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はじめに



| 研究背景

人口減少社会における、Ｕターン人口の少なさ
地方に居住する高校生は、大学や就職先の選択肢の少なさなどを理由に、高校卒業を機に地
域外へ流出することが多い。高校卒業後、一定期間がたってから地元に戻り地域の担い手と
なることが期待されるが、Uターンする若者が少ないことが現状である。



| シビックプライドの定義

高校生におけるシビックプライドの醸成
シビックプライドは、都市に対する市民の誇りと定義され、自分自身が関わって地域
をよくしていこうという、当事者意識に基づく自尊心という意味を含んでいる。高校
時代にシビックプライド持つことで、大学進学等で地域外に流出してもUターンする人
が増えるのではないかと考えた。



| 研究目的

呉西地区各市がUターン施策等の立案を行う上での有用な知見を得るこ
とを目的とし、以下の調査を行う。

①呉西地区各市において、転出前の高校生がどれくらいシビックプラ
イドが形成されているかを調査し、さらにはその形成要因を解明する。
②シビックプライドの形成が将来の定住意識にどのように影響を与え
ているかを解明する。



| 研究対象

調査対象：高岡市と氷見市
高岡市は、人口が16.7万人で富山県で2番目の人口を有し、普通科や専門学科が設置さ
れている計11の高校が立地している。氷見市は、人口が4.4万人であり港町として栄え、
1校の高校が立地している。高岡高校、高岡商業高校、高岡工芸高校、福岡高校、高岡
南高校、氷見高校の計6校に調査を行った。



高校生が誇りに思う地域資源



| プレアンケート調査

調査時期 2021年9月15日 - 9月24日

調査対象
高岡高校、福岡高校、氷見高校に在学する高校生（1、

2年生）

調査方法
WEBアンケートと紙アンケートを併用し、どちらでも

自由に回答できる方式

配布数
1190部（高岡高校 560部／福岡高校 280部／氷見高

校 350部）

回収数

575（WEBアンケート 493／紙アンケート 82件）

（回収率 48.3％）

内、高岡市在住 272／氷見市在住 158

調査目的

本アンケート調査の前段階として、高岡市と氷見市で

のシビックプライドの源泉の各要素の代表的な事例を

捉えるため

主な質問項目

①回答者属性

　高校／学年／性別／居住地／居住年数

②定住意識

③誇りに思う地域資源（自由記述）

プレアンケート調査
本アンケート調査の前段階として、高岡市と
氷見市でのシビックプライドの源泉の各要素
の代表的な事例を捉えることを調査目的とした。



| プレアンケート調査

高岡市の源泉
高校生が誇りに思う地域資源
計19の源泉を抽出した。（回答数272人）



| プレアンケート調査

氷見市の源泉
高校生が誇りに思う地域資源
計20の源泉を抽出した。（回答数158人）



アンケート調査結果



| 本アンケート調査の概要

本アンケート調査
高校生が誇りに思う地域資源がシビックプライドに
どう影響するのか、またシビックプライドが定住意
識にどう影響するかを明らかにするため



| 本アンケート調査の概要

シビックプライドの尺度
地域参画、地域アイデンティティ、忠誠的愛
郷心、地域愛着の4つの指標で構成させたシ
ビックプライドの尺度

 

N t 平均値の算出には シビ クプライド尺度の回答のあ はまり度合 を用

シビックプライド尺度 平

1. 高岡市は住みやすいと思う
2. 高岡市が好きだ

3. 高岡市の雰囲気や土地柄が気に入っている
4. 高岡市に自分の居場所はない（逆転項目）
5. 高岡市にずっと住み続けたい

6. 高岡市は大切だと思う
7. 高岡市にいつまでも変わって欲しくないものがある
8. 高岡市になくなってしまうと悲しいものがある
9. 高岡市は、他のほとんどの地域より良い場所である

