
  
  農村地域への定住に係る移住者の意向と受入側の意識に関

する研究

  誌名 農林業問題研究
ISSN 03888525
著者名 小森,聡
発行元 富民協会
巻/号 44巻1号
掲載ページ p. 146-149
発行年月 2008年6月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



[146J 決林業問題研究(第 170号・ 2008年6月)

農村地域への定住に係る移住者の意向と受入様Ijの意識に関する研究

一京都府の中山間地域を事例として(続報)一

小森 聡(京都府農業総合研究所，現京都府農林水産部研究普及ブランド課)

1.はじめに

近年，良村地域活性化の一手段として農村地域へ

の移住を促進する取組が若手地で行われている. ILJ 

本は， r約 690万人の『団塊の世代三が大認定

年WJを迎える u2007年問題』が烈j近に迫ってきた

高齢化・過羽化に悩む多くの自治体は，競争社会で

鍛えあげられた知識，技術，人脈を持つサラワーマ

ンを呼び込んで地域再生につなげる絶好のチャンス

とばかり，いっせいに『ふるさと回帰』を促す秘策

を絞っている. しかし IH舎暮らしの現実はそれほ

ど11"くはない.移住する都市住民も受け入れる地元

住民・自治体も， I~I 先のブームに感わされることな

く， :fm想と現実のギャップをよく認識することが先

がとになるJと指摘している.

また，前線では，新規定住者を希望する農

村の立地条件等が，移住を希望する都市住民の要望

条件と合致しないことを良村地域への定住が進まな

い要因のーっとして取り上け二て検討した.ただし，

riiT報では移住者側の志向を直接線認できなかったこ

とから，志向という形ではなく，すでに農村昔話に移

住しているという移住突態のデータに段き換えて検

討することとした.その結果，実際に移住者のあっ

た集落の立地条件と，移住者を積極的に受け入れた

い集務の立地条件については，社会的条件ではほぼ

|可後の傾向を示していたものの， 自然的条件やj也.I1!!

的条件では異なる傾向がみられた 自然的条件及び

地理的条件では，移住者のあった袋務において，比

較的仁I'lilfな地域に移住者が多い傾向がみられたが，

受け入れたい集落は，林野率の低いところや DID

1'111玄関I村からの時間距離の近いところ，また悶の傾

斜度が急傾斜地や DID市区町村からの時期距離が

速いところでの割合が高い傾向にあった.このこと

から両者のミスマッチの解消に向けて，移住施策推

進上， どのように対応していくかが諜題の一つであ

ると整盟した.

一般的に，移住施策を推進する上で，就業と住宅

(146) 

問題が取りざたされることが多いlIIJ述の報告など

から，受入官jijが期待しているほど，移住者側がその

役割を果たせていないのではないか.また，移住施

策を推進していく上で，受入側と移住者側，双方が

求める支援にはミスマッチがあるのではないか， と

いった点に着自したが，同一地域内を対象に移住者

の;志向と受入側の意識について比較検討等行った研

究はあまり見られない.そこで，本研究では，京都

府の中LLJ問地域を事例に，農村地域への定住に係る

移住者の意向と受入側の意識について考A祭し，移住

抗進策を再考したい.

具体的には，京都府内農村への移住者川こ対し，

農村集務への移住の現状及び移住に!怒しての意識等

について，アンケート調斎を実施(実泌時期王r-IJlG

18 ief三8月 配布数 181主主 i立!収数 118票日i収率

65.2%，配布は農業改良普及センタ一等から手渡し

もしくは郵送し，返信用封筒を悶封して当所への郵

送により i没収した)しその結果を分析するととも

に，前報の京都府内の中山|現地域の集落区長を対象

に実施したアンケート調査(実施1I寺照 不成 17iel三8

月配布数 1，093票回収数 738禁問収率 67.5%，

郵送法 2)による)結果と照らし合わせて検討した.

