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研究者動画

https://youtu.be/sErqCRdUTZI

動画にいいねを押してくださいね

https://youtu.be/sErqCRdUTZI


研究者動画

https://youtu.be/q4qWPbOmfBA

https://youtu.be/q4qWPbOmfBA


好きなことを教えてください



守谷の楽しみ方は？



のむヨーグルト



ミルク工房もりや
茨城県守谷市にある「ミルク工房もりや」は、た

くさんの牧場と広大で美しい牧草地で酪農や農業

を営む大八洲開拓農業組合が設立した牛乳加工施

設です。私たちは利根川と鬼怒川の合流地点に近

い遊水地で、河川が育む肥沃な大地の恵みを受け

て育つ牧草や牛たちを育てています。



大八洲開拓農業組合

http://ooyasima.jp/cultivation/

http://ooyasima.jp/cultivation/


アサヒビール 茨城工場



茨城県は日本有数のビールの産地

•アサヒビール最大工場 守谷市

•キリンビール最大級工場 取手市

•地ビール海外出荷No.1 常陸ネストビール（那珂市）



年賀状を出しますか？



年賀状
何を書きますか？



年賀状に一筆添える文言は？

•お元気ですか？

•今度また会いましょうね

•自分の近況報告



年賀状に書いて欲しいこと

•自分のマチのことをアピールして欲しい

•（お酒好きな方には）日本最大級のビール工場があり、出来立

ての美味しいビールの試飲が無料でできるので、今度我が家に

泊まりに来てください。



ブロガーツアー

• 守谷でブロガーツアーを開催しました

• https://torishin.movabletype.io/odekake/2015/04/post-55f8.html

• 守谷ブロガーツアー第２回を開催してみました ～ブログの力で守

谷市の魅力を発信してみよう～

• https://torishin.movabletype.io/odekake/2016/01/post-a10b.html

• 守谷の魅力を伝えよう 第３回守谷ブロガーツアー開催しました #

守谷ブロガーツアー

• http://blog.torishin.info/odekake/2016/09/post-31c5.html

https://torishin.movabletype.io/odekake/2015/04/post-55f8.html
https://torishin.movabletype.io/odekake/2016/01/post-a10b.html
http://blog.torishin.info/odekake/2016/09/post-31c5.html


友達に守谷の良いところは？



真面目な話も



少子高齢化社会
•誰も経験したことのない未知の領域へ
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人口推計

内閣府：平成24年版 高齢社会白書
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2012/zenbun/s1_1_1_02.html



消滅可能性都市
• 2040年には全国896の市区町村が「消滅可能

性都市」に該当。うち、523市区町村は人口が

1万人未満となり、消滅の可能性がさらに高い。

•茨城県は４４市町村のうち、１８市町村が「消

滅可能性都市」に該当している



人口の奪い合い



転出の理由
• 県外への転出

• 1位「転勤」（31.3％）

• 2位「就職・転職・転業」（28.8％）

• 3位「結婚・離婚・縁組」（15.8％）

• 県内市町村間の移動（県内での転入・転出）

• 1位「結婚・離婚・縁組」（26.2％）

• 2位「住宅」（18.4％）

• 3位「就職・転職・転業」（14.8％）

•やむを得ない事情で出て行く人が多い
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出典「市町村における転入・転出理由に関するアンケート調査」（2015年4月1日）
http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/betsu/jinko/idoriyu/riyu25/yoyaku.html

http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/tokei/fukyu/tokei/betsu/jinko/idoriyu/riyu25/yoyaku.html


クレクレ市民を増やしても

様々な施策

• 引っ越ししたらXX円

• 子ども生まれたらXX円

• 格安で住宅提供

• うちの街は他よりお得！

カネの切れ目が縁の切れ目になりませんか？

• 皆さんの市町村はそんなに裕福？
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感情と損得勘定のバランス
•ヒトは「お得」かどうかだけで行動しない
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損得勘定感情

経済学 → 行動経済学



郷土愛って何？

土地が好きなんですか？

地面に愛着ありますか？

郷土愛って思い出から生まれてませんか？

• 学校の友だちと遊んだ、悪いことをしたら怒られた、そんなヒトとヒ

トとの交流の結果生まれる思い出が郷土愛を育むのではないでしょう

か？
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交流⇒思い出⇒郷土愛

ヒトとの交流が思い出を産み

思い出の強さ＆多さが郷土愛を育む

強い郷土愛を持ったヒトが街を自慢する
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地域参画総量

•東海大学 河井孝仁教授が提言

•地域に参画する意欲の総和が街を活性化
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参画意欲

定住人口／訪問人口

この面積が大きくなれば
まちが活性化する

街に住まなくても
「地域参画」してくれる人を増やす



マチを自慢してもらう

街に住んでいる人・街に縁のある人がオススメ
してくれるのが効く

街が好きだとカミングアウト

街のポジティブなクチコミを増やす

転出してしまっても、街を好きでいてくれたら、

オススメしてくれますよね
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自分の『まち』を勧めますか？

生まれ故郷、過去に住んだ『まち』、現在住んでいる

『まち』の中で一番印象深い『まち』を思い描き、10点

満点で答えて下さい。
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NPS

•ネット・プロモーター・スコア

•ヒトに勧めたいか10点満点で評価する
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茨城県市町村職員のNPS

•自分の街を積極的にお勧めする

職員が15％しかいない

• 12市町村、724人が回答（2017年1月末時点）
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愛着を産む鍵は「コミュニティ」

新しいコミュニティの形が必要

町内会はもう古い

SNSのユルイつながり

父ちゃんが参加できるもの

• プロフェッショナル・ボランティア

• リタイヤした方の社会的な役割
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新住民おもてなしイベント

• 参加者の声

• 良い交流を持つことができた。

メールアドレスも交換できました。

• 市長と直接会話ができ、行政や保

育園について伺えたのが良かった

です。また近隣の方と話ができて

楽しかったです。
35



ゲームでマチを知る



コミュニティ力 ≒ 防災力

災害前からの地域住民のコミュニティ力の高さが、

災害時において共助力のある地域防災活動を実施

する要因となっている

• 実被災者地域住民における地域防災活動継続意図の規

定因 松本 美紀、矢田部 龍一（2008）

• https://cir.nii.ac.jp/crid/1520572358753409152

https://cir.nii.ac.jp/crid/1520572358753409152
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ご清聴

ありがなっとう

ネバ～

茨城県非公認
納豆の妖精『ねば～る君』
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