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序論 
 
 本論文は地域社会における生活者間の社会的葛藤が生じる仕組みを解明する研究として、
特に「移住者(Newcomers)」と「地元住民(Settled Residents)」の間で生じる社会的葛藤に
焦点を当てる。社会的葛藤とは個人間あるいは集団間に、またある場合には個人と集団の間
に対立が生じている状態を指す [大渕, 2015]。 
田園回帰現象やモビリティの高まり、働き方の変化、オンラインコミュニケーションの普

及などにより、地方移住(Urban-Rural Migration)への興味関心が日本に限らず世界中で高
まっている。地方移住を促進する流れとしては脱都市化や脱消費主義的ライフスタイルの
志向など価値意識の変化と、地方の人口減少と首都圏一極集中によって起こる様々な課題
を解決するための政策的な流れもある。代表的なのは日本政府が 2014 年に掲げた地方創生
の旗印の下に行われる取り組みと、地方自治体が人口ビジョンと総合計画に基づき実施す
る移住促進施策である。このように人々の移動が加速したことで地方移住者や他者が増え
た地域社会では、生活様式や働き方の同質性が低くなり社会的文脈や暗黙知、物語の共有が
難しくなったためさまざまな社会的葛藤が発生し、それらを乗り越えしようと試行錯誤す
る住民の姿が観測されている。生活者間の社会的葛藤は個人問題であり研究で取り上げる
ほどのものではないという指摘も想定されうるが、社会的葛藤の中には、要因が個人のパー
ソナリティに起因しない個人では解決しにくく社会で対応すべき政策問題もある。本論文
で扱うのはまさにそうした社会的に対応すべき「移住者」と「地元住民」の社会的葛藤であ
り、焦点をあてる意義はこうした点にある。 
本論文のリサーチクエスチョンは「なぜ農村社会において地元住民と移住者の間で社会

的葛藤が生じる場合と生じない場合があるのか」とする。サブクエスチョンは①「地元住民
と移住者はそれぞれの存在をどのように認識し関係性を築いているのか」、②「地元住民と
移住者の間ではどのような社会的葛藤が存在するのか」③「なぜ移住者の中でも移住促進施
策を利用していない旧 I ターン層を巡っては社会的葛藤が生じにくいのに、なぜ施策を利用
した新 I ターン層を巡っては社会的葛藤が生じるのか」④「なぜ自治体による移住促進施策
が農村社会における社会的葛藤に影響を与えるのか」とする。 
期待される効果としては第一に社会学的に「古い」集団と「新しい」集団の相違と社会的

葛藤は研究対象であったが、今日その問題構造は複雑性を増しており対応必要性が高まっ
ていることが挙げられる [ノルベルト ジョン, 2009]。地域社会の成員たちが社会的流動性
の徐々に高まる世界に対処する準備ができていないことで生まれる社会的葛藤は多く存在
する。本研究は社会的流動性が高まり共同体・地域社会の成員の生活様式や働き方、社会規
範、価値意識が多様になる現代における社会的葛藤と分断、不寛容性を乗り越える視座を提
供する。またこれは日本のみならず世界的なLifestyle Migration研究、Counter-Urbanization
研究の流れに位置づけられる［Benson, 2009］ [Michael Heiko, 2014]。 
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第二に日本国内の文脈として地方創生(まち・ひと・しごと総合戦略)の流れの中で地方自
治体は移住者増に取り組んでいるが、移住者の定住段階での幸福度や満足度、地域住民との
関係性、コミュニティの実態については把握や支援が疎かにされてきたという課題がある。
移住相談者数や窓口での移住者数増にこだわり公共政策の本質的目的や政策問題・地域課
題が見過ごされている現状に対して、定住段階での生活者間の社会的葛藤・関係性の実態把
握、社会的葛藤を乗り越えるための方策について研究し具体的方法を提案することは学術
的にも政策的にも意義がある。 
本論文では地域社会における生活者の属性として居住年数と元居住地を参照した「移住

者」「地元住民」から社会的葛藤を考察していくが、今後はこの認識枠組みにおける移住ま
での動向と定住段階での社会的葛藤と政策の連関に関する研究を深堀していく。またそれ
とは異なる要因と社会的葛藤の関連についても研究していく。生活者間の社会的葛藤を引
き起こす要因は学歴、職業、家族人数/家族形態、価値意識、社会的ネットワーク、コミュ
ニティなどである。今後はこれらの要因が社会的葛藤とどのように連関するのか、またこれ
らの要因を政策的に乗り越えることは可能なのかを検討する。これら 2 つの今後扱う問い
に対しては、仮説として「移住者」と「地元住民」のミスマッチング、受け入れ側の体勢の
問題(定住段階での支援やサポートの不足)、移住促進政策への住民理解不足、生活者間の階
層差や家族形態(家族人数)に基づく価値意識の違いなどが考えられる。 
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序章 
 
0.1 問題の背景 地方移住動向と社会的葛藤 
0.1.1 現代の地方移住動向  
近年、都市から地方への移住・田園回帰が注目を集めている。日本国内での地方移住者増

加現象は、毎日新聞とＮＨＫ、明治大学地域ガバナンス論研究室の共同調査の調査から読み
取れる。調査によれば 2014年度に地方自治体の移住支援策を利用するなどして地方に移住
した人が 1 万 1,735 人と 2009年度と比較して約 5倍に増加している [阿部, 2015]。小田切
によれば、田園回帰は農山村移住という行動だけを示すものではなく、国民が農山村に対し
多様な関心・共感を深めるプロセスであるとし、共感はやがて滞在や移住への思いにつなが
る [小田切, 2016]。移住者の増加は日本人に限った話ではなく、ここ 30 年間における外国
人人口の急増とともに外国人の移動形態や移動先も多様化する傾向にあり、地域社会を構
成する人々の社会的文化的背景は、かつてないほど異質かつ多様なものとなっている [森岡, 
2012]。 
新型コロナウイルスが流行した 2020 年には、テレワークの推進や都市リスクと脆弱性の

可視化により地方移住希望者の増加が話題となった。岡山県庁への移住電話相談件数は 4月
5 月に前年同期 2.5 倍増、長野県の県移住・交流センターにも 2020 年 6 月に 26 件相談が
あり昨年同月比 7件増となった [山陽新聞, 2020] [信濃毎日新聞, 2020]。 
 
0.1.2 農村社会における移住者と地元住民の社会的葛藤 
 移住者の増加を受けて地方の農村社会で観測されるようになってきたのが、生活者間で
の社会的葛藤である。社会的葛藤とは個人間あるいは集団間に、またある場合には個人と集
団の間に対立が生じている状態を指す [大渕, 2015]。大渕によれば社会的葛藤には顕在的
葛藤と潜在的葛藤が存在する。顕在的葛藤とは口論、紛争、非難の応酬など、当事者が双方
ともに対立があることを認識している状態を指す。対して潜在的葛藤とは、ある人の発言に
対して別の人が心の中では反対と思っていながら黙っている、表面的には平穏で対立が存
在していないようにみえながら現状に対して関係者の一部が不満をもっている状態などを
指す。潜在的葛藤は両者の間に認知あるいは規範の不一致が存在することから、これも社会
的葛藤状態にあるとみなすことができる。日常生活においては潜在的葛藤のほうが多いだ
ろう。 
 社会的葛藤のうち顕在的葛藤については度々マスメディアで取り上げられる。2019 年 7
月 8日の読売新聞では「来（き）たりもの（よそ者）」と呼ばれ区に加入できない、「あいさ
つも無視され、とけ込めなかった」、区非加入により最寄りのゴミ集積所が使えないなどの
事例が社会的葛藤として取り上げられた [読売新聞, 2019]。2018 年 10 月 3 日の朝日新聞
では U ターンした男性が自治会加入を拒まれ地域で平穏に暮らす権利を侵害されていると
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して自治会の新旧区長 3 人と市を相手取り訴えを起こした裁判が取り上げられた [朝日新
聞, 2018]。 
筆者が本調査のフィールドとなる長野県池田町で数年前から調査を進める中でも顕在化

した社会的葛藤は観測している。移住者の自治会未加入を理由にゴミ集積所が利用できず
裁判になった事例や、移住促進のために整備した新興住宅地において近隣のワイン用ブド
ウ畑開発のため広域の農薬散布が必要となり議会で問題になった事例などである。また
2020 年に筆者らがオンライン上で実施した地域社会における地元住民と移住者の摩擦に関
する調査では、回答した全 26 人の移住者のうち 12 人が過去に社会的葛藤をかかえたと回
答した [伊藤, 2020]。具体的には、地域のルール、子どもの子育て、地域の行事や消防団、
育成会や自治会、自治会や区費などの集金、農業に対する考え方や行動、目立つ言動、ごみ
の捨て方、家を建てる際のことなどに関して経験した人がいることが明らかになった。 
先行研究における地域社会における社会的葛藤の事例としては、地元住民と移住者間の

ムラの環境や将来に対する認識の相違により集落内の開発事業を巡って両者に対立が生じ
た事例や、自治組織やその活動への参加が経済基盤の弱く多忙な新規参入者にとって重い
負担となっている事例、移住者が地域活性化へ向けた新たな活動を始めようとしても、住民
の賛同や協力が得られず思うように活動出来ていない事例などがある [吉田, 2010] [閻, 
2009] [高木, 1999]。 
これら農村社会における社会的葛藤の実態に対し伊庭や皆川らは、移住者と地元住民と

の関係構築に対して行政的支援を行うことの必要性を指摘している [伊庭, 2009] [皆川, 
2009]。 
 
0.2 問題意識とリサーチクエスチョン 
 本研究では長野県池田町 A 地区を事例として、農村社会における地元住民と移住者の間
にどのような社会的葛藤が生じているのか、その実態と要因について考えていく。リサーチ
クエスチョン(以下、RQ)は「なぜ農村社会において地元住民と移住者の間で社会的葛藤が
生じる場合と生じない場合があるのか」とする。サブクエスチョン(以下、SQ)①は「地元
住民と移住者はそれぞれの存在をどのように認識し関係性を築いているのか」、SQ②は「地
元住民と移住者の間ではどのような社会的葛藤が存在するのか」SQ③は「なぜ移住者の中
でも移住促進施策を利用していない旧 I ターン層を巡っては社会的葛藤が生じにくいのに、
なぜ施策を利用した新 I ターン層を巡っては社会的葛藤が生じるのか」SQ④は「なぜ自治
体による移住促進施策が農村社会における社会的葛藤に影響を与えるのか」とする。 
 以上の問いから農村社会における「地元住民」と「移住者」の社会的葛藤と基となる関係
性、それに移住促進施策が与える影響を論じるは、従来の農村社会研究や移住研究のパース
ペクティブに留まらないことを意味する。これまで多くの研究は、金が指摘するようにしば
しば地域社会を自己完結した有機体として捉え、地域で起こる社会的葛藤や「地元住民」と
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「移住者」の関係性も主にそのような枠組みの中で解明される傾向があった [金善美, 
2018]。そこでは現代の流動化した社会において地域やコミュニティへの関わり方やライフ
スタイルは常に変化し揺れ動いていること、政治や社会、文化といった様々な側面の社会変
動に影響されながら地域社会内部の人々の関係性や社会的葛藤が存在するという視点は、
これまで十分には考慮されなかったように思える。多様性・異質性の高まった現代の農村社
会においては、自分とは行動様式や価値意識の異なる他者を受け入れることが求められた
り社会的葛藤に対峙することを求められたりする。しかし移住研究の側面では、先行研究は
移住してくるまでの移住動機や移住傾向に焦点をあて移住後の定住段階での暮らしにおけ
る地元住民との関係性や苦労にあまり光をあててこなかった。定住段階での暮らしにおけ
る社会的葛藤にフォーカスすることで社会的葛藤を乗り越える方策やそれらを支援する政
策の提案が可能となり結果として住民の暮らしやすさにつながる。農村社会における社会
的葛藤に焦点をあてる理由はここにもある。 
 
0.3 調査対象地について 
 本研究の調査対象地である A 地区は、長野県池田町にある地区である。池田町は長野県
の中信地方に位置する人口 10,000 人弱の自治体である。長野県池田町 A 地区を調査対象地
に選んだ理由は、長野県が全国の都道府県の中でも早くから移住促進に取り組み、今日、各
種移住希望ランキングで上位に位置する自治体だからである。池田町の移住定住促進係担
当者によれば池田町は近隣自治体と比較して移住促進施策を始めたのは2017年と遅かった
が、昨今では移住者数が増加傾向にあり力もいれている。担当者によれば A 地区は池田町
内で古くから住む地元住民と移住者が混住する代表的な地区のひとつでもある。決して A
地区自体は移住促進のために独自の取り組みを積極的に行っているわけではないが、長野
県池田町の地区であることで否が応でも移住者増の波に巻き込まれている。A 地区のよう
に地区として移住に力はいれていないが、都道府県や自治体の政策方針のなかで影響を受
ける地区は全国に多くあると考えられるため、A地区を調査対象地に選定した。 
 
0.4 研究方法 
 A 地区在住者のうち 20 名を対象に個別面接式の半構造化インタビュー調査を 2020 年 8
月から 9 月に実施した。調査は自宅への訪問面接もしくは被調査者の希望する公共施設に
て 1 人あたり 1時間 30 分～2時間行った。なお新型コロナウイルス流行中の調査であった
ため被調査者と事前に相談し 2 名は zoom を用いたオンライン通話による調査とした。被
調査者の選定方法はスノーボールサンプリング方式を採用し、筆者の調査前からの知り合
いである 5 名(A 氏、B 氏、C 氏、I 氏、M氏)から数珠つなぎに次の調査候補者を紹介して
もらった。また 8月下旬に 1度、池田町の移住定住促進係の担当者 3 名(役場職員 1名、地
域おこし協力隊 2名)に現在の池田町の移住定住促進施策について 2時間の聞き取り調査を
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実施した。 
 
0.5 研究の意義 
 本研究の第一の意義は混住化が進む農村社会において観測される住民間の日常生活にお
ける社会的葛藤の実態を明らかにすることで、「移住すると地元住民にいじめられるのでは
ないか」「地方に移住すると村八分に合うのでは」「地元住民と移住者は互いに偏見をいだい
ているのではないか」といったイメージで語られる農村社会における社会的葛藤の実態を
明らかにすることである。 
 第二の意義はこれまでパーソナリティに起因すると考えられてきた地域社会における社
会的葛藤の中には、自治体による移住促進施策など外的要因が影響し生じる可能性がある
ことを明らかにすることである。これは人口維持を絶対的な目標とする地方創生の流れの
中で地方自治体が行う移住促進施策に対して、移住者が定住した後の生活の質や地域社会
の在り方まで考えたうえで、人口という量的スケールだけでなく人間関係や地域内での他
者との関係性という質的スケールからも実態を把握することを提案するものである。しか
し、本研究で社会的葛藤の要因として検討するものはあくまで移住促進施策や地元住民と
移住者の関係性のみであり、地域社会ではこれ以外にも様々な要因が複雑に絡み合って社
会的葛藤が起きることは留意しなければならない。例えば鎌田らは集落の社会的体質を把
握する基準をむら柄と定義し、むら柄が示す協調性がトラブル回避に作用する可能性を示
している [鎌田 土肥, 1990]。また片田らは農村社会が都市社会に移行する過渡期に位置づ
けられる混在化社会においては、一般的に、新旧住民の準拠社会の異なりが混在者社会に対
する認識の相違を生じさせ不満意識が形成されやすい状況となることを指摘している [片
田 浅田, 1999]。 
 
0.6 研究の構成 
序章では筆者の問題意識の背景や RQ に至った経緯、調査手法についてまとめる。 
第 1 章ではこれまでの地方移住研究の蓄積についてよそ者論の視点、移住者という言葉

の定義、地元住民と移住者の関係性や社会的葛藤の要因についての側面からまとめる。 
第 2 章では調査対象地となる長野県の移住交流施策の歴史と概要、長野県池田町の移住

定住促進施策の概要、そして A 地区の歴史と概要、被調査者の基礎的情報と A 地区におけ
る移住者受け入れの歴史について整理する。 
第 3章では「A 地区内での人間関係」と「地元住民と移住者の社会的葛藤」に主に焦点を

当て、A 地区においてどのよう社会的葛藤 (関係性のねじれや理解しあえなさ、偏見や不快
感)があるのかをインタビュー調査の結果から明らかにする。 
第 4 章では A 地区において移住定住促進施策がコンフリクトや内的葛藤に影響を与えて

いると考えられる「空き家バンク制度」と「オーガニック、自然農法促進」の 2つの側面か
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ら A 地区で移住者と地元住民の社会的葛藤が生じる要因を明らかにする。またそれら社会
的葛藤を住民がどう乗り越えようとしているのかをみていく。終章は本論文の結論と展望、
課題についてまとめる。 
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第 1章 先行研究の整理 
 
1.1 「移住者」に関する先行研究 
1.1.1 よそ者・異人としての移住者の特徴 
 今日「移住者」に地域活性化や地域づくりの担い手として注目が集まっている。しかし「移
住者」は政策的な対象や地域づくりの担い手である以前に、「他の地域からある別の地域へ
と境界を超えて移り住んだ存在」であり、彼らは多くの場合ホスト社会において「よそ者」
となる。移住者研究の基礎であり先駆けとなる主な「よそ者」についての研究として社会学
ではＧ. ジンメルやＡ. シュッツによるものが、民俗学においては小林和彦や赤坂憲雄によ
るものが挙げられる。ここでは両分野の主要なよそ者論の概要を通して、よそ者としての移
住者の性格や特徴を整理する³。 
 
1.1.1.1「今日訪れて明日もとどまる」よそ者としての移住者-ジンメルのよそ者論- 
 社会学におけるよそ者論についてまとめた研究としては徳田によるものがあるため、こ
こではよそ者論の成り立ちや系譜・鍵となる人物と考え方を 2 つ紹介する。社会学分野に
おいて「よそ者」の存在を初めて研究対象とした人物として G. ジンメルの名を挙げること
ができる 1。  
ジンメルはよそ者とは「今日訪れ来て明日去り行く放浪者」ではなく「今日訪れて明日も

とどまる者」であり「旅は続けないにしても来訪と退去という離別を完全には克服していな
い者」「潜在的な放浪者」と説明している [Simmel, 1994]。ジンメルは「よそ者」の特徴に
ついて 4 つ挙げている。第一にジンメルによればよそ者は社会集団において一定の距離や
疎遠さを保ちながら関わる、独特の社会的位置を占める者である。 
第二によそ者は客観性を持ち合わせており、「根底から集団の特異な構成部分や集団の一

面的な傾向へととらわれてはいないから、それらのすべてに客観的という特別な立場で立
ち向かう」 [Simmel, 1994]。よそ者は一定の距離を常に保ち客観的であるため、社会集団
内の利害関係や古くからのしがらみからも自由であることができる。 
第三によそ者は「実践的にも理論的にも自由な人間であり、彼は状況をより偏見なく見渡

し、それをより普遍的、より客観的な理想で判定し、したがって行為において習慣や忠誠や
先例によって拘束されない」とする [Simmel, 1994]。この点はその地に留まる期間や社会
における役割によって、必ずしも習慣や忠誠や先例に拘束されないとは言い切れない。また

 
1 ジンメルは 1858 年生まれのドイツの社会学者である。ユダヤ人であることを理由に約 30年間ベルリン大学の私講
師、員外教授という不遇な地位に置かれた経験があり常にマージナルな存在であった [菅野仁, 2003]。彼は人生におい
て常にどこかで「よそ者」感をかかえていたと考えられ、そのことは「よそ者」への興味関心と密接に関連する。また
ジンメルが活躍した 18世紀後半～19 世紀前半の欧米諸国は産業化の進行とそれに伴う都市人口の増大により、固定的
な社会成員で安定した共同体的な定住社会から常に変化し続ける流動的で異質なものが隣合わせの社会へと変化した。
このことも「よそ者」への興味関心と切っても切り離せない。 
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よそ者はよそ者としてのホスト社会の成員とは異なるバックグランドを持ち異なる習慣や
先例をかかえているため、ホスト社会の習慣や忠誠や先例にはとらわれなくても異なる習
慣や先例には何らかの形でとらわれていると指摘できる。 
第四の特徴としてよそ者には抽象的な本質が見いだされる。徳田によればそれは「集団メ

ンバーの同質性は、個々の人々の間には個人的な差異が存在しながらも、それと同時に対外
的には特殊的であり比類のないものであるような、集団内の諸要素の一定の共通性をも
人々が共有している状態」として説明される [徳田剛, 2020] [Simmel, 1994]。移住先のホ
スト社会に住む集団メンバーはなんらかの同質性を個人的な差異以外に持っているが、「移
住者」はそれを持っておらず普遍的な性質しか有していないため異質な存在となる 
[Simmel, 1994]。この点についてもジンメルはあくまで概念的なものとして集団メンバーの
同質性を捉えているが、具体的な地域社会では「誰が」「どの程度」「同質性」を持ち合わせ
ているのか、居住年数によって持ち合わせる同質性の程度は異なるのかなど一概にはいえ
ない問題が現れる。ジンメルが指摘した 4 つのよそ者の特徴は農村社会における移住者が
他の地域住民との間でかかえる社会的葛藤を考察するうえで、特にインタビュー調査内容
を分析する際に効果的に援用できる 
 
1.1.1.2 客観性と疑わしき忠誠心をもつよそ者としての移住者-シュッツの「よそ者論」- 
 1900 年代前半、アメリカ社会学ではジンメルのよそ者論を R. E. パークが紹介し、移民
の増加により多様性が増す都市における排除されたよそ者として「マージナルマン」概念が
誕生した。パークらがシカゴをフィールドによそ者論の研究を行ったのち、1944 年にシュ
ッツは “The Stranger: An Essay in Social Psychology” を発表した 2。 
 シュッツが取り上げるよそ者は、移住先の社会で完全なメンバーシップを得ようとする
存在である。ジンメル、パークとシュッツのよそ者の捉え方を比較すると、ジンメルがよそ
者そのものの持つ特性を捉え、パークはそれまでのアメリカ社会学ではホスト社会から排
除されるよそ者を捉えたのに対し、シュッツはよそ者の側が移住の際にホスト社会をどの
ように認知しその状況に対応し適応に成功していくかを研究した。徳田によればシュッツ
の意図は、よそ者が新たな社会に接触したとき、見聞する諸事象をどのように認知し解釈す
るかの問題、そして新しい社会での集団生活で自身をどのように位置づけ、適切な行為に向
けた指針を得るかを明らかにする点にある [徳田剛, 2020]。シュッツの意図はよそ者の内
的世界のありようを明らかにすることにあったといえる。 
 シュッツによるよそ者の定義は「われわれの生きている時代と文明を構成している成人

 
2 A. シュッツは 1899 年オーストリアの首都ウィーンに生まれ、ナチズムの手を逃れて 1939 年にアメリカに亡命した

ジンメルと同じくユダヤ系の過程に生まれた社会学者である [那須, 2012]。 
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した個人が、自分の接近する集団に永続的に受容されようとするか、あるいはまた少なくと
もその集団に容認されようと試みる者」である [Schutz, 1991]。シュッツのよそ者の定義は
広く、閉鎖的なクラブに加入しようとする者、結婚相手の女性の家族に認めてもらいたいと
欲している未来の花嫁、大学に入学する農家の息子、田舎の環境で暮らそうとする都市居住
者、軍隊に入る「選抜軍隊応召者」、新興都市に移動する軍需産業労働者の家族といったケ
ースなどは全てシュッツの定義からすればよそ者である [Schutz, 1991]。注目すべきはジ
ンメルの時代においては都市化が進む中で近代を生きる人々がパーソナリティとして会得
していくよそ者性を、パークは都市に移民が流入する際の排除のよそ者性を取り扱ったの
に対し、シュッツは田舎の環境で暮らそうとする都市居住者を例として取り上げている点
である。田舎→都市という矢印のみでなく、移住するよそ者を考える際にこの時代から都市
→田舎という矢印が存在していたことがわかる。 
 シュッツはよそ者が新しい社会でどのように馴染んでいくかを論じる際に、日常生活に
おける行為者の当たり前の生活意識—人々が日常生活を送る中で依拠している諸知識の体
系—を集団生活の文化の型と表現し、この行為者の知識体系には 3つの特徴があるとした。 
第一に整合性を欠いていること、第二に部分的にしか明晰でないこと、第三に一貫性を欠

き矛盾を含んだものであることである [Schutz, 1991]。それぞれの集団が備える集団生活
の文化の型は外部者にとっては不可解で未知であるが、その集団に長く生活することで集
団生活の文化の型を当たり前なものとして内集団のメンバーは感じられるようになる。ホ
スト社会の集団生活の文化の型は科学的で論理的なものではなく曖昧であり、かつよそ者
が容易にアクセスできるものではないことから、よそ者はあたらしい社会を訪れたときと
まどいや衝撃を感じるのである [徳田, 2020]。 
よそ者はホスト社会での生活をはじめてから、未知なものを一つずつ既知に変え新しい

集団生活で自分なりの知識体系を組み上げることで、さまざまな事象に当たり前のごとく
対処できるようになり心的にも適応していく。シュッツはそのようなよそ者の態度の特徴
として客観性と疑わしき忠誠心の二つを挙げる [Schutz, 1991]。客観性とは集団にとって
は当たり前でもよそ者にとっては不可解にみえるようなものを指す。不可解にみえるもの
を探求していく過程でホスト社会からみると、よそ者が自分たちの当たり前の見方や知識
体系を拒絶、もしくは疑っているようにみえることを疑わしき忠誠心という。 
 シュッツはこれら探求の過程がうまくいった場合に集団生活の文化の型はよそ者にとっ
て当たり前のものとなり、疑問の余地もなくなりよそ者ははもはやなくなり、よそ者に特有
のいろいろな問題は解決されてしまっていると結論付けている [Schutz, 1991]。シュッツ
のよそ者論では、ホスト社会に馴染んでいく過程で危機や疑わしき忠誠心がよそ者の特徴
として現れるものの、パークらと異なり基本的には成功するよそ者を描く。シュッツにとっ
て成功するよそ者は、よそ者がよそ者ではなくなる、もしくは問題が解決され意識しなくな
る状態である。これはイコールで社会的葛藤を乗り越えた移住者の姿に当てはまるだろう。
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しかしシュッツの議論は単純に道筋を辿れば成功するといえるものではない。また移住時
の問題と定住段階での問題は地続きであるため区切ることも難しい。シュッツの結論は些
か楽観主義的であるといえる一方で、移住先の社会で完全なメンバーシップを得ようとす
る移住者を描いた点で参考になる部分が多くある。 
 
1.1.1.3 両義的な存在であるよそ者としての移住者-赤坂憲雄のよそ者論(異人論)- 
 20 世紀最後の四半世紀、民俗学や文化人類学を中心に「異人」が時代を映すキーワード
となった時代があった。山によれば異人論は山口昌男の中心と周縁論の問題圏から浮上し、
同時代の多くの分野の研究者の関心を集めた [山泰, 2015]。異人ブームともいえる状況下、
タイトルに「異人論」と掲げた著者はわずか 2人、小松和彦と赤坂憲雄にとどまる。小松の
著作『異人論』は、小松が「異人殺し」と名付けた旅人を殺害してその所持金を強奪する村
人の伝説の分析した論文を中心に構成された論文集である [小松, 1995]。一方、赤坂の『異
人論序説』は、さまざまな分野で取り上げられていた問題群を、異人をキーワードに統一的
に整理し把握しようとした作品であった [赤坂, 1992]。 
 しかし社会の流動性が増し農村社会でも移住者や観光客が、ときにはオンラインによっ
てさまざまな人々が行き来する時代になった。みんなが異人でありよそ者である時代に移
住者をよそ者論でもある異人論の観点から考察することには意味がある。そこで以下では
本研究に近い赤坂の異人論の特徴をみていく。 
赤坂のよそ者研究は、1980 年から 1981 年にかけて同人誌『座標』に３回にわたって連載

された「異人、あるいは＜内なる他者＞の構造」と題する論稿で世に出る。『座標』はその
後廃刊となるが、その内容は 1985 年にほぼ全編書下ろしで『異人論序説』として発刊され
大きな注目を集めた。赤坂の議論の特徴は、民俗学に限らず他分野のよそ者や排除の概念を
用いて現代社会の現象も考察したことにある [敷田, 2009]。 
 赤坂は、よそ者とは「現在はある場所に留まっているが、漂泊の自由を放棄していない存
在」と定義する。その上でよそ者を、漂泊民、来訪者、移住者、マージナルマン、帰郷者、
バルバロスの 6 つに分類した [赤坂, 1992]。なお小松のよそ者論と同様に、赤坂はジンメ
ルとシュッツがともに「よそ者」から除外したバルバロスを異人の一類型と考えている。  
赤坂は、よそ者とは内部と外部の境界に存在する、空間的には漂泊と定住の中間を生きる

「両義的な存在」だとする。両義性はよそ者が「関係概念」であるために生まれるものであ
り、よそ者はよそ者のみで存在することはできずホスト社会もしくは内部との関係の中で
よそ者になる。スタティックな静止した関係ではなく運動する関係であるため「確固たるよ
そ者」のようなものは存在しない。 
敷田は、よそ者はよそ者として認識されたときには既に地域とかかわりを持つ、ある意味

で地域内のアクターとなっている点に注意しなければならないと指摘する。逆に、よそ者と
認識されない、地域にとって何の利害もない存在は、そもそもよそ者として認識する必要も
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ない存在である。これについて赤坂は、地域におけるよそ者を大きく 3つに分けている。赤
坂の分類は、生産活動への関与を基準としており、①地域の宿泊施設に滞在するが通過する
だけの行商人・観光客など、②教員・改良普及員など仕事のために一時的に居住する者、③
共同体の生産活動に参加する移住者である。これはよそ者をできるだけ「広義で解釈した分
類」である。赤坂の分類を厳密に考えれば、一般に「観光客」をよそ者とは呼ばないが、観
光客も滞在が長くなり地域に影響を与えるようになると「よそ者は厄介だ」というように扱
われることになる。つまりよそ者の異質性は地域の内部と外部の差だけではなく、時間や関
与度合いによって生ずるのである [敷田, 2009]。 
 
1.1.2 現代における「移住者」の定義 

1.1.1 では移住者の特徴を明らかにするため、社会学におけるよそ者論、民俗学における
異人論を通して、よそ者としての移住者が地域に与える影響や社会的葛藤をかかえるポイ
ントなどをみてきた。1.1.2 では現代における「移住者」の在り方とその定義に焦点をあて
先行研究と自治体による「移住者」の定義をみていく。 
「移住者」について移住促進施策から定義を検討したものに多田の研究がある。多田は阿

部・小田切(2015)、小田切ほか(2016)を参考に政策支援対象としての移住を取り扱う際「①
国内かつ都道府県間移動、および②移住促進政策を利用した、もしくは進学、就職、一時的
な転勤命令を除く自発的な意思を契機とする移動」と限定し定義した [多田, 2016] [阿部 
小田切, 2015] [小田切, 中島, 阿部, 2016]。この定義は研究対象の絞り込みのための定義だ
が、多田は移住を厳密に定義すると恒常的な住まいを移し、そこに定住し続けることとなる
が、移住促進政策では定住場所を移動させることに力点が置かれているため、何年定住すれ
ば移住したとみなすかといった厳密さは問わないとしている。 
 新見は移住者の定義については曖昧であり、現状では調査ごとに異なるのが実態である
と指摘している。新見も取り上げる広く用いられる移住者の定義として「県をまたいで転入
した人のうち，移住相談窓口や空き家バンクなどの支援策を利用した人、または一部の県で
行われている住民票移動時の意識調査で「移住目的」とした人」がある [阿部 小田切, 2015]。
これについて新見は、小田切ほかの調査では移住者数の増加傾向が示されているが，それは
行政が関与した移住者数であり、行政が関与していない移住者数を含めた場合にはこの数
倍の人数となると指摘 [新見, 2016]。また移住と類似したもので UIJ ターンなど様々な転
入タイプや婚入、転勤後や進学後に定住したケースなどのうちどれを移住と呼ぶかは難し
いとしている。さらに移り住む前の地域の規模と移り住んだ後の地域の規模によっても移
住と呼ぶか否かは判断しにくく、移住あるいはUIJ ターンとは，当人の目的あるいは転入前
と転入後の人口規模の大小等により分類されるが，線引きは難しいと指摘している。 
 自治体による移住者の定義については、2015 年にふるさと知事ネットワーク地方移住・
交流促進プロジェクトが 12 県を対象に行っている(表 1-1)。 
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表 1-1 ふるさと知事ネットワーク地方移住・交流促進プロジェクトによる 

移住者の定義に関する調査結果 
定めていない 3県 
移住施策等の活用や行政等支援を受けて、県外から転入した者 2県 
県外から新たな生活の場所を求めて、自らの意思で移り住んだ者 1県 
継続的に暮らす意志を持って県外から生活の拠点を移すこと（転勤、進学、新規学卒者等を除く） 6県 
参照資料を基に筆者作成 [ふるさと知事ネットワーク地方移住・交流促進プロジェクト, 2015] 

 
 12 県の移住者の定義としては大きく①県外から、新たな生活の場所として住み続ける意
思をもって移り住む（又は生活の拠点を移す）者、②移住施策や行政支援などを受けて県外
から転入をした者、の２つに分かれているが全体としては①の考え方の県が多い。 
 ここまで「移住者」についての研究蓄積とその定義をみてきた。同じ「移住者」という言
葉でも、第一に研究者が用いる「移住者」、第二に自治体や国が用いる「移住者」、第三に生
活者が用いる「移住者」という言葉があることがわかる。それらの言葉は現状、厳密に定義
されずに用いられている。新見が指摘したように、誰を移住者とするかという線引きの難し
さはあるが、政策として移住を取り扱う場合にはなんらかの線引きや対象者の絞り込みは
必要になる。本研究では、上記のような研究者や自治体による「移住者」の定義を踏まえつ
つ、生活者が生活世界の中でどのように「移住者」「地元住民」を認識し、意味を形成して
いるのか、それがどのように社会的葛藤と関係してくるのかを詳細にみていく 3。 
 