10.高岡市を批判している人がいたら、高岡市を擁護する
11.友人や家族に高岡市の商品や製品を使うよう勧める

12.高岡市のスポーツチームを積極的に応援する

13.地域社会の一員としての責任を真剣に考えている
14.自分のような人間が地域社会で重要な役割を果たすと思う
15.地域社会を良い場所にするための自分なりの貢献ができている
16.自分は地域社会に変化を起こすことができると思う

17.人生の大部分が高岡市に結びついている

18.「高岡市の人」という言葉は、自分がどういう人物かをよく
   説明する言葉である

19.高岡市民であることは自分にとって重要なことである

20.高岡市は自分にとって特別な場所である
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|アンケート調査結果

高校の回答者数



居住地

|アンケート調査結果



将来の定住意識



約7割 の高校生が進学を希望

|将来の定住意識

高校卒業後の希望進路



高校卒業後の就職希望先

|将来の定住意識

約7割 の高校生が県内への就職を希望



将来の定住意識

|将来の定住意識

将来も住みたいとした回答は約2割 にとどまる



将来住みたくない理由

|将来の定住意識

賑わいを求めて都会へと流出



|将来の定住意識

高校別の希望進路

高岡市の進学校3校は約100%の学生が進学を希望している。



|将来の定住意識

高校別の定住意識

定住意識 進学校は高専門高校は低



|将来の定住意識

居住地別定住意識

定住意識 人口が多い市は低人口が少ない市は高



|将来の定住意識

希望進路別定住意識

定住意識 就職したい人は低 進学したい人は高
進学校ほど定住意識が高いことと関連がある可能性



各市のシビックプライドの
特徴



|高岡市のシビックプライドの特徴

シビックプライド

高岡市

富山市は既往研究のデータ

【シビックプライドの尺度】



|高岡市のシビックプライドの特徴

定住意識別
地域資源の誇りに思う度合い

【地域資源】



定住意識別
シビックプライド

|高岡市のシビックプライドの特徴

地域の定住意識が低い高校生は、
地域への参画意識が高い

【シビックプライドの尺度】



|氷見市のシビックプライドの特徴

シビックプライド

氷見市

【シビックプライドの尺度】

人口規模が比較的小さく、
自然豊かな市の方が定住意識が高い
傾向と関連があると推察できる。



定住意識別
地域資源の誇りに思う度合い

|氷見市のシビックプライドの特徴
【地域資源】



定住意識別
シビックプライド

|氷見市のシビックプライドの特徴 【シビックプライドの尺度】



因子の抽出



|シビックプライド因子と源泉因子の抽出

高岡市の源泉の因子を把握
高岡の源泉は、「自然」、「伝統工芸・祭」、「歴
史・文化」、「魚・海」の因子で構成されている。



|シビックプライド因子と源泉因子の抽出

高岡市のシビックプライド尺度の因子
高岡のシビックプライドは、「参画」、「地域愛着」、「アイデンティティ」、「持続願望」の因子で構成され
ている。



|シビックプライド因子と源泉因子の抽出

氷見市の源泉の因子を把握
氷見市の源泉は「魚・海」、「祭」、「公園・交通」、
「歴史・文化」の因子で構成されている。



|シビックプライド因子と源泉因子の抽出

氷見市のシビックプライド尺度の因子
氷見市のシビックプライドは、「参画」、「地域愛着」、「持続願望」の因子で構成されている。

第1因子 第2因子 第3因子

参画 地域愛着 持続願望

氷見の雰囲気や土地柄が気に入っている 0.867 -0.054 -0.017

氷見が好きだ 0.835 -0.05 0.113

氷見は住みやすいと思う 0.78 -0.001 -0.138

氷見にずっと住み続けたい 0.685 0.058 -0.091

氷見は自分にとって特別な場所である 0.636 0.06 0.18

氷見市民であることは自分にとって重要なことである 0.542 0.271 0.074

人生の大部分が氷見に結びついている 0.509 0.043 0.076

