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愛媛大演報 (2008)第 45-47号:P.15 ~ 30 

論文

農山村移住・新規農林業就業をめぐる情報媒体と仲介組織

藤井多起*岡田麻由*藤原三夫*

Information media and intermediate organization over farming and mountain village 

migration . agroforestry worker 

Taki Fujii *， Mayu Okada *， and Mitsuo Fujiwara * 

Abstract 
In recent years， it is estimated that about 6 million 700 thousands -7millions people of baby-boom generation anticipated 
to return to the farm at once after the retirement. On the other hand， from 1990s agroforestry work巴rbegan to attract 
attention. Investigation on City people' s views about farming mountain village residence， agroforestry internship and 
exchanges were done for the self-governing body of an associated organization as well as intermediate and mountainous 
area agroforestry and farming mountain villag巴 populationbalances. And magazine and TV programs featuring the 
theme on rural living and self冊sufficiencyhave increases. In the city， people advantage from the information of mass 
media to participate in the farming and mountain village related event hoping for migration. 
However， the investigation about 1 turn and agroforestry worker needs have been taken to some extent; analysis about 
the sources of an applicant willing to have r巴sidencein farming and mountain villag巴， is not seen till now 
Therefore in this study， about th巴sourcesof city people access information and巴stimatedmigrant population. First. 

Investigation about guest of th巴 agrofor邑stryfair views for residence in farming and mountain villages. As a result， 

more then 50 percent of agrofprestry fair' s guest desires migrant within five years. And agricultural work s巴ekeris 
20' s and 30' s， silviculture work seeker is 30' s.Their main tools are Internet. The rate is 49%. Moreover， analyzed 
about the m巴diator's ideal method of the organization.30 million of city-dweller desir巴smigrant. they use to internet(15 
million)，read to magazine(four million)，acquaintanc巴 andother reasons(ll million). 
Meanwhile， mediating organization is necessary for encourage immigration. It is individually introduced， but we were 
unsure of the exact problem. The Investigation for an organization mediating between migrant performs consultation 
and the acceptance duties of the migration applicant in Kyoto Pref巴cture，Hyogo Prefecture， Shimane Prefecture， 

Kumamoto Prefecture and the range of West J apan of Ooita Pref.巴cture.Intervi巴w(hearing method) was done 
(carried out) with mediation group of the government body (administration)， legal person of NPO， village (settlement)， 

private organization etc. As a result. it became clear that there were several problems about information disclosure 
or ad 

嬰旨・近年、団塊世代の定年退械を契機に農山村への移住や二地域居住志向が高まっている。全国では農林業への就業

相談会や体験ツアーが開催される他、田舎暮らしのノウハウや不動産情報を提供する雑誌等のメディアも多く見られるよ
うになった。

しかし、 Iターン者や農林業就業に関する研究は積極的に成されているものの、農山村居住意向を持つ都市住民を対象に

した調査分析はほとんど見られず、その全体構造は不透明で、ある。そこで本研究では、都市住民の情報利用媒体の分析と

移住希望者数の推計を行い、農山村に対する様々な需要構造の全体的把握に努めた。まず、就農林フェア来場者を対象に

農山村移住志向調査を実施した結果、フェア参加者の S割以上が5年以内の移住を希望し、就農希望者では20歳代と30歳
代、就林希望者では30歳代で特にその傾向が認められた。また、情報利用媒体は49%がインターネットであることが分かつ

た。さらに、農林業就業や移住情報を提供するホームページのカウント数および雑誌の発行部数、調達する統計データを

用いて都市住民の農山村居住希望者を推計した。都市住民のうち、約三000万人が居住を希望し、彼らの情報収集媒体の

内訳はインターネットが1.500万人、雑誌購読が450万人、知人-その他の情報媒体利用が1.100万人であった。

一方、都市住民の農山村居住を進めるためには、情報や住居等の仲介-斡旋を行う主体の存在が不可欠である。それらの

個別的な紹介は行われているものの、やはり全体像の提示が行われておらず、問題状況の把握も不十分であった。そこで

西日本を中心に、居住支援に取り組む仲介組織に開き取り調変を行い、行政、 NPO、民間(企業-集落)の組織タイプ
毎に利点と課題を分析した。その結果、各組織問で情報流通の凱額が生じ、居住支援が十分でないことが明らかになった。

そこで今後必要な仲介組織を検討し、円滑に移住等が進むためにはそれぞれの仲介組織、都市住民および農山村住民との

連携と情報共有に努める新たな仲介組織像を提示した。
キーワード 農山村移住、農林業就業、都市住民、情報利用媒体、仲介組織

1 はじめに

近年、団塊世代の定年退職を機に、再び農山村移住や別

*流域森林管理研究室 Laboratory of Basin-based Forest Management 

荘所有あるいは二地域居住の志向性、いわゆる田舎暮らし

志向が高まっている。テレピでは農山村への移住者の生活

を取り上げた番組が放映され、農業や園芸の技術を紹介
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する専門誌や、セルフリノベーション、地域定着の指南や

空き家等の不動産情報を紹介する雑誌も多く発刊されてい

る。

これまで、農山村への移住には4回のピークがあるとされ

る。 l回目は1960年代の都市文明や都市生活の拒否動機に

よるものである。 1970年代には地価高騰や生活環境の悪化

にともなう都市での生活不安による農山村への移住が見ら

れた。農林業への就業が一般化したのは1990年代からで、

食の安全の確保や交流を通じた農山村への憧れがその契機

となったと言われる。そして、今年度から始まる団塊世

代の定年と彼らに見られる帰農志向の高まりを背景に、 4

回目のピークの形成が予測されている。団塊世代の人口は

676万人と推計され、様々な分野で巨大シニア市場の形成

を見越した戦略が打ち出されている。農山村や農林業セク

ターも例外ではなく、先導的な位置を占めている。また、

農林業の新たな担い手として若年の新規就農林業希望者へ

の期待も継続しており、全国農業会議所や全国森林組合連

合会(以下、全森連とする。)などが各地で就業相談会や

就業体験ツアー(以下、就農フェアあるいは就林フェアと

する。)を開催している。

こうした背景において、これまで、都市住民の農山村居

住(いわゆるIターン)や農林業就業に関する調査は、農

林業就業者やUJIターン者など農山村に移住・定住した者

を対象に積極的に進められてきた。しかし、移住忘向性を

もっ都市住民を幅広く対象にし、彼らの属性や意向を量的

に把握しようとするものはほとんど見られない。今後、都

市から農山村への人の移動を確実なムープメントにするた

めには、ターゲットとなる都市住民を発掘し、彼らの性格

を認識したうえで誘因戦略を組み立てることが重要であ

るO

そこで本研究では、農林業就業や移住を推進するために

設置された情報媒体に着目し、情報媒体を形態別に整理し

たうえで各媒体の利用者数を推計するとともに、農山村ー移

住を志向する都市住民(就農林フェア来場者とインター

ネット上でのアンケート調査の囲答者)の情報入手行動を

参考にして、就農林業・農山村居住にかかわる清報の受発

信構造を明らかにした。また、西日本のUJIターン者への

アンケート調査から、農山村移住の際に利用した仲介組織

の現状と性格について分析するとともに、あるべき姿(理

念型)を提示した。

2 農山村移住・就農林希望者数

一利用情報媒体からの推定一

農山村回帰の機運が徐々に高まりつつあるとされるが、

実際に移住や二地域居住を希望する者はどれくらいいるの

だろうか。

現在、新規就農や帰農、緑の雇用など、農林業就業支援

策の拡充に伴い、農林業への就業者数の把握が各方面で行

われ始めている。しかし、 UJIターン者総数にかかわる数

値については、第二次・第三次産業への就業者を含むため、

一般的な転出入者と農山村移住者をはっきりと区別するこ

とが困難で、あり、不明確である。移住やこ地域居住希望者

数の推計は、有効な調査方法の確立も含め、さらに難しい

現状にある。

一方、農山村では、イベントの開催や市民農園の開設な

ど都市一農山村交流事業や、移住者受け入れのための住宅

団地の造成など、農林業の体験や農山村での生活に興味を

もっ都市住民をターゲットにした「田舎市場jの開拓が、

近年、急速に進んでいる。過疎化がいまだに進行し、また

都市圏と地方国をつなぐ交通網が拡充する中で、地方自治

体にとって都市住民の確保は喫緊な課題となっており、自

治体間での競争がさらに激しさを増すことは容易に想像で

きる。そのような中で、都市住民を農山村に定着(田舎商

品やサーピスを購買)させるには「売り手(農山村側)Jが、

「買い手(都市住民)Jの需要構造を正確に把握することが

ますます重要になると考えられる。

2.1 就農耕フェア参加者の年齢構成と移住意向

移住や就農林業にかかわる直接的な情報源として移住斡

旋組織や団体、あるいは就農林フェアが考えられる。これ

らは、情報源としての役割を果たすとともに、実際に移住

や就農林業を実行する際に極めて重要な仲介手段でもあ

る。

そこで、まず、就農林フェアに限定して、参加者の年齢

構成と移住・就農林業予定時期および情報収集手段を見る

ことにする。就農フェアについては全国農業会議所、全国

新規就農相談センタ一、社団法人日本農業法人協会、研修

農場ネットワーク主催の「新・農業人フェア」、就林フェ

アについては全森連主催の「林業見学・交流ツア-Jと「森

林の仕事ガイダンス」を対象にしている。なお、新・農業

人フェアには、都道府県の新規就農相談センターや農業法

人が参加し、新規就農相談会や農業法人合同会社説明会、

就農者の事例発表等が行われている。また、森林の仕事ガ

イダンスと林業見学・交流ツアーは、林業就業希望者の技

能技術習得支援を行う「緑の雇用担い手対策事業」が2002

年に開始されたのを受けて始められた関連事業である。

それぞれのフェアへの参加者数を表 1に示した。平均参

加者の合計は7，934人になる。

(単位:人)

2002年度 2003年度 2∞4年度 2005年度 2006年度 2∞7年度| 平均

夜雇ヲ正7' I 7.800 2.060 4.950 4.930 5.965 5.141 
林業交流ツァ→ 230 227 193 294 3541 260 
森林ガイゲンス|一 一 一 2.284 2.7821 2.533 
資料各フヱアの主催者からの聞き取り結果による

