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 本稿では、まず地方移住が 2020 年現在置かれている状況について紹介する。続いて、わが国

において、今後地方移住をさらに促進するうえで重要となる 3 つの視点 AI・SDGs・MaaS につ

いてその意義と先進事例についてみていく。 

 

１. わが国における最新の地方移住動向 

 人口の首都圏一極集中の是正と地方創生の

ために地方移住を促進する取り組みを国、自

治体、企業がそれぞれ進めているが、人口減

少、少子高齢化が急激に進む中、東京一極集

中の傾向は是正されていない。過疎地域をは

じめ地方において、今後はより著しい人口減

少が進むと予想されることから、従来のシス

テムから外れ時代に即した持続可能な地域モ

デルを早急に構築することが求められる。 

 世代ごとの動向をみると若者を中心にライ

フスタイルや働き方の多様化が進んでおり、

地方移住も量と並行して質の向上の重要性が

増してきている。東日本大震災以降の地域や

人のためになりたいというソーシャル志向に

基づいた移住や地方での起業、複数のコミュ

ニティとつながりを持ち複数の拠点を持つ二

地域居住や多拠点居住、ICT 化の進展と新型

コロナウイルス拡大防止のために広まる場所

を選ばずに物理的距離を超えて働くテレワー

ク・リモートワークの認知度向上などが多様

化の一例としてあげられる。移住する際には

受け入れ側が用意する施策や地理的条件を参

考に、実現したいワークスタイルとライフス

タイルをに最もマッチする地域を選択する傾

向が若者を中心に高まっている。 

NPO 法人ふるさと回帰支援センターによ

れば、2018 年 19 年と 2 年連続で 20 歳~30 歳

代の若者層の相談が 5 割を超えたが、2019 年

は 40~60 歳代の相談者が微増した。老後資金

2000 万円問題をキッカケに今後の生活費に

不安を抱えたシニア層による生活コストを下

げるための地方移住の相談が増えている。今

後もさらにシニア層の移住希望者は増えるこ

とが予測される [認定 NPO 法人ふるさと回

帰支援センター, 2020] 

 従来の移住から定住への流れではなく、移

住を繰り返すもしくは移住せずに想いを寄せ

る地域である「ふるさと」と関りを持つライ

フスタイルも少しずつ広まっている。「これか

らの移住・交流施策のあり方に関する検討会」

が 2018 年にまとめた報告書では「関係人口」

をさらに推し進めていく旨の報告がされてお

り、これに沿った事業や自治体の取り組みも

多数現れてきている [これからの移住・交流

施策のあり方に関する検討会, 2018]。都市住

民の一定数が移り住む以外の方法で農山漁村

地域とかかわりを持ちたいと考えており、こ

の層は今後の地域づくりの担い手として既存

の団体や定住者と役割を分担しながら協働で

日本における地方移住の現状と、さらなる地方移住促進のために 
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持続可能な地域社会をつくっていく担い手と

なるだろう。 

 2020 年上半期、世界的な感染拡大により世

界経済に大きな打撃を与えている新型コロナ

ウイルスの地方移住への影響も見逃せない。

大都市圏を中心に感染拡大したことにより東

日本大震災時と同じように都市のリスクを顕

在化させた新型コロナウイルスをうけ、地方

への移住を検討する層は拡大していると予想

できる。一方、ウイルスの拡大を防ぐための

不要不急の移動制限は複数の拠点を持ちなが

ら暮らす多拠点居住のメリットとデメリット

を浮き彫りにさせた。 

 

２. 地方移住促進のために解決すべき課題 

 地方移住を 2020 年以降も促進していくた

めに解決すべき課題は多数ある。2010 年代に

一気に加速した地方創生と地方移住の波に乗

った人々が地方移住への関心が高い層と仮定

するならば、今後はより地方移住への関心が

低い層へのアプローチが必要不可欠となる。

言い換えれば、地方移住に興味関心はあるも

のの理由があって実際には行動できていない

層を動かす必要があることがわかる。ここか

らは一般社団法人 移住・交流推進機構（JOIN）

が 2017 年に実施した「若者の移住」調査と内

閣府が 2014 年に実施した「東京在住者の今後

の移住に関する意向調査」から地方移住のさ

らなる促進を妨げる課題をいくつか検証して

いく  [一般社団法人移住・交流推進機構

(JOIN), 2018] [内閣府, 2014](図表 1,2)。 

 

図表 1：「若者の移住」調査の資料に基づき KAYAKURA

作成 

 

 

