 一週間に一回 月に数回 一年に数回

表 30 寄り道の頻度 (3 クラスター別) 

図 24 寄り道の頻度の割合 

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

1 45 24.3% 29 15.7% 36 19.5% 36 19.5% 1 0.5% 6 3.2% 32 17.3%

2 24 27.6% 16 18.4% 13 14.9% 10 11.5% 3 3.4% 0 0.0% 21 24.1%

3 23 37.1% 2 3.2% 15 24.2% 6 9.7% 1 1.6% 3 4.8% 12 19.4%

わからない
県外就職

（Uターンなし）
県内進学

県外進学

（Uターン希望）

県外進学

（Uターンなし）
県内就職

県外就職

（Uターン希望）

表 31 高校卒業後の進路 (3 クラスター別) 
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■居住地域と小矢部市のどちらが好きか(居住地域が小矢部市外者対象) 

 全回答者のうち、居住地域が小矢部市外の高校生に対して行った「居住地域と小矢部市のどちらが好

きか」に関する回答割合を示す(表 32,図 26)。全体傾向として、居住地域のほうが好きという回答が過半

数を超えた。その一方で、小矢部に対する地域愛着の高いクラスター②に関しては、【どちらともいえな

い】が 35.8%を占めたほか、【小矢部市】のほうが好きと回答した者もわずかに見られた。この傾向はクラス

ター①や③では見られなかった特性として挙げられる。 

  

図 25 高校卒業後の進路の割合 

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

1 0 0.0% 32 24.8% 97 75.2%

2 2 7.1% 10 35.8% 16 57.1%

3 0 0.0% 9 16.7% 45 83.3%

小矢部市 どちらともいえない 居住地域

表 32 居住地域と小矢部市のどちらが好きか (3 クラスター別) 

図 26 居住地域と小矢部市どちらが好きか 
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■小矢部市のまちや人との関わりへの意欲 

 「小矢部市のまちや人ともっと授業や課外活動で関わっていきたいと思うか」との問いに関する回答割

合を示す(表 33,図 27)。特徴的なのは、小矢部への愛着傾向が高いクラスター②の回答者の約 45％が、

小矢部市のまちや人とのより深い関りを希望していることだ。クラスター②で【いいえ】と回答したのは、わ

ずか 6％であった。その一方で、愛着傾向の低いクラスター③は【いいえ】と回答した者の割合が 65％を

超えており、ほかの２クラスターとの明らかな意識の違いが生じていることが分かる。また、クラスター①は

【どちらともいえない】の回答が 64％と高い値を示した。 

 これらの結果から、地域への愛着意識の高低と、地域との関わりに関する意欲の程度には関連があるこ

とが示唆された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ. 通学路に関する設問回答の統計分析(因子分析による回答者の類型化と特性の分析) 

 本研究では、学校までの通学路での経験・体験や寄り道などの機会が、高校生の地域愛着形成メカニ

ズムに影響を及ぼす要因であると仮定した。そのため、アンケート設問の問 4「小矢部市における経験や

印象」のうち、通学路に関する小項目 14～22（9項目中 21を除いた全 8項目を分析）の回答結果をもと

に回答者の類型化および、抽出されたクラスターの特性の分析を行った。 

 はじめに、通学路に関する 8項目(表 34)を用いて探索的因子分析（最尤法・プロマックス回転）を行っ

た結果、2つの因子が抽出された(表 35)。第 1因子は、「登下校時、小矢部市の果樹園や畑を見る機会

が多い」や「登下校時、小矢部市の店舗で買い物や飲食をすることが多い」の 2項目が高い負荷量を示

したほか、自然環境に関する 4項目を含む全 5項目で構成されている。そのことから、第 1因子を【自

然・食との関り】因子と解釈した。第 2因子は、「登下校時、小矢部の人々とあいさつをする機会が多い」

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

1 25 13.9% 116 64.4% 39 21.7%

2 37 44.6% 41 49.4% 5 6.0%

3 1 1.6% 20 32.3% 41 66.1%

はい どちらともいえない いいえ

表 33 小矢部市のまちや人との関わりへの意欲 (3 クラスター別) 

図 27 小矢部市のまちや人との関りへの意欲の割合 
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および「登下校時、小矢部の人々と話をする機会が多い」の 2項目に高い負荷量を示す全 3項目で構

成されることから、【人との関わり】因子と命名する。2因子の因子相関の値を示す(表 36)。 

 

 

No. 設問項目 

14 登下校時、小矢部市の果樹園や畑を見る機会が多い 

15 登下校時、小矢部市の店舗で買い物や飲食をすることが多い 

16 登下校時、小矢部市で自然を感じる 

17 登下校時、小矢部市で鳥や虫の鳴き声を聞くことが多い 

18 登下校時、小矢部市の道ばたに咲く花や土など、自然のにおいをかぐことが多い 

19 登下校時、小矢部の人々とあいさつをする機会が多い 

20 登下校時、小矢部の人々と話をする機会が多い 

22 登下校時、メルヘン建築を見る機会が多い 

 

 

 

 

 

 

 

 次に、抽出された 2因子の因子得点を用いて、回答者のクラスター分析(ward法)を行った。その結果、

回答者を 2つのグループに分類することができた。各クラスターの人数を示す(表 37,図 28)。2 クラスター

の因子得点の平均値を示す(表 38)。また、それぞれの因子得点の平均値を比較した結果を図示する(図

29)。 

  

