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「若者回帰戦略研究に関する若年世代のまち・しごとに関する意識調査」について 
 

千葉大学倉阪研究室 
 
1．概要 
 
 千葉大学・市原市・君津市の共同研究「若者回帰戦略研究」の一環として、2019 年 11 月
に、入門基礎政策形成論（千葉大学法政経学部選択基礎科目）の受講生を対象として、「ま
ち」「しごと」に関する意識調査を実施した。回答数は 211 である。 
 
2．調査結果 
 
問１ 出身地を教えてください。 

 211 の回答の中で、千葉県出身者は 53 人で、25％を占めていた。その他の内訳は、以下
の通りである。 
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問 2 現在の通学方法を教えてください。 
１  親 元 か ら 通 学  ２  大 学 周 辺 （ 賃 貸 ア パ ー ト 等 ） か ら 通 学  ３  そ の 他
（           ） 

 
親元から通学している学生（102）と、大学周辺の賃貸アパートなどから通学している学生
（107）がほぼ半数であった。その他は、祖⽗⺟宅から通学している学生が 2 名であった。 

北海道・東北 24
北関東（茨城・栃木・群馬） 8
埼玉 8
千葉 53
東京 29
神奈川 10
甲信越（⼭梨・⻑野・新潟） 9
北陸（富⼭・石川・福井） 7
東海（岐阜・静岡・愛知・三重） 18
近畿（滋賀・京都・奈良・大阪・和歌⼭） 7
中国（鳥取・島根・岡⼭・広島・⼭口） 7
四国（徳島・香川・愛媛・高知） 1
九州・沖縄 10
不明 20
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 進路については、⺠間企業へ就職希望が 41％と最も多
く、次いで公務員志望が 27％となった。なお、複数の選
択肢に○を付けた回答はすべて「わからない」に分類し
た。複数の選択肢に○をつけた回答のうち、8 人が、⺠
間と公務員の二つに○をつけた。その他のうち、2 名が
公認会計士と記入した。 
 
  

問３ 進路について現在の考えを教えてください。 
１ 大学院へ進学 ２ ⺠間企業へ就職 ３ 公務員志望 ４ 親の仕事を継ぐ 
５ 起業する ６ わからない ７ その他（      ） 

大学院へ進学 10
⺠間企業へ就職 86
公務員志望 56
親の仕事を継ぐ 1
起業する 5
わからない 48
その他 5
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就職希望は、都内が 41％、千葉県内が 10％であった。
複数の選択肢に回答があったものは「その他」に分類
した。「その他」には、海外希望の 4 名が含まれてい
る。  
 
 
 
  

問４ どこで働きたいか教えてください。 
１  都内 ２ 千葉県内 ３ 地元 ４ どこでもよい ５ わからない  
６ その他 （                     ） 

都内 87
千葉県内 22
地元 18
どこでもよい 34
わからない  29
その他 21
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問５ どこで住みたいか教えてください。（一番優先することに〇をお書きくださ
い。） 
１  職場に近い       ２ 電車で動ける     ３ 車で走りやすい 
４ 買い物に便利      ５ おしゃれ、映える   ６ 自然豊か 
７ 医療が充実       ８ 犯罪が少ない     ９ 家賃が安い 
１０ その他 

 
 
どこに住みたいかを選ぶ基準について、最も優先するも
のは、「職場に近い」と「電車で動ける」がほぼ 3 割ず
つを占めた。3 番目に選ばれたのが、「買い物に便利」
であった。一方、「自然豊か」は 3％に止まった。 
 
 
 
 
 
 
 

職場に近い 63
電車で動ける 61
車で走りやすい 3
買い物に便利 35
おしゃれ、映える 5
自然豊か 7
医療が充実 2
犯罪が少ない 15
家賃が安い 8
その他 12
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問６ 好きなまちや地域を教えてください。※国内外問わず 
（具体的な地名・理由をお書きください。）    

好きなまちや地域について、具体的に挙げられた場所は以下の表のとおりである。なお、
理由については、テキストマイニングで分析した。 

 
 
問７ あなたにとって「行きたいまち」（住みたい・訪れたい）とはどのようなまちで
すか。 
問８ 「里山」といえば何を連想しますか。思いつくものを自由にお書きください。 