1.2地元住民と移住者に生じる社会的葛藤(コンフリクト)に関する先行研究 
地元住民とよそ者としての移住者の関係性についての研究は多く蓄積されている。第一

に両者の関係性の中で移住者が農村社会に与える影響や効果について、第二に両者の関り
を通して個々にいだく社会的葛藤についてなどである。特に第二のテーマについては西田
が指摘するように、人類が遊動から定住へと生活のスタイルを大きく変えた定住革命が始
まった 1 万年ほど前、逃げられる社会から逃げられない社会に転換したときから今日まで
変わらず起こり続ける現象である［西田, 1986］。同じ場所に住み続ける社会においては、
集合離散を繰り返す社会では起こりえなかったさまざまなトラブルが起き、嫌な人間とも
共に暮らす必要が出てくる。そうした時代の農村社会ではさまざまな社会的葛藤は避けら
れず人々は巻き込まれていく。では一体、社会的葛藤とはそもそもどのようにして生じ農村
社会にどのような影響をもたらす現象を指すのか。以下では、社会的葛藤(コンフリクト)に
ついての先行研究、地元住民と移住者の関係性についての先行研究、地元住民と移住者の社

 
3 本研究においては新住民、新規定住者ではなく移住者という言葉を用いている。これは日常的な言葉としてどのよう
に用いられているかを重視する研究であるため、一般的にマスメディアや政策でつかわれることの多い移住者という言
葉を採用している。なお農村側住民ではなく地元住民という言葉を用いている理由も同様である。 
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会的葛藤についての先行研究、移住促進施策と社会的葛藤の関連についての先行研究を詳
しくみていくことで本研究の立ち位置と狙いを明らかにしていく。 
 
1.2.1 社会的葛藤に関する先行研究 
 葛藤を学問的に研究する必要があると指摘され始めたのは1910年代後半の第一次世界大
戦の開戦からであり、葛藤研究が学問としての地位を確立したのは第二次世界大戦終戦後
の 1945 年からだとされる [Rambotham, Woodhouse, & Miall, 2011]。葛藤は人種・民族・
宗教・政治・軍事・個人・性・役割・価値観などあらゆる衝突の中で発生し、また学者の間
でも葛藤への見解が異なるため一つに定義することは難しい [兪幜蘭, 2016]。池内による
と、コンフリクトという言葉はきわめて幅の広い意味を持ち個人の心の中における異なる
欲求や衝動の拮抗状態から 2 人以上の相互作用から生まれるいざこざ、国際的な争いにい
たるまでさまざまの対立、構想の現象を指示する言葉として用いられてきた。日本語でも抗
争、葛藤、紛争、いざこざ、摩擦、社会的摩擦などさまざまな訳語が与えられた [池内, 1971]。
本論文で取り扱う社会的葛藤はほぼコンフリクトと意味を同じくするが、大渕によれば個
人間あるいは集団間に、またある場合には個人と集団の間に対立が生じる状態を指す [大渕
憲一, 2015]。 
 大渕によれば社会的葛藤は顕在的葛藤と潜在的葛藤に分類できる。顕在的葛藤とは口論、
紛争、非難の応酬などである [大渕, 2015]。つまり当事者が双方ともに対立があることを認
識している状態を指す。対して潜在的葛藤とは、ある人の発言に対して別の人が心の中では
反対と思っていながら黙っている状態、表面的には平穏で対立が存在していないようにみ
えながら現状に対して関係者の一部が不満をもっている状態などを指す。 
 トーマスは社会的葛藤を原因別に利害葛藤、認知葛藤、規範葛藤にわけている [Thomas, 
1992]。利害葛藤とは当事者間の個人的利害や役割に基づく願望が異なる状態を指す。一方
の人が自分の願望を実現しようと行動を起こした結果、他方の願望を脅かすようなものが
それである。認知葛藤とは意見や認識の不一致を指す。規則葛藤とは個人の内的基準に従っ
て自他の行動の良否を評価する際に、個々人の価値観や行動基準の違いによって生じる対
立である。これらは必ずしも独立したものではなく、認知葛藤と思われるものの背後に、
個々人が持つより本質的な違い(規範葛藤)が存在することもある。 
 コーザーは R. K. マートンによる機能主義の分析手法と G. ジンメルがの紛争論の視点
を取り入れた闘争モデルによって、コンフリクトの社会的機能の積極面を強調した。コンフ
リクトは負の側面のみでなく社会的な機能障害の存在を外面化する兆候であり伏在する病
眼を明らかにする機能、権力の側の不当な暴力を暴露する機能、社会変動の機動力となる側
面など社会に対する積極面をもっている [コーザー, 1978] 。これら課題志向的なコンフリ
クト行動の回避は社会を停滞させ、化石化し、また内的な分裂をますます深めることになる。
社会的葛藤(コンフリクト)は一概にすべて回避すればいいものではなく、課題志向的な正の
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社会的機能を持つものは地域社会をアップデートし、「郷に入っては郷に従え」の郷そのも
のを社会変化に合う形にして多様な人々の生き心地をよくする可能性をもつ。しかし一方
で、社会的葛藤には地域成員同士の間にわだかまりを残し、地域での生き心地を悪くし、精
神的なダメージを受けることとなるものも存在する。また正の社会的機能を持つ社会的葛
藤であっても、その過程では関わる人々が不快な思いをしたり心理的なダメージを追うこ
とがある。 
 本研究においてはインタビュー調査から農村社会における住民間の社会的葛藤の実態と
種類をみていく。社会的葛藤を整理するために、適宜、顕在的葛藤と潜在的葛藤の二分類と
トーマスの利害葛藤、認知葛藤、規範葛藤の三分類を補助線的に用いる。ただ必ずしもすべ
ての社会的葛藤がカテゴライズできるものではない点に注意が必要である。またコーザー
も指摘するように社会的葛藤(コンフリクト)の正機能も念頭には置くが、本研究では主に負
の影響を農村社会全体や個人に与える/与えた社会的葛藤を取り上げていく。 
 
1.2.2 地元住民と移住者の関係性に関する先行研究 

1.2.2 では地元住民と移住者に生じる社会的葛藤と地域における両者の関係性についての
先行研究をみていく。本研究と同じく地元住民と移住者の関係性についてインタビュー調
査から明らかにしたものに皆川によるものがある [皆川, 2009]。皆川は農村移住者が約半
数の割合を占める京都府南丹市美山町 T 集落での調査から、集落に対する意識は、ずっと
その場所に住み続けてきた地元住民と移住者の間には多かれ少なかれずれがあること、た
だ集落の行事や活動を通してお互いが歩み寄ることで、集落への帰属意識が生じたり、強く
なったりしていることを確認した。移住者たちは田舎での暮らしに何らかの価値を見いだ
して移住し、農業に関心を持つ人も多く、土地を守りたい地元住民にとっては歓迎すべき移
住者であり、双方のニーズが大方一致する以上、同じ集落で共に生活を営む上でとりたてて
大きな問題は生じないのかもしれないと皆川は結論付けている。しかし筆者の調査では同
じ農業に関心を持っていても行動様式や価値規範の違いで社会的葛藤に至るケースが観測
されている。また土地を守りたい地元住民にとっては移住者が来ることで土地を守る方法
以外の方法であればそれでもよいのであって、必ずしも移住者を歓迎する必要はない。以上
のようなことから皆川による先行研究で存在することが確認された地元住民と移住者の間
のズレ、さらにいえば地元住民内にも移住者内にも多様なズレがある理由を明らかにして
いくことに意味がある。 
 京都府南丹市美山町 S集落における移住者と地元住民の関係性について調査した中西は、
両者が共住するためのポイントとして次の 4 つをあげている [中西, 2008]。第一に、S 集落
の立地条件は地元住民の旧地区と移住者の新地区が川を挟んだ位置関係にあり、区内の組
も別であるため、最初は少し距離を置いて田舎暮らしに徐々に慣れてもらいながらお互い
の生活習慣の違いを受け入れようとしているという地理的な点。第二に、移住者は年間行事
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や集落活動へ積極的に参加し、地元住民との情報交換や意志疎通を図っており、その際に定
住年数の長い移住者が旧地区の地元住民と新地区の移住者とのパイプ役を果たしている点。
第三に若い移住者が消防団に参加し、高齢化する集落での生活の安全に対し重要な役割を
担っている点。第四に、農村側は住居の斡旋(借家や家屋の売却, 新築の容認)、林業住宅や
市営住宅の整備を通じて移住者を積極的に受け入れる姿勢があると考えられる点である。
中西の研究において定住年数の長い移住者が旧地区の地元住民と新地区の移住者とのパイ
プ役を果たしていることを指摘した意味は大きい。筆者による事前調査でも、移住者は定住
年数や移住背景によって地域において異なる役割を果たしていることが明らかになってお
り、地元住民と移住者という単純な二項対立では見落としてしまう移住者の多様性を本研
究でもみていく必要がある。 
中山間地住民が都市住民の農村への移住を受け入れるか否かを判断する際の規準を解明

することを目的に、三重県伊賀市 K 集落の住民へのアンケート調査を行った研究として本
田らによるものがある [本田, 伊藤, 小田, 2011]。本田らは調査を通して、中山間地住民が
移住者の受け入れを決める際の条件は、「中核化」「正員化」「同化」「外部支援」「農業従事」
の 5 つであることを明らかにした。また、これらの条件と個人の属性との関連を検討した
結果、次の 3 点を指摘している。第一に、高齢者ほど移住者が自分たちや地域にとってよ
り有益であることを強く求める傾向がある。第二に、集落で過ごす時間の長さによって農村
住民が移住者受け入れの際に重視する地域への適応の方向性が異なる。具体的には、集落で
過ごす時間の長い住民ほど移住者が日常生活で既存の住民と合わせることを相対的に重視
するのに対し、集落で過ごす時間の短い住民ほど移住者がムラの成員となることを重視す
る傾向がある。第三に、農業者の著しい減少と高齢化の進む地域では、実際に農業に携わる
世帯の住民ほど移住者が農業に従事することを重視するのに対し、農地を委託している世
帯の住民はこれをそれほど重視しない傾向がある。また第一の結果より、移住者が地域にも
たらし得る効果を農村住民に認識させることは、移住者に対する彼らの期待を過度に高め
てしまうことにより却って移住者の受け入れに抵抗感を感じてしまう危険性があることを
明らかにしている。 
滝村らが自治会の他に住民有志で結成した地域組織が活動し、地域の活性化に取り組ん

でいる特長がある京都府南丹市園部町 A 地区と日吉町 N 地区の 2 集落においての調査か
らは、移住者と地域住民に対する交流状況の比較では、質問した全ての項目で回答者による
地域住民との交流頻度が、移住者との交流頻度を上回る結果となった [滝村 桜井, 2019]。
より詳細にみていくと、移住者とはあいさつや長話など比較的容易で敷居の低い交流方法
が回答として多かったのに対し、地域住民とはより密度の濃い共同作業などの交流が比較
的多くみられたという。また、大半の回答者は住んでいる地域に移住者が増加することに対
して、肯定的に捉えていた。そして回答者は移住者に対し、人口増加や空き家の解消だけで
なく、地域社会の担い手や新たな視点による地域の活性化を担う存在として期待をしてい
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ることが調査結果からは明らかになった。以上の結果から、調査地域における回答者の多く
は住んでいる地域での移住者の増加を望むものの、実際にそこに転入した移住者とは積極
的に交流をしてはいないことがわかる。移住者にとっては移住者増加を望む地域住民のニ
ーズに沿う形で転入したにもかかわらず、実際には地域住民は移住者とは積極的に交流を
図らず地域住民同士の交流の方が活発であるという現状を目の当たりにする。このことは、
移住した地域への転入前後のギャップを感じたり、地域になじめない原因となる可能性が
あったり、移住者の増加や定住には悪影響であると考えられると滝村らは指摘する。 
取り上げた 4 つの先行研究は、いずれも移住者数が多く移住者の受け入れに積極的なこ

とで知られる地域をフィールドとしている。しかし現実には多くの農村社会では移住者の
存在は少なく、A 地区のようにその農村社会自体が何か積極的に取り組みをしているわけ
ではない場所が多い。従来の研究で移住先進地域を取り上げることで見落とされてきた点
を明らかにするためにも、農村社会側が積極的な移住促進をしたわけではないにも関わら
ず一定数の移住者が移り住んできている A 地区をフィールドにすることの意義は大きい。 
 
1.2.3 地元住民と移住者の社会的葛藤に関する先行研究 
多田によれば、移住者が移住先に対しある種の期待や価値観を求めるあまり、あるいはこ

れまでの生活文化とは異なる地での生活に適応できず、移住先社会と移住者とのミスマッ
チが起こり、あるいは移住先社会における「よそ者排除」の作用で、移住に失敗する事例は
多く報告されていると指摘する。 
本田らによれば、都市住民が農村へ移住する際には、既存の住民との関係をいかに築くか

が重要な課題となる。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・生産の両面に渡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種々の組織が存在し、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だした“農村らしさ”を守ることに価値を置く傾向が
ある。そのため、移住者と地域住民の生活様式や行動原理、人間関係のあり方に対する認識
の間にはかなりの隔たりが存在し、このような認識の隔たりが基で移住者と地元住民間で
社会的葛藤、軋轢や移住者の生活への悪影響が生じたり、移住が失敗に終わったりするケー
スが生じるのである [本田, 伊藤, 小田, 2011]。 
移住者と地元住民の間で社会的葛藤が生じた事例としては、地元住民と移住者間のムラ

の環境や将来に対する認識の相違により、集落内の開発事業を巡って両者に対立が生じた
事例や、自治組織やその活動への参加が経済基盤の弱く多忙な新規参入者にとって重い負
担となっている事例、移住者が地域活性化へ向けた新たな活動を始めようとしても、住民の
賛同や協力が得られず思うように活動出来ていない事例などが挙げられる [吉田, 2010] 
[閻, 2009] [高木, 1999]。移住が失敗に終わるケースとしては、移住者が行った借家の改修
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が地元住民の誤解を生み借家の退去を求められる事例や、移住者が地元住民からの過剰と
も言える歓待に消耗してしまい別の地域へ移り住んだ事例が挙げられる [高木, 2000] [高
木, 1999]。 
 上記の事例から、移住者が増加する地域において地元住民と移住者の間ではさまざまな
社会的葛藤が起きていることがわかる。社会的葛藤は移住後の暮らしや人間関係にも大き
な影響を与え、場合によっては交流が途絶えたり移住者が定住せず異なる地へ移り住んだ
りする要因ともなる。伊庭や皆川らはこのような状況に対し、移住者と地元住民との関係構
築に対して行政的支援を行うことの必要性を指摘している [伊庭, 2009] [皆川, 2009]。また
岡部や中西も移住者と地元住民の関係構築には後ろ盾や橋渡し役が必要と指摘している 
[岡部, 2001] [中西, 2008]。 
 
1.2.4 移住促進施策と社会的葛藤に関する先行研究 
伊庭や皆川らは移住者と地元住民との関係構築に対して行政的支援を行うことの必要性

を指摘したが、関係構築に限らず移住促進施策はさまざまな様態で地元住民と移住者との
関係性に影響を与える。中原は移住者受け入れに着目した既往研究のうち移住者定住化に
成功している地域の事例を 4 パターンに整理している [中原, 2017]。なおここで取り上げ
られる 4パターンは 13の既往研究をもとに整理されているが、その多くは自治体が実施し
たものであり政策的に成功したとされる事例である。 
・成功事例① 移住者に対して雇用、住宅、生活補給金など初期の所得減少に対して安定す
るまで実施する継続支援は高い定住率に（村内移住者率 19％）寄与する（群馬県上野村の
事例） [佐藤, 2016]。 
・成功事例② 移住者に期待する役割を明確に提示。役割遂行のために行政と地域が連携し
て移住から定住にスムーズな支援体制を用意、安心した移住行動が実現（海士町、神山町の
事例） [居内, 2013]。 
・成功事例③ 移住者に対し移住前に地域のルールを明示。納得して移住する仕組みを作る
ことは地元住民とのトラブルを未然に防ぐことに寄与。移住者定住化に高い効果あり(竹富
島の事例） [内田, 2015]。 
・成功事例④ 地元住民と移住者の相互理解を深めるため、対話の場や双方の考えを伝える
翻訳者の存在が重要であることが示唆された（弥栄町の事例） [福島, 相川, 高橋, 藤田, 藤
山, 2012]。 
 地域における移住促進施策が移住者数や地域社会のあり様に影響を与えるか検討したも
のとしては、多田による鳥取県鳥取市についての研究がある [多田, 2016]。鳥取市は 2000
年代半ばから移住促進に取り組みはじめた。鳥取市の移住促進政策は、移住に関する情報発
信、検索ポータルの開設、関東や関西での開催を含む定期的な相談会の実施、お試し移住機
会の提供、職業マッチング、起業・農林漁業への就業支援不動産情報の提供、移住するうえ
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での金銭的支援などである。多田によれば、移住者が住み続けている割合を示す定着率は比
較的高いことが推測されており、鳥取市の移住促進政策は移住促進政策が移住者の定着ま
で支援で来ている具体的事例といえる [多田, 2016]。一方、多田は長く定住する住民よりも
住宅取得や就職あっせんなどで移住者が厚遇されるケースも起こりうる結果、移住先で肩
身の狭い思いを強いられ移住先での定着に失敗する可能性も生じていることには警鐘を鳴
らしている [多田, 2016]。多田は肩身の狭い思いを強いられ定着に失敗した事例について
具体的なものは取り上げておらず、鳥取市のような先行する地域から移住者と移住者を受
け入れる社会とが調和し、ともに歩んでいけるような移住促進政策の在り方を参考にした
いとしている。 
 本研究と同じ長野県の阿智村清内路地区を対象に移住者と地元住民が持つ豊かさの価値
観の同類性と定住の関係を調査したものに羽場らの研究がある[羽場, 鬼塚, 星野, 清水, 
2020]。羽場らは清内路地区における量的調査をもとに、住民が持つ特徴を明らかにし、こ
れまで農村地域への移住者の定住促進政策等において着目されていなかった定住者と新規
移住者が持つ価値観と定住には関係はある可能性を示唆する結果を示した。具体的には①
移住前に移住希望者と定住者が接触することにより、定住者と類似した価値観を持つ移住
者が新規移住する可能性があること。②新規移住者が移住後に定住者と交流することによ
って、新規移住者と定住者が類似した価値観に変化する可能性などを示している。これは逆
にいうと価値観の違いは移住を促進しない、もしくは移住後の社会的葛藤につながること
を示唆している。 
 以上の先行研究から、農村社会において存在する社会的葛藤は行動様式や価値規範の違
うもの同士が共に住むことで起こるものであり、そのあり様はさまざまであること、社会的
葛藤に対し政策的に対応することを提案し、実際に政策的に対応している自治体があるこ
となどをみてきた。これまでの地方移住に関する研究ではこれらのように、人口維持や地域
活性のために移住促進に取り組む地域の姿を評価するような形で取り上げ、特に成功して
いる地域の姿が多く取り上げられてきた。一方で、成功している自治体の政策が住民間の社
会的葛藤に影響を与える可能性についてはこれまであまり具体的に検討されていないこと
も明らかになった。この点について本論文では深堀して考えていきたい。 
 
1-3 小結 
 第 1 章でははじめにジンメル、シュッツ、赤坂によるよそ者研究から捉える移住者につ
いてと、先行研究における「移住者」の定義、農村社会におけるコンフリクトに関する先行
研究についてみてきた。つづいて「移住者」に関する先行研究と、地元住民と移住者に生じ
る社会的葛藤についての先行研究をみてきた。以降では第 1 章でみてきた先行研究や分析
視角をベースに調査対象地となる長野県、池田町、A 地区の概要と移住促進施策の現状、農
村社会に生じる社会的葛藤の実態を詳細にみていく。 
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第 2章 被調査地と被調査者 
 
第 2章では被調査地と被調査者の概要をみていく。2.1では調査対象地である長野県池田

町と A地区の歴史と概要をみていく。2.1.2 では A地区がある池田町が属する長野県の移住
促進施策の歴史と現状を確認する。2.1.4 では長野県の方向性をふまえ池田町の移住定住促
進施策の歴史と現状を確認する。2.2 では被調査者の基礎的な情報、「移住者」「地元住民」
という言葉に対しての自認と意識、そして A 地区における移住者受け入れの歴史を確認す
る。 
 
2.1 被調査地 長野県池田町 A 地区について 
2.1.1 長野県池田町の概要 
長野県池田町は長野県の中信地方、大北地域に位置する人口約 9,700 人の町である。北ア

ルプスの 2.000mを超える山々の麓に位置し、高瀬川の東側数キロにわたり町は位置し田園
風景と豊かな自然を特徴とする。 

 
図 2-1,2-2：長野県内の池田町の位置・池田町内地図 (Google Map のスクリーンショット
より)45 

 
4 長野県池田町地図
https://www.google.com/maps/place/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C%E5%8C%97%E5%AE%89%E6%9B
%87%E9%83%A1%E6%B1%A0%E7%94%B0%E7%94%BA/@36.4170551,137.8690527,13.02z/data=!4m5!3m4!1s0x
601d6feb73cbaf19:0xd7eb490ccb690eaf!8m2!3d36.4213315!4d137.8745251 
5 「Google Mapのスクリーンショットより」と記載されているものについては、地図データは Google によるもので
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三大都市圏への交通アクセスは東京まで車で約 3 時間半、名古屋までも約 3 時間半、大

阪までは約 5時間である。池田町は国道、高速道路、鉄道が通っていない長野県内の数少な
い自治体の一つであり、交通アクセスの悪さが住民からは聞かれる一方、静かな環境が維持
されているともいえる。 
池田町は、1955 年に会染村と池田町が合併、1957 年に陸郷村と広津村の一部を編入し成

立した。総面積は 40.16 ㎦で県内では 77 市町村中 72 番目と面積は狭い [日本地域番付, 
2020]。2020 年 11 月現在、人口は 9,714 人で世帯数は 4,033 世帯である [池田町, 2020]。 

2015 年に公表された池田町人口ビジョンによると、総人口は 1980 年以降 2010 年まで
10,000人台の人口で比較的安定的に推移してきていたが、2010 年代に入り 9,000 人台に突
入している [池田町, 2015]。年齢区分別にみると、年少人口(15 歳未満)が減少する一方、
老年人口(65 歳以上)は増加し、1990 年に年少人口を上回り、2010 年には高齢化率(老年人
口の比率)が 30%を超えている。国立社会保障・人口問題研究所が 2010 年の国勢調査を基
に算出した将来人口推計によれば、2040年には人口は7,361人まで減少する見込みであり、
2035 年には全人口の 4 割以上が老年人口となる厳しい未来が予測されている [池田町, 
2015]。 

 
図 2-3：池田町の人口と世帯数の推移 [池田町, 2015] 
 

 
ある。 
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図 2-4：池田町の年齢階層別人口の推移 [池田町, 2015] 
 
社会増減については、1980 年代後半と 2000 年以降の数年がマイナスの領域にあるもの

の、1980 年以降全 35 年の 6割以上にあたる 22年でプラスの領域にあり、転入数が転出数
を上回っていることになる [池田町, 2015]。特に 1992 年、1994 年には転入超過がやや突
出して多く、ここ 10 年では 2011 年～2013 年にかけてマイナスの領域に向かっていたが、
2014年は再びプラスの領域に回復している。2010年代のデータは無いが、2005年から 2010
年の社会移動をみると、純増について池田町は大きく 3 つの特徴がある [池田町, 2015]。1
つ目は、0 歳～14 歳までのやや大きな純増と 30 歳～49 歳までの純増で、これは会染エリ
アを中心とした子育て世代の子連れ I ターンまたはU ターンによるものと考えられる。2 つ
目は、50 歳～64 歳までの純増で特に男性で多い。年齢的には定年あるいは定年を控えた時
期、早期退職時期におけるアクティブシニア層の U ターンや I ターンによるものと考えら
れる。3 つ目は、85 歳以上の純増で規模として比較的多いが、これは町内の特別養護老人
ホームなど高齢者施設への入居に伴う帰郷または移住と考えられる。 
 
2.1.2 長野県池田町 A 地区の歴史と概要 
 2.1.2 では調査対象地となる長野県池田町 A地区の歴史と概要をみていく。 
本研究の調査対象地である長野県池田町Ａ地区は人口約 280 人、1,300 年以上の歴史があ

る地区である [池田町誌編纂委員会, 1992]。A 地区の東北方向に西に突き出した丘にある
鬼の窯古墳は石室の形態および出土品の年代から七世紀初頭～中葉にかけて築造されたと
考えられており、およそ 1,400 年前にはすでにこの地に人が住んでいたことが明らかにな
っている。町史によれば慶安四年(1651)年には地区の中心地に三島神社ができたとの記載
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があり、およそ 400 年前には今と変わらない規模と場所に地区があったことが伺える [池
田町, 1993]。Ａ地区は山と里の間に集落があることから中山間地域に田畑が広がっており、
肥沃な土壌や耕土に恵まれたことで町内でも多収穫地である。また池田町内では歴史が古
く古民家が比較的残っている地区であり、農村としての特徴がいまだ色濃い地域である。こ
れらの条件から本論文では A 地区を農村地域としている。 
地区は 5 つの木戸と呼ばれる組に分かれており、在住者は A 地区の自治会と木戸に加入

している。なお A 地区のエリアに住んでいても自治会には加入していない人も約 3 世帯い
る(D 氏の語りより)。 

2010 年代に入り他の地域から移り住む「移住者」が増えており、行政担当者によれば、
Ａ地区は古くから住む人と新しく来た人が混住する地区の代表的な二つの地区の内の一つ
である。人気な理由は見晴らしがよいこと、昔ながらの景色が残っていること、住める空き
家があることなどだと考えられる。図 2-5 は 2015 年の国勢調査に基づいた A 地区の年齢
別、男女別人口比である。 
 

図 2-5： A地区年齢別男女比別人口比 6 

 

2015 年度の国勢調査によると、人口総数は 278 人(男性 132 人、女性 146 人)、世帯数は
94 世帯。持ち家の人はそのうち 91 世帯と大半を占める。世帯人員は表 2-1のようになって
おり、2 人世帯が最も多い。また人口比率としては 65 歳以上が全体のおよそ 3 割を占めて
いる。表 2-1 と図 2-5 から高齢者の 1 人世帯もしくは 2 人世帯が多いことが予想される。
職業に関しては、多い順に商業従事者 156 人のうち生産工程従事者が 32 人、事務従事者が
21 人、農業従事者が 20人となっている。 
 
 
 

 
6 (参照日 2020年 9月 28日：人口統計ラボ, https://toukei-labo.com/2015/nenrei.php?tdfk=20&city=20481&id=8) 
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表 2-1：池田町 A 地区の世帯人員表, 作成 筆者 [人口統計ラボ, 2019]. 
世帯人員 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 
世帯数 13人 29人 24人 17人 3 人 

 
 2005 年～2015 年の計 3 回の国勢調査の結果を基に A 地区の人口増減数と増減率を表し
た表が表 2-2 のものになる。2005 年～2010 年に 1 度減少率が高まったが、2010 年～2015
年には 2000 年～2005 年と同水準となっている。これは本論文で取り扱う I ターン者がこ
の時期に増加したためと考えられる。 
 

表 2-2：池田町の A地区の人口推移、人口増減数と増減率 [池田町, 2015] 
 人口推移 人口増減数 人口増減率 
2000年～2005 年 317→307 -10 -3.2% 
2005年～2010 年 307→297 -20 -6.5% 
2010年～2015 年 287→278 -9 -3.1% 

 
2.1.3 長野県の移住交流施策の概要 
 本研究の調査地となるA地区がある池田町は長野県の中信地方に位置する自治体である。
池田町の移住促進施策の目的、方向性は長野県から受ける影響があるため、ここでは長野県
の移住交流施策の概要と今日までの遍歴をみていく。 
 長野県は全国の都道府県の中でも早くから移住促進に取り組んできた歴史がある。この
ことを象徴する事実として今日、特に都市圏在住者に代表される人々が出身地にかかわら
ず当該地域に移り住むことを指す I ターンという言葉が長野県発祥であることがあげられ
る。この言葉は 1980 年代に元参議院議員の小山峰男が長野県社会部長時代に作った造語で
ある [稲垣, 1999]。 
 長野県は 2006 年度に県、市町村、民間事業者等が連携し、長野県への移住・交流人口の
拡大を推進することにより、地域の活性化に寄与することを目的に田舎暮らし「楽園信州」
推進協議会を設立した [楽園信州・移住推進室, 2016]。協議会は長野県、76 市町村、28 の
民間事業者等によって構成され今日まで移住セミナー等の実施、情報発信、受入支援などの
事業を行っている。協議会が発足したこの年から行政サポートによる長野県への移住者統
計は開始され、初年度の 2006 年は 215 人であった。その数は増加の一途を辿り 2013 年に
は初めて 500 人を超え、2018 年には 2,315 人と 2,000 人を超えた [企画振興部信州暮らし
推進課, 2019]。 
移住者の元の居住地は、統計開始時の 2006年は首都圏の割合が 7割以上であったが 2015

年には首都圏居住者が 6 割弱となり、その他地域からの移住者が増えている。2009 年から
始まった県が主催する移住セミナー相談会の回数も年々増えており、2009 年は東京で 1 回
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4 市村の参加のみであったが、2015 年には東京名古屋大阪で計 37 回、40 市町村が参加し
た。信州首都圏総合活動拠点(銀座NAGANO)において実施する移住セミナー相談会は多岐
にわたり、2015 年は転職セミナー、就林セミナー、移住者創業セミナーなど計 23 回に 738
人が参加した。 
移住交流施策は協議会や担当部局のみが実施するものではなく、各部局がそれぞれの課

題にあわせて移住施策を行っている。2016 年に実施された各部局の移住施策は表 2-3 の通
り。 
 

表 2-3：長野県各部局が行う移住施策 [楽園信州・移住推進室, 2016] 
産業労働部労働雇用課 信州シューカツ応援プロジェクト 

UIJ ターン助成金交付事業 
産業労働部産業立地・経営支援課創業・
サービス産業振興室 

創業サポート強化事業 
ときどき＆おためしナガノ 

農政部農村振興課 新規就農者を支援する事業 
長野でかがやく農業女子応援事業 

健康福祉部医療推進課医師確保対策室 ドクターバンク事業 
健康福祉部地域福祉課 信州介護人材誘致・定着事業 
建設部建築住宅課 信州健康エコ住宅助成金 

信州型住宅リフォーム助成金 
二地域居住者向けｺﾝﾊﾟｸﾄ住宅普及促進事業 
あんしん空き家流通促進事業 

県民文化部次世代サポート課 信州型自然保育普及事業 
長野県婚活支援センター設置・運営 

県民文化部こども・家庭課 ひとり親家庭の移住・定住支援事業 
 
永井による 2014 年の調査では、北海道ならびに鹿児島県と長野県の三自治体による定住

促進の取組施策数が、他の県と比較して顕著に多いことが明らかになっている。また地方創
生が国策として掲げられる前の長野県の移住施策の特徴として、過疎地域における住居関
連施策が過疎地以外の地域と比較して割合が多くなっており、移住人口確保のための施策
として移住者住居の確保を重点施策として取り上げていた点が挙げられる [永井, 2014]。
その後、地方創生の流れを受け 2015 年度に策定されたまち・ひと・しごと創生法の｢都道
府県まち・ひと・しごと創生総合戦略｣として位置付けられるしあわせ信州創造プラン（長
野県総合５か年計画）における「長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略～信州創生戦
略～」においては、移住希望者に長野県を選んでもらうための工夫として市町村や民間事業
者と連携した「信州暮らしの魅力を発信」「相談に関する対応」「地域への溶け込み支援」が
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3 つの柱として掲げられた [長野県企画振興部総合政策課地方創生・計画担当, 2015]。 
長野県は移住者を、「長野県に愛着を持ち、一定期間居住する意思をもって転入してくる

者」と定義している。なお新卒でＵターン就職をする学生はここには含まない。県による移
住者数測定は、上記定義を基に市町村の転入窓口で配布するアンケートにて行っており、移
住者の要件は概ね 5 年以上居住する意思があるかどうかで判断している [長野県企画振興
部 楽園信州・移住推進室, 2017]。2017 年度の長野県や自治体による行政サポートを受け
ての移住者数と年齢内訳は、移住者数が1,616人、世帯主の年齢が10代 0.2％、20代 17.1％、
30 代 29.7％、40 代 21.1％、50 代 12.7％、60代 15.0％、70 代以上 4.0％、不明 0.2％と
なっており、30 代 40 代が多いことがわかる。ここでの行政サポートによる移住者の定義
は、県や市町村の相談窓口に直接相談した者や移住者を対象とする支援制度を利用した者
など、行政の支援を活用して移住した者としており、サポートとは具体的には県や市町村の
相談窓口での直接相談や、移住者を対象とする支援制度の活用を指す [長野県企画振興部 
楽園信州・移住推進室, 2017]。 
これらの取組が功を奏し長野県は各種調査で移住したい都道府県として高い順位を維持

し続けている。地方への移住を検討する人向けの月刊誌「田舎暮らしの本」（宝島社）が毎
年まとめている「移住したい都道府県ランキング」では、長野県が 2006 年から 14 年連続
で 1位に選ばれ続けている [宝島社, 2020]。NPO 法人ふるさと回帰支援センターが毎年公
開する来場者アンケートによる移住したい都道府県ランキングでは、2009 年～2019 年の
11 年間で長野県が 7 度首位に輝いている [認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センター, 
2020]。 
 
2.1.4 池田町の移住定住促進施策 
池田町では 2017 年度に、移住定住促進を担当する移住定住促進係が設置された。2017 年

度以前は移住定住を専門的に担当する部署は設置されておらず、予算もついていなかった。
表 2-4 は筆者が池田町の一般会計予算をもとに作成した総務費のうち移住定住推進事業に
充てられる予算の推移をまとめたものである。2019 年度に 1 度大幅に減額しているが、こ
こ数年の傾向としては増額傾向にある。2020 年度からは商工費として創業支援事業の創業
支援事業補助金とUIJ ターン就業・創業支援事業補助金が新設されるなどしている。 
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表 2-4：池田町総務費 移住定住推進事業 7 