表 34 通学路に関する設問項目 

表 35 通学路に関する 8 項目の因子分析結果 

自然・食 人

.821 -.054

.805 -.032

.514 .075

.456 .179

.392 .280

-.094 .934

.141 .670

.073 .457

40.636 7.847

40.636 48.483

登下校時、小矢部の人々と話をする機会が多い

登下校時、メルヘン建築を見る機会が多い

因子寄与率（％）

累積寄与率（％）

通学路項目(全8項目)

登下校時、小矢部市の店舗で買い物や飲食をすることが多い

登下校時、小矢部市で自然を感じる

登下校時、小矢部市で鳥や虫の鳴き声を聞くことが多い

登下校時、小矢部市の道ばたに咲く花や土など、自然のにおいを

かぐことが多い

登下校時、小矢部の人々とあいさつをする機会が多い

登下校時、小矢部市の果樹園や畑を見る機会が多い

因子

因子間相関 自然・食 人

自然・食 ー .625

人 .625 ー

表 36 通学路 8 因子の因子間相関 
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 図 29を参照すると、クラスター①が【自然・食との関わり】因子と【人との関わり】因子、どちらの数値もク

ラスター②と比較して高い値を示している。つまり、クラスター①は通学路における地域の自然や人など

町の要素との関わりが大きいグループであり、反対にクラスター②はそういった関わりが少ないグループ

であると解釈することができる。 

 次に、上記【通学路】の 2類型と、先述した【地域愛着】の 3類型の関係をクロス集計を用いて分析し、

通学路での経験・体験と地域愛着にどのような関係性が見られるか考察を行う。通学路および地域愛着

のクロス集計結果を表 39に図示する。また、地域愛着 3 クラスター別に通学路 2 クラスターの割合を図

示する(図 30)。 

   

クラスタ 人数(人)

1 188

2 150

計 338

表 37  2 クラスターの人数割合 

図 28 2 クラスターの人数割合 

自然・食 人

クラスタ① .534 .764

クラスタ② -.670 -.957

表 38 2 クラスターの通学路因子得点平均値 

図 29 2 クラスターの通学路因子得点平均値比較 

表 39 地域愛着 3 クラスターと通学路 3 クラスターのクロス分析結果 

クラスター①

(愛着 中程度)

クラスター②

(愛着高い)

クラスター③

(愛着低い）

クラスター①

(関わり大）
103(54.5%) 73(83.9%) 12(19.4%)

クラスター②

(関わり小)
86(45.5%) 14(16.1%) 50(80.6%)

地域愛着

通

学

路
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 図 30を参照すると、地域愛着の高いクラスターほど、通学路における地域との関わりが深いクラスター

の分布割合が高い傾向を有していることが分かる。つまり、通学路におけるまちの要素との関りの機会を

得ることが地域愛着形成にポジティブな影響をもたらすことが示唆された。 

 

次に、地域愛着(選好・感情・持続願望)および、通学路(自然との接触・人との接触・細項目)、地域に

おける経験、日常生活の各項目の相関関係をそれぞれ見ていく(表 40,41,42,43)。なお、項目間相関が

0.6以上の高い値を示した項目には色をつけて示している。 

項目間相関の分析の結果、地域愛着（選好）との高い相関関係が見られる項目(表中黄色で示す)とし

て、「小矢部には美しい街並み・自然がある」、「豊かな自然環境は自分たちにとって良い」、「小矢部の人

は誠実である」、「小矢部市は親切な人が多い」の４項目が挙げられた。また、地域愛着（感情）との高い

相関関係が見られる項目として、「小矢部市の特産品を食べる機会が多い」がある。これらの結果から、小

矢部市の地域愛着メカニズムの特性として、豊かな自然環境や、まちの人への好意的な感情などが大き

く影響を与えることが示唆された。また、同様に小矢部市の特産品を食べる機会の多さも地域愛着を促す

可能性が伺えることが分かった。 

 

図 30 地域愛着クラスター別の通学路クラスター分布割合 
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地域愛着

(選好）

地域愛着

(感情)

地域愛着

(持続願望)

