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要約 

現在、日本の田舎では人口減少が深刻であり、地方存続のためには移住促進によって人材を確保す

る必要がある。岩手県住田町では町営住宅の少なさや空き家の活用を有効に行えていないことが移

住促進の妨げになっている。本稿では人口増加に成功した島根県海士町の例を元に地方移住を促進

するための住環境整備のあり方について考察し、岩手県住田町に適した住環境整備を提案する。 

Abstract 

Population decline has become a serious problem in Japan, particularly in rural areas and securing human 

resources is necessary to address this growing problem. In Sumita, Iwate Prefecture, the lack of municipal 

housing and ineffective use of vacant houses hinder migration. In this paper, an improved living environment 

that promotes migration to rural areas was considered on the basis of the successful example of Ama, Shimane 

Prefecture. Furthermore, this paper suggests solutions for Sumita derived from this case study. 

 

 

1. はじめに 

本稿では、地方存続の対策としての移住・定住促進、特にそのための住環境整備のあり方につい

て、岩手県住田町を対象に検討する。また、住環境整備を通じて人口増加に成功した島根県海士町

を例として、地方移住を促進するための住環境整備のあり方を考察するとともに、岩手県住田町を

対象に、住田町に適した住環境整備を提案する。 
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 現代社会では少子高齢化が深刻化していることは明白であり、少子高齢化に伴い、地域の過疎化

も急速に進んでいる。住民が少ない上に高齢化が進む地方で既存の地域住民たちに対する少子化対

策のみでは、効果的な人口増加には繋がりにくいため移住促進の必要性は明らかである。移住を促

進する上で重要なのが、移住希望の動向である。認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センターへの移

住相談をみると、図１の通り、2008 年時点では相談者の過半数以上が 50 歳代以上であったが 2013

年以降は 40 歳代未満が 50%を超えており、40 歳代未満の若者の移住への関心が高まっていること

がうかがえる（認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センター、2017）。このように、現在、若者の地方

移住希望者は増加している。こうした社会的な変化に対応した策が行政、民間ともに求められてい

るが、その対策のひとつとして、住環境の整備をあげることができる。その理由は、総務省による

と、人口増加した過疎市町村における人口増加要因で一番多かったのは「宅地分譲・公営住宅建設

等の住宅整備」となっているからである（表１）(総務省、2001)。総務省の示した過疎対策に関す

るデータでは、アンケート調査に回答した団体の 70%が、宅地分譲、公営住宅建設等の住宅整備を

人口増加要因としてあげており、人口増加には住宅整備が必要不可欠であることが示唆されてい

る。 
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図１：ふるさと回帰支援センターの利用者数 

出典：認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センター『2017 移住希望者の動向プレスリリース』 

 <http://www.furusatokaiki.net/wp/wpcontent/uploads/2018/02/db6c900774985e6ae7e38177bfc27ccf.pdf.> 

（2019 年 12 月 4 日閲覧） 

 

表１：人口が増加した過疎市町村における人口増加要因 

 

出典：総務省「過疎地域の現状、これまでの過疎対策、過疎地域の課題等について」 

  ＜http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/cgyousei/2001/kaso/pdf/kasokon19_ 

   03_s5.pdf＞（2019 年 12 月 4 日閲覧） 
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 以下では、まず本稿が対象とする岩手県住田町における地方移住の現状と課題を整理する。 

 岩手県住田町は岩手県の東南部に位置する町であり、四方を山に囲まれた山間地域である。住田

町人口ビジョンによると、住田町の人口は 1955 年の 13,121 人をピークに減少を続け、2010 年には

半分以下の 6,190 人となった（表２）（住田町、2018）。住田町も全国各地と同様に深刻な人口減少

問題に直面していることが分かる。次に、住田町の産業別人口について整理する。総務省統計局の

データによると、平成 17 年の第一次産業就業者数は全国平均で 5.1%（総務省統計局、2005）であ

ったのに対し、住田町における平成 17 年の第一次産業従事者数の人口割合は約 25.0%となっている

（図２)（住田町、2018）。住田町の産業別人口を見てみると、第一次産業の就業者数自体は減少し

ているものの、第一次産業就業者数の割合は全国的にみて高いと言える。これは当町が林業に力を

入れているからだと考える。 

一方で、住田町人口ビジョンによると住田町の年齢別社会増減においては進学・就職や転職転勤

といった人生の節目の転出が目立つ。図３からわかる通り、転入者の多くは、20 代後半〜30 代と

40 代後半〜60 代となっている（住田町、2018）。20 代後半から 30 代前半にかけて大きな山がある

ことから、若者の住田町への移住が進んでいる、若者の地方移住への関心が高まっているとも言え

る。関心を抱いた若者たちに確実に移住・定住してもらうために、若者のニーズを理解する必要が

ある。 

2018 年 8 月 4 日に町民に対して行った我々のヒアリング調査1の中で「町内の生活で困っている

 

1岩手県住田町と津田塾大学との「連携協力に関する包括協定」（2018 年 2 月）にもとづき実施し

た住田町でのヒアリング（2018 年８月） 

調査概要：役場の若手職員の方の住田町での暮らしぶりについての調査 

調査対象：住田町役場の若手職員、男女 11 名 
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ことはありますか？」という質問への回答に「町営住宅の空きがなかったためシェアハウスをして

いる。単身で引っ越して来た時にすぐ住める場所を作る必要を感じる。」というものがあった。この

回答から住田町への移住者を増やすためにも住宅に関する環境整備が必要であることを知った。ま

た、岩手県住田町の住民交流拠点施設である「まち家世田米駅」を運営する一般社団法人 SUMICA

が若者によって構成されていることから、若者の移住が社会経済の即戦力となることも確認でき

た。 

若者の地方移住を効果的に推進するためには、移住を望む都市の住民が移住を決意し、実践し、

定住を継続するまでの流れの中で生じる様々なニーズに応える受入態勢や支援制度などを、受入地

域が主体的に進めていくことが重要である。移住に当たっての現状と課題、理想と現実とのギャッ

プは、1)移住資金の確保、2)収入の確保、3)住宅の権利形態の選択、 4)地域コミュニティへの親和

の４つに整理されており、課題の一つに住宅に関する課題があげられていた（溝辺、2006）。こうし

たことから、人が生活していく基盤となる「家」や家にまつわる新たな支援策が社会的に必要とさ

れていることがわかる。地方移住の障壁となっている住宅環境整備における課題、またその解決策

を明らかにすることは、移住・定住を促進することにより地域の魅力発信の主体となる人材を確保

する上で、欠かせない。 

 

 

 

 

調査時期：2018 年 8 月 4 日 

調査手法：執筆者含め７名の津田塾大学学生による聞き取り調査 
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表２：住田町人口と世帯の推移 

 

出典：住田町『人口ビジョン・総合戦略』2018 

 

 

図２：住田町産業別人口推移 

出典：住田町『人口ビジョン・総合戦略』2018 
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図３：住田町年齢別社会増減表(2014) 

出典：住田町『人口ビジョン・総合戦略』2018 

 

 

2. 分析方法 

 以下の 3 点について先行研究を用いて住田町への移住・定住促進方法を探る。 

  1)地域移住に関する経済的負担 

    2)岩手県住田町における地域移住促進と環境整備についての現状 

    3)他地域における移住促進の成功例 

 これらの 3 点について地方移住に伴う課題を調べ、成功例として島根県海士町をあげた。 
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3. 分析結果 

3. 1 地域移住に掛かる初期費用について 

 移住には引っ越し代に加えて、賃貸の場合は家賃や敷金・礼金、古民家などの購入の場合はリフ

ォーム代、といった住居関連費用などさまざまな費用がかかる。日本 FP 協会によると購入の有無

にも関わるが、車や家具の購入などを含めると、移住には 100 万円を超える費用がかかることもあ

る。地方は食費などが安いが、極端に安い費目ばかりではなく、収入も下がるので移住にかかる費

用は移住促進において障壁となりうる。 

 また移住マップによると、移住してからの生活費に関しては、引っ越し後３ヶ月以上の貯金が必

要とされる。以下の表３は移住マップ「国内移住にかかる初期費用や必要な貯金額」をもとに移住

に必要な貯金額をまとめた表である。 

 表３のように移住後に掛かる費用を算出した結果、賃貸物件を借りることができたと仮定しても

年間に生活費が約 240 万円かかる。そのうち、賃貸物件の家賃にかかる費用は 50 万円と全体の

20％以上を占めることがわかった。さらに住宅を購入する場合は、築年数や、地価によって変動す

るが、全国平均で 3,843 万円かかる。この結果、地域移住にかかる費用の中でも、住宅における経

済的負担は大きいと言える。 
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表３：移住に必要な貯金額 

 

出典：移住マップ「国内移住に掛かる初期費用や必要な貯金額」＜https://www.e10map.com/blog/cost＞ 

   より作成。（2019 年 12 月 4 日閲覧） 

 

3. 2 住田町の住宅に関わる移住政策について 

 次に住田町が行なっている地域移住支援策について調べた。住田町のホームページによると当町

では町営住宅（町内 12 団地に 184 戸の町営住宅）の整備や空き家改修、住居斡旋などが図られてい

る。また、新築住宅、移住世帯、民間アパート建設、古民家リノベーション等への行政支援が充実

している。しかし、住宅整備の中でも空き家バンクの登録数が少ないことが分かった。東海新報に

よると、平成 29 年度に空き家を探しているという内容の町外在住者からの相談が 42 件あったのに

対し、成約件数は４件であった。一方、町営住宅に関しては平成 27 年 4 月に空きが出た世帯用２戸

に対して 12 件の申し込み、単身用も２戸に対して申し込みが７件となり、どちらも抽選となった。

また、町内における民間賃貸住宅の空き家紹介については、ホームページなどでの掲載がなく、さ
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らに、町内には不動産業者がないという（東海新報、2018）。現状では、町営住宅の供給が十分であ