 
 
 池田町第 6 次総合計画(令和 2 年 2 月改定版)では、移住定住促進の基本方針を「多くの
方が町の魅力を知り、愛着を持っていただくための取組、住まいへの支援、就業相談などを
行い、移住定住を促進します」とし、現状と課題については以下の 5 点が挙げられている 
[池田町, 2020]。 
 
①移住定住推進において、知名度が低いことや住まいの賃貸物件が少ないことは、マイナ
ス要因になっている。 

②町外者が地域の行事に参加する、副業として地元企業で働くなど多様な形で関わるこ
とにより、町の活性化、産業の発展が望まれている。 

③若い世代の移住希望者および新卒者のＵターンに対する十分な就業支援が求められて
いる。 

④起業しやすい環境づくりが必要である。 
⑤移住者の住まいのため空き家の利活用を促進する必要がある。 

 
7 平成 29 年度 http://www.ikedamachi.net/cmsfiles/contents/0000000/515/ippann.pdf 
平成 30 年度 http://www.ikedamachi.net/cmsfiles/contents/0000000/983/ippann30.pdf 
平成 31 年度 http://www.ikedamachi.net/cmsfiles/contents/0000001/1457/ippan31.pdf 
令和元年度 http://www.ikedamachi.net/0000001457.html 
令和 2年度 http://www.ikedamachi.net/0000001843.html 
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 ①⑤から池田町が移住定住促進のための取組として住まいを重視していることが、②④
からは就業面を重視していることがわかる。①⑤については議会答弁からも読み取ること
ができる。2019 年 9 月議会の答弁にて甕町長は中山議員からの「第 6 次総合計画の前半 5
年間で一番何をやりたいのか」という質問に対し以下のように答えている。 
 
   第６次総合計画で一番何をしたいのかとの御質問でありますが、当町にとりまして

最大の課題は、他の自治体も同じ課題を抱えてはおりますけれども、当町では特に人口
減少幅が大きいことと、出生数が少ないことが他と比較しますと際立っているという
ことであります。…要因を分析してみますと、絶対的に住宅の不足と言えるのではない
かとの結論に至りました。…活用できる住宅を生かすということで空き家対策を推し
進めたい。このたびは住宅建設につきまして思い切った補助金制度の拡充を図ったと
ころであります。…住んでみれば池田町のよさや住みやすさがわかっていただけるこ
とと思っておりますが、住む場所がないことには移住・定住・人口増につなげることは
かなわぬことと感じております。私といたしましては、何としても住宅政策に取り組み、
要はさらに空き家の利活用の推進、また民間業者が投資しやすい環境づくり、あるいは
定住人口の増を図ってまいりたいと考えております [池田町, 2019]。 

 
 池田町第 6 次総合計画においては、①～⑤の課題を解決するための主要施策として 7 つ
が掲げられており、それらの内容と担当部署は表 2-5 のようになっている。表から空き家の
利活用のみ項目が別立てとなっており、②③⑦のおよそ半分の項目が住まいに関する内容
となっていることが読み取れる。また池田町が移住定住促進施策として住まいの確保に力
を入れていきたいと考えていることがわかる。 
 

表 2-5：移住定住促進の基本施策の主要施策 
項目 内容 担当 

移住定住への支援 ①移住・観光・就労など様々な情報の積極的な発信 移住定住促進係各
担当係 

〃 ②空き家などの利活用促進 〃 

〃 ③移住準備住宅活用 〃 

〃 ④子育て世代の定住支援 〃 

〃 ⑤新規就労支援など移住サポートの充実 〃 

空き家の利活用 ⑥移住推進協議会による政策形成 移住定住促進係 

〃 ⑦ライフステージに応じた町内住み替え円滑化の
しくみづくり 

〃 
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 表 2-5 の主要施策を達成するための成果指標は表 2-6 のように定められている。こちら
でも約半数の 5 つが住まいに関する指標となっている。池田町が住まいの確保に力を入れ
ていることが読み取れる一方、別の側面として他の支援項目は指標が定めにくく住まいは
補助金や件数などがわかりやすい形で指標化しやすいため多く取り上げられていると考え
ることもできる。 
 

表 2-6：移住定住促進の基本施策の成果指標 
指標名 現状値

(2017 年度) 
目標値

(2023 年度) 
担当 備考 

移住希望者・町に関心がある人 
向けの情報発信ツールの作成 

1 件 5 件 移住定住促進係 5 年間
合計 

空き家などの利活用に関する 
相談件数 

20 件 年 20 件 
以上 

移住定住促進係  

空き家などの改修件数 5 件 年 10 件 
以上 

移住定住促進係  

移住準備住宅整備 2 件 5 件 移住定住促進係 町全体
整備数 

定住補助助成頻度 0 件 年 8 件以上 移住定住促進係  

県外からの転職を伴う移住希望 
者からの就労に関する相談件数 

21 件 年 20 件 
以上 

移住定住促進係  

行政が係る移住実績 8 件 24 件 移住定住促進係  

住み替え円滑化のしくみに基づく 
住み替え事例 

0 件 1 件以上 移住定住促進係 5 年間
合計 

地区別の人口増減率がマイナス 
10％以下の地区数 

12 地 区
(2010-2015) 

10 地区 移住定住促進係 国勢調
査結果 

 
 移住定住促進の基本施策とは別に移住定住促進に関連する第 6 次総合計画の指標として
は表 2-7 のようなものがある [池田町, 2020]。 
 

表 2-7：移住定住促進の基本施策以外で移住定住促進に関連する指標 
指標名 現 状 値

(2017 年度) 
目 標 値
(2023 年度) 

担当 備考 

UIJ ターン就業・創業移住支援事業補
助金交付 

 年 1件 商工係  

10～40 代の新規就農者数 2 人 10人 農政係 5 年間合計 
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以下では池田町の Web サイトと移住促進ガイドブックをもとに 2020 年度に実施されて
いる主な移住定住促進施策の概要をみていく。 

 
・池田町空き家バンク 
 空き家バンクとは移住希望者への住宅の受け皿として、空き家の活用を図るための仕組
みである。池田町に限らず多くの自治体で導入されているが、池田町の移住定住促進係担当
者曰く、長野県内では評価の高い空き家バンクになっている。移住定住促進係が設置された
年から本格的な運用を始めており、2020 年 11 月までに売買契約成立 38 件、賃貸契約成立
5 件の実績がある。登録物件は不動産業者で組織する池田町空き家等利活用連絡会に情報提
供され、所有者と媒介契約が成立した物件は株式会社 johoの運営する不動産紹介サイト「コ
コスマ安曇野」(https://azumino.fudosan.co.jp/)に掲載される [池田町企画政策課移住定住
促進係, 2018]。空き家バンク登録物件に付随した農地については、農業者でなくても取得
できる 8。登録物件には空き家バンク利用促進のため、登録物件の改修、片付け、解体に係
る費用に対して補助金がある 9。補助金の対象経費等については表 2-8の通り。 
 

表 2-8：池田町空き家補助金 [池田町企画政策課移住定住促進係, 2018] 

 

 
現在の登録物件は図 2-5のように池田町空き家バンクのページから誰でも閲覧できる。 

 
8 農業委員会の許可が必要。農地転用の取組については、池田町は周辺自治体よりも取り組みが早かったことはインタ
ビュー調査によって明らかになった。 
9 ―移住定住居住環境整備事業補助金(空き家バンク利用者に限る) 
http://www.ikedamachi.net/0000001660.html 
―定住促進補助金（建物の登記日が令和元年 11月 1 日以降の方） 
http://www.ikedamachi.net/0000001658.html 
―定住促進住宅取得事業補助金（建物の登記日が令和元年 10月 31日以前の方） 
http://www.ikedamachi.net/0000001659.html 
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図 2-5：池田町空き家バンクWeb ページ [池田町, 2020] 
 
・定住促進住宅取得事業補助金 
 池田町内で、住宅を新築（1,000 万円以上）、または中古住宅（500万円以上）を購入した
人が池田町定住促進住宅取得事業補助金の取得が可能となる。ここでは池田町が属する長
野県の北アルプス地域 5市町村の同様の補助金を比較し池田町の立ち位置を確認する。5つ
の自治体の取り組みを比較したのが表 2-9 である。 
 

表 2-9 池田町と近隣 4市町村の定住促進住宅取得事業補助金の比較 

 
 
 池田町は新築の場合に 10 万円を支給し、条件に当てはまる世帯に対しては上乗せで支援
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を行う [池田町, 2019]。新築で申請者が 45 歳以下で中学生以下の子どもがいて町外からの
転入で町内業者に建ててもらう場合、最大で 35 万円の支援を受けることができる。池田町
の補助金制度のポイントは本制度が移住者のみでなく池田町在住者も活用できる点である。
なお中古購入費は新築と変わらない。 
池田町の西に隣接する松川村は、新築の場合は村外からの移住に対し 100 万円、村内で

の転居の場合は 70 万円を支給する [松川村, 日付不明]。また中古物件の場合は村外からの
移住の場合は 50 万円、村内での転居の場合は 30 万円となる。 
池田町の北に隣接する大町市は新築購入の際に20万円の補助を行う [大町市, 日付不明]。

池田町と同様に条件に当てはまる世帯に対しては上乗せで支援を行う。申請者が 50 歳未満
で子どもがいる場合にすべての条件に当てはまると最大で 40 万円の支援が受けられる。 
大町市の北に隣接する白馬村は観光産業が盛んで移住者が多い自治体のため、耐震診断・

耐震改修に対する補助金制度以外新築中古に支援は行っていない [白馬村]。 
白馬村の北に隣接する小谷村は新築の場合 1 世代最大 200 万円の補助が受けられる [小

谷村, 日付不明]。中古の場合は上限 10 万円で対象工事金額の 1/3 の支援が受けられる。 
以上を踏まえると補助を行う 4 自治体の中で池田町の補助金額は最も少ないが、斡旋を

行っていない自治体もあるため相対的にみて移住定住は促進しているといえる。もう 1 つ
特徴としては町内業者による新築に補助金が出ることが挙げられる。これは池田町の産業
構造上、建築系の企業の売り上げが多いため配慮した結果だと考えられる。図 2-6図 2-7 は
地域経済分析システム RESAS を用いて、売上高(企業単位)について池田町の産業構造と長
野県の産業構造を分析したものを比較したものである。 
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図 2-6 2016 年 池田町の売上高(企業単位)大分類 [RESAS, 2021] 
 

 
図 2-7 2016 年 長野県の売上高(企業単位)大分類 [RESAS, 2021] 
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図 2-6 の池田町は企業の全売上高 16,683 百万円に対して建設業の売り上げは 3,395,0 百
万円と全体のおよそ 20.6%を占めている。対して図 2-7 の長野県全体では企業の全売上高
15,253,454 百万円に対して建設業の売り上げは 1,423,494,0 百万円と全体のおよそ 9,3%に
とどまる。このことから池田町は建設業の売り上げが占める割合が長野県内でも比較的高
いということがいえる。またこのことは町内業者による新築補助金の設置につながってい
ると考えられる。以上のことから池田町は新築中古物件を購入しての移住定住に対しては、
推進は行っているが周辺自治体と比較するとその程度は低いといえる。 
 
・移住案内ツアー 
池田町では2018年から定期的に移住希望者を案内し池田町のさまざまなスポットを巡っ

てもらう 2 種類のツアーを実施している [池田町企画政策課移住定住促進係, 2020]。1 つ
目のツアーは日帰りライトツアーと名付けられ、東京や名古屋からでも日帰りが可能なツ
アー。担当者が町役場の車で案内し「移住の先輩」の本音が聞けるほか、学校や住宅造成地
など、参加者が希望する場所に案内してもらえる。2つ目はじっくり魅力体験ツアーと名付
けられ、参加者は宿泊して町の案内に加えて暮らしの中の風景、夜空や朝の空気も体感でき
る。プログラムには町民との交流も含まれる。 

2020 年は新型コロナウイルスにより当初の予定は変更となったが、当初の予定では、日
帰りライトツアーを年度内に 6 回、じっくり魅力体験ツアーを 2 度開催予定だった。移住
定住促進係担当者によれば過去に本ツアーをキッカケに池田町に移り住んだ人もおり、そ
の効果を踏まえて年々回数を増やしているという。 

 

 
図 2-8：2020 年度移住案内ツアー参加者募集チラシ 
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・移住準備住宅 
 町に住みながら住宅を探したいなど移住後の生活基盤を整えたい人向けに、池田町では
元教員住宅を活用した移住準備住宅を 2 戸貸している。家賃 30,000 円、敷金 30,000 円で
賃貸者には月 1 回の現況報告書の提出が求められる。貸付期間は入居から 1 年以内、入居
時期は入居決定後から 2 ヶ月以内。家財道具は備え付けられておらずペットは不可となっ
ている。住宅情報は表 2-10 の通り。 
 

表 2-10：移住準備住宅 [池田町企画政策課移住定住促進係, 2018] 

 
 
・地域おこし協力隊 
 地域おこし協力隊制度とは、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動し、
生活の拠点を移した者を、地方公共団体が「地域おこし協力隊員」として委嘱。隊員は、一
定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの支
援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地
域への定住・定着を図る総務省の取組みである [総務省, 2020]。2009 年度から始まった本
制度は 2019 年度に全国での隊員数が 5,503 人になり、約 6 割～7 割の自治体が活用する制
度となった。隊員の約 7 割が 20 歳代 30 歳代で、任期終了後、約 6 割が同じ地域に定住す
るという調査結果もあり近年、移住促進施策、地域活性化施策として注目されている。 
池田町は 2014 年 8 月から制度を活用しはじめ、これまでに 11 名(任期終了 6 名)を採用

した。現在は 4 名が活動中であり、2 名が企画政策課移住定住促進係移住定住促進担当、2
名が産業振興課商工係特産品開発担当を務めている [企画政策課地域おこし協力隊, 2020]。
池田町の移住定住促進において地域おこし協力隊が果たしてきた役割は大きく、移住定住
促進係設置当初から地域おこし協力隊が任務に取り組んでおり、これまでに係では 4 人の
移住者である地域おこし協力隊が移住定住促進に関わってきた。役場内部の人のみでなく
移住者である地域おこし協力隊が移住定住促進に取り組むことで外部の視点を施策に反映
できたと考えられる。 
 
・移住ガイドブック 
 移住ガイドブックは移住定住促進係が設置された 2017 年度から毎年発行されている。池
田町への移住検討者に池田町での暮らしを紹介するガイドブックであり、 実際に移住して
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暮らしを楽しむ住民へのインタビューに加え、移住後の暮らしを豊かにする地域コミュニ
ティの紹介や行政情報を掲載している 10。なお 2018 年度 2019 年度は筆者が代表を務める
団体が移住ガイドブックの制作を受託し、筆者は池田町の移住定住を促進する立場で行政
と関わった経験がある。 

 
図 2-9：池田町移住ガイドブック [池田町企画政策課移住定住促進係, 2018] 
 
・移住者インタビュー記事を町の公式Webサイトに掲載 
 2019 年 10 月から不定期で池田町に移住した人を対象としたインタビュー記事や池田町
の生活を伝える記事をWeb サイト上で公開している。記事は 2020 年 11 月までに 9回公開
され、自然農を実践する移住者やパン屋を営む移住者、子どもと一緒に移り住んだ移住者な
どにインタビューした記事を公開している 11。 

 
10 移住ガイドブック閲覧ページ：http://www.ikedamachi.net/0000000588.html 
11 移住者の声：http://www.ikedamachi.net/category/10-7-3-0-0.html 
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図 2-10：池田町移住者の声Webページ [池田町, 2020] 
 
・UIJ ターン就業・創業移住支援事業 
 UIJターン就業・創業移住支援事業は、長野県と県内市町村で、県内企業等の担い手不足
の解消及び地域課題の解決並びに県内への移住の促進を図るため、東京圏（埼玉県、千葉県、
東京都及び神奈川県）、愛知県又は大阪府から移住し、県内で就業又は創業をしようとする
人に対し、移住支援金を支給する制度である。2020 度は、池田町を含む 59 市町村で実施し
ており池田町は 2020 年度から開始した。県が定める要件に当てはまる場合、単身世帯の場
合は 1 人あたり最大で 60万円、2人以上世帯の場合は 1 世帯で最大 100 万円の補助が受け
られる。なお 2020年度の池田町の予算枠は 1 世帯分である 12。 
 
 

 
12 UIJ ターン就業・創業移住支援事業のご案内：
https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/kyufukin/20190401.html 
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・池田町創業支援事業補助金 
 町内産業の振興及び地域の活性化を図るため、町内で新たに創業を目指す人に対して、必
要な経費の一部（工事請負費・改修費、創業にかかる経費、賃借料）を、規程の割合で支援
する制度。2020年度には 220 万円の予算が充てられている。対象経費は創業経費補助、店
舗家賃補助、店舗新設・改修補助に充てることができる。対象経費と補助額は表 2-11の通
り 13。 
 

表 2-11：池田町創業支援事業補助金 [池田町企画政策課移住定住促進係, 2018] 

 
 
2.2 被調査者について 
2.2.1 被調査者の基本情報 
 被調査者の基本情報をまとめたのが表 2-12である。本論文においては個人が特定されな
いように仮名 A～Tで被調査者 20 人を呼ぶ。なお被調査者は筆者が従来から連絡先を知っ
ていた 5 人からスノーサンプリング方式で数珠つなぎに紹介していただき、筆者が連絡を
取りインタビュー調査を実施した。被調査者の紹介順序は以下の図 2-11 の通り。 
 

 
図 2-11：被調査者紹介順 

 
13 池田町創業支援事業補助金：http://www.ikedamachi.net/0000001735.html 
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表 2-12：被調査者一覧(聞き取り調査により作成)1415 

 

 
被調査者の年齢は最年少が 20 歳、最年長が 91 歳となっている 16。現在の就業状況は、

 
14 居住年数のカッコ表記は、左の数値が生まれてから A地区を離れるまで、右の数値がU ターン後の居住年数 
15 移動形態における「U ターン」は A 地区から進学や就職を期に他県へ移住した後、再び A 地区に戻ってきたという
意味。「I ターン」は他県から A 地区に移り住んできたという意味。「町内移動」は池田町の他地区から A 地区に移り住
んだという意味。「移動無し」は生まれてから今日まで 1 度も居住地を変えていないという意味。「婚入」は結婚を機に
A 地区に嫁いできたという意味。「海外移住」は日本国外から A 地区に移り住んできたという意味。 
16 最年長の K 氏の聞き取りはこちらの質問に的確に返答することが難しかったため、他 19名とは大幅に質問内容を
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学生が 1人、就業者が 11人、無職(定年退職済)が 8 人である。 
A 地区での居住年数は 5 年以下が 4 人、6 年以上 10 年以下が 6 人、11 年以上 20 年以下

が 1人、21 年以上 30 年以下が 2人、31 年以上 40 年以下が 3人、41 年以上 50 年以下が 2
人、51 年以上が 2 人であった。なお本研究においては、インタビュー調査における被調査
者の語りのなかでの自己認識と定義などを踏まえ居住年数が 10 年以下の 11 人を便宜的に
移住者とし、それ以外の人を地元住民と呼ぶこととする。 
被調査者の最終学歴は、高校卒業が 6人、短大卒業が 2 人、4 年生大学卒業が 9 人、大学

院卒業が 3 人(いづれも海外大学院卒)であった。移住者 11 人の学歴は大学院卒業が 3 人、
大学卒業が 7 人、高校卒業が 1 人となっており、地元住民よりも相対的に学歴は高い傾向
にある。 
家族人数(世帯同居人数)は、1 人暮らしが 1 人、2 人が 10 人、3 人が 3 人、4 人が 2 人、

5 人以上が 4 人となっている。被調査者全体の平均は 1 世帯あたり 3.2 人であるのに対し、
移住者全体の平均は 1 世帯あたり 2.0 人となっており、移住者は 2 人暮らし世帯が多く地
元住民と比べて世帯人数が少ないことがわかる。 
住居形態は自身の親世代もしくは祖父母世代が建てた家に住む実家 1 戸建てが 3 人、自

身の代で建てた家に住む新築 1 戸建てが 13人(K氏のみ 2世帯住宅)、空き家を改装して住
む空き家改装が 4 人となっている。地元住民には空き家改装は 1 人もおらず、移住者の内
訳は居住年数 6 年以上 10年以下の 6 人が新築 1 戸建て、居住年数 5年以下の 4人が空き家
改装となっている。なおこの 4 人 B 氏、M 氏、O 氏、P 氏はいずれも町の移住定住促進施
策である空き家バンクを利用して住まいとなる空き家を購入している。 
被調査者の移動形態は、長野県外から希望して A 地区に移り住んできた I ターン者が 10

人(国境を超えたものを含む)、U ターン者(近々U ターンする予定の人)が 4人、町内の別の
地区から移り住んできた人が 1 人、嫁入のために来た人が 3 人、生まれてから 1 度も家を
離れたことが無い人は 2人であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
変更した。 
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2.2.2 被調査者による移住者の定義と移住者/地元住民意識 
 

表 2-13：被調査者一覧(聞き取り調査により作成)17 

 

 
 表 2-13はインタビュー調査にて被調査者に「A地区において自身が思う移住者の定義」
と「自身は移住者かそれとも地元住民か」を聞いた結果である [伊藤, 2020]。A 地区では
「ここ 10 年以内に移住してきた人が多い」「定年退職もしくは働きながらセカンドライフ

 
17 オーストラリアでは海沿いに移住する人は Sea Changerと呼ばれ、内地に移住する人は Tree Changerと呼ばれることがある。 

仮名 「移住者」の定義 自身は「移住者」か

A 都会から来た人、定年を迎え家を建てて移り住んだ人。
移住者といえば移住者だが、
若いときからいるから移住者意識はない。

B
よそから来た人。居つかない人、居ついてもよそ者。
外国人的な感じ。

ずっと移住者

C 池田町に住んだことが無い人がこちらに永住すると移住者。
僕は自分を地元住民としっかり思っていない。
1度地域を離れているから。

D
うちの集落は古くからいる人が主体、町の移住定住促進で来
る人が増えて、はじめて移住定住の定義がわかってきた。深
く考えたことはなかった。

自身は地元住民。根付いてそこに関わって、
地元に根付いた人は地元住民になる。

E
H地区が良くて越してきた人。
そこに住みたいと思って越してきてた人。

地元住民。

F
家族の中に入ったのか、知らないところに一軒家を建てたの
かの違い。

私だって移住者ともいえる、お嫁に来たから。

G
私は考えてなかった、A地区にすっと入っている、男性は男
性で自治会に、女性は婦人部に来て入るから。

娘に「最初からその歳になっても名前でいわれる。母さん
はおばあちゃんが亡くなってもあそこの嫁といわれる。」
と言ったことがある。

H そこで育っておらず私より先に来ていない 移住者

I
Uターンは移住者じゃない。0から長野県を学ぶ人。
移住者は移住じゃないとは言い張らない気がする。

移住者

J
自分が物心ついた時からA地区にいない人。それ以降に入っ
てきた人。自分が外から戻ってきたら新たに来た人。

地元住民だが心の中にはそうでない気持ちもある。生まれ
住んでいればやること(祭りや消防)をしてないから。

K 無回答 地元住民

L
A地区、池田に住んでなかった人。
自分は移住とは違うけど越してきた人。

自分の中で分けるとか、そういうのを考えたことが無い。

M 移住者は生活様式が違う人。 移住者

N A地区の移住者はよそ者で、よそ者は外から来る人が多い。
自治会に入っていなくても地区に住んでいれば地元住民。
自分がそうかはわからないけど。

O Changeしたいと思っている人 移住者

P Sea ChangerとTree Changer 移住者

Q
2年で地元の方に受け入れられたけど本当は違うかも。移住
者は次の世代までいてレッテルは外れる、私たちの子どもと
か。

移住者

R
定義はQと近い。他の地域から来た移住者とお嫁さんは感覚
が似ている。昔からのしがらみなく来ている人。

移住者

S
住民票を他市町村から池田町に移した人。1年の半分～2/3住
んでいる人。

移住者

T 他から来た人、長野県内から来た人は移住者ではない。 移住者
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を楽しみたいシニア層が移住してきた」という認識を被調査者の半数以上が抱いていた。10
人の I ターン被調査者のうち 50 歳以下は 49 歳の M 氏のみであり、他 9 人は 50 歳以上で
ある。 
 被調査者のうち自認が「移住者」である人の中には自身は移住者のままであると考える人
が一定数いる。「居ついてもよそ者、外国人的な感じ。ずっと移住者」(B 氏)。「移住者は来
て次の世代までいてレッテルは外れるのかな」(Q 氏)。I 氏のように「移住者は何年もいる
から移住じゃないと言い張らない気がする」と指摘する人もいる。 
 自認が「移住者」「地元住民」問わず、自身の居住歴をモノサシに「移住者」を定義する
人もおり、J 氏については約 20 年前に A 地区に戻ってきたためそれ以降の人が全て「移住
者」となる。例えば語りとして「そこで育っていない、私より先に来ていない」(H氏)。「自
分が外から戻ってきたら新たに来た人」(J 氏)などがあった。 
 結婚を機に嫁いできた 3 人は自認を「移住者」とも「地元住民」とも断言しなかった。「私
だって移住者ともいえる、お嫁に来たから。家族の中に入ったのか、知らないところに一軒
家を建てたのかの違い」(F 氏)。「広くいうと自分は A 地区に住んでいたわけではないので、
移住とは違う、越してきた人”」(L氏)。嫁いできた人に対して自認が「移住者」である R 氏
は「感覚が似ている」と語っており、G 氏は嫁いできてから数十年、名前で呼ばれたことが
無かった経験を語っている。このことから嫁いできた人は「移住者ではない」と自認する一
方、感覚は「移住者と似た部分がある」と考えられる。 
嫁いできた人と同様に「移住者ではない」けど「地元住民とも言い切れない」のが U タ

ーン者である。「僕は自分を地元住民としっかり思っていない。1 度地域を離れているから」
(C 氏)。「自分は地元住民ですが、心の中にはそうでないところもある」(J 氏)。「自治会に
入っていなくても地区に住んでいれば地元住民。自分がそうかはわからないけど」(N 氏)。 
 自認が「移住者」「地元住民」ともに、精神的なものを「移住者」の定義としているケー
スもある。「A地区が良くて越してきた人。そこに住みたいと思って越してきてた人」(E氏)。
「Change したいと思っている人」(O 氏)。精神的なものを「移住者」の定義に組み込む場
合、表 1-1では 12 県中 1県の定義を除いて当てはまらない。しかし長野県や池田町が用い
る定義の場合は「長野県に愛着がある」に「A 地区がよくて越してきた人」も当てはまると
いえる。 
その他には「地元住民は先祖や土地への思いがある人。移住者は昔からのしがらみがない

人」(R氏)。「生活様式が違う人」(M 氏)などがある。 
 
2.2.3 A地区における移住者受け入れの歴史 
 表 2-2 でみた A 地区の人口推移からわかるように 2010 年代に入ってから人口減少率が
緩やかになっている。いくつかの要因が考えられるもののインタビュー調査の結果、大きな
要因が 2010 年頃以降の I ターン者 U ターン者の増加であることがわかった。2.2.3 では
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2010 年頃以降、A 地区が移住者をどのように受け入れてきたのか、その経緯を整理する。
N. エリアスが述べたように、「われわれ」と呼ばれる集団と「かれら」と呼ばれる集団を区
別することで人々が定めた境界を理解しようと思うのであれば、再度、諸集団の時間的な性
格とその関係を、時間的継続における過程として再構成する必要性がある [ノルベルト ジ
ョン, 2009]。A 地区における地元住民と移住者の関係性を時間軸でまとめることにはその
ような意味があり、これは第 3 章第 4 章で大いに役立つ。 
 
2.2.3.1 東日本大震災前後の出来事-「移住者」へのあまりよくない印象・不信感- 

D 氏へのインタビューによれば、2000 年代中頃～東日本大震災頃に「有機農業を実践し
たい」という理由で若年層の 2 世帯ほどが空き家を借りて移住してきたことがある。しか
し 1 世帯は 1 年足らずのうちに、もう 1 世帯は 3 年以内に転出した。このことは A 地区に
とって移住者に対するあまりよくない印象、不信感を残した。2 世帯と A地区のパイプ役と
なった D 氏の語りによれば、具体的には「農機具を貸したが貸し賃がなかった」「農機具を
貸したことやサポートに対するお礼やあいさつがなかった」「有機無農薬農業をうまくマネ
ージメントできず、国の給付金事業 3 年が終わると共に出ていった」などの声が地区内で
聞かれた。この当時は、池田町に移住定住促進を担当する部署は無かったためほとんどの移
住者が不動産業者を介して土地や物件を探すか、知り合いを通して空き家や農地を紹介し
てもらっていた。そのため D 氏のような地区内で顔が広く面倒見の良いポジションの人が
仲介して、空き家や農地、農機具などを地域住民から借りられるようにアテンドしていた。 
 
2.2.3.2 H さん I さんの約 3 年前に移り住んできた人が果たした役割とタイミング 
東日本大震災があった 2011 年 9 月に A 地区に移住してきた H 氏 I 氏によれば、2 人が

移住してきたタイミングは“良い”タイミングだったという。H氏 I 氏によると、自分たちの
約 3 年前に移住してきた人は、A 地区に馴染むのにとても苦労したと聞いたことがあると
いう。理由はその前に来て去っていった上記 2 世帯のような人たちがトラブルを起こし地
域内に移住者に対する不信感を根付かせたからである。しかし、H 氏 I 氏の 3 年前に来た
人は、お酒が好きで地域住民との関係性をうまく築いていったため H 氏 I 氏が来た頃には
不信感は薄まっていた。また H氏 I 氏が来た 2011 年頃に移住してきた何世帯かは、全てア
クティブシニア層(50 代後半～60 代)だったため、地区内でもボリュームの大きい団塊の世
代の住民が「仲間が増えた」と思ってくれたという。H 氏 I 氏は、A地区在住の団塊の世代
がこの頃仕事辞め子どもが巣立ち精神的にも時間的にも余裕ができたため、「移住者」の面
倒をみる余裕があったのではないか、だからこそ良好な関係性を築けたのではないかと語
っている。 
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2.2.3.3 役場の移住定住促進係誕生後 
 2017 年に池田町に移住定住促進係が誕生した。係はこれまで地区内の D氏のような存在
が担ってきた移住者と地元住民の仲介役を担い、空き家の紹介や不動産業者の紹介などを
行うようになった。このことについて D氏は次のように語る。 
 

役場で移住定住促進係ができてからしっかりするようになったし、来る人が増えて
きた。最近移住してくる人は、町の施策のあれ(効果・影響)かはわからないが地域の行
事に積極的、いいことだと思う。移住で来たい人たちは人との関りを持ちたいから積極
的に出てきているし、溶け込みたいと思っている。役場が移住定住で紹介して歩きなが
ら見ていて、そういうことから役場が関わりをもっているから、しっかりと調査してい
るんじゃないか。 

 
 D 氏によれば池田町の移住定住促進係ができて以降、移住者は増え地域の行事に積極的
な人が増えた。その理由について D 氏は役場が各地区や移住者と関係性を築き、かつ行政
が紹介するため「しっかり調査」して、不向きな人は来なくなったのでは考えていることが
語りからわかる。 
 
2.2.3.4 移住定住促進係誕生後の新たな動向 
これまでA地区では、セカンドライフを楽しむための年配層が多く移り住んできていた。

しかし移住定住促進係誕生後、ここ数年はそれ以外の人が増えていることが調査から明ら
かになった。具体的には、2000 年代中頃～東日本大震災頃に移住してきた層のような有機
無農薬農業を実践した人たちや、外国在住で日本的な古民家に魅かれてきた人、新築ではな
く空き家をリノベーションして住む人たちなどである。特に特徴的なのは 3 年以内に移住
してきた I ターン世帯の多くが役場の空き家バンクに登録された物件を購入しなんらかの
形でリノベーションして住んでいることである。2010 年代、土地を購入し新築 1 戸建てを
建てて移住してくるケースが大半だった A 地区において、これは大きな変化だといえる。 
 
2.3 小結  
 第 2章 被調査地と被調査者の特徴では長野県の移住交流施策の歴史と現在の取組の概要、
長野県池田町の移住定住促進施策の歴史と現在の取組の概要、池田町 A 地区における被調
査者の基本情報と特徴、移住者意識と地元住民意識、A地区における移住者受け入れの歴史
についてみてきた。第 3 章以降は第 2 章で押さえた情報を基礎として、池田町 A 地区にお
ける地元住民と移住者の社会的葛藤について考察する。 
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第 3章 A地区における人間関係と社会的葛藤 
 
 第 3 章では被調査者 20 名(A 氏～T 氏)へのインタビュー内容をもとに、被調査者ごとに
A 地区内の人間関係と他者との社会的葛藤の実態を整理分析していく。ここでは SQ①は
「地元住民と移住者はそれぞれの存在をどのように認識し関係性を築いているのか」、SQ②
は「地元住民と移住者の間ではどのような社会的葛藤が存在するのか」を明らかにしていく。
なお第 3章における町内移動者、U ターン者、嫁入者、I ターン者を巡るカテゴライズとよ
そ者感の関係性については伊藤(2020)をご覧いただきたい [伊藤, 2020]。 
 
3.1 被調査者から聞かれた住民の関係性・地元住民と移住者間の社会的葛藤の実態 
A 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動形態 
49 女性 調理師 26 7 高校卒 実家 1 戸建て 町内移動 

 A 氏は 0 歳～22 歳までを池田町内の A地区より山深い地区で過ごした女性である。23歳
のときに両親と共に A 地区へ移り住み、2020 年現在住み始めてから 26 年が経つ。被調査
者の中では唯一、町内移動を経験しており、20 歳を過ぎた頃に山間の地域から A地区に転
居した。 
山間集落の人口減少に伴う利便性の減退により A 地区に移り住んだ A 氏は、地区内の人