図表 2：「東京在住者の今後の移住に関する意向調査」の

資料に基づき KAYAKURA 作成 

 

 20 代 30 代を対象とした「若者の移住」調

査によれば、移住先では求める給料水準にな

い 25,8%、田舎の人間関係が不安 23,6%、ど

こから手を付けていいかわからない 21,2%が

２ 
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地方移住を妨げる要因の上位 3 つとしてあが

っている。18 歳～69 歳を対象とした「東京在

住者の今後の移住に関する意向調査」では、

働き口が見つからない 41,6%、日常生活の利

便性 36,7%、公共交通の利便性 35,9%が移住

の不安・懸念点上位 3 つとしてあがっている。

このことから、以下のような分析ができる。 

・若者は給与に関する不安が高く、スキルが

生かせて現在と同等の収入がなければ移住し

ない層が多い(行動力があり給与が下がって

でも移住したい層はすでに多くが移住済) 

・日常生活、公共交通の利便性に対する不安

が全世代高い。特に 60 代以上では医療・福祉

に不安を抱える人が約半数となっており生活

に必要な施設へのアクセス改善が求められる。 

・移住先での人間関係や移住検討段階で何を

すればいいかわからない層は、移住に関する

相談の機会が少ないと考えられる。また定住

を見越した移住ではなく、おためし移住や関

係人口として地域とつながるようなライフス

タイルの実現がまだまだ難しい状況にある。 

 一部の課題を抜粋したが、他にも地方移住

をさらに促進するために超えるべき障壁は多

数存在する。３からはこれらの課題を解決す

るために、地方移住に導入することで可能性

が広がる 3 つの視点を提案する。 

 

３. 2020 年以降さらに地方移住を促進する

うえで鍵となる 3 つの視点 

 2020 年以降、地方移住を促進していくため

には現在抱える課題を解決する技術や視点と

の組み合わせが不可欠となる。ここからは、

地方圏でのより著しい人口の低密度化に伴う

リソースの減少を補う AI の活用、持続可能な

地域社会をつくるための SDGs、さまざまな

課題と連関する移動をアップデートするため

の概念 MaaS の 3 視点から地方移住が今後解

決すべき課題と先進事例をみていく。 

 

⑴視点①：AI の活用 

 地方移住は自治体がリソースを割いて人間

が対応すべきとこれまで考えられてきたが、

人口減少社会に突入したことで自治体も移住

促進に人員を割くのが難しくなってきている。

そこでこれからは移住の検討段階をレベル分

けし検討度が低い段階では AI を活用した相

談を、検討度が高くなってきてからは具体的

で細かい部分を人間が対応する新しい分業制

がオーソドックスになるかもしれない。AI も

地方移住も 2010 年代に急速に注目をあび社

会的な認知度が上がったと同時に、2020 年代

は今まで以上に一般層にも関係ある事柄にな

るだろう。以下では地方移住の促進で AI を導

入している事例を 3 つ紹介する。 

 

⑴-1. 広島県 AI 移住相談「あびぃちゃん」 

広島県は 2019 年 12 月に無料通信アプリ

LINE を使って移住相談に AI がのるサービス

「ひろしまライフスタイリスト あびぃちゃ

ん」の使用運用を始めた。LINE で友達になる

と、あびぃちゃんからアンケート形式の質問

が送られてきて答えると相談者にマッチした

回答が送られてくる仕組みである。あびぃち

ゃんは移住者の体験談にもとづくオススメス

ポットや、おすすめの地元企業もおすすめす

る。AI 技術を活用した移住相談システムは都

道府県としては初の試みである  [広島県 , 

2019]。地方移住に AI を導入する 1 つのメリ

ットは AI に相談データが全て蓄積されデー

タを二次利用しての分析が可能となる点であ

る。2020 年代の地方移住促進は保有するデー

３ 
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タの量に結果が左右されると言っても過言で

はない。 

 

⑴-2, 株式会社キャメル「移住・定住 Edia」 

 株式会社キャメルが 2019 年 11 月 1 日に開

始した「移住・定住 Edia（エディア）」は、LINE

やウェブサイト上で動作する対話形式のサー

ビスだ。利用者が質問すると、AI が質問の内

容を理解して的確な情報を即座に案内する移

住・定住者の疑問、不安を解決する IBM 

Watson を活用した AI チャットボットである 

[株式会社 CAMEL, 2019](図表 3)。 

このサービスは全自治体導入可能であり、

標準で利用者の問い合わせのログ提供、50 カ

国以上の多言語対応などが利用できる。導入

した岡山県和気町によれば、運用開始後の 1

ヵ月で約 5,000 件の問い合わせに対し正しい

回答を行うことができ、職員の対応負荷が軽

減されたとのこと [Softbank, 2019](図表)。

人員不足やコスト削減といった課題解決のた

めの AI 導入は 2020 年代さらに普及するとと

もにコストが下がり多くの自治体が導入する

と予測される。 

 