2. 京都府内農村への移住者に対するアンケート韻

査結果

(1)回答者の属'I~主

移住者に対する調査結果は単純集計に加え，回答

者の属性別(年代，居住地域，職業，収入)特徴に

ついても，併せて検討した.年代については 30代

以下 (25.4%)， 40代 (25.4%)， 50代 (20.3%)， 

60代以上 (27.1%) という分布であった.居住地域

については京都府を北から椴に池域別に，丹後

(22.9%)，中丹(16.9%)，宿丹 (24.6%)，LLJ城 (31.4%)

という状況であった.職業については農林水産会業

(34.7%)，無職 (20.3%)，自営業(l6.l%)，給与

所得者 06.1%)で，収入については f農業以外の
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収入のみ (29.7%)j， 1農業収入のみ (24.6%)j， 1年

金のみ(15.3%)j， r農業+農業以外の収入(11.0%)j 

という状況であった. 自営業者については，そば屋

経営，民宿経営，潟芸家など，地域資源を活用した

業種がみられた.

(2)移住理由と移住地域選定理由

農村への移住理由としては， 1自然の豊かな所で

健康的な暮らしがしたかった (29.7%)jが最も多く，

次いで「農業に関わりたかった (22.0%)J， 1子供

を環境の良いところで育てたかった(10.2%)jで

あった(図1)ー「自然の豊かな所で、健IlJt的な暮らし

がしたかったjを理由として回答した人の属性によ

る特徴をみると，年金のみの生活者で 50.0%，自営

42.1%と，it体平均の 29.7%を大きく上回っ

ており，このような属性で， より自然、の豊かさが重

視されていることが|見らかになった.但し，自然の

誌かさについて，その具体的なイメージを陪J¥'、てい

ないが，調査地の状況から原生林など全く人の手の

入っていない状況ではなく，人が居住可能な良山村

をイメージしているのではないかと考えられる.ま

た，移住地j銭安選定した理由(複数問答)としては，

円ヨ然、が豊かだった (50.0%) が設も多く，以下山11

り合いがいた (25.4%)J，11住宅が確保しやすかっ

た (22.9%)J， rある程度市街地にも近くて使和が

良かった (22.0%)J， r以前に訪れて気に入った

08.6%) jのJI原であり， ここでも自然の豊かさが重

視されていた(隣 2). しかし「ある程度市街地に

も近くて便利が良かった」というように，農村であっ

ても市街地に近くて便利なところを求める意向が

一部でみられ，属性による特徴をみると， 50代で

0陥 10% 20詰 3mも

自然襲かな院で侵康的な暮らしがしたかった

盈謹に関わりたかった

子践をE章左翼の良いところで宵てたかった

ゆったりのんびり暮らしたかった

定年盤、欝ニの人生を露骨で遺ごしたかった

認会での生活が織だった

仕事や塁審唱で人摺廃罷iこ行者路まりを感じた

その偽

国 1. 農村への移住寝泊
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oも 10% 20% 30% 40% 50% 

昌幸告が豊かだった

知り合いがいた(額践、知人など)

住宅が礎罷しやすかった

晶る翠摩市街地にも近〈て健輯が良かった

以害者に訪れて箆に入った

社宅事のしやすい最件があった

器りられる盤培があった

気緩や麗土が良かった

色んでいる人遂の人絡が良かった

章主盛格際などで紹介された

移世にあたって由支援メ二ューが豊富だった

教宵潔壌が良かった

移性!こ践する抱綴窓口がしっかりしていた

E霊援‘掻誼蕗綾が怒っていた

Jl!懇府内町農村ならどこでも良かった

その飽

陸 2. 移住地域の選定理由(複数@]答)

41.7%，年金のみの生活者で38.9%と，年設の屑で

全体平均の 22.2%を大きく上関る傾向がみられた.

また， r仕事のしやすい条件があった(l6.1%)Jは

6悉白であったが医療，福祉施設が整っていた

(2.5%) jは 14番目と， :f:也i或選定にあたって，あま

り重姿視されていなかった.