通学路

(自然）

通学路

(人）

地域愛着(選好） - .720 .657 .523 .473

地域愛着'(感情) .720 - .633 .480 .532

地域愛着(持続願望) .657 .633 - .404 .460

通学路(自然） .523 .480 .404 - .517

通学路(人） .473 .532 .460 .517 -

果樹園や畑を見る機会 .307 .375 .290 .605 .455

買い物や飲食の機会 .279 .332 .349 .337 .539

自然を感じる .450 .385 .333 .877 .410

鳥や虫の鳴き声を聞く .424 .379 .315 .872 .425

自然のにおいをかぐ機会 .335 .366 .323 .610 .375

町の人とあいさつする機会 .501 .479 .406 .533 .811

町の人と話す機会 .392 .470 .405 .421 .963

誰かと一緒に登校する機会 .139 .113 .118 .247 .225

メルヘン建築を見る機会 .439 .421 .340 .590 .528

小矢部市の食と関わる機会 .458 .542 .464 .424 .598

小矢部市の自然環境・生き物にふれる機会 .447 .512 .418 .488 .577

お祭り・イベントへの参加機会 .494 .592 .434 .490 .492

課外活動での町の人との関わり .437 .484 .424 .379 .525

メルヘン建築を使った活動への参加機会 .399 .504 .385 .388 .485

メルヘン建築を学ぶ機会 .432 .585 .394 .412 .517

市の特産品を知っている .531 .582 .472 .518 .475

市の特産品を食べる機会 .489 .614 .469 .467 .560

小矢部には美しい街並み・自然がある .668 .435 .522 .488 .389

豊かな自然環境は自分たちにとって良い .668 .489 .498 .500 .386

小矢部の人は誠実である .712 .464 .523 .437 .443

小矢部市は親切な人が多い .696 .446 .521 .420 .445

メルヘン建築に訪れる機会 .515 .576 .476 .521 .470

メルヘン建築は市のシンボルだと思う .475 .364 .449 .370 .269

地域愛着 通学路

表 40 地域愛着および通学路の各因子と項目間の相関 
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果樹園や