図表 3： 岡山県和気町の AI チャットボット画面 

 

⑴-3. AI がおすすめの地域をマッチング 

 AI が全国 1471 自治体の中から条件を複

数選択することでおすすめの地域をマッチン

グするサービスの実証実験も始まっている。

グリットグループホールディングス株式会社

は 2019 年から AI 搭載版発表に向けた地域マ

ッチング Web サイトのシミュレーション版

「Komforta」を公開している [グリットグル

ープホールディングス株式会社, 2019](図表

4)。サイト上では気になった写真と好みでは

ない写真を 6 枚の中からそれぞれ 2 枚ずつ選

ぶことで趣向にあった自治体をおすすめする

仕様になっている。AI 実装版では質問項目が

増えより的確にマッチした地域がレコメンド

される予定だ。移住のハードルを下げること

が、興味関心が低い層に地方移住を広げるた

めに必要な取り組みであり、今後は興味関心

が薄い層へのアプローチが必要不可欠となる

と予測できることからゲーム性を持たせたAI

による地域マッチングは移住の第 1 歩となる

かもしれない。 

 

図表 4：AI による地域マッチングサイト Komforta 暫定 

 

⑵視点②：SDGs 持続可能な地方移住 

 2015 年 9 月の国連サミットで採択された

「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」

によって 2030 年までに世界が解決すべき社

会課題と 17 の目標を掲げた SDGs は広く知

られるようになった。SDGs11 の目標は「住

み続けられるまちづくりを」であることから、 

日本政府は自治体による SDGs の取り組みを 

４ 
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図表 5：地方移住と関わる SDGs17 の目標と 169 のター

ゲット KAYAKURA 作成 

 

強力に後押ししており、今後は地方移住も

SDGs 達成と絡めて推進していく必要がある。

SDGs と地方移住の促進は、人口減少社会に

おいて、地域コミュニティの衰退や地域経済

の縮小などの課題を解決し持続可能なまちづ

くりを進めるという点で接点が多くリンクし

やすいのも特徴だ(図表 5)。 

 SDGs の観点から持続可能な地方移住を実

現するために、まずは自治体の SDGs への意

識向上が欠かせない。地方公共団体向け

「SDGs に関する全国アンケート調査」によ

ると、2019 年時点で SDGs の達成に向けた取

り組みを行っている地方公共団体の割合は

13%にとどまっている 2024 年末までにこの

数字を 60%以上引き上げることが政府の目標

だ [遠藤健太郎, 2020]。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵-1 北海道下川町 

 SDGs の視点を取り入れ持続可能な地方移

住を実現する取り組みの先進事例として北海

道下川町のものがある。下川町は 2017 年に

「ジャパン SDGs アワード(外務省)」を受賞

した SDGs 優等生自治体である。SDGs がで

きる前の 2001 年から持続可能な地域社会づ

くりをコンセプトにまちづくりを進め、2015

年以降は従来のまちづくりに SDGs の考えを

フィットさせ持続可能な地域社会づくりを加

速させてきた。具体的には「森林総合産業の

構築(経済)「地域エネルギーの時給と低炭素

化(環境)」「超高齢化対応社会の創造(社会)」

に統合的に取り組んできた。結果として、

SDGs に積極的な自治体としてのブランディ

ングに成功し 2012 年 13 年 14 年 17 年には社

会動態が転入超過した(図表 6)。 

 

５ 
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図表 6：北海道下川町の資料に基づき KAYAKURA 作成 

 

下川町は、持続可能な地域社会づくりという

理念に共感した移住者が多いため、地元住民

と移住者が初めから「下川町の 2030 年のあり

たい姿」と「理念」を共有した状態ができてい

る。結果として I ターン者、U ターン者等に

よって森林の地域資源や文化を活かした新た

な価値想像の取り組みがなされ、地域に活力

をもたらすとともに、さらに若者が移住し活

躍している [下川町, 2018]。まさに人も社会

も経済も環境も持続可能な好循環に突入して

いる SDGs の推進で移住者の増加を達成した

例である。 

 

