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【問題・目的・背景】 

政府の地方創生政策を背景に、多くの自治体で移住政策

が行なわれている。しかし従来の政策は、援助金の給付や

養育関係費の優遇、移住者向け住宅の整備・補助などが中

心であり、限りある財源のなかでの継続は限界がある。ま

た、地域おこし協力隊は人口増加と地域の活力回復に一定

の成果を上げている（椎川ら 2015）ものの、地元定着率は

50％超にとどまる（総務省 2014）。一方で移住希望者は増

加しており（小田切 2016）、特に、これまで主流と考えら

れていた当該地域や周辺の出身者が都市部から戻る Uター

ン、J ターンだけではなく、その地域に地縁血縁を持たな

い I ターン移住希望者の増加が近年の顕著な傾向である

（鯵坂ら2016）。Iターン者は、過疎地域の人口維持や活性

化に大きく寄与する反面、既存の地元共同体との関係構築

の難しさが定住の障害になることも多い（高木 1999、関谷

ら 2014）。地元との関係づくりの課題は、同じく近年増加

している子育てを目的とした移住者（宮本2016）にとって

もあてはまる。このことは、地縁血縁のない移住者の定住

率や生活満足度を高め、地域の活力向上につなげていくた

めには、移住決断時の援助だけではなく、移住後の支援が

不可欠であることを示している。 

だが、現状の定住支援策の多くは、移住者交流会や地縁

団体との橋渡しなど限定的な支援にとどまり、本来必要と

される、一人ひとりが多くの顔見知りを持ち、相互に助け

あい、地域に主体的に参加できるような関係構築にはつな

がっていない。そのような状況を生み出すためにはどのよ

うなコミュニティ形成施策が有効だろうか。 

徳島県神山町で建設中の子育て世帯向けの町営住宅（「大

埜地の集合住宅」、令和2年度完成予定）は、地域を「将来

世代につなぐ」ために「地域の手と資源でつくる」という

コンセプトのもと、地元の杉材を用い、地元の職人の手に

よって建設が進められている。また、地域に開かれたオー

プンスペース「鮎喰川コモン」が併設され、そこは「多様

な人が集まり、良好な関係性が生まれ、その中で、関係性

の組み換えが起こり、新しい活動が生まれるような場」を

目指している。地域内外から転入した入居者の関係性構築

まで含めた住宅計画になっているのである。筆者は、こう

した建設プロセスを通じて、移住・転居者と地域住民がど

のように新しいネットワークを形成し、地域で生きる実感

を得ていくか、またどのように地域の将来づくりに参加し

ていくかという過程を明らかにするとともに、その要因を

特定する実証的研究を進めている 1。 

 

図１．大埜地の集合住宅完成図 

【研究方法・研究内容】 

本報告では、集合住宅に関する研究のうち、関係者・入

居者の地域に対する愛着や課題意識、参加意識や将来展望

に注目し、集合住宅が立地する神山町神領地区に対する同

様の質問紙調査との比較および関係者・入居者へのインタ

ビュー調査を通じて、集合住宅への入居や建設プロセスへ

の参加による意識・行動の変化を検証する。 

・徳島県神山町の概要 

徳島県神山町は、徳島市から自動車で約45分の距離に位

置する中山間地域である。人口は約 5,300人で、他の自治

体と同じく人口減が大きな地域課題に挙げられる。これま

で NPO法人グリーンバレーを中心にアーティスト・イン・

レジデンス事業やサテライトオフィスの誘致、移住交流支

援センターによる移住希望者と空き家のマッチングなど先

駆的な地域づくりを行い、そのなかで移住者との関係構築

が行われ、様々なイノベーションが生み出されたことが成

功要因と指摘されている(神田 2018、潜道,2018ほか)。ま

た滞在型の人材育成事業である「神山塾」や、地元の阿波

おどり連である「桜花連」などが移住者と地元住民のイン

フォーマルな交流の場になっており（小田ら 2018）、移住

者の定住率は約 7割と高い水準を保っている。現在はさら

に、地方版総合戦略の策定と同時に一般社団法人神山つな

ぐ公社を設立、町立の集合住宅やフードハブ事業など新た



な取り組みを行っている。 

・大埜地の集合住宅 

本研究の調査対象である集合住宅は、子育て世帯と単身

者のシェアハウス合計20世帯、2層 8棟からなる。神領地

区大埜地に建設中で、平成 30年度から第 1期の入居開始、

令和２年度に全 4期の工事と入居が完了する予定である。

この集合住宅の特徴は、神山町の地方創生戦略のコンセプ

トである「将来世代につなぐ」にもとづき、町内産の杉材

の使用や町内の職人による建設工事、在来種の植物を用い

た外構整備など資源の地域内循環のしくみを構築すること

で持続可能な地域のあり方を模索している点、そしてこう

した建設プロセスに町内の多くの関わる参加の仕組みを用

意している点である。また入居者と地域住民が利用できる

オープンスペース「鮎喰川コモン」を設置、入居者や地域

住民による運営を予定しており、地域外からの移住者・地

域内の転居者・近隣住民を含めた地域コミュニティ形成や

活動の拠点として期待されている。 

 

図2．建設が進む大埜地の集合住宅 

・神領地区住民に対する質問紙調査 

 大埜地の集合住宅が立地する神山町神領地区 560世帯・

2200人に対する全戸配布の質問紙調査を行った。神領地区

は神山町の中腹にあり町役場も立地している。本調査は、

集合住宅の立地する地域の住民がどの程度社会的交流を行

い、どのような地域活動を行なっているか、居住年数や情

報行動、ウェルビーイング指数などとの関係から実態を明

らかにする基礎的な調査として、2018年に実施された。質

問項目は、社会関係資本（知人数、地域活動参加、一般的

信頼など）、地域意識（地域への愛着や将来意識など）、ウ

ェルビーイング指数、施設利用状況、情報行動などで、留

置調査法（ポスティング）による質問紙調査を行った。 

・集合住宅関係者に対する質問紙・聞き取り調査 

集合住宅の入居者や建設工事に関わる17人に対して、神

領地区住民に対する調査項目と同様の質問紙調査および移

住やプロジェクトへの参加を通じて実感している地域意識

やネットワークの変化などを聞く半構造化インタビューを

行った。 

【研究・調査･分析結果】 

・神領地区住民に対する質問紙調査の結果 

調査結果は、配布数962部（493世帯）に対して、回収数

330部（回収率 34.3％）であった。回答者の男女比はほぼ

同數で、年齢は 60歳台以上が 70.4％、50歳代が 11.8％、

40歳代が7％、30歳代以下が10.8％であった。回答者のう

ち、男性は、生まれたときから住み続けている(62.2%)とU

ターン(26.9%)でほぼ９割となり、女性は、生まれたときか

ら住み続けている(53.7%)に次いで、I ターンの割合が

34.2%と高い。結婚による移住が多いと考えられる。 

社会関係資本に関連する人的ネットワークに関して把握

するため、頼れる人の数を調べた。その結果、「1人〜5人

くらい」の「孤立予備」が 43%と最も多かった。20人以上

いる「ネットワークハブ型」とも言える人や、思いつかな

い・いないという「孤立型」がそれぞれ 7％ずつ存在した

（図3）。 

 
図3．神領地区住民の人的ネットワーク特性（n=330） 

図 4は、住んでいる地域への愛着、地域課題への関心・

共有、移住者を受容するか、地域の将来をつくっている実

感、町の将来の暮らしやすさについての回答結果である。

地域への愛着がある（78.2％）、地域課題への関心がある

（68.2％）人は多く、移住者の受容も60％を超える。しか

し地域の将来をつくっている実感という地域将来貢献の度

合いになると、27.3％と急激に下がる。 

 
図4．神領地区住民の地域意識 

ネットワーク量との関係をみると、ネットワークの多い

ハブ型の人は 56.4％が地域をつくっている実感を感じて



おり、逆にネットワークの少ない孤立型の人は3%のみであ

ることがわかった。ネットワークの多い人ほど地域課題へ

の関心、地域への参加意識が高いといえる。 

表1．ネットワーク量と地域の将来をつくっている実感 

 