間関係について以下のように語る。 
 

——まずですね、例えば A 地区、もともと住んでいた人と比較して地域内の人間関係
ってどう思いますか？近いなとか、濃密だなとか。 

 
   えーっと来たときは、すごく若い人たちの仲が良くて、若連、お祭りの若連とかも、

すごく、あの男女一緒にこう女子も一緒に若連に参加して。なんかめずらしいみたいに
聞いたんだけど、池田はあんまり聞いたことが無くて。で、すごいみんなでなんかこう、
小さいときからの幼馴染っていうのがあって本当にみんな仲が良くって。(自分は)ちょ
っとこう部外者みたいな意識もあったんだけど、すごいみんな、あの仲間に入れてくれ
て。お祭りとか、そうそう、良くしてもらったので。すごく仲がいいなというイメージ
がありました若いときは。 

 
——最近とかはその関係性とか仲の良さはどうなんでしょうか？ 

 
  そうですね、えーっと、お嫁さんとして来た方たちと、あのやっぱこう婦人部みたい
なのとか、そういう小さい子どもがいる、なんかそういう、なんだろうな。 
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——育成会みたいな 

 
ママさんつながりじゃないですけど、いまはないんですけど、前は小さい子どもを持

つお母さんたちのグループというか活動みたいなのがあったりして、ちょっと婦人部
にまだ入らないお母さんたちの集まりみたいなのもあったりして。なので、その小さい
子どもを持つお母さんたち、子どもが小さいうちからいろんなお母さんたちと交流が
あったので、すごい楽しく過ごしてきました。 
で、自分は地元にいたからというのもあったけど、独身のうちから。ただ途中からお

嫁に来た人たちは、ちょっと逆につながりが強すぎて、まぁ、あの男の人もそうなんだ
けどちょっと入りづらい横つながりというか幼馴染つながりが強すぎて、逆にちょっ
と入りづらいという人も中にはいました。私の場合はたまたま同級生もいて、ちょっと
ね、こんな変な人でも受け入れてくれて仲良くしてくれて。 

 
 A 氏は同年代の横のつながりの強さが A 地区の特徴と語り、その一例として男女ともに
祭りの若連に入る慣習をあげている。子どもができて以降のつながりは婦人部とは別のマ
マさん同士の集まりがあったと語る。しかし同級生同士の横のつながりは嫁入した人や外
から来た男性にとっては入りづらい雰囲気をつくっていたとも語る。 

A 氏は長野県外から移り住んで来た I ターン者と異なり、同一町内での移動を経験したた
め A 地区に移り住んでからも地区内に知り合いはおり、彼らがハブとなり A 地区の若連や
婦人部など既存のコミュニティに加入した。A 氏は社会的葛藤について、自身はあまり感じ
ていないが A 地区に移り住んで来たときに地区との関りが深かった両親について次のよう
に語る。 
 
   そうだね、自分が年代層にもよるのかなぁ。自分の仲良くしてもらっている同年代の

人たちは、本当にいろいろと相談にも乗ってくれるし親身に、そういう秘密みたいな悩
んでいることとかも親身になって聞いてくれるし、おもしろおかしく広めるようなち
ょっと悪意のある人たちはいなかったと思うので。 

 
——年齢によって、例えば、そのそれはもっと上の世代とかだと、そんなようなことも
あったりするのかなという感じなんですかね。 

 
   そうですね、ちょっと上の年代にいけば母親とか前後の年代くらいにいけば、そこは

そこでいろいろね、あるみたいだけど昔からのつながりで。ご近所トラブルもあったな
んて聞いたりもしたけど。 
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  ——例えばなんですかね、その移住してきた人と地元の人と括られるなかで具体的な

例とかあったらでいいんですけど、自分の体験でもいいですし見聞きしたものでもい
いですけど、移住者と地元住民と対比する中で、いまだにこんなことを言われるとか、
移り住むときに摩擦とかモヤモヤしたことがあるとか。そういったことってご自身は
感じたり体験したことはありますか。 

 
   そうだなぁ、やっぱりちょっと聞いたところでいうと母とかは、さっきも言ったんだ

けど「ここのやり方はこうだよ」みたいなことを言われて、婦人部とかね。なんだろう
切ない思いをしたじゃないけど、ちょっとこうよそ者扱いって言ったら言葉悪いけど
「ここへきたらみんなやってもらうんだからね」って。 

 
 A氏が移り住んで来た 26年前は今と異なり他県からの Iターン者は A地区にはあまりい
なかった。同一町内での移動とはいえ他地区から移り住んだ A 氏の両親は、A 氏と異なり
コミュニティに円滑に入るための既存のつながりを有していなかったため、地元住民との
間でわだかまりを感じる出来事があった。隣保共助を基礎とする農村の共同体においてよ
くみられてきた「共同体的強制」が存在していたこと、そこでは直接のやり取りを通して規
則葛藤が現れていたことがわかる。なお両親の具体的な社会的葛藤については、A 氏は口を
閉ざした。そんな A 氏は、最近まで A 地区の「移住者」に対してある感覚をいだいていた
という。 
 

  ちょっと押しがいいというか、あんまりぐいぐい来られると苦手。例えばなんだろう、
みんなの使う公共の駐車場というか集落センターの駐車場とかに、移住してきた方が、
いまだから当たり前だとは思うんだけど Facebook でいろんな人を呼び掛けて、県外者
がわーっと集まって自分のところで何かをやっているんだけど。こう、ちょっと田舎者
ちゅうかなんかわからないから、怪しいコミュニティじゃないけど「え、なになになに
が始まったの？」「え、なにやってるの？」みたいな。こう、押しがいいといったらい
けないんだけど、うーんなんかねぇ、引いちゃったところもありましたね「えーー」み
たいな。 

 
  ——なるほど、ちなみにそういった例って他にもあったりするんですか。 
 
   何をやっているかわからないお家もあるし、失礼だけど。「何をされているの？」み

たいな、移住してきたからといって、同じ地区になったからといってそんなにね。それ
ぞれの生活があるし、別に私が全部が全部皆さんのことを知っていなくてもいいんだ
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けど。なんかこう、あそこのうちは怪しいみたいなことを聞いたこともあるので。以前
は空き家を買って移住してくる人に対してもいいイメージが無かったの。誰でもウェ
ルカムはどうなんだろう、呼びっぱなしはどうなんだろう、と思ってましたね。 

 
 A 氏は「移住者」の中には周りからは何をやっているのかみえず、疑問をいだくような家
も何軒かあると語る。A 氏は具体的に 2017 年に A 地区に移住した B 氏との出会いと関係
性について次のように語っている。 
 

私ずっと B 氏の印象が悪くて、虫がいいじゃないけど。ちょっとこうね、いろんな
人を県外から集めて、そういうコミュニティじゃないけど「何やっているの？」みたい
な。ちょっと最初の出会い方が失礼だったというか、個人的に B 氏が個人的に私「う
わっ」みたいなのがあって。「なにこの人、えー」みたいな。しばらくはあんまり関わ
らないように距離を置いたんだよね。 
でも、本当に同じ地区なんで、そんなこと言ってたらいけないと思って、同じ地区の

集まりとかに出て、ちょっとこう話すようになって、猿の相談もしていまはなんとも思
ってないんだけど、話しながら、自分の先入観も取っ払わないといけないね。 

 
——それこそでも、今の話聞いていると直接会って 2 回目 3 回目話してから変わって
くることとかあったりしますよね。 

 
やっぱりみえたからといって、自治会に入ったとか紹介してくれたからといって、急

に「じゃあ、よろしくね」とは、そういうわけにはさすがにいかないかな。 
 

A 氏は語りの中で移住者の代表例として B 氏とのエピソードを交えていくつかの話をし
てくださった。A 氏によれば B 氏は招いた知人に公共の駐車場に車を停めてもらい、家で
何かを行っていたという。何をしているかは A 氏にはわからなかったが、B 氏との最初の
出会い方の印象があまり良くなかったため、その後も移住者である B 氏にはあまり良い印
象をいだけなかった。A地区に限らず池田町で「空き家を買って移住してくる人」にあまり
よい印象をいだいていなかったため、B 氏にはそれも重なったという。 
しかし A 氏は「そんなことも言っていられない」から、地区の集まりなどで話すように

なり今はなんとも思っていないと語る。A 地区には移住してきた人を地区内の全戸に配布
するお便りや集まりで紹介する伝統があるが、自治会を通して紹介されてもいきなり仲良
くなることはできず、個人対個人で関係性を築いていくことが必要だという意志が語りに
は表れている。そんな A 氏は A 地区で移住者が増えることは人口増加につながり嬉しいと
インタビュー中に応えており、交流できるような機会があるといいと話していた。 
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B 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動形態 
52 女性 町議会

議員 
4(1＋3) 1 海外院卒 空き家 

改装 
I ターン(東京都
→英国→東京都) 

 
 B 氏は東京都で生まれ育ち、修士号博士号を取得するために英国で計 10 年間暮らした経
験を持つ。博士課程在籍時に英国で畑をはじめるなど勉学でもプライベートでも環境に興
味関心を強く持っていた。帰国後は翻訳の仕事やNGO での仕事をこなしていたが、自分の
畑をやりたいと思い 40 代の頃に安曇野の民間事業者が行う自然農塾に通い始めた。安曇野
での自然農塾を通して、いつかここに住みたい思い 5 年前に池田町の別の地域に移住。そ
の後、周辺自治体でも暮らしたのち、3 年前に池田町役場の空き家バンク制度ができたこと
をキッカケに活用し池田町に移住した。B 氏は A 地区での人間関係について次のように語
る。 
 

——B 氏は A 地区に住み始めて 3 年くらいたつと思うんですが、はじめに A 地区の良
いところと、ここは変わったらいいなと思うところについて率直にお聞きできたらと
思いますが、いかがでしょうか。 

 
   意外と地元の方とお話しする機会ってなくて。あのなんだろう、例えば草刈りとか出

てくるのって男性なんですよね。男性ってなんかこう共通の話題がなかなか無くって、
話しかけにくいなみたいな。だからあんまり実はお話したことが無くて。ほら、私以外
の方はお互いみんなさん知り合いなわけじゃないですか。ぽつぽつと移住者の方もい
るんですけど。意外とね、なかなか地元の方たちと、馴染んで話すっていう機会はあん
まりないですね。もうちょっといろいろね、お話、あの私の問題でもあるかもしれない
んですけど。 

   (地元の人と話すのは)自治会のお掃除とか草刈りとかその程度で。あとは畑に行くと
きに何軒か家の前を通るから、ぺちゃくちゃ雑談する程度かなぁ。 (他の地域に住んで
いたときと比べて)いまは掃除とかも出ていますね。いちばんちゃんとお付き合いして
いると思います。絶対、優先的に掃除とか行くようにしていますし、気は使っています
ね。新参者だから「あそこの新しいやつは何もやらない」といわれたら困るなーと。自
治会関係の行事は優先的に出るようにしています。集落センターの隣に住んでいるか
ら、車があるのになんで出ない！ってなりたくないじゃないですか。ただ、総会のあと
の懇親会もほとんど男性なんですけど。 
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 自身を「移住者」と自認する B 氏は、A 地区において地元の人と話す機会は少ないと語
る。B 氏の語りを通底しているのは、自分は話したいけれど地域の集まりに出てくる人が男
性ばかりで話しづらいという感覚である。古くから農村集落は男性主体でまわされてきた
歴史があり、現在でもその慣習がつづく地域が多くある。地元住民の語りからは性別役割分
業についての違和感はあまり聞かれなかったが、移住者からは B 氏を含め複数名から性別
役割分業への違和感が語られた。ジンメルは、よそ者は「客観性」を持ち合わせ「根底から
集団の特異な構成部分や集団の一面的な傾向へととらわれてはいないから、それらのすべ
てに『客観的』という特別な立場で立ち向かう存在」であると考えたが、B 氏の地区内に存
在する暗黙の性別役割分業への違和感はまさによそ者としての移住者だからこそ持つ「客
観性」に基づくものであるといえる [ジンメル, 1994]。 

B 氏は移住者と地元住民の社会的葛藤と関係性についてあいさつと農薬についての 2 つ
の葛藤を語ってくださった。 
 
   最初に A 地区の自治会に入ったときに、私は皆さんの前にでて「B です、引っ越し

てきましたよろしくお願いします」ってあいさつしたんですよね。でも他の方々の名前
がわからない。結局、他の方のお名前、I さんが「○○さんはどこどこの方よ」と教え
てくれないと、誰かさっぱりわからない。お互いに。 
例えばいまの自治会の女性部の一応、役員みたいなのをやっているんですけど、そう

すると女性部のあの人は○○さんでって自己紹介とかするじゃないですか。そういう
のがあるとはじめてわかる。それ以外の人はわからないんですよ。こっちが自己紹介し
たのに、向こうも自己紹介してほしい。一回聞いても覚えられないんですけど、やっぱ
り紹介してもらう機会が欲しかったなって、いま思いました。そういう感じですよね。
3 年もいて今更、あなた誰とも聞けないですよね。もうジレンマです(笑) 

 
   やっぱり農薬に対する考え方とかは違いますよね。除草剤撒くのは田舎だけってわ

けではないですし、どこでも使っている人はいます。自分が環境に関心あるから「嫌だ
な」と思うんですけど。 
まぁ、だから草刈りのことも気にはなるんですが、やっぱりぼうぼうにしちゃう。そ

れでも一応、気持ちだけは気にしています。「草があるよな」って。だからやっぱりみ
なさん、すごくきれいにしているんですよ。めちぇめちゃ除草剤の手を借りようと手で
やろうと、みなさんきれいにしていて。あれは私には無理だなと。私は(草が)生えてい
るほうが好きなので。「草がないなんて変」って私は思うので。絶対、ここは無理。お
互い、理解できないよなと。もともといる方は「なんであの人はあんなに、汚くしてい
るんだろう」と思ってると思いますけど、草が青いのが私はきれいだと思うので。すご
い周りの人に迷惑がられているよなと、少しはキレイにしないといけないなと、でもあ
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んなにはできない、あーって（笑）皆さんレベル高いんで、本当に植えた草以外、何 1
本生えてないみたいな。プレッシャーは感じます、でも絶対無理ですね。 

 
農薬に対する考え方。除草剤をまくのは田舎だけではないけど、嫌だなと思う。周り

が草刈りしているので自分も草刈りのことは気になる。うちはやっぱりぼうぼうだな
と。気持ちだけは迷惑にならないように気に使っている。みんなきれいにしているから。
ただ、わたしにはあれはできない。雑草が生えているほうが好きだし、草が無いのは変
だから。これはお互いに理解できない。迷惑がられているのかなと思う。みんなとても
レベルが高い。植えたもの以外 1本も生えていない。やっぱりそれはプレッシャー。 

 
 B 氏は自分よりも前から住んでいる住民は自分の名前や顔を集会の挨拶やお便りで知っ
ているにも関わらず、自分は相手のことを一切知らないという情報の非対称性にジレンマ
を感じている。また特に B 氏が強い言葉で長く語った社会的葛藤に農業に関するものがあ
る。自身と地元住民で農業を営む人の農薬に対する考え方が違うため、相手は自分の畑の状
態を迷惑に思っており、自分はそんな相手の畑をみて嫌だな、プレッシャーだなと感じてい
る。直接 B 氏から口に出して言うことは無いものの農に対する考え方の違いから潜在的葛
藤があるとわかる。2019 年に B 氏は次のような体験をしたという。 
 
   あー、まぁ結構みなさん噂話とかはうるさいと思いますよ。私がすごいびっくりした

のが、あの去年ですね、えーっと別の自治会で議員との懇談会っていうのがあったんで
す。そのときに、うちの庭のことを話題にした人がいて。去年も私、議会で除草剤の使
用について一般質問したんですけど。なんか「お宅の庭はどうなんだ？」って(自治会
での議員懇談会で)質問されて。「え！？」みたいな。別の自治会の方で、そこまでうち
の庭が草ぼうぼうだって知れ渡っているんだって、びっくりしちゃって。だから、すご
い話題になっているんだろうなって。 

 
——そこでその質問するのかとも思いますが、そういうこともあるんですね。 

 
   もしかしたら池田中に知れ渡っているのかな(笑)  
 

——それって A 地区に近い地区だったんですか？地理的にも近い地区の方だったんで
すか。 

 
   割と近いですね。○○地区です。 
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——あ、でもそれは近いっちゃ近いですけど、遠いっちゃ遠いですね。地区いくつか間
に挟みますもんね。 

 
  ねー。A 地区の中で話題になるならわかるんだけど。よその自治会「え？」みたいな。
すごいびっくりして。だから、まぁその程度のことでそんなこと言ってくる人がいるの
であれば、地区内でも相当言われているんだろうな。庭までなんて、私がそれでいいと
思っていればいい話だと思うんですけど。それを取り上げるのって、どうなのって。そ
れ変だと私は思うんです。移住者友達に話したら「えー！」「なにそれー」「それ関係な
いよねー」って言ってくれて。やっぱり私の感覚はおかしくないよねって、周りの反応
をみて安心しましたね。 

 
 2019 年から町議会議員を務める B 氏の庭の状態が他の地区の人にも知れ渡っており、そ
のことに公的な場で言及されるという顕在的葛藤に対し B 氏は憤ったが、そのときは移住
者の友達に話し共感を得ることで自分のほうが正しい、間違っていないと思ったという。A
地区の B 氏以外の移住者、地元住民からも農業、農薬など広い意味での「農」を取り巻く
社会的葛藤については言及があったため、第 4 章で農を取り巻く社会的葛藤については詳
しく触れたい。 
 
Ｃ氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動形態 
40 男性 建築関係 32(17＋15) 5 大学卒 新築 1 戸

建て 
U ターン 

 
 Ｃ氏は高校時代までＡ地区の実家で生活し、大学進学を機に長野県を離れた。その後、進
学した京都府で就職し 15 年前に A 地区にＵターンした。C 氏は大学に進学したころから、
地元にいずれ戻ることは親との暗黙の了解だったと言い、いずれ帰ってきて親の会社を継
ごうと考えていたという。先祖の出は池田町の隣の大町市、曽祖父の代より前からＡ地区に
家はある。Ｃ氏には小学校以下の子どもが 3 人おり、子育てと仕事、そして地域の役割の 3
つを忙しく日々こなしている。Ｃ氏は地域の人間関係の特徴について次のように語る。 
 
  ——まず初めに、A地区に戻ってきてよかったな、U ターンしてよかったなと思う瞬間

を教えてもらえたらと思います。 
 
   僕は昔から A 地区で育った人間だったので、みんなほぼ僕のことを知っている。あ

の、どんな行事とか何かあっても基本的には違和感なく参加できています。そういうつ
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ながりがすごく強い地域なので、そういうのはすごくやりがいがあります。 
 

 ——なるほど、続いてなのですが地域内のご自身の人間関係、比較的昔から住まれてき
た中でどういう方々と仲がいいか、つながりがあるか、一方でこういうところはつなが
りが薄いとか。そういうつながりの濃いところ薄いところを教えていただけたらなと
思うのですが。 

 
   そうですね、結局、あのお祭りとか消防があるんでそれを一緒にやっている年代とい

うか人たちとはつながりが深いです。で、逆につながりが濃くない人たちっていうのは、
そういうところに参加してこない方はそもそもお会いしないので、参加しない方とは
あまりっていう感じですかね。 

 
 Ｃ氏はＡ地区にＵターンしてから今日まで消防団や地区の祭事に積極的に関わっており、
自身と同じくそれらの活動に関わる人は顔も分かりつながりも強いが、一方で消防団や祭
事に関わっていない人とはつながりが薄いと語る。地元住民の中でも 1 度も地区を離れた
ことが無い人とは異なるＵターン者というアイデンティティを持つＣ氏は、地区内の社会
的葛藤について以下のように語る。 
 
   あんまり直接見たことはないですけど、自治会とかで暗黙の了解で黙ってしまうと

ころでも黙らなかったりとか「違う！」って言っちゃったりとかは、たまーに聞きます
かね、一部の方とか、どっちがいいかはわからないですけど。あんまりあからさまに排
除したり、村八分的なことは聞かないですね。意外と何かどうかに参加していられたり
とかするので。移住者と地元住民の関係性は悪くは無いと思いますね、どちらかといえ
ば良好かなぁ。 

 
   ま、基本的に来られる方がお子さんが巣立ってセカンドライフとかで来られている

ので、悠々自適にやっていらっしゃると思うので、あんまり移住者と地元住民の生活の
違いとかは感じないかなぁ。接点が無いからですけど。Ａ地区であんまりもめごとが無
いのは、若い人が少ないからかなとは思います。若いと関与する必要があるじゃないで
すか。どっちかがＡ地区出身じゃないと橋渡しするような人がいないと思いますけど、
Ａ地区の移住してきた皆さんはそれぞれ暮らしているし、無理して交流したり関与し
なくていいかなと。強制しない。 

 
 自治会で定期的に行われる会は形式的な側面が強い。地元住民は自治会の集会の形式的
側面を知っているが、一部の移住者はその形式性を知らず、もしくは知って意図的に型を破
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った結果、Ｃ氏が聞くような状況になることがあると考えられる。ここには規則葛藤が存在
する。Ｃ氏の語りで興味深いのは、Ａ地区であんまりもめごと＝顕在的葛藤が無いのは、若
年層が少なく年配者が多いため関与することが無いという考えである。同じ地区に住んで
いても、日中仕事に出かけていて土日は子ども関連の行事や家族の用事をこなすライフス
タイルであれば、Ｃ氏が言うように地域住民と顔を合わせる機会は少ない。また若年層であ
ればＣ氏のように消防団や祭事、その他スポーツクラブなどさまざまな地区のコミュニテ
ィに所属しなければならないが、年長者はそれらに所属する必要が無い。Ｃ氏はこのような
年齢バランスだからこそ社会的葛藤が少ないと感じるが、一方で世代間の社会的葛藤もあ
ると語る。 
 
   良くも悪くも昔の慣習は昔のまま残っている部分もあるので、どうしても、言い方が

いいのかわからないですけど高齢者の皆さんが主体になる部分が多いのかなとは思い
ます。そういう意味で僕らや僕らよりも若い世代はやりづらさもあるのかなと思いま
す。あとはまぁ、若い人数が減っているところなので。 

 
——そうですよね。具体的にここは昔の慣習として良くも悪くも A 地区は残っている
なと思うことってあったりますか？ 

 
些細なことなんですけど、例えば自治会の皆さんで集合して何かやるっていうとき

に、えーっと、例えば集合時間の 10 分前に行くとすでに終わっているとか。そういう
ことは往々にしてあるというか、ですかね。集まっていなくても勝手に始めちゃう。な
かなか田舎っぽいところですね。 

 
 世代間葛藤の例として自治会における役割の分配と働く世代の負担についても C 氏は語
っている。 
 
  移住者には増えていってほしいですよね、行事とか中止になっていってしまうので。で
きれば子どもたちにしてみれば、あの、(移住者は)少しでも多いほうがいいかなと思って
います。あと自分たちと同じくらいの人たちが増えれば。どうしても、こう人数は減って
いるけど役職とかは昔から減っていないので。そういう部分でちょっと年齢的に。 
さっき消防の話がありましたけど、消防だと始まる歳は変わらないけど終わる歳は伸

びているんですよね。働き盛りと言われる人たちが搾取じゃないけど、ちょっと負担が大
きくなっているんじゃないかなって感じるところもあって。やっているとまわらくなる
というか、仕事しながらだと過酷だなと。 
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 自治会など地区を実質的にまわしている主体は高齢者であり、Ｃ氏は若い世代のやりづ
らさを感じている。またＣ氏ができれば子どもがいるような世代の移住者が増えてほしい
と考える理由は、行事が多いＡ地区に住む若い世代にとっては、今来ている人たち＝アクテ
ィブシニア層の移住者が増えても役割分担は減らないため、働き盛りの人が搾取され負担
を被る構図は変わらないためである。Ｃ氏は移住者に増えてほしいと考えている。しかしそ
の思考は地区の行事を維持し続けることや自分たちの負担を減らすため、行事の維持や自
身の子どものためという、ある側面からみるとホスト社会本位なものになっていると読み
解くこともできる。 
 
D 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動形態 
71 男性 無職(元

JA職員) 
71 2 高校卒 新築 1 戸

建て 
移動無し 

 D 氏は生まれも育ちも A 地区で、今日まで 71 年間 A 地区で暮らしてきた。就職～退職
まで農業関係の会社に勤め、16 年前に退職。平成 7 年に建て替えた現在の住まいでは奥さ
んと 2 人暮らしだが、同じ敷地内に子ども夫妻が家を建てたため孫も同じ敷地内で暮らし
ている。D 氏は若い頃から地域の活動に積極的であり、退職して以降は 2,3年前には農業委
員会や自治会長を務めたほか、営農組合や農地水保全会、農業組合の立ち上げにも関わるな
ど積極的に地域と関わり続けている。D 氏は A 地区の良い点と変わったほうがいい点につ
いて次のように語る。 
 

——71 年間住んでいて、ここ A地区のいいところだな、人間関係なのか自然環境なの
かいろいろあるとは思いますが、そのあたり D さんが思うところどうでしょうか。 

 
   まずいいところはね、地域のまとまりがあるってことだね。まぁ、いわゆるその保守

的っていえば保守的な集落かもしれない。逆にいえば、それは若い人には煩わしいかも
しれない。助け合いの心とか、それからみんなでこう共同してやろうっていうのは、他
に比べりゃ割とまとまっているかなと思うけど。自分では思うけど長いこと住んでい
て。 
それってのは、先輩たちが共同の意識っていうのが強くてね。早くから共同組織をつ

くったりして活動してきたっていうのがあるんだよね。そういうのを自分たちも見て
きているもんで集落営農組織を立ち上げたのも池田町の中で早かったんだよね。まと
まってたからすぐに、こういうの自分が提案したんだけど、やろうっていたらすぐ賛同
してくれて。いち早くまとまったいうのがあるもんで。そういうところからすると、共
同意識ってのはすごいあった集落かなって自分では思ったんだけどね。 
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ただそれが今度は逆に若いもん、伊藤さんたちの世代になったとき、共同でなんかや
りましょっていうのは一部には社会主義じゃねーかとかあったり、でたりもすんだよ
ね。すべて共同っていう形で共生みたいな形になっていくもんで、それが逆に煩わしい
っていう部分もあるかと思うんだけど、だけどやっぱ、自分はこう 71年間生きてきて、
自分 1 人では絶対生きていけないし、みんなで共生して共に生きていかなきゃ、多分
ね、難しいと思うんだよね。都会ならいざ知らず、田舎なんか特にそうだよね。それっ
てのは共同っていうのは農業の取り組みから来ているのが多いんだよね。 

 
——共同の意識なんですね。新たに転入される方も A 地区にはいますが、そのあたり
の方とは共同はどうやって進めているんですか？ 

 
   移住定住の話になっていくけど、その保守的な組織っていうのは自分たちでまとま

ろうとして、意外とその、よそから来るしょうにすると、ちょっとどこもそうだと思う
んだけどちょっと違った眼でみるんだよね。でも自分は思うには、ただ保守的じゃなく
して、違った血も入れてかないと進歩もしてかないと思うんだよね。自分はそう思って
るんだけど、いままで自分たちがやってきたことがそりゃ一番いいことだと思うんだ
けど、常に新しい考えや常に知識も入れないと組織は会社もそうだけど発展は無いと
思うんだよね。 
それはそこにいる人たちが一生懸命に情報を求めるならいいけど、保守的なところ

ってのは意外とそういうのってのは求めていかないんだよね。だから違った人がどん
どん入ってきて刺激を加えていくことが、また進歩につながると自分は思っているん
だよね。だからいま、いろんな人が入ってきたから、いい傾向だと自分は思っているん
だよね。  

 
 D 氏は A 地区の良いところとして何度も「共同」という言葉を出している。人間は孤立
しては生活しえない。他人との関係を結んではじめて自己の生活が成立し安定する。川本に
よれば他人との共同・連帯が自己の安定条件であるが、一方で裏を返せば最大の不安定条件
でもある [川本, 1972]。しかし日本の村落は土地を媒介とする諸家族の生活保障の共同体
として機能してきており、まさに共同で自己と他者を安定させてきた。D 氏の共同が良い
ところであるという語りは、昔ながらの村落の姿がそこにあるともいえる。移住定住に関し
ては D 氏は「違った血」を入れないと保守的なだけではあると考え、いろんな人が来るこ
とを肯定的に捉える。この「違った血」という言葉選びには、諸家族の生活保障の共同体と
して地域を捉えてきた視点が感じられ、この表現は D 氏独特である。しかし川本も言うよ
うに安定をもたらす安定はときに不安定条件ともなる。D 氏は移住者と地元住民の社会的
葛藤について以下のように語る。 
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——他の地域とかでも、新しい人が着たりとか移住してきた人が来ると、例えば摩擦み
たいなことが生まれたりとか、ちょっといざこざみたいなことがあるとか事例があっ
たりしますよね。 

 
   うちらもある。 
 

——匿名で個人が全く分からない形でいいので、A 地区ではどういう問題があって、ど
うやって乗り越えたのか乗り越えられていないのか、D さんが知っている事例とかも
教えていただきながら話聞ければと思うんですが。 

 
   乗り越えられていないね、結論から言うと。あの、やっぱね、新しく来て住まわれて、

じゃあ自治会入ってもらうじゃねえかって話をしたこともあるんだけどね。本人は入
りませんっていう人もいるんだよね。で、結局、そのやっぱり、みんなと交わるのが嫌
いなのかどうなのかちょっとわからないけど、それは個人の考え方もあるもんでね。強
制するわけにはいかないし、まぁ、なるべくなら入ってくださいって話はすんだけども、
なかなか交わらない。 
で、集落の中を車でいってもあいさつをしないとかね、話に聞いた入りとか。集落の

中をそんな人なんでスピード出していって事故起こしたりとか被害にあったりとかそ
んな話もあったんだけどね、結果的には。だから、いまだにそういう人とは交わらない。
だから、やっぱり集落の中でも、いまどっちかっていうと保守的な集落だもんで弱った
なぁと。そういう声はよく聞いたりもしたけどね。だから、相手がそういうことだから
こっちもあんまり交わらないほうがいいぞなんてのもあったりすることは事実。 

 
——自治会に入っていない人もいるんですね。それはどのくらいるんですか。 

 
   ３戸だね 
 

——この３戸が事例としてははじめてだったんですか？ 
 

過去にはなかったんじゃないかな、その前は。最初に自治会抜けたいっていうのがあ
ったときには、集落の中でもめたんだよね。初めてのケース。だけどもう、本人がどう
してもこの規約の中で加入だったら自由だって。どうしても強制するわけにいかない
し、自分も行って説得もしたりしたんだけど、どうしても嫌だと。こういわれればどう
しようもないもんでね。 
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——その方なんかは、あれなんですかね。D さん的にこういうことが理由なのかなっ
て思い当たることはあったりするんですか？それともそういうのはないですか。 

 
共同とかそういうのが嫌なんじゃないかなと、自分では感じたんだけどね。社会主義

じゃねーか、なんてこともちょこっと言われたこともあったから。多分、共同とかそう
いうことをやるのが嫌なのかな。自分なりにはそんときは思ったんだよね。 
もう 1 人、あとから来た人、移住で来た人は最初からそういうことで。もう 1 人の

人はやっぱ 1 人暮らしでみんなの世話にはなりたくないって抜けちゃった。最初の人
は役場いったら、自由にしてくれていいって言われたから。自由だって言い張ったんだ
けど。あの一時期、新聞にも出たけど(池田町で)ゴミ論争があって、ごみをその自治会
のゴミ集積所、自治会が管理してみんなで共同で管理をしているんだけど、その人は役
場にゴミを持って行っているらしくて。役場の人がそう言ったからって。自分も困らな
いってことで言われたんだけどね。集積所は町から出て設置をしてるんだけど、集積所
の管理は自治会で管理をしていくっていうかたちで、その辺が出しちゃいけないって
ことは、あの言えないっていうのもあったり。 

 
——こういう事例があるとゴミ集積所は課題ですよね。それ以外は、自治会入ってない
と難しいなぁとか。 

 
   防災はね、いつも問題になるね。じゃあその入ってない人の安否確認はどうするんだ

ってね。だけど、その、防災上は自治会に入っていないから拒むわけにいかない。一応、
声をかけるじゃねえぁと。うちらは防災訓練するときは声はかけている。なかなかね、
難しいね、コミュニケーションとるってことはなかなかね。 

 
 D 氏は移住者と地元住民の間の社会的葛藤は乗り越えられていないと語る。特にこれま
で地区の共同を支える機関であった自治体への加入率が、近年低下していることを危惧し
ている。また D 氏の周りでは、あいさつをしない、細い道をスピード出して走る移住者に
対して「よわったなぁ」「関わらないほうがいいぞ」という声もあるという。しかしD 氏自
身は、そのことに問題があるとは思いつつもそれで相手を非難することは違う、共同をやめ
ることは違うと考え防災など必要な部分では自ら声をかけるようにしているという。 
「選べない縁」として存在する自治会/町内会では各種の奉仕活動が共同で行われる。奉

仕活動という呼び名からは、それが地域住民の自発性を基盤とする活動であるかのように
響くが、かならずしもそうではないことが多い。江上によれば伝統的に、町内会・自治会は
個人ではなく世帯を加入の単位都市、居住に伴って自動的に加入する団体であった。そのた
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め個人の自由な意思によって加入/非加入を決める団体とは性格が異なる。したがって、そ
の活動への参加も自動的(あるいは半強制的)に期待されており、「このまちの住人ならば活
動に参加するのは当然である」と考えられることが多かった [江上, 2017]。しかし近年は自
治会加入に伴うデメリット(奉仕活動・共同の半強制)や自治会機能の低下(人口減少・高齢
化・役員の成り手不足)などにより、自治会に加入しないという選択肢も地域によっては増
え始めている。A 地区もある種社会主義的な共同に反発し自治会に加入しない人が増えて
きていることが D 氏の語りからわかる。しかし D氏は A地区を存続させるためにも、生活
の質を下げないためにも自治会への加入率が高いことは大切だと考えている。 

