若 者ライフデザ インに関する
調査 研究事業
一般財団法人
はじめに
一般財団法人地域社会ライフプラン協会は、

地域社会ライフプラン協会


「未来デザインセミナー」に組み込んだ「若者ラ
イフデザインセミナー」を開催し、そこに地方

地方公務員や地域づくりに携わる関係者に係る

体験型交流ツアーを併せて実施することで、市

生涯設計等の支援などを行うとともに、調査研

町村が行っている「少子化対策」と結婚支援並

究、企画開発や普及啓発等を行っています。

びに地元定着率の向上に繋げることを目標に取

また、当協会はこれら地方公務員等の知識、経
験等を生かした地域社会活動の推進を図り、地方
公務員等の生活の安定と福祉の向上に寄与すると

り組んでいます。
以下、事業の実施概要を一部ご紹介させて頂
きます。

ともに、活力ある地域社会の実現に資する事業を
継続して実施しています。
今年度は、これら従来の事業に加え、一般財団
法人全国市町村振興協会の助成をうけて新たに
「若者ライフデザインに関する調査研究事業」に
取り組んでいます。
現在「少子化問題」は我が国にとりまして喫

Ⅰ．事業の概要
1 ．内容

＊プロジェクトで実績の
①「ミライカレッジ」
ある株式会社ツヴァイと提携して、若者の
生涯設計や自分の未来（ひと・まち・しごと）

緊の課題であり、政府においては昨年の 3 月に

について考えてもらう「若者ライフデザイ

閣議決定された『少子化社会対策大綱』の重点

ンセミナー」と体験型交流ツアーを実施し、

課題中【結婚に対する取組支援】として「適切

地方自治体の結婚支援や地元定着率の向上

な出会いの機会の創出・後押しなど、地方自治

に繋がるような方策について調査研究を行

体、商工会議所などによる結婚支援や、ライフ

い、全国の市町村が参考となるような優良

デザインを構築するための情報提供などの充実

事例を収集する。

を図る。
」こととされています。

②「若 者ライフデザインセミナー」及び「体

このような状況の中、全国の市町村において

験型交流ツアー」の実施について、
モニター

は、少子化対策、特に、若年層の定着を図るた

自治体として 3 団体を選定したうえでケー

めの諸施策を懸命に模索しているところです。

ススタディを行い、全国市町村のモデルと

調査研究事業はこうした市町村における取り
組みの支援策の一つとして、当協会が行ってい
る生涯生活設計の充実のための「ライフプラン

なる人口増に繋げる事業を検討する。
③ 調査研究事業の実施概要を報告書にまとめ、
都道府県、市町村に送付する。

セミナー」を民間会社が行っている結婚力アッ
プ講座や自分の人生や結婚生活の未来を考える

＊ミライカレッジ：詳細は23ページのⅢを参照

2 ．モニター自治体

★石 川県奥能登 2 市 2 町（輪島市・珠洲市・

今年度は、調査研究事業の初年度であり、事

能登町・穴水町）

業のモニター自治体として次の 3 団体を選定し

★長崎県壱岐市

ました。

★山形県庄内 2 市（鶴岡市・酒田市）

モニター 3 自治体の取組の特徴
石川県

長崎県

山形県

ライフデザインセミナー

男女別に開催

男女別・男女合同
それぞれ開催

男女別に開催

対象地域

奥能登

壱岐島

庄内

特徴

広域移動
２市２町全域をめぐる

離島
２拠点からの参加
(首都圏及び福岡）

小規模
体験重視

ツアー参加者数

29名

37名

15名

ツアー時の移動手段

飛行機

福岡集合・高速船

飛行機

3 ．主な取組の流れ
①地元での選抜メンバー結成
自分の結婚や人生を前向きに考え、さらに
地域の発展のために活躍したいと考えているよ
うな方、またはすでに活動をされている方を対

⑥体験型交流ツアー
まちおこしや地方暮らしに興味を持つ女性
が現地へ足を運び、その地域の仕事や暮らし
ぶりを体験。
地域の魅力を再発掘しながら、自然な流れ

象にメンバーを募集し、選抜チームを構成。

の中で、選抜メンバーを含む地域の同世代の

②選抜 チー ム

男性との交流を深め、地方で暮らすことのイ

キッ クオフ＆ 未 来 デザイン

ワークショップ

メージを具体化する。

地域での未来、自分たちの仕事の未来を考
える「未来デザインワークショップ」にて、
地域での結婚・移住・定住のイメージを整理
し、首都圏独身女性へのＰＲコンテンツを制
作。ワークショップの成果として、地域の魅
力や参加者の魅力発信を狙う。
③地元ＰＲ動画の公開
選抜チームによる、地元ＰＲ動画を公開。
メンバーの未来、実際の仕事ぶり、暮らしぶ
りを動画等のコンテンツで発信。
④首都圏での地域ＰＲイベント
先行メンバーによるワークショップ等の成
果を発表し、首都圏女性にアピール。
移住経験者の事例紹介や首長のトップセー
ルスも実施。
⑤ライフデザイン講座

1 か月目

現地男性

簡易動画制作

首都圏女性

２か月目

ワークショップ
＜地域力 up＞

３か月目

４か月目

５か月目以降

ライフデザイン講座
＜人の魅力 up＞
＜PR 動画公開＞
都内 PR イベント
＜興味喚起＞

体験型交流ツアー
カップル
誕生

交際サポート
移住支援

Ⅱ．各自治体での実施概況
モデル 1

ミライカレッジ奥 能 登

2015年 6 月15日(月)・16日(火)
奥能登男性のワークショップ開催
・会場：奥能登総合事務所
・自分たち
（まち・仕事・結婚）
の未来を考え整理
・首都圏女性へのPR動画を作成

2015年 8 月 2 日(日)
都内PRイベント開催
・会場：都内の能登郷土料理店
・奥能登の暮らしを考えるワークショップ
・奥能登の魅力を集めた動画鑑賞
・現地の女性移住者からリアルタイムでの体
験談
・持木能登町長も駆けつけトップセールス
・ライフプラン講座

2015年 9 月27日(日)

2015年10月11日(日)・12日(月)

ライフデザイン講座

体験型交流ツアー

・会場：奥能登総合事務所
・主な講座内容
結婚力アップ講座
・大切にしたい！「婚活の心構え」
・なぜ起きる？どう防ぐ？男女のすれ違い
・第一印象で選ばれる人になろう
・できる自分へ！ワークで実践してみよう！

｛ 1 日目｝
8 ：00

羽田空港集合

9 ：55

のと里山空港着
現地の若者と合流

11：00～12：00 ランチ交流会
13：00～

現地の暮らしぶりを視察 	
（宿泊所到着）

ライフプラン講座
・ライフプランとは？

現地の食材を使って、若

・ライフプランの必要性

者同士協力をしながら夕

・自分の未来とライフプラン

食の準備
17：00～

夕食スタート
ワークショップ

21：00～

「研修棟」にて交流会
希望者のみ



｛木ノ浦ビレッジ宿泊｝

｛ 2 日目｝
8 ：00

木ノ浦ビレッジ発

9 ：15～

途
 中奥能登の観光スポット
を見ながら輪島に移動・伝
統工芸体験

12：00～14：00 昼食
カップリング・閉会式
17：00

のと里山空港発
現地の若者見送り

18：05

羽田空港着

解散

参加者
首都圏の若者：11名(女性)
現地の若者

：18人(男性17名・女性 1 名）

このツアーで 7 組のカップルが誕生
カップルになった二人も、カップルになら
なかった者も、それぞれが自分たちの未来
を見つめ、考え、新たな 1 歩を踏み出した。

【自治体担当者】
◆単なるツアーとするだけでなく、事前のセミ
ナーなど男性側の意識付けをさせていく事は
大変良いと思った。
◆参加者にとってこの交流経験が今後の人生の
中で有意義な企画になれば良いなと思う。
◆人口減少時代のなか、自治体が婚活に取り組
む機会が多くなると思うが、ミライカレッジ
でいろいろなノウハウを学ぶことは、自治体
にとってプラスになると思う。
◆過疎化が進む中で若者の結婚につながる出会
いの場を創出しなければと思っていたが、ノ
ウハウが無いためやれることは限られていた。
今回、首都圏からの参加者と婚活イベントが
できたことで、様々な成果を得ることができ
たと感じている。

モデル 2
交流ツアー参加者の声
【男性】
★自分の人生、能登の魅力、女性との関わり方
について考え直す良い機会になった。
★能登に住んでいるけど、廻ってみると知らな
いことも多く、参加して良かった。
★女性と話す機会を得て、会話の勉強になった。
★フリータイムの時間が長く、バスの移動等で
いろいろな人と交流できてよかった。
【女性】
☆町を挙げての歓迎でとても良かった。
☆住んでいる人、外から訪れた人の視点の差や
考え方の違いが聞けて面白かった。
☆婚活という点以外にも、たくさん得るものが
あった。
☆男性陣の郷土愛あるおもてなしで、奥能登の
ことをもっと知りたいと思った。
☆都 内婚活より男性たちが素直でまじめで良
かった。
☆こういう場はなかなか経験できないと感じる。
すごく良いので続けてほしい。

ミライカレッジ壱岐

2015年 8 月24日(月)
壱岐市男性のワークショップ開催
・会場：壱岐市役所会議室
・自分たち
（まち・仕事・結婚）
の未来を考え整理
・首都圏女性へのPR動画を作成

2015年 9 月12日(土)

2015年 9 月27日(日)

都内PRイベント開催

ライフデザイン講座

・会場：都内の長崎郷土料理店

・会場：壱岐市役所会議室

・壱岐の島暮らしを考えるワークショップ

・主な講座内容

・壱岐の魅力を集めた動画鑑賞

結婚力アップ講座

・現地の移住者からのメッセージ

・大切にしたい！「婚活の心構え」

・白川壱岐市長も駆けつけトップセールス

・なぜ起きる？どう防ぐ？男女のすれ違い

・ライフプラン講座

・第一印象で選ばれる人になろう
・できる自分へ！ワークで実践してみよう！

2015年11月14日(土)・15日(日)
体験型交流ツアー
｛ 1 日目｝
10：00

博 多港ikiiki情報プラザ前
集合

10：30

博
 多港ジェットフォイルで
出発

11：35

壱岐 芦辺港着
現地の若者と合流

12：10～14：00 ランチ交流会
14：20～16：30 現地での暮らしぶり等視察
宿泊所到着
18：00～18：50 ライフプラン講座
18：50～19：00 男女共同参画について
島 外から移住した女性た
ちの声（ＤＶＤ）
19：00～

夕食スタート
ワークショップ

21：00～


交流会

希望者のみ
｛壱岐島荘宿泊｝

｛ 2 日目｝
壱岐島荘発

8 ：50～

現 地の自然散策とツアー
記念品の作成

12：00～14：00 海岸にて昼食
フリータイム
14：00～15：00 カップリング・閉会式
15：00～16：00 ショッピング
郷ノ浦港発
現地の若者見送り
18：05

博多港着

解散

★楽しくて、いいきっかけになりました。これ
からもこのような活動をして欲しいです。
積極的になった。
★地 元の参加者のアイディアを取り入れると、
また違った楽しさがあると思う。
★すばらしい企画ありがとうございました。
★勾玉を作った時、その夕食事の時に一緒につ
くった人が、その勾玉をつけていた。
★スタッフのみなさんのご協力でカップル成立
できました。ありがとうございました。
【女性】
☆まったく異なる地域、性別、年齢を問わず、
初めての 1 泊 2 日だったのにも関わらずそれ

参加者
首都圏及び福岡の若者：18人(女性)
現地の若者

【男性】

★より合う人をマッチングしてくれて、行動が

8 ：30

17：00

交流ツアー参加者の声

：19人(男性)

このツアーで14組のカップルが誕生
カップルになった二人も、カップルになら
なかった者も、それぞれが自分たちの未来
を見つめ、考え、新たな 1 歩を踏み出した。

を感じさせないほどの時間であった。
☆人の温かさ（参加者だけでなく、スタッフな
どすべて）が感じられてよかった。
☆天候の都合で、釣りができなかったのは残念
ですが、次回訪れる理由ができた。
☆シーキャンドル作りのときに参加者と話が弾
んで、楽しかった。


☆壱岐の男性はしっかり自分を持った方が多く、
頼りがいのある方が多いと思いました。
☆いろいろなところで交流とプログラムがあっ
てよかった。
【自治体担当者】

Ⅲ．ミ
 ライカレッジのめざすもの
（ツヴァイ）
ミライカレッジでは、婚活を単なる出会いの機
会と捉えるのではなく、地方の魅力を学び、体
験しながら、ライフデザインの中で地方への移住・
定住への可能性も含めた結婚支援を行います。

今回初めてライフプラン講座を盛り込んだイ

人生を自由にデザインするライフデザイン的視点

ベントを実施しましたが、パーティー的な要素

で、若い世代の様々な価値観や生き方を応援す

をなくし、真剣に男女が向き合い、将来につい

るプロジェクトです。ライフデザイン的視点で、

て考える時間を設けることで、大変多くのカッ

大切にしているキーワードが 3 つあります。

プルが成立し事業が大成功しました。とてもい
い取り組みでした。
今後はツヴァイとも連携し、成婚に向けて
フォローアップを行う予定です。
【壱岐市

白川博一市長】

一つ目が、
『 なにをしたいのか？』
。人生で本
当にしたいことは何のか？
二つ目が、
『誰と』
。人は人とのつながりなしで
は生きていけません。
そして、
三つ目が、
『どこで』というキーワードです。

成果に非常に満足している。成婚、移住に結

このようにミライカレッジでは、固定観念に

びつくことが重要。今後も人口減少対策に力を

縛られずに、積極的に自分のまわりの環境をデ

入れたい。

ザインしていこうというものです。住みたいの

【ツアーに同行した講師 高橋聰典氏のコメント】

は、生まれ育った所なのか、それとも新しい出

ツアーで多数のカップルが誕生した秘訣は、

会いを求めて別の場所なのか、都市なのか、地

男性全員がツアー前に開催されたライフデザイ

方なのか…

ンセミナーに参加し、当日までに改善点を克服

会を提供します。その大切な機会のひとつが

する行動をしたことです。具体的には、服装

ツアー中でのワークショップです。新しい視点

チェックなどの外面的指導、女性とのコミュニ

をもって自身のライフをデザインしていただく

ケーションを豊かにするための会話術、そして

こと、現地で実際に暮らすことをイメージして

肯定的なものの考え方など内面的な指導にも注

いただくことが、ツアー中の男女交流の深化で

力しました。男性が自ら変えようという意識が

もあり、ツアー後の交際ステップアップには欠

とても高く、短期間でありながら、男性として

かせないものとなっています。

の魅力が磨かれたと考えます。

自身の価値観にそって、考える機

それから、参加女性は、地方での仕事につい
て感心がとても高く、移住経験者の話を良く聞

モデル 3

ミライカレッジ庄内

きたがります。例えば、奥能登で訪れた宿泊地

ミライカレッジ庄内については、モニター 3

「木の浦ビレッジ」では、県外から移住して施

自治体の中でスケジュール的に一番遅く取組が

設運営にあたる女性から貴重な居住経験談を伺

なされたことから、原稿を作成している段階で

いました。また、壱岐でも同様に、移住された

全てのイベントが終了していないため、この紙

女性が現地で活躍するシーンを具体的に紹介す

面においてご紹介をすることができませんでした。

る機会が設けられました。

事業全体の流れについては他のモデル 1 ・ 2

このように、スキルやキャリアのある女性が移

と大きく異なるものではありませんが、前段で

住先で就業したり、場合によっては起業したりで

ご紹介したとおりツアーの規模及び取り組み方

きる環境、地方PRの担い手として活躍できるよ

において若干変化を持たせています。

うな環境づくりも今後は必要と考えています。

Ⅳ．報告書の刊行
以上が若者ライフデザインに関する調査研究
事業のあらましです。
参加者の声にもあるとおり、このセミナーや
ツアー等に参加した若者はもちろん、ご協力を
いただいた各自治体の担当者・関係者の方々も、
改めて「自分のまち、自分のしごと、自分の生
き方」について向き合い、考え、未来を見つめ
たことと思います。
若者自身が自分の将来の人生設計を具体的に
考え、結婚や家庭を持つことの意味・楽しさを
理解し、自分らしい結婚生活や家庭生活の実現
に向かって一歩を踏み出す事を願っています。
実施した 3 団体全ての調査事業概要について
は、報告書としてまとめ、都道府県、市町村に
送付することとしています。
今後も引き続きこの事業を継続することで、
地方自治体の結婚支援や地元定着率の向上の取
組の一助になれば幸いです。