注1)就農フェアlま新・農業人フェア、林業交流ツアー1;1:林業毘学・交流':/7一、森林ガイずンスは
森の仕事ガイ告fンスをそれぞれ略して表現している

注2)各平均参加者の合計は7.934人となる

表l 就農林フェアへの参加者数の推移

これらのフェアのうち藤井と向田が調査を行った就農林

フェア(1)での参加者の年齢構成を示したのが表2である。

年齢層は10歳代から60歳代以上にまで及んで、いるが、就農

フェアでは20歳代に中心があり 30歳代が続いている。一方、

就林フェアでは30歳代に中心をもち20歳代がこれに続いて

いる。就農フェアへは大学等卒業後、比較的聞を置かずに

参加する傾向が見られるのに対し、就林フェアでは転職機

会を探す自的で参加する者が多いことを示していると考え

られる。ただ、 30歳代以上の参加者率は、就農フェアでも

53%と半数を超えており、就林フェアと類似の性格を有し



ていることも確かである。ちなみに、各年齢階層の中位の

年齢(ただし、 10歳代では19歳)を用いてそれぞれの平均

年齢を算出すると、就農フェアで34歳、就林フェアでは40

歳となる。

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 合計

就農 11 188 125 51 45 9 429 

フェア 2.6 43.8 29.1 11.9 10.5 2.1 100 

就林 9 55 82 36 37 21 240 

フェア 3.8 22.9 34.2 15 15.4 8.8 100 

合計
20 243 207 87 82 30 669 

3 36.3 30.9 13 12.3 4.5 100 

資料各フェアでのアンケート調査結果による

注1)就農フェアは新・農業人フェア5図分、林業フェアlま林業見学・交流ツア-4回と

森の仕事ガイダンス1図を対象にしている

注2)各項目の上段が人数、下段が構成比率円台)である

表2 就農林フェアへの参加者の年齢構成

では、彼らのうち、どの程度が農林業就業あるいは移住

しているのであろうか。実は、この数値がきわめて暖昧で

ある。そこで、フェア参加者への調査のうち藤井が行った

調査結果において 5年以内に移住ないし農林業就業する予

定をもっ者を移住・就農林への強い意志、を持つ者と想定し

て、推計してみよう。調査結果の概要を表3に示した。就

フェア参加者では 5年以内での移住・就農予定をもっ比

率が72%と極めて高く、就林フェア参加者ではやや低くな

るものの、それでも52%が5年以内での行動を考えている。

全体では245人の2/3に当たる66%が5年以内の移住・就農

林予定であり、彼らの多くは、高い確率で移住・就農林す

ると見て差し支えないであろう。フェア参加者は基本的に

-就農林への詰め、あるいは最終判断の段階にあると

ることができる。ちなみに、これらの数値を、就農林

ブエアへの参加者に当てはめてみよう。就農フェアへの年

の参加者5，141人から 5年以内の移住・就農林予定

を推定すれば3.691人となり、 1年間の予定者は738人で

ある。また、就林フェアへの平均者は2.793人だから、同

に1.438人と288人である。したがって、就農林フェア参

に限れば、年開1.026人程度が移住・就農林する計算

となる。

5年以内
10年 10年後

合計
以内 以降

就農 127 31 19 177 

フェア 71.8 17.5 10.7 100 

就林 35 21 12 68 

フヱア 51.5 30.9 17.6 100 

合計
162 52 31 245 

66.1 21.2 12.7 100 

資料および注は、前掲表ー2と閉じ

表3 就農林フェア参加者の移住・就農林予定時期

この点について、もう少し詳しく検討しておこう。表4

に年齢階層別の移住・就農林予定時期を示している。ここ

で見ょうとしているのは、年齢階層によって行動予定時期

に差があるかである。つまり、人生のどういった段階で

行動に移そうと考えているのかを浮かび上がらせようとい

う担いで、ある。そのため、 5年以内の場合には2.5年後に、

10年以内では7.5年後に、そして10年後以降については15
年後に移住するものと仮定して、表4から移住予定時期の

平均を算出し、各年齢階層(ただし標本数が少ない10歳代

17 

と60歳以上は除く。)の平均年齢に加えて、移住・就農林

予定時期の推定年齢を求めた。

まず、平均的な移住予定時期は、就農の20歳代が5.1年後、

30歳代が4.9年後、 40歳代が3.6年後、 50歳代が3.8年後であ

る。就林では20歳代が7.0年後、 30歳代が5.5年後、 40歳代

が7.0年後、 50歳代が6.1年後となる。平均的に見ても、全

ての年齢階層で就農フェア参加者の移住予定時期が早く、

それだけ移住の確実性も高いと考えられる。また、就農で

は年齢階層が増すにつれて移住予定時期が早まる傾向にあ

るのに対し、就林ではどの年齢階属でも 5~7 年後となっ

ているが、 30歳代で最も早く 5.5年後である。

表4 年齢別・就農林フェア参加者の移住・就農林予定時期

では、何歳頃に移住・就農林することになるのだろうか。

現在の平均年齢は、就農の20歳代で24.8歳、 30歳代33.9歳、

40歳代44.6歳、 50歳代55.2歳、就林では20歳代25.4歳、 30歳
代34.2歳、 40歳代44.5歳、 50歳代55.1歳だから、移住予定

時期を考慮すれば、就農でそれぞれ29.9歳、 38.8歳、 48.2

歳、 59.0歳、就林では32.4歳、 39.7歳、 51.5歳、 65.1歳となる。
つまり、就農予定者は、各年齢階層において、比較的早い

時期での就農を目指してはいるものの、農地の手当等にか

かわる資金調達面で、年齢階層による予定時期の惹が発生

おり、決意が回まってきた状態にあると考えられる。とり

わけ、就農予定者で、年齢階層ではいくらかの差が見られ

るものの、おしなべて早い時期での移住が想定されている。

就林希望者で、は、転職期にある30歳代で移住予定時期が早

くなる傾向にある。これらから考えて、移住予定時期につ

いては、根拠を持って回答されていると見なせるであろう。

とくに、 5年以内との回答には、強い決意も込められてい

ると判断される(2)。これに対して就林予定者では、一般的

に転職期とされる30・40歳代か定年後の移住が想定されて

おり、このため30歳代では比較的早期での移住が考えられ

ている一方で、多くは機が熟すのを待ちながら移住先等を

模索している様子が塩間見られる。

以上をまとめると、就農林フェアへの参加者は、過半で、

5年以内での移住が予定されており、決意が岡まってきた

状態にあると考えられる。とりわけ、就農予定者で、年齢

階層ではいくらかの差が見られるものの、おしなべて早い

時期での移住が想定されている。就林希望者では、転職期

にある30歳代で移住予定時期が早くなる傾向にある。これ

らから考えて、移住予定時期については、根拠を持って回

答されていると見なせるであろう。とくに、 5年以内との

回答には、強い決意も込められていると判断される(2)。

2.2 就農林フェア参加者の利用情報媒体

就農林フェアといった移住や就農林のための具体的で活

動的な情報媒体の利用者は、高い確率で移住や農林業に就

業する可能性が高い。いいかえると、移住・就農林希望者

は、就農林フェアといった情報媒体を通して顕在化し、し
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かも移住・就農林「予定者jへと変身していく。では、就

農林希望者は、どの様な情報媒体を利用して就農林関連の

清報を収集し、就農林業への計画を詰め、就農林 f予定者J
へと変身していくのであろうか。それを、前項で使用した

資料のうち岡田のデータを用いて見ておこう。就農林フェ

ア参加者の利用情報媒体の内訳を表5に示した。

ヰ泣
JL数・% 平
就農フ工ア l 就林フェア i就農林;

% i 人 %1  計 jフェア|フェア

日 :

インターネット(以下ではHPとする。)が50.2%と最も

多く、今や情報の受発信に欠かせない最大のツールとなっ

ている。 2番目に多い媒体は雑誌の15.2%(3)で、就農林や

移住に関心を持ち、関連雑誌を購読している都市住民が多

いことがうかがえる。また、 HPと雑誌の荷方から情報を

得ている参加者が2%と、複数の情報手段を活用するケー

スも少なからず見られる。これらに、ポスター・チラシ、

知人が続いている。以上の分析結果に基づいて、図 1に就

農林フェア参加者の情報媒体利用状況を示した。

なお、各構報媒体の利用者の平均年齢をみると、年齢の

低い}II夏から、知人29.6歳、雑誌30.7歳、 HP33.2歳、チラシ・

ポスター等37.5歳、その他38歳、新開42歳となり、情報媒

体によって年齢差が見られた。すなわち、雑誌とHPは若

年層が活用し、新開やポスター等の紙媒体利用者の年齢は

やや高い。知人ネットワークも若年層で多く利用されてい

るようだ。

HPと雑誌・2%

雑誌・15.2%
雑誌とその他:日時6

HP: 50.2ラ込

そのi車:36.7%

HPとその他:0.4%

資料前掲表4と閉じ

図l 就農林フェア参加者の情報媒体利用状況

ここで見たのは、就農林フェア参加者が利用する情報媒

体についてであった。では、移住・就農希望者は、全般的

にどのような'清幸間某イ本を利用しているのだろうか。この点

に焦点を当てながら、次第に移住・就農林希望者の意向強

度別人数に接近していく。

2.3 移住・就農林希望者の情報媒体利用状況

まず、農林業就業や農山村移住の希望者がどのような情

報媒体をどの程度、利用しているのかを把握しよう。推計

するためのデータ収集が比較的容易な情報媒体は、雑誌と

主要なHPである。そこで、この 2つの情報媒体の利用状

況のf巴握を行ってみる。

2.3.1 r移住・就農林」系雑誌

就農林・移住希望者が購入する雑誌には、趣味の農林業、

園芸、アウトドア関連および近年発刊が相次ぐ移住やライ

フスタイル指南の類が含まれ、代表的なものとして「現代

農業jや「白休自足」などがある。今回は、これらの中か

ら東京の大型寄宿で販売されているもの15種を対象とし、

各雑誌の発行部数を当該の出版社に電話もしくはメールで

問い合わせて把握した。その結果を表6に掲げている。

それらの年聞の総発行部数は、約1200万冊/年となる O

各雑誌の購読者の年代別内訳は、各出版社が把揮している

購読者特性から推定したものだが、雑誌によって、対象と

する年齢層や性別に特徴があることが分かる。例えば、登

山商係でも20~ 50歳代を対象にする雑誌と、 30歳代以上

をターゲットにする雑誌があり、田舎暮らしでも女性に焦

点をあてているものも見られる。しかし、それらを総合的

に見ると、「就農林・移住系j雑誌の 9割までが30歳代か

ら50歳代を購買層に設定しているのである。少なくともこ

れまでは、これらの年齢層が、移住や就農林に関心を持っ

ていたことを示している。このことは、就農林フェア参加

者の移住予定時年齢とも符合するものである O

表6 雑誌発行部数(年間)

では何人ほどが f移住・就農林」系雑誌を購読している

のであろうか。いくつかの仮定のもとで推定してみる。

さて、総務省の2004年家計調査年報によれば、 2人以上

の総世帯の場合、 1年間に購入する雑誌の金額は5，412河

/世帯となっている O また、 2005年由勢調査結果によれば、

総世帯の l世帯当たり平均人数は2.6人である O 一方、 f移
住・就農林」系雑誌の平均単悔は764円/冊である。いま、「移

住・就農林j系雑誌を購入する総世帯では、世帯員の 1人

だけがこれら雑誌を購入し、これら世帯や世帯員の雑誌購

入性向は他と変わらないとする O こうした仮定のもとでは、

総世帯での「移住・就農林J系雑誌購入冊数は、 (5，412円

/世帯+2.6人/世帯)ム764円/冊=2.72冊/人となる。「移住・

就農林」系雑誌の年開発行部数は12，147.500冊だ、ったから、

これを2.72冊/人で割れば、実購読者数は446万人程度と推

定される。

2.3.2 r移住・就農林J系HP

インターネットは今や情報の受発信に欠かせないツー

ルである。農山村移住や農林業就業に関するHPも、自治



体をはじめNPO法人や民閉会社、個人により多数運営さ

れており、中には大分県宇佐市の松本集落のように集落で

HPを開設して、イベント情報や集落の生活等を積板的に

発信している例もある。ただ、それら全てを把握すること

は板めて困難であり、またアクセス数の把握となると不可

能である。そこで、ここでは、農山村移住や農林業就業

の総合案内的な役割を果たしていると考えられる国土交通

省 rUJIターン支援サイト」、総務省「交流居住のすすめJ、
全国新規就農相談センター「農業をやってみませんか?応

援しますけおよび ruUJ、全森連rN.w森林いきいき」

の5つのHPに限定して、年間アクセス数を調査した。 HP

へのアクセス数は、トップページへのアクセス数とし、各

サイトの運営者に直接問い合わせて把握した。ただ、全森

速のHPについては、林業就業者対象のサイトが明確に設

定されており、このサイトへのアクセス数のみを対象とし

ている。その結果を表7に示したが、年間アクセス数の合

計は約861万四であった。

サイト名| 内容 |アクセス数! 情報収集年度
A υJIターン支援 7，712，000 2006年
B 都市農山村父流、移住 272，444 2006年~2007年