D 氏は過去に、A 地区での移住者の受け入れに関わり失敗した経験がある。少し長いが
D 氏の語りを引用する。 
 
   過去に空き家を借りて住みたいと来た人がいてね。自分も農業やりたいって来た 2人

を紹介したことがあるな。1 人は、なんか原発の被害で福島から疎開みたいにきた人で、
組織で管理している農地も機材とか貸してくれる人も紹介したけど、結果的に考え方
が甘かったんだね、1年足らずで出ていってしまったな。もう 1人の人は、そのとき独
身で内縁の奥さんだかがいて、紹介して、農地も紹介して空き家も紹介したけど 3 年
でいなくなっちゃった。 

 
——そのときはＤさんは、こう、どんなふうに思ったんですか？ 

 
そのときは不信感が芽生えたよ。やたら紹介してもダメかなと。自分も自治会にある

空き家を活用してもらうのがいいんじゃないかみたいな話とかはしたけど、やっぱり
自分は農業の設計とか、来た人は有機無農薬で 2人で、挫折しちゃったんだわ。そのと
きに相談に乗ってあげられなかった。 
あとは、やっぱり人間性もあるね。そのときは自分が仲介してやって、地域の人にも

紹介したかな、農機具貸してあげてよって。でも貸したはいいけど貸し賃もとれなかっ
たり、あいさつもなかったりして。一時期、集落の中でもみんなに迷惑かけたかなと。
そのうち 1 人福島の人は、もう 1 人は有機農業の関係で隣の集落で有機をやっている
人の関係でこっちに来て、その人から紹介を受けて A 地区に空いている農地はないか
って。その頃も今も組合でやり手が無い農地があるから、それで紹介してやったんだわ。
でもほら、機械はないから役員で貸したりしたかな。なんとか地に根を下ろしてもらっ
て、少子高齢化の役にも立つし、30 代半ばの夫婦だった。空き家も探してあげた。役
場のもないから紹介してあげた。でも 2 人ともあいさつとかお礼もなくて、これはダ
メだなと。機械貸した人もお礼もしないと言ってきた。 
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——さっき、コミュニケーションが大切なんてこともＤさんおっしゃってましたけど、
これからも無農薬有機とかやりたい人が来ることもあると思うんですけど、なにか心
がけたいこととか、ポイントとかあったりはしますか。 

 
うーん、そうだなぁ。その、そういう人たちは結局、理想は高いんだけど。自分たち

は慣行農業でずっとやってきているから。そういう人は理想だけでやっているから難
しい、気を付けないといけないなとは思ったかな。そのあとに国の青年給付金事業を使
って、あとからもう 1 人の人はそれを使って来たな。もう 1 人の人は A 地区に役場の
紹介で、家の近くの空き家に来たことがあった。移住定住で来て地域おこし協力隊で 3
年間借りて住むってことで、改装もしたみたい。その人から農地を紹介してほしいと言
われて、無農薬でやりたいと。だから空いているところを紹介したかな。無農薬無肥料
で結局 3 年間の事業が切れるし、収量は上がらないから、その人は 3 年経っていなく
なってしまったんだよな。そのときはお茶も入れたりしたけど。結局定住にはならなか
ったもんで。シニア層は家庭菜園中心、M 君は農業で無農薬で。うちのなかでも M君
来たけど、前の 2人の事例があるから、なんとか後継者になってもらえるように。 

 
 D 氏は東日本大震災後に 2 組の移住者の仲介をした経験がある。しかし 2 組はどちらも
定住することなく A 地区を去ることとなった。D 氏は、自分は親切にしたのに相手から感
謝の言葉や態度があまりなかったこと、A 地区に移住者に対しあまり良い印象を残さなか
ったことで、そのときは不信感が募ったという。2組はどちらも有機無農薬農業の実践を志
して A 地区に移り住んで来たが、D 氏ら地元住民は慣行農業を営んできており、有機無農
薬農業の難しさを知っている。理想だけでやってくるから定住することは難しいと D 氏は
考えているが、1年以内の間に子どもが幼く若い世代であるM氏がA地区に移住してきた。
前の 2 人の事例はある一方で、それでもなんとか若い世代に後継者になってほしいという
思いが D 氏の語りからは伝わってくる。裏を返せば、家庭菜園規模以上にはならないシニ
ア層の移住者は、農業を生業とする D 氏にとってはあまり関心の対象にはなっていない。
最後に D 氏は移住者と地元住民の相互理解を深めるために大切なこととして、以下のよう
に語る。 
 
  集落にいる以上は、ある程度、妥協する部分も必要。おれはこうだからこう！と曲げな
いではなく、話し合い。でも、いま移住してくる人はそういうことに積極的に関わってく
れている気がする。いい人たちが来てくれている。稀に主義主張ばかりの人もいるけど。
育った環境が違う。 

 
自分たちは我慢がある。言いたいことはあるけど。自然と醸成されてきた。いまはどん
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どんと変わって主義主張する人がいる、そういう人は声が大きい気もする。 
 
 D 氏は A 地区で暮らす以上は、妥協や我慢が必要であると考えている。移住者の多くは
話し合いにも応じてくれる「いい人たち」だが、中には主義主張ばかりの人もいるという。
D 氏については、のちほど第 4 章にて「農」の観点から移住者との関係性に詳しく触れる。 
 
E 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家 族

人数 
最 終 学
歴 

住 居 形
態 

移動形態 

20 女性 短大生 17 8 高校卒 実家1戸
建て 

町外在住(2021 年 U
ターン予定) 

 
 E 氏は、A 氏の娘にあたり生まれも育ちも A 地区である。被調査者の中では最も若くイ
ンタビュー調査時に 20 歳であった。現在は進学のため長野県内の他自治体に住んでおり、
インタビュー調査時に数か月後に U ターンすると語っていた。E 氏は A 地区の良い点につ
いて次のように語る。 
 
  知っている人がいっぱいいて、それで安心して住める。困ったときは、なんかその A地
区の中の人とか、うちの母とかその人に相談したりとか、つながりがちゃんとあってとっ
てもそこが好きなので。なんか A 地区に限らず自然が、まわりの環境、環境が好き、好
きです。 

 
——いまは 1 人暮らししているって言っていましたが、実家を離れて 1 人暮らしした
からこそ感じることとか、改めて思うこととかってあったりますか。 

 
  なんだろ、いま住んでいるところはほんとうに学校の友達とかしかいないから、なにか
あったときに頼れる人があんまり周りにいない。いま住んでいるところのほうが駅もあ
って住みやすいところなんですけど、うーん、ちょっとなんか疲れちゃうな。1人暮らし
をしてみて、知らない人の中で暮らすのは不安だなって感じました。 

 
 若者は農村の共同体性につかれ都市へと向かうと語られてきたが、E氏のように共同体的
なつながりや安心感が好きだと感じる人もいる。1度他の都市的な地域で暮らしたことで相
対的に A 地区を捉える視点を会得した結果、より A 地区の「知っている人がいっぱいいる
こと」の良さを実感していることが語りから読み取れる。A地区における移住者と地元住民
の社会的葛藤や、移住者の受け入れについては次のように語る。 
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——Eさんなりに移住者と地元住民の定義を先ほどしてもらいましたが、両者の間での
摩擦とかモヤモヤとか、そういうのがあるとかって観たり聞いたりしたことはありま
すか。 

 
 移住者とは別にないんですけど。 

 
——地元の人同士とかだとあったり 

 
   そうですね、なんかトラブルとかはありますけど。ちょっと仲悪いみたいな、それは

あります。でも、A 地区は新しい人を受け入れている感じです。「来てきて！」とかで
はないですけど、受け入れている感じで。 

 
  ——E さんはこれからも A地区に来る移住者の人が増えたらいいなって思いますか？ 
 
   もちろん、増えてほしい。どんな人かというと、うーん、外国の人とかも来てほしい。

白馬みたいなのに憧れるんですよ。なんか聞いただけだけなんですけど、なんだろ、白
馬は観光地だからかもしれないけど、いろんな全国からも来るし外国からも来るし。池
田は、その、なにがあるんだろうという感じ。なんか増えていったほうがもっとイキイ
キするんじゃないかなとか。子どもも増えるし、自分にとってはいいなって。 

 
E 氏は、移住者に対する排他的な気持ちは無く、またそういったことを見聞きすることも

ほとんどないという。また移住者についても被調査者の中で唯一、外国の人も来てほしいと
答えている。この語りには 2 つの側面があると考えられる。第一に E 氏は自治会や地域の
行事などに積極的に関わる必要が無い世代であるため、さまざまな情報がまだ耳に入って
いないということ。第二に年齢的な若さが排他意識やよそ者へのネガティブな見方を減退
させているという可能性である。 
 
F 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動 

形態 
70 女性 無職 (元役

所職員) 
43 4 高校卒 新築 1 戸建て 婚入 

F 氏は現在 70 歳、60 歳まで近隣自治体の市役所に勤務し 60 歳で定年を迎えた。現在は
無職である。生まれは池田町の隣の安曇野市、結婚を機に 27 歳のときに A 地区に移り住ん
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で来た。F氏は現在の A地区の課題について次のように語る。 
 
  2013年に民生委員をやったんだけど、そのときに高齢者が増えたなぁと思ったの。80
歳以上がそのときは 20 人で、70 歳以上が 23人かな。だけど、そのわりに 6 歳以下なん
て 5 人しかいなかった。昔は子どもも若い人もいて運動会とか行事もできたけど、最近
は担い手が減っていて、そして当時の人たちもいっそう高齢化している。「これは、もう
一期やるとみられないな」と思って民生委員は 1期限りでやめたの。A 地区に家があって
も大町や松本に住所があるとか、老老世帯が増えていて空き家も増えている。まぁ、ただ
新しい方も増えているから、そこのあたりはまぁまぁかな。 

 
 F 氏は定年退職までほとんど地域と接点がなかったというが、民生委員を境に地域との関
わり方が変わっていったという。しかし民生委員をもう一期続けると面倒を見きれないと
感じ一期で退いた。そんな F 氏は A 地区における移住者と地元住民の関係性や社会的葛藤
について次のように捉えている。 
 
  なじまなければ摩擦の原因となる。区に入る入らないとか、あいさつしないとかのちら
っと聞くけど、なければ当たり前に暮らせるし受け入れられると思う。昔は 1軒、うちた
ててどうするんでしょうねという人もいたけど、最近は全然そんなこともないかなぁ。昔
は入る入らないとかあるけど、いまはそんなこともない。徐々に変わってきたと思う。 
移住者の Q さん R さんとか△△さんとかは、みんなここの人と馴染んでいるわよね。

全然、違和感がないっていったらあれだけど。隣組組織とか、G さんのほうは早めに紹介
したから、うちもすんなりとやればもっと居心地がいいんじゃないかなとは思うかな。お
葬式があったときに角に集まっていたらとんできたの、もっと早く入れてあげたらよか
ったなって。 

 
 F 氏は、区に入る入らない、あいさつするしないといったことにより馴染まなければ摩擦
の原因となるが、それが無ければ当たり前に暮らせると語る。裏を返せば、区に入らない、
あいさつをしないということがあれば社会的摩擦が起こる可能性があるといえる。これは A
地区で慣習的に行われる暗黙の規則に従わないとみなされるためだろう。一方で、F 氏は語
りの中で常に昔と比べて今は関係性が良好になってきていると語っている。ただ、地域への
入り方としてお葬式のときの例をあげながら、より早い段階から「入れてあげたらよかった」
という語りも聞かれた。この場合の「入れる」対象は、お葬式を運営する講であったり、自
治会をさらに細かく分けた木戸であったり、それ以外のネットワークであったりとさまざ
まな要因が絡み合ってのコミュニティであると考えられる。F氏はこのような体験も踏まえ
て、また民生委員を務めていたころに言葉を交わした地区内のお年寄りの居場所を作りた
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いという思いで、同年齢の女性 5 人が中心となった地域団体を数年前に立ち上げた。この
取り組みについて次のように思いを語っている。 
 
   民生委員をやっているときに、「高齢者の話し相手がいない」っていう声を聞いたの

が大きかったかな。道ですれ違ってもあいさつができるとか、知り合いになれるような
組織があればいいなと思って団体を立ち上げたの。 

 
——団体ではいろんな活動をしているって聞きましたが、その来てもらうために、どう
いう風に声かけとか参加者の募集とかはしているんですか。 

 
   通知は全戸に、連絡員が分担して配っていて。そのときには必ずピンポンして声かけ

ようって決めています。「たまにはでてきましょう」と。安否確認だから男性だけのと
ころも入れようと決めていて、民家じゃない施設にもいれているかな。書道教室をやっ
ている空き家を利用している人にも配ったり。 
例えばおやき作りとか年配の人は上手だけど引っ込んじゃうのよね。でも、よそから

来た人は積極的というか。一生懸命に覚えようと、やらせてやらせてと。この地域に入
ろうっていう考えがあると思う。お花見もそうかな。 

 
 地域団体の活動には移住者も参加しており、企画内容によっては積極的に参加している
ことが F 氏の語り方わかる。F 氏は意識的に全戸に企画の通知を配るようにしており、それ
は地域の人への声かけ活動も兼ねている。F 氏を中心とした地域団体の活動は、これまで地
域における共同性を担ってきた自治会や氏子などのコミュニティに変わる、新たなコミュ
ニティを創出しようとする人々が A地区にいることがわかる。 
 
G 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動

形態 
71 女性 無職(元社会

福祉施設) 
45 2 短大卒 新築 1戸建て 婚入 

 
 G 氏は F 氏と古くからの親友関係にあり、当初は F 市だけの予定だったが聞き取り調査
当日も 2 人で一緒に現れた。年齢は 71 歳、白馬村で生まれ育ち 24 歳のときに A 地区に嫁
いできた。結婚後、子育てのために休職し子育てがひと段落したタイミングで社会福祉法人
が運営する老人施設で働き始めた。6 年前に 65 歳で定年を迎えるまでは働いていた。なお
G 氏は D 氏と婚姻関係にあり、現在は 2人で暮らしている。G氏は夫のD氏の地区内での
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取り組みと過去のエピソードを次のように語った。 
 
   (集落営農を立ち上げるにあたり)最初は反対もあったけど、年寄とかから。(D 氏は)

そこを説得して歩くというか、そういう努力はしていたのよね。村のお金を使ってはい
けないといわれていたから、納得してもらうまでに、結構ひどい言葉でののしられたり
もしたみたい。でも、その人たちも 1 年とか 2 年とかやっているのをみて、これはい
いなってなってきて。 
ああいう性格だから我慢しているけど、いまでも 2 人きりのときは喧嘩になるの。

「どうして、人のことでお父さんそこまでやるの」って（笑） いまだに喧嘩になるか
ら。まぁ、でもいまでは人をうまく集めているし、高齢者を雇ってくれたのは大きいと
思う。みんなの小遣い稼ぎになるし。 

 
 D 氏は地区が保守的なままではダメで新しい刺激を与えることが必要であり、だから移
住者にも来てほしいと語ったが、その背景には D 氏自身が年長者と対立しながら新しい取
り組みを地区内で行った経験があることがG 氏の語りから明らかになった。G 氏は D 氏の
家に嫁いできた形となるが、嫁いできた当初はよそ者としてさまざまな大変な思いをした
と語る。 
 
   私は結婚して家にすぐに入ったから、地域のことは(D 氏の)親が全部やっていたの。

昔だからあいさつとかなかなか大変だったのよね。自分が子ども連れていて、頭下げて
いるつもりでも向こうがそう思わなかったら言われたりとか。いまはそんなことはな
いかな、だって自分が嫌だったから。それでも、いまだに町の方に下りてくるとき、知
っているとか知らないとか関係なく車の中で頭を下げるようにはしていて。主人と向
かい合うときもとりあえず誰か分からなかったら頭を下げて、あとで俺だぞと。 

 
——そんなこともあったんですね。あいさつしないと怒られるから、長年やっていたら
自然と身についてしまったというか。 

 
   そうそう。あと私、娘に「最初からその歳になっても○○ちゃん○○ちゃんといわれ

る。母さんはあそこの嫁さんといわれる、おばあちゃんがなくなってもあそこの嫁とい
われる。」といったことがある。 

 
G 氏は自身が嫁いできた頃の体験として、あいさつがなっていないと怒られたことでい 

までもすれ違った車に乗っている人が誰であろうと頭を下げる癖が付いたと語る。また生
まれた頃から名前で呼ばれる娘と比較し、嫁いできた自分は自身の義理の母が亡くなった
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後もずっと「○○さんの嫁さん」と呼ばれ続けたことを娘に話した経験を語った。G 氏は潜
在的な葛藤を最近まで抱え続けていた。このことからは、転入者でありながらも移住者とも
地元住民とも異なるアイデンティティをもつ嫁入者の姿が浮かんでくる。移住者の場合は
自治会の総会や会報で名前と顔を紹介されるという、ある種特別な扱いを受ける機会があ
るが嫁いできた場合にはそういう機会はない。Ｇ氏は移住者と地元住民の関係性に関して
は、基本的に良好としながらも次のように語っている。 
 
   1人だけ面倒な人がいるけど、誘っているけど、みんなすんなり入っている感じがす

る。来る人がみんな馴染んでくれているかな。昔はいろいろあったって聞くけど。 
 
ここでの入る入らないは自治会の話である。F 氏も語ったように、自治会に入るなど A地

区という社会では当たり前とされることをしていれば摩擦は起きないが、当たり前を行っ
ていないと面倒なことになることもある。「1 人だけ面倒な人がいるけど」という言葉から
は、自身にとって潜在的葛藤をいだかせる馴染めていない摩擦をもたらす移住者がいるこ
とがわかる。 
 
H 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動形態 
62 男性 自営業 9 2 大学卒 新築 1 戸

建て 
I ターン(福島
県→東京都) 

 H 氏 I 氏夫妻は 2011 年に A 地区に移住し同年からカフェを経営している。池田町に移住
する前は東京都内で教員として勤めていた。池田町への移住理由は若い頃から通っていた
登山やスキーができる山、H 氏の言葉を借りれば豊かな自然のある遊び場があることだっ
た。I 氏と共に早期退職し A 地区に移住したが、その理由は土地を購入する際に別荘として
では売ることはできないと工務店から言われたことと、土地がとても魅力的だったことが
あるという。H 氏は A 地区内の人間関係や各種行事や団体について、自身の経験を踏まえ
次のように語っている。 
 

えー組織という面でいうと、そうですね、適度な距離で心配してくれる。 
 

——程度な距離ですか 
 

 場所が離れているからかもしれないけど、濃密ではないね。疎でもない。一緒にやっ
ているというよりは適度に心配されて暮らしているっていう感じでしょうか。まぁ人
間関係といえばこんなもんでしょう。 
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一昨年年度に初めて、なんだろ、役員をやったらやっと少しはみえてきたけど、これ
は効率的にするのは大変すぎるなと。 

 
——やってみる前とやってみた後で見方も変わったりみたいな感じなんですかね。 

 
   ベースが、全住民が前提にした組織だから、うーん、今はそうなっていなくても農業

をバックアップしながら組織を維持する方法に変えていくって相当難しいんだな。不
合理なこともいっぱい生まれているし、だからどうすりゃいいんだっていうのはない
んだけど。たまたまここは冠婚葬祭が自治会組織とは別になっているから、(以前住ん
でいた)奥多摩の自治会よりは合理的です。多摩に住んでいるときは他人事でみていた
ので。まぁ、非効率なところはいっぱいあるよね。理由があって非効率なままだろうけ
ど。 

 
 H 氏は依然暮らしていた多摩市ではあまり関わることの無かった自治会に A 地区で初め
て関わったことで、非効率なものがなぜ非効率なまま変わらないか一定程度理解したとい
う。全住民が農家の時代は終わったにもかかわらず、仕組みは全住民が農家であることを前
提にしたものが残っているという軋みを H 氏は実際に班長をやったことで感じた。 
 H 氏は A 地区内での社会的葛藤の有無については次のように語る。 
 

自治会とのトラブルで直接聞いたことがあるのは数少ないです。１，２件あるくらい。
冠婚葬祭で多額の冠婚葬祭費を請求されたとか、些細なことでクレームを受けたとか、
自治会を離脱するとそこには住めないよと言われたというのが池田町であった程度で
すね。 

 
 カフェを経営しているため多くの情報が集まるH 氏 I 氏だが、H 氏は移住して 10 年、自
身が社会的葛藤に巻き込まれたことは無く A地区で見聞きしたこともなく、池田町内で 1,2
件聞いた程度だと語る。このように池田町内の情報が比較的集まりやすい環境にある H 氏
だが、池田町が行う移住定住促進施策については次のように評価している。 
 
   いまやっているのは不動産屋でもできることのような気が私はしています。ただフ

ァンを増やす、ネットワークをつくるというような仕事をしたほうが、効果があるよう
な気が私はしています。その辺にいる人の友達をつくる、できたら地元の人がいい、で
きなかったら移住者でもいい。人とのつながり、地域とのつながり、来て一緒に遊びま
しょうみたいぬるいことのほうがいい気がしますかね。 
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 H 氏は池田町の移住定住促進施策を「不動産屋でもできること」と厳しく評価したうえ
で、より移住者や移住希望者と地域住民のネットワークを構築するような取り組みを行政
が積極的に行うことを提案している。H 氏 I 氏が営むカフェでは移住を希望する人の役に
立ちたいという思いから、積極的に移住情報を提供している。具体的にはカフェメニューの
裏側にオプションサービスとして移住相談の項目を書いたり、工務店のパンフレットや町
の移住促進ガイドブックを置いたりなどである。前記の行政への提案は自分たちが約 10年
間行ってきた移住支援を行ってきたからこそ感じる行政への要求なのである。 
 
I 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動形態 
60 女性 自営業 9 2 大学卒 新築 1 戸

建て 
I ターン(千葉
県→東京都) 

 I 氏は H 氏と共に 2011 年に A 地区に移住してきた。25 歳で結婚するまで出身の千葉県
に住み、移住前は東京都で教職員として働いていた。I 氏は A地区内での移住者と地元住民
の関係性について、H 氏と共に過去の出来事の話も交えながら次のように語る。 
 
   多分、自分たち、移住者が入るというのはタイミングが良かったと思うの。我々より

も 3 年前に入った人は馴染むのに大変だったって聞くかな。それはなんでかっていう
と、その前に入った人たちが大分トラブったらしく、その影響を受けたんじゃないかと、
その人は言っていた。その、我々の前代の人はまぁ酒飲みであることもあって、移住者
というものの感情を和らげてくれた。そこに私たちは入ってきたっていうタイミング
っていうのがあったのかなっていう気はする。ぐちゃぐちゃにしたり、されたのかした
のかは別としてうまくいかなかった前例もあったらしい、全然見たことはないんです
けど。(H) 

 
——タイミングですか、なるほど。確かにそういう偶然みたいなのは重要かもしれない
ですね。 

 
A 地区ってここのところ入っているのがこのところ全部リタイア組じゃない。私た

ちのちょっと前に入った人も私たちより上だし、お隣も私たちより上だし、隣もうちも
退職と同時に来たから。みなさんの感じ、ちょっとしたお仲間は増えたと思ってくれた。
もっと若い人ならきっと消防団とかやらないといけなかったけど「リタイアした人た
ちが入ってきたわい」って。私たちみたいに本当に頼りないのが入ってきたから（笑）
なんか面倒見てくれて。 
一番、面倒見てくれた人たち、いまとなっては 70歳越した人たち、私たちが来たと
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きに 65 歳よりも手前くらいの団塊の世代だったから、子育ても終わり就職結婚も片が
付いて、「あらま～珍しい人が来て～」ってお母さんたちが好意的だった。お母さんた
ちにきっと余裕があったんだよね、心理的に。なんかわからないけど仲良くしてくれた。
いま考えると本当よく言ってくれていた。そのときははお見せするのが初めてだった
からてんてこまいだったけど、「ここでお茶飲める場所ができてうれしいわ」って何回
もお母さんたちが何回も言ってくれた。「歩いて行けるところでこんなすばらしいもん
を見せてもらえて」とか優しさから言ってくれて、当時はめちゃくちゃやっていたのに、
いま考えるととてもよくしてくれた。うちと隣は急にできたけど、地区はこれまで下の
ほうで完結していたから「上の方の地域に明かりがともって嬉しい」って。自治会の仕
事はゴミステーション程度なんだけど、優しくしてくれて一番楽な負担が無いように
としてくれた。(I 氏) 

 
 H 氏 I 氏の語りを長めに引用したが、この語りには A 地区の H 氏 I 氏を含むリタイア層
(アクティブシニア層)と地元住民が築いてきた関係が表れている。まず I 氏らが移住してき
た 2011 年はリタイア層が移り住むのに 2 つの意味で良いタイミングだったと語る。1つ目
はその前に移住してきた人たちがトラブルを起こしたがその後、移住してきた人たちのお
かげで関係性が良好になりつつあったということ。2つ目は受け入れ側の地元住民が団塊の
世代を迎えた人が多く、子育てが終わり余裕があるタイミングで移り住んだことである。地
元のある人は「上の方の地域に明かりがともって嬉しい」と語ったというが、この点につい
ては第 4章で詳しく触れたい。I 氏の語りからは I 氏が心の底から A 地区の人たちに受け入
れられ優しくしてもらい感謝していること、そして I 氏が地元住民(特に少し年上の女性)と
良好な関係性を結んでいることがわかる。また受け入れる地元住民側も過去の失敗を踏ま
え、移住者に負担が内容に地区の仕組みを臨機応変に変えて受け入れていたこともわかる。 
 I 氏は A 地区もしくは池田町内での社会的葛藤について次のように語る。 
 

お葬式のときの手伝いが負担っていうはなしは他の地域で聞くかな。あと消防団は
よくわからない、世代が違うから。でもお茶しに来たときに「すごい大変」って。奥さ
んの方がうちにはくるから、旦那さんとかははしているのかもしれない。 
結局、絶対に自治会には入らないという人もいるんだよね。私たちよりも前に移住し

て入っている人もいるけど。みんながいうのは高齢化、高齢化って。役員人事が悩み。
A 地区自治会をやめた移住者もいるけど、みなさんその理由をあんまり語りたがらな
いから内情はよくわからない。来て入らなかった人の悪口は聞くけど、自治会レベルの
大きなトラブルは聞かないかなぁ。 

 
   どんどん移住してくださいっていうのに対してよく思わない人もいるけど、それは
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当然だと思う。そこは来る人も気を付けてきたほうがいい、絶対に。来て速攻で帰った
人もいるし、トラブルとかいろんな事情で。すごくいたいのに帰った人もいる。帰った
ことに関しては、町も覚悟は決めておいたほうがいいと思う。 
ちょっとやっちゃいけないのは、田んぼとか借りていたのに出ていったのはいけな

いなーと思う。ただそれはみんな優しいから思っていても言わないけど。 
 
 I 氏はカフェを営むことでよく聞く話として、お葬式のときの手伝い、消防団、そして自
治会について触れている。A 地区では他の被調査者も語るように A 地区自治会をやめた移
住者もいるが、その理由は地区内の人が語りたがらないため I 氏も知らないという。そうし
た自治会に入らない人に対しては、悪口も聞くと I 氏はいう。また行政の移住定住促進施策
と絡め、来て速攻で帰った人や住み続けたいのに帰った人についても触れている。その中で
I 氏がやってはいけないと思うものとして、田んぼとか借りたのに出ていくことをあげてい
る。これは D 氏もあげた A 地区での事例であるが、I 氏はこの件についてもみんな思って
いても言わないという。この思っていても言わないというコミュニケーションは、社会的葛
藤を起こさず地区内の秩序を守る意味で重要な機能を果たしていると考えられる。 
 
J 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動形態 
60 男性 教員 39(19＋20) 3 大学卒 新築 1 戸建て U ターン 

 J 氏は生まれてから 19 歳までを A 地区で、その後大学時代と社会人になってから 18 年
間を長野県内の別自治体ですごし、19 年前に A 地区に新居を立て U ターンした。なお U
ターン後も単身赴任などの理由により A 地区で過ごす時間は少なく、昨年、本格的に A 地
区に戻り暮らし始めた。約 20 年近く A 地区でしっかりと生活することがなかった J氏は A
地区をどのように捉えているのか。 
 
   決して周りの人をすべて知っているわけではないですけど、とは言っても自分は住

んでいる近くはみんな知っているので気楽ではありますね。逆に、小さいときからのし
がらみがあって、それがあって鬱陶しさを感じるのも事実ですけど。 
私の場合は大学の途中に池田町を出て、それから 20 年近く出ていて、その、地元に

ずっといればやるようなことをやっていないんですよね。だから地元出身ではあるん
ですけど、一種の地元住民になりきれていない疎外感みたいな、そういうのもあります。
具体的にいうと、お祭りの若連とか、消防とか、みんな、そこで人間関係ができている
から、知っている人たちだけど、いまひとつ地元にいながら本当に地元に透過できてい
ない感じはあります。 
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 J氏は古くからの人のつながりが心地よさをもたらすと同時に鬱陶しさももたらすと語る。
U ターン者である J 氏の語りからは、I ターン者とも地元住民とも嫁入者とも異なる独特の
感覚がみられる。それは「一種のなりきれていない疎外感」という言葉で表現されており、
自身がいない間にできた同世代のコミュニティ(地域を支える若連や消防団)に入れていな
いことによってもたらされている。この感覚は C氏やN 氏など他のU ターン者にも共通し
ており、移住者でも地元住民でもないアイデンティティをもっていることがわかる。そんな
1 度離れた J 氏は移住者と地元住民の関係性をどうみているのか。社会的葛藤について次の
ように語っている。 
 
   あります。それは、ありますが、それは外から移住したことに起因するというよりは、

パーソナリティに起因しているのかなと思います。だって外から移住されたけど外見
的には問題なくやっている人もいるし、そうじゃない人もいますよね。移住してきたこ
とが全てではないのかなと。ネイティブで摩擦があるケースももちろんあるので、個人
単位でも、家単位でも。 

 
 J 氏は、社会的葛藤は存在するがそれは移住したことに起因するのではなくパーソナリテ
ィに起因するという視点で話を進める。また、社会的葛藤は存在するとも断言している。多
くの被調査者が断言できないなかで J 氏が断言できるのは、パーソナリティによるものな
か、それとも U ターン者であること―J 氏の言葉を借りれば傍観者であること―が可能と
するものなのか。U ターン者や移住者がかかえる悩みや疎外感をどのように扱うかについ
て、J氏は次のように語る。 
 

——J さんは長年 A 地区を離れて、戻ってきたいわば U ターンですよね。U ターンな
らではの疎外感があるって先ほど話されてましたけど、そのあたりってこう何か、例え
ば自治会とか町のサポートがあったらなとかは思ったりしますか。 

 
   U ターンのときの疎外感は、受け入れる側ではどうすることもできないのかなと思

います。自分の場合は地域のことはめちゃくちゃ一生懸命じゃないかと言うとそうで
もない。なんというか「なからにやる」果たすべき責任は果たす。そうしないと何言わ
れるか分からんぞという感じでしょうか。 

 
 J 氏の語りからは、U ターン者の疎外感は受け入れる側や第三者によってどうにかなるも
のではないことがわかる。「なからにやる」、これは方言で「そこそこにやる」「ちょうどよ
い程度にやる」という意味であり、ここでは最低限やるべきことはやり人にとやかく言われ
ないくらい責任を果たすという意味だと解釈できる。このモチベーションの背景にあるの
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は「何を言われるわからない」という共同体意識である。この点について具体例を基に社会
的葛藤の種に触れている。 
 
   個人的には、身の回りの草刈りとかは地域の中で大事なキーワードです。(自分も)田

んぼが若干、畑も若干、あと家の周りに休耕地があるんですが、そういったところの草
刈りをしないと藪になってしまいます。なので、結局、夏場の休みはほぼ土日は草刈り
をしないといけない。しないと維持できないし、しないと評判悪いし「お前のところは
なんだ」と陰でいわれるかもしれないなと。そう思ってみんなが競うようにやっていま
す。まぁ、田んぼとかそんなにやらなくてもいいと思いますけど。田舎で暮らすうえで
草刈りはキーワードですよね。 

 
 J氏自身はそこまで頑張ってやる必要はないと思いつつも田舎で暮らすうえでのキーワー
ドとして「草刈り」をあげている。草刈りをしないと藪になるという実害がある一方で、草
刈りに J 氏を突き動かすのは、しないことによる悪い評判や陰口などの共同体意識、外から
のまなざしである。やらなくていいと思いつつも、やらないといけない草刈りを含む農と社
会的葛藤の関係性については、第 4 章で細かく分析する。J 氏はインタビューの最後に、行
背による移住者への定住段階の支援は必要が聞いた際に、次のように語っている。 
 

移住に関しては、積極的にいれなければいけないかと思うと決してそうではないか
なと思います。でも、来た人に対するケアやサポートはすべきかなと。が、その実態に
ついて(行政は)把握はしていない。どんどん来てくださいと入れていくことがいいのか
というと、望んでくる人はいいと思うけど。やっぱり、それは主体的にみえる人はいい
けど、そうじゃないといろいろ起こるのかなという気もします。 
地域全体が縮小していく中で、行政が頑張ってなにか大きなことができるのかとい

うと、決してそうではない気がするので、やってくれと望んでもダメだと思います。 
 
 J 氏は自身が U ターンとして感じた疎外感や実状を踏まえてきた人に対するケアやサポ
ートはすべきだと語る。一方で行政が積極的に移住促進するのは違うと考えており、受動的
な移住者はいろいろ起こるのかなと気もしている。J 氏のように積極的な移住促進に対して
懐疑的な声は今回のインタビューで複数人から聞かれた。J 氏も語るように主体的な人は問
題ないが、受動的に来てしまうと問題につながる可能性があるから積極的な移住促進はや
めたほうがいいという意見である。この点についても第 4章で考えてみたい。 
 
K 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動形態 
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91 男性 無職 
(元農家) 

91 5 高校卒 新築 1戸建て 
(2 世帯住宅) 

移動無し 

 K 氏は非調査者の内最高齢の 91 歳、昭和 4 年生まれである。S 氏は現在無職、数十年前
までは農家をしており、現在は妻、息子家族と二世帯住宅で暮らしている。なお K 氏は他
の調査者と共通の質問に答えることが高年齢により難しかったため、K 氏には主に A 地区
の歴史と現在の A 地区について思うことを聞いた。K 氏は現在の A 地区がかかえる課題に
ついて次のように語っている。 
 