畑を見る機会

買い物や

飲食の機会
自然を感じる

鳥や虫の

鳴き声を聞く

自然のにおい

をかぐ機会

町の人とあい

さつする機会

町の人と

話す機会

誰かと一緒に

登校する機会

メルヘン建築

を見る機会

地域愛着(選好） .307 .279 .450 .424 .335 .501 .392 .139 .439

地域愛着'(感情) .375 .332 .385 .379 .366 .479 .470 .113 .421

地域愛着(持続願望) .290 .349 .333 .315 .323 .406 .405 .118 .340

通学路(自然） .605 .337 .877 .872 .610 .533 .421 .247 .590

通学路(人） .455 .539 .410 .425 .375 .811 .963 .225 .528

果樹園や畑を見る機会 - .302 .480 .411 .330 .367 .385 .036 .326

買い物や飲食の機会 .302 - .238 .279 .247 .357 .441 .224 .294

自然を感じる .480 .238 - .621 .424 .430 .355 .161 .401

鳥や虫の鳴き声を聞く .411 .279 .621 - .443 .408 .370 .257 .471

自然のにおいをかぐ機会 .330 .247 .424 .443 - .360 .304 .102 .342

町の人とあいさつする機会 .367 .357 .430 .408 .360 - .657 .193 .465

町の人と話す機会 .385 .441 .355 .370 .304 .657 - .179 .421

誰かと一緒に登校する機会 .036 .224 .161 .257 .102 .193 .179 - .384

メルヘン建築を見る機会 .326 .294 .401 .471 .342 .465 .421 .384 -

小矢部市の食と関わる機会 .381 .329 .345 .295 .361 .445 .568 .237 .486

小矢部市の自然環境・生き物にふれる機会 .441 .365 .383 .343 .431 .471 .518 .197 .491

お祭り・イベントへの参加機会 .377 .353 .391 .407 .320 .444 .426 .182 .415

課外活動での町の人との関わり .356 .264 .290 .287 .236 .482 .465 .239 .433

メルヘン建築を使った活動への参加機会 .360 .308 .296 .288 .322 .352 .452 .172 .420

メルヘン建築を学ぶ機会 .379 .322 .312 .304 .361 .411 .471 .179 .423

市の特産品を知っている .440 .293 .431 .406 .331 .438 .410 .102 .426

市の特産品を食べる機会 .427 .343 .364 .367 .348 .476 .507 .125 .415

小矢部には美しい街並み・自然がある .262 .274 .441 .354 .377 .432 .304 .187 .395

豊かな自然環境は自分たちにとって良い .288 .237 .462 .369 .298 .451 .297 .150 .416

小矢部の人は誠実である .248 .230 .376 .351 .283 .473 .374 .164 .387

小矢部市は親切な人が多い .262 .253 .365 .333 .243 .481 .370 .168 .371

メルヘン建築に訪れる機会 .400 .278 .399 .428 .339 .416 .404 .126 .526

メルヘン建築は市のシンボルだと思う .192 .162 .328 .279 .211 .269 .214 .253 .410

通学路（細項目）

表 41 通学路の細項目と項目間の相関 
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小矢部市の食

と関わる機会

小矢部市の

自然環境・

生き物に

ふれる機会

お祭り・

イベントへの

参加機会

課外活動での

町の人との

関わり

メルヘン建築

を使った活動

への参加機会

メルヘン建築

を学ぶ機会

地域愛着(選好） .458 .447 .494 .437 .399 .432

地域愛着'(感情) .542 .512 .592 .484 .504 .585

地域愛着(持続願望) .464 .418 .434 .424 .385 .394

通学路(自然） .424 .488 .490 .379 .388 .412

通学路(人） .598 .577 .492 .525 .485 .517

果樹園や畑を見る機会 .381 .441 .377 .356 .360 .379

買い物や飲食の機会 .329 .365 .353 .264 .308 .322

自然を感じる .345 .383 .391 .290 .296 .312

鳥や虫の鳴き声を聞く .295 .343 .407 .287 .288 .304

自然のにおいをかぐ機会 .361 .431 .320 .236 .322 .361

町の人とあいさつする機会 .445 .471 .444 .482 .352 .411

町の人と話す機会 .568 .518 .426 .465 .452 .471

誰かと一緒に登校する機会 .237 .197 .182 .239 .172 .179

メルヘン建築を見る機会 .486 .491 .415 .433 .420 .423

小矢部市の食と関わる機会 - .773 .506 .497 .527 .543

小矢部市の自然環境・生き物にふれる機会 .773 - .504 .531 .499 .537

お祭り・イベントへの参加機会 .506 .504 - .522 .573 .547

課外活動での町の人との関わり .497 .531 .522 - .452 .486

メルヘン建築を使った活動への参加機会 .527 .499 .573 .452 - .746

メルヘン建築を学ぶ機会 .543 .537 .547 .486 .746 -

市の特産品を知っている .510 .475 .556 .423 .508 .562

市の特産品を食べる機会 .597 .578 .596 .512 .603 .668

小矢部には美しい街並み・自然がある .344 .404 .363 .339 .246 .275

豊かな自然環境は自分たちにとって良い .390 .398 .411 .339 .263 .283

小矢部の人は誠実である .380 .358 .368 .376 .313 .347

小矢部市は親切な人が多い .364 .349 .415 .410 .337 .327

メルヘン建築に訪れる機会 .477 .426 .559 .366 .585 .640

メルヘン建築は市のシンボルだと思う .320 .370 .423 .301 .358 .360

地域での経験

表 42 地域での経験の細項目と項目間の相関 
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市の特産品を

知っている

市の特産品を

食べる機会

小矢部には美

しい街並み・

自然がある

豊かな自然環

境は自分たち

にとって良い

小矢部の人は

誠実である

小矢部市は親

切な人が多い

メルヘン建築

に訪れる機会

メルヘン建築

は市のシンボ

ルだと思う

地域愛着(選好） .531 .489 .668 .668 .712 .696 .515 .475

地域愛着'(感情) .582 .614 .435 .489 .464 .446 .576 .364

地域愛着(持続願望) .472 .469 .522 .498 .523 .521 .476 .449

通学路(自然） .518 .467 .488 .500 .437 .420 .521 .370

通学路(人） .475 .560 .389 .386 .443 .445 .470 .269

果樹園や畑を見る機会 .440 .427 .262 .288 .248 .262 .400 .192

買い物や飲食の機会 .293 .343 .274 .237 .230 .253 .278 .162

自然を感じる .431 .364 .441 .462 .376 .365 .399 .328

鳥や虫の鳴き声を聞く .406 .367 .354 .369 .351 .333 .428 .279

自然のにおいをかぐ機会 .331 .348 .377 .298 .283 .243 .339 .211

町の人とあいさつする機会 .438 .476 .432 .451 .473 .481 .416 .269

町の人と話す機会 .410 .507 .304 .297 .374 .370 .404 .214

誰かと一緒に登校する機会 .102 .125 .187 .150 .164 .168 .126 .253

メルヘン建築を見る機会 .426 .415 .395 .416 .387 .371 .526 .410

小矢部市の食と関わる機会 .510 .597 .344 .390 .380 .364 .477 .320

小矢部市の自然環境・生き物にふれる機会 .475 .578 .404 .398 .358 .349 .426 .370

お祭り・イベントへの参加機会 .556 .596 .363 .411 .368 .415 .559 .423

課外活動での町の人との関わり .423 .512 .339 .339 .376 .410 .366 .301

メルヘン建築を使った活動への参加機会 .508 .603 .246 .263 .313 .337 .585 .358

メルヘン建築を学ぶ機会 .562 .668 .275 .283 .347 .327 .640 .360

市の特産品を知っている - .752 .320 .412 .379 .441 .627 .323

市の特産品を食べる機会 .752 - .339 .386 .382 .412 .645 .337

小矢部には美しい街並み・自然がある .320 .339 - .712 .600 .622 .377 .498

豊かな自然環境は自分たちにとって良い .412 .386 .712 - .586 .640 .419 .505

小矢部の人は誠実である .379 .382 .600 .586 - .821 .427 .415

小矢部市は親切な人が多い .441 .412 .622 .640 .821 - .439 .420

メルヘン建築に訪れる機会 .627 .645 .377 .419 .427 .439 - .445

メルヘン建築は市のシンボルだと思う .323 .337 .498 .505 .415 .420 .445 -

日常生活

表 43 日常生活の細項目と項目間の相関 



（別紙様式） 地域課題解決事業 実施報告書 

32 

 

3-2 「小矢部型地域愛着形成プログラム」開発のための先行事例調査 

3-2-1 対象事例の選定 

地域愛着を形成するにはまちの資源や人と関わることが重要であると考えられるため、「小矢部型地域

愛着形成プログラム」の考案にあたっての先進事例として、高校生が主体的にまちづくりに関わり運営主

体が異なる以下の３プログラムを選定・調査した。 

 

（１）鯖江市役所 JK課プロジェクト   

（２）BEAU LABO    

（３）まなびまくり社 

 

3-2-2 調査結果 

（１）鯖江市役所 JK課プロジェクト 

 福井県鯖江市が、仮想の課名を模した市民協働推進プロジェクトで 2014年 4月に活動が開始した。従

来より、鯖江市は「市民主役条例」を制定するなど、市民参加による住民自治や市民協働・市民主役型の

新しいまちづくりを進めていた。その一方で、公共サービスに無関心な若者との連携が課題であった。 

そうした背景の中、市民団体による「おとな版地域活性化プランコンテスト」を通じて、本プログラム（JK

課プロジェクト）の提案があり、協議の上で採用が決定されたものである。なお、プロジェクトの運営形態と

して、鯖江市役所が運営主体となり、プロデューサーとして福井大学産学官連携本部客員准教授の若新

雄純氏がかかわる。 

本プログラムでは、市内に在住もしくは鯖江市内の高校に通う現役の女子高生を対象に、女子高校生

自らが企画した地域活動に大人を巻き込みながら実践する。活動を通じて、若者・女性による積極的な

行政参加を図り、まちに"にぎわい"を創出する新たなモデル都市の実現を目指す。 

本プロジェクトの中心・主役は女子高校生であり、市役所の職員や地域の大人たちは、あくまで裏方の

サポーターとして協力・協働する。全体会議で女子高校生自身がやりたいことを挙げていき、週 1,2 回の

会議を行いながら実施企画を決定・運営する。現在までの活動事例として、鯖江市図書館で使用するこ

とができる空席情報アプリ「sabota」の企画発案、ごみ拾いイベント（ピカピカプラン）や市内の店と共同し

たオリジナルスイーツづくり、ローソンとの商品企画開発などが挙げられる。 

2014 年度のメンバー13 人中 12 人が、高校卒業後も福井県内に在住した。本プログラムによって、行

政に参加する機会の少ない男子高校生が市民団体に参加して新たな団体を発足したほか、また新たな

プロジェクトとして中高年世代の女性を対象とした「鯖江市 OC(おばちゃん)課」も発足するなど市民参加

によるまちづくりへの良い影響が出ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加人数 イベント数 活動回数

2014年 13 22 79

2015年 16 21 80

2016年 27 19 115

2017年 47 19 85

2018年 45 ？ 138

表 44 JK 課プロジェクト活動実績(2014-2018 年) 

※2018 年のイベント数は不明 
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鯖江市「鯖江市役所 JK 課プロジェクト」（最終閲覧日：2021 年 3 月 4 日） 

https://www.city.sabae.fukui.jp/about_city/shiminkyodo/sabae_jk-kaproject/JKProject.html 
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(２) BEAU LABO Ｏｎｌｉｎｅ 

一般社団法人 BEAU が運営する、2020 年 1 月から始まった地域密着型探究学習プログラムである。

高校生を対象とした教育プログラムの企画運営をとおし、“ボーダーレスでタスク型ダイバーシティを推進

する教育環境”と、”地域社会に密着した持続可能な教育環境”の研究・実践を行う。高校生の知的好奇

心をリミッター無しで追求することができる社会の実験室（ラボ）として機能する。オンラインシステム導入

以前は福井県在住の高校生が対象であったが、オンラインシステム導入以後は居住地域に関係なく全

国各地の高校生が参加可能となった。 

参加高校生らは、8つの専門分野に分かれたラボから 1つのラボを選択して活動に参加する。３か月の

期間の中で、同じ分野に興味関心がある同世代の仲間とともに、地域の企業や専門家との対面や対話な

どをとおして学びを深める。具体的なプログラム内容としては、オリエンテーション、ラボ活動、最終プレゼ

ンテーションなどが挙げられるほか、企業見学等のフィールドワークも充実している。活動頻度は、オンラ

インミーティングが週 1回、勉強会や活動会議およびフィールドワーク・イベント開催などが月 1～3回ある

ほか、期間の最後には活動報告を目的としたプレゼン発表会がある。 

2019 年の BEAU LABO の前段階のプロジェクトでは、国際問題について様々な視点から考え議論す

るワークショップを行った。当日は、学校も学年もバックグラウンドも違う高校生同士が、貧困やジェンダー、

環境問題について様々な視点から議論した。また運営に際し、海外の留学生や福井県内外の大学生ス

タッフ、そして社会人スタッフ達が高校生たちをサポートした。それらを通して、高校や学年の枠だけでで

なく世代や国境を超えた交流が図られ、多様な価値観に触れることができる機会となった。 

 

 

 

 

 

 

  

表 45 BEAU LABO Online 活動実績 

参加人数

2020年1月 第1期 7

2020年6月 第2期 33

2020年10月 第3期 72

BEAU LABO Ｏｎｌｉｎｅ「好奇心を今、追求しよう。」（最終

閲覧日：2021年 3月 4日） 

https://www.beauproject.net/beau-labo-online 
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(３)まなびまくり社 