(3)集落活動及び農への関わり

集落の活動(複数百i答)については，r自治会(84.7%)J

への参加率が最も高く，以下「祭り (65.3%)j，1冠婚

葬祭 (64.4%)Jの順であったが，道水路害事管理活動

(52.5%) J， 1生活関連絡設の維持管浬活動 (49.2%)J 

についても，半数程度の参加状況であった.興味深

いのは，自営業者の参加率が平均を大きく上回って

いたことである. 1 I~I 治会 (94.7%)j ， 1冠婚葬祭

(89.5%)j，道水路等管理活動 (63.2%)J，生活関

連施設の維持管理活動 (68.4%)J， r.El~山等管理活

動 (47.4%):玉JZ均 32.2%J と，やはり自営業という

ことで，地域への筏着f交の高さがうかがえる.

良への関わりについては，家庭菜闘も含め 81.4%

の人が何らか関わっており，移住当初と比較して良

への関わりの増えている人が 50.0%であった 移住

理由が前述の「農業に関わりたかったJと回答した

人 (22.0%)以外に，多くの人が農業に関わってい
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る実態が明らかとなった.

(4)各議情報の入手方法

移住に向けての情報の入手方法(複数回答)は，1自

分であちこち動き凹って (50.0%)Jが最も多く，

以下「親戚，友人 (25.4%)J， r本，雑誌(16.1%)j，

「市町村役場で(15.3%)jの順であり，受入側から

の情報発信がし、かに不足しているかが浮き彫りと

なった.住居確保にあたっても， r知人などからの

紹介 (24.6%)j及び「不動産業者 (22.0%)jの活

用が多く， r市町村等公的機関(17.8%)Jなど，受

入側が十分に移住者側の要望に対して情報発信でき

ていない状況が切らかになった.地域別では， 111城

地域において「不動産 カ:40.5%と平均の

22.0%を大きく上回っており，中丹地域では Irj'illlJ

村等公約機関」が 40.0%と平均の 17.8%を大きく上

回り，それぞれ市町村段階での取組の差異など，地

域性がみられた.

(5)重要情報及びあれば良かった支援

移住の際に重要だった情報(複数回答 :3つまで)

としては， r住宅情報 (41.5%)J，生活関連情報

(28.8%)J，農地に関する情報 (25.4%)jが多く，

あれば良かった支援(複数回答:3つまで)としては，

「地域の習慣に関する情報 (27.1%) j， r地域の溌↑frl:

等に関するアドバイザー (26.3%)J， r全体的な相

談窓口 (25.4%)Jが多かった(図 3). この結果から，

重要だった情報とあれば良かった支援は，奥なるこ

とが明らかとなった.移住の轄に重要だった情報と

して f生活関連情報j と回答した人の}高性による特

徴をみると，無職で 50.0%，60代以上で 46.9%と，

全体平均の 28.8%を大きくよ揺っていた.あれば良

かった支援として「全体的な相談窓口Jと回答した

人の属性による特徴をみると， 自営業者及び給与所

得者で 42.l%， 60代以上で 34.4%と，全体平均の

25.4%を大きく上密っていた.

住宅僚翠

生活関E豊橋毅

農地(書室霊童薬密議()I=隠する摺奪還

均金謹の習E置に隠する務報

屋芸作鞠の童話培方法やE霊康翁由加工・貯蓄芝
方法に隠する翁穀

求人や就勢支援情毅

全体約な抱E実際口

埼擦の習喜重傷害に関するアドバイザー

先翠移住者から母体霊童怒

事務に提言域での生活体騒ができれば

契約等の立金人がいれば

家屋u霊園周縁に関する惰毅

その他

。 10% 20% 30% 40% 50覧

翻3. 移住にあたり重要だった情報とあれば良かっ

た支援

答した集洛の 91.4%が「集務の活性化に結びつく j

をその理由としてあげており， r条件によっては受

入れても良いjと回答した集落の 73.9%が「集落の

伝統を守札行事に参加してもらえる人なら歓迎す

るJとしている. このように多くの集落区長が，移

住者を集落の活性化に結びつくということで前向き

に評価している状況にある.

一方，前述のように移住者は自然豊かな所で暮ら

したいという思いを持っている人が多く， 自治会へ

の参加系も高い また，農業への関わりも半数で移

住後増加している状況にあった.