  集落から東のところに平らな耕地がある。そこが猿の襲来でものをつくるが止まって
いる。猿は十何年前に 1度出て、県でも半分から北は社のほうが出て、あれは宮本集団だ
と、それを下狩りしてせーせーしたら上にいたけど、今年は集団で来た。高いところに 3
階建ての家があるけど東京日本橋の人、干し柿をつくってぶらさげていたら、手が届く範
囲みんな食べられた。…玉ねぎも食べる、大豆も食べる。むれで来て屋根には上る、みん
なで鳴らしたりしたら、大勢でやったら向こうにいった。石を投げたり、2回集団ででた。
あっちでサツマイモ作る人もいたけど、つるを持ち上げていたずらする、カボチャも持っ
て行くし。山際はなんにもつくれない。 

 
K 氏のほかに D 氏や I 氏からも聞かれたが、A 地区では近年、猿被害が大きな課題とな

っている。K氏は 90 歳を超えるが、猿が山から A地区に下りてくると近所の人と連携して
大きな音を立てたり石を投げたりして追い払うという。道が整備され、水路が整備され、田
畑が整備されと戦後、生活の質が向上し課題も少なくなってきた A 地区だが、少子高齢化
や空き家の増加、農業従事者の減少という過去に経験したことが無い事態により、K氏も経
験したことが無い課題が地区に表れている。猿被害について後に触れるが、多くの住民が課
題だと共通認識できるため、移住者と地元住民が協働で解決に向けて動いている姿があり、
そこには社会的葛藤解決のヒントがあるように思われる。K 氏は新型コロナウイルスの影
響については次のように語っている。 
 
  いままでは老人会のほうで年に何回か行事があったり食事会とか、みんな社協で補助
してくれて。グループではあったが、今年は、話は別。木戸それぞれ花見をしたり役員を
決めるために木戸の意向とかやったり、木戸の人たちは、我々は全然出ていないけど。私
たちだって中部の事務所があるからお茶をときどき飲んだり、手の器用な人なんかが教
わったり、おおばば会とか、ばば会だっていって持ち寄ってお茶会とかしている。1年に
３，４回はやっていた。全然、外に出なくなって。これがどれだけ続くかはわからない。 

 
 自治会の重要な役職を引き受ける年齢ではなくなった K 氏ら年長者にとって、木戸ごと
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のお茶会や老人会は定期的な楽しみである。しかし新型コロナウイルスによって地区内で
の他人との接点がなくなった。このことが今後どのような影響を A 地区に与えるのか、具
体的には一度やめてそのままやめるか、無くなったことで必要性を実感し継続するか、今後
の A 地区の人間関係や社会的葛藤に新型コロナウイルスがどのような影響を与えるかは重
要な論点である。 
 
L 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動形態 
52 女性 児童セン

ター職員 
20 3 短大卒 新築 1戸建て 婚入 

 
 L 氏は J 氏の奥さんであり、被調査者のうち A 地区に嫁入した 3 人の中の 1 人である。
普段は児童センターの臨時職員として働いており、J 氏が単身赴任で約 18 年、A 地区と単
身赴任先を行き来していた間も A 地区に住んでいた。L 氏は長野県内の他自治体から A 地
区に嫁いできた際に大変だったことと、その後良かったことを次のように語る。 
 
  地区のことは主人の父と母から教わる前に倒れてしまい、誰が誰とか分からず。でも子
どもがたまたまいたから、ママ友のつながりができたの。近所の方もすごくよくしてくれ
た。父と母がそういうつながりがあったから嫁に来た私にもいろいろ教えてくれたんだ
と思う。 

 
 L 氏は J 氏の両親が住む家の敷地内に新居を建て A 地区で暮らし始めたが、A 地区のし
きたりや他の地区住民の情報を教えてもらう前に両親が亡くなり、夫の J 氏も単身赴任だっ
たため不安だったという。しかし J 氏の両親が A 地区内でうまくやってきていたことで近
所の人が優しかったこと、また子どもを通したママ友のつながりができたことで不安は乗
り越えられた。L 氏は子どもの行事などは L 氏が出る一方で自治会の会議などは J 氏が参
加する形で役割を分けており、地区内の社会的葛藤については次のように語っている。 
 
  あまり気にしないので、そこまでそういう話はしないかな。総会とか、やっぱりいろん
な話も出るだろうけど、主人が主に出ているので、多分なかにはあるんでしょうけど、聴
かない、知らなーい。私の耳までは届かない、そんな感じ（笑） 

 
 自治会の総会等に出ない L 氏はなんとなく J 氏から内容を聞くことはあるものの、深く
は聞かないため自分の耳には社会的葛藤については入ってこないと語る。A 地区内で自治
会の会議などで共有される社会的葛藤が起きても、慣例として家主の男性が出るケースが
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ほとんどのため、嫁いできた女性や会議に出ない人の耳には社会的葛藤の話は入らないこ
とが L 氏の語りからわかる。ここに地区内に古くからの凝り続ける性別役割分業による情
報格差が存在すると考えられる。 
 
M 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動形態 
49 男性 農家(元協力隊) 3 ヶ月 3 大学卒 空き家改装 I ターン 

 M 氏は 2016 年に移住定住促進施策の立ち上げから運営に関わる地域おこし協力隊とし
て池田町に移住した。移住前は東京都でアルバイトをしながら音楽活動を行っていた。池田
町に移住して以降は奥さんと 4 歳になる子どもの 3 人で生活しており、当初は池田町の街
中に家を借りていたが 2020 年 6 月に中古物件を購入し A 地区に移住してきた。M 氏は池
田町移住後から 2019 年末まで移住者という立場で移住定住促進に関わってきたが、役場で
関わっているときと実際に暮らし始めてからの生活を比較して感じることがあるという。 
 

——M さんは 3 年間、池田町役場で移住担当だったと思いますが、その頃に感じてい
たことと、いま実際に A 地区で暮らし始めてみて、M さんが思う移住者って地元の人
たちとはどう違うと思いますか？M さんなりの移住者の定義をお聞きしてみたいです。 

 
   結局、移住者っていう話でいけば、まぁ生活様式が違うということかなと。俺、農業

を始めたんだけど、えーA 地区はもともと A 村で、農村で 1 つの共同体だったと。み
んなが農業やって、みんながもともとは同じもの作って助け合って一緒に作業して、同
じ生活をしてっていう。それぞれ個々に個性はあると思うけど、同じことをやっていた
ので、そうなってくると生活様式ってほとんど一緒。違うことをすれば「お前、変じゃ
ん」という話になる。ていうことでやっていた中で、俺なんかは同じことで農業始めま
したと言っても、あのーそこで作業して同じやり方じゃなかったら、同じ生活じゃない
となると接点がないんだよね。隣にいたとしても、接点なく、暮らすことができたとし
ても。だから前からいる人とかお隣さんは、なんか違うことやっているなーっていう。
自治会も参加しているけど、そういう部分では顔あわせたり話すことはあるけど、なの
で結局、移住者って生活様式が違う人なんだろうな。 

 
——それは A 地区に住み始めてさらに実感しているんですか。 

 
いや、うん、役場のときはそこまで強烈に感じなかった。いまはやっぱり A 地区は

まだ割と古いみんな一緒で組合もあるし、農業が主体のところなので。街中だとまただ
いぶ違うけどね。 
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 M 氏は地域おこし協力隊として役場にいたときは感じなかったが、A 地区で暮らし始め
て同じ地区にいても移住者と地元住民は生活様式が異なるという事実を肌で感じている。
M 氏は無農薬有機農業を実践するために池田町に移住し A 地区で暮らし始めたが、同じ農
業でも地元住民が行ってきた慣行農業と自身や他の移住者が行おうとする無農薬有機農業
では方法も生活様式も異なる。それは他の住民との接点が無いという現状にもつながって
いるという。M氏は生業として行う無農薬有機農業について次のように語る。 
 

俺もちょっとずるいやり方をして、少し慣行のやつを教わりながら、○○さんがそう
いうのを言いながら。俺が農薬つかっていないのはみんなわかっているけど。JAS有機
とっているところは農薬撒けないから、ラジヘリの人は「撒けないな」「また撒けない
ところが増えたな」と。 
みなさん、高齢なのでそんなに批判したところでここを誰もやらなかったらどうす

るのっていうのはわかっているんだよね。具体的にこの前とか、いまやっているところ
を５，６年やって、組合で持っている任されてやっているところもみんなやれない、そ
こも慣行も目つぶってやってくれている。 

 
 M 氏は自身も含め無農薬有機農業を行う人が増えると、慣行農業で農薬散布する人たち
は近くで農薬を撒けないなどの事態が起きるため、慣行農業を行う人からすると厄介であ
るという。そのため田畑を借りる際、M 氏は「自身は慣行農業もやりながら無農薬有機農
業をやります」と貸主に伝えたが、実は M 氏は慣行農業は全く行っていない。つまり嘘を
ついて借りている。そのことについて慣行農業を行う地元住民は気がついているが、M 氏
がやらなければ管理する人もいないため地元住民は批判できないということを織り込んだ
うえで、M 氏は無農薬有機農業を行うという「ずるいやり方」を実践している。B 氏や D
氏、M 氏が感じる「農」の方法や考え方の違いによる関係性の悪化や社会的葛藤について
は第 4 章で触れる。 
 
N 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動形態 
43 男性 学芸員 33(17＋16) 4 大学卒 実家 1 戸建て U ターン 

 N 氏は A地区で生まれ高校まで A 地区で過ごしたのち、大学進学を機に上京した。大学
在籍中に池田町から来るまで 30 分の距離にある松本市でインターンをはじめ、そのまま就
職し長野県にU ターンした。U ターン当初は池田町外に家族で暮らしていたが、2014 年に
家を建て現在は母の F 氏と共に同居している。N 氏には 1 歳の子どもがいるが、U ターン
してきた一方で、A地区の将来や子どもの将来、そして自身の将来を考えると憂鬱になるこ
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ともあると語る。 
 
   将来のことはあんまり想像したくないんですね。たぶん、子どもが大きくなる中で、

こう、つらいことが多いのかなと。個人的に嫌だなって思っていることとしては、やっ
ぱり地域のいろんな行事だったりとか、そういうものに参加することがだんだんと仕
事が忙しくなって、家のこともあったりして参加が難しくなってくることですね。A地
区はそういうのが積極的な地区だから、負担だなと感じることもあります。正直なとこ
ろ、今年はコロナで地区の行事とかがなくなったので、ほっとした部分もあるというか。 

 
 N 氏は子どもが大きくなる中で自治会の行事や消防団、お祭りなど様々なイベントごと
に関わることになるが、職場が A 地区から遠く仕事も忙しいため関われないことをストレ
スに感じている。今年は新型コロナウイルスの影響で行事が無くなったため、気が楽だと語
ってもいたことから、C氏も語ったように子育て世代に様々な地区の負担、しわ寄せがある
ことが伺える。そんなN氏は 6 年前に A 地区にU ターンし暮らす中で、近隣との付き合い
や地域内の人間関係について次のように語る。 
 

——N さんは A 地区での、いわゆる地元住民と移住者の関係性というか、そのあたり
はどうみているんですか？ 

 
実はちょうど、隣に今まであった家に住んでいた人が少し前に亡くなって、で、その

家が建て替えられて、その場所に移住されてきたお隣さんがいるんですよね。で、そこ
の方々が、そのどんな方々か気になってっいた時期っていうのはやっぱりありました
よね。その方々は田舎暮らしがしたいって言って来てくれたみたいで。まぁ、年齢でい
うと引退してお仕事をやめて農業やりたくて来たみたいな。最初は僕も、田舎暮らしを
したいっていう人は一体どういうものを求めているんだろうかと、そういうのは気に
なりましたよね。ただ実際にはとてもいい人で、嫌だなと思う感覚はあんまりないんで
すけど、自分はこの環境を、今までの環境がもしかしたら変わるかもしれないっていう
のがちょっと嫌だったんだろうなと振り返れば思います。なんというか、それまでずっ
と同じ人だったので、今の状況が当時は気に入っていたのかなと。 

 
  ——ちょうどお隣さんが移住されてきた方だったんですね。なにか具体的な摩擦とか

コンフリクトといったものは、お話しできる範囲で大丈夫ですが見たり聞いたり巻き
込まれたりしたことってあったりしますか？ 

 
たとえばあいさつとかですかね。こう A 地区の中ですれ違うときには、向こうもこ
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っちがA地区の人間だなとわかって会釈してくれてるんですよね。だからそうすると、
こっちも「こんちは」っていう感じで通り過ぎていて。でも、これから人が入れ替わっ
てくるとなると、まぁ、そういうのも変わってくるかなと。A 地区ってお散歩コースに
なっていて、近くに住んでいる人たちの。で、いろんな人が歩いていて、なんかそうい
う人は最近増えている気はしますね。 

 
——うちの父もＡ地区のほうまで朝とか歩きに行きますね、そういえば。たしかに近く
の地区からＡ地区のほうに歩きに行く人は多いと思います、景色もいいですもんね。 

 
そうそう、そうなんですよね。で、そういう人はすれ違っても目をそらして足早に過

ぎていくことが結構あって。そういうのに慣れていないから、寂しいというか。 
でも地区の中で移住者が増えるのとかはいい影響もあって、(移住してきて家の近く

で畑を借りて野菜をつくっている人が)母親とかよりも一生懸命いい野菜をつくってい
て、そういう後から来た人が熱心に農業やっていると、母は家の畑を見て恥ずかしいと
思って最近、がんばっていたりするんですね（笑） 畑仕事とか草刈りとか頑張ってい
ますよ。刺激受けて。 

 
 これまで数十年間となりに住んでいた人が亡くなったことで、新しい家が建ち N 氏は移
住者が隣人になった。新しく移り住んで来た人がどんな人かわかるまでは、ちょっと嫌だな
という感覚をいだいていたと赤裸々に語ってくれた。また G氏も語ったように A地区に昔
から住む人は A地区内で人とすれ違ったらあいさつをする慣習があるとN氏は語る。しか
し移住者が増えたり、他地区の人が A 地区に散歩で来る機会が増えている昨今、あいさつ
しない人が増えており、N 氏はそのことを寂しく感じているという。しかし新しい人が来る
ことの良さも感じており、移住してきた人が家の近くで頑張って農業する姿に触発されて、
N 氏の両親である F 氏が畑仕事や草刈りを頑張り始めた。ただこの点については移住者の
畑と比較して「恥ずかしい」と感じて頑張っていると N 氏は解釈しており、これは J 氏が
草刈りをしないと周りから何を言われるか分からないと語ったようなある種の共同体性に
基づくものであるともいえる。 
 N氏は A 地区内での社会的葛藤については次のように語る。 
 
   いままで A 地区ってあんまり人の入れ替わりが無くて、あっても親戚が家を建てる

くらいだったんですね。実際に、あとから来た人に対してはそんなに優しい場所じゃな
かったと思いますし、入る場所がそもそも無かったなと。でも、この何年かの間に今ま
で住んでいた人が東京とか遠くに出たりして、家にいなくて、でも土地はあって持て余
して管理できず売ることにしてっていう。それで間に工務店が入って宅地として売る
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ようになったのが、ここ 10 年くらい前からあって、そんな雰囲気があると思います。 
おうちを建てる、土地を造成しますという前には自治会の会議とかで反対する人も

一部いて「あの人があの場所を売るのはおかしい」「あんな地域にとって大切な場所を
売るなんて」って本気で反対する人も近所にいましたからね。新しく入って来ることに
反対っていうよりは、A 地区の土地をよその人が買うことにすごく抵抗する人がいた
のは事実です。 

 
 N氏によれば 2010 年代に入るまでは、A地区はあまり人の入れ替わりが無かった。その
ことを表すエピソードとして、移住者が新居を建てたり新たに土地を造成することに対し
て自治会内で反対する人が一定数おり、先祖代々受け継がれてきた「土地」が「よそ者」の
手に渡ることに抵抗する人がいたという。N 氏は現在ではよそ者と思っている人はいない
のではないか、また工務店の損得勘定を除いても人が増えるのは良いことではないかと語
っているが、以下の語りのように地元住民と移住者ではよい関係性もあればトラブルにつ
ながるような事象もあるという。 
 
   たまたまちゃんと自治会に入っている人は大丈夫ですよね。反対意見を言う人もい

たにはいたけど、まぁそれは移住者が来る前に土地を売る段階の話だったので、来た人
が嫌とかいう話ではなかったのかなと。来た人に対してはみんな歓迎していると思い
ますよ。自分がいる木戸は新年会を毎年、地区の会議のあとにね、宴会をやったりして、
草刈りのあとにも宴会をやったりして。うちの木戸は管理している桜並木があるので、
そこで花見をやったりしています。 

 
——Ｎさんの木戸は、いまはお互いにいい関係性ができているんですね。 

 
そうですね。たださっきも言ったように、来た人の個性っていうのはあるから。それ

こそ自治会に入らないし、ご近所づきあいもうまくいかないっていう方も、他の方から
も聞いたかももしれないけどあって。そういう人がいるとちょっとね。変った方で、1
日中、夜中までハウスの電気がついていて眩しくて寝れないとか、でかい車が走ってい
て道も譲ってくれなくて困ったとか、泣き叫んでとか。そういう人も来るんだなって。  
自分は接点ないけど、昔からそういう人が住んでいたら諦めつくけど「わざわざここ

に来なくても！」と。やっぱり、そういう人が来るとご近所の人は大変だと聞きますよ
ね。昔からいればこれくらいは許せるけど、こう普段から付き合いが無いとはいえ、例
えば車がぶつかったりしてトラブルになると、なかなかうまい解決方法にいかないん
ですよね、そういう人って。多分、これまで A 地区が出入りをしてこなかったのは個
性でトラブルがあることも未然に防げていた面があったからで、なのでいま思うと土
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地を売ることに反対していた人にも一理あるのかなって。それでトラブルがふせげて
いたのかもしれないですよね、ちょっとよくわからないですけど。 

 
 N氏によれば「自治会」にちゃんと入っている人は、たまたま大丈夫だという。入った人
は地域でも歓迎され、さまざまな宴会で交流の機会もある。一方で、自治会に入らなかった
りご近所付き合いもうまくいかなかったりする人もいる。N氏自身の近くにはいないが、困
った人が来たときに昔から住んでいれば諦めがついたかもしれないが、わざわざ自分の家
の近くに来なくてもと地元の人の中には感じている人もいるという。このことを踏まえ N
氏は A 地区がこれまで移住者の出入りをある程度閉じていたのは、さまざまなトラブルを
未然に防ぐ意味合いがあったのではないか、その考え方であれば土地を売ることに反対し
ていた人にも一理あるとN 氏はいう。最後にN 氏は A 地区で移住者が増えることと行政の
移住定住促進施策について次のように語る。 
 

(移住増に関しては)自分は無理にごり押しする必要はないのかなと思います。いま、
来てくれている人たちが「来てください！」で来ているというよりは、どちらかという
と都会暮らしをしていて、で、このあたりにたまに観光で来たり山登りで来たりしてこ
こを気に入って。で、どうしても住みたいから土地があったっていう人のほうが、結果
的にうまくいっている気はするんですよね。そういう意味では「空き家があるからぜひ
住んでほしい」「条件低くして来てください！」と、来てくれる人たちに無理やりハー
ドルを下げることで「来た後のこうじゃなかったなぁ」「望んでいたのと違ったなぁ」
となるとその人たちもいづらくなるし、周りの人もうまくやっていけないのかなと。   

 
 N 氏は行政の移住定住促進施策について、無理に移住を促進するのは違う気がするとい
う。理由は、現在 A 地区に移住してきている人たちが移住定住促進施策できたわけではな
く山好きなどこの地域がもともと好きで来た人が多く、その人たちが地元住民と良好に関
係性を結んでいることをあげている。空き家バンクや住宅補助などによって移住のハード
ルを下げることは違うとN 氏は感じていることがわかる。 
 
O 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動形態 
64 男性 会社顧問 4 ヶ月 2 海外院卒 空き家改装 海外移住 

 O 氏と P 氏はオーストラリア在住である。2018 年に A 地区に古民家を購入し改装し現
在は住める状態となっている。新型コロナウイルスの影響で A 地区に来られる時間は制限
されているが、理想はオーストラリア半分、A 地区半分の暮らしをすることだという。O 氏
は、東京都世田谷生まれ。現在は日系企業のコンサルティングを生業としている。役場の移
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住定住促進係の担当者のサポートを受けて 2018 年に A 地区に家を購入し半分移住したが、
O 氏は A 地区に移住する前～今日まで、意識的に次のようなことを考え行動しているとい
う。 
 
   僕はそういう田舎に入ることは難しいと知っていました。だから非常に注意してい

ました。必ず行ったり遊びに行ったときは、必ずお土産をもって周りの人に配ります。
うちの周りの 5 軒、○○さん、△△さん、□□さんとかとはできるだけ話すようにして
いる。よろしくお願いいたしますと。それを何回も繰り返している。よそ者ですから。 

 
 奥さんの P 氏と比較し、O 氏自身は日本生まれで日本の田舎の難しさ＝古くからの慣習
や人間関係を知っているため、A 地区に移住する前から非常に注意していこうどうしてい
たという。具体的には、お土産を配る、近隣住民と話をする、その他には、地区の人に家に
来てもらい家の中を見てもらう、仲良くなった人とはメールのやり取りをする、地区の行事
に参加するなどである。意識的に日本の田舎の難しさを乗り越えていくための行動をして
いる理由の 1つとして、ある隣人の存在があるという。 
 
   例えば具体的にはお隣の○○さんはかなりうるさい人、大変なことを急に言われた

り、でも全部受けています。全部受けて真摯に答えています。そういうことをやるしか
ないなと。私たちは後発の人間で彼らは言う権利がある。70 年住んでいなかったとこ
ろに急に住むようになったんですから、できる限り応えるようにします。 

 
 O 氏の語りからは、自分たちは移住者でありよそ者であるため、地元住民は自分たちに
対し要求する権利があるという考えが根底にあることがわかる。隣人の○○さんとの間に
は、一歩間違うと社会的葛藤に繋がりかねない相互行為がたまにあるが、地元住民である相
手を尊重し自分は 1 歩引くことで社会的葛藤を回避してきたことが語りからわかる。そん
なO 氏は移住者には 2 つの種類があると語る。 
 
   1 つのグループは自分の城をつくって世間と離れてやっかいなことかかかえないで

放っておけの人。もう 1 つは地元の人から力を貸してほしい、一緒になんか作ってい
くっていうタイプの人。うちは後半にしっかり入っています。だから願いは半年、毎年
半年、池田町人として生活することなので、そうするにあたって地域のメンバーの意識
で生活していきたいです。メンバーの意識ができるには周りの人がいてこそ、だからそ
うしていきたいなと。 
でもお城の中で放っておけの人が残念ながら A 地区にもいます。いろんな委員会に

入らない、放っておけのガッカリさせている人もいます。そういう方がうちにも見学に
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来て、問題なくみてもらってメール出しても返信が無かったりします。田舎のこういう
ところにきて人間関係が大変なことはわかるけど、努力しないと。それは P 氏がいう
ように答えてくれる人がいるので。 

 
 O 氏の中では、自分の城をつくり他の住民とのかかわりを遮断するタイプの移住者と、
他の住民と積極的に関わりを持つタイプの移住者がいると分類されている。そして O 氏は
自覚として後者に入るが、A 地区の移住者の中には前者のタイプの人もいて、O 氏も前者
の人とコミュニケーションをとる中でガッカリすることがあるという。なぜ O 氏は面倒な
ことも乗り越えて関係性を紡げるのか、それはメンバーになりたいからであり、努力すると
答えてくれる人がいるからだという。O 氏と P 氏の語りの特徴として、多くの発言がポジ
ティブに締められる点が挙げられる。この点については P 氏の語りで詳しく触れるが、他
の移住者とは異なるマインドを調査の中でO 氏と P 氏からは感じた。 
 
P 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動形態 
非公開 女性 会社副社長 4 ヶ月 2 海外院卒 空き家改装 海外移住 

 P 氏はオーストラリア出身、大学時代に日本に留学し日本の留学で学士号を得たのちオー
ストラリアの大学で修士号を取得した。現在は日系企業の副社長を務める傍ら、さまざまな
社会的活動に参加している。O 氏と P 氏へのインタビュー調査は同時に行ったが、8 割を
O 氏が P氏の気持ちも代弁する形で語り、残り 2割を P 氏が自分の言葉で語ったため、地
域内の人間関係についての語りはO 氏と重なる。そこでここでは、移住後になぜO 氏と P
氏が地域住民と積極的に関われるのか質問した内容を紹介する。 
 
   一般の日本人の移住者だとチェックリストでいろんな条件で選ぶけど、私たちは一

切そういうことを考えずに選びました、だから対象外の方です。調べ物もしないで研究
もしないで気のまま生きているので、悪いことにあまりフォーカスしないと思います。
人生が短いと思っているから暗いところをかかえていては人生が終わってしまうから、
処理していく、無視していく。 

 
 O 氏の語りの箇所でO 氏と P氏の語りはポジティブに締められており、地域内でのいざ
こざやモヤモヤしたことも乗り越えているという語りを紹介した。その理由について P 氏
は自身のモビリティが高く、悪いことにフォーカスしない生き方のため、暗いところは処理
し無視していくようにしていると語る。インタビューの中でも P 氏の暗い部分ではなくポ
ジティブな部分にフォーカスする性格は表れており、例えば地元住民の語りでは課題が賛
成している事例として取り上げられることの多かった消防団について次のように語ってい
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る。 
 
   A 地区取り上げてみても消防団がもうピカピカ。若者が磨いていて中で元気よくチ

ームワークで消防車を磨いたりパーティー開いたり。すごいところまだ残っている。素
晴らしい。 

 
 P 氏は消防団の活動について高く評価している。この評価は 2 つの側面から考えること
ができる。1つに地元の若い人々の取り組みを客観的に見てすごいと評価している側面。も
う 1 つは普段 A 地区にいることが少なく、かつ自分たちが消防団に関わる年齢ではないた
め消防団の課題があまり見えていない可能性あるという側面である。O 氏 P 氏は共に 64歳
であり、A地区の消防団や育成会に入ることはない。この少子化と人口減少で厳しい状況に
ある取り組みに関わっていないことが社会的葛藤の有無と関係する可能性については、C氏
など他の被調査者も触れているため重要な点である。 
 
Q 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動形態 
70 男性 無職 

(元教員) 
6 2 高校卒 新築 1 戸

建て 
I ターン 

 Q 氏 R 氏夫妻は、2014 年 9 月に神奈川県から A 地区に移住した。Q 氏は中学まで新潟
で過ごし、就職を機に上京。32 歳のときに R氏と結婚し、現在は子どもが 2 人いる。仕事
は再任用を含め 63 歳まで高校の工業の教員として勤めた。若い頃からスキーをしに白馬に
来ていたことで漠然と移住するなら長野県と思っていた。周辺自治体の土地もみたが、気象
条件や立地条件を踏まえ探し始めてから短期間で池田町への移住を決意した。そんな Q 氏
は暮らし始めて 6年、自身の移住者性と地域住民との関係性について次のように語る。 
 
   私には２年くらいで地元の方に受け入れられたと思えるけど、本当のところは違う

かもしれないなー。移住者は来て次の世代くらいまでいて本当に地元に根差して行事
とか出て、子どもの頃からいて移住者というレッテルは外れるのかなという気もしな
いこともないですね。都会から来たとか思われているのかな、と思うことはあります。
自分自身は死ぬまで思われるのかなと、そんな気持ち。 
生活でも地元の人とは全て同じにはできないですよね。横浜にいたときの感覚で抜

けないこともあるから、やっぱり自分はずっと移住者かなと、移住者のレッテルが外れ
るのは子どもとか次の世代ができれば違うかもしれないけど、これだけは表面的には
わからない。 
なんかあるときに違うのかな、災害とかあれば区別なく助けてくれるけど、気持ち的
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には例えば講には絶対、我々は入れないですよね。冠婚葬祭とかは自分たちは積極的に
アプローチしなければわからないと思う。「移住者は別」と地域ではなっているのかな。
誰が亡くなった、新聞のお悔みでしか分からない。張り出しもないし回覧板もないし、
亡くなったとかお祝い事情報もない。そういう面では別なのかなーと。ここはおこしん
がある。 

 
 Q 氏は自身は移住して 2 年で地元の方に受け入れられたと思う一方で、次の世代までい
ないと移住者というレッテルは外れないかもしれないとも思っている。自身の移住者性に
ついて感じる瞬間として、冠婚葬祭や講があるという。講とはもともとは仏教講釈の聴聞と
いう目的で、各人が集まったものを指したが、のちには何かの信仰や目的があって集まった
ものを講と呼ぶようになった [鳥越, 1985]。A 地区の講はお庚申と呼ばれ、庚申信仰に由来
する。お庚申に詳しい D氏によれば、現在 A地区には 4 つか 5 つの講があり、集まって懇
親会などを行っている。主な取り組みとしては不幸があった際のお参りやお墓の掃除など
であるが、講によって行う内容は異なる。D 氏が入る講は年に 1 回旅行をする親睦団体と
なっており、お金を積み立てているという。Q 氏はこの講について、自分たちは絶対に入れ
ないと語り、冠婚葬祭情報は自分からアプローチしなければ共有されないと語る。このこと
から Q 氏は自分たちは地元住民とは別の存在なのかと語っているが、D 氏は講には新しい
人は入らないと断言しているため、Q 氏の感覚はあっているといえる。 
 D 氏は地域内の社会的葛藤については次のように語る。 
 
   草刈りとか川ざらいとかぽんっと言われるけど「それって行政だろと思うんだけど」、

川ざらいも「使ってないからおかしいだろ！」と思うけど、移住者から言われると変わ
っていく。最初は出ない場合は日当を出すんだと、徴収してくださいと。実際、出てい
ない人がいてどうしましょうといったら「まぁいいんじゃない」と。最近は共同作業に
出なくてもよくなってきた。それは移住者が疑問を呈したからかなと。そういう風に雰
囲気が変わってきたと思う。 

 
 Q 氏は定期的に行われる草刈りや川ざらい(側溝や用水路をきれいにする作業)を、当初
は行政がやることであると考え、不満に思う点は自身が役員を務めた際などに言葉に出す
ようにしていたという。結果的に、最近では共同作業に出なくてもよくなってきたと語り、
その要因は移住者が疑問を呈してきたからだと考える。Q 氏は草刈りや川ざらいのほかに
関わり方を迷ったものとして、神社の氏子をあげている。 
 
   迷ったのはお宮さん、氏子になるかどうか、僕らは仏教で神道じゃない、高いお金払

うし。1年はいらずにいてなんとなく雰囲気が違う、自治会の人もなんとなく違うなと。
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氏子は宗教とか関係なく集落はお宮を中心にした生活があるから 2 年目に入りますよ
と言ったら喜んでくれた、行事に出たりボランティア参加したりすると、生活に根差し
たもので宗教とは違うし、みんなと交わるためには入らないといけないなとわかった。
最初から入ればよかったが躊躇した、悩んだ。いまは実際には入らないといけないもの
だなと、必要なものだなと思う。 

 
 Q 氏は当初、仏教でも神道でもなく払うお金も高いため、神社の氏子にはならなかった。
しかしその状態で 1 年暮らすと、どうも周囲の雰囲気に溶け込めない、なんとなく違う感
じがした。そこで、2年目に入りますよと言ったところ周囲の人は喜んだという。このこと
から Q 氏はもっと早くに氏子の性質(宗教的なものではなく生活に根差した集まりである
という性質)を知り入っていたら、みんなと早く仲良くなれ交われたと後々語る。そして現
在では、当初は入りたくなかった氏子も「入らないといけないもの、必要なもの」だと感じ
ているという。 
 
R 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動形態 
63 女性 無職 (元ピ

アノ講師) 
6 2 大学卒 新築 1 戸

建て 
I ターン 

 R 氏は 2014 年 9月にQ 氏と共に A地区に移住してきた。生まれは横浜でQ 氏と結婚後
も横浜に 20 年以上住んだ。田舎暮らしについては、現在、29 歳と 27歳の子どもが生まれ
ることくらいからいいねと話しており、千葉県房総半島の移住記事などを読んでいたとい
う。土地を売り出す前、あちこち土地を探したのち A 地区で H 氏と I 氏が営むカフェに立
ち寄ったところ、現在住んでいる家の土地と工務店を紹介してもらい移住へとつながった。
R氏はA地区に移住し頃から積極的に地元住民とのつながりをつくろうとしてきたと語る。 
 
   ここが気にいっているのは割と古い町なこと。成就院にいってなんでA地区きたの、

A 地区はお嫁に行く場所じゃないと昔は言われていた。逆にそういうところのほうが、
憧れがあった、受け入れられなければダメだけど、受け入れてもらえれば伝統行事とか
NHKの新日本紀行とか見るの好きで、小谷村の会が印象的だった。村から人が出てい
くけど子どもたちを交えてやるとか見ていていいなーと。来て何年目かに女性部の副
部長になって、お宮さんで尼さんをお呼びしてお祈りする行事があるが、まさしく村の
伝統行事に入り込めたというのが嬉しかった。お宮のお祭りも、最初は入りづらいけど
舟を一緒に引っ張ったとき、ここの地元の行事に一緒に参加できたというのがとても
楽しかった。昔からいろんなところを旅していたが、ほんとこういう農村を走るから、
古い家並みのところにもお宮とか行事があって、都会人が行ったからとできないが住
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むことで参加させてもらったというのがまず 1 番嬉しかったこと。…もう 1 つは人に
家に入ってもらうためにホームコンサートをやって、仲間を呼んだり下にサックスの
○○さんもいるから小さいコンサートをやっている。 