・集合住宅関係者に対する質問紙・聞き取り調査の結果 

17人の対象者の内訳は、入居者 5名、建築工事関係者 5

名、外構植栽関係者 1名、つなぐ公社・役場関係者 6名で

あった。このうち地域全体の社会関係資本として用いた頼

れる人の数について、集合住宅関係者も同様に集計した結

果、「6人から 20人」を選択した人が半数以上の 7名であ

った。一方で、ハブ型である1人は、30人以上と答えてお

り、非常に多くの人と親密な関係をもっていることが分か

った（図5）。 

 

図5 集合住宅関係者の人的ネットワーク特性（n=17） 

地域将来貢献についてはn=17ではあるが、図の通り、ほ

ぼ 2/3以上の人が地域将来貢献に対して、肯定的な意見を

もっている。とりわけ、「4 地域の将来を作っている実感」

「5 地域の将来の暮らしやすさ」の場合、地域全体では

30%しか意識していないが、関係者の場合は、7割以上の人

が肯定的な回答をしており、自らプロジェクトに参加し、

将来を作っていく感覚を覚えていると同時に、将来の暮ら

しやすさについても期待をもっている人が多いことが分か

った。 

 

図6 プロジェクト関係者の地域意識 

また、聞き取り調査では、入居やプロジェクト参加の経

緯、その過程での他者との関係性の変化、地域への意識変

化、行動の変化を中心にインタビューを行った。関係者や

入居者はもともと地域への意識が高かったのではなく、プ

ロジェクトに関わったり移住したりというプロセスのなか

で、徐々にその意識を高めていったようだ。ここでは、以

下の３点からインタビューの結果をまとめる。 

１）集合住宅プロジェクトの理念の実体化 

集合住宅プロジェクトはまちを「将来世代につなぐ」と

いうコンセプトで進められているが、それが掛け声だけで

はなく実際に「普通以上に時間をかけることが許され（建

築工事担当者）」、手間をかけて多様な人との関わりをつく

りながら進められている。「仕事がそれを目指しているのだ

から意識しなきゃ（つなぐ公社・役場関係者）」という価値

観の共有を促している。 

２）仕事における意識変化や関係の広がり 

地元の建築工事担当者は、「はじめは食うための仕事とい

う意識だったが、どうしたら神山らしい家を建てられるか

を考えるようになった」という。移住者と請負業務以外の

プロジェクトを始めたり、子どもに故郷感を持って欲しい

と思うようにもなった。 

３）生活上の意識や関係変化 

入居者の多くは、子育てしている同士が集まって住むこ

とにより、生活上の共感や助け合いなど安心感を感じてい

る。「隣の家の音や気配が感じられて、うれしい（入居者）」。

都市部や町内の団地と違い、顔なじみができるスピードが

速く、孤独感を感じずに住んでいる。移住後に得た仕事が

地域に直接つながっているという実感を得ている人も多い。

また、はじめは仕事上の関わりだったが、地元住民が移住

者の自宅の不具合を直したり、遅くまで仕事をする若者を

気にかけたりという生活を助け合う関係性も生まれている。 

【考察】 

・地域の将来をつくっている実感 

ここでは、特に一般的な神領地区住民と比較して顕著な

差が見られる地域将来貢献に注目して考察を進める。ネッ

トワーク量の多いハブ型の人ほど地域の地域の将来をつく

っている実感が高いことは前述の通りだが、集合住宅に関

わる人との差を見ると図 7のように関係者の中ではネット

ワークに関係なく、ほぼ全員が地域将来貢献に積極的かつ

肯定的な意見をもっていることがわかった。また、一般住

民と関係者の地域意識の平均を比較した結果、「2地域課題

への関心・共有」以外は、すべて統計的に優位な差が見ら

れた。 

ネットワーク区分

上段：度数

下段：横％

全体
１ 全く感じ

ていない

２ あまり感

じていない

３ どちらと

もいえない

４ ある程度

感じている

５ とても感

じている
回答なし

28 9 11 6 1 0 1

100.0 32.1 39.3 21.4 3.6 0.0 3.6

143 25 36 54 25 3 0

100.0 17.5 25.2 37.8 17.5 2.1 0.0

136 10 21 54 37 11 3

100.0 7.4 15.4 39.7 27.2 8.1 2.2

23 3 0 6 4 9 1

100.0 13.0 0.0 26.1 17.4 39.1 4.4

孤立型（0人、思い出せない）

孤立予備軍型（1-5人）

ノーマル型(6-20人)