るとはいえない上に、賃貸物件を借りるには民間同士で話合うしか方法がないため、契約に到達す

るのは困難である。また、土地所有者の多くは売却を望むのに対して、移住希望者は賃貸を求める

傾向が強く、住宅の供給者と消費者の望む形態に差があると言える。 

 

 

3. 3 人口増加に成功した例―島根県海士町― 

 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局(2017)では、人口増加に成功した例として島根県海

士町を取り上げている。当局によると、島根県海士町は H22~27 の間の５年間で社会増減率 3.78%

を達成している。ここでは教育、雇用、住宅環境整備の観点から海士町の例を分析した。第一に、

教育の魅力化である。地方創生の取り組みの１つとして隠岐島前高校では地元中学生の高校進学に

よる島外流出を防ぐために、島前高校魅力化プロジェクトを行っている。このような地域の資源や

人材を活用した地元高校の魅力化が地元生徒、島外生徒の確保に結びついている。第二に、雇用の

創出である。役場内に課長以上で構成する経営会議を設置し、戦略の策定や事業の進捗管理を行う

ことで、地域資源を徹底的に磨き上げ、産業を振興し、雇用を創出する取り組みを推進している

（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局、2017）。第３に住宅環境整備である。海士町の移

住促進の取り組みの中には、住環境整備も含まれている。海士町では町営住宅に加えて、定住促進

住宅、産業体験住宅、旧 NTT 社宅のリニューアル住宅を展開し、島の IT 移住体験ツアーなども行

なっている（中島、2014）。島根県では IT 関連事業者の移住や起業の支援に力を入れており、離島

である隠岐の島町でもネット環境さえあれば、IT 関連の仕事ができる。地域の特性に合わせた住居
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の提供が行われているのが成功の要因であると考えることができる。「島のくらしの情報」による

と、海士町の住宅整備の内容としては I ターンのための定住対策として平成 16 年度から平成 23 年

度にかけて、体験住宅 8 戸、定住住宅の新築物件 39 戸、空き家のリニューアル 29 戸、公営住宅を

5 戸、看護師住宅 3 戸の合計 84 戸を整備している。 

 さらに総務省の平成 20 年度優秀事例集 「地域資源を活用したまちづくり」 によれば、隠岐の島

町には歴史上、小野篁や後鳥羽上皇の流刑地となった島がある。そうした歴史的経緯からも、よそ

者に対して拒否感ではなく、もてなしの精神を持つ土地柄が醸成されてきたのではないかというこ

とも指摘されている。 

 

 

4. 考察 

 現在若者の地方移住への関心が高まっている。分析の結果、移住決定の要因である住宅環境の整

備がさらなる移住促進につながることを確認した。また、移住における初期費用のうち住宅にかか

る費用は負担が大きいことがわかった。住田町で公営住宅を望む声が上がっているのにはこうした

費用負担の問題があると考えられる。人気の高い公営住宅は利用応募者が多く、岩手県住田町でも

公営住宅の十分な供給がなされているとは言えない。その上、多くの若者は賃貸物件や集合住宅を

望んでおり、戸建て住宅が多い中山間地域や山間地域では若者の需要に合致する物件が少ないとい

う可能性も考えられる。さらには、結果の 3.2 より、住田町外からの移住希望者の求めるニーズに

対応する情報や物件の提供も十分ではない。そのため、住宅情報のネット掲載、多くある空き家の

空き家バンクへの登録推進など今ある資産の効果的な活用が必要である。また、結果の 3.3 からタ

ーゲットを絞る重要性が示唆された。住田町では林業が盛んであり、森林資源を活用したペレット
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（おがくずなどを圧縮成形した小粒の固形燃料）やバイオマスエネルギーの活用も進んでいる。林

業移住体験ツアーといった林業に従事する人々に特化した住宅環境整備も有効な戦略であると考え

る。また、海士町の歴史的背景と土地柄を勘案すると、効果的に定住促進を図るためには単に産業

振興や雇用確保、住環境整備といったハード面にとどまることなく、定住者に対する住民の受け入

れ環境の整備といったソフト面も課題となると推察される。 

 

 

5. 結論 

 以上の考察を踏まえると、岩手県住田町の移住・定住を促進するためには、定住者数そのものを

増やすことに重点を置くのではなく、地域住民がどのような人材を求めているのかを明確にするこ

とが重要であろう。島根県海士町が IT 産業従事者にターゲットを絞ったように、岩手県住田町も求

める人材像を明確化し、ターゲットに適した住環境整備をすることで、効果的な人口増加を期待で

きるのではないか。また、住宅環境整備において若者の需要に合わせて賃貸物件を用意すること、

管理できない土地や空き家を行政が貸し出しや売却によって有効に活用することも定住の促進につ

ながると考える。これらのように、住田町存続のためには移住・定住の促進につながる住宅環境整

備の検討が不可欠である。 
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