⑵-2 静岡県富士市 

 静岡県富士市が 2019 年から取り組む結婚・

子育て世代の移住定住促進事業「富士このみ

スタイル」は、SDGs17 の目標のうち「働きが

いも経済成長も」「住み続けられるまちづくり

を」「パートナーシップで目標を達成しよう」

の達成につながる取り組みである点を押し出

した取り組みだ [@Press, 2020]。SDGs の視

点から移住に関するコミュニティ形成や女性

のワークシェアを促進、移住後の満足度向上

を目指している。ワークシェアの運営スキー

ムはスキルをもつ女性と調整役となるディレ

クターと企業行政が Win-win となる持続可能

なモデルとなっている(図表 7)。 

 

図表 7：静岡県富士市の資料に基づき KAYAKURA 作成 

 

これまでもさまざまな自治体で行われてき

た取り組みに SDGs の視点を取り入れること

で、より持続的で課題解決を含んだ事業とな

る。下川町や富士市の事例から実態を伴った

SDGs に取り組む姿勢はブランディングにな

り、より広い層に認知をしてもらえる機会を

創出できることがわかる。 

 

⑶視点③：MaaS による地域課題の解決 

 MaaS(Mobility as a Service)は新しい移動の

在り方として 2010 年代後半に世界中で広ま

った概念である。世界で統一された定義は存

在しないが欧州の官公庁や民間企業によるパ

ートナーシップ MaaS Alliance によれば、

MaaS とは「さまざまな形式の交通サービスを、

オンデマンドでアクセス可能な単一のモビリ

ティサービスに統合するもの」である。日本

は欧州の先進国より少し遅れて 2019 年に

MaaS 元年を迎えたが、MaaS は地方移住を妨

げる数多くの課題を解決する可能性を秘めて

いる。「東京在住者の今後の移住に関する意向

調査」によれば、地方への移住を検討してい

る東京在住者のうち 4 割が移住への不安・懸

念点として 36,7%が日常生活の利便性、

35,9%が公共交通の利便性、27,0%(60 代男女

では 50,0%前後)が医療・福祉を挙げている 

[内閣府, 2014]。 

MaaS はこれらの上位の移住するうえでの

不安・懸念点を解決する。日常生活の利便性

６ 
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は住む場所から主要施設へのアクセスが向上

することで改善されるだろう。交通主体が分

かれているバスや電車、シェアサイクルがサ

ブスクリプションでワンストップ利用できる

ような状態が MaaS によって形成されれば公

共交通の利便性も向上する。医療・福祉への

アクセスは車の運転も難しくなる高齢者が主

に抱える悩みだが、これも定額制のモビリテ

ィサービスによって解決できる課題だろう。

MaaS は各サービスや施設への心的アクセス

を飛躍的に向上させる。 

 

⑶-1 WILLER が行う実証実験 

MaaS×地方で実証実験を行っているのが

高速バス大手の WILLER である。WILLER や

京都府などと共に、京都丹後鉄道沿線エリア

で鉄道を主とした地方郊外型の MaaS の取り

組みを 2019 年から始めている。2020 年 2 月

からは QR コードによる決済と認証を取り入

れた実証実験を行っており、このサービスが

実現すれば鉄道とバスを組み合わせたシーム

レスな移動が実現し、地域住民の利便性が向

上するだろう。 

 

⑶-2 ADDress×ANA の実証実験 

 月額制で全国の家に自由に住める多拠点ラ

イフプラットフォーム「ADDress（アドレス）」

を展開する株式会社アドレスが 2020 年 1 月

16 日に表明した ANA ホールディングス株式

会社と連携した、航空券定額制サービスの実

証実験は関係人口や多拠点生活に新しい可能

性を感じさせる。実証実験では ADDress の年

間・半年会員が月額 3 万円の追加料金を支払

うことで、ANA 国内線の指定便を月に 2 往復

できるサービスを提供。複数の拠点を転々と

するアドレスホッパーなライフスタイル×新

しい移動サービス MaaS を組み合わせたサー

ビスである(図表 8)。 

 

図表 8：ADDress Web サイトより 

 

本稿では、地方移住の現状について整理し

たほか、わが国で地方移住を今後も促進して

いくために不可欠な 3 つの視点を紹介した。

AI、SDGs、MaaS は一時のトレンドではなく 

継続的な社会の変化に合わせて在り方を常に

変えていく概念である。自治体や企業が地方

移住と絡めて視点を導入する際にもパッケー

ジ化されたものをはめ込むのではなく、地域

の実態に合わせて最適化することが欠かせな

い。2020 年代、地方移住が時代にあわせてア

ップデートされていくことを期待したい。 
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