問 7 と問 8 については、テキストマイニングで分析した。 
 
問９ 「里山」といえばどこの地域を連想しますか。※国内外問わず 
（具体的な地名・理由をお書きください。） 

北海道 千葉 北千住 石川県金沢市 尾道（広島）

北海道地域 千葉県 江⼾川区 石川県金沢市 ⼭口

小樽・函館・札幌など、北海道 千葉県 浅草 金沢 周防大島

北海道札幌市 千葉市 浅草 金沢市 福岡市

札幌 千葉市 池袋 白川村 博多

札幌 千葉市 上野 福井市にある開発 ⻑崎県

すすきの 千葉市美浜区のベイタウン 吉祥寺 静岡県焼津市 宮崎市

苫小牧市 大成町 千葉大周辺 吉祥寺 伊豆下田 鹿児島市

江別市 千葉県千葉市蘇我 杉並区 沼津 宜野座村

北海道森町 海浜幕張 多摩センターの駅の近く 富士市 首里

函館 海浜幕張駅 ⽬⿊ 豊橋市 イタリア

⻘森 ⻄千葉 練馬 名古屋 ヴェネツィア

⻘森県⼋⼾市 ⻄千葉 練馬区 名古屋 ヴェネツィア

秋田県男鹿市 ⻄千葉・登⼾ 登⼾ 星ヶ丘（愛知県名古屋市） オークランド（ニュージーランド）

秋田市 ⻄千葉駅周辺 ⼋王⼦ 愛知県名古屋市緑区 カナダのビクトリア

盛岡市 幕張 東久留米 三重県四日市市 グアム

岩手県遠野市 幕張 奥多摩 京都 ケアンズ オーストラリア

⼭形県東根市 幕張ベイタウン 横浜 京都 コペンハーゲン

仙台市 ちはら台 横浜 京都 シアトル

仙台市都心部 習志野市、津田沼付近 横浜 京都 シリコンバレー

福島県いわき市 千葉県松⼾市 横浜市⼾塚区 京都 スウェーデン

福島市 船橋 横浜みなとみらい 京都市 ノルウェー

福島市 浦安市 横須賀地域 京都市 バッファローグローブ／アメリカ・シカゴ

茨城県古川市 浦安市 新横浜 京都市 ハバナ

宇都宮 浦安市舞浜 箱根 京都府京都市 ハワイ

宇都宮市 舞浜 神奈川県鎌倉市 大阪 ハワイ

宇都宮市 銚⼦市 鎌倉 大阪 フィレンツェ

栃木市 千葉県館⼭市 魚沼市 大阪府茨木市 フィレンツェ

草津 館⼭ 越後湯沢 生駒市 フィンランド

草津 東京 三条市 奈良の斑鳩 フィンランド

群馬県 東京都墨田区 妙高 神⼾ ヨーロッパ

前橋 東京町田 ⼗日町市 神⼾市 ヨーロッパ

前橋 江東区 軽井沢 神⼾市 フランクフルト

埼玉県 ⾏徳 軽井沢 兵庫県神⼾市 ベネチア

埼玉県 下北沢 ⻑野県白馬村 兵庫県明石市 マカオ（中国）

秩⽗ 神保町 ⻑野市中条 兵庫県姫路市 ロンドン

秩⽗、⻑瀞 世田⾕区 小布施 姫路市 韓国・合井、延南洞

川越 葛飾区 富⼭県富⼭市 広島 シンガポール
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里山として連想する地域としてあげられたのは、次の表の通りである。理由については、
テキストマイニングで分析した。 
 
 

 
 
3．テキストマイニング分析 
 

行きたいまち、好きなまち、里山イメージについて、テキストマイニングを行った。テ
キストマイニングにあたっては、MeCab（オープンソースの形態素解析エンジン）を利
用し、名詞を抽出したうえで、以下の操作を行った。①ひらがなと漢字は統合、②まち・
町・街は、設問の語尾であったため削除（里山 1 件、それ以外が 153 件）、③上記には街
並み・町並みも含むが、合わせて 4 つであったため削除、④田・畑・田畑は田畑に統合、
⑤雪と雪景色を統合、⑥山と山々を統合。文字イメージは WordCloud にて生成した。色
に意味は無いが、大きいほどよく出現していることを表している。 

テキストマイニングの結果、行きたいまち・好きなまちで回答のあったワードと、里山
のイメージで回答のあったワードが重なっている部分（「自然」、「田舎」、「人」、「豊か」）
が、里山としてアピールできる部分と考えられる。一方、里山のイメージとしてあげられ
ているワードで、行きたいまち・好きなまちで挙げられていないワード（「田畑」、「森」、
「たぬき」、「動物」、「竹」など）は、里山としてアピールしても魅力に欠けると考えられ
る。  

北海道 茨城県 大⼭千枚田（千葉県鴨川市） ⻑野県 石川県能登地区

北海道 栃木県 大多喜 ⻑野県 医王⼭

北海道 栃木県那須烏⼭市 茂原 ⻑野県 能登

北海道 群馬 ⻄東京 ⻑野県 富⼭

⻄興部村 群馬 多摩 ⻑野県 富⼭県

東北 群馬 奥多摩 ⻑野県 日本海側

東北 群馬 奥多摩 ⻑野県 稲武町（愛知県豊田市）

東北 群馬 奥多摩 ⻑野県 愛知県

東北 群馬・栃木 奥多摩 ⻑野県佐久市 愛知県豊田市稲武町

東北（とくに⻘森、岩手、秋田、⼭形） 群馬県 高尾 ⻑野市中条 茨木

東北地方のどこか 群馬県北部 東京都高尾市 上高地 大阪府島本町

東北のほう 群馬や栃木 ⼭梨 ⻑野や新潟 和歌⼭

日本の東北地方 みなかみ ⼭梨県 姨捨 兵庫県赤穂市上郡町

⻘森 埼玉県栗橋町 ⼭梨県 富士⼭ 鳥取県 島根県

⻘森 狭⼭ 白峰 白川郷 島根県松江市玉湯

⻘森県 秩⽗ 川口町（新潟県） 白川郷 広島県府中町

⻘森県⼋⼾市 秩⽗ 魚沼 白川郷 ⼭口市

⼋甲田⼭ 秩⽗地方 新潟県糸魚川市 白川郷 周防大島

秋田 千葉県 ⼗日町市 白川郷 中国・四国地方

秋田 千葉県鴨川市 弥彦 白川郷 四国

秋田県 銚⼦市 ⻑野 白川郷 香川

秋田県 房総半島 ⻑野 白川郷 佐賀市大和町

秋田県・⼭形県 房総半島 ⻑野 白川郷 阿蘇

阿仁 南房総 ⻑野 岐阜 都城市

岩手 海匝地域 ⻑野 岐阜 鹿児島県

岩手県雫石町 南総 ⻑野 岐阜、⻑野 フィレンツェ

⼭形 小湊鐵道の地域 ⻑野 岐阜県 ノルウェー

⼭形 ⼭武市 ⻑野、広島 岐阜県白川村 アルプス地方

宮城県蔵王 君津市 ⻑野・岐阜 岐阜県白川村

福島県 大⼭千牧田 ⻑野・新潟・⻘森・福島など 野志（岐阜）

檜枝岐村 大⼭千牧田 ⻑野県 石川県・秋田県のあたり
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若者回帰戦略研究に関する若年世代のまち・しごとに関する意識調査 

 本年度、若年世代の人口減少対策の一環として、千葉大学・市原市・君津市の共同により「若者回帰戦略研究」

を実施しております。今般、当該研究における１つの材料として、学生の皆様の「まち」「しごと」に関する意識

調査を実施します。自由に記載いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【現在の状況】                                   

１ 出身地を教えてください。（例：千葉県千葉市） 

 
 

２ 現在の通学方法を教えてください。 

 １ 親元から通学 ２ 大学周辺（賃貸アパート等）から通学 ３ その他（           ） 

【将来の働き方について】                                

３ 進路について現在の考えを教えてください。 

 １ 大学院へ進学 ２ 民間企業へ就職 ３ 公務員志望 ４ 親の仕事を継ぐ 

５ 起業する   ６ わからない   ７ その他（                    ） 

 

４ どこで働きたいか教えてください。 

１  都内 ２ 千葉県内 ３ 地元 ４ どこでもよい ５ わからない  

６ その他 （                     ） 

 

５ どこで住みたいか教えてください。（一番優先することに〇をお書きください。） 

１  職場に近い       ２ 電車で動ける     ３ 車で走りやすい 

４ 買い物に便利      ５ おしゃれ、映える   ６ 自然豊か 

７ 医療が充実       ８ 犯罪が少ない     ９ 家賃が安い 

１０ その他 

【まち・里山の魅力について】                              

６ 好きなまちや地域を教えてください。※国内外問わず 

（具体的な地名・理由をお書きください。） 

１ 地域名：          

２ 理 由： 
 

７ あなたにとって「行きたいまち」（住みたい・訪れたい）とはどのようなまちですか。 

  

 

８ 「里山」といえば何を連想しますか。思いつくものを自由にお書きください。 

 
 

９ 「里山」といえばどこの地域を連想しますか。※国内外問わず 

（具体的な地名・理由をお書きください。） 

１ 地域名：          

２ 理 由： 
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