 
 R 氏は移住してすぐの頃、町内のお寺で「A 地区はお嫁にいくところじゃない」つまり、
閉鎖的で移住するような場所ではないといわれたことがあった。しかしメディアを通して
田舎暮らしにあこがれていた R 氏は、むしろそういうところのほうが魅かれたと語る。実
際に、女性部の副部長としてお祭りに関わったことをキッカケに地元の伝統に関わること
の楽しさや、受け入れてもらったと感じたという。また R 氏は以前ピアノ講師として仕事
していたため、移住後は年に 1 度、家で仲間や近所の人を呼んでホームコンサートを開き
交流の場をつくっていたと語る。 
 R 氏は A 地区における社会的葛藤については次のように語る。 
 
   今の話じゃないけど移住してきた人が最初に来たとき、摩擦があったって言ってい

た。自治会の中で都会的な感覚でこのルールはおかしいと言ったら地元の人と衝突し
てしまった。その人は都会の感覚で行ってしまったけど、冷静に考えたらこっちの話を
考えて飲み込んでこっちのこと考えないといけないなと言っていった。それ以来、A地
区はよくなった。移住者が住みやすくなった。とその人は言っている。伝説的な人。周
りの人は思っているかもしれないけど、自分たちは感じない。 

 
   自分たちがくる以前に女性部の中でも土地の人の中でぶつかったことがあって形態

が変わってきた、それに最初は入っても分からなかったけど、問題を呈する前に簡略化
して言っている。いろんな面でそういう面がある。若い方が時代の流れでこういうこと
は必要ないんじゃないですか、と変わってきている。私たちよりも若い人もいるから、
自分たちのほうが頭が古いのかなと思う部分もある。若いお母さんの話とか聞くと。理
解を示す年配の人もいる。そういうところから変わる。 

 
 R 氏自身は社会的葛藤を感じていないが、自身よりも前に移住してきた人で地元の人と
の衝突と和解を機にA地区が移住者が住みやすい場所になったと聞いたことがあるという。
また、R 氏が来る前に女性部の中で地元住民同士の社会的葛藤があり形態が変わってきた
という。それは若い人と年長者のぶつかりだったと語りから想像され、年長者と若者という
構図の中でも社会的葛藤が起こり、それを乗り越え女性部は変わってきたことがわかる。 
 R 氏と Q 氏は池田町の移住施策について聞いた際、ある共通の語りを異なる言葉でして
いた点が特徴的だった。その箇所を引用する。 
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   電線の地中化をやったほうがいい。…都会人は意外とお金を持っている、(金銭的支
援などではなく)どれだけ住み心地がいいか、景観の良さ。住み心地。(R) 

 
   動けなくなった時に行政に支援してもらえるか、うちみたいにある程度資産がある

人は宅老とか無理。これくらいの人は入れる入れないとか、民間ならこういうのがある
とか、そういう案内があってもいいかなと。(Q) 

 
 R 氏と Q 氏の語りは、自分たちのように都会から移住してくるこれから老人ホームなど
に入るような 60 代 70 代は意外とお金/資産を持っていると語っている。そして移住支援に
関しては金銭的支援や補助だけでなく、電線の地中化や老後の案内など住み心地をよくす
るための取り組みを行うことが、移住促進で重要だと考えていることが語りからわかる。 
 
S 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動形態 
70 男性 無職 (元生

協職員) 
10 2 大学卒 新築 1 戸建

て 
I ターン 

 S 氏 T 氏夫妻は、2011年に A 地区に移住してきた。S 氏は退職まで東京都と近郊で生協
の職員として勤めた。生まれは新潟県南魚沼市、大学進学と共に上京し 24 歳のときに T氏
と結婚した。子どもが 2 人いるが、長男は池田町会染の住宅団地に 5 年前に引っ越してき
た。S 氏と T 氏が移住した後に、長男の子どもに発達障害があることが明らかになり長男
家族は S 氏 T 氏が住む池田町に移り住んだ。S 氏が移住を決意した大きな理由は東京が嫌
だったことである。季節の変り方が曖昧でごみごみしている東京を出たい、そのときになじ
みがあったのが若いことから登山にきていた長野県だった、中央線を下りながら移住先を
探し、一度、池田町を過ぎて大町市までみたが良いところがなく、雪が少ない池田町も候補
の 1 つに入った。東京に戻ったのち、Web サイト上で現在の家を建てた工務店のサイトと
土地を見つけ A 地区に移住することにした。S 氏 T 氏は土地を取得する際に少し苦労をし
ているが、土地に関しては第 4 章で詳しく触れる。 
 S 氏は A地区の良いところと地域での人間関係について次のように語る。 
 
   いまのところ軋轢はない。入ってくる方の構え方だろうけど、あんまりいろんな人が

いると思っているからいろんな人がいても気にならない。池田町でも街中は結構都会
に結構都会に近い人間関係、(ゴミ袋に)名前を書くのはプライバシーの問題とか、A地
区は名前みんな書くけど、街中は反対する人がいるとか。…A 地区はそういうのが薄
い、中間的な感じ。中間的だから昔のやり方を新しく来た人に同じにしろとは言わない
けど、昔のことは保ってやっている。…他の人はあんまりわからない、私たちは移住者
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同士の付き合いはしていないから。見ている感じは受け入れてやっている。けど都会の
価値観を持ち込まない、あんまり持ちこんでいないというのがうまくいっている理由。 

 
 S 氏は A 地区の中で他人との軋轢はいまのところないと語る。その理由として個人では
都会の価値観を持ち込まないことを意識しているが、地区の特徴としては都会に近すぎな
い中間的な感じが新しい人に慣習を強要せずに昔のことを保てている理由だと語る。他の
移住者の軋轢の有無については、移住者同士の付き合いをしていないからわからないとも
語る。そんな S氏は地域内での社会的葛藤については次のように語っている。 
 
   摩擦はね、そういうのは奥さんの方が、女性の方が。日常の付き合いは多い。俺は表

立ってあがってきているようなものはなさそう。あるのかもしれないけど。移ってきた
人でいえば、泣いている人もいるし迷惑と思っている人もいるかも。1 件、事故絡み。
あんまりトラブルにはなっていない。あんまり気にしない。 

 
 S 氏 T 氏宅では、S 氏よりも T 氏のほうが畑仕事や地域内外でのサークル活動などで人
とのつながりがあるため、S 氏自身は表立って上がってきているものは無いと語る。ただ、
移ってきた人で泣いている人も迷惑と思っている人もいるかもしれない事例を 1 件あげて
おり、表立ってはないものの噂レベルでは社会的葛藤が共有されていることがわかる。S氏
は自身が移住してきた頃は移住定住促進施策はなかったが、現在の行政の施策をみて次の
ように感じているという。 
 
   移住で池田もそうだけど、高齢者が来るというのは年金とかベーシックなものがあ

る人が多いけど、それ以外はお金が少ない。それをクリアした人だけが実際には来てい
る。問題はそこをどうするか。 

 
 自身を含め、ある程度年齢が上の人が来るのは年金などお金があるからである、それ以外
の人はおカネが少なく移住のハードルになっていることを指摘している。 
 
T 氏 
年齢 性別 職業 居住年数 家族人数 最終学歴 住居形態 移動形

態 
70 女性 無 職 ( 元

教員) 
10 2 大学卒 新築 1 戸建て Iターン 

 T 氏と S 氏は同郷で、S 氏は公立学校の教員を 38 年間務めた。東京での暮らしが嫌だっ
た S 氏と異なり、T 氏は東京での暮らしは別に嫌ではなく、田舎でやりたいことも特にな
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く S 氏につられて来たという。T 氏は地域内での人間関係は比較的良好だと語るが、地域
内での社会的葛藤については次のように語る。 
 
   いろいろいるから。A 地区に住んできた人だってあたしたちとはとても価値観が違

う人もいる、自治会に入らないとか。移住してきたからかはわからないけど。トラブっ
たという話も聞く。ちょっとね…両方からではなく片方からしか聴いてないからどう
解決したかわからない。日常のことではなくことが起きたときに、どう解決するか、
え！？そんな感じ。移住というよりはそういう人もいる。暮らしていく中で 1 人暮ら
しになって自分の生活が自分では保てないけど、ほかの手が入ったわけでも無い頃に
大変な思いをした人もいる。田舎だと親類縁者が来て援助したりとか相談乗ったりと
かした。道を探ったりの話は聞いた。典型的なトラブルはない。たまたまその人はその
人だった。 

 
 T 氏は地域内での移住者の社会的葛藤を聞くことはあるが、例として挙げた事例につい
ては移住してきたからというよりもパーソナリティに要因はあると考えている。価値観の
違いの事例として自治会への加入をあげているが、D氏も語った自治会に加入していない、
もしくは脱退した 3 軒はここでも摩擦と繋がる事例として浮かび上がるものになっている
ことがわかる。 

S 氏は行政による移住定住促進については、消極的なスタンスをとっている。 
 
   池田町ってこんな素敵だから来てくださいは正直違う。ちょっとしっくりしない。池

田町に住んでいる人がみんな幸せだったらそれがいいし、あんな町に住みたいと思う。
似ているようだけど違う。向こうが思うことで、こっちが素敵よ！ということではない。
移住と言うときに抵抗感がある。ここでこの街で生まれ育った人がここがいい町だね
と思えるような街にすることが大事。それが結果としてこの街に住みたくなることが
増えてくる。 

 
   正直にいうと、増えようが増えまいがどっちでもいい。ここがいいのは自分が育った

ころの田舎の感じに似ていたから、それが決め手だった。いまは違うけど都会になって
いるけど、ここは昔のまま。がらりとは変わってほしくない。 

 
 政策として行政が移住定住を促進することについては、移住を検討する側＝移住希望者
が自発的に池田町を良い場所だと思うことがベストで、自分たちから移住してくださいと
アピールするのは違うと考えている。移住を促進するのではなく、住み心地を良くすること
が結果として住みたい人を増やすことにもつながると S 氏は言う。また S 氏個人の感情と
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しては、故郷の田舎と A 地区が似ていることが移住の決め手となったため移住者の増減に
興味はなく、昔のままガラリと変わらないことを第一に求めている。 
 
3.2 生活者間の社会的葛藤の傾向と分析 
 3.1 では被調査者 20 人の語りをもとに A 地区内における地域住民間の人間関係と社会的
葛藤の実態をみてきた。3.2 では 3.1から A 地区における社会的葛藤の実態を整理分析して
いく。 
まず地元住民の語りをまとめる。A 氏は被調査者の移住者のうちの B 氏に対し当初は潜

在的葛藤をいだいていたが、現在では潜在的葛藤を乗り越えた。また自身には顕在的葛藤は
ないが親世代では両親は苦労したと語る。C 氏は年長者と現役世代の間の葛藤を感じてい
る。移住者と地元住民の間の社会的葛藤は総会での発言方法について見聞きしたという。D
氏は A 地区において移住者と地元住民の社会的葛藤は乗り越えられていないと語る。具体
的にはあいさつ、集落内での車の速度、農を巡る顕在的葛藤が存在するという。E氏は地元
住民と移住者の社会的葛藤を見聞きしたことは無いが、地元住民間では仲が悪い噂を聞く
と語る。F 氏は移住者と地元住民の社会的葛藤について区への加入、あいさつを巡るものが
あると噂に聞くという。G 氏は過去の D 氏の集落営農立ち上げを巡る地元住民間での世代
間葛藤、あいさつ、名前の呼ばれ方について社会的葛藤があったという。移住者と地元住民
では 1 人の面倒な人を除いて他は馴染んでいるという。J 氏は U ターン者独特の疎外感が
あると語る。移住者と地元住民の間の社会的葛藤についてはあるが、それはパーソナリティ
に起因すると考えている。また共同のためのキーワードとして草刈りをあげている。Ｋ氏は
社会的葛藤についてはコメントしていない。Ｌ氏はＡ地区内での社会的葛藤について巻き
込まれたことは無く見聞きしたことも無いという。Ｎ氏は子ども行事などについて他の同
世代と比較して潜在的葛藤があるという。また移住者との間では隣人を巡り潜在的葛藤を
かかえていた時期がある。見聞きしたものとしては土地の売買、自治会の加入、騒音、ビニ
ールハウスの電気を巡り顕在的葛藤が存在していたという。 
続いて移住者の語りをまとめる。B 氏は地区の集まりにおける性別役割分業、草刈りや農

法など農、名前に関する情報の非対称性について社会的葛藤をかかえている。H 氏は A 地
区内では移住者と地元住民の社会的葛藤を見聞きしたことも巻き込まれたこともないとい
う。I 氏は過去に移住者と地元住民でトラブルがあったと見聞きしたというが、自身は巻き
込まれたことはないという。Ｍ氏は農法について顕在的葛藤があるという。Ｏ氏はお隣の○
○さんと潜在的葛藤があると語る。また移住者の中でも地域の人と交流しようとしない移
住者に対し潜在的葛藤がある。Ｐ氏は特に社会的葛藤は無いと語る。Q 氏は草刈りや川ざ
らいを巡り潜在的葛藤があったが言葉にしたことで改善されてきたという。なお移住当初
は氏子に入るか入らないかでの悩みもあったという。R 氏は過去に移住者と地元住民で顕
在的葛藤があったと聞いたことがあると語る。また女性部内で世代間の顕在的葛藤があっ
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たともいう。なお自身は社会的葛藤を感じていない。S 氏は自身について社会的葛藤はなく
見聞きもあまりないという。T 氏は移住してきたからかどうかはわからないが、移住者と地
元住民の社会的葛藤は聞くという。自身については、社会的葛藤はないという。 
 20 人の社会的葛藤についての語りをまとめるといくつかの傾向がみえてくる。1 つ目に
被調査者 20人のうちそれぞれの回答者の定義における移住者と地元住民の間での社会的葛
藤を聞いたことがある・もしくは巻き込まれたことある人は 12 人だった。8 人は移住者と
地元住民の社会的葛藤は見聞きしたことが無く巻き込まれたこともないと語った。 

2 つ目に 12 人のうち自身が現在も社会的葛藤をかかえているのは 4人 B 氏D 氏 M氏O
氏であり、そのうち 3 人は移住者であり 2017 年以降と比較的最近、移住してきている。4
人の社会的葛藤の傾向としては、B 氏 D氏 M氏が農法と草刈りを巡る社会的葛藤、B 氏は
その他に性別役割分業と名前の認知の非対称性、O 氏は隣人関係である。なお P氏はO 氏
と夫婦関係にあり同じ家に住んでいるため、O 氏と同様の隣人関係をかかえている。一方、
注目したいのは同じ移住者でも 2016 年以前に移住してきている H 氏 I 氏 Q 氏 R 氏 S 氏 T
氏は、自身が社会的葛藤をかかえた経験があるのは R 氏のみであり、現在進行形でかかえ
ている人はいない。また H 氏 S 氏に関しては社会的葛藤をいだいたことはなく見聞きもな
いという。 
つづいて第 2 章表 2-12 の被調査者一覧における調査者の各条件と社会的葛藤の関連性

について関連を確認していく。確認する条件は、居住年数、職業、最終学歴、家族形態、住
居形態、農業形態の 6 つである。なおここでは 2020 年に 91 歳を迎え調査者からの質問に
対する的確な回答が難しかった K氏のケースは除く全 19人を条件ごとにみていく。 
表において社会的葛藤は現在進行形でかかえている場合は「現在あり」、過去に社会的葛

藤をかかえていたが乗り越えた場合は「過去あり」、自身はないが A地区内での社会的葛藤
を見聞きしたことがある場合は「見聞きあり」としている。また、わかりやすくするために
移住者には灰色でマーキングしている。 
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表 3-1 居住年数と社会的葛藤の有無の関係性 

 
 
 居住年数と社会的葛藤の有無について表 3-1 にまとめた。A 地区での居住年数が長い順
に上から整理しているが、自己認識が移住者である被調査者が表れ始めるのは S氏 T 氏の
居住年数 10 年以下である。インタビュー調査の中でも「ここ 10 年以内に移り住む人が増
えてきた」という語りは多数あったため、E 氏と S 氏の間に分水嶺があると考えられる。
社会的葛藤については、居住年数が比較的長い D氏 G氏 J 氏N氏と、居住年数が短い B

仮名 居住年数 社会的葛藤の有無

D 71 現在あり：農法　過去あり：農法　見聞きあり：あいさつ、車の速度

G 45
現在あり：1人面倒な人がいる 過去あり：あいさつ、名前の呼び方
見聞き無し

F 43 現在なし　過去なし　見聞きあり：あいさつ、自治会非加入

C 32 現在なし　過去なし　見聞きあり：総会での発言

L 20 現在なし　過去なし　見聞きなし

E 17 現在なし　過去なし　見聞きなし

S 10 現在なし　過去なし　見聞きなし

T 10 現在なし　過去なし　見聞きあり：地区のルール慣習、自治会未加入

H 9 現在なし　過去なし　見聞きなし

I 9 現在なし　過去なし　見聞きあり：田畑を借り途中放棄

Q 6 現在なし　過去あり：草刈り、川ざらい　見聞きなし

R 6 現在なし　過去なし　見聞きあり：地区のルールや慣習

P 4か月 現在なし　過去なし　見聞きなし

M 3か月 現在あり：農法、草刈り　過去なし　見聞きなし

O 4か月

現在あり：農法、草刈り、性別役割分業、名前
過去あり：現在と同じ　見聞きなし

現在あり：隣人関係、地域の人との交流態度
過去あり：家に招いた後の対応　見聞きなし

J 39

N 33

A 26
現在なし　過去あり：公共の駐車場の使い方、選挙時の広報を巡り
見聞きあり：地区のルール、婦人部

現在あり：あいさつ　過去あり：隣人への不信感
見聞きあり：土地の売買、自治会未加入、騒音、光害

現在あり：草刈り、墓守り、Uターンとしての疎外感　過去なし
見聞きあり：具体例は話せない

B 3
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氏O 氏M 氏で、現在進行形で移住者もしくは地元住民との社会的葛藤があると回答して
いる。逆に移住者の中でも居住年数が 6 年以上のQ 氏 R 氏から居住年数 32 年の C氏の間
では現在進行形の社会的葛藤はほとんどみられない。また地元住民と移住者では地元住民
のほうが社会的葛藤の見聞きが多く、移住者のほうが見聞きは少ない傾向にある。このこ
とから、居住年数が長いほど社会的葛藤を見聞きする機会は増えると考えられる。この点
については両者の属する社会的ネットワークの違いなどが作用しているとも考えられる。 
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表 3-2 職業と社会的葛藤の有無の関係性 

 
 
 表 3-2 では職業と社会的葛藤の有無の関係性についてまとめた。被調査者のうち 9 人が
無職もしくは早期退職し現在、自営業を営んでいるが、無職 9人のうち地元住民は 3 人中
2 人が現在ありと回答し、過去にも 2人があり、見聞きに関しては 3 人中 3 人がありと回
答した。一方で無職もしくは早期退職の移住者 6人は現在ありは 0人、過去ありは 6 人中

仮名 職業 社会的葛藤の有無

D 無職(元JA) 現在あり：農法　過去あり：農法　見聞きあり：あいさつ、車の速度

G
無職 (元社会福祉
施設)

現在あり：1人面倒な人がいる　過去あり：あいさつ、名前の呼び方
見聞きなし

F 無職(元役場職員) 現在なし　過去なし　見聞きあり：あいさつ、自治会非加入

S 無職(元生協職員) 現在なし　過去なし　見聞きなし

T 無職(元教員) 現在なし　過去なし　見聞きあり：地区のルール慣習、自治会未加入

Q 無職(元教員) 現在なし　過去あり：草刈り、川ざらい　見聞きなし

R
無職 (元ピアノ講
師)

現在なし　過去なし　見聞きあり：地区のルールや慣習

H
早期退職、現在は
自営業(元教員)

現在なし　過去なし　見聞きなし

I
早期退職、現在は
自営業(元教員)

現在なし　過去なし　見聞きあり：田畑を借り途中放棄

C 建築関係 現在なし　過去なし　見聞きあり：総会での発言

L 児童センター職員 現在なし　過去なし　見聞きなし

E 短大生 現在なし　過去なし　見聞きなし

P 会社副社長 現在なし　過去なし　見聞きなし

M
農家 (元地域おこ
し協力隊)

現在あり：農法、草刈り　過去なし　見聞きなし

O 会社顧問
現在あり：隣人関係、地域の人との交流態度
過去あり：家に招いた後の対応　見聞きなし

A 調理師
現在なし　過去あり：公共の駐車場の使い方、選挙時の広報を巡り
見聞きあり：地区のルール、婦人部

B 町議会議員
現在あり：農法、草刈り、性別役割分業、名前
過去あり：現在と同じ　見聞きなし

J 教員
現在あり：草刈り、墓守り、Uターンとしての疎外感　過去なし
見聞きあり：具体例は話せない

N 学芸員
現在あり：あいさつ　過去あり：隣人への不信感
見聞きあり：土地の売買、自治会未加入、騒音、光害
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1 人、見聞きありは 6人中 3人であった。 
 学生を含む非無職者 10人の場合は、10 人中 5人が社会的葛藤が現在あると回答。過去
にありは 10 人中 4人、見聞きありは 10 人中 4 人であった。このことから無職者と比較し
て現役世代である非無職者のほうが現在、社会的葛藤をかかえている人が多いことがわか
る。また非無職者に関しては、地元住民は 6 人中 4 人が見聞きありである一方で、移住者
は 4人中見聞きあり 0 人であった。このことから現役世代の中でも居住年数によって社会
的葛藤を見聞きする機会は地元住民と移住者で大きく異なることがわかる。 
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表 3-3 最終学歴と社会的葛藤の有無の関係性 

 
 
 表 3-3 では最終学歴と社会的葛藤の有無の関係性をまとめた。まず特徴として学歴で整
理すると地元住民と移住者がQ 氏を除ききれいに分かれ、地元住民に対して移住者は学歴
が高い傾向にあることがわかる。条件と社会的葛藤の関連性については明確なものはみら
れない。 
 
 

仮名 最終学歴 社会的葛藤の有無

D 高校卒 現在あり：農法　過去あり：農法　見聞きあり：あいさつ、車の速度

F 高校卒 現在なし　過去なし　見聞きあり：あいさつ、自治会非加入

Q 高校卒 現在なし　過去あり：草刈り、川ざらい　見聞きなし

E 短大卒予定 現在なし　過去なし　見聞きなし

G 短大卒
現在あり：1人面倒な人がいる　過去あり：あいさつ、名前の呼び方
見聞きなし

L 短大卒 現在なし　過去なし　見聞きなし

C 大学卒 現在なし　過去なし　見聞きあり：総会での発言

M 大学卒 現在あり：農法、草刈り　過去なし　見聞きなし

S 大学卒 現在なし　過去なし　見聞きなし

T 大学卒 現在なし　過去なし　見聞きあり：地区のルール慣習、自治会未加入

H 大学卒 現在なし　過去なし　見聞きなし

I 大学卒 現在なし　過去なし　見聞きあり：田畑を借り途中放棄

R 大学卒 現在なし　過去なし　見聞きあり：地区のルールや慣習

P 海外院卒 現在なし　過去なし　見聞きなし

A 高校卒
現在なし　過去あり：公共の駐車場の使い方、選挙時の広報を巡り
見聞きあり：地区のルール、婦人部

現在あり：農法、草刈り、性別役割分業、名前
過去あり：現在と同じ　見聞きなし

現在あり：隣人関係、地域の人との交流態度
過去あり：家に招いた後の対応　見聞きなし

海外院卒B

O 海外院卒

J 大学卒
現在あり：草刈り、墓守り、Uターンとしての疎外感　過去なし
見聞きあり：具体例は話せない

N 大学卒
現在あり：あいさつ　過去あり：隣人への不信感
見聞きあり：土地の売買、自治会未加入、騒音、光害
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表 3-4 家族人数と社会的葛藤の有無の関係性 

 
 
 表 3-4 では家族人数と社会的葛藤の有無の関係性をまとめた。学歴の場合と同じく、家
族形態も M氏を除いて地元住民と移住者がきれいに分かれており、地元住民は世帯人数が
多い傾向に、移住者は世帯人数が地元住民と比べて相対的に少ない傾向にある。なお B 氏
のみ 1 人暮らしだが、B氏は女性で 1人暮らしのため総会などに自身が参加する必要があ
る。その際、会議に出る人が男性ばかりでコミュニケーションがとりづらいと語っている

仮名 家族人数 社会的葛藤の有無

E 8 現在なし　過去なし　見聞きなし

C 5 現在なし　過去なし　見聞きあり：総会での発言

F 4 現在なし　過去なし　見聞きあり：あいさつ、自治会非加入

L 3 現在なし　過去なし　見聞きなし

M 3 現在あり：農法、草刈り　過去なし　見聞きなし

D 2 現在あり：農法　過去あり：農法　見聞きあり：あいさつ、車の速度

G 2 現在あり：1人面倒な人がいる　過去あり：あいさつ、名前の呼び方

H 2 現在なし　過去なし　見聞きなし

I 2 現在なし　過去なし　見聞きあり：田畑を借り途中放棄

P 2 現在なし　過去なし　見聞きなし

Q 2 現在なし　過去あり：草刈り、川ざらい　見聞きなし

R 2 現在なし　過去なし　見聞きあり：地区のルールや慣習

S 2 現在なし　過去なし　見聞きなし

T 2 現在なし　過去なし　見聞きあり：地区のルール慣習、自治会未加入

J 3
現在あり：草刈り、墓守り、Uターンとしての疎外感　過去なし
見聞きあり：具体例は話せない

N 4
現在あり：あいさつ　過去あり：隣人への不信感
見聞きあり：土地の売買、自治会未加入、騒音、光害

O 2
現在あり：隣人関係、地域の人との交流態度
過去あり：家に招いた後の対応　見聞きなし

A 7
現在なし　過去あり：公共の駐車場の使い方、選挙時の広報を巡り
見聞きあり：地区のルール、婦人部

B 1
現在あり：農法、草刈り、性別役割分業、名前
過去あり：現在と同じ　見聞きなし



100 
 

ことから、地元住民も移住者も結婚している人が多く自治会関連の行事に関しては男性が
出る伝統が共同体の中で共有されていると考えられる。社会的葛藤については家族人数も
関連はみられなかった。 
 

表 3-5 住居形態と社会的葛藤の有無の関係性 

 
 
 表 3-5 では住居形態と社会的葛藤の有無の関係性をまとめた。表から地元住民は新築一
戸建てと実家一戸建てに、移住者は新築一戸建てと空き家改装にわかれることが読み取れ
る。この表から新築一戸建ての 6人の移住者は現在、社会的葛藤をかかえている人は 0

仮名 住居形態 社会的葛藤の有無

D 新築一戸建て 現在あり：農法　過去あり：農法　見聞きあり：あいさつ、車の速度

G 新築一戸建て
現在あり：1人面倒な人がいる　過去あり：あいさつ、名前の呼び方
見聞き無し

F 新築一戸建て 現在なし　過去なし　見聞きあり：あいさつ、自治会非加入

C 新築一戸建て 現在なし　過去なし　見聞きあり：総会での発言

L 新築一戸建て 現在なし　過去なし　見聞きなし

S 新築一戸建て 現在なし　過去なし　見聞きなし

T 新築一戸建て 現在なし　過去なし　見聞きあり：地区のルール慣習、自治会未加入

H 新築一戸建て 現在なし　過去なし　見聞きなし

I 新築一戸建て 現在なし　過去なし　見聞きあり：田畑を借り途中放棄

Q 新築一戸建て 現在なし　過去あり：草刈り、川ざらい　見聞きなし

R 新築一戸建て 現在なし　過去なし　見聞きあり：地区のルールや慣習

E 実家一戸建て 現在なし　過去なし　見聞きなし

P 空き家改装 現在なし　過去なし　見聞きなし

M 空き家改装 現在あり：農法、草刈り　過去なし　見聞きなし

O 空き家改装
現在あり：隣人関係、地域の人との交流態度
過去あり：家に招いた後の対応　見聞きなし

A 実家一戸建て
現在なし　過去あり：公共の駐車場の使い方、選挙時の広報を巡り
見聞きあり：地区のルール、婦人部

B 空き家改装
現在あり：農法、草刈り、性別役割分業、名前
過去あり：現在と同じ　見聞きなし

J 新築一戸建て
現在あり：草刈り、墓守り、Uターンとしての疎外感　過去なし
見聞きあり：具体例は話せない

N 実家一戸建て
現在あり：あいさつ　過去あり：隣人への不信感
見聞きあり：土地の売買、自治会未加入、騒音、光害
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人、過去に社会的葛藤があった人は 1人とほとんどが社会的葛藤を経験していない。対し
て空き家改装の 4人の移住者は現在、社会的葛藤をかかえている人が 3人、過去にかかえ
ていた人が 2人と半数以上が社会的葛藤を経験してきている。地元住民に関しては住居形
態と社会的葛藤の関連性は確認できない。このことから移住者においては住居形態が社会
的葛藤の経験と関連していると考えられる。なお空き家改装で移住した 4人は全員が池田
町の移住促進施策のひとつ空き家バンクを利用して空き家を手に入れている。 
 

表 3-6 農業形態と社会的葛藤の有無の関係性 

 
 

仮名 農業形態 社会的葛藤の有無

D 慣行農法 現在あり：農法　過去あり：農法　見聞きあり：あいさつ、車の速度

M 自然農法実践 現在あり：農法、草刈り　過去なし　見聞きなし

P 自然農法実践希望 現在なし　過去なし　見聞きなし

G 家庭菜園
現在あり：1人面倒な人がいる 過去あり：あいさつ、名前の呼び方
見聞きなし

F 家庭菜園 現在なし　過去なし　見聞きあり：あいさつ、自治会非加入

C 家庭菜園 現在なし　過去なし　見聞きあり：総会での発言

L 家庭菜園 現在なし　過去なし　見聞きなし

E 家庭菜園 現在なし　過去なし　見聞きなし

S 家庭菜園 現在なし　過去なし　見聞きなし

T 家庭菜園 現在なし　過去なし　見聞きあり：地区のルール慣習、自治会未加入

H 家庭菜園 現在なし　過去なし　見聞きなし

I 家庭菜園 現在なし　過去なし　見聞きあり：田畑を借り途中放棄

Q 家庭菜園 現在なし　過去あり：草刈り、川ざらい　見聞きなし

R 家庭菜園 現在なし　過去なし　見聞きあり：地区のルールや慣習

A 家庭菜園
現在なし　過去あり：公共の駐車場の使い方、選挙時の広報を巡り
見聞きあり：地区のルール、婦人部

B 自然農法実践
現在あり：農法、草刈り、性別役割分業、名前
過去あり：現在と同じ　見聞きなし

J 慣行農法
現在あり：草刈り、墓守り、Uターンとしての疎外感　過去なし
見聞きあり：具体例は話せない

N 家庭菜園
現在あり：あいさつ　過去あり：隣人への不信感
見聞きあり：土地の売買、自治会未加入、騒音、光害

O 自然農法実践希望
現在あり：隣人関係、地域の人との交流態度
過去あり：家に招いた後の対応　見聞きなし
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 表 3-6 では農業形態と社会的葛藤の有無の関係性をまとめた。被調査者のうち家庭菜園
規模で農に触れている人は 13 人、家庭菜園より大きな規模で農業を行っている被調査者
は 6人いる。なおO 氏 P氏は土地としては家の前の田んぼと家庭菜園可能な規模の畑を
有しており、自然農法への興味関心からいつか実践したいと語っているが現在はまだでき
ていない。D 氏 J氏は慣行農法、B 氏M 氏は自然農法(無農薬有機農法)を実践しており、
4 人中 3 人が草刈りと農法において現在進行形で社会的葛藤があることがわかる。このこ
とから家庭菜園よりも大きな規模で農業を行っている地元住民と移住者は農法と草刈りを
巡る社会的葛藤をかかえているといえる。なお関連する部分では I 氏が田畑を借り都有放
棄したことで顕在的葛藤につながった事例を、Q 氏は自治会で行う草刈りを巡り社会的か
等を過去にかかえていたと語っており、農業従事者以外も農を巡る社会的葛藤に触れてい
ると考えられる。 
 以上、表 3-1から表 3-7 の条件と社会的葛藤の有無の関連をみてきた。表 3-2では居住
年数が比較的長い地元住民 D 氏G氏 J 氏N氏と、居住年数が短い移住者 B 氏O 氏 M氏
で、現在進行形で社会的葛藤があることがわかった。逆に移住者の中でも居住年数が 6年
以上のQ 氏 R氏から居住年数 32 年の地元住民 C氏の間では現在進行形の社会的葛藤はほ
とんどみられない。表 3-2 では職業と社会的葛藤の関連を確認したが、無職もしくは早期
退職の移住者 6 人は社会的葛藤について現在ありは 0人、過去ありは 6 人中 1人とほとん
どが社会的葛藤を経験していない。全体の傾向としては現役世代である非無職者のほうが
現在、社会的葛藤をかかえている人が多いことがわかった。表 3-3 では学歴と表 3-5家族
形態では目立った社会的葛藤との関係性は確認できなかった。表 3-5住居形態と社会的葛
藤の関連では、移住者の中でも新築一戸建て層は社会的葛藤の経験が少なく、空き家バン
クを通して購入した空き家を改装して住む空き家改装層は 4 人中 3 人が社会的葛藤を経験
している。このことから移住者においては住居形態が社会的葛藤の経験と関連していると
考えられる。最後に表 3-6 農業形態と社会的葛藤の関係性では、家庭菜園よりも大きな規
模で農業を行っている地元住民と移住者は農法と草刈りを巡る社会的葛藤をかかえている
ことが明らかになった。 
 以上の整理分析を通して一つの仮説と傾向が浮上する。それは居住年数が相対的に短く
2017 年以降の最近 A 地区に I ターンした B 氏 M 氏 O 氏 P 氏の新 I ターン者と、2011 年
～2016 年に I ターンした居住年数 10 年未満の H 氏 I 氏 Q 氏 R 氏 S 氏 T 氏では社会的葛
藤の経験の傾向が異なるという傾向である。この 2 グループの特徴と傾向をまとめたのが
表 3-7である。 
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表 3-7 新 I ターン者と旧 I ターン者の比較 
 旧 I ターン者 新 I ターン者 
移住定住促進施策 利用していない 全員利用(空き家バンク) 
居住年数 4 年～約 10 年 0 年～3年(最近、移住してきた) 
年齢 全員 60歳以上 40代 50代 60代 
住まい 土地＋新築物件購入 空き家購入改装 
家族形態 3 組とも日本人夫婦のみ 1 人暮らし、親子、外国人日本人夫婦

