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研究概要 

兵庫県の酒米生産は、質、量ともに日本

一を誇り、兵庫県産「山田錦」は最高の酒

米との評価を得ている。一方、近年の気候

温暖化は、多くの農産物で問題となってい

るが、酒米においても生育、収量、品質、

そして酒造適性面で影響が出ている。   

そこで、兵庫県立農林水産技術総合セン

ター酒米試験地では温暖化への対応策とし

て栽培技術の開発や新品種の育成に取り組

んでいる。栽培技術の開発では、稲が実る

時期の高温を回避するため、移植時期を遅

らせることが必要となるが、遅らせる目安

を生産者に示す栽培支援システムを開発し

た。品種育成では高温条件でも品質の低下

が少ない新品種「Hyogo Sake 85」を育成し、

さらに高温条件に強い品種や安定した酒造

適性を有する品種の育成を目指した育種に

着手している。酒米試験地では今後も本県

有数の特産である酒米の品質の維持、向上

のため技術開発に取り組んでいく。 

 

１ 酒米とは 

酒米は日本酒の原料米で、酒造りに適す

ることから、「酒造好適米」と呼ばれる。農

産物検査では、「醸造用玄米」に区分される。 

図１に示すように、酒米「山田錦」（左）

は、食用米の「コシヒカリ」（右）より米粒 

 

 

 

 

 

 

 

が大きく、「山田錦」の千粒重（千粒の玄米

の重さ）は約 28ｇで、「コシヒカリ」の約 23

ｇの 1.2倍である（著者調査）。また、酒米

は米粒の中央部分に「心白」（しんぱく）と

呼ばれる白色部位をもつ。図 2は米粒のデ

ンプン粒の拡大写真である。心白部分のデ

ンプン粒（左）は丸みを帯びて密度が低く、

光の透過性が悪く白色に見える。透明部分

（右）のデンプン粒は密度が高く、光の透

過性が良くほぼ透明に見える。心白粒は吸

水性や溶解性がよく、麹菌が侵入しやすい

など酒造りに適するといわれている（柳内

ら 1993）。 

2020 年度の全国の酒米の検査数量は

82,140ｔである（農林水産省）。「醸造用

玄米」の指定品種数は 122品種である（農

林水産省）。 

 

２ 兵庫県の酒米生産  

図 3に 2020年度の都道府県別の酒米の 

 

　

　

　

　

図 1 酒米と食用米（著者作成） 

左：山田錦 右：コシヒカリ 

図 2 米のデンプン粒（著者作成） 

左：心白部位 右：透明部位 
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図 3 都道府県別の酒米の検査数量

（著者作成） 



検査数量を示す。兵庫県の酒米の検査数量

は 20,110ｔで、全国の酒米の約 25％占め、

日本一である（農林水産省）。品種数も 22

品種で日本一多い（農林水産省）。表 1に

兵庫県の品種別作付面積を示す。作付面積

は 5,601haで県水稲全体の 15％であり、酒

米のウエイトはかなり高い。奨励品種は「山

田錦」、「五百万石」、「兵庫北錦」、「兵庫夢

錦」の 4品種である。図 4に奨励品種の県

下の栽培地域を示す。「山田錦」が全体の 9

割近くを占め、産地は県南東部である。「五

百万石」と「兵庫北錦」は県北部の但馬、

丹波地域で、「兵庫夢錦」は西播磨地域で栽

培されている。奨励品種以外で作付面積が

多い品種は「白鶴錦」、「愛山」、「フクノハ

ナ」、「山田穂」、「兵庫恋錦」である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 日本一の酒どころ・兵庫 

 兵庫県では、1600年代から伊丹や灘五郷

での酒造りが発達し、その原料である酒米

の生産も古く藩政時代から盛んである。  

2019酒造年度（酒造年度：7月から翌年

6月まで）の清酒製造数量において、兵庫県

は全国シェアの 26.4％を占め、日本一の製 

造を誇っている（国税庁）。灘五郷や播磨地

域の酒蔵では、それぞれ、地理的表示「灘

五郷」（2018年）と「はりま」（2019年）を

取得し、さらなる発展の取り組みを進めて

いる。 

 