C 農業就業支援 323，000 2005年
D 農林業就業、移住 120，000 2005年~2007年

E 林業就業支援 190，000 2006年
合計 8，617，444 

j主1) 各サイト運営者への電話調査より作成
注2)各サイトの年間アクセス数!立、収集した年度のアクセス数の平均である

表7 インターネット年間アクセス数

ここでも、雑誌の場合と向様にいくつかの仮定をおいて、

-就農林」系HPの利用者実人数を推定してみよう。

r2006年度通信利用動向調査」によれば、年代別の

インターネット利用状況は表8のように推定されている。

これに基づいて、年代別人口と移住希望者比率(4)とから各

年代別の移住希望者数を算出し、ウエイト付けを行って20
~ 60歳代の 1人当たり平均年間インターネットアクセス

数(利用頻度)を計算すると、590囲/年人となる。この値で、

・就農林」系の総合的なサイトの年間利用回数861万
闘を割ると、実人数で1.46万人が利用している計算である。

利用頻度(%)
移住 総利用回 利用頻度一|逓吋れ少な 希望者数 数(百万 (図/年くとも1図くとも1回くとも1自それ以下
(千人) 図/年) 人)は利用 は利用 は利用

20-29 52.9 32.31 101 4.8 5，659 3578.2 632 
30-39 51.7 29.61 131 5.6 7，506 4621.8 

66116 8 
40-49 52.2 27.4i 12.51 8 6，688 4131.8 
50-59 ~ 29.91 11.2 8，010 4421.0 552 
60-6ヲ 44.61 14.1 12.3 6，338 3410.3 538 

言十 34，2001 20163.2 590 
押J し I ，..， )..].."""，.. "~r-;.，，"，，，.~，回中 子一一・い[山一 " ，-咽山_L ・7

毎日少なくともl剖科用は2司/目、週lこ少なくとも1殴は3回fj圏、月に少なくともl回は3侶/月、

それ以 Fは6聞で計算。それぞれの年間利用回数は、 730[iiJ、 156限、 36回、 6沼となる

移住希m者数=各年齢階総毎の人口×移住希望者事で算出

まえ8 1人当たり年間インターネット利用頻度 (20~ 60歳代)

しかし、移住や就農林業に強い興味・関心を持っている

とはいっても、これらに関連したHPだけを見ることはな

いし、移住等希望者全員が短期間に集中して必要な清報を

集めようと思うほど緊迫した状況にもないであろう。そ

こで、移住等希望者は年間のインターネット利用回数のう
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ち10%程度を関連日Pに振り向けていると仮定しよう O ま

た、移住等関連HPのうち、上記の総合的なHPだけを利用

するとは考えられない。これらのHPからリンクするHPに

飛んだり、直接、都道府県段階の関連HPにアクセスした

り、雑誌の情報や知人の紹介で自治体や個人のHPを訪れ

る人もいるであろう。総合的なHPとその他の狂Pの利用頻

度がどの程度の割合になるのかも不明だ、が、大雑把に総合

的HPの利用比率が10%としてみる。そうすると、これら

の総合的HPの利用頻度は総インターネット利用回数のう

ち1%、6回程になる。この間数は、総合的HPのうちの

1つに隔月 l回程度アクセスする計算であり、隔月に 1回

程度HPの内容が更新されることを期待してアクセスする

心理状態を反映しているかもしれない。もし、この回数で

総アクセス数861万回を割ってやると、 144万人がインター

ネットを通じて移住・就農林業情報を収集している計算で

ある。ただ、雑誌の購買者数と比べてもこの数字は過少で、

あろう。

そこで、岡田が行った就農林フェア参加者に対するア

ンケート調査での情報収集手段に関する回答結果を用いれ

ば、雑誌の15%、約450万人に対してHPは50%だから1，500
万人が利用することとなり、この備は先ほど求めた数値

目4万人の10倍以上にもなる O

2.3.3 その他の情報源

雑誌、インターネット、仲介組織等以外の情報源として

最も利用頻度が高くしかも重要なのは知人であろう。しか

し、それがどの程度かを把握するのは極めて困難である。

その他としては、テレビ番組、新開記事、地域情報紙(5)、
ポスター、広告が想定される。前2者は、移住者や新規就

業者個人を紹介することが多く、彼らに興味関心をもった

希望者が、直接、披らや彼らが居住・就業する自治体・事

業体等に連絡する手段としても機能している O 後3者は、

ある範囲内のイベントやフェアを紹介するのが一般的で、

それらへの直接的な参加を導くための短期間の情報伝達機

能を果たしている。これらの情報媒体がいくつあり、どの

桂度の利用頻度をもつのかについては、把握するための手

がかりがない。そこで、調査対象者や調査地は限定的では

あるが、やはり岡田が行った就農林フェア参加者への調査

結果を利用して推定すれば、雑誌購読者比率15%、購読者

数450万人に対してHPと雑誌を除く情報媒体利用者比率の

合計が37%だから、知人その他の媒体を利用して移住や就

農林業に関する情報を収集する移住等希望者は1，100万人

となる。したがって、 HP、雑誌、その他の合計は3，050万人、

これらから重複利用者を融けば、約3，000万人が何らかの

情報媒体を利用している移住・就農林希望者と推測される

のである。

2.3.4 移住等希望者の情報媒体利用状況の全体像

一般的に言って、移住や農林業への就業に興味関心を

抱く初期的な情報は、地方圏で流通する様々なイベントや

フェア等に関する直接的な情報(知人からの情報もここに

含まれる。)であり、これらに触れて反応した人たちをオ

フサイトの(潜在的な)移住・就農林希望者と見なすこと

ができるであろう。この人たちのなかから、移住者・新規
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就農林者へのインタビ、ユー記事や番組、全国的に販売され

ている雑誌やインターネットでの情報に興味関心を示す人

たちが登場する。彼らは、まだオフサイトの希望者である。

前者については直接、紹介された移住者・新規就農林者に

連絡をし、場合によっては訪問するケースもでてくる。ま

た、オフサイトの希望者のなかから、移住や就農林のため

のフェアやイベントに参加する人たちが見られるようにな

る。彼らをオンサイトの(顕在化した)希望者と呼ぼう O

そして、オンサイト希望者のなかには、移住や新規就農林

の具体的な条件について、特定の自治体や事業体を選定し

て確認し、移住・就農林計画をたてる人たちが含まれてい

るO 移住・新規就農林予定者である。このとき、利用され

るのが自治体や団体、事業体等のHPである。以上が、情

報源とそれらの相互関係である。

オフサイトとオンサイトの人数は把握できないが、これ

まで推定してきた移住等希望者の利用情報媒体について整

理しながら、この側面にももう少し接近してみよう。

これまで推定した人数は、次の通りである。

①移住等希望者数 (20~ 60歳代) ふるさと回帰支援セ

ンター数値3，420万人(6)

②雑誌購読者数 450万人

③インターネット利用者数 (20~ 60歳代): 1.500万人

④知人・その他利用者数:1.100万人

⑤移住等希望者数(情報媒体利用者数合計): 3，000万人

なお、 20~ 60歳代人口 (2005年間勢調査結果): 8，460 

万人

これらの関係を整理したのが図2である O

子プ:コニ:二γ工:二・工.工・二・二・・ご・二山ご・二て三・ ζ
ーー回目、/ 心

! I{ ぜ 1、.. 

冒 11 ! うちその他の |!i 
l jl うちHP利用者 i | 1 懐報媒体利用者 | 1.500万人 IMTIo'-7''''''I"T'T'Jllrl:l 1; 

" 1.100万人 l' 

kλ/冒:
':.''''・R ・R ・需・R ・:':":.."':':…..'1- <:・:
1: うち雑誌利用者 446万人 j!j 

l， 移住に関する情報利用者数 日
、 3，046万人 / ~ 
-、

20-60代の移住希望者 z 

3.422JJ449人/
.......、

20-60代の人口
且460万8.000人

図2 移住・就農林情報媒体と利用者数の概要図

移住等希望者数は、ふるさと囲帰支援センター数値と、

情報媒体から推定した値とが比較的近似し、 3，000万人程

度となった。これらいずれの数値も、流動的であり、大

まかな検討づけに役立つ程度の数値と見た方がよいであろ

う。とはいえ、1.000万人未満だと推定することにも明確

な統計資料等は今のところ見当たらない。少なくとも、移

住等希望者が20~ 60歳代人口に対して 1~4 割程度は存

在する、というのが誤解の少ない数値になろうか。情報媒

体の利用状況から推定した人数は、当該人口の35%、ふる

さと回帰支援センター数値で40%である。

2.4 U J 1ターン者数の推定

最後に、年間のU]Iターン者について推定を行ってみよ

うO 農林水産省「新規学卒就農者及び離職就農者の推移J
によれば新規就農者数は2003~ 2005年の平均で80.1千人

(2003年80.2千人、 2004年81.1千人、 2005年78.9千人)、林

野庁によれば同じ期間で、の新規就林者数の平均は3.6千人

(2003年4，334入、 2004年3，538人、 2005年2，843人の平均)と

把握されており、その合計は83.7千人となっている。しか

し、これらの数値の中でU]Iターンによる新規就農林者数

は不明である。そこで、他の資料から推定する。

2005年農林業センサス付帯調査・農業集落調査結果に

よれば、調査対象集落110，900のうち械ね 5年間に転入者

がいる集落は63，330、57.1%となっている。このうち農林

業従事の転入者がいる集落が5，460(4.9%)、農林業以外に

従事する転入者がいる集落が57，870(52.2%)である。伎

に、転入者の世帯人数が平均的に2人であり (7)、また各集

落に 2世帯が転入したとすれば、 5年間での転入者総数=

63，330x 2人/世帯 x2世帯=253，320人で、 1年間の平均

はら0，664人(8)となる。このうち、農林業従事転入者及びそ

の家族が4，368人である O なお、 2007年11月26日現在の市

町村数は1.812だから、 l市町村あたり平均の年間の移住

者数は28.0人、都市部からの新規就農林者とその家族が2.4

人となる。

既述のように、就農フェア参加者のうち年間移住予定者

の推定値が738人、就林フェアで288人であった。この数字

と、農業集落調査結果でのU]Iターンの新規農林業従事者

数2，184人(家族を合めて4.368人のうち半数)とを比較す

れば、 47%が就農林フェアを経て移住・就農林している計

算であり、その役割は極めて大きいと考えられる。

3.農山村移住者と仲介紹織の事例分析

農山村への移住や農林業への就業を希望する人たちが実

際に希望を実現するためには、情報に基づいて行動を起こ

し、希望する状態とうまく遭遇する必要がある。しかし、

それは一般的にはなかなか難しい条件と言える。それをく

ぐり抜けるために設置されているのが仲介組織である。そ

こで本章では、農山村移住や農林業就業を実現した人たち、

すなわちU]Iターン者が、どの様な仲介組織を利用し、ま

たどの様に現状(移住後の生活)を評価しているのかを知

るため実施した意向調査結果に基づいて、彼らの意向と仲

介組織の機能について考察する。

3.1 調査方法

調査対象は、島根県(全域)、大分県(全域)、兵庫県(全

域)、熊本県小闇町、京都府綾部市へのU]Iターン者であり、

それぞれの地域でU]Iターン者の相談窓口を担当する「仲

介組織Jを通じて、 2006年8月末から10月中旬にかけて郵

送方式でアンケート調査を行った。アンケート配布数は

526、有効回答数は145(有効囲答率は27.9%)である。配

布数及び有効回答数の地域別内訳は、島根91、大分4、兵

庫18、小田町23、綾部市9であった(表9参照)。



調査地 ケアーント回答者 調査仲介者 仲介主体
配布数 数(人) の形態

島根県 388 91財団法人ふるさと島根定住財団 行政

熊本県小国町 50 23 小田ツーリズム協会 行政

大分県 6 41NPO法人大分YUKI生活応援司 NPO法人
京都府綾部市 32 91 NPO法人里山ねっと・あやべ NPO法人
兵庫県 50 18 社団法人兵庫みどり公社 行政

