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1.序論 

1-1.研究の背景と目的 
2014年、まち・ひと・しごと創生法が交付され、地方創

生の推進に向けた地方部の活性化を図る取り組みが全国で

進められている。深刻化する少子高齢化、人口減少、都市

部への人口集中により、労働力不足や地域経済の衰退の恐

れがある地方部では、いかに地域の活性化に努めるかが大

きな課題である。近年では、AIや ICTツールの進化により

場所に捉われない働き方が可能となり、スローライフを求

めた田舎生活の需要、高齢化に伴うリタイア世代の増加等、

都市部から地方部への移住が注目されている 1)。 
地方移住に関する研究は、日本が人口減少期に入る2004

年前後から多く行われている。住田ら 2)は、地方移住に関

する潜在及び顕在ニーズに自治体の施策が如何に対応でき

ているかを分析し、ミスマッチの問題を指摘している。岡

崎ら 3)は中山間地域に着目し、U ターン者の増加に関する

複数要因とその変遷を明らかにしており、転入要因には、

自治体の施策だけではなく、地域資源の存在や地域特性も

大きく影響されることを指摘している。このように地方移

住の要因として、自治体等の移住支援施策や地域特性が大

きく左右されることが示されており、これらの研究から15
年以上経過した現時点で各自治体の移住支援施策や地域特

性と、地方移住の関係を再評価する必要があると考える。 
 移住関心者や希望者等の意向調査の研究として、佐藤ら
4)や包ら 5)のものがあり、移住を考慮する際に「移住タイミ

ング」、「継続的な雇用」、「交通の利便性」、「生活の豊かさ」、

「医療・自然環境の良さ」を重要視することが示された。

また、阿部ら 6)と鈴木ら 7)は、それぞれ徳島県、広島県を対

象に人口移動モデル分析による各自治体の受け入れ態勢や

移住支援策の継続的モニタリングの重要性を指摘しており、

他の都道府県の分析の必要性を課題として提示している。

そこで、本研究では、愛媛県を対象とし移住者増加に与え

る要因を明らかにするため、地域特性と移住支援施策につ

いて関連付けて考えていく。 
愛媛県は、四国地方の人口最大都市である松山市を有し

ており、政令指定都市が存在せず、65歳以上の人口が3割
を超える四国地方において、人口減少は深刻な問題となっ

ている。本研究は、愛媛県の全20市町を対象とし、地方移

住の要因について地域特性と移住支援施策の観点から探っ

ていく。具体的には、以下の3点を研究の目的とする。 
(1)各市町の移住率を算出し、地域特性と移住率の相関関係

を明らかにする。 
(2)移住支援施策の傾向と特徴を整理すると共に類型化を

行い、類型別の比較分析並びに地域特性との関係を明ら

かにする。 
(3)類型別移住率との関係を明らかにし、類型別具体例を取

り上げ、移住支援施策の実態を整理すると共に、今後の

移住促進を進める上での移住支援の方向性を提示する。 
1-2.研究の方法と構成 
まず、政府統計の総合窓口(e-Stat)、愛媛県発行の移住関

連資料「えひめ暮らし」、愛媛ふるさと暮らし応援センター

運営のえひめ移住支援ポータルサイト「e移住ネット」、「農

林水産まるかじり集合支援サイト」を活用し、各市町の特

性について情報取集を行った。次に、愛媛県及び20市町の

ヒアリング調査(2019 年 8 月~10 月)により得られた転入時

アンケート(1)の集計結果を基に移住率を算出し(2章)、政府

統計他より得られた 20 市町の地域特性との相関関係を明

らかにした(3 章)。また、全 20 市町の移住関連事業担当者

に依頼し、移住支援施策の実施状況の資料を頂き、それら

を基に数量化 III類分析とクラスター分析を行い、類型別比
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較分析と共に類型別地域特性を明らかにした(4章)。最後に、