氷見は、他のどんな地域よりいい場所である 0.483 0.067 0.234

氷見は大切だと思う 0.401 0.023 0.392

0.327 0.258 0.018

自分のような人間が地域社会で重要な役割を果たすと思う。 -0.014 0.826 -0.03

地域社会をいい場所にするための自分なりの貢献ができている -0.003 0.806 -0.028

自分は地域社会に変化を起こすことができると思う 0.029 0.693 -0.086

地域社会の一員としての責任を真剣に考えている -0.035 0.589 0.243

友人や家族に氷見の商品や製品を使うよう勧める 0.027 0.483 0.122

氷見のスポーツチームを積極的に応援する 0.186 0.323 0.089

氷見になくなってしまうと悲しいものがある 0.001 -0.01 0.864

氷見にいつまでも変わってほしくないものがある 0.121 0.039 0.684

氷見を批判している人がいたら、氷見を擁護する 0.142 0.155 0.336

項目



シビックプライドと
定住意識の関係



|高岡市のシビックプライドと定住意識の関係

高岡市
【地域資源】 【シビックプライド】 【シビックプライド尺度】 【定住意識】

高岡銅器
鋳物

高岡おとぎの森公園
二上山

魚
雨晴海岸

高岡大仏
瑞龍寺



|高岡市のシビックプライドと定住意識の関係

将来の定住意識の醸成には、
伝統工芸・祭、歴史・文化の源泉が重要

【地域資源】 【シビックプライド】 【シビックプライド尺度】 【定住意識】

高岡銅器
鋳物

高岡おとぎの森公園
二上山

魚
雨晴海岸

高岡大仏
瑞龍寺

【シビックプライド】



|氷見市のシビックプライドと定住意識の関係

シビックプライドの関係

氷見市

【地域資源】 【シビックプライド】 【シビックプライド尺度】
【定住意識】

魚
寒ブリ

祇園祭
ごんごん祭り

比見乃江海岸
朝日山公園

柳田布尾山古墳
大境洞窟住居跡



|氷見市のシビックプライドと定住意識の関係

将来の定住意識の醸成には、
魚・海、公園・交通

の源泉が重要

【地域資源】 【シビックプライド】 【シビックプライド尺度】
【定住意識】

魚
寒ブリ

祇園祭
ごんごん祭り

比見乃江海岸
朝日山公園

柳田布尾山古墳
大境洞窟住居跡



考察・まとめ



| 定住意識の考察・まとめ

将来、出身市町村に定住したいと考えている高校生は全体の約2割程度である。一方で住みたく
ないと考えている高校生は過半数を超えており、にぎわいを求めて転出するケースが多い。

人口規模が比較的小さく自然豊かな市の方が定住意識が高く、人口規模の大きく比較的都市化が
進んだ市の方が定住意識が低い。

進学校の方が将来の定住意識が高く、専門科を持つ高校の方が定住意識が低い。

高校卒業後に進学希望の高校生の方が就職希望の高校生と比較し、定住意識が高い。



| シビックプライドの考察・まとめ

シビックプライドは氷見市が最も高く、人口規模が比較的小さく、自然豊かな市の方が定住意識が
高い傾向があることと関連があると推察できる。

高岡市と氷見市に居住する高校生が誇りに思っている地域資源を明らかにした。
高岡市では「自然」「伝統工芸・祭」「歴史・文化」「魚・海」の4つの要素、氷見市では「魚・
海」「祭」「公園・交通」「歴史・文化」の4つの要素から構成されている。



| シビックプライドと定住意識の関係考察・まとめ

氷見市に居住する高校生の定住意識を高めるためには、寒ブリや漁業などの魚・海、比美乃江公園
や朝日山公園、JR氷見線などの公園・交通に対する誇りを醸成する取り組みが重要であると考えら
れる。
ex) 授業での活用、公園の居心地の良さの向上：ベンチを作る・歴史が分かる看板の整備

高岡市に居住する高校生の定住意識を高めるためには、高岡銅器や鋳物のような伝統産業、高岡御
車山祭のような祭り、高岡大仏や瑞龍寺のような歴史的資源に対して誇りを持てるような取り組み
を進めることが重要である。
ex) 小中高での地域教育の強化、高校生の祭に関わる機会を増やす
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