ハブ型（20人以上）



 表 2. プロジェクト関係者と一般住民の地域意識差 

 

・ウェルビーイング指数 

地域住民全体への調査結果を見ると、ウェルビーイング

指数（Diener et al. 2009）は地域将来貢献と深い関係性

は見られなかった。しかし、地域意識の中、「4地域の将来

を作っている実感」の項目とウェルビーイング総合得点と

の弱い関係性は見られた。すなわち、「4地域の将来を作っ

ている実感」を強く感じるほど、ウェルビーイングスコア

も高くなることが分かった。 

また、関係者と一般住民のウェルビーイングスコアの違

いをｔ検定を用いて確認した結果、全体的に一般市民より

関係者の平均スコアが高かった。一方で、2，3，4と７にお

いてのみ、その差が統計的に優位であった。 

表3. プロジェクト関係者と一般住民のWBスコアの差 

 

・将来貢献意識の高まる要因 

地域の将来をつくる実感については、入居者や関係者の

方が一般住民より高いことが明らかになったが、インタビ

ュー調査の結果からは、集合住宅に関わることがきっかけ

となって、仕事に対する意識や地域への愛着、生活と仕事

の両面での他者との関わり方が徐々に変化しはじめ、その

総合的な変化の結果、仕事を通して地域につながっている

実感を得られるようになったのではないかと考えられる。 

【結論・今後の展開】 

本研究では、大埜地の集合住宅の入居者・関係者の地域

に対する愛着や課題意識、参加意識や将来展望に注目し、

集合住宅が立地する神山町神領地区に対する同様の質問紙

調査との比較および関係者・入居者へのインタビュー調査

を通じて、集合住宅への入居や建設プロセスへの参加によ

る意識・行動の変化を検証した。この結果、地区一般の住

民と比較して入居者・関係者の地域の将来をつくっている

実感が高いことが明らかになり、インタビュー調査からは、

それが高まる要因が、集合住宅に関わることを契機にした

仕事に対する意識、地域への愛着、生活と仕事の両面での

他者との関わり方の変化といった総合的な変化の結果であ

ると考えられることが示された。 

今後は、鮎喰川コモンの整備やその運営組織の形成など

関係者の増加が見込まれ、新たに参加する入居者・関係者

を対象に、さらに詳細かつ実証的な調査を継続する。 
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地域意識 一般住民 関係者 t検定

1　住んでいる地域への愛着 4.071429 4.411765 *

2　地域課題への関心・共有 3.558442 3.470588 n.s.

3　移住者を受容するか 3.659091 4.529412 *

4　地域の将来を作っている実感 2.814935 4 *

5　地域の将来の暮らしやすさ 2.561688 3.705882 *

*:p<0.01, n.s,：非優位

ウェルビーイング項目 一般住民 関係者 t検定

（１）わたしの人生には目的があり、意味がある 3.32 3.76 n.s.

（２）わたしは、自分を助けてくれるよいつながりを持っている 3.48 4.47 **

（３）わたしは、日々の活動に興味をもって取り組めている 3.20 4.35 **

（４）わたしは、他の人が喜んだり元気になったりするような手助けを積極的にしている 3.07 3.71 **

（５）わたしは、十分にまわりの人々の役に立っている 2.91 3.06 n.s.

（６）わたしはよい人間で、わたしの人生は素晴らしいものだ 2.79 3.35 n.s.

（７）わたしは、自分の将来については「どうにかなる」と楽観的に考えている 3.22 4.06 **

（８）わたしは、まわりの人から大切にされている 3.38 3.41 n.s.

**:p<0.01, n.s,：非優位


