
もったいない！！！！
みんな都会に出ていっちゅう！！！

～若者の人口流出問題をスポーツで解決する～

高知工科大学 前田研究室Ｂ
都築 海登 〇藤井 陽平 小段 達也
岡本 光市 中村 真琴 鈴木 なつ帆



緒言

都市部への
人口流出



地方の高齢化...



県内高校出身学生, 
585

県外出身学生, 1574

高知工科大学 在学生

全学群 計 2159
（単位：人）

2016年5月現在



４７都道府県の高齢化率ランキング（２０１４）



県外から入学者が多くいる
にもかかわらず

なぜ
高齢化が進んでいるのか….



 

高知県における地元就職率の推移



大学入学で高知県内に
入る学生

卒業後に高知県外へ
就職する学生

（流入者） （流出者）



若者の県外への流出⇒高齢化

想像してください。
地方・田舎といえば・・・・





自然資源

http://www.namiaru.tv/news/?p=39876

2017海の学校 in 磯ノ浦

http://www.mountainday.net/

「山の日」記念全国大会



高知県のイベント

http://www.terume.com/blog/3127

四万十・足摺無限大チャレンジライド

県外参加者 259名
県内参加者 237名

総参加者 498名



スポーツ庁

〇スポーツによる地域・経済の活性化
アウトドアスポーツ推進宣言

http://www.mext.go.jp/sports
/b_menu/symbolmark/__icsFi
les/artimage/2016/05/05/p_a
bt_11_50/symbolmark.png



豊かな時間

大自然の中で
体を動かす楽しさ、気持ちよさ

スポーツを楽しむ
健康的なライフスタイル



アウトドアスポーツを楽しむ

地方部
アウトドアの最高の環境

訪問者の
交流人口の拡大

地域産業の
活性化

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/f/f7/Shimanto_River_And_Iwama_Bridge_1.jpg

http://blog-imgs-78.fc2.com/n/i/y/niyodogawa/image12.jpg



誘客



しかし

定住には
つながっていない！



長期的な定住に繋がるもの
直接的に定住に刺激を与えるもの



研究

⑴目的

若者在住者の定住

と考えられるため・・・

＜リサーチクエスチョン＞

若者のニーズとは？

若者の視点からの高知県の魅力は？

人口流出対策



研究

⑵方法
アンケート調査の実施
－期間 2017年7月

－対象 高知工科大学 経済・マネジメント学群2・3回生 101名

－アンケート項目

・大学卒業後、高知県に残りたいと思いますか？

・残りたくないと回答した人は、何があれば残りたいと思いますか？

(複数回答可)

・あなたの思う高知県の魅力は何ですか？

など



研究

⑶結果

はい

30%

いいえ

70%

区間 度数 ％

はい 30 29.7

いいえ 71 70.3

合計 101 100

大学卒業後、高知県に残りたいと思うか？



研究

⑶結果

高知県に何があれば残りたいと思うか？

区間 度数 ％

企業・仕事 18 31

公共交通機関 15 26

娯楽施設 11 19

商業施設 6 10

家族・恋人 4 7

都会になれば 2 4

災害対策 2 3

合計 58 100

31%

26%

19%

10%

7%

4% 3% 企業・仕事

公共交通機関

娯楽施設

商業施設

家族・恋人

都会になれば

災害対策



研究

⑶結果

高知の魅力

区間 度数 ％

自然 49 51

食・酒 30 31

県民性 9 10

祭り・イベント 5 5

治安 3 3

合計 96 100

51%

31%

10%

5% 3%

自然

食・酒

県民性

祭り・イベント

治安



研究

⑷結果より

• 大学卒業後、高知県に残りたいと考えて
いる人は少ない

• 着手しやすく即時的な影響を与えられると

考えた企業・仕事、家族・恋人という要
素に注目

• 高知県の魅力は自然である



自然資源

研究

(5)考察

企業・仕事

恋人・友人

イベント スポーツ



アウトドアスポーツの活用し
て、若者を定住させるような
イベントが開催できないか？



３ 提言



自然資源

スポーツ

就活・婚活

若者定住



アウトドアスポーツ

http://livedoor.blogimg.jp/am_ourdate_others/imgs/7/1/71ed634c.jpg http://www.sasebo-ecostay.com/WP3/wp-content/gallery/no17/P9170579.jpg

http://livedoor.blogimg.jp/am_ourdate_others/imgs/7/1/71ed634c.jpg
http://www.sasebo-ecostay.com/WP3/wp-content/gallery/no17/P9170579.jpg


アウトドアスポーツ

http://livedoor.blogimg.jp/tomute/imgs/d/3/d30d3d6f.JPG http://d3e8ogs60q6bjk.cloudfront.net/image/production/genre/16095938-
5d43-4bfc-90fa-dd22f139fdb2.jpg

http://livedoor.blogimg.jp/tomute/imgs/d/3/d30d3d6f.JPG
http://d3e8ogs60q6bjk.cloudfront.net/image/production/genre/16095938-5d43-4bfc-90fa-dd22f139fdb2.jpg


アウトドアスポーツ

https://ssl.yamagatakanko.jp/gallery/data/img/exp/img/exp015.jpg http://www.tazawako.net/_src/sc211/83J83k815B-1.jpg

https://ssl.yamagatakanko.jp/gallery/data/img/exp/img/exp015.jpg
http://www.tazawako.net/_src/sc211/83J83k815B-1.jpg


ラフティングとは

https://www.riobr
avo.co.jp/rafting/

• ラフティングはゴムボート（ラフト）に乗り急流を下るアウトドアスポーツである。

• ラフティングは、水着とタオルのみで参加でき、手軽に初心者でもアウトドア・ア
ドベンチャーを体験できる。

• 水しぶきをあげながら急流を突破するスリルや興奮、大自然の中を下っていく

爽快感が醍醐味である。

• 皆で力を合わせてゴールを目指すので、仲間意識が出てチームワークも高まって

一体感が生まれる。



・ラフティング就活

『自然資源×スポーツ×就活』

人事や若手の社員の人と共にラフティングを行う。

企業ブースを設けたり、食事の時間なども設け、相
談や質問できるようにする。



・ラフティング就活

『自然資源×スポーツ×就活』

企業紹介 ラフティング
懇親会
食事会

質疑応答

https://img.activityjapan.com/11/190/11000000019017_
AU80T5aM_4.jpg

http://naturecocoro.com/user/media/cocoro/page/tour/ra
fting/img06.jpg



・ラフティング就活 効果

『自然資源×スポーツ×就活』

共に、ラフティング経験後に質疑応答を行う
ことにより、初対面の時より緊張感などが少
なくなり、より自然体で行うことが出来る。

新たな企業の発見にもつながり、地元での
就職の動機を刺激するものになる。



・ラフティング婚活

『自然資源×スポーツ×婚活』

男女の10名程度のグループでラフティングを行う。

その後、昼食や夕食の場で、フリータイムや連絡交換などの
時間を設ける。

http://friendsraft.com/wp-content/uploads/2016/03/raft_5_1.jpg



・ラフティング婚活 効果

『自然資源×スポーツ×婚活』

スポーツ婚活は参加者の気持ちをより活性化し、安定に向
かわせる効果がある。（高見ら2015）

ラフティングにより、普段味わうことのできない大自然の中で、
一体感・スリル・楽しさなどの経験を共有出来、話題作りにも
なる。



『自然資源×スポーツ×就活・婚活』

イベントの魅力性

若者のニーズ

若者が地方に残る



ご清聴ありがとうございました。