類型別移住率との関係を明らかにし、各グループのうち、

最も移住率の高い市町を具体例として取り上げ、各市町の

移住支援の特徴を整理し、今後移住促進を進める上で注意

点や課題を提示する(5章)。 

2.愛媛県の移住状況 

2-1.県の概要 

愛媛県は東予、中予、南予と県域を3つの区分に分けた

全20市町で構成され、主に南予地方は第一次産業、東予地

方は第二次産業、中予地方は第三次産業が中心である。愛

媛県の総人口は1985年を機に減少を続け、県庁所在地であ

る松山市を除く19市町において減少傾向がある。また、出

生数の減少に伴い死亡数が増加しており人口減少と少子高

齢化が進行した典型的な地方部の特性を持つ地域である 8)。 
2-2.移住率の算出 

移住率は愛媛県庁へのヒアリング調査で得られた全 20
市町の転入時アンケートの集計結果をもとに作成した。転

入時アンケートの開始年度は自治体ごとに異なるため、集

計は各市町のアンケート開始年度以降の値のみを使用し、

移住率は、各市町の移住者数を各市町の総人口(各年度 10
月1日を基準とする)で除したものとした(2)。なお、アンケ

ート調査の回収状況等の景況を緩和するため、ここでは総

人口、移住者数いずれもアンケート開始年度以降の平均よ

り算出した(表1)。算出した移住率を見ると、高いものから

順に鬼北町 0.30％、今治市 0.27％、久万高原町 0.22％、上

島町 0.21％、次いで愛南町 0.16％、伊方町0.16％、西予市

0.12％と並ぶ。一方、県庁所在地である松山市は 0.06％と

低いことが分かる。なお、以降の分析に使用する値は移住

率を基準化した値とする(表1)。 

3. 移住率と移住地域の地域特性との関係

地域による移住率の違いの要因を探るため、人口・世帯、

𝑦 0.532𝑥1 0.444𝑥2 0.238𝑥3 0.127𝑥4 0.189𝑥5

𝑦 ：移住率
𝑥1：各市町の総人口に対する一般病院数
𝑥2：各市町の総人口に対する非労働力人口の割合
𝑥3：各市町の総人口に対する核家族世帯数
𝑥4：各市町の総人口に対する従業者数(公務(他に分類され

るものを除く))の割合 
𝑥5：各市町の総人口に対する第 3次産業就業者数

※決定係数：0.818 
自由度調整済み 決定係数：0.754

※非労働力人口＝15 歳以上の人口のうち就業者と完全失業者を
除く者。通学・家事・その他(高齢者など)。 

図2 重回帰分析による予測式 
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居住、教育、経済基盤、健康・医療、行政基盤、自然環境、

福祉・社会保障、労働の側面から252個の指標を用い、地

域特性について相関分析及び重回帰分析を行った(3)。 
算出した移住率について、相関係数の確認後、高移住率

を示す要因として関連性の高い指標(有意確率 0.05 以上)を
導き出す。その結果、45個の指標が抽出された。 
相関分析を踏まえ、より移住率との相関が高い項目を抽

出するために重回帰分析を行う。相関分析で求めた45個の

項目において重回帰計算を行い、移住率と

相関が低いものから順に説明変数から排除、

多重共線性(VIF10以下)、有意確率(0.01以
下)を確認し、最終的に5つの指標を抽出し

た。正の相関が高いものから順に「各市町

の総人口に対する一般病院数(0.532)」、「各

市町の総人口に対する非労働力人口の割合

(0.444)」、「各市町の総人口に対する核家族

世帯数(0.238)」、「各市町の総人口に対する

従業者数(公務(他に分類されるものを除

く))の割合(0.127)」、負の相関があるものが

「各市町の総人口に対する第3次産業就業

者数(-0.189)」である。また、この結果から

得られる目的変数 y と説明変数x1～x5(4)を

用いて求めた予測式を図2に示す。 
 予測式から考えられる移住率の高い地域

の特徴を家族構成と産業の観点から予測す

る。まず、家族構成について、「各市町の総

人口に対する一般病院数」、「各市町の総人

口に対する非労働力人口」、「各市町の総人

口に対する核家族世帯数」の割合が増加す

るに従って移住率が高くなることより、比

較的医療の受けやすさを重視する高齢者が

多い地域であると考えられる。また、核家

族世帯が多く、その中でも高齢者夫婦が多

い可能性があると推測できる。 
 次に産業について、「各市町の総人口に対

する従業者数(公務(他に分類されるものを

除く))の割合」が高くなるにつれ移住率が

高くなることより、公務員の割合が高い地

域、いわば安定的職場が多い地域であると

考えられる。また、「各市町の総人口に対す

る第3次産業就業者数」が少ないほど移住

率が高いことより、第3次産業を除くその

他の産業の発達が見られる地域であると推

測できる。 
 抽出された指標において、基準化した値

(以下、基準値)を表1(右)に示す。また、図

3 では、基準値をαとしてα＜-0.5、-0.5≦
α＜0、0≦α＜0.5、0.5≦αと4つの区分を

設けて地図上にプロットし、移住率の高い

市町は基準値の区分に関わらず斜線で示す。 

4. 移住支援施策の現状

4-1.データの指標化

ヒアリング調査によって得られた各市町
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の移住支援施策の実施状況をもとに数量化Ⅲ類分析を行う

ため、施策の指標化を行った。項目は9タイプに分類する

ことができ、「広報」で7項目、「お試し体験」で15項目、

「空き家」で9項目、「居住」で8項目、「創業・起業」で

4 項目、「就職」で 8 項目、「農業」で 11 項目、「林業」で

11項目、「漁業」で11項目の計84項目とした。そのうち、

県内全 20 市町で行われている項目と施策の実施市町が 5
か所以下となっている項目を除外し、類似内容の項目につ

いては1つに合算して指標を抽出した。その結果、18指標

を設定した(図4)。 
「広報」は、窓口や専門員による移住相談を合算して

「A.[広報]移住相談」、WEB やパンフレットによる広報を

合算して「B.[広報]情報発信」、市町独自で主要都市にて開

催の移住フェアを「C.[広報]市町・周辺地域独自の移住フ

ェア(東京大阪)」とし、3 つの指標を設定した。「お試し体

験」は、短期お試し住宅を3か月区切りでそれぞれ合算し

て「D.[お試し体験]短期滞在型お試し住宅(3 か月以内)」、
「E.[お試し体験]長期滞在型お試し住宅(3 か月より長期)」
とし、有無償、日数を問わずツアー型のものを「F.[お試し

体験]移住体験ツアー」として3つの指標を設定した。 
「空き家」は、県内全市町が対象の県の空き家改修支援

金とは異なる形、もしくは上乗せする形で存在する市町独

自の施策を「G.[空き家]市町独自の空き家改修支援金」とし

て1つの指標を設定した。「居住」は、移住・定住の必要経

費に関する支援金を「H.[居住]居住支援金」とし、「I.[居住]
定住促進分譲住宅の確保」と合わせて2つの指標を設定し

た。「創業・起業」は、「J.[創業・起業]創業・起業支援金」、

「K.[創業・起業]地域活性事業奨励金」の 2 つの指標を設

定した。「就職」は、「L.[就職]相談窓口・セミナー」、県内

外の企業説明会と合同面接会を合算して「M.[就職]地元企

業の企業説明会・面接会」、地元企業就職の場合の祝い金制

度、奨学金返済の支援金制度、伝統工芸品に携わる人材育

成を合算して「N.[就職]地域活性事業」の 3 つの指標を設

定した。「農業」は、相談窓口、県内外の移住フェア、お試

し体験を「O.[農業]認知度向上」、新規就業者の研修、移住・

定住の必要経費に関する支援金を「P.[農業]就業・生活支援」

とし、2つの指標を設定した。「林業」は、全て合算して「Q.[林 

1軸 2軸 3軸 4軸

第一次産業
就業者の
獲得性

定住
促進性

情報の
発信性

地場産業
促進性

Q [林業]就業・生活支援 .912 .255 -.076 .160

R [漁業]就業・生活支援 .858 -.022 -.166 .368

K [創業・起業]地域活性事業奨励金 .784 .193 .150 -.140

O [農業]認知度向上 .597 -.090 .550 .047

I [居住]定住促進分譲住宅の確保 -.005 .786 -.165 .068

H [居住]居住支援金 .051 .758 .096 .386

M [就職]地元企業の企業説明会・面接会 -.262 -.755 .066 .099

J [創業・起業]創業・起業支援金 .246 .580 .458 .384

B [広報]情報発信 .015 .054 .918 .116

A [広報]移住相談 -.095 -.163 .868 -.266

C
[広報]市町・周辺地域独自の移住フェア
(東京大阪)

.076 -.424 .011 -.793

N [就職]地域活性事業 .237 -.036 -.049 .792

22.84 20.19 18.40 15.29

22.84 43.03 61.43 76.72

指標

表2　愛媛県全20市町における移住支援施策の特性軸

固定値(%)

累積(%)

業]就業・生活支援」の 1 つの指標を設定した。「漁業」も

同様に全ての施策を合算して「R.[漁業]就業・生活支援」

の1つの指標を設定した。 
4-2. 数量化Ⅲ類分析の結果 
上記の 18 指標を基に各市町の移住支援施策に関する傾

向の特性を探るため、数量化Ⅲ類分析を行った。多重共線

性の検討(VIF10以下)、KMOの標本妥当性の測度(0.482)を
確認し、最終的に12指標、4つの成分を抽出した(表2)。 
第 1 軸は、「[林業]就業・生活支援」、「[漁業]就業・生活