合計 526 145 

表9 農山村移住者へのアンケート調査概要

3.2 調査結果

3.2.1 島根県(財団法人ふるさと島根定住貯団)

日本海に面し、中間山地を背にする島根県は、県土の約

78%を山林が占める森林県である。また、豊かな漁場にも

恵まれ浜田や隠岐など有数の港を有する O 人口は742.333

人 (2005年国勢調査結果)で、世帯数とともに全面46番目

であり、しかも5年前と比べ約20.000入、 10年前からは約

30.000人減少している。

仲介組織であるふるさと島根定住財団は、 1992年に県内

への人口定住促進事業を推進する機関として島根県と国の

出資で設立された。当初は就職支援が事業の中心であった

が、 96年からはurターン希望者に対し、農林水産業等の

産業体験や、住居確保支援、関連情報の発信等を行ってい

る。 1996~ 2006年までの10年間での移住斡旋実績は614人

である。なお、この数字は、 furターンのための島根の産

業体験事業 (96~ 06年)Jを利用した上で定着した者の数

(かつて移住したものの、後に離県した者は差し百|いてい

る。)522名と、職業紹介を通じた島根県での就職決定者92

名 (06年度からの累計。ただし、就職決定後まだ島根県に

していない者も含む。)Jの合計である。以下、回答者

91人について見る。

年齢構成は30代40.7%、40代25.3%と、 30代と40代で全

体の2/3を占め、 20代15.4%、 50代8.8%と続いている(表

現住地 鳥根県 熊本県 兵庫県
大級府 15(22.4)熊本県 6(33.3) 兵庫県 9(60.0) 

神奈川県11(16.4)福間県 6(33.3) 大阪府 3(20.0) 

東京都 10(14.9)長熔県 2(11.1) 和歌山県 1(6.7) 

兵庫県 7(10.4) 大分県 2(11.1) 千葉県 1(6.7) 

前住地 福岡県 6(9.0) 東京都 2(11.1) 東京都 1(6.7) 

埼玉県 6(9.0) 大分県 尽都府
広島県 5(7.5) 宮i崎県 1(25.0) 京都府 4(44.4) 

京都府 4(6.0) 山口県 1(25.0) 大阪府 3(33.3) 

島根県 3(4.5) 茨城県 1(25.0) 兵庫県 1(11.1) 

資料:アンケート調査結果.東京都 1(25.0) 静岡県 I(ll.l) 
注1)数値は人数(入)で、括弧内iま構成比率で単位は%

2) 不明は除いて計算している

表11 前住地
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る。移住後は、林業(作業員)26.3%、農業23.7%、会社

員14.5%、漁業(兼業含む)7.9%、製陶業、織物製作に各3.9%

が就業し、農林漁業への就業者が6割近くに達している(表

12)。こうした会社員から農林漁業への転職というスタイ

島根県 小園町 綾部市 大分県 兵庫県
移住前 移住後

移宣告後
移住前 移住後 移住前 移住後 移住前 移住後

農業 4 18 13 
林業 20 (1) 
漁業 61 

2 2 

璽
61 
3 1 

3 1 
31 

31 1 
4 2 3 4 

会社員 35 11 7 2 21 2 121 
介護・看護 2 1 2 

5喜
1 2 2 

2 2 3 1 
1 2 1 

2 2 2 
1 

ア}~/\イト 3 1 21 
主主語 3 3 1 1 1 
学生 10 2 
無線 3 2 2 
その他 6 31 21 
不明 2 21 3 3 

10参限)040代までの移住者が8割を超え、平均年齢も 注:小問IUT林業のかっこ内数値は製材業への就業者数である

と若い。 表12 職業の変化

人数 ?|?|?!?12f 平均年
齢(歳)

島根県 91 14 37 23 8 9 

100 15.4 40.7 25.3 8.8 9.9 
39.9 

小庖町 23 3 7 8 4 
41.7 

100 13 30.4 34.8 17.4 4.3 

大分県 4 。。 2 

100 。。25 50 251 55.0 

綾部市 9 o 2 2 4 
56.1 

100 o 11.1 22.2 22.2 44.4 

兵庫県 18 7 5 3 2 
43.4 

100 5.6 38.9 27.8 16.7 Il.l 

合計
145 18 52 39 19 17 

47.2 
100 12.4 35.9 26.9 13.1 11.7 

資料アンケート調変結果による
j主)上段!主人数(人)、下段l主権成比率(%)である

表10 移住者の年齢構成

移住前の居住地は、大阪府22.4%、東京都14.9%、神奈

川黒16.4%、兵康県10.4%であり、関部と関東からの移住

者がそれぞれ30%強で、ほほ冊数となった(表11)。また、

Iターン者が圧倒的に多い。

移住前の職業は、会社員が50%と最も多く、次いで学生

14.3%、エンジニア8.6%、農業、サービス業各5.7%であ

ルは、先述の比較的若い世代の移住が多い点と合わせて島

根県の特徴とみることができる。第一次産業への就業者が

多い理由には、ふるさと島根定住財団が実施している産業

体験の影響が考えられる。

移住希望の理由では、 f自然の中で暮らしたい」と

林業就業」に大きく分かれた(表13)。移住先を知ったきつ

内|蹴l-「同L1TLUllt咋就業転職生活 中でのの の の他
生活 環鏡転校

島根県 35.2 9.9 。51.6 13.2 1.1 2.2 31.9 

小扇町 。17.4 8.7 56.5 21.7 。 13 26.1 

大分県 。 25 50 75 。 。 。 50 

綾部市 22.2 。55.6 88.9 。 。 。22.2 

兵庫県 55.6 。38.9 33.3 11.1 。5.6 27.8 

合計 30.3 9.7 11 53.1 13.1 0.7 4.1 30.3 

表13 移住希望理由(複数回答)

かけについては情報媒体からが多く、インターネット、リ

クルート雑誌、田舎暮らし関連雑誌を合わせると35%に上

る(表14)。この結果から、島根県は定住者獲得に様々な

清報媒体を積板的に活用しながら事-業展開していることが
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。8.7 4.3 8.7 

100 。 。 。 。 。。。10 30 10 30 。10 。 む

13 17.4 8.7 13 8.7 。 。 。4.3 4.3 8.7 
4.8 7.8 16.3 13.9 1.2 0.6 12 3.6 10.8 4.2 4.2 

表14 移住先を知ったきっかけ(複数回答)

分かる O

移住先の決定要因では、f自然が気に入ったから」と「希

望職種に就けたからJが共に26.3%となっている。また「自

治体の対応が良かったからjとの自答比率が5地域の中で

最も高い(表15)。
(単位%)、 十日一，

問吋fq吋の I~~護軍|吋に入ったに しやすさ の対応雑誌奨励金出身地その他

|川大|廃綾1分狼部関市燥町県

26.3 2.5 。 。26.3 17.8 。 。 5.9 21.2 

34.6 3.8 7.7 。 。15.4 。 。15.4 23.1 

75 25 。 。 。 。 。 。 。 。
38.5 15.4 7.7 15.4 。 。 。 。 。23.1 

兵庫県 17.9 14.3 。 25 。7.1 。 3.6 7.1 25 

合計 28 5.8 1.6 4.8 16.4 14.3 。 0.5 6.9 21.7 

表15 移住先の決定理由(複数回答-単位%)

生活満足度については、自然環境(2.61)、教育環境(1.92)、

通院の利便性(1.72)、買い物の利便性(1.81)、仕事の満

足度 (2.l9)、居住地の人間関係 (2.25) の6項目(括弧内

の数値は 5地域の平均値)について、満足3点、普通2点、

不満 1点を与え、得点化して求めた。結果をまとめたもの

が表16である。烏根県への移住者は、自然環境には高い満

足度を示し(9)、居住地の人間関係、仕事についてもやや満

足している一方、通院と買い物の利便性には不満傾向が強

く、どちらも平均値を下回り、 5地域の中で兵庫に次いで

下から 2番目となっている。不満との回答者は山間地に居

住する者に多く見られた。ただし、彼らは必ずしも離県を

希望しているわけではない。

島根県への移住者は豊かな自然に惹かれ、第一次産業を

転職先に選ぴ移住してきており、生活に不便を感じながら

もおおむね満足しながら生活している様子が読み取れる。

今後の定住意向について見ると約半数が定住すると問答し

た。また今後の対応を保留しているものが3割強みられる

(表17)0 なお、再移住希望理由は、交通が不便、家族の同

意が得られない、仕事に疲れた、財団の支援が終了、独立、

他の勉強のためとなっている。

3.2.2 熊本県小国町(小国ツーリズム協会)