４ 酒米試験地の設置 

 酒米生産が盛んな本県では、酒米の産地

内に酒米を専門的に研究する農業試験機関

設置の要望があり、1928年に酒造米試験地

（1952年、酒米試験地に改名）が加東市に

設置された。酒米試験地は全国で唯一の酒

米専門の農業研究機関であり、酒米の品種

育成と栽培技術の開発を所轄業務としてい

る。2019年には酒米生産振興のための拠点

として酒米研究交流館を整備した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 兵庫の酒米生産を支えるネットワーク 

 本県の酒米生産の歴史は古いが、現在、

酒米生産を支えるものとして「村米制度」

と「兵庫県酒米振興会」がある。「村米制度」

品種名 面積 品種名 面積

山田錦 4,980.0 兵庫錦 12.0

五百万石 160.0 いにしえの舞 7.0

兵庫夢錦 61.0 神力 3.0

兵庫北錦 39.0 新山田穂１号 3.0

フクノハナ 51.0 白菊 0.0

白鶴錦 120.0 Hyogo Sake 85 8.0

愛山 103.0 野条穂 2.0

山田穂 36.0 辨慶 4.5

兵庫恋錦 19.0 たかね錦 1.0

渡船２号 14.0 杜氏の夢 1.0

但馬強力 10.0 伊勢錦 0.8

　

注）太字は奨励品種

表 1 酒米品種の作付面積（2020年） 

（県農産園芸課調べ） 

図 4 奨励品種の栽培地域（2020年） 

（著者作成） 

図 5 酒米試験地（上：1928年開設当時の 

     事務所 下：酒米研究交流館） 

（著者作成） 



は「山田錦」産地において特定の酒造メー

カーと特定の産地集落との契約制度のこと

をいう。この制度は明治時代から始まり、

現在も続いているものであるが、最近は、

良質な兵庫県産「山田錦」を安定して入荷

するために、新たに村米契約を結ぶケース

も出てきている（著者調査）。「村米制度」

は酒米の需給の安定に貢献している（兵庫

県酒米振興会 1961）。 

 「兵庫県酒米振興会」は、1950年に酒米

の生産振興を図るために作られた組織であ

る。全農兵庫県本部、酒米生産農協、市町

の行政、県の行政・普及組織が構成員であ

る。品評会の開催や品質向上のための現地

実証事業に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 「山田錦」の一生 

 図 8に「山田錦」の草姿を示す。「山田錦」

は茎の長さ（稈長）だけでも１ｍを超え、

倒伏しやすく、栽培は難しい。「山田錦」は

晩生種で、本県の産地では 6月上旬に移植

され、8月下旬に出穂期（しゅっすいき）と

なり、10月 10日前後に成熟期を迎える。 

出穂とは、稲の穂が頭を出すことで、出

穂期とは田んぼの穂の半分が出た時期のこ 

とである。出穂した当初の稲の穂は緑色で

あるが、籾の中にデンプンが蓄積されると

籾の色は黄色になっていく。成熟期とは、

穂に付いている籾全体の 9割が黄色に変わ

る時期のことである。  

 

