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1, 研究背景・課題意識 

今日、国や地方自治体による都市から地方への政策的

な人口移動促進は一般的な動向となっている。例えば空

き家の有効活用と移住促進を目的に設置される空き家バ

ンク制度は、2017 年の調査で 56%の自治体が「すでに設

置済み」、20%の自治体が「現在設置準備中、又は今後設

置予定」と回答 [国土交通省, 2017]。総務省の調査によ

れば、2018 年時点で 43 道県が首都圏内に常設の移住相

談窓口を設置している [総務省, 2018]。 

政策的な人口移動促進については、従来その効果や有

効性の検討が重ねられてきた一方、政策をめぐり用いら

れる言葉や政策を支える価値規範の変遷は研究の対象と

されてこなかった。そこで本研究では戦後日本における

国土の総合的な利用を長期的に定めた全国総合開発計画

(以下、全総)と国土形成計画を対象に、今日、地方移住と

呼ばれる都市から地方への人口移動現象をめぐる計画上

の位置づけの変遷過程を言説の分析により明らかにする。 

本間(1999)によれば国土計画とは「国土という地域内

で土地をとりまく諸条件を改善し、産業の立地を決めて

人口配置を計画的におこなうための社会資本整備などの

事業を総合的、長期的に推進する計画」を指す。つまり

国土計画は始点から人口配置を計画的に行うことが目的

とされその他の政策や自治体の方針にも影響を与えてき

たため、地方への政策的な人口移動促進を分析するうえ

で国土計画を研究対象とすることは妥当であるといえる。 

2, 先行研究 

先行研究として、地域人口の側面から国土計画・地域

振興を整理分析した近藤(2011)や東京集中と国土形成計

画の関連を分析した山口(2008)などがある。 

近藤は全国的に人口が増加した戦後 1960 年代までの

時期、都市圏の人口が急増する一方で都市圏外の人口が

減少した時期、21 世紀を迎え都市圏内外ともに人口減少

社会に向かう時期の 3 時期に分けて国土計画の流れや全

等と人口に関わる主な記述を整理した。 

山口は全総と国土形成計画を対象に大都市圏、東京圏へ

の人口集中の歴史と関連する政策の変遷を分析。東京圏

ではバブル期以来の東京圏集中と、2000 年代中頃の東京

再集中では傾向が異なり、東京都特に東京 23 区への集

中傾向が顕著であると指摘した [山口, 2008]。 

 以上のように国土計画と人口移動を対象とした先行研

究では、地域振興や人口の東京集中の側面から人口移動

を扱いその変遷を明らかにしたが、今日政策対象となっ

ている地方への人口移動については論じられてこなかっ

た。しかし今日では都市から地方への人口移動促進は国

や地方自治体による政策目標として強く意識され、国土

計画は指針を与える役割を果たしているため研究する意

義と必要性は高まっている。 

3, 研究目的 

本研究では日本における戦後国土開発の指針を定めて

きた全総と国土形成計画に焦点を当て、主に都市から地

方への人口移動に関する言説の変遷を研究する。これは

戦後日本において地方への人口移動が、ひいては今日の

政策的な地方への人口移動促進がどのように国土計画に

位置づけられてきたのかを政策史的に分析することでも

ある。目的は「本来自明ではない国による都市から地方

への政策的な人口移動促進が、なぜ今日では一般化して

いるか。政策的な人口移動促進をめぐる言説は国土計画

においてどのように構築され、各時代で何に焦点を当て、
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何を理由としてきたのか」を明らかにすることである。 

4, 対象と方法 

本研究は 1962年に策定された全国総合開発計画から、

2015 年に策定された第二次国土形成計画までの約 50 年

の間に策定された 7 つの計画 1)を対象とする政策史研究

である。期間を区切り対象となる政策の全枚挙調査を行

い分割表に落とし込むことで、恣意的な対象の抜粋を避

け中範囲の理論を構築する研究を目指す[保城, 2016]。 

5, 結果・考察 

 表 1 は研究の結果をまとめ対象とした国土計画におけ

る地方への人口移動促進をめぐる言説と理由を分割表化

したものである。保城(2016)を参照し、横に各計画(分

析した各事例)を、縦に抽象化された独立変数(言説を支

える理由の登場の有無)を格納した。 

表 1 国土計画における地方への人口移動促進をめぐる言説出

現の理由(筆者作成) 

研究の結果、国土計画における地方への人口移動促進

をめぐる言説の変遷には以下の 6 つの特徴があることが

明らかになった。 

① 地方への人口移動に関する記述が登場した三全総以

降すべての計画において過疎化や人口減少を要因もしく

は解決すべき課題として捉え、地方への人口移動促進が

必要と判断されてきた。戦後の国による地方への人口移

動促進を語るうえで「過疎化」「人口減少の克服」という

理由は言及するすべての国土計画で観察された必要条件

であることが明らかになった。 

② 第二次国土形成計画で最も多くの理由と関連させて

言及された政策的な地方への人口移動促進は、三全総で

初めて登場しその後新たな計画が策定されるごとに関連

する語句が変化しながら言及の割合を強めてきた。 

③ 四全総以降の計画では産業人材の不足や外部人材の

活用、地域活性化や地域づくりを理由に地方への人口移

動が必要と判断されてきた。 

④ 2015 年以降に策定された第二次国土形成計画を含

む政策文書で頻繁に登場する東京一極集中の是正のため

の地方への人口移動促進という文脈は、四全総と第二次

国土形成計画でしか登場しておらず、長年、地方への人

口移動促進と絡めて継続的に語られてきたわけではない。 

⑤ 国土計画における「地方定住」から「UJI ターン」

を経て「地方移住」への言説の転換が確認された。三全

総で初めて登場した「地方定住」は 21GD まで用いられ

たが第一次国土形成計画では登場せず、第二次国土形成

計画で「地方移住」が初めて登場した。その間、21GD で

は「UJI ターン」が登場し第二次国土形成計画まで用い

られ続けた。国土計画が各時代の新語を効果的に取り入

れながら、国による他の政策や地方自治体の政策の方向

性に影響を与えてきたと推測される。 

⑥ 地方都市や都市以外の地域における統計上の人口増

加を根拠に地方への人口移動促進が正当化されたことは

三全総を除いて一度も無い。最も多い 5 つの要因を計画

内に含み地方移住や二地域居住への支援を「国民的な運

動を展開し、積極的に促進する」と明文化した第二次国

土形成計画であっても「これまで、ともすれば都市の生

活が優れているとの価値観が大勢を占め、地方住民の「都

会志向」がみられたが、最近では都市住民の間で地方で

の生活を望む「田園回帰」の意識が高まっており、特に

若者において「田園回帰」を希望する者の割合が高い。

また、地方暮らしのための相談件数も増加傾向にある。」

と、意識の高まりと相談件数の増加を田園回帰の根拠と

しており、統計的な移住増加を把握しているわけではな

い。 

註 

1) 対象とするのは全国総合開発計画(全総)・新全国総合開発計

画(新全総)・第三次全国総合開発計画(三全総)・第四次全国総

合開発計画(四全総)・21 世紀のグランドデザイン(21GD)・第一

次国土形成計画(一国形)・第二次国土形成計画(二国形)。 
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地方都市人口増の兆し × × 〇 × × × × 

過疎化/人口減少の克服 × × 〇 〇 〇 〇 〇 

産業人材不足、外部人材活用 × × × 〇 〇 〇 〇 

東京一極集中の是正 × × × 〇 × × 〇 

地域活性化/地域づくり推進 × × × 〇 〇 〇 〇 

田園回帰の現れ × × × × × × 〇 
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