小田町は熊本県の最北部、大分県との県境に位置する人

口9，162人 (04年度)の農山村である。人口は20年前と比

べると約1.700名減少しているが、世帯数は逆に200戸強増

加している。小国杉の生産地として知られるほか、阿蘇外

輪山の外側に立地することから観光や酪農が盛んである。

また、 1980年代初頭から住民主導の先進的な町づくりと

積極的な晴報発信を進めてきた。「悠木の里Jと銘打つた

それは、地域産材を使用した住民の活動拠点づくりから始

まっており、小畠ドームや木魂館等の施設が建設された。

小田町の移住仲介組織と位置づけられる fゅうステーショ

ンJ(道の駅およびギャラリーがあり、ツーリズム協会事

務所も兼ねる。)も1987年に完成している。その後、これ

らの施設を拠点にイベント交流活動を展開しながら、 1990

年代からは若い世代を含む住民参閣の穣極的な地域づくり

が始まり、その活動は町外の関心を51き付けた。そして97
年からはツーリズム活動の人材育成と情報発信を自的に

「九州ツーリズム大学」が開校され、町内外からの修了生

は10期生までで約1.500名を数えており、その中には小国

町への移住者も含まれている。

移住者の年齢は、 30歳代30.4%、40歳代34.8%であり、

20歳代の13%を合わせると40歳代以下の移住者が約8割を

占める(表10)。王子均年齢は39.9歳と 5地域の中で最も若い。

年齢構成では島根県と閉じ傾向を示すが、相違点として、

小国町では50歳代以上の移住者も見られる点がある。

移住前の居生地は、熊本県および福岡県が26.l%であり、

長崎県や大分県も含めると周辺地域からの移住者が約7割

に達している(表11)。つまり、小国町へは狭域で、の移動

が主流だといえる(10)。このことは、移住先の情報入手手

段が多様で、しかも知り合いや地縁、血縁関係が相対的に

多いこととも関連していると考えられる(表14参照)。
移住前の職業は、会社員30.4%、サーピス業13.0%、学

生、公務員が各8.7%である(表12)。移住後はサーピス業

17.4%、公務員13.0%、会社員、団体職員、パン菓子製造業、

看護師・保健師、アルバイトが各8.7%と(表12)、会社員

から公務・サービス業に転職したものが多い。また全体的

に第三次産業への就業傾向が強く、農林業関係への就業者

は製材業の 1名のみである。仲介組織への聞き取りでは、

小田町への移住希望者の大半は農林業就業を動機としてい

ないとのことで、林業や蓄産業への関わりは加工や販売面

にあると考えられる。こうした就業形態は小田町への移住

者の特徴である。

職種の変化に関連させて移住希望理由をみると、最も

多い理由は「自然の中で暮らしたいjで約4割に上る(表

13)。この額向は兵庫県を除く 4地域に共通して見られた

が、小国町の場合には、若年層が農林業以外への就業や育

児を目的に自然の中での生活を希望している点が特徴であ

る。

生活満足度については、自然環境と居住地の人間関係に

高い値が見られ、特に自然環境は 5地域の中で最も満足度

が高い(表16)。居住地の人間関係については約半数が満

足と囲答しており、更にそのうち 5割は、小国ツーリズム

協会や自治体の対応への好感を移住動機に挙げている(表

15)。仕事や買い物の利便性は普通との回答が多く、大き

な不満は見られない。通院の利便性と教育環境には若干不

満が見られ、教育環境は 5地域の中で最も満足度が低い。

これは回答者が30歳代から40歳代であり、子どもの学習環

境や進路選択に寵面する世代のため教育への関心が強いこ

とも影響していると考えられる。

今後の定住意向は、どちらともいえないと答えた移住

者が6割と 5地域の中で最も高い(表17)。その理由には、

移住者の年齢が若く今後結婚や子供の成長、転職などの

可能性があることが考えられる。また、現住の家麗や土地

が手狭なので町内での転居を考えている等の回答も見られ

た。



3.2.3 大分県 (NPO法人大分YUKI生活応援団)

大分県は、豊かな自然環境や福岡県からのアクセスの良

さ等から移住候補地としてよく名の挙がる地域である。人

口は1.209.571人 (2005年国勢調査)であり、ここ20年間は

減少傾向にある。林野率は72.1%で、宮崎県と共に九州を

代表する林業県である。

大分県では、団塊世代の移住支援を積極的に展開してい

る。大分県庁のホームページには fセカンドライフおおい

というポータルサイトが開設され、田塊世代を対象に

した就業斡旋、高齢者支援案内等のサイトがある。また

団塊世代の就業支援を行う団塊世代コーデイネーターがお

り、 2007年3月には fベテラン人材パンクJが設立され団

塊世代の求職者と企業とを仲介している。なお、今回の調

査では、団塊世代を含め広く定住支援を行っているNPO

法人大分YUKI生活応援団を仲介組織として対象にした。

回答者全員 (4人)がこの団体を通じて移住している。

移住者の年齢は、40歳代から60歳代と比較的高齢であり、

平均年齢は55歳と後述の綾部市に次いで、高い(表10)。

移住前の居住地は、関東が2人、宮崎県と山口県が各 l

人で(表11)、全員が Iターン者である O 大分県を選んだ、

は、「自然が気に入ったJが75%に上った(表15)。こ

の数値は5地域の中で最も高い。

職業の変化は、移住前は会社員と自営業がそれぞれ同数

だが、移住後は自営業と無職であり(表12)、他地域に比

べ怒々自適な生活を営む傾向がうかがえる O この背景を移

とあわせて検討すれば、温暖な気候や温泉等の環境

がセカンドライフに適しており、団塊世代の移住先として

れていると考えられる。

大分県への移住者の生活満足度は概ね高く(表16)、と

くに告然環境と蔚住地の人間関係で、値が高い。他4項目の

瀦足度は普通であり、うち通院と買い物の利便性について

が「普通jと闇答している。その理由として、移住

先の多くが市部であることや、移住持の家族構成が妻子と

ともに移住した 1名を除き夫婦または単身で、移動にかか

わる制約条件が少ないことが考えられる。不満との回答が

あったのは、仕事の満足度と居住地の人間関係である。回

は親と委とともに関東地方から移住したIターン者で

ある O 前職は会社員で、現在は自営業に就いている。

今後の定住意向についてみると50%が定住を希望してい

る(表17)0回答者は、退職し子供が独立している世代な

ので、今後、生活環境に大きな変化が生じないとの判断が

定住意向を強めていると考えられる O 第二の住処を大分に

け、ゆったりと暮らしていこうとするライフスタイル

が見受けられる。

3.2.4 京都府綾部市 (NPO法人里山ねっと・あやべ)

綾部市は、京都府の北部に位置する人口38.681人、林野

本76.8%の農山村地域である。舞鶴若狭自動車道や京都縦

自動車道の開通により京阪神とのアクセスが良く、市内

;こは京都府綾部工業団地や綾部市工業団地がある他、グン

ゼ、オムロン、京セラ等の企業が立地しており、北近畿の

産業集積地域となっている。

綾部市では、 03年12月にあやベアグリフレンドを発足さ

就農定住支援とグリーンツーリズム事業に取り級んで
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いる。 04年6月からは会員を対象にした住宅分譲地「あや

べ操の恩」が完成した。これらの事業に関わる組織の lつ

に、廃校を利用した交流施設「里山ねっと・あやベ」があ

り、森林整備や農作業体験、空き家紹介等の事業を展開し

ながら地元住民と移住希望者やイベント参加者との連携を

図っている。

移住持の平均年齢は、 56.1歳と5地域で最も高い(表

10)。移住前の居住地は京都府44.4%、大阪府33.3%と近畿

圏都市部からが約 8割を占める(表11)。移住動機は「自

然の中で暮らしたい」が5地域で最も高く、 f農的生活が

したい」を合わせると自然環境重視派が大半を占める(表

13)。綾部市は里山をキーワードに定住政策を進めており、

移住動機と政策とがうまく符合しているとも考えられる。

移住先を知ったきっかけで特徴的なのは、「田舎暮らし

関連の雑誌JIインターネット」の割合が高い点である(表

14)。調査窓口である里山ねっと・あやべはインターネッ

トを利用した情報発信を活発に展開しており、その成果が

伺える。

移住前の職業は、会社員とデザイナーが各2人、製閥作

業者、公務員、主婦が各 1人であり、移住後はデザ、イナー

(l人は紙漉き業を兼業)、無職が各2入、製胸作業者、農業、

主婦が各 l人となっている(表12)。職業に変化があるのは、

会社員と公務員で、会社員 l人と公務員は定年退職後の移

住で現在は無職であり、もう 1人の会社員は、定年を 2年

後に控えて就農準備を始めている。団塊世代の移住者が多

い点は大分県と似ている。…方、伝統的な紙漉きの里が市

内にある他、伝統産業が盛んで都市部も抱える京都府の地

の利からか、就農のみならず芸術活動に取り組む移住者が

見られる点が綾部市の特徴である。

生活環境の満足度については、自然環境、教育環境、通

院および買い物の利便性、仕事の満足度、居住地の人間関

係の各項目について満足3点、普通2点、不満 l点の点数

を与えた上で評価した。その結果、生活環境では、仕事の

満足度が2.29と高い(表16)。また、他地域では不満が見

られた通院の利使性に対する満足度も、大分県と問値で5

地域の中で最も高い。これは市内に比較的規模の大きい市

立総合病院を有する点が評価されたためと考えられる。一

方、買い物の利便性と居住地の人間関係は1.88と低く、と

くに人間関係は 5地域の中で唯一2を下回っている。また、

自然環境についても 2と最低で、ある。こうした満足度への

回答結果が出た背景には、移住先の決定要因において「都

市部に近いからJI農業がしやすいから」等、立地条件や

首仕事のやりやすさにも重点がおかれているように(表15)、

2地域居住的な生活スタイルの想定がある、とも考えられ

る。

このことは、今後の定住意向からもうかがえ、「定住す

るJは44%で5地域中 4番目の値にとどまっている(表

17)。逆に、「定住しない」と態度を明確にしている回答が

他の地域と較べ22%と突出している。

3.2.5 兵庫県(社団法人兵庫みどり公社)

兵庫県は、北部を中心とする森林地帯から、中央部の農

業地域、南部には代表的都市の神戸市までをあわせ擁して
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いる。

兵庫県南部では、鉄道や高速道路等の交通網が発達し都

市部への通勤が可能であるため、農業従事者とくに専業農

家は少ない。また都市化の進行のため農地に乏しく、さら

に地価が高いため農地確保が困難であるデメリットを抱え

てもいる。ただ、アクセスの良さを活かし、市民農闘が多

く開園され、都市住民が気軽に野菜作りを始められる環境

づくりが進められている O

中央部は「丹波ブランド」の農産物生産が盛んで、、かつ

大都市圏へのアクセスが良いことから、就農希望者が訪れ

る地でもある。特に有機農業の里として全国的に知られる

!日市島町には、有機農業の普及啓発、農産物販売、消費者

と生産者の交流事業などを積板的に展開しているNPO法
人いちじま丹波太郎があり、 Iターン者も含め有機農業を

目指す新規就農者が移住するケースが目立っている。また、

滞在型農園の開園もすすんできた。

今回の調査で対象とした仲介組織である社団法人兵庫み

どり公社では、 04年に楽農生活係を設置し、神戸市西区に

開国した「兵庫県楽農生活センタ-Jの管理を行いながら、

農作業体験や農山漁村との交流を通じた新たなライフスタ

イルを提唱している。また、事業自体は停滞しているが空

き家パンクにも取り組んでおり、兵庫県での就農・移住全

般を支援している O

移住者の平均年齢は43.3歳と比較的若い(表10)。移住

前の居住地は、兵庫県が50%を占め、県内での移動が顕著

である。また、大阪府の16.3%を合わせると関西簡からの

移住者が3分の 2を占めている(表11)。移住希望理由は、

農林業就業が最も多く、農的生活とあわせると55%である

(表13)。移住先を知ったきっかけは、全国的な農林業組織

と自治体窓口の割合が他県に比べて非常に高く、公社窓口

やNPO法人を含めると 5割弱に達している(表14)。これ

らの点から、移住者は明確に農業自営あるいは自給自足的

な農業志向性をもち移住地を選択したと考えられる。そし

て農業のしやすさや自然環境、都市近郊等の点を評儲して

移住を決定している(表15)。

移住前の職業は、会社員12人、学習塾経営、運搬作業

員、自由業が各 l人であり、移住後は、農業12人、農業指

導員、養鶏業、自由業が各 l人と就業者が非常に多く(表

12)、かつ自由業の 1人を除く全員が農業へ転職している。

こうした回答結果は、移住者への調査依頼を、就農者とつ

ながりの深い就農支援組織を通じて行ったことが影響して

いる。

生活満足度では、自然環境2.63、仕事の満足度2.31、賠

住地の人関関係2.27となっており、いずれも満足度が高い

(表16)。これは、回答者が自然相手の農業に自ら希望して

自然環境I教育環ml通;fIJ便院の性 I買利い便物性のI仕満事足の度 I居人住間地関係の|
島根県 2.63 1 1.86 1 1.53 1.65 I 2.16 2.23 