支援」、「[創業・起業]地域活性事業奨励金」、「[農業]認知度

向上」が強い正の相関を有している。これらより、第一次

産業に関する支援に関連していることから、「第一次産業就

業者の獲得性」を表す軸と解釈した。 
第 2 軸は、「[居住]定住促進分譲住宅の確保」、「[居住]居

住支援金」、「[創業・起業]創業・起業支援金」が強い正の

相関を有し、定住への敷居を下げる取り組みが行われてい

ることが分かる。このことから、第2軸は「定住促進性」

を表す軸と解釈した。一方、「[就職]地元企業の企業説明

会・面接会」(5)が強い負の相関を有することや「[広報]市町・

周辺地域独自の移住フェア(東京大阪)」がやや負の相関を

有することから、逆に負の傾向になるほど「若年層獲得性」

になる特徴を持つ。 
第3軸は、「[広報]情報発信」、「[広報]移住相談」、が強い

正の相関、次いで「[農業]認知度向上」、「[創業・起業]創業・

起業支援金」がやや正の相関を有している。これらより、

各市町の情報発信を重視していることから、第3軸は「情

報の発信性」を表す軸と解釈した。 
第4軸は、[就職]地域活性事業」が強い正の相関を有し、

地域特性に特化した事業促進に注力していることが分かる。

次いで「[居住]居住支援金」、「[創業・起業]創業・起業支援

金」、「[漁業]就業・生活支援」がやや正の相関を有し、就

業・定住環境整備への模索が伺われる。これらより、第 4
軸は、地場産業活性化のために支援に注力する「地場産業

促進性」を表す軸と解釈した。一方、「[広報]市町・周辺地

域独自の移住フェア(東京大阪)」が強い負の相関を有して

いることから、負の傾向になるほど「大都市部移住者獲得

性」になる特徴を持つ。 
4-3. クラスター分析の結果 
 各市町における移住支援施策の類型化を行うために、数

量化Ⅲ類分析で得られた得点をもとにクラスター分析

(ward 法)を行った。その結果、各市町を GA：情報発信積

極型(9 市町)、GB：地場産業促進・第一次産業関連移住者

獲得型(6 市町)、GC：若年層等移住者獲得中心型(4 市町)、
GD：大都市部移住者等定住促進型(1 市町)の 4 グループに

分類することができた(図5)。次に、各グループの傾向を見

るために、第1軸と第2軸(第一次産業就業者の獲得性－定

住促進性)、第 3 軸と第 4 軸(情報の発信性－地場産業促進

性)について、得点の分布図を作成した(図 6)。また、市町

ごとの得点を整理するとともに各グループの平均値と標準

偏差について軸ごとに整理をした(表3)。 
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(1)GA：情報発信積極型 

「情報の発信性」(0.712) の値が、他のグループと比べ最

も大きいことが特徴的なグループである。その一方で「第

一次産業就業者の獲得性」(-0.648)が最も小さい。即ち、移

住相談窓口の設置や移住 WEB サイトの開設等の広報事業

に関しては積極的に行っているものの、第一次産業就業者

や創業・起業に関する施策が比較的少ないグループである。 
(2)GB：地場産業促進・第一次産業関連移住者獲得型 

「地場産業促進性」(0.547)及び「第一次産業就業者の獲得

性」(1.277)の値が最も大きいことが特徴的である。一方で、

「情報の発信性」は小さい値を示している。このことから、

情報の発信ツールは少ないものの、第一次産業就業者や創

業・起業に対する支援制度が整っており、なおかつ地場産

業への転向を考える人への後押しが強く行われているグル

ープであると言える。 
(3)GC：若年層等移住者獲得中心型 
4 軸全てにおいて負の相関を持つことが特徴的なグループ

である。情報発信のための広報事業や第一次産業、創業・ 

1軸 2軸 3軸 4軸

第一次産
業就業者・
創業者の
獲得性

定住
促進性

情報の
発信性

地場産業
促進性

平均値 -0.648 -0.091 0.712 -0.002

標準偏差 0.463 0.570 0.437 0.886

平均値 1.277 -0.033 -0.247 0.547

標準偏差 0.370 1.135 0.750 0.942

平均値 -0.661 -0.388 -1.426 -0.368

標準偏差 0.256 0.518 0.238 0.510

平均値 0.819 2.567 0.781 -1.795

標準偏差 0.000 0.000 0.000 0.000

GA(9)
情報発信
積極型

GB(6)
地場産業促進・

第一次産業関連移
住者獲得型

GC(4)
若年層等移住者

獲得中心型

GD(1)
大都市部移住者等

定住促進型

表3  主成分得点の平均と標準偏差
　特性軸

類型

起業、居住に関する支援制度についてはあまり行われてい

ないことが分かる。一方、1～4軸において負の相関を示し

ている項目が積極的に働いていると解釈できるため、若年 
層を中心とする地元企業の企業説明会や面接会、東京・大

阪での市町独自の移住フェアの実施がよく行われているグ

ループであると考えられる。 
(4)GD：大都市部移住者等定住促進型 

「定住促進性」(2.567)の値が他のグループと比べ最も大

きいことが特徴である。次いで「第一次産業就業者・創業

者の獲得性」(0.819)、「情報の発信性」(0.781)も大きい値を

示している。一方で「地場産業促進性」(-1.795)の値が最も

小さい。即ち、居住環境を支える施策が充実しており、第

一次産業や創業・起業に関する制度が確保されていること

が分かる。また、情報の発信ツールも充実しているが、地

場産業の支援等の取り組みは積極的な動きはあまり見られ

ないグループであると言える。一方、グループ C と同様、

4 軸において負の相関を示している大都市部移住者の獲得

するための東京・大阪での市町独自の移住フェアが積極的

に行われていると推測できる。 

4-4. 類型別地域特性 
クラスター分析によって得られたGA～GDについて、各

グループの地域特性も絡めながら考察する。また、3 章の

重回帰分析によって抽出された5つの指標についても同様

にして比較・考察する(表4)。なお、比較に用いる値は、グ

ループ内の市町における各指標の絶対数の平均値を求め、

さらにそれを基準化したものである。 
表3において、情報の発信について見ると、GA、GDは

共に高い値を示しており、移住・定住に向けて各市町の広

報活動を積極的に行っていると言える。一方で、GA、GD は
第一次産業就業者の獲得、定住促進に関する取り組みの積

極性に違いが見られる。GD は、定住促進への取り組みが

他のグループに比べて最も積極的で、第一次産業就業者の

獲得に対しても積極性が見られるグループであると言える。

一方で、GAはGDと相反する傾向が見られる。GAの人口

構成を見ると「人口密度(1.26)」、「各市町の総人口に対する

15歳未満人口の割合(以下、「各市町の総人口に対する」は

省略)(1.18)」、「15～64歳人口割合(1.06)」が他のグループに 
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比べて最も高く、「65 歳以上人口割合(-1.17)」が最も低い。

また、「第三次産業就業者数(1.53)」が高く、「第一次産業就

業者数(-0.50)」が低い(表 4)。地域構成に関しては、「森林

面積(-0.66)」、「耕地面積(-0.57)」が負の値を示している。重

回帰分析による指標については、「非労働力人口割合

(-1.44)」、「核家族世帯数(-1.08)」が他のグループに比べて最

も低く、「一般病院数(-0.60)」、「従業者数(公務(他に分類さ

れるものを除く))の割合、以下、公務従業者数(-0.87)」につ

いてもやや低い値を示すことが分かる。 
これらのことより、GA は年少人口並びに生産年齢人口

が多く単身世帯等の核家族世帯以外の世帯割合が他のグル

ープに比べて多いことが考えられる。また、公務員の割合

は比較的少なく第三次産業に携わる人口が多い地域、即ち

都市機能の発達した「都市型」の傾向があると推測できる。 
GCは、GAと同じく、第一次産業就業者の獲得に対して

消極的な地域であるが、地域特性はGAとは全く異なる傾

向を示している。「人口密度(-1.12)」、「15 歳未満人口割合

(-1.07)」、「15～64 歳人口割合(-1.48)」が他のグループに比

べて最も低く、「65歳以上人口割合(1.36)」が最も高い。ま

た、「第一次産業就業者数(1.44)」が最も高く、「第二次産業

就業者数(-1.43)」、「第三次産業就業者数(-0.44)」は低い。地

域構成は、「森林面積(1.60)」、「耕地面積(1.14)」が最も高い

値を示している。重回帰分析による指標は、「非労働力人口

の割合(0.97)」、「公務従業者数(1.41)」が他のグループに比

べて最も高く、「核家族世帯数(0.55)」もやや高い値を示す。 
これらのことより、GC は少子高齢化が進行し、公務員

の割合が高く第一次産業の盛んな「農村型」の地域である

と推測できる。 
情報の発信について低い値を示しているGB、GCは、第

一次産業就業者の獲得性、地場産業の促進に関する取り組

みの積極性について特徴が異なる。GB は、第一次産業就

業者の獲得、地場産業の促進への取り組み共に積極性が見

られる。GB における人口構成は、「人口密度(-0.83)」、「15
歳未満人口割合(-0.90)」、「15～64歳人口割合(-0.34)」)がGC
に次いで低く、「65 歳以上人口割合(0.53)」が高い。また、

「第一次産業就業者数(0.32)」が GC に次いで高く、「第二

次産業就業者数(-0.34)」が低い。地域構成に関しても、「森

林面積(0.05)」、「耕地面積(0.77)」が正の値を示している。

重回帰分析による指標は、「非労働力人口の割合(0.90)」が

GC に次いで高く、「公務従業者数(0.48)」もやや高い値で

ある。一方で、「一般病院数(-0.99)」、「核家族世帯数(-0.83)」
が低い値を示している。 
これらのことより、GB は GC の特性に比較的近い「準

農村型」の地域であると推測できる。ただし、GC と異な

る点として核家族世帯が少ないことが挙げられ、GB は単

身の高齢者世帯が多い可能性があると考えられる。 
GDは、GBと同じく、第一次産業就業者の獲得に対して

積極的な地域である。「人口密度(0.69)」、「15歳未満人口割

合(0.80)」、「15～64歳人口割合(0.76)」がGAに次いで高く、

「65歳以上人口割合(-0.72)」が低い。また、「第二次産業就

業者数(1.25)」が最も高く、「第一次産業就業者数(-1.26)」、
「第三次産業就業者数(-1.21)」が低い。地域構成について

は、「森林面積(-0.99)」と「各市町の総人口に対する耕地面

積(-1.33)」が他のグループに比べて最も低い値を示してい

る。重回帰分析による指標は、「一般病院数(1.63)」、「核家

族世帯数(1.36)」が他のグループに比べて最も高い一方で、

「公務従業者数(-1.01)」が最も低く、「非労働力人口の割合

(-0.43)」も比較的低い値を示している。 
これらのことより、GD は年少人口、第二次産業に携わ

る生産年齢人口が多く、核家族世帯の割合が高い地域であ

り、医療が受けやすい環境であると考えられる。産業にお

ける発達の仕方に違いはあるものの、GA に次いで都市機

能の発達した「準都市型」の地域であると推測できる。 

5. 類型別移住率と具体例

5-1.類型別移住率と今後の課題 
グループごとの移住率については、GA(-0.58)<GB(0.28)

<GC(0.40)<GD(2.00)の順である。類型別地域特性からみる

と、移住率は準都市型(GD)が最も高く、都心型(GA)より農

村型(GC)、準農村型(GB)の方が高い結果となっている。4
章では、20市町の様々な移住支援施策を基に、現在の施策

的特徴を 4 つの特性軸で表しており、4 つの軸に対する指

向性を基に類型化を行っている。以下、移住率に合わせ類

型別に指向する施策の特徴と今後の課題を提示する。 
GD(2.00)は、第一次産業や創業・起業を求める移住者の

獲得に対しての積極性が見られる。なおかつ、定住への敷

居を下げる取り組みや情報発信の事業についても盛んに行

われており、4 つの特性軸に沿った施策がもっとも充実に

行われていることが分かる。準都市型であるGDは、食料

の調達や医療面等生活する上での利便性が農村型に比べて

高いことに加え、自然の要素を身近に感じられる地方なら

ではの住みやすさを感じられる地域であると考えられる。

特に、GDは重回帰分析で抽出した「一般病院数(1.63)」と

「核家族世帯数(1.36)」がほかのグループと比べ最も多いこ

とから、田舎でのスローライフを求めるリタイア世代の移

住が多いと推測される(表4)。また、他の市町と比べ指向性

が弱い地元企業就職を応援する取り組み等は、今後推進す

る必要があると考えられる。 
GC(0.40)は、4 つ特性軸に合わせた施策はあまり行われ

ていないものの、逆に負の傾向にある若年層や地場産業に

対する就業生活支援に対する施策を重点的に行っている。

特に表4で示しているように「森林面積(1.60)」や「耕地面

積(1.14)」が多く、「第一次産業就業者数(1.44)」が多いこと

から、山や海等の自然環境が身近にあることが共通項とし

て挙げられ、自然的要素の強い農村型の地域固有の特徴が

地方移住を求める人の需要と合致したと推測できる。また、

重回帰分析で抽出した「従業者数(公務(他に分類されるも

のを除く))の割合」がほかの類型と比べ最も多いことも安

定的職場の環境が移住率に影響していることが推察される。

4 つの特性軸の指向性を基にこれらの地域がさらに移住者
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を獲得するための提案として、市町における認知度向上に

関する取り組みの必要性(情報発信)が挙げられる。第一次

産業の盛んな地域であるため、就業者への生活支援や研修

制度の整備と併せてそれらを発信する体験ツアーや WEB
サイトの整備等を考案することが考えられる。 

GB(0.28)は、第一次産業及び地場産業の創業・起業に関

する新規就業者獲得のための施策を多く実施しており、準

農村型である地域特性と合わせやや高い移住率を有してい

る。ここからさらに、移住者増加を図るためには、他の市

町と比べ指向性が弱いと思われる情報発信に繋がる広報事 

市町 施策分類 施策項目 施策内容

お試し暮らし
助成金

八幡浜市への移住・定住を目
的として、住居や仕事探しの
ために市内の宿泊施設を利用
する人に滞在費用の一部を助
成

移住体感ツアー
首都圏在住の女性や家族を対
象に開催する週末1泊2日の移
住体感プラン

農業
西宇和みかん
支援隊

西宇和みかんの担い手・援農
者確保のために、八幡浜市周
辺の西予市、伊方町の関係機
関・団体が連携して立ち上げ
た制度

空き家
鬼北町空き家活用
定住支援事業

町外からの移住者を対象とし
住宅改修及び引越しに要する
経費や空き家の所有者の家財
搬出等に要する経費を補助

住宅
ニュータウン鬼北
の里宅地分譲支援
制度

分譲価格を年齢に応じて割引
する取り組み

移住定住支援員・
移住サポーター

移住定住専門の相談員の存在

移住者交流会
住者間や住民とのコミュニ
ケーションの場を提供

お試し体験 移住体験ツアー

町の様子見学・就農体験等の
2、3日のツアー(無償のもの、
個人の要望に合わせたにツ
アーを組むことができるプラ
ン有)

GD
非若年層
定住促進
中心型

準
都
市
型

今治市 お試し体験 短期滞在施設

①最長1週間の移住体験ができ
る短期滞在施設「クルツラン
トゥレーベン大三島」(農業体
験や郷土料理等、地元農家と
の交流が可能な体験メニュー
の用意)
②1年間(最長5年間)の滞在が
可能な今治市滞在型農園施設
「ラントゥレーベン大三島」
(菜園と滞在施設がセットで借
りられ、滞在は月に最低3泊6
日間(1泊2日を3回))

広報

表5　4市町における移住支援施策の具体例の一覧

GB
Uターン促
進・第一
次産業関
連移住者
獲得型

準
農
村
型

鬼北町

GC
若年層・
新規移住

者
獲得中心

型

農
村
型

久万高原町

類型

GA
情報発信
積極型

都
市
型

八幡浜市

お試し体験

総観光
客数

県外
観光客数

県内
観光客数

観光客数
(近畿)

観光客数
(中国)

観光客数
(九州)

観光客数
(四国3
県)

観光客数
(その他
の地域)

基準化 基準化 基準化 基準化 基準化 基準化 基準化 基準化

四国中央市

新居浜市

西条市

今治市

上島町

松山市

東温市

伊予市

松前町

砥部町

久万高原町

大州市

内子町

八幡浜市

伊方町

西予市

宇和島市

鬼北町

松野町

愛南町

　観光
　客数

市町

-0.76 -0.67 -0.90 -0.52 -0.49 -0.79 -0.42 -0.80

1.73 1.66 1.79 0.06 1.93 1.91 1.97 1.12

0.54 0.65 0.32 1.91 0.00 -0.01 -0.21 1.32

-0.77 -0.90

-0.80 -0.74 -0.88 -0.62 -0.72 -0.29 -0.56 -0.75

-0.71 -0.90 -0.33 -0.83 -0.71 -0.82

表6　愛媛県の地域別観光客数
(出典：愛媛県オープンデータ(参考文献9))を加工して作成)

業を積極的に行うことが必要と考えられる。具体的には、

移住相談専門員を配置した窓口を設けることや移住・定住

向けの WEB サイトやガイドブックを作成し、自市町の情

報を提供できる場を設けること等である。 
GA(-0.58)には、現在、高移住率を示す地域は含まれてい

ないが、移住率に負の傾向を表す「第三次産業就業者数

(1.53)」がほかのグループと比べ最も高いことが分かる(表
4)。一方で GA は、情報発信に関する取り組みは積極的に

行っており、最も広報技術の優れたグループである。2軸(定
住促進性)と4軸(地場産業促進性)の平均値が「0」に近く指

向性は弱いことから、今後の施策の改善案としては、地場

産業や定住促進に対する支援制度の整備等、地域活性化に

つながる事業を始める人への生活支援等、就業者への後押

しとなる政策を充実していく必要があると考えられる。 
5-2.類型別具体例と考察 

4 グループからそれぞれ高移住率を示す 4 事例(GA：八

幡浜市／GB：鬼北町／GC：久万高原町／GD：今治市)を
取り上げ、比較を行った。ここで、4 市町における移住支

援施策の具体例を表5にまとめるとともに、それぞれの移

住支援の特徴について述べる。 
GAに属する八幡浜市の場合、移住を考える女性層(移住

体験ツアー)や家族層、農業に興味のある人(西宇和みかん

支援隊)等、各施策のターゲット層を明確化していることが

特徴的であると考えられる。八幡浜市は、都市型の特性を

持つGAの中でも特に農村特性の強い地域であり、就農希

望者への支援など、農業支援等にも力を入れていることが

特徴である(表5)。 
GB の鬼北町では、県外からの移住者を対象とした空き

家改修・引っ越しへの経費の支援や、多様な年齢に応じた

住居取得のための支援施策が特徴的である。準農村型の

GBは、身近な自然環境と利便性とが共存する地域であり、

その快適性への需要が高いと思われる。鬼北町はGB 内の

平均的な人口規模の地域であり、農村要素も比較的強い。 
GC の久万高原町は、農村型特性に合わせ、まちの見学

や就農体験等ができるツアーを実施していることが特徴で

ある。また、移住者交流会等地域住民と移住者のコミュニ

ケーションの場を設け、新しい地域コミュニティに入りや

すい環境をつくることで、移住者の増加及び定住促進に努

めていると考えられる。 
また、GⅮの今治市は、お試し体験を通して実際に市内に

滞在することによって、地域の魅力を実感してもらおうと

いう取り組みが多く見られ、短期滞在型施設の柔軟な利用

方法が可能であることが特徴的である(表5)。前節までの検

討から移住率には各種施策以外にも地域的特性等が関係す

ると考える。表6で示しているように、今治市は、観光面

での注目度が高くヒアリング調査によると、しまなみ海道

のサイクルイベント等による認知度の向上が、移住者増加

の主な要因として挙げられるなど、観光地としての魅力も

移住率に影響していると考えられる(6)。準都市型の今治市

は、生活上の利便性と豊かな自然環境に恵まれた地域であ
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り、移住希望者の注目を集めやすいと推察される。 
このように移住率の高い市町は、地域区分の差があるも

のの、いずれも農村的特性がみられることが共通する。ま

た、上記のように①ターゲット層の明確化とそれに合わせ

た施策、②空き家改修や引っ越し経費の支援等、県外から

の移住者のための施策、③地域住民と移住者のコミュニケ

ーションの場づくり、④柔軟な滞在施設利用方法の工夫等、

他の地域にない特徴的な施策が多くそれらが移住率の向上

に影響を与えていると考えられる。 

6.結論 
本研究では、愛媛県の全20市町を対象として、地域特性

と移住支援施策を整理し、近年の20市町の移住率との関係

を明らかにすることで、地方移住への要因と課題を提示し

た。得られた知見を以下にまとめる。 
(1)各市町の地域特性と移住率との相関関係を分析した

結果、少子高齢化の進行した地域かつ、医療・福祉の支援

が受けやすい地域、第一次産業や公務といった第三次産業

以外の産業が盛んな地域ほど移住率が高いことが明らかと

なった。一方、今治市のように観光面での立地上の利点に

ついても移住率に大きな影響を与えていると考えられる。 
(2)愛媛県の20市町の移住支援施策を整理し、9タイプに

分類・整理すると共に、抽出した18指標を基に数量化Ⅲ類

分析を行った結果、愛媛県の移住支援施策の特徴を表す 4
つの特性軸が明らかとなった。また、上記の4つの特性軸

から得られた得点をもとに、類型化を行い4グループに分

類するとともに、各市町の地域特性から各グループの特性

(GA：情報発信積極型【都市型】／GB：地場産業促進・第

一次産業関連移住者獲得型【準農村型】／GC：若年層等移

住者獲得中心型【農村型】／GD：大都市部移住者等定住促

進型【準都市型】)を明らかにした。 
(3)類型別の平均移住率は、GA(-0.58)<GB(0.28)<GC(0.40) 

<GD(2.00)の順であり、移住率が最も高いGDは、4つの特

性軸に沿った施策の充実、医療・福祉支援の充実等、自然

環境と利便性が両立している。GCは、4特性軸に沿った施

策はないものの、安定的職場が最多で自然的要素の強い農

村型特徴を持つ。GBは、第一次産業及び地場産業の創業・

起業に関する新規就業者獲得のための施策が多く、準農村

型地域特性と合わせやや高い移住率を有している。GAは、

情報発信に積極的であるものの、移住率に負の傾向を表す

第三次産業就業者数が高く、低移住率が確認できた。 
(4)各グループから、移住率が最も高い4事例を取り上げ、

具体的な政策の実態を整理した結果、共通する点として、

グループによる地域区分差はあるものの、いずれも農村的

特性が見られる地域である一方、地域固有の特性を活かし

た施策が多く実施されていることが分かった。移住支援を

進めるにあたり、地域固有の特性((準)都市型・(準)農村型)
等、自市町の強みが何であるかの理解、それらに沿ったタ

ーゲット層の設定と施策への取り組みが、どの地域におい

ても重要であると考える。 

本研究では、人口比により単純算出した移住率を用い、

重回帰分析による5つの説明変数を導出したが、比較的人

口の少ない農村的性格を示す変数が多く選択されやすい可

能性は否定できない。本論では極端に偏った説明変数や値

ではないことを確認しているが、今後そのような可能性を

踏まえた研究方法の開発や研究対象の選択等が必要であり、

本研究の限界と課題として残されている。 
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【補注】 
(1) 転入手続き時に実施するアンケートとして、2015年より愛媛県内各市

町に順次導入したものであり、県が全体集計データを保有している。

なお、愛媛県企画振興部地域政策課の担当者へのヒアリング調査は、

2019年8月2日に実施した。 
(2) ここでいう移住率は、人口比により単純算出した値である。一般的に

使われる出生率や高齢化率・人口増減率等と同様に、人口規模に関わ

らず当該地域の状況を他地域と比較する方法として採用している。 
(3) 重回帰分析の検討では、データの統一のために政府統計より抽出でき

る 252 個の指標を取り扱っている。一方、5 章の具体例に対する移住

率と地域特徴の傾向分析では、県のデータ(観光客数)を用いている。 
(4) 表4により説明変数x1～x5と各グループの地域特性を比較している。

各説明変数が都市型や農村型などの地域類型や人口規模に強く影響を

受けたり、偏った指標値となっていない事を確認したうえで採用した。 
(5) 愛work(愛媛県若年者就職支援センター、 https://www.ai-work.jp/)のヒア

リングによると、地元企業の企業説明会や合同面接会は、お正月やお

盆休みの学生の帰省時期に合わせて実施するケースが多く、新卒を中

心とする20代～30代の若者が参加者の約8割を占めている。 
(6) 今治市地域振興課にヒアリング調査(2019 年8 月9 日)を実施した。し

まなみ海道のサイクルイベント以外にも、①移住施策である短期滞在

施設(表5)の利用者がそのまま定住するケースが多いこと、②地域おこ

し協力隊卒業生の定住率が高いこと(全国平均が約 60%に対し今治市

は84%(2019年時点26名卒業隊員の内、定住者数22名)が挙げられた。 
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