3. 移住者の意向と受入側の意識 以上のことから，移住者側が自治会に参加するな

(1)意識蔚 ど地域への関わりを持てば，地域の活性化にもつな

受入側の意識については，部報で京都府内の中山 がり，受入側の;志向にも一致しているといえる.つ

問地域の集落区長を対象に実施したアンケート調査 まり，移住者俣ijと受入側双方が関わりを持てば，そ

結果という形で，その詳細について明らかにした. の意向は一致するといえる.

移住者があった集落の 45.2%が「新しい人がきて集 (2)地域選定面

落に活気が出てきた」と回答し，また，今後の移住 移住者へのアンケート調査結果から，移住者は農

者の受入意向として r積極的に受入れたいJと田 村であっても市街地に近くて便利なところを求める

(148) 
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志向が一部でみられた これに対して，官官報のアン

ケート調査結果から，受入側はflJ俗池から遠い集落

の方が切実に移住者を求めるなど，移住者側との|尚

で，一部その意向にミスマッチもみられた. しかし

移住者の地域選定の大きな理由は「自然が農かだっ

た (50.0%)jであり，これ以外にも， r住宅が確保

しやすかった (22.9%)j，r以前に訪れて気に入っ

た 08.6%) といった項目の割合も高かったこと

から，恕き家の供給を促進するシステムづくりなど，

受入侭!の取組によって， ミスマッチ分をカバーする

ことが可能と考えられる.

(3)情報・支援箇

ritr報のアンケート調査結果において，受入倶IJは「移

住者と集落を取り持つアド、パイザーの設置 (30.l%)j， 

き家などの住宅情報パンク (29.3%)j， r空き家

の修理への補助 (27.0%)jに対する要望が強かった

一方，移住者倶ijは移住に際して f住宅街報 (41.5%)j， 

「生活関連情報 (28.8%)j，地情報 (25.4%)jを

重視し「地域の習慣にi却する情報 (27.l%)J，地

域の潟tl'tに関するアドバイザー (26.3%)j， r全体

的な相談窓口 (25.4%)j を求めていたことが明ら

かになった.双方が求める支援として，住宅関連及

び，受入側と移住者側を取り持つアドバイザーが共

通しており，移住施策を推進していく上で，必要不

可欠な支援であることを表している.また，移住者

側では， これらに加えて生活関連恰ー報や，全体的な

相談窓口を重要視している状況にあり，これらにつ

いても，重要な支援であることを認識しておく必要

がある.

4. おわりに

今回，京都府の良け|村に移住された)]へのプン

ケート調査結果から，移住者の意向や行動をいくつ

か拾い出すことができた.

第一に， I当然;の豊かさを重視している人が多い

こと.

第二に，自営業者を中心に集落活動への参加率が

iF5いこと.
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第三に，何らかの形で、農に関わっている人が多く，

移住i直後よりも関わり度合いの増えている人が多い

こと.

このような意向や行動は，本研究の問題怠識にも

つながる.受入1mJが期待しているほど，移住者側が

その役割を果たせていないのではないか， という問

題窓識に対し，移住者が自治会に参加するなど地域

への関わりを持てば，受入が地域の活性化に結びつ

くと考える受入側の意向にも一致することが明らか

になった.つまり，双方が積;極的に関わりを持って

ゆくことが非常に重要であると考える

もう一つの問題意識である移住施策を推進してい

くとで，受入側と移住者側，双方が求める支援には

ミスマッチがあるのではないか，ということに対し

ては，双方で， r住宅確保対策ム「両者を取り持つ

アドバイザーの設霞Jが共通しており，その重要度

さを再認識することとなった.一方，移住者側

では，それらに加えて生活関連情報，全体的な相談

窓口を重姿祝しており，受入側における積極的な情

報発信及び、情報提供の仕総みを構築する必要性が浮

き彫りになった.

これらを踏まえ，移住施策のさらなる推進が求め

られる.

注1)都市的地域からの移住者でUターンや婚姻による

ものを除き，1廷との関わりのない方や，1長村部の

新興住宅の方を含む

2) 京都府の出先機関もしくは市IHJ村から郵送し，返

信用封筒を同銀して閉i民
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