と多様 
農業 家庭菜園 自然農・無農薬有機農法実践。もしく

は田畑を有し自然農志向あり 
社会的葛藤 現在社会的葛藤をかかえた

人は 0/6人 
3/4が現在、社会的葛藤をかかえてい
る 

 
 旧 I ターン者は行政の移住定住促進係設置前に移住してきているため移住定住促進施策
は利用していないが、新 I ターン者は全員が移住定住促進施策である空き家バンクを利用し
ており、移住定住促進のための PR などに触れたのち移住している。年齢層と家族形態につ
いては旧 I ターン者層がいわゆるアクティブシニア層と呼ばれる 60 代で夫婦 2 人世帯なの
に対し、新 I ターン者に関しては 40 代～60 代と幅広く、家族形態も三世帯三様である。ま
た農業については旧 I ターン者が家庭菜園なのに対し、新 I ターン者は全員が農地を取得し
ており、B 氏 M 氏に関しては無農薬有機農法で農業を実践している。また社会的葛藤につ
いては、旧 I ターン者層は現在社会的葛藤をかかえた人は 0 人なのに対し、新 I ターン者は
4 人中 3 人が現在進行形で社会的葛藤をかかえている。このように旧 I ターン者と新 I ター
ン者では差異が多くみられるが、両者の違いとして移住定住促進施策利用の有無、住居形態、
農の志向性をあげることができ、これらの差異が社会的葛藤につながっていくと考えられ
る。よって SQ③「なぜ移住定住促進施策を利用した新 I ターン者層は社会的葛藤を現在進
行形でかかえている傾向があるのに、移住定住促進施策を利用していない旧 I ターン者層は
社会的葛藤を経験してない、もしくは見聞きしていない傾向にあるのか」という問いがたて
られる。 
 
3.3 小結 
 第 3 章では A 地区に住む 20 人の被調査者が地区内の人間関係をどうみているのか、移住
者と地元住民の社会的葛藤は存在するのか、見聞きしたことや経験したことはあるのかを
みてきた。3.2 では 3.1 の内容を整理分析したうえで、同じ移住者の中でも移住定住促進施
策の利用の有無で旧 Iターン者層と新 Iターン者層にカテゴライズして社会的葛藤の実態を
分析できそうなことが明らかになった。第 4 章では、SQ③「なぜ移住定住促進施策を利用
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した新 I ターン者層は社会的葛藤を現在進行形でかかえている傾向があるのに、移住定住促
進施策を利用していない旧 I ターン者層は社会的葛藤を経験してない、もしくは見聞きしか
していない傾向にあるのか」SQ④「なぜ自治体による移住促進施策が、農村社会における
社会的葛藤につながる逆機能を起こすのか」という問い・仮説に基づき、農の志向性の違い
と空き家バンクなど移住促進施策の利用有無に焦点をあてて池田町の移住定住促進施策が
社会的葛藤を引き起こしている可能性を検討していく。 
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第 4章 移住定住促進施策の逆機能により生じる社会的葛藤 
 
 第３章の被調査者へのインタビュー調査からさまざまな社会的葛藤が地域に存在するこ
とが明らかになった。本論文の主テーマはこれら社会的葛藤に自治体の移住促進施策が作
用する実態を明らかにすることである。そこで第４章では第３章の語りの中で社会的葛藤
として複数人が挙げた「農」と、池田町の移住定住促進施策の軸のひとつである「空き家バ
ンク」に焦点をあてる。ここでは SQ③「なぜ移住定住促進施策を利用した新 I ターン者層
は社会的葛藤を現在進行形でかかえている傾向があるのに、移住定住促進施策を利用して
いない旧 I ターン者層は社会的葛藤を経験してない、もしくは見聞きしかしていない傾向に
あるのか」SQ④「なぜ自治体による移住促進施策が、農村社会における社会的葛藤につな
がる逆機能を起こすのか」という問い・仮説に基づき、農の志向性の違いと空き家バンクの
利用有無に焦点をあてて池田町の移住定住促進施策が社会的葛藤を引き起こしている可能
性を検討していく。なお逆機能とは R. K. マートンが『社会構造と社会理論』の中で示した
概念であり、社会システムの諸部分の作用を、社会システム全体ないし他の部分に対する貢
献からみて、マイナスの結果をもたらす場合のことをいう [マートン, 1961] 。 
 
4.1 移住定住促進施策が社会的葛藤につながる 2つの事例 
4.1.1 オーガニック、自然農による移住促進施策と農を巡る社会的葛藤 
4.1.1.1 池田町の移住促進施策としてのオーガニック、自然農促進 
 池田町は長野県安曇野エリアの一角を成している。安曇野市・池田町・松川村の 3自治体
で構成される安曇野エリアは約 30年前からライフスタイル移住者が農的生活や持続可能な
生活を実践するために移り住む地域として人気を得てきた歴史がある 18。約 30 年前に安曇
野市にオープンした飲食宿泊施設シャロムヒュッテ、約 10 年前に池田町にオープンした宿
泊施設シャンティクティ、自然治癒力を高めることを目的とした安曇野市の宿泊施設ホリ
スティックリトリート穂高養生園、2015 年にリニューアルオープンした池田町の八寿恵荘
などが全国的に安曇野エリア＝オーガニック、自然農が根付いた地域であるというイメー

 
18 ライフスタイル移住 Lifestyle Migration) 2009 年頃から、欧米の社会学、文化人類学、人文地理学における移住研 
究の中で普及してきた用語 。 、 Benson によればライフスタイル移住 とは 「経済的理由や仕事や政治的理由など
伝統的に主流であった移住理由以外の、より広範な意味での生活の質を求めての移住」と定義される [Benson, 
2009]。 
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ジを広めた 19202122。これら施設での体験や施設が主催する自然農塾への参加をキッカケに
安曇野エリアに移住する人の数は多く、被調査者の中では B 氏は上記施設が主催する自然
農塾に参加したことがキッカケで池田町に移住した。これらの動向は行政もキャッチして
おり、2018 年に筆者が池田町の移住定住促進係担当者に取材した際には、自然農やオーガ
ニックな生活に憧れる人々の存在は移住施策で大きく打ち出してもいいくらいの影響力が
あると語っている。 
 池田町は移住定住促進・新規就農者増を目的にオーガニックや自然農の推進を 2010 年代
後半から行っている。2016 年、移住定住促進係設置前に掲載された池田町公式Webサイト
上の移住者インタビューでは、池田町の魅力を PRする事例として自然農法で米や野菜を栽
培するU ターン者のインタビューが掲載されている [池田町, 2016]。移住定住促進係が設
置された 2017 年に発行された池田町初の移住ガイドブックには、農的な生活に興味を持ち
パーマカルチャーや自然農体験を行う施設をきっかけに池田町に移住した家族のインタビ
ューが掲載されている。2018年 2019年に発行した新バージョンの移住ガイドブックでは、
池田町の 8 つの多様な魅力の中で「オーガニック 持続可能なライフスタイル」を打ち出し
ている [池田町, 2018]。また 2018 年度から実施する移住体験ツアーでは、年に 1，2 度の
1 泊 2 日のツアーにてオーガニックをコンセプトに掲げる宿での宿泊や自然農体験ができ
る施設の見学などを盛り込んでいる 
 

 
19 シャロムヒュッテ：持続可能な暮らしを宿のスタッフとゲストがコミュニケーションしながら共に学ぶ
施設。http://www.ultraman.gr.jp/shalom/ 
20 シャンティクティ：約 10 年前に池田町にオープンしたパーマカルチャー・持続可能な生活を体験でき
る宿。http://www.ultraman.gr.jp/shantikuthi/ 
21 穂高養生宿：食事・ヨーガや散歩などの適度な運動・心身の深いリラックスの 3 アプローチにより、自
然治癒力を高めることを目的とした宿泊施設。http://www.yojoen.com/ 
22 カミツレの宿 八寿恵荘：2015 年にリニューアルオープンした池田町広津の八寿恵荘は、日本初アジア
発の BIO HOTEL 認証を受けた健康や自然環境に配慮した安全・安心で健やかな安らぎのある宿。
http://yasuesou.com/ 
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図 4-1 2018年に発行した移住ガイドブックの 2P3P 
 
 池田町を取材した媒体でもオーガニック、自然農ブランディングは広く行われている。
「これからの地域とのつながりかた」をコンセプトに移住者へのインタビュー記事や取組
を掲載する全国紙 TURNS に、池田町など数市町村が合同で広告記事を掲載したページで
は池田町のおすすめスポット 2 か所が紹介されているが、1か所は自然農とパーマカルチャ
ーを営む宿泊施設、2か所目はオーガニックの徹底により日本初の BIO HOTEL®認証を取
得した宿 八寿恵荘と 2 か所共に自然農・オーガニック押しとなっている [安藤, 2018]。 
これらの取り組みの成果は表れており、2019 年 1 月の広報では移住定住促進係担当者が

移住相談には時折「農的でオーガニックな暮らしを送りたい」という方が来ると書いてある 
[池田町, 2019]。 
オーガニックと自然農を押し出した移住定住促進施策・新規就農者増への取組は 2020 年

から加速している。2020 年 6 月の町内のイベントにて現町長は長野県知事とのトークセッ
ションの中で、池田町でオーガニックを推進すると発言している。2020 年 10 月にはオーガ
ニックなどの情報提供、農業相談、栽培者の交流等に活用するため、公式Webサイトにて
無農薬・無肥料で育てる自然農法、有機農法等のオーガニック栽培等を実践している農家
（個人・団体）の情報を登録してもらう取り組みを始めた 23。2020 年 12月には長野県が主
催し池田町が後援した「長野県有機農業推進プラットフォーム勉強会」を開催している 24。 
 議会答弁においてもオーガニック、自然農について町長が積極的に自治体としての方向

 
23 池田町, オーガニック栽培等を行う農家登録のお願い, https://www.ikedamachi.net/0000002103.html. 
24 NPO 法人有機農業参入促進協議会, 池田町にて「長野県有機農業推進プラットフォーム勉強会」, 
https://yuki-hajimeru.net/?p=14437. 
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性を示している。2019 年 3 月の議会答弁において、農業衰退についての対応策と未来像に
ついて聞かれた際、次のように答弁している。 
 
   オーガニックという世界、非常に今、脚光を浴びてまいりました。やっぱりこれから

目指す農業、日本の農業ということを考えますと、やはり安心安全は避けて通れないと。
そういう中では、オーガニックの農業を推進するということが、行く行くはやっぱり農
業の活性化につながっていくだろうし、また若い皆さんにとっては、オーガニック農業、
非常に興味と関心とあるところでありますので、私たちはこれからオーガニックの研
究と、また農業者の皆さんと力を合わせて、安心安全の農作物づくりというところで取
り組んでいけたらなと思っております。必ずやそういうところから担い手、あるいは新
規就農者の道が開けてくると確信をしているところであります 25。 

 
 2019 年 12 月の議会答弁では、町長が目指すオーガニック推進の内容の明確化を求めら
れた際、次のように答弁している 26。これら 2 つの答弁からは自治体の長がオーガニック
農業を推進することで新規就農者の確保や自治体の持続可能性を高めようとしていること
がわかる 
 
   世界の環境問題がクローズアップされている昨今、食の分野でも安心・安全、健康志

向の高まりから、オーガニック農産物に対するニーズは増加しております。国内でも認
識が広がり、若い農業者を中心に経営に取り入れようとする動きがふえております。一
般的な農作物では収益の確保が難しいが、オーガニック栽培の作物は、高価格でも販売
の拡大が期待できため、当町の農業が今後生き残る道を探る手段として、また、新規就
農者にとっても魅力があると考えます。 
中小企業・小規模事業者振興円卓会議小委員会農業部門で、オーガニックな町づくり

を議題に可能性を探っております。今後、さらにオーガニックに詳しい方を招くなどし
て検討を重ね、耕作場所や作物の選定、販売ルートの開拓などを考えていきたいと考え
ております。 

 
 以上の内容から、池田町が移住定住促進・新規就農者増を目指し政策的にオーガニック、
自然農を推進、自治体のブランディングと PR を行い移住者や移住して新規就農する人を増
やそうとしていることがわかる。 
 

 
25 平成 31 年 3 月定例会池田町議会会議録. 
26 令和 1 年 12 月定例会池田町議会会議録 
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4.1.1.2オーガニック、自然農を推進する池田町・地区の課題 
 4.1.1.1 で池田町が移住定住促進施策において政策的にオーガニック、自然農を推進して
いることを確認したが、なぜ池田町は自治体としてオーガニック、自然農を推進しているの
だろうか。はじめに池田町、A 地区に限らず全国的に農業は厳しい状況にある。農業生産者
の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加や獣害の深刻化、貿易自由化の進展による海外産
品との競合など、複数の課題が同時に農業従事者に押し寄せている。この波は池田町にも A
地区にも押し寄せており、オーガニック、自然農の推進以外にもさまざまな対策を行ってい
る。例えば A 地区は農地保全を目的とした農事組合法人(元営農組合)、里山の荒廃を防ぎ
保全することを目的とする中間産地農業組合などを立ち上げ、補助金を活用しながら課題
解決を目指している。 
 聞き取り調査を実施した 2020 年は猿害が特に深刻であった。K 氏によれば 2020 年は集
団で複数回里に下り干し柿やたまねぎ、さつまいも・大豆を食べたり、屋根に上ったりとい
う被害が出た。地域住民で爆竹などを用いて音を鳴らす、大勢で石を投げるなど対処したと
ころ退散したと語るが、現在の状況では A 地区の山際では作物の栽培は難しくなってきて
おり、栽培しても被害にあうため嫌になり作れなくなっている人が複数人いるという。D氏
によればA地区では猿害に対しては地区独自に LINEで猿追い隊というグループをつくり、
猿が出ると一斉にメッセージが共有され共同で対処する仕組みを構築している。現在は地
元住民、移住者あわせ 21 人が LINE グループに参加している。 
 猿被害増加の要因は複数考えられるが、主たる要因は就農者の減少と高齢化に伴う耕作
放棄地の増加である。耕作放棄地は動物が安心感を得る隠れ場所となる。田畑の周辺の放棄
地や管理不足の林縁や藪などは、動物が人に姿をさらすことなく農地に近づける環境を提
供していることになる [農林水産省, 2018]。山沿いの耕作放棄地や作物を育てない土地が
増えたことで猿が身を隠し山から里に下り、山沿いにある A 地区は被害が顕著になってい
る。一見すると別の問題に見える高齢化による耕作放棄地や担い手の担い田畑の増加と、い
ま最も地区にとって課題である猿害は同一直線上にある問題なのである。 
 農地の遊休化・荒廃化を打開するためには、政府が従来行ってきた農業担い手増のための
政策、すなわち既存農家の規模拡大にのみ依拠する政策ではすでに限界がある。農家内にお
ける世帯交代が十分機能しなくなってきた現在では、農外からの新規参入を含む新たな就
農者の創出が不可欠であるといわれている [閻, 2004] [橋詰, 2005]。しかし農業を実践した
い「移住者」が来れば全てが解決するわけではない。閻が指摘するように農地は村落の秩序
に深く関わるものであり、それゆえ農地確保の問題は単なる土地問題ではない。農地確保の
問題とは、村落の社会関係に基盤を持たない移住者を、いかにして村落社会に迎え入れるか
という問題を含んでおり、移住者側からは、当該村落社会にどのように参入し、定着できる
かという問題でもあるのである [閻, 2004]。稲作が盛んな地域に農業を実施するために移
住する人と受け入れる地元住民の間で「農」が社会規範や価値意識の相違による社会的葛藤
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が起きた事例は農村社会学分野で研究されてきている。第３章で非調査者のうち数名が農
について社会的葛藤が起きていると語った背景にはこのような課題が存在するのである。 
 
4.1.1.3 草刈りと除草を巡る葛藤と社会的葛藤 
 4.1.1.3 では被調査者の語りをもとに地元住民と移住者の間で起こる具体的な農を巡る社
会的葛藤をみていく。ここで取り上げるのは草刈りである。本業の傍ら古くから A 地区に
住み代々受け継ぐ田畑で農業を行う J 氏は、夏場の休日は基本的に氏子総代や自治会の集ま
り、そして草刈りなどでつぶれるという。J氏は草刈りが地域における身の回りの大事なキ
ーワードと考えている。 
 

個人的に、身の回りの草刈りとか大事なキーワード。いかに周りを草刈りするか、あ
とは墓守をどうしていくか、家の前にお墓がある、全く手を入れない家もある、そうい
うところもこっそり草を刈らざるを得ない。そういうことを死ぬまでやっていくしか
ないのかなと。…まぁ与えられる役割があれば果たしていく。 

 
うちは田んぼが若干、畑も若干、あと家の周りに休耕地がある。そういったところの

草刈りをしないと藪になってしまう。夏場の休みはほぼ土日は草刈り。しないと維持で
きないし、しないと評判悪いし、お前のところは何だと、陰でいわれるかもしれないな
と。競うようにやるけど、田んぼとかそんなにやらなくてもいいと思う。田舎で暮らす
うえで草刈りはキーワード。十数年前に母が病気で倒れて、そのあと１２，３年前。で
も草刈りがどんな意味を持っているかは母がやっているときからわかっていた、やが
てはやらないといけないなと。やる前もやっている現在も意識は全く変わりない。 

 
 J氏の語りからは代々受け継いできた土地の草刈りは地域における人間関係ともつながる
大切な役割だとわかる。草刈りをしなければ評判が悪くなり、陰でいろいろ言われ社会的葛
藤につながる。この意識は子どものころから親が草刈りする姿をみて身についたものだと
いう。一方で速さや綺麗さを競うように地区内の人々が草刈りしている現状、土日が草刈り
などでつぶれる現状には疑問もいだいている。先祖から与えられた役割として草刈りをや
らなければならないという気持ちと、負担を軽減したいジレンマをかかえながら、どうする
こともできず草刈りなど“そういうこと”を死ぬまでやっていくしかないと J 氏は考えてい
る。 

J 氏の語りを取り上げた理由は、J 氏が古くから A 地区に暮らす地元住民の代表的事例だ
からである。C 氏によれば A 地区では 3 つの古くから住む家の名字を持つ家が半数弱を占
める。J 氏の名字はこの中の 1つであり且つ生まれが A 地区であることから、古くから農業
を営む A 地区の住民の代表的事例として扱うことができる。J 氏の語りからは古くから A
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地区に住む農地をもつ人々が「草刈り」を地区におけるキーワードと考えていることわかる。 
古くから A 地区で暮らす人だけでなく 10 年以内に移り住んできた人も「草刈りは大事」

だと思っていることが I 氏の語りからはわかる。A地区では土地の法面の草を上の段の人が
刈る決まりがある。I 氏は望ましい近所付き合いの程度についての質問に対し「草刈りで迷
惑をかけないようにする」と答えている。このことから里山の傾斜地に地域がある A 地区
では法面の草刈りが迷惑になりうることがわかり、近年移り住んできた移住者の中にも草
刈りが良好な人間関係につながる社会的葛藤を防ぐために重要なことだと考えている人が
いることがわかる。 

D 氏によれば草刈りは農家にとって最も大変な仕事であり、中山間地域で土手が多い A
地区は特に大変だという。A 地区では農業組織会員と自治会の農業部の担当者で「草刈り
隊」を結成し年に 4 回大規模な草刈りを行う。これとは別に自治会でも年に数回草刈りを
行っている。しかし草刈り隊の人数も高齢化により減ってきており、多かったときには 18
人ほどいたが今では 11 人しかいない。 
農家の場合は一般家庭の草刈りと比べてより多くの面積の草刈りをする必要がある。そ

こでは少ない人数で効率よく草を無くすために化学農薬を用いた除草が必要になる。ここ
で草刈りを巡る社会的葛藤が地元住民とオーガニック、自然農を推進する池田町の移住定
住促進施策を活用し移り住んだ移住者との間に起こるのである。 
 B 氏は 2019 年度に別の地区で町議会議員と住民が懇談する会があった際、質問時に自身
の畑について話題にされるという顕在的葛藤が発生した。質問内容は「昨年、議会で除草剤
についてあなたは取り上げましたが、お宅の庭はどうなんですか」というものであった。B
氏はこのとき、別の地区までうちの庭が草ぼうぼうだと知れ渡っているんだと驚いたとい
う。そしてその程度のことで草について言ってくる人がいるのであれば、地区内の他の人も
言っているんだろうなと思ったと語る。B 氏は筆者からの「移住者と地元住民で生活の違
い・カルチャーショックを感じることはあるか」という質問に対し、草刈りを巡る社会的葛
藤について詳しく答えている。 
 

除草剤をまくのは田舎だけではないけど、嫌だなと思う。周りが草刈りしているので
自分も草刈りのことは気になる。うちはやっぱり草ぼうぼうだなと。気持ちだけは迷惑
にならないように気に使っている。みんなきれいにしているから。ただ、わたしにはあ
れはできない。雑草が生えているほうが好きだし、草が無いのは変だから。これはお互
いに理解できない。迷惑がられているのかなと思う。みんなとてもレベルが高い。植え
たもの以外 1本も生えていない。やっぱりそれはプレッシャー。 

 
B 氏は英国で環境法について研究し博士号を取得したいわば環境についての専門家であ

る。それは除草剤を用いた草刈り・草の除去に対する不快感につながっている。B 氏は自身
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の研究と生まれ育った環境をもとに「雑草が生えているほうが好きで草が無いのは変」とい
う価値意識をもっている。しかし地元住民は除草剤も用いて草を刈ることも良しとしてい
る。ここで B 氏には「草刈りはしなくてもいいのでは」「しかし草刈りしなければ迷惑にな
るかも」という潜在的葛藤が生まれる。J 氏の語りであったように地元住民は競うようには
やくきれいに草を刈る。このことは B 氏のような移住者であり有機無農薬農法を実践する
人たちにとってはプレッシャーとなっているのである。 

A 地区においては長年、法律で認められた化学農薬や化学肥料を基準の範囲内でつかう
ことで大規模な農地の管理を円滑にする慣行農法が主流の農法であった。しかし行政によ
るオーガニック、自然農を推進する移住定住促進施策によって無農薬有機農法の実践を志
して移り住む人々は法律で決められたものであれ農薬はできる限り使いたくないという意
思をもっていることが多い。さらに無農薬有機農法においては草を刈らずに作物を育てる
農法も方法論として存在する。よって無農薬有機農法を実践する移住者と化学農薬を用い
る慣行農業を実践する地元住民との間で顕在的葛藤・潜在的葛藤が発生しているのである。 
 
4.1.1.4 慣行農法と無農薬有機農法を巡る葛藤と社会的葛藤 
 4.1.1.3 では草刈りとめぐる葛藤と社会的葛藤についてみてきた。4.1.1.4 では地元住民が
これまでおこなってきた慣行農法と、オーガニック、自然農を推進する流れの中で実践者が
増えつつある無農薬有機農法を営む移住者との間で起こる農法を巡る社会的葛藤をみてい
く。 
 D 氏や K氏のように A地区で生まれ育ち農業を生業とする人は数多くいる。4.1.1.3で農
薬を使わずに田畑を手入れしている実態を確認したが、いわゆる慣行農法を行うのは草刈
りの場面に限らない。戦後の日本農業は生産力向上と省力化のために農薬や化学肥料の使
用を奨励してきた。雑草の駆除は、農業において必須課題である。雑草がはびこれば、農産
物の生育に悪影響を及ぼし、また収穫量も落ち込む。高度経済成長期に農村部から都市部へ
の人口が流出し農家人口は減少したため、その後は大規模な農地を少人数で守る必要が出
てきた。これらは地域の課題を解決するためであると同時に国策として進められてきたこ
とであり、慣行農法の実践は限られた労働力で土地を守り暮らしていくための知恵である
ともいえる。 
 A 地区では約 10 年前に東日本大震災をキッカケに脱都市志向、脱資本主義的志向で自然
農を実践するために移住してきた若い移住者が 2 組いた。行政が移住定住促進係を設置す
る 7 年以上前だったが、若い移住者が来たということで D 氏を筆頭に地元住民が調整を行
い定住して農業を行える状態をつくったという。しかし結果は思い描いたようにいかなか
ったと D 氏は語る。 
 
   過去に空き家を借りて住みたいと。自分も 2 人来た人がいて紹介して農業やりたい
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って来たからいろいろ支援した。1 人は原発の被害で福島から疎開みたいにきた。農地
も人も紹介したけど結果的に考え方が甘かった、1年足らずで出ていった。もう 1 人は
独身で内縁の妻がいて紹介して農地も紹介して空き家も紹介したけど 3 年でいなくな
った。そのときは不信感が募ったよな。 

 
   来た人は無農薬で有機で 2人、挫折をした。自分も相談に乗ってあげられなかった。

自分が仲介して地域の人にも紹介した、農機具貸してあげてよと、貸したはいいよと貸
し賃もとれなかった、あいさつもなかった。一時期、集落の中でもみんなに迷惑かけた
かなと。そのうち 1 人は福島の人は、もう 1 人は有機農業の関係で隣の集落で有機を
やっている人の関係で来て、その人から紹介を受けて A 地区に空いている農地はない
かなと。組合でやり手が無い農地があった。それで紹介した。機械はないから役員で貸
したりした。なんとか地に根を下ろして少子高齢化の役にも立つ、30 代半ばの夫婦だ
った。空き家も探してあげた。役場のもないから紹介してあげた。2人ともあいさつと
かお礼もない、ダメだなと。機械貸した人もお礼もしないと。 
そういう人たち、理想は高いけど自分たちは慣行農業。そういう人は理想だけでやって

いるから難しい、気を付けないといけない。 
 
 当時は行政が移住定住促進施策でオーガニック、自然農を推進していたわけではなかっ
たが、安曇野エリアのオーガニック、自然農が充実しているというイメージに基づき自然農
を実践するために移住してきた人がいた。しかし結果的には数年以内に２家族とも A 地区
を離れることになった。D 氏は当時を振り返り、オーガニック、自然農に憧れ農を実践する
ために来た人たちは、慣行農法を粛々と行ってきた自分たちと比較して理想は高いが理想
だけでやっているから定着や農業の成功が難しいと語る。また当時は定着してもらうため
に空き家をさがしたり農機具を貸したりもしたが、コミュニケーションが円滑にとれず農
機具の貸し借りやあいさつを巡る顕在的葛藤・潜在的葛藤が発生した。I 氏も上記２人の事
例を念頭に置きながら次のように語っている。 
 
   ちょっとやっちゃいけないのは、田んぼとか借りていたのに出ていったのはいけな

いなーと。ただそれはみんな思っていても言わない。 
 
 無農薬有機農法を実践したが結果的に A 地区に定住しなかった過去の移住者は、田畑を
借りたがしっかりと収集を付けずに出ていくことになった。このことは D 氏も不信感を募
らせたと語るように A 地区内で潜在的葛藤と不信感を渦巻かせることになった。この過去
の経験があることもあり、A 地区の地元住民や移住者の中には無農薬有機農法を実践する
人たちに今でも不信感をいだき潜在的葛藤をいだく人がいる。D 氏は当時を振り返り相談
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に乗ってあげられなかったと語るがその理由を次のように分析する。 
 
   結局、いままで有機農業がやりたくて来た人はいたけど、うちらは慣行農業だからそ

のノウハウは持っていない。稲の作り方とか水がどうのこうのとかは教えてあげられ
るんだけど。有機農法は 5 年間のあれ(法律によって取り決めがあり 5 年間は農薬を使
ってはいけない)があるから、本当は場所を決めてやるのが理想。町も言っているけど
なかなか。有機の人は個人でやっているからなかなか。」(カッコ内は筆者が補足) 

 
 慣行農法の場合は広い面積を複数人でチームを組んで管理する形態をとる。これは D 氏
も語る共同の意識を基にしたものであり、協力して一定期間の間に草刈りや農薬散布を行
う。しかし無農薬有機農法の場合は慣行農法を実践する人たちとは異なる農業形態をとる
ため共同はできない。これが社会的葛藤につながる要因の一つとなるコミュニケーション
不足を生み出すと考えられる。 
 移住定住促進係設置後に無農薬有機農法を実践するために A 地区に移住した M氏は、池
田町の地域おこし協力隊として働いているときに農業従事者の高齢化や成り手不足を肌で
感じていた。その結果、地域社会が農薬を使わなければ農業が成り立たなくなっている背景
を確認したと語る。 
 M 氏は農地を借りる際に「ちょっとずるいやり方」をしたという。M 氏は最初から無農
薬有機農法でやるつもりだったが仲介者に「慣行農業もやってほしい」と言われたため、両
方を実践すると伝えた。しかし実際には M 氏は、慣行農業は行っておらず全ての農地を無
農薬有機農法で行っている。M氏は次のように語る 
 

俺が農薬をつかっていないのはみんなわかっているけど、皆さん高齢なのでそんな
に批判したところでここを誰もやらなかったらどうするのというのは分かっている。 

 
M 氏は地域の実状と照らし合わせて自身が無農薬有機農法を実践しても地域から反発の

声は上がらないと読んで行動している。M 氏は草が多く農法も異なることから農薬を使っ
ていないことを周囲は理解しているとしたうえで、自分の信念のために農薬を使わずに有
機で農業を行っているのである。ここに M 氏自身がかかえる周囲からの期待と自身の信念
の間での潜在的葛藤と、周囲の人が M 氏に対してかかえる社会的葛藤が存在することがわ
かる。 
 
4.1.1.5 移住促進施策の逆機能-農を巡る葛藤と社会的葛藤を引き起こす- 
内山は、新規参入者の農地取得が困難なのは、既存村落の社会関係に信用基盤が確立され

ていないからだと武関する。そこで地域との媒介役を果たす「仲立ち人」がいるかどうかが、
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新規参入者の経営資源の獲得や農地確保に直接関係してくると述べている [内山, 1999]。A
地区で無農薬有機農法を実践するB氏とM氏はいずれも地域との媒介役を果たす仲立ち人
として移住定住を促進する自治体のサポートと、A 地区の農業関係組織を取りまとめる D
氏という二者の仲介を受けている。そのため農地取得は実現しているが、取得後に草刈りや
農法を巡る社会的葛藤が発生している。 
池田町の移住定住促進施策におけるオーガニック、自然農の推進の背景には、D 氏が語

るように高齢化による担い手不足に伴い地元住民だけでは農地を管理しきれなくなった現
実がある。この課題を解決するために新規就農する移住者を増やすことを目指し移住定住
促進施策によるオーガニック、自然農ブランディングと PR は行われている。しかし実態と
しては、農地の管理活用が促進される一方で逆機能として農を巡る社会的葛藤が発生して
いる。ではなぜ移住定住促進施策による逆機能が生じるのだろうか。 
 一つ目の要因として考えられるのは移住定住促進施策によって集まる移住者が志向する
農の価値意識と、受け入れ側の地元住民の農の価値意識の違いである。単純に農の志向性を
カテゴライズすることは気を付けなければならないが、池田町 A 地区の場合は移住定住促
進施策の中で行われるオーガニック、自然農を推進する自治体イメージにより有機無農薬
農法を志向する移住者が集まっている。それは移住定住促進施策が実施されたのちに移住
してきた新 I ターン者層に特に顕著にみられる。比較して A 地区で生まれ育った農業従事
者は慣行農法を志向している。無農薬有機農法と慣行農法という行動形態の差異の背後に
あるのは、価値意識の差異であり政治的・経済的志向性の差異である。 
二つ目の要因として考えられるのは年齢層である。C 氏はインタビュー調査の中で A 地

区へのこれまでの移住者は年齢層が高かったことで現役世代との接点が少なく社会的葛藤
が起きにくかったのではないかと語っている。裏を返せば現役世代の場合は他の地域住民
との接点が多いことを意味する。新 I ターン者層である B 氏 M 氏は被調査者の中の I ター
ン者の中で最も若い 2 人であり、B 氏は 52 歳、M 氏は 49 歳である。つまり彼らは現役で
働く世代である。旧 I ターン者層は退職もしくは早期退職して A 地区に移住した人が多く
年齢層も高いため、職としての農を実践した人は 1 人もいなかった。対して新 I ターン者層
の B 氏 M氏は現役世代であり、現在、日本にはおらず農業を実践してはいないがオーガニ
ック、自然農を推進したいO 氏 P氏も現役世代である。このことから現役農家の地域住民
らとの接点が多く、接点の多さは互いの農法への志向性の差異や価値意識、ライフスタイル
の差異を感じることを増やしており、結果として社会的葛藤につながっていると考えるこ
とができる。 
三つ目の要因として考えられるのは、農を営む理由のギャップである。 B 氏 M 氏の脳

を巡る語りで共通しているのは「自分」のために農地を借り、無農薬有機農法を行っている
点である。対して D氏は農業を行う上での目的について次のように語っている。 
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   本当は一番考えないといけないのは消費者が何を考えているかが大切だけど、いま
は農地を荒らさないことが第一になっている。 

 
 D氏は行政や農業委員会と協力してM氏に農地を貸したことについては次のように語っ
ている。 
 
   うちらは集落の土地を荒らすことなく、土地利用型をやっているから一気に有機に

はなれない。(A 地区全体の農地)60 丁歩を守らないといけないし。自分ではこういう
仕事(農業と農業支援)に関わってよかったと思う。農業によって地域の結びつきが生ま
れるし、景観とかやっていく(守っていく)には農業も必要。 

 
 D 氏の語りには農業を行う目的や理由に「自分」は登場しない。D氏の語りでは「農地を
荒らさない」「60 丁歩を守らないといけない」「農業によって地域の結びつきが生まれる」
「景観を守るために農業も必要」と、農地の保全や土地の保全のために農業をしていること
が読み取れる。つまり D氏は「自分」のために農業はしておらず、「地域」のために行って
いる側面が強い。D 氏のこの語りでは地域の先輩や先祖から受け継がれてきた共同の意識
が今でも地域に受け継がれており、その共同の意識は農業の取組からきていると考えてい
ることがわかる。この考え方は U ