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 本稿では、まず近年の移住動向を整理し新型コロナウイルスをキッカケに注目された「他県ナンバー狩

り」に代表されるよそ者と地元住民の摩擦の先行研究をみていく。続いて筆者が 5 月下旬にオンライン上

で実施した調査結果をもとに地元住民と移住者の摩擦の実態を検証し、多様性が増す地方地域社会におけ

る生き心地の良い共生の在り方を検討していく。 

 

1. はじめに 

 1960 年代から日本では大都市から地方に移り住

む地方移住現象が注目され始めた。地方移住現象

はその時々の社会情勢と絡めながらマスメディア

に取りあげられてきたが、2011 年の東日本大震災・

2014 年の増田レポートを経ていまや一時のブーム

ではない長期的な潮流となっている。2020 年に世

界を襲った新型コロナウイルスによってリモート

ワークやテレワークが推進され、都市のリスクが

顕在化したことも地方移住を後押しする要因にな

るのではないかと現在進行形で注目されている。 

 地方移住現象によって大小さまざまなレベルで

観測されるのが旧住民(地元住民/農村側住民)と新

住民(移住者)の摩擦である。それは「いざこざ」「あ

らそい」と呼ばれることもある社会的な現象であ

り、異なる価値意識とバックグランドを持った

人々が同じ地域で生活する以上、免れ得ないもの

である。グローバル化とモビリティの高まりによ

ってこれまで以上に混住化が進む地方地域社会で

は、共同体や閉鎖的空間特有の悪しき慣習を残し、

移住者への排外・差別・偏見となっている事例も存

在する。新型コロナウイルスによって都道府県間

の移動自粛などが求められた際に全国でみられた

「他県ナンバー狩り」は、その 1 つと考えられる。 

 本レポートでは 2020 年 5 月 17 日～25 日に

KAYAKURA がオンライン上で実施した「移住者視

点からの新型コロナウイルス以降の田舎暮らしに

関する調査」をもとに、地方移住後の生活で起こる

地元住民と移住者間の摩擦、新型コロナウイルス

発生以降の移住者への差別偏見の実態を整理する

と共に、多様な価値意識とバックグランドをもつ

他者同士が地域で共生していくための方法を考え

ていく。特に新型コロナウイルス発生以降のよそ

者としての移住者への一部の過激な言動がマスメ

ディアでは取り上げられるが、センセーショナル

に切り取られた言動に隠れて見えづらくなってい

る「当たり前の日常」の中で起こる摩擦・差別・偏

見にスポットをあてることを目指す。摩擦には社

会に対する逆機能ばかりでなく、社会をよりよい

方向に進める順機能となることがあるのも忘れて

はいけない。本レポートが地方自治体で移住促進

に取り組み担当者、地方移住を検討している人々

に届けば幸いである。 

 

2. 近年の地方移住動向 

 新型コロナウイルス拡大防止のために、多くの

企業がリモートワークやテレワークを実践したこ

地方地域社会における地元住民と移住者の摩擦に関する考察 
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と、大都市のリスクが顕在化したことを受けて、地

方移住への興味関心が高まっていると今日指摘さ

れている。新型コロナウイルスが日本で猛威を振

るい始める直前の 2020 年 1 月 30 日～2 月 3 日に、

政府は東京圏に住む 20～50 代 1 万人を対象に地方

移住に関するオンラインアンケート調査を実施し

た。調査の中で地方暮らしに「関心がある」と答え

たのは 15.6％、「やや関心がある」が 15.5％、「気

にはなっている」が 18.7%となり、全体の 49.8%

が地方で暮らすことに興味関心を持っていること

が明らかになった [東京新聞, 2020]。この結果は

2018 年 10 月に内閣府が実施した『東京都在住者

の今後の暮らしに関する意向調査』と比較すると

約 10.4%高くなっており、地方移住への興味関心

の高まりが読み取れる [まち・ひと・しごと創生会

議, 2018]。 

 一方、地方移住は東京一極集中を是正するため

に国が推し進めている側面があるが、2017 年時点

で東京圏は約 12 万人の転入超過となっており東京

一極集中の傾向は未だ是正されていない(22 年連

続転入超過) [内閣官房まち・ひと・しごと創生本部

事務局, 2018]。また 2017 年に一般社団法人移住・

交流推進機構（JOIN）が実施した「若者の移住」

調査によれば地方への移住を妨げている要因とし

て仕事関連が 48.8%、人間関係関連が 44.2%、情

報不足関連が 34.8%となっており移住に興味があ

り移住したくても、さまざまなハードルによって

できない現状が明らかになっている [一般社団法

人移住・交流推進機構(JOIN), 2018]。 

 

3.コロナ以降の移住者への偏見と摩擦 

 地方移住者の増加・興味関心の高まりは地方地

域社会で暮らす人々の多様化＝混住化社会の加速

を促している。日本人移住者に限らず外国人労働

者や外国人実習生も含めた移住者が地方で増える

ことで、地方地域社会は人口減少や働き手不足な

どの課題を克服しようと試みている。 

移住者の増加はさまざまな課題を解決する一方、

課題も浮き彫りになりつつある。その 1 つが新型

コロナウイルスによって改めて顕在化したよそ

者・移住者への差別・偏見のまなざしである。具体

的な事例として、地域外のナンバープレートをつ

けた車を注意したり SNS で晒したりする「他県ナ

ンバー狩り」や、都道府県の境を超えて移動する人

に対する嫌がらせなどが 4 月以降連日メディアに

よって報じられた [西日本新聞, 2020]。これらの

現象は、ストレスの高まりと「自分/自分たちさえ

よければいい」という自己中心性/地域第一主義、

日本の特に地方でいまだに根強く残る共同体性が

よそ者・移住者への差別偏見という形で立ち現れ

たといえる。そこには他者がかかえる事情や背景

を理解しようとせず表面的な所属や移動履歴・ナ

ンバープレートで排除する姿がみられた。 

L. コーザーによれば集団内におけるコンフリク

ト(摩擦)には、逆機能と順機能がある。順機能とは

摩擦を乗り越えることで集団がアップデートされ

るような状態を指すが、コロナ下で行われた一部

の行為は順機能とは捉えられない行われてはいけ

ないものであったことは確かである。 

 

4. 移住者と地元住民の関係性に関する先行研究 

 地方における移住者・よそ者と地元住民の関係

性に関する知見は、社会学において古くから積み

重ねられてきた。ドイツの社会学者 G. ジンメルは

1908 年に上梓した「社会学」の第 9 章補説「よそ

者についての補説」において、よそ者の「厄介ごと

を地域に持ち込み起こす者」というネガティブな

イメージと、「非よそ者には分からない新しいまな

ざしによって集団に内在する危機を見通す可能性

がある」というポジティブなイメージの両方の存
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在を記している [ゲオルグ・ジンメル, 1994]。 

地方移住による摩擦を研究した先行事例として

は本田や長友らの研究が挙げられる。自然豊かな

農村環境への移住を希望する地方移住者は、都市

と比べて人の流動性が低く閉鎖的環境へと転入す

る可能性が高い。本田らによれば、個人・家族単位

での行動の自主性が尊重される都市での生活とは

異なり、農村では住民同士が生活・生産の両面にわ

たって互いに深く関わり合うことが”当たり前”と

される。また、住民の生産や生活を支えるために

様々の組織が存在し、これら組織やその活動に参

加することも”当たり前”とされる。さらに、農村側

住民は自身の属するムラの永続性を希求するのに

対し、移住者は自らの見出した”農村らしさ”を守る

ことに価値を置く傾向がある [本田, 伊藤, 小田, 

2011]。これらのギャップが摩擦を生み出していく。 

長友によると生活の質の向上や持続可能な生活

を求め移住するスタイルを「ライフスタイル移住」

と呼ばれ、ライフスタイル移住は近年増加してい

るという。価値観が多様化している今日、価値観が

変化している人とあまり変化していない人、価値

観が変化したことで共有できるようになったこと

とできなくなったことがあるため、相互行為を通

した理解が可能な部分が変化してきている。これ

らの理由から、移住者と地元住民の生活様式や行

動原理、価値観、人間関係の在り方に対する認識の

間にはかなりの隔たりが存在し、農村住民だけ、都

市住民だけの地域では発生する可能性が低い差別

偏見が発生するのである [長友淳, 2015]。 

 

5. 本調査の概要 

本調査の目的は主に 2 つある。1 つ目はよそ者と

しての移住者が地方移住後に地元住民との間で起

こった「いざこざ」「摩擦」を明らかにすること。

2 つ目は新型コロナウイルス発生以降移住者が差

別や偏見を受けた実態を把握することである。調

査は 2020 年 5 月 17 日～5 月 31 日にかけてオンラ

イン上で実施した。母集団は Facebook 上にある長

野県東御市の移住者コミュニティ「移住者交流会 

復活 move 103 会(登録者 77 人)」・長野県安曇野

地域の移住者コミュニティ「信州移住ヨモヤマバ

ナシ(登録者 225 人)」・地域活性化情報共有コミュ

ニティ「地域活性化・地方創生のための情報交換所

(登録者 1,173 人)」の 3 つ。3 コミュニティは通常、

地域情報の共有や困りごとの共有などに用いられ

ている。調査は Google Form を用いて実施した。 

■調査対象：上記グループに所属する人のうち、自

身を「移住者」だと認識している人 26 人 

■調査時期：2020 年 5 月 17 日～5 月 25 日 

■回答方法：Web(Google Form) 

 

6. 調査結果と分析 

6－1 性別・年齢層・現地域居住年数・移住形態・

移住理由 
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図 1~図 5 に回答者属性を示した。回答者の性別

は 65%が女性、35%が男性。回答者の年齢は再若

齢が 27 歳、最高齢が 62 歳、平均 44 歳であった。

現地域での居住年数は平均 5 年 3 か月、移住形態

は 84.7%が I ターンであった。移住理由としては

子育て・教育に関するものが最も多く、住環境・自

然環境・仕事の関係・農業・以前から暮らしたい地

域だった・知人/親族がいた、がつづいた。 

 

6-2 移住者が地元住民との間で「不快な思いをし

た」「いざこざになった」 

 

現居住地域に移住後、移住者が地元住民と捉え

る人の言動で「いざこざになった」「不快な思いを

した」人は、全回答者の約 46%にあたる 12 人だっ

た。また地元住民と移住者である回答者の間で起

こった「いざこざ」「摩擦」の具体的事例として最

も多かったのが「地域のルールがわからずに起こ

ったこと」「子ども・教育に関すること」であった。 

地域住民の流動性が低い地方地域社会において

は、長年暮らしていく中で会得していく「暗黙知」

や「言語化されない当たり前」として存在するルー

ルが多くある。住民の流動性が低かった時代にお

いては成り立っていたことが、グローバル化・モビ

リティ・都市化の高まりにより成り立ちにくくな

った。また核家族化が進み生活のオンライン化で

コミュニケーションも希薄になってきているため、

これまでは定期的な日常のコミュニケーションで

共有できていたことが共有できなくなった。その
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他、現代の価値意識・ワークスタイル・ライフスタ

イルの多様化により共通の価値規範が共有できな

くなりつつあることも「いざこざ」「摩擦」の原因

として考えられる。 

3 番目～5 番目に多かったものが育成会・自治会・

消防団など伝統的に形骸化した地方独特の仕組み

によるものであることも、地方地域社会の課題を

明確に示している。都市においては合理化されア

ソシエーションに役割が移行しているものが、地

方ではいまだに目的が不明慮なままコミュニティ

に依存しているため、地元住民と移住者の間で「文

脈」が共有できず摩擦につながっている。調査では

ここで挙げた以外に「小さな町(市)なので、噂の広

まり方が早く、個人情報の特定がされやすい」「う

ちの敷地を近隣住民が勝手に草刈りした」「行政の

在り方全般」などが具体的事例として挙げられた。 

 

6-3 新型コロナウイルス発生以降「偏見」「差別」

と受け取れる言動を受けたことがあるか 

 

 新型コロナウイルス発生以降現居住地域とその

周辺で移住者への「偏見」「差別」と受け取れる言

動を受けたことがあるかという質問に対しては、

全体の 23%にあたる 26 人中 6 人が「ある」と回答

した。具体的に受けた言動としては以下のものが

挙げられた。 

・車のナンバーが県外ナンバーだったため都内か

らの観光客と間違えられて避けられる場面が多々

あった。 

・実家が神奈川のため帰ったのかよく聞かれた。 

・無視された。 

・配偶者が医療者のため、『うつるから家に来ない

で欲しい』と言われた。 

・ビーチで飲食店を経営しているので、休業してい

ないことへの非難が集まった。 

・関東圏の仕事を断り 3 月下旬-5 月は在宅してい

たが、近隣から関東圏に行ってないか、関東から来

客がないかと質問をうけることがあった。（コロナ

前は関東圏と 2 拠点（出張）していたため） 

・配偶者のパート先で、県外ナンバー車を職員駐車

場に停めることを拒否された。 

マスメディアでも取り上げられる「他県ナンバ

ー狩り」に近い言動を受けた事例が複数確認でき

た。県外の実家との行き来を聞かれた事例からは、

言った本人には悪気が無く「気遣っている」「心配

している」可能性もあるが、受け取り側は差別や偏

見と感じ不快に思う可能性があることを示してい

る。移住者でかつ飲食店の経営や医療に携わって

いる回答者は、複数のカテゴライズで差別や偏見

を受けている可能性が明らかになった。この調査

結果からはわからないが「移住者であり医療従事

者/飲食店経営者」と「地元住民であり医療従事者

/飲食店経営者」では、地元住民からの対応や接し

方が変わる可能性も考えられる。 

通常時に都市圏と行き来のある仕事をしている

回答者のケースは、移住後に都市圏と往来のある

生活スタイル(二地域居住/二拠点居住)の理解され

なさを示している。地方在住者の多くは都市圏と

頻繁に行き来する職に従事していないため、複数

の拠点や地域を関わるライフスタイル・ワークス

タイルに対する理解・認知が進んでいない。 これ

らのケースからわかるのは「地域内のライフスタ

イル・ワークスタイル・バックグランドの多様性の

無認知」である。混住化が加速する地方地域社会に
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おいて多様性が増していることを日常的に認知で

きるような仕組みが差別や偏見を取り除く可能性

がある。 

 

6-4 新型コロナウイルス発生以降「偏見」「差別」

と受け取れる言動を見聞きしたことがあるか 

 

新型コロナウイルス発生以降現居住地域とその

周辺で「偏見」「差別」と受け取れる言動を見聞き

したことがあるかという質問に対しては、全体の

46%にあたる 26 人中 12 人が「ある」と回答した。

具体的に見聞きした言動としては以下のようなも

のが挙げられた。 

・移住者の駐車場に他県ナンバーの車が停まって

いると通報された 

・県外ナンバー車に対して敵視する 

・市民の中で、日本初の高地トレーニングプールの

反対派から、何で移住してきたのか不愉快な思い

だと言われた 

・GW に東京から帰省した人に対し「こんな時期に

帰省するな」と注意をしたいう話を、注意をした本

人(近所の人)から聞いた 

・知り合いの子供が休校になったため東京の大学

から帰省したら、近所の方に「これでコロナにかか

ったらどう責任とってくれるのか？」と叱責され

たと聞いた 

・受けた事は無いが、自分が他県ナンバーの車に関

して来るなと思った 

・コロナに罹った方の家族構成、住所、名前、勤め

先まで噂で流れ、その人は行ったスーパーなど行

くなと再三いろんな方々から言われる 

・他県ナンバーの移住者がスーパーなどで奇異な

目で見られた 

・移住者宅に怪文書の投函がされた 

・SNS で域外からの来訪者に対して差別的発言が

されていた 

・医療者に対して『(子を)外で遊ばせるな』と言う。 

・市街ナンバーの車を怒鳴る 

 6-3 同様に「他県ナンバー狩り」とそれに類する

言動が最も多く観測された。また「移住者宅に怪文

書の投函がされた」「市街ナンバーの車を怒鳴る」

といったマスメディアでも取り上げられている過

激な言動も見聞きされている実態が確認された。 

 地方地域社会ならではのものとしては「コロナ

に罹った人の家族構成、住所、名前、勤め先が噂で

流れた」事象が挙げられる。都市以上に親密性が高

く社会が狭い地方では情報の拡散スピードが速い。

これは災害時等にプラスな効果をもたらす一方で、

ある種の村八分につながるようなマイナスな効果

をもたらすこともある。 

 特徴的なものとして「自分が他県ナンバーの車

に関して来るなと思った」というものがある。移住

者と一括りにしても居住年数や生活スタイル・勝

つ感は人それぞれ異なる。特に居住年数が長くな

ればなるほど定住者・永住者的感覚が強くなり移

住直後でナンバープレートが変えられていないと

いった「移住者あるある」が理解しにくくなる。こ

れは個々人のアイデンティティとも関わる重要な

点であり、同じ居住年数でも「移住者的マインド/

アイデンティティ」を保持し続ける人と、脱却して

いく人の差異については多角的な検討が施される

と興味深い現状が浮かび上がるだろう。 

 その他の見聞きされた事例からは、日常的に移

住者に対して不快感をいだいていた人々が時流に
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乗って「いまだったら言ってもいいか」と移住者へ

の不快感を口にしたことがわかる。帰省者に対し

て注意した本人からそのことを聞いた事例からは、

個人の自己中心的な理由ではなく地域全体のため

という大義のもとに正義の意識から偏見・差別と

も受け取れる言動をおこなっている人がいること

がわかる。これは共同体意識がいまだに強い地域

では個人よりも集団に価値置く集団意識が一部色

濃く存在し、集団意識に基づく言動が危機的な状

況で表出した言動と考えられる。しかし集団のた

めと理由づけして実は個人の満足のためという個

人主義ともこの言動は受け取れるため、安易に日

本の地方地域社会＝集団主義と断定することは注

意が必要である。 

 

6-5 移住者が地域で暮らしやすくなるために必要

な支援や取り組みについて 

 

その他 

・住まい(移住定住促進住宅、賃貸で住める家) 

・移住者同士ばかり集まると、ますます地元の方と

の距離が出来てしまう。地元の方によそ者への意

識を変えて頂けるようなことや交流があると良い。 

・地元住民との見解の差異を理解し合うこと、移住

者には田舎特有の閉鎖的な考え方がある地域もあ

ること。逆に、地元住民の都会の奴らはという偏見

もお互い様で理解できるような取り組みがあれば、

お互い嫌な面を回避できる。 

・分娩移住の受け入れ 

・おためし移住体験の拡充 

・ボトムアップ式の活性化 

 全回答者 26 人のうち現状の支援や取り組みに満

足していると答えた回答者は 1 人であり、多くの

移住者は移住支援策が拡充しつつある現在も移住

支援が不足していると感じていることが明らかに

なった。 

「移住者同士のコミュニティ・つながりの発展」

「過去の移住成功事例・失敗時事例の共有」を選択

した人が多かったことから、さまざまな移住に関

する情報の共有が不足していると予想される。求

められているのは「地域情報の共有を増やす」の選

択者が少ないことから、移住者ならではの情報共

有であることがわかる。一方で「移住後の生活に関

する教科書のようなもの」「移住促進パンフレット

のさらなる充実」の選択者は少ないことから、移住

促進パンフレットに掲載される地域自慢のような

情報や制度に関する情報ではなく、文章では伝わ

らない生々しいリアルな移住者の体験談や情報が

地域で暮らしやすくなるために必要だと分析でき

る。一連の回答から移住者にとっては「いかにマイ

ナスと受け取れる事象を避けるか」が重要である

ことがわかる。岡檀が自殺率全国最少の海部町で

行った調査からも、幸福な状態を目指すことより

も「いかに不幸な状態を回避するか」が生き心地を

よくするポイントとしてあげられている。 

 調査結果では「移住者同士のコミュニティ・つな

がりの発展」「地元住民との交流機会の増加」が上

位に位置しているが、本調査がオンライン上のコ

ミュニティで実施されたことは留意して分析する

必要がある。本調査の回答者は Facebook 利用者で

ありオンラインページの動向をチェックしており

かつ他人である筆者の調査に協力しているため、

比較的能動的で協力的でつながり意識が強いと予

想できる。しかし移住者の中には「人と関わるのが

苦手」「つながりはいらない」「移住してきたことを
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知られたくない」と交流やつながりに消極的な層

も存在する。移住に関する各種メディアでは交流

的でつながり志向の高い人々がシンボリックに取

り扱われることが多いが、それは必ずしも移住者

の全体像を表すものではない。サイレントマジョ

リティーである「静かな移住者」の声も的確に拾え

なければ、一部の移住者には心地よくてもサイレ

ントマジョリティーにとっては不快でストレスな

移住後の支援になる可能性がある。最低限の「つな

がり」や「交流」は地域を維持し地方で生きていく

ために必要な一方、自治体は「つながり」や「交流」

がなくても暮らしやすい地域を実現することが最

低限クリアすべきラインでもある。一部のコミュ

ニケーション能力が高くつながり志向が強く交流

に能動的な移住者の意見を代表的なものと捉え、

「交流」や「つながり」がなければ生き心地がよく

ない地域を設計することは避けなければならない。

これは移住者だけでなく地域住民全員にあてはま

る。 

 

7. まとめ-移住者と地元住民が共生するための- 

本調査を通して、日常的にさまざまな摩擦が地

方地域社会においては存在すること、それらの中

には「移住者」という居住年数に起因するファクタ

ーによって起こるものが存在することがわかった。

特にコロナ下においてはマスメディアでも報じら

れているような過激な差別偏見と受け取れるもの

や他県ナンバー狩りなど、移住者と地元住民の分

断を助長するような言動が起こっていたことも明

らかになった。 

本調査において「摩擦」と呼んできたものは、移

住者と地元住民の二項対立以外の二項対立でみら

れる一般的な現象である。本調査で調査対象とし

たのは「自身は移住者だと思っている人」だったが、

この自己規定は周囲の見方と一致するものではな

い。移住者という言葉に絶対的な定義はなく、それ

は社会状況・時代状況によってゆらぐ曖昧な言葉

であり属性である。曖昧な属性であることにはメ

リットデメリット両方が存在する。曖昧だからこ

そ明確な分断は生まれず個人個人の振る舞いで摩

擦を乗り越えていくことができる面がある一方、

曖昧だからこそ人によって移住者への解釈と意味

付けは異なり、結果として摩擦が生まれることも

ある。 

「郷に入っては郷に従え」という諺がある。「郷」

とはもともと「さと」「いなか」を指す言葉であり、

諺はその土地やその環境に入ったならば、そこで

の習慣ややり方に従うのが賢い生き方であるとい

う意味をもっている。グローバル化が進み価値観

や生活様式の多様性が増す現代社会において、こ

の諺は私たちが誤解している点を的確に表す言葉

となっている。現在のようにモビリティが高まり

地方が都市化する以前は郷で従うべきルールや規

範は存在したが、いまでは郷の成員が全員理解し

了承している暗黙のルールや空気はなくなりつつ

ある。それは移住者の有無に限らずだ。しかし現代

でも郷の成員はあたかもそういうものが存在して

いると思っている。理由は「郷の成員が理解し了承

している暗黙のルールや空気がある」という前提

が崩れると、郷＝ローカリティや仲間意識が崩れ

るからである。これは郷を維持することを目的と

した場合には有効かもしれないが、郷をアップデ

ートする、すなわち、いま以上に生き心地のよい地

域を実現する場合には想像の共同体としての郷は

部分的もしくは全体的に変革される必要がある。 

ここで私たちは「他者は理解できる」「他者を理

解している」という前提を 1 度捨て、移住者であれ

土着の住民であれ「他者を理解することはいまの

時代には困難である」ことを前提としたコミュニ

ケーションをおこなうことが必要である。「理解で

きないこと」を理解したときに、はじめて想像の共
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同体としての郷はアップデートされ、逆機能とな

る摩擦を減らすことができる。 

具体的に必要なのは「郷のルールの明文化」→

「郷のルールに対して多様な成員が意見を述べ合

いブラッシュアップ」→「明文化された最低限のル

ールの共有」の循環である。これにより旧来の想像

の共同体としての郷は解体され、多様性が増す時

代に適した地域が形成することができる。どの程

度の規模の地域で行うかにより手法は異なるが、

図 10「移住者が地域で暮らしやすくなるために必

要だと思う支援や取り組み」の項目で、移住後の生

活に関する教科書のようなものを選択した回答者

が少なかったことは従来の郷に従うことを求める

形式では混住化が増す現代の地方地域社会では 1

人 1 人の生き心地がよくならないことを示してい

るといえるだろう。 

本調査の課題として回答者数が少ないこと・穂

集団がFacebook上のオンラインコミュニティであ

ることがあげられる。しかしコロナ下で外出自粛

が要請されていた中で本調査を実施するためには

本手法は妥当であったと判断している。今後はコ

ロナ下という制約をはずして、より大規模に多様

な人々が地方地域社会で経験する摩擦を調べるこ

とを通して、生き心地よい共生社会の実現に寄与

することを目指していきたい。 
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9. 付録：調査紙・回答者属性 

9-1 調査紙 

「移住者視点からの新型コロナウイルス以降の田

舎暮らしに関する調査」 

※この調査は自身を「移住者」と認識している人を

対象としています。 

本調査フォームをご覧いただきありがとうござ

います。一橋大学社会学研究科所属 地方移住研究

を 専 門 と し て い ま す 長 野 県 池 田 町 出 身 

KAYAKURA 代表伊藤将人と申します。 

本調査の目的は、コロナ以降の田舎暮らしにお

いてマスメディアや SNS などで話題となっている

「他県ナンバー狩り」「なんらかの差別・偏見にあ

たる言動を受けた・目撃した」の実態を明らかにす

ることです。マスメディアでは一部の過激な行動

が取り上げられていますが、生活しているうえで

特にいつもと変化がない・逆に田舎暮らしをして

いてよかったと感じている移住者の方もいると予

想されます。正しい田舎暮らしの実態を広く認知

してもらうためにご協力よろしくお願いします。 

※本調査の回答目安時間は 10 分程度です。 

※本調査の結果は一橋大学社会学研究科所属  伊

藤将人による今後の地方移住に関する論文執筆や、

広くメディアに公開するコロナ以降の地域暮らし

に関するレポート・KAYAKURA 掲載記事の参考と

させていただきます。 

※利用する際は個人が特定されない形で情報は加

工して取り扱います。 

*は必須回答項目 

 

1. あなたの性別を選択してください。 * 

□男性 

□女性 

□その他 

 

2. あなたの年齢を教えてください。(2020 年 5 月

17 日現在) * 

 

3. あなたのご職業を教えてください(複数ある場

合は年収に対して占める割合が高いものから、上

限 3 つまで列挙してください。) * 

 

4-1. あなたが現在お住まいの地域について、都道

府県・市区町村の名称をご記入ください。 * 

 

4-2. 現在お住まいの地域での居住年数を教えてく

ださい。 * 

 

5. あなたは、Ｕターン、Ｉターン、Ｊターンのい

ずれかに該当しますか。 * 

□U ターン 

□I ターン 

□J ターン 

□その他 

 

6. 現在お住まいの地域に移住した理由を教えてく

ださい。(複数の要因がある場合は無理のない範囲

で複数お書きください。) * 

 

7-1. 現在お住いの地域で暮らしていて、地元住民

とあなたが認識する人たちの言動で「不快な思い

をした」「いざこざになった」ことはありますか。

(「ない」と答えた人は８－１へお進みください) * 

□ある 

□ない 

 

7-2. 7-1 であると答えた人にお聞きします。当ては

まる事例を以下から選択してください。当てはま

らない場合はその他に具体的事例をご記入くださ

い。(複数選択可) 

□ごみの捨て方に関すること 
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□新居を建てる際に起こったこと 

□農業に関する考え方や行動に関すること 

□育成会や自治会に関すること 

□地域の行事や消防団に関すること 

□自治会費や区費などの集金に関すること 

□「移住者」という属性による言動 

□地域のルールがわからずに起こったこと 

□さまざまな言動で目立ったことで起こったこと 

□子ども・子育てに関すること 

□仕事に関すること 

□政治・宗教に関すること 

□その他: 

 

7-3. 7-2 で記載した具体的な事例後、あなたが気を

付けていることや学んだことはありますか。 

 

8-1. 新型コロナウイルス発生以降、あなたはお住

いの地域とその周辺で「偏見」「差別」と受け取れ

る言動を受けたことはありますか。(「ない」と答

えた方は９－１へお進みください) * 

□ある 

□ない 

 

8-2. 8-1 で「ある」と答えた人にお聞きします。具

体的にどのような言動を受けましたか。 

 

9-1. 新型コロナウイルス発生以降、あなたがお住

いの地域とその周辺で「偏見」「差別」と思われる

行動を見聞きしたことはありますか。 (噂を含

む)(「ない」と答えた人は１０－１へお進みくださ

い) * 

□ある 

□ない 

 

9-2. 9-1 で「ある」と答えた人にお聞きします。具

体的にどのような言動を見聞きしましたか。 

 

10-1. 最後にご自身の体験を踏まえ、移住者が地域

で暮らしやすくなるために必要だと思う支援や取

り組みを教えてください。(複数選択化) * 

□移住促進パンフレットのさらなる充実 

□移住後の生活に関する教科書のようなもの 

□移住アドバイザー/コーディネーターの設置 

□過去の移住成功事例失敗事例の共有 

□移住者同士のコミュニティ/つながりの発展 

□地元住民との交流機会の増加 

□行政による移住後の支援体制の充実 

□地域情報の共有を増やす(Web,SNS,広報紙など) 

□現在の支援や取り組み満足している 

□特に無し 

□その他 

 

11 本調査に関して「質問」や「書きたいけれど書

く枠が無かった」ことがある方は、教えてください。 
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9-2 調査回答者属性一覧 

 