小国町 2.781 1.83 1.70 1.91 2.17 2.36 

大分県 3.00 I 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 

l一|綾兵部一庫市県
2.00 i 2.00 2.00 1.88 2.29 

1.93 1.40 1.63 2.31 I 2.27 

就業した事がプラスに評価されているためと考えられる。

一方、通院と買い物の利便性はともに 5地域の中で最低値

となった。不満と阻答した者の多くは、兵庫県や大阪府の

都市部からの移住者であり、前住地との比較においてこの

ような回答結果になったと考えられる。

定住意向は66.7%と高い(表17)。定住意向のある者は、

不明の 2人を除く全員が農業か農業指導員に就業してお

り、生産基盤の確保が定住意向の強さに結びついている可

能性がある。

(単位・%)

定住 I 定住 IどいちえらなといもIする しない 無回答

小島根富町県
49.5 9.9 34.1 2.2 

21.7 13 60.9 4.3 

大分県 50 O 25 25 

綾部市 44.4 22.2 11.1 22.2 

兵庫県 66.7 O 27.8 5.6 

d口"吾aふl 46.9 9.7 35.9 4.8 

表17 定住意向

4. 移住仲介組織の類型と諜題

農林業就業や農山村移住を希望する都市住民が抱える問

題として、農山村への足がかりをどのようにつくるか、と

いう点がある。血縁者の賠住地へU]Iターンする場合には

比較的ハードルは低いだろう。しかし、血縁も地縁もない

地域へ移住する場合には、候補地を絞り込む過程も含め、

超えるべき諜題が多い。

そのため、現在多くの組織が都市住民と農山村住民の仲

介を行っている o 2章で述べた農林業就業フェアは、就職

相談を通して地方自治体や農業法人、森林組合等との仲介

機能を果たしていると考えられる。また、 3章で取り上げ

た仲介組織は、地元組織としてU]Iターン者の受入を支援

している。

本章では各地の仲介組織の組織形態を手がかりに分類を

試みるとともに、それらの機能的な特徴と問題点について

考察した。

4.1行政関与型

都道府県及び市町村が、農林地や空き家の仲介・U]Iター

ンの相談窓口を担当しているケースである。具体例として

は、①空き家の所有者と移住希望者をそれぞれ登録し情報

パンクとして運営している大分県竹田市、京都府舞鶴市、

高知県大豊町、②産業体験など定住支援全般を行うふるさ

と烏根定住財団、③就農研修と併せて定住サポートも行っ

ている高知県アグリ窪川体験塾(高知県農業大学校)等が

あり、兵庫県の社話法人みどり公社は新規就農者の支援や

農作業体験を行っている。

他に④都市住民を主な対象者として滞在型市民農園を設

置している京都府舞鶴市や兵庫県多可町が見られる。以下、

各事例について概略(抱える課題を含む)を示す。

平均 1.72 1 2.25 
資料:アンケート調資結果 4.1.1 情報パンク機能
注)生活満足度は、各項目について満足;3、普通;2、不満;1の点数を与え得点化 4.1.1.1 大分県竹田市

表団移住者の生活満足度 大分県竹田市は「空き家パンクjに取り組んだ先駆的自



治体である。空き家パンクは05年度から開始し、現在は月

10件桂の問い合わせと、 1~2件の登録がある。移住希望

者はインターネットや口コミで竹田市を知り、問い合わせ

をしてくる。パンク登録者の中には、市役所の親切な対応、

で移住候補先を竹田に決定した者もいるとのことである。

移住形態は、移住のみと就農に2分される。空き家確保に

ついては、賃貸希望が多いが格安なら購入を検討するとい

う人も見られ、購入希望は若者に多い。空き家の募集は、

防災無線や自治会を通して行っている。売貸傾向は、売却

が6割とやや高く、所有者はできれば処分したいと考えて

いるようである。今後は、阿蘇や九州全土での移住ネット

ワーク構築を視野に入れながら、事業を展開する方針であ

る。

4.1.1.2 高知県大農町

03年8月、町議会に「町づくり諦査対策特別委員会」を

設置、空き屋を活用した人口増加策を検討した。 04年3月

に、第 l田空き屋ツアーを開催したところ、前年、高知県

内のメディアに発表していたこともあって70人が参加し、

彼らにアンケート調査した結果、 16人が空き屋居住を希望

した。その後、例年9月に第2閤ツアーを実施し、 2人が

残った。また、 05年7月以降にも町役場に 4件の問い合わ

せがあった。

05年8丹に、 1人と使用貸借契約(営利を自的としたも

のではない)を結ぶ。町が契約主体となり、基本的な事項

について取り決め、他については当事者間で協議する方式

を採っている。家賃は5，000円/月(火災保険と閤定資産税

相当額)である。もう 1名は現在も話し合いを継続している。

移住者は4件で、契約形態は賃貸契約2件、貸借契約と購

入が各 1件である。移住者の前住地と年齢は、東京 (61歳)、

千葉 (70歳)、滋賀 (32歳)、京都(詳細不明)となっている。

空き家は町役場が把握しているのは10軒で、所有者の世代

交代と、空き屋の荒廃が進んでいるため、最近、貸与意向

が増えている。ただ、家の中に家具オ道具が入ったままのケー

スや、水の確保が圏難で、あること(大豊町は伏流水がなく、

水道普及率が56%と低い)、道路事情(庭先まで車の進入を

希望するケースが多い)、就業先は少ない、積雪、イ更所(水

洗ではない)等が空き家を売貸する擦の問題点となってい

るO ターゲットの移住者は、医療施設が近在している立地

条件をふまえ、元気な高齢者である。若い人は、就業先確

保等の点から移住が困難だと考えられている。

4.1.1.3 京都府舞鶴市

舞鶴市は、2000年に f舞鶴市農村集落空き家情報パンク

を立ち上げており、空き家パンクに取り組む自治体の中で

も先駆的である O ただし、現在は提供可能な空き家の確保

が困難であるために、パンク機能は停滞している。

04年に開聞した市民農盟「舞鶴ふるるファーム」では、

農地貸与のみならず地元特産品の加工販売や農村レストラ

ン経営等も行っている。施設運営は地元住民との協働や地

元住民への経営委託で行われ、事業を通じて都市住民との

交流や二地域居住の実現を進めている。また、西方寺地援

には Iターン者が数名定着している他、元庄屋屋敷を改築

したパン工房(地元NPO法人が管理運営)ができるなど、
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都市住民との交流が活発で、ある。

なお、京都府では05年より「京の田舎ぐらし・ふるさと

センターJを京都府農業会議所内に設立した。センターに

は京都府の他、京都府広域振興局(愛媛県の地方局に相当

する県組織)、京都府農業改良普及センターが関わっている。

f京の田舎ぐらし・ふるさとセンターJでは、相談コーナー

の他に市町村と連携して鹿学・ワークショップ、各種イベ

ントの実施、空き家・分譲地など住宅情報の提供を計画し

ている。また農山村の地元グループによる産直市や農作業

体験イベント、地域リーダーとの交流、地域文化や集落の

決め事、生活形態の紹介等情報提供も積様的に行う予定で

ある。

調査当時、センターは設立したばかりで、実績や効果、問

題点が浮上するのは今後ということで、あったが、これまでの

活動から農山村での空き家物件など新規移住および就農に関

わる情報収集が間難なことが課題として挙がっている。

4.1. 2 定住支援機能

4.1.2.1 ふるさと島根定住財団

3.2.1参照

4.1.2.2 美山ふるさと株式会社

京都府美山町では、第三セクターの美山ふるさと株式会

社が新築用の宅地販売と空き家の紹介業務を行っている。

美山町は早くから移住者の受入に積極的な対応をとってき

た自治体であり、美山ふるさと株式会社の設立はその動き

に即した対応である。

4.1. 3 就農研修及び定住支援機能

4.1.3.1 高知県アグリ窪)11体験塾(高知県農業大学校)

高知県は、窪)11町に農業大学校の研修課を独立させた「ア

グリ窪)11体験塾Jを設置している。体験塾では研修生を常

時受け入れ、研修生が目指す就農スタイルを基本に個々の

研修生に研修プランを組み、実習を行っている。研修生募

集にあたっては大阪の]R等に吊り下げ広告を出す等独自

の展開を図っている。

また、インターネットを通じた学習と年数回の実習を行

う「高知新いなかビジネススクール」や、有機農業の研修

を行うNPO法人の設立等も進んでいる。就農に興味のあ

る都市住民のニーズをいち早く掌握し実践する就農支援の

取り組みは、全国でも先行している。

4.1.3.2 社団法人兵庫みどり公社

3.2.5参照

4.1. 4 農業体験支援機能(滞在型市民農園)

4.1.4.1 兵庫県多可町

多可町には、合併前の旧八千代町時代に開園されたクラ

インガルデン(滞在型市民農閤)rフロイデン八千代jが

ある。この動きは全面に先駆けたものであり、利用希望者

が後を絶たない。フロイデン八千代の利用者は神戸、明石、

加古川等の阪神間在住で60歳前後の人が多い。利用者は、

コープこうべや新開等でフロイデン八千代を知り応募して

くる。市民農国利用者は「友の会Jに入会した上で利用す
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る。また、地元住民とイベント等を通じ交流を深めており、