2020 年から始まった北海道札幌市教育委員会学校間連携プログラムである。高校生の活動から多様

な主体を巻き込み・活動を拡げていくことで、高齢化した地域の商店街および広場の活用を目的とした、

探究型教育プログラムである。本プログラムは、「教育×まちづくり」をテーマに活動している Co-

MEGANE という任意団体が市立高校全体に呼びかけてワークショップを行ったもので、2021 年度からは

学校教育機関としての単位取得対象活動に認定される予定である。 

高校生ならではの新鮮な発想で街に活力を与えるとともに、「まちづくり」を自分事として考え行動する

地域プレーヤーを育てる事をねらいとする。街をまるごと“学び舎”として捉え、地域ストックをフィールドに

し、遊休不動産を高校生のチャレンジと学びの舞台として活用する。地域課題ごとのコースが４つあり（①

ぼくとみんなの活動基地づくり、②日本一短い商店街を日本一面白く、③まちなかエンターテインメント集

団、④“ もったいない” を価値に変える勇者）、各コースとも月 1 回のペースで各 3 回活動を実施、また

活動の最後には合同発表会を行う。 

2020年度の札幌市内高校生の参加人数は 52名であった。なお、2020年度は新型コロナウィルスの感

染拡大の影響により、企画を具体化することはできず、各コースごとに計画してきた内容の成果等を披露

する発表会がオンライン上で開催された。2020 年度の札幌市内高校生の参加人数は 52 名であった。ま

た、具体的な活動事例としては、あけぼのテラスとの合同アート企画として高校生が自主的に発案・企画

し 2021 年 2 月 23 日に行った「明るい団地プロジェクト」が挙げられる。この活動は、「団地で光を用いた

一つの作品を作る」ことを目的とし、かまくらをつくり、その中にキャンドルと団地住民の思い出の品を展示

したほか、スカイランタンの打ち上げなどが行われた。 

 

commons fun林匡宏氏撮影 
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4 調査研究成果のまとめ                                                       

4-1 高校生を対象とした地域愛着に関するアンケート調査 

（１）単純集計結果 

寄り道の有無については、「一週間に数回」「月に数回」「しない」の 3 パターンに分かれることが確認で

きた。また、寄り道の場所について「コンビニ」という回答が半数以上であったのは、アンケートの全体回答

数のうち「石動高校」の回答が約 8 割を占める中、石動駅から「石動高校」への通学路の間にコンビニエ

ンスストアがある。 

小矢部市内における印象や経験に関する回答(5 件法)について、「登下校時、小矢部市で自然を感じ

る」「登下校時、小矢部市で鳥や虫の鳴き声を聞くことが多い」「小矢部市には美しい街並みや自然があ

る」「小矢部市の自然環境が豊富に残っていることは、自分たちにとって良いことだと思う」の数値が高い

ことが特徴として挙げられる。この傾向は、小矢部市の好きなところ(自由記述)の設問においても、一番多

く挙げられた「豊かな自然」とも関連が見られることからも、小矢部市内の高校生が小矢部市を豊かな自

然を感じることが可能な環境と捉えていることや、そうした自然環境を小矢部市の「良さ」として認識してい

ることなどが推察される。 

一方で、「登下校時、小矢部市の人々と話をする機会が多い」「メルヘン建築を使った活動に参加する

機会が多い」「メルヘン建築について学ぶ機会が多い」などの設問は数値が低く、高校生にとって、小矢

部市のまちの人や市のイメージ形成を担うメルヘンとの関りが少ないという現状が明らかになった。また、

「小矢部市の特産品を知っている」「普段、小矢部市の特産品を食べることが多い」の数値も同様に低い

ことから、小矢部市の食へのアプローチが弱いことも明らかとなった。多くの高校生が「コンビニ」には寄り

道をしているが、通学路である「石動商店街」へ立ち寄ると回答しているのはわずか 2 人（0.5%）であり、今

後小矢部市の食に触れる機会を創出する一環として、「石動商店街」を活かした提案ができるのではない

かと考察する。 

また、「小矢部市がどのようになると暮らしやすいと思うか」(自由記述式)の設問では、「小矢部市の嫌い

なところ」として上位を占めた「飲食店/遊び場の不足」および「交通網の不便さ」との関連が伺える、「飲

食店/遊び場の新設」および「交通面の改善」が挙げられた。 

 

（２）統計分析結果 

 アンケートの項目の統計分析の結果、小矢部市の高校生を地域愛着を用いて 3 つのグループに類型

化することができた。また、それら各類型の特性を分析していくことで、小矢部型の地域愛着形成メカニズ

ムの概観を捉えることができた。 

 まず、地域愛着の高さに関連する要因として、居住地域が小矢部市内であることが挙げられる。生活圏

内が小矢部市内であることから、まちの「人・自然・食」にふれやすく愛着が形成される可能性や、「自分

のまちである」という認識などが影響しているのではないかと考えられる。その一方で、居住年数の長さは

愛着形成に必ずしも影響しないということが明らかとなったことから、地域への愛着形成には単純に多くの

時間を過ごすということではなく、どのような体験や経験をするかという点が重要ではないかということが推

察される。また、地域愛着の高い回答者ほど、登下校時の寄り道の頻度が高いことや通学路における地

域の様々な要素との関りが深いことが明らかとなった。つまり、寄り道の頻度の高さや、通学路における地

域とのかかわりの多さが地域への愛着形成要因になりうるということであり、このことから、本研究の仮説で

ある、【通学時における経験は地域愛着の形成要因となる】が立証された。 

 また、地域愛着の高さとそれ以外のアンケート設問の項目のクロス分析から、高い地域愛着を有する回
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答者ほど、U ターン意識の高さや地域活動への高い参画意識を持っていることが示唆された。つまり、高