７ 温暖化の酒米への影響 

本県の「山田錦」は県南東部の三木市、

加東市を中心に約 5,000haの作付けが行わ 

れている。産地では 1998年頃から温暖化の

影響と考えられる生育や品質の変化がみら

れている。図 9に示すように、近年、生育

期間の気温は右肩上がりの傾向がみられる。

そこで、1988～1997年までの10年間と1998

～2007 年までの 10 年間について、毎年、

同一栽培条件で実施する酒米試験地の「気

象感応調査」のデータを比較すると、出穂

期は2日、成熟期は7日も早くなっている。

気温も移植期～出穂期の気温は 0.4℃、出

穂期～成熟期の登熟期間の気温は 2.1℃も

高くなっている（池上ら 2013）。 

品質面では、登熟期間の気温が高いと米

の充実不足や乳白米、背白米などの白未熟

粒の発生が増加し、検査等級が低下する。

図 9 「山田錦」の生育期間の平均気温の年次推移 

（著者作成） 

図 6 村米制度の記念碑（三木市）と旗 

（著者撮影） 

図 8 「山田錦」の草姿と玄米 

（著者撮影） 

図 7 酒米振興会の品評会 

（著者撮影） 

移植期～出穂期 

出穂期～成熟期 



また、大きい心白の増加や乳白米は、酒造

りの際に白米を水に浸漬させた際に図 10

に示す「浸漬割れ」を起こしやすい。「浸漬

割れ」の多い原料米を使用すると発酵が安

定しない。 

米のデンプンには糖が直線状に連結した

構造を持つアミロースと枝分かれした房状

の構造を持つアミロペクチンがある（図

11）。登熟期間の気温が高いとアミロペクチ

ンの側鎖が長くなる。側鎖が長い場合、蒸

米を冷ました際に米が構造的に硬くなり、

酒造りの発酵過程で米の消化性が低下する

（米が溶けにくい）。消化性が低下すると酒

粕が多くなり、原料の利用率が低下すると

ともに、味の薄い酒質になるなど酒造りへ

の影響が大きく、問題となっている（奥田

ら 2013）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに、開花時に 35℃以上の高温にあう

と受粉障害により不稔が発生する。現在、

高温不稔は埼玉県など夏季に気温がかなり

高くなる地域で発生がみられる（長谷川ら 

2209）。不稔は収量が皆無となるため、今後、

さらなる温暖化の進展により、本県でも発

生が懸念される。 

 

 

 

 

 

８ 温暖化対策 

(１)栽培技術 

本県では「山田錦」産地の温暖化対策技

術として高温障害を軽減する栽培支援シス

テム「山田錦最適作期決定システム」（2012

年）を開発した。登熟期の高温を回避する

ためには出穂期を遅らせることが必要であ

り、出穂期を遅らせる手段としては、移植

期を遅らせることが考えられる。そのため

の最適な移植期を示すのがこのシステムで

ある。現在は利便性を図るため「山田錦移

植日マップ」（図 13）として Web 上で公開

している。 

また、消化性の低下に関しては、登熟期

間の気温から消化性を推定する方法を開発

した。現在、「山田錦」、「五百万石」、「兵庫

北錦」、「杜氏の夢」の４品種で推定が可能

である。産地の気象情報が入手できれば、

出穂期ごとの消化性の推定が可能となり、

酒造メーカーに入荷する原料米の消化性に

関する情報提供が可能となるため、酒造メ

ーカーはその情報をもとに酒造り前に酒造

工程を検討することができる。 

山田錦の「移植日マップ」（https://arcg.is/0bfqSm）

2016年(H28)～ Weｂで公開中
作成：兵庫県立農林水産技術総合ｾﾝﾀｰ 加藤上席研究員

兵庫県立大学応用情報科学研究科 川向肇助教授

図 10 乳白米（左）と浸漬割れ（右） 

（著者作成） 

図 13 「山田錦」の移植期マップ 

（加藤 2018） 

図 11 米のデンプンの模式図（著者作成） 

アミロース 

アミロペクチン 

側鎖 

図 12 稲の開花（左）と不稔（右） 

（著者撮影） 



(２)品種育成 

 温暖化対策のもう一つの大きな柱である

品種育成については、３つの育種目標に取

り組んでいる。１つは、乳白米などの白未

熟粒の発生を抑制するために、高温登熟耐

性をもつ「ふさおとめ」や「にこまる」な

どの育種素材を用いた交配を行っている。

最近の成果としては、「Hyogo Sake 85」を

育成した。この品種は早生品種であるが、

白未熟粒の発生が少なく、品質が良好であ

る（著者調査）。 

 

２つ目は、高温登熟条件下でも消化性が

低下しないデンプン（易消化性）の利用で

ある。「旱不知」、「秋田酒 44号」、「愛知 132

号」などの品種は、デンプンのアミロペク

チンの側鎖が短い特性を持つ。アミロペク

チンの側鎖が短いと消化性が低下しないこ

とがわかっており、これらの品種を交配母

本として易消化性の付与を進めている。 

３つ目は、高温不稔への対応である。稲

の開花は通常午前中の 11 時頃から始まる

が、開花を 1～2 時間程度でも早めること

で、高温を回避できる。稲には通常の開花

よりも早く開花する早朝開花性をもつ「珍

珠矮」のような品種があり、交配母本とし

て利用している。 

 

９ おわりに 

 本県にとって酒米は重要な特産農産物で

ある。温暖化による生産環境が変わる中で

も、今後も現在の県内産地で良質な酒米を

生産し、酒造メーカーに安定的に供給する

必要がある。そのためにも、温暖化への対

応が喫緊の課題と考えている。酒米試験地

は、「兵庫県酒米振興会」や酒造メーカーな

どの兵庫の酒米生産を支えるネットワーク

と連携し、開発した栽培技術の実用性の検

証や普及を図るとともに、温暖化に対応し

た新品種の迅速な開発に取り組んでいきた

い。 
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兵庫県における地元就職支援政策と大学生の意識 
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2020年度の国勢調査によると、兵庫県の人口
は 5,469,184 人であり、前回調査時より 65,616
人減少している。また、兵庫県企画県民部ビジ
ョン局ビジョン課によると、2065 年には県内人
口が200万人ほど減少するとの推計が出されて
いる。本稿では、県内人口の維持・増加におい
て重要なキーワードとなる「若者の人口」につ
いて研究を行う。研究方法は、兵庫県内の地方
自治体により作成された資料のテキスト分析、
企画県民部地域創生局や自治体へのインタビ
ュー調査、そして兵庫県出身の大学生へのアン
ケート調査である。この研究を通し、若者がど
の地域に何を求めて移動しているのか、動態を
明らかにしたうえで有効な政策提言を行い、今
後の県内若者留置に向けた政策検討に貢献す
る。 

 
１．はじめに 
兵庫県では地域創生に向けた取組を推進するた

めに「兵庫県地域創生戦略」を策定し、活力ある
地域社会の実現を目指している。県は「地域創生」
を県政の基本に位置付けるとともに、継続的に取
り組む姿勢を明らかにするために、地域創生の基
本理念や、その実現に向けた戦略の策定等県の責
務等を定めた「兵庫県地域創生条例（平成 27 年兵
庫県条例第 4号）」を制定した。その戦略の中で課
題として「若者の転出超過数の拡大」が挙げられ
ている。 
兵庫県の現状について、2021 年 1 月 1 日現在

の兵庫県推計人口は 5,434,645 人である。1950年
以降、阪神・淡路大震災のあった 1995 年を除い
て 2005 年まで増加傾向にあったが、2010 年国勢
調査では減少に転じ、2015 年国勢調査では減少幅

が拡大している。2020 年の人口は前年度比で
25,833 人減少しており、その内訳は自然増減が
21,720 人減少、社会増減で 4,113人減少した。自
然増減は 2008 年に減少に転じ、13年連続減少し
ている 1）。 

2010 年と比較した 2065 年の県内人口は約 210
万人減少するとの予測もある。若者についても例
外ではなく県内の 20～24 歳の県内人口は
263,157 人と、2010 年と比較すると約 3 万人減少
している。若者の転出数も増加しており、2020 年
度は 22,244 人の転出、8.0％の転出率といずれも
増加している 2）。 
今後 100年間は人口減少が続くと予測されるな

か、人口が減っても地域の豊かさを維持し、将来
への希望が持てる地域をつくることが大きな課題
となっている。この「若者の転出超過数の拡大」
は、戦略の社会増対策にあたり、この課題を解決
することで少子高齢化及び人口の減少を抑制し、
県民が将来への希望を持つことができる社会を実
現し、県内の各地域で活力を生み出していくこと
ができると見込まれる。加えて、地方では地域活
動の担い手の高齢化や後継者不足が顕著となり将
来を見据えた活動の継続が困難な現状にある。ま
た、企業における休廃業・解散では、優良技術や
販路喪失はもとより、地域の雇用への影響が発生
している。一方で、今後も景況感の緩やかな後退
が予想されており、加速度的に進行する人口減少
も相まって、一層の経済縮小が予想される地方を
中心に廃業等で消滅する企業の増加が続く可能性
は高いものと推測されるため、それらの企業の救
済とも繋がると考える 3）。 
本稿では兵庫県職員に対するインタビュー調

査・若者の就業に対する意識等の実態調査を通じ



て若者の転出と就業の関係性を明らかにするとと
もに、現在の兵庫県の政策と実態との整合性の有
無を整理する。そして、兵庫県の人口流出問題に
対して有効な政策提言を行う。 

