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１．目的
近年都市部への人口流出で地方の過疎化や、ソーシャルネ
ットワークの普及により人々のつながりは顔と顔を合わせ

対象

茨城県在住 20 歳から 79 歳までの男女 2000 名

回収票

有効回収票 407（回収率 20.3%）

調査票は対象者の居宅に訪問・配布し、自記式で回答の上、

なくても成り立ち、顔を合わせるコミュニティが希薄化して

郵送回収した。なお個人情報保護のため、抽出された個人情

いる。実際に 20 年間で隣近所や親戚づきあいなどの「つき

報の保管管理はネットワーク接続不可の電子媒体に連結可

[1]

あい・交流」が特に地方部において減少している なか、社

能匿名化で一括管理している。今回 SC 測定項目には稲葉[6]

会機能を効率化させる役割を果たしているソーシャルキャ

の「信頼(一般的信頼、旅先での信頼)」「つきあい(近所づき

ピタル(社会関係資本)の存在が重要視されている。ソーシャ

あいの程度・人数、友人知人とのつきあい頻度、親戚親類と

ルキャピタル（以下 SC）は 1970 年代から社会科学者に使わ

のつきあい頻度)」「社会参加(地縁的活動、スポーツ・趣味・

[2]

れ始め、代表的な研究として Putnam は SC を「人々の協調

娯楽活動、ボランティア・NPO・市民活動)」の枠組みと、SC

行動を活発にすることにより社会の効率性を改善できる、信

の側面として関係する「誇り」[7]、SC にはしがらみや排他性

頼、規範、ネットワークといった社会組織の特徴」と定義づ

など負の側面が存在することから[8] 「個人のつきあいの自

けている。日本でも内閣府[3]が SC を定量的に分析し、SC 構

由」「引越者への周囲の対応」を加えた項目を採用した。回

成要素を「信頼」「つきあい・交流」「社会参加」とし、こ

収票から回答者属性を比較すると 60 代と婚姻関係未婚で歪

の 3 点は相互補完し SC が豊かな地域ほど失業率や犯罪率が

みがみられたが、性別、居住地域では大きな歪みはなく今回

低く、出生率や新規開業率を高めるなど社会での問題解決能

調査の代表性は一定程度確保されている。

力向上に有益な成果をもたらすと示している。都道府県別で

分析方法は、茨城での SC の地域差には県内市町村人口 10

も計測しており概ね都市部は相対的に低く、地方部が高いと

万人以上の都市部と 10 万未満の地方部に分けてχ2 検定によ

しているが都道府県内の細かいところまでは明らかになっ

る地域差の検討を行った。SC と定住志向との関連性、地域差

ていない。また、人がその地域に住むことは地方活性化の観

で関連要因の違いの検討には、ロジスティック回帰分析（強

点から非常に重要である。人口流出を抑制し定住志向を高め

制投入法）を行った。従属変数に定住志向を用い「今住んで

ることができれば、経済的効果、社会的効果、教育的効果、

いる地域に住み続けたいか」という設問を 5 件法で行い「と

[4]

[5]

心理的効果などのプラス効果が期待できる 。野沢 では、

ても住み続けたい」
「どちらかというと住み続けたい」を１、

大都市居住者の定住移住志向について一般的に居住地域内

その他を０としてダミー変数化した。独立変数には信頼、つ

に親密な親族関係を数多く持つ人ほど、現在の地域内への定

きあい、社会参加、誇り、負の側面の SC 各項目と性別、年

住志向の意識に影響を与えるとする。

齢、婚姻、居住形態、居住年数、同居人数、出身地の属性を

このような背景から地域活性化に SC と定住志向性が重要
であることがわかる。しかし、先行研究では定住志向と SC 要

ダミー変数化し、オッズ比と 95%信頼区間の結果を併記した。
なお、統計処理は R x64 3.0.2 を用いた。

素を多面的に分析していない。本研究では SC の現状を調査
し、SC の地域差を茨城県内で都市部・地方部に分けて分析す

３．結果と考察

る。また、SC と定住志向に関連があると仮説を立て分析する

表1 ソーシャルキャピタル指標の集計と地域差
2
都市部(n=127)
地方部(n=279)
χ 検定
近所づきあいの程度
生活面で協力・立話
72
57.1%
191
69.0%
*
あまりつきあいはない
54
42.9%
86
31.0%
近所づきあいの人数
概ね20人以上
17
13.6%
108
22.7%
*
概ね20人未満
108
86.4%
215
77.3%
スポーツ・趣味・娯楽活動参加
参加している
33
28.2%
102
39.2%
*
参加していない
84
71.8%
158
60.8%
*
注）
p<.05

ことにより、今後の地域活性化に向けての一助となることが
期待できる。
２．方法
本研究では茨城県常住人口調査（平成 26 年 7 月 1 日現在）
をもとに、調査票調査を行った。以下に概要を示す。
調査名

茨城県での生活に関する調査

SC 構成に有意水準 5%以下で有意な地域差のあった項目を

方法

二段階無作為抽出による調査票調査

示す(表 1)。地域差がみられたのは、
「近所づきあいの程度」

内容

SC 項目ほか行政、選挙、日常生活、居住選好など

(p<.05)、「近所づきあいの人数」(p<.05)、「スポーツ・趣

期間

2014 年 11 月上旬から 1 月上旬

味・娯楽活動」(p<.05)あった。いずれも地方部が都市部より

も高い結果となり、地方部の地域のつながりが強いことがわ

とは重要である。

かった。しかし、有意差のない項目も多く（一般的信頼、旅
先での信頼、友人・知人とのつきあい頻度、親戚・親類との

４．まとめと今後の課題

つきあい頻度、地縁的活動、ボランティア・NPO・市民活動参

本研究によって、茨城県の SC には地域差があり地方部の

加、誇り、個人づきあいの自由、引越者への周囲の対応）一

ほうが都市部よりも SC が高いことがわかったが、有意差が

部地域差はあるものの全体としては SC に地域差があるとは

あるのは一部で SC 全ての項目に差があるとはいえず、変数

いえない結果となった。

の 2 値化の妥当性など再検討する必要がある。SC と定住志向

〈定住志向と有意な関連項目〉

〈定住志向に向けて〉

には関連があることを実証でき、最も関連のある項目は誇り
であった。しかし、今回調査でその地域に住んでいることを
誇りに思うと回答した者は全体の 3 割程度に止まり、誇りを
育むための要因を研究することが今後の課題となる。また、
地域区分によって定住志向と関連する項目が違うこともわ
かり、地域に合ったアプローチを行うことが望まれる。
全体の課題としては、今回は茨城県を対象に行った研究で
あり、全国に一般化する上ではさらなる研究が必要である。
本研究をさらに深めることによって人口流出や過疎化に悩
む地域への社会貢献につながることを期待したい。
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SC と定住志向との関連
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えられる定住志向に向けてまとめたものである。
都市部(n=103)と地方部(n=222)では誇りを除き定住志向
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