校生までの間に小矢部市へのより高い地域愛着を醸成させることができれば、地域社会への積極的な参

加意欲が芽生え、将来的な U ターン意識形成にも繋がる可能性があると言えるだろう。 

 さらに、本アンケートの項目間の相関関係の分析より、地域愛着に繋がる要因として、豊かな自然環境

や地域の人に対するポジティブな印象、特産物を食べる機会などが挙げられた。 

 これらの結果より、小矢部型の地域愛着形成メカニズムの特性として、「自然」、「人」、「食」といった要素

や通学路における地域との関わりの機会が大きな影響を及ぼしていることが考察される。そのため、それ

らと高校生がふれる機会を創出していくことができれば、地域への愛着形成を促進させることができるとい

う可能性が示唆される。 

 

4-2 「小矢部型地域愛着形成プログラム」の開発に向けた事例調査 

 3-2「小矢部型地域愛着形成プログラム」の事例調査では、全国の高校生を対象にしたまちづくり活動

を 3事例選定し調査した。３事例の活動特性の共通点として、高校生自らが大人のサポートを受けながら

企画段階から積極的に関わり自身が実施したい活動を模索している点、また企画実現に向けたプロセス

の中でほかの高校生や多様な主体と関わりながら活動が展開・発展されていく点などが挙げられる。さら

にこれらの活動の波及効果として、高校生が地域や社会について主体的に思考する機会の創出や、活

動を通して知らず知らずのうちに自分たちが暮らすまちに興味を持つ可能性を有していることなどが挙げ

られる。 

活動に参加した高校生は、学校以外の場で普段はなかなか関わる機会の無い、地域を支えるさまざま

な大人たちとふれあう機会を得ることができる。また、高校生自身が考え発案した企画が、実際に官民を

巻き込んで行われた事例も複数あり、高校生のモチベーション向上や地域参画へのさらなる意欲向上、

地域への愛着向上などに寄与する可能性が高いと考える。高校生のアイディアと行動力によって生み出

された活動に官民が連携することで、地域住民からも注目を浴びる大きなイベントになりえることから、活

動が及ぼす影響は高校生自身のみにとどまらず地域社会への波及効果も高いと推察される。つまり、地

域の新たな担い手となる高校生自らが発信源となり活動が展開されていくことで、地域住民自身の地域

への興味関心の芽生えや参画意識の醸成に繋がること、さらにそれが広がりを持ち、地域のあらたな活

動へとつながる可能性が示唆された。 
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5 調査研究に基づく提言                                                  

人口の流出抑制及び転入促進に対する有効な施策の提案①の結果を参考に、人口の流出抑制及び

転入促進に対する有効な施策として、「小矢部型地域愛着形成プログラム」を考案する。考案に当たって

は、２０２１年２月９日に富山大学芸術文化学部の学生 4 名で miro（オンライン上でマインドマップ・ブレイ

ンストーミング・メモ書きなど、さまざまな目的で利用、共同編集ができるホワイトボードサービス）を用いて

「小矢部の高校生の地域愛着形成プログラム案について考える」というテーマでワークショップを行い、同

年同月１６日にディスカッションを行い検討した。小矢部の地域住民や大学生などがサポートしながら、高

校生自身がまちの中で実際に取り組みたい活動を思考したり実践したりすることで地域愛着が生まれると

考え、提案する３プログラムすべてにワークショップのプロセスを導入する。事前調査によると、ほとんどの

高校生が下校中にコンビニに立ち寄っている現状がある。一方で、高校生がまちの人に会って交流する

機会が少ないと考えられる。現在の小矢部の高校生にはまちの人との交流を経て、まちを知ることが重要

であると考えた。以下に３つの提言をまとめる。 
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(1) よりみちずプロジェクト 

【概要】 

よりみちずとは下校時に寄り道する場所について掲載した地図のことで、「寄り道」＋「地図」の造語で

ある。本プロジェクトは、高校生が石動商店街を中心としたよりみちずを制作するプロジェクトである。主催

者は小矢部市とし、参加者は小矢部市内の高校生と近隣大学の学生とする。高校生がリサーチで小矢

部について調べ、フィールドワークでまち歩きしてよりみちずを制作する。また、制作にあたっては、近隣

大学の学生が高校生にアドバイスをする形で制作の補助を行う。 

【目的】 

高校生が小矢部の人と交流を持ち、小矢部の地域資源を自ら探し出して情報発信をすることで、小矢

部の魅力を高校生自身も新たに発見することを目指す。よりみちずの制作プロセスを通し、高校生が小

矢部市の課題発見・解決のための糸口を見つける機会を得ることを目的とする。 

【方法】 

よりみちずを制作するにあったて、リサーチとフィールドワークを行いながら掲載情報を決めていく。リサ

ーチでは小矢部市について調べ、フィールドワークでは小矢部市内をまち歩きする。リサーチで事前に

調べたいことや、歩きたいエリアなどをある程度決定し、実際のまち歩きでは町の人にお話しを聞いて魅

力を探し出す。よりみちずはリサーチ・フィールドワークで得た調査結果を、視覚化・具現化するためのツ

ールであり、高校生のモチベーション維持の機能も有する。 

よりみちずには小矢部の食、自然、まちなか紹介、魅力、特産品、建物、散策情報などのテーマに沿っ

て、それぞれ下校時に寄る場所について掲載する。完成したよりみちずは学校、観光案内所、市の施設、

商店街などに設置し、WEB上での閲覧も可能にする。 

【日程】 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

準備

募集

リサーチとフィールドワーク

よりみちず制作講習

よりみちず制作

成果発表会
 

 