これが定住持のトラブル緩和となっている。施設管理は地

元住民(管理組合)に委託されており、利用者が来掴でき

ない際の作業代行も行っている。

なお、 l自八千代町では、空き家や空き工場パンクにも取

り組んでいたが、多可町になってからシステム整備が進ん

でいないため、現在 3~4件の登録はあるものの新規登録

はない。

4.1.4.2 京都府舞鶴市

4.1.1.3参照

4.2 集落型

農山村集落もしくは住民が積板的に移住希望者を受け入れ

ているケースで、ここでは愛媛県内子町、松野町、高知県

四万十市(I日西土佐村)と大分県宇佐市(旧安心院町)の

事例を紹介する。

4.2.1 愛媛県内子町・ N氏

N氏は内子町への先駆的移住者で、大阪から自然農法を

手がかりに愛媛県へ移住してきた。 Iターン者に対して

は、自身の経営する農国での研修を通じて同町に移住(就

農)する希望者を支援している。現在までに 3組の夫婦が

石畳地区に就農した。彼らからは増刊現代農業や県のパン

フレット等から情報を得てN氏に連絡があり、役場に斡旋

して居住を具体化したとのことである。

内子町には 8組の Iターン者がおり、 N氏の移住と向時

期に定年帰農者 2~3 人が入ってから、若い移住者も増え

た。内子町の新規就農窓口は、道の駅「内子フレッシュパー

クからり jにあり、空き屋情報も集約されている。

4.2.2 愛媛県松野町目黒集落

松野町目黒集落では、愛媛県事業「愛と心のネットワー

クサロンづくりJ(各町 1地医応募)への応募・採択をきっ

かけに、過疎・高齢化が進む中、公共施設の維持も悶難に

なるとの不安から、①空き家の活用、②間伐の実施、③お

いしい水の活用、④地域通貨の4テーマに則して地域づく

りに取り組んでいる。

空き家は所有者の合意を得た上で、水道整備や清掃を行

い、地域活動への積板的な参加を移住条件に04年に新聞を

通して移住者を募集したところ、 14組の応募があった。現

在、 61歳と62歳の夫婦に月5.000円で空き家を貸している。

その後、 2軒目の空き家への入居者募集を行い、 80歳のU

ターン者が住んでいる O

なお、サロンとは関係ないが、大阪からの移住者が2紐、

4~5年前から居住している。

4.2.3 高知県四万十市(旧西土佐村)薮ヶ市集落

薮ヶ市集落の区長が地域の空き家情報を収集するととも

に移住希望者受け入れの窓口になり、住居や仕事の紹介、

移住者向士や地元住民との仲介役を果たしている。

区長はシイタケ栽培、農業、土木業(冬季)を営んでお

り、このうちシイタケ栽培については鳥取県のシイタケ種

菌企業の登録林家で、そこが経営する学校の実習生を30年

前から受け入れてきた。 7~ 12月にかけて、 7日から 1ヶ

月間、多い時には 1回につき 5人を受け入れている。実習

生の居住地は鹿児島県から岩手県に及ぶ。このような経験

があるため外部の若い人間との付き合いには慣れていると

のことで、現在はIターン者2人を当家の農林業手伝い(シ

イタケのほだ木伐採作業)に雇用している。

集落には、西土佐村が行った「田舎暮らし体験事業Jで

1人が大阪から移住した。それ以外は、被らのネットワー

クを通じて「区長のおんちゃんJのところに来ている。彼

らの動機は、必ずしも四万十川に憧れて、という訳ではな

い。受入Iターン者は7人で、関東、関西や広島から移住

してきた。彼らの特徴としては30歳前後で高学歴者(大卒

以上)が多い点が挙げられるとのことである。

4.2.4 大分県宇佐市(f日安心院町)松本集落

旧安心院町の中央部に位置する松本集落(56世帯・165人)

は、 90年以降UIターン者が居住し始め、現在Iターン者が

9家族32人、 Uターン者が7家族23名おり、 UIターン者が

全人口に占める割合は30%以上に上る。

移住者は伝手や知り合いを通して松本集落に移住してく

るパターンが多いが、不動産業者を通じて移住するケース

も見られる。移住者には、集落内でパン屋や閥芸、染織な

どをして生計を立てている者もいる。また、福井県からの

Iターン者は、大豆生産加工に関連して、豆腐屋への就職

と松本集落への居住を条件に募集した際の採用者である。

こうした背景には、地元住民が集落営農に取り組み、農産

物のアンテナショップを大分市内に開いたり、集落でイベ

ントを開催したりするなど、都市住民との交流を積極的に

展開してきた経緯がある。

2000年に旧安心院町の転作助成と中山間地域直接支払制

度を利用し営農組合を設立し、集落営農を始めた。作付作

物は大豆で、豆腐生産業者と大立の全量契約を締結し整備

田の約80%で集団転作に取り組んでいる。原料加工販売方

法は、大豆加工施設を集落内に作っている他、大分市内に

ある集落のアンテナショップ「立の力屋」を持っている。

このアンテナショップでは集落内で収穫された農産物や加

工品(納豆、商藷、惣菜、パンなど5つの加工所で製造)

も販売している。アンテナショップは、農産物の販売先で

ある他、生産者の収入確保(小遣い程度の場合もある)、

生きがいでもあり、顧客との交流や生産者向士の交流、情

報発信など多くの効果をあげている。

この他、「ホタルの里の音楽会」や「森守クラブJIレン
ゲ祭り」等の交流イベントや、大分県の百貨商が実施する

顧客対象の農業体験ツアーを受け入れ、地元農家の指導で

米や大豆、納豆作りを行う等、都市住民との交流にも積極

的である。

このような住民主体の活発な地域活動が可能になった要

因には、集落組織のメンバー構成が深く関係している。松

本集落の「村事」には40~ 50歳代前半の比較的若い世代(3

~4 人)が役員に入っており、集落行事の表舞台に若者が

登場する。世代交代が早い一方、遊び、心を持った高齢者が

多く、地元の若者やUIターン者の企画を「面白い」と評

価する傾向にある O また、集落の役員の中には女性も含ま

れており、 05年には 7人の役員に初めて女性役員 1人をお



き、翌年からは2人が役員を務めている。このようなしき

たりの変革を受け入れる柔軟性が住民にあることも、松本

集落の特徴と言える。松本集落では、住民自らが地域での

生活を楽しむ雰囲気が移住者を惹きつけ、様々な企画に積

様的に取り組んだり、新たな集落の方向性を求め続ける住

民の柔軟性が、移住者定住につながっていると考えられる。

なお、松本集落は04年度農林水産祭の最優秀賞である天皇

杯(まちづくり部門)を受賞している。

4.3 NPO法人塑

田舎暮らしゃ新規就農のコーデイネートを事業化する

NPO法人の設立が各地で、見られ、各法人とも地域のネッ

トワークを生かして情報収集に努めつつ農山村体験ツアー

を積極的に展開している O

4.3.1 NPO法人大分YUKI生活応援団(大分県)

3.2.3参照

4.3.2 NPO法人ゆいまーるプラス(島根県)

ゆいまーるフ?ラスは、島根県江津市(旧桜江町)を拠点

に、 05年に設立されたNPO法人である o I定住人口と交流

人口の増加」を活動理念に、田舎暮らし体験ツアーや農業・

地域文化体験等のツアー、定住相談を展開している。田舎

らし体験ツアーは、 6年前から取り組みを開始し、現在

まで、に10人以上の定住に結び、ついた。空き家パンクにも取

り組んでおり、ストックは約100軒ある。ただし、所有者

が県外在住で探し出すことが囲難な場合や、老朽化の進行、

情報提供や契約形態の構築等に課題はある。

定住者は20歳代から50歳代と多様で、関東や関西閣から

の移住が多い。彼らはふるさと島根定住財団からの情報(イ

ンタ…ネット、ダイレクトメール)を得て来る。交流者は

広島県在住者が多い。

また、コミュニティビジネスも開始し特産品の開発・販

を行うなど、様々な事業を通して地域資源を積極的に活

問している。

4.3.3 NPO法人いちじま丹波太郎(兵庫県)

いちじま丹波太郎は、有機農産物の産販や就農研修に取

り組むNPO法人で、ある。市島町は有機農業の先駆的自治

体であり、その歴史は75年にまでさかのぼる O 当時、全国

愛農会会長だった問町出身の近藤正氏が、兵庫県有機農業

期究会にて消費者団体から要望を受けたことを機に有志専

索農家34人が集まり、市島町有機農業研究会が発足した0

80年代中頃から、全罰的な有機農業への関心の高まりとと

もに、市島町有機農業研究会以外にも有機農業に関わる団

体が設立され、 00年には11団体が参加して市島町有機農業

推進協議会が設立されている O その翌年にいちじま丹波太

郎が発足(発足時8人)したため、協議会は解散し、その

役割がれミちじま丹波太郎jに引き継がれている。

いちじま丹波太郎の事務所は、!日市島町の「まちづくり

会館」の2階にあり、有機農業研修や移住当初の新規就農

者等、町内滞在者への簡易宿泊所も併設されている(1泊

3，000円、長期滞在の場合は 1ヶ月25，000円)0 1階の野野

菜産売所で、は約90人の会員が農産物や加工品の出荷・販売
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を行い、近くには米粉を使用したパンと麺類を販売する庖

舗もある。

4.3.4 NPO法人地球デザインスクール(京都府)

京都府宮津市の廃校を拠点とし、自然共生型の地球の未

来やライフスタイルの実践的模索を理念に、農山村体験や

公園整備を切り口に農山村不動産の活用や都市住民との交

流に取り組んで、いる。集落全体との連携はなく、各住民と

それぞれの関係を深めながら活動を展開している。移住支

援については、 NPO会員が個人的に知り合いをあたって

空き家の確保をしており、現在3軒のストックをもっ。今

後はビジョンの明確化や関係者の拡充を進めながら、移住

システムの構築に取り組んで、いく予定とのことである。

4.3.5 NPO法人里山ねっと・あやべ(京都府)

森林ボランテイアや農業体験などのプログラムの企画運

営を通じて都市住民と地元住民との連携を図っている。イ

ンターネット上では空き家情報なども発信しており、 UI

ターン者へのアンケート調査で、は毘山ねっと・あやべを通

じて綾部市へ居住した都市住民も見られた。 3.2.4もあわせ

て参照されたい。

4.3.6 バーチャル本川村(高知県)

高知県の出版会社の代表者が運営しているネット上の

「仮想コミュニティ」である。アクセス者はバーチャル本

川村の村民として会員登録ができるようになっており、約

1，000人の会員がいる。また、実際に!日本川村(現いの町)

に空き家を借りて農作業や地元住民との交流の拠点にしな

がら活動しており、地域の祭りや台風被害の片付けなど積

極的な交流を会員とともに進めている。

4.4 民間型

民間型の仲介組織としては、不動産業者が営利活動とし

て空き家の仲介を行うケースで、「ふるさと情報館jが該

当する。

4.4.1 ふるさと情報館(東京都)

ふるさと情報館は、不動産仲介業務の糊ラーパンと出版・

企画・コンサルタント業務の鮒ふるさとネットの2法人か

ら成り、会員に対して情報誌の発行や物件案内、田舎暮ら

し体験館の運営など農山村移住に関する様々な情報提供と

仲介を行っている。

代表のS氏は、農山村および移住関係の情報に詳しく農

山村物件の売買には独自の方法を用いている。また農山村

住宅物件の紹介にあたっては、ふるさと会員を募集し会員

に対して物件情報を紹介するとの方法をとっており、会

員に対してふるさと暮らしのアンケート調査も実施してい

る。

主な取り扱い物件は、長野や栃木など東京から 2~3 時

間で通える地域のものが多い。不動産所有者は、地元の不

動産業者に売却・貸与を依頼すると地元住民に「あの家は、

家屋を手放すらしい」と情報がすばやく広まってしまう

ことから、あえて都会の不動産業者に仲介を依頼するよう

で、こうした状況をふまえふるさと情報館では現地見学の
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際には必ず社員が同行して所有者や地域住民へのフォロー