 
２．先行研究 

若者の地域間移動は可能であるのかという観点
から、田澤・梅崎（2017）は、「若者の移動に対す
る支援を充実させていく必要があろう。「よそ者」
4)に期待するのであれば、一度も地元を離れずに
残留する若者を増やす政策のみでは不十分である。
I ターンや U ターンを増やすというように、全体
としては移動を促しつつも、各地方は「よその経
験をしてきた若者」を集めることが求められよう。
今後は学生の就職先地域と大学の就職支援のあり
方の関連を検討していく必要がある。」5）と述べら
れている。 
また、地元就職を促す手段として、頭師（2021）

は、「地元志向の学生に地元での就業と生活の魅力
を訴求するだけでなく、勤務地にこだわらない学
生や周辺地域を就職地として希望している学生を
地元に誘導することが、地元就職を促進するため
に大学ができることだろう。地域教育科目によっ
て地元の知識を提供し、地元定着促進科目やイン
ターンシップによって地元企業での就業の利点を
粘り強く伝え、就職に対する不安を減ずる方策が
求められる。 また、若年層の地元就職促進は、大
学のみで達成されることではないと考える。」6）と
述べられている。 
以上の先行研究から、若者の転出抑制は大学内

だけで達成することは難しいと考えられる。また、
若者の転入促進については支援の充実が有効であ
り、地元の若者だけをターゲットとして政策を行
うことは困難な面があることが示されている。 

 
３．研究手法 

本稿では、兵庫県における大学生の就業による
人口流出の実態について明らかにする。研究手法
はインタビュー調査とアンケート調査の 2点であ
り、第 1に兵庫県職員に対する電話によるインタ

ビューを行い、第 2に大学生に対するアンケート
調査を実施した。 
インタビュー調査は兵庫県職員 3名に対し電話

を用いて実施した。兵庫県企画県民部地域創生局
企画課地域創生担当者（対象者 A）と兵庫県産業
労働部産業振興局経営商業課（対象者 B）、産業労
働部政策労働局労政福祉課雇用就業室（対象者 C）
へ行った。対象者 Aにおいて 2021 年 9 月 3日に
一時間半程度行い、対象者 B 及び C においては
2021 年 9月 28 日に一時間程度行った。 
アンケート調査は兵庫県出身の大学生計 104名

に対し Google のアンケート機能を用いて実施し
た。アンケートは 2021 年 9 月 26 日～2021 年 9
月 30 日に行った。アンケートの配布は SNS
（Instagram、Twitter、LINE）及び執筆者が所属
する大学の学生に直接対面で依頼することにより
行った。 
次章以降は兵庫県で実施されている政策及び大

学生の認識についての現状を詳細に検討する。 
 
４．研究結果 

本章では、兵庫県の取り組みの実績、兵庫県の
大学生の就職に対する取り組みの内容と現状を確
認したのち、大学生の認識の調査及び意見につい
てまとめる。 
１）兵庫県職員へのインタビュー結果 
➀UJI ターン者の現状とその取り組み 

対象者 A「兵庫県出身者及びその他について、
アンケート調査から兵庫県への就職希望者は 6
割だったが、実際は 3割程度とギャップがある。
そこで兵庫県内の就職希望者を受け入れる場所
を大きくすることや情報が行き届くようにする
こと、兵庫県で暮らすメリットを示す等の取り
組みが行われている。また、UJI ターン者への
取り組みは県内の各市長が行い、相談窓口を神
戸市、大阪府、東京都に設置し、兵庫県に関す
ることや兵庫の仕事について知る場を提供して
いる。この取り組みにより 300 人弱が兵庫へ就
職及び移住している。」 

②現在兵庫県内の企業への支援として行っている



事業の現状 
対象者 B「事業継続支援事業や商工会等に補

助金を出し、中小企業への経営改善普及事業を
行っており、事業継続支援事業は高齢化により
事業の承継を望む人はいても引き継ぐ人がいな
いといった企業に対し承継できるように支援を
行い、予算が足りないほどの申し込みがある。
このように兵庫県産業労働部産業振興局経営商
業課では間接的な支援を行っている。」 

③学生等へ実際に行っている事業の現状 
対象者 C「実施している事業は『インターン

シップ事業』『企業ガイドブック』『ひょうご・
しごと広場』『ひょうごで働こう！マッチングサ
イト』『大学での説明会』『ひょうご仕事と生活
センター』『奨学金』を例として挙げた。企業ガ
イドブックは、地域別の高校生向けに本を作成
し、兵庫を知ってもらい将来の選択肢として考
えてもらうというものである。ひょうご・しご
と広場は新卒向けのハローワークのようなもの
であり、面接やエントリーシートの作り方指導、
キャリアカウンセリングを行っている。ひょう
ごで働こう！マッチングサイトは大学への周知
を行っているが、若者だけではなく幅広い年代
に利用してもらうものである。大学での説明会
では、大企業を望む人は東京へ行く場合が多い
ため、県内への企業誘致の状況を説明し県に関
心を持ってもらう。ひょうご仕事と生活センタ
ーではワークライフバランスを大切にしている
企業に対し認定する制度を運営している。この
認定を受けたことにより応募者数が７倍になっ
た企業もある。奨学金の支援制度に関しては、
中小企業が学生の奨学金の一部を支援し、さら
にその支援を行っている企業を県が支援を行っ
ている。」 
また対象者 A は就職サイトに関して、「就職

においてどの企業に就職するか決めるためにも
情報は必須である。しかし情報が多すぎると全
国単位のサイトを閲覧することになり、結果と
して学生は大手企業に目が行ってしまう。そこ
で兵庫県内の企業や中小企業が埋もれてしまう

ことを防ぐために、県内で就職したい人が一元
的に見ることができるようなサイトを作成して
いる。また、就職サイトによる情報収集だけで
はなく、地場産業を維持するために行われてい
るバスツアーや現場体験をし、県内企業や事業
を知る機会に活用してほしいと考えている。こ
のように県や市は独自に就職に対し取り組んで
はいるが広報からの情報が受け手に届いていな
いのが現状である。」 

④地元への愛着とは、愛着を持ってもらうには  
対象者 A「兵庫県が頭に浮かんでもらうこと

であり、そのためにも兵庫の良さを知ってもら
う判断材料にしてもらえるような情報の提供が
必要とされる。さらに、今住んでいる方自体の
生活も良くすることも前提としてあり、都会志
向と自然あふれるところ等の田舎志向のどちら
の良さも取り入れ将来的に兵庫や地元、大学で
県外に進学した人にも選んでもらえるようにし
ている。また、若者が重要視されている理由の
ひとつとして県には中小企業が多いことが挙げ
られる。後継者不足により存続が危ぶまれてい
る企業も多いため、より多くの若者に県内で就
職を望んでいる。」 

⑤今後、兵庫県で一番大切なことは何か 
対象者 A「兵庫県に限らず全国で人口は減っ

ており、兵庫県に他府県から人を集めるのでは
なく今住んでいる人の生活環境を良くして昔か
らある地域や集落を守るための支援が必要であ
る。このように今住んでいる人たちの生活環境
が良くなり、充実していれば人が集まることに
もつながる」 

 
２）学生へのアンケート結果 
➀兵庫県内での就職を希望するか 

「はい」42.3％、「いいえ」23.1%、「特に希望
ない」34.6％であった。 

➁兵庫県外の大学に進学した場合、就職はどこで
するか 

「兵庫県」43.3％、「大学進学先の都道府県」
26％、「その他の都道府県」30.8％であった。 



図 1左が質問①、右が質問②の結果を円グ
ラフに示したものである。 

図 1：兵庫県内での就職を希望するか・兵庫県外の大学に進学し

た場合、就職はどこでするか 

 
③兵庫県外の大学に進学した理由 

行きたい大学や学部が兵庫県にないことや自
分がやりたいことを見つけるための学部が県外
にあったが複数見受けられた。また一人暮らし
をしたいや交通の便等、生活環境に関する意見
もあった。 

④就職に際して一番こだわっている点は何か 
企業規模、仕事内容、待遇、人・社風、勤務

地、その他の複数選択可にした結果、仕事内容
57.7％、人・社風 40.4％、待遇 26.9％、勤務地
22.1%、企業規模 14.4%、その他 2.9％であった。 

⑤兵庫県が運営する SNSを見たことがあるか 
「見ている」7.7％、「見たことがある」23.1％

「知らない」69.2％であった。 
⑥兵庫県の就職サイトを見たことがあるか 

「見たことがある」17.3％、「知っているが見
たことはない」12.5％、「知らない」70.2％であ
った。 
図 2：兵庫県の就職サイト・SNSを見たことがあるか 

 
⑦利用している SNSは何か 

LINE、 Facebook、 Twitter、 Instagram、
YouTube、note の複数選択可で実施した結果、
LINE 94.2％、Instagram 89.4%、Twitter 78.8%、
YouTube 71.2%、Facebook 7.7%、note 1％であ

った。最も割合が高かったのは LINE であり、
70％を超えているものが 4つあることがわかっ
た。 

➇SNS で挙げられていると興味を示す就職に関
する情報は何か 

3 つに分類でき、第 1 に、その会社自体の雰
囲気や新卒社員の声、会社が何を大切にしてい
るのか、売り上げや強み、実績等の、会社自体
の情報である。第 2 にインターンシップや他の
都道府県との就職に関する比較情報、興味のあ
る業界や分野の情報等の就職自体に関する情報
である。第 3 に就活のマナーや面接、会社のエ
ントリー期間一覧等の就活をする上で必要な情
報である。 

⑨就活をする際にあったら良いと思うサービス等 
これは 3つに分類でき、第 1に座談会や職場

の人や新入社員との交流会、人事の本音が分か
る掲示板、実際にその会社で働いている社員目
線の意見が聞けるサイト等の会社の内部の情報
である。第 2に一人で面接が可能なサービスや
グループ面接練習、模擬就活、同世代の人たち
と就活の状況を共有できるもの等の就活自体に
対するサービスである。第 3に就活スーツ一式
レンタルや説明会などの移動費の負担、興味の
ない職場や検索で何度も出てくる企業のブロッ
ク機能等の就活に際して必要なサービスである。 

⑩就職サイトにおいて、何を求めるのか 
2 つに分類でき、第 1 に見やすさや正確さ、

調べやすさ等のサイト自体の利便性、第 2に企
業の採用実績やインターンシップ情報、企業説
明会等の企業に関する情報であった。 

⑪兵庫県外へ就職を希望される方       
→なぜ兵庫県外へ就職を希望するのか 
自分のやりたいことがない、選択肢が広がる、

兵庫県以外の方が給料の良い会社や大手企業が
多く存在しているからといった意見があった。
また大学進学先の都道府県の方がその大学の名
前が知れており好ましいや地元と仕事は別であ
るというような意見もあった。 

⑫兵庫県外へ就職を希望している方   



→どのような待遇やシステムがあれば兵庫県へ
の就職を考えるか 

3 つに分類でき、第 1 に福利厚生や転勤がな
い、地元採用枠の増設、再就職の徹底的サポー
ト等の仕事に関することである。第 2に住宅を
安くしてもらえるや家賃補助の増加、県内公共
施設の割引・サービスの向上といった、生活に
関することである。第 3に地域、人とのつなが
りである。 

 

５．分析 

 インタビュー調査及びアンケート調査の結果か
ら３点の分析を行う。 
第 1に、行政の視点として兵庫県の政策と実態

について分析を行う。兵庫県では就職に関する情
報が一元化されたサイトの作成、地場産業を維持
するために行われているバスツアーや現場体験の
実施等により、県内企業を知る機会の創出に取り
組んでいる。しかし、アンケート調査において、
「兵庫県の就職サイトを見たことがあるか」とい
う質問に対し、そもそも「知らない」と回答した
者は 70%を超えており、まずは取り組みそのもの
を知ってもらう必要がある。また、新入社員や人
事の意見のような会社内の情報、採用実績に関す
る情報を求めている学生が多いため、そういった
情報の発信も併せて行うことでサイト等の需要が
高まると考える。 
第 2に、学生の視点である若者の転出と就業の

関係性について分析を行う。「兵庫県外の大学に進
学した場合、就職はどこでするのか」という問い
に対し、43.3％が「兵庫県」、30.8％が「その他の
都道府県」と、74.1％の人が進学先とは別の都道
府県を選択した。このことから、県外に進学した
ことと兵庫県への就職には大きな影響はないと考
える。したがって、県外に進学することを止める
のではなく、県内での進学及び県外での進学共に
兵庫県での就職に興味を持ってもらうことが重要
であると考える。また、県外企業を選択する理由
として「自分のやりたいことがない」「選択肢が
広がる」といった回答があったため、県内企業の

魅力発信を強化することで、県内企業への就職が
期待できる。 
第 3に、若者への情報提供法について分析を行

う。活用すべきツールとしては SNS が挙げられ
る。アンケート調査の「利用している SNSは何か」
という質問から、「LINE」「Instagram」「Twitter」
「YouTube」の利用が多く、「Facebook」「note」
の利用が少ないことが明らかとなった。特に
「Facebook」は、実名登録を原則としており、ビ
ジネスシーンでの利用が多いため、学生の利用率
が低いと考えられる。そのため、若者への情報発
信においては、より利用率の高い LINE や
Instagram 等で情報発信を行うことが有効である
と考える。 
 

６．政策提言 

これまでの分析結果を踏まえて、若者の県内就
業を促進するための政策提言を２点行う。 
第 1に、SNSを活用した県内企業の情報発信で

ある。今まで以上に若者を巻き込んだ取り組みが
必要となる。そして、若者を巻き込むために SNS
をどう活用するのか、どうすれば興味を持っても
らえるのかを考える必要がある。SNSはウェブサ
イトと異なり、閲覧した者だけでなく閲覧した者
の友人などにも拡散することができるというメリ
ットがある。また、SNSは若者が普段から自然と
閲覧してしまうものであり、意識的に情報を得な
ければならないウェブサイト等よりも興味を持た
ない情報を得やすいことが大きな利点となる。 
このような特徴を活かして、企業に勤める方の

体験談や意見など学生が求めている情報を、学生
の多くが利用している SNS を活用して発信して
いくことが重要となる。そして「SNSを活用した
県内企業の情報発信」を実現するためには、「情報
を発信していること」自体を知ってもらわなけれ
ばならない。そのために、大学と連携しゼミ活動
などを利用することや、県のサイトなどを用いて
周知活動を行うことにより、まず SNSの存在を周
知させなければならない。 
 第 2 に、Webセミナーの開催である。静岡県で



は、若者の流出を食い止めようと静岡新聞社が
「Web セミナー」による情報発信を行っている。
一般的な Web セミナーではなく、静岡新聞社の
グループ企業である静岡放送のスタジオを活用し
て実施されている。「よく知っている『あの番組』
のスタジオを使ってもらうことで、親しみやすさ
も向上している」と、1000 人近くに視聴される配
信もあった 7）。実際に、Webセミナーに参加した
企業の中には、1 ヶ月のエントリー数が前年比 2
倍となった例もある 8)。このような取り組みを兵
庫県内でも行うことにより、地元企業について若
者に周知させることが期待できる。 
そこで、兵庫県内においては、「ひょうご発信！」

という番組を活用することが有効であると考える
9）。これは、兵庫県ゆかりの芸人やタレント、県
広報専門家などバラエティ豊かなリポーターが特
徴の番組であり、バラエティ特有の面白さを維持
しつつ、兵庫県内の企業への就職情報等若者の関
心が高い情報を発信することができる。静岡新聞
社の例のように、県民にとって馴染み深い番組や
そのスタジオを活用して Web セミナーを開催す
ることで、興味を惹きつけることができ、ひいて
は企業の情報提供の場として設けることで若者の
地元就職に繋げることができる。 
 
７．おわりに 
本稿では、若者の転出と就業の関係性を明らか

にするとともに、現在の兵庫県の政策と実態との
整合性の有無を整理するため、インタビュー及び
アンケート調査から検討を加えてきた。結果とし
て、県では転出を防ぐ様々な取り組みが行われて
いるが若者へは十分に届いておらず、行政と若者
の認識にはギャップがあることを示した。 
若者の転出拡大を防ぐためには、現在行ってい

る企業概要等の情報だけではなく、若者が必要と
している職員の体験談や職場の様子等の発信が重
要となる。今後は、現在行っている情報発信の趣
旨等、より具体的な項目について行政等に対しイ
ンタビュー調査を行い、そのギャップの発生原因
を突き止めていきたい。 
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