イメージ写真（地元高校生により作成された観光マップ） 

佐賀新聞LIVE「高校生目線で観光マップ作成 武雄高校まちづくり参画事業（５）」（最終閲覧日：2021年

3月 16日）https://www.saga-s.co.jp/articles/-/452797 
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(2) ISURUGI FARM プロジェクト 

【概要】 

高校生が小矢部の空き家・空き地をリノベーションして高校生の居場所を自らつくるプロジェクトである。

主催者は小矢部市であり、参加者は小矢部市内の高校生と近隣大学の学生、地域住民とする。空き地を

畑へ、空き家を共同で使うことができるミニキッチンへリノベーションを行う。地域住民は高校生の専門的

アドバイザーとして関わり、近隣大学の学生は高校生と一緒にプロジェクトの企画および実践を行う。 

【目的】 

プチリノベーションで空間デザインや施工体験、またイベント企画などをすることによって、高校生自身

につくるプロセスを実際に体験してもらい、つくる楽しさを実感し、実際に形にすることで、地域愛着形成

につなげることが狙いである。高校生が地域住民と交流を持ち、小矢部の地域資源を探し出し、自らの居

場所をつくりだすことで、小矢部の魅力を高校生自身も新たに発見することを目指す。また、実際にその

施設を使えるようにすることで、アイディアを自らの手で形にするという実体験を得る。対象敷地を商店街

周辺に設定することで、主に高校生と商店街の人々の交流を促し、新たなコミュニティ形成を創出する。 

【方法】 

高校生が放課後に集まることができる、学校以外の自分たちの居場所を、高校生自らがリノベーション

などを通して、石動商店街及びその周辺につくる。ISURUGI FARMの選定場所として石動商店街周辺の

空き家、空き店舗、空き地などが挙げられる。これらの、現在活用できてない空間を新たな魅力や機能 

を持つ空間へと生まれ変わらせる。市が所有者から空き家・空き地を賃貸し、高校生が ISURUGI FARM

を空間デザインし、イベントなどの企画・運営を行う。また、本プロジェクトの実施に伴い、地域住民と高校

生でともに任意団体を組織し、ISURUGI FARMの管理・運営を行う。 

【日程】 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

準備

募集

アイディア出し

空間デザイン

施工

成果発表会
 

 

 

イメージ写真（千葉県千葉市で行われている HELLO GARDENプロジェクト） 

HELLO GARDEN「HELLO GARDEN とは？」（最終閲覧日：2021年 3月 16日） 

https://hellogarden.jp/about/ 
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(3) てくてくワゴンプロジェクト 

【概要】 

商店街の魅力を売り歩く、『てくてくワゴン（移動式屋台）』を高校生がデザイン制作し、石動商店街周

辺でてくてくワゴンを活用したイベントの企画・運営を行う。 

【目的】 

石動商店街の人々と高校生との交流を促し、高校生が石動商店街について知るきっかけをつくる。高

校生が石動商店街の人々とコミュニケーションをとることで、高校生が石動商店街の魅力や課題を知る。

てくてくワゴンを使ったイベントを企画し、実際に商品を販売することによって、商品購入者も石動商店街

について知ることができるというポジティブな連鎖が起きる。また、購入者と高校生との間にもコミュニケー

ションを創出することを目的とする。プロジェクトを通して、高校生の実践的なマーケティングの機会となる。 

【方法】 

商店街で売っているものや農家の作っている農作物などを、高校生がデザインしたワゴンで移動販売

を行う。販売するものは、商店街で売られているもので高校生が選んだ、お茶、豆腐、ほうき、コロッケ、金

物、やかんなど、高校生が商店街で見つけ、「いいもの」と感じたものならなんでも販売することができる。

本プロジェクト運営に関しては、商業科の高校生や石動商店街と協働してアイディアを出し合い、商売戦

略を練る。ワゴンは高校生が中心となって、地域住民の大工、大学生と一緒にデザイン及び制作を行う。

なお、商品販売場所は小矢部駅前、道の駅、アウトレットパーク北陸小矢部、近隣公園などを検討してい

る。 

【日程】 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

準備

募集

リサーチ

デザイン

制作

成果発表会  

 

 

イメージ写真（東京都府中市で行われている広場横のプロジェクトのミニ移動式屋台とんがりワゴン） 

HOUR-Design「ミニ移動式屋台とんがりワゴン」（最終閲覧日：2021年 3月 16日） 

https://hour-design.com/portfolio/tongariwagon/ 
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6 課題解決策の自己評価                                                 

 本事業は、「小矢部型地域愛着形成プログラム」の提案を目的として実施した。小矢部市内の高校生に

行ったアンケート調査の分析から、小矢部型の地域愛着形成メカニズムを明らかにすることができた点、

またそれら調査データに基づいて具体的な 3 点の施策の提言を行うことができた点は、今後の小矢部市

の人口流出抑制および転入促進といった課題に対するアプローチとして有用なものであると考える。 

 一方で、コロナウィルスの影響のため、計画当初に予定していた高校生を対象としたワークショップによ

る施策の考案は実現できなかった。この点に関しては、オンラインシステムの活用などによるワークショッ

プ実施など、高校生との協働の仕方に関して今後検討していく必要があると考える。 
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