を行っているとのことである。また提携している農山村不

動産業者と共同で、都市住民に農山村体験イベントを実施

したり、八ヶ岳にモデルハウスを建設して田舎暮らし希望

者に滞在体験をさせるなど、不動産仲介以外の面からも田

舎暮らしをサポートしている。

4.5 仲介紐織の現状と問題点

4.1から4.4までの事例を一般化して図示したものが、国

3である。都市住民と農山村住民の仲介者として、行政や

NPO法人等公的機能を持つ組織、不動産会社等の民間企

業、及び集落(農山村住民と先行移住者を含む)の 4者を

想定できる。

公的機関やNPO法人は、様々な事業を通じて農山村の

自治組織を支援しながら、一方で、地域情報を収集している。

公的な仲介組織と農山村住民の関係が強い場合(顔見知り

がいる等)は、住民が仲介組織に直接情報提供するケース

もある。こうして収集された情報は、イベントやホームペー

ジ、雑誌等を通じて都市住民に提供される。

民間会社は、主に空き家や売地が取引対象となる。それ

らの所有者に売貸意向がある場合、企業が仲介し都市住民

に'情報と土地建物を斡旋・販売する。

先行移住者が仲介者足りえるためには、本人が集落活動

等を通じて農山村住民と良好な関係を構築している事と本

人の性格が重要な要素となる。都市住民が何らかの形(多

くは雑誌やHP)で先行移住者を知ってアプローチしてき

た場合、彼らは集落自治組織にそれを諮り、受け入れの判

断を仰ぐのが一般的である。話が進展する場合には、家や

農地等の情報提供を自治組織等から受けながらそれを都市

住民に提供し、双方を引き合わせている。

集落そのものが直接、仲介組織の役割を担うのは、住民

が参加する集落活動(あるいは集落が認めた活動)がそう

した機能を果たす場合であり、実際には個人的な活動から

集団的・組織的な活動まで幅広く存在している。先述の先

行移住者の活動も、この視点からすれば集落に認められた

個人的な活動に含めることもできる。空き屋や土地情報と

しては確実で、逆に移住希望者に関する情報も比較的正確

に把握することができる。ただ、こうした活動はボランテイ

図3 現在の仲介組織

アで行われるのが一般的で、偶人的な負担に依存せざるを

えない。また、初期的な選択において個人的な判断が優先

され、公平性に欠ける場合も生じる。

次に都市住民に対する窓口機能の点から考察してみる。

公的機関である行政は、都市住民からの移住に関する問い

合わせ窓口として認知されやすく、実際に機能もしている

が、直接に不動産を斡旋することができず、住民からの距

離感もある。これに対して、公的性格の強い第三セクター

やNPO法人は、目的が明確で、営業活動も可能である。

ただ、これらの組織に寵接アクセスすることは難しく、他

の組織からのリンクが重要になる O

農山村不動産情報を持っている住民組織は表立つた窓口

がないため、偶然性に依存せざるをえないケースが多く、

都市住民からは分かりにくい。アクセスの改善がなにより

も必要で、ある。

都市部の不動産会社は、都市住民からも比較的問い合わ

せ易く、全国の物件を豊富に取り扱っている。しかし、入

居後の移住者と地元住民の関係調整などのアフターケアを

十分には取りにくい。

このように、仲介組織の活動はまだ不十分であり、それ

ぞれに課題を抱えている。その最大の要因として、仲介組

織聞の連携不足を指摘しておきたい。

4.6 新たな仲介組織像

現在、都市住民をより円滑に農山村につなぎ、移住や就

農林を推進するため、組織形態や活動内容などをめぐって

様々な模索が全国で展開されている。しかし、その中で最

大の問題は、情報が偏在し、うまく流通していないことで

ある。

そこで、この問題を解決するために、旧来の仲介組織

をつなぐ新たな組織を加えて表現し直したものが留4であ

る。新たな組織は、図中央のNPO・民閉会社である。こ

の組織の機能は、仲介組織聞の情報の共有化、都市住民お

よび、農山村住民への清報提供と収集、そして集落自治組織

と連携した都市一農山村交流の企画運営の3点である。 3

機能を通じて期待するのは、農山村の現状を把握しながら

都市住畏の要望を状況に応じて各仲介組織に振り分ける役

割である O

新しい組織をNPO法人または民開会社とする理由は、

各関係機関とより密接な関係を構築するためである。現

在、仲介組織の多数を占める公的機関は、公平性が求めら

れる組織である故に地域や住民に深く入り込めない場合が

多い。また、法的規制(宅地建物取引業法等)により、農

山村住民と都市住民との仲介が紹介に留まり、改築や契約

等は当事者間の協議に任せざるをえず、公的機関では移住

者の定着へ向けた具体的な話をまとめられない。 NPO法

人に関しては、 NPO法人ふるさと回帰支援センターが全

国を対象に移住情報の発信や取りまとめを行っているもの

の、多くのNPO団体はそれぞれの地域での情報収集や事

業展開が中心で、他の組織・地域との広域的な連携はこれ

からの課題であることが、事例調査から明らかになった。

これらの現状から新たな仲介組織を検討すると、①関係

者から信頼を獲得できる、@確実に売貸可能な不動産情報

をストックできる、②不動産の斡旋を具体的に進められ
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る、の実行能力が求められる。そのためには、法的な審査

や財務情報公開等を通して社会的信頼を獲得することがで

き、かっ「商品」としての情報提供や仲介活動が可能であ

る民間会社やNPO法人が最も適していると考えられる。

5 まとめ

都市住民をターゲツトにした就農・移住支援は今後、ま

すます増加すると考えられる。様々な組織や団体が、それ

ぞれの地域の特色を生かした支援策を打ち出してくるだろ

う。また、近年は自治体やNPO法人だけでなく、旅行会

社が団塊世代を対象に田舎暮らし体験ツアーを開催するな

ど、新たな参入も見られる。

政府も、農地取得の下限面積緩和や企業の農業参入など

規制緩和を進めており、都市住民が農山村に移住する際の

ハードルも低くなる可能性がある。一方で、、このような動

きは、過疎化や農林業の担い手不足に悩む農山村にとって

は人口確保の最後のチャンスでもある。

情報提供者や支援策の増加は、都市住民にとっては選択

肢の増加となる。とくに都市部では、インターネット環境

の整備により今や外出先でも簡単に情報検索が可能で、あ

る。しかし提供される'措報が多いほど、自分が本当に望む

情報を確実にかつ短時間に得ることは困難さを増す。現在、

農林業就業や農山村移住、都市一農山村交流に関する情報

を提供するポータ lレサイトが多く運営されているが、イン

ターネット上では圧倒的な情報量が日々提供されており、

検索段階で他の情報に埋もれてしまう場合も多い。

そのような状況下で確実に都市住民へ情報を提供するに

は、対象者と彼らが利用している媒体の把握が必要である O

今回の調査では、電子媒体と紙媒体の利用者に年齢差が見

られた。今後、農林業就業や移住対策を打ち出す際、団塊

世代と30~ 40歳代の世代では情報提供媒体の使い分けが

必要で、あろう。

移住者へのアンケート調査からは、それぞれの地域で特

触が見られた。大別すると、①移住者の罵性(団塊世代・

30 ~40歳代)②就業先の違い(第一次産業か第三次産業か)

になる。そして地域差が生じている理由は、地域の気候風

土や産業に起因するものと、行政あるいは仲介組織が打ち
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出している政策に起因するものの 2つに大別できる。

大分県は団塊世代をターゲットにした施策を打ち出し、

それに移住希望者が応えている。島根県は、農林業や地場

産業への就業者確保を日的に、産業体験の支援を行ってお

り、その結果、移住者の多くが第一次産業や伝統工業へ就

業している O これらのケースは政策とターゲットが合致し

たケースだろう。その一方では、予想外のケースとして団

塊世代が多く移住した例なども見られる。

今後、農山村移住や農林業就業を促す施策を進めていく

には、ターゲットとそれに対応した支援策の設定、および

スムースな移住システムの確立が不可欠である。愛知県豊

田市では団塊世代に的を絞り就農支援を進めているが、農

協と連携することで、農地の斡旋などこれまで行政が扱い

にくかった事業に対応している。長崎県では、移住希望者

が自治体や関係組織問をたらいまわしにされ住居が探しに

くい問題点に着目し、空き家の情報提供窓口を一本化した。

これらの政策は、現時点での問題にすばやく対応した例と

いえる。ターゲットおよびアプローチの明確化が、農山村

に人を呼び込む上での課題である。
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注及び参考文献

1)藤井は財団法人住宅総合研究財団の2005年度助成研究

「農山村遊休不動産市場の構築」において、就農フェ

アでのアンケート調査を2005年6月・東京と 9月・大

阪で、就林フェアでのアンケート調査は2005年7月・

神奈川県小田原市、 11月・秩父市および2006年3月・

広島市で実施している。また、岡田は修士論文「都市

一農山村交流における参加者の志向性 ーライフスタ

イルとの連関Jに関わるアンケート調査を2006年に東

京と大阪で開催された就農フェアで各 l回実施してい

る。回答者数は、東京109人、大阪60人の計169人であ
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る。また同様のアンケート調査を全国森林組合連合会

主催の林業見学・交流ツアーで滑っており、回答者数

は筑波25人、山梨38入、佐賀35人の計98人である。

2)藤井は、 2004年11月から2007年2月まで、愛媛大学農

学部流域森林管理研究室のHPから愛媛県農政謀、愛

媛県内 8市町、全国林業改良普及協会、農文協(現代

農業別冊)の各HPにリンクをはり、研究室のHP来訪

者にアンケート調査を依頼した。アンケート問答者数

は82人、うち有効回答数は61であった。彼らのうち、

移住希望者40人(ただし移住時期不明の 3人を除い

た人数)の移住予定時期は5年以内が52.5%、10年以

内22.5%、10年後以降25%であり、やはり 5年以内の

移住希望者が半数を超えている。具体的な市町村や就

農林に関する雑誌のHPにまで来訪する移住希望者は、

やはり移住等の準備段階にあると理解される。

3) これらの値は、就農フェアと就林フェアへの参加者の

平均である。就農フェア参加者に限ると、インター

ネット45.9%、雑誌21.8%であり、雑誌の比率が高まる。

就農関係の雑誌が多いことと関連した結果になってい

るO

4) NPO法人100万人のふるさと回婦・循環運動推進セン

タ-r都市生活者に対するふるさと回帰・循環運動に

関するアンケート」結果による。

5) ここでいう地域'情報紙とは、愛媛で言えば fタウン情

報まつやまJr愛媛こまちJ等が該当する。

6)ただし、この調査は連合(のうち東京、神奈川、千葉、

愛知、大販、兵庫)の組合員と「大地を守る会J(の

うち東京事務所に集まる会員)だけを対象にしており、

偏ったデータである可能性が高い。しかし、農林業就

業を第一義的な目的にしない「田舎暮らしj希望者を

含む大都市圏在住の移住希望者を推計するための基礎

となる調査結果は、現在のところ他にない。

7)藤井が行った就農林フェア参加者及びインターネット

調査において、 5年以内に移住・就農林予定と田答し

た者が想定している移住時の家族構成から計算する

と、 2.1人/世帯となる。

8) この数値を、情報媒体の利用状況から推定した3，000

万人と比較すれば、年開0.17%が実際に農山村居住を

果たしている計算である。

9) r満足」と答えた者に焦点を当てて分析したところ、

移住時の動機のうち「自然を気に入ったからjとの回

答者が45%を占めている。また、移住後の職業別に見

ると、自然環境に満足している60名のうちの半数にあ

たる30名が農林漁業に従事しており、自然環境の満足

度の高さは、就業環境と居住環境の双方を含んでいる

と考えられる。

10)帰郷を目的にする者、つまりUターン者も少なからず

見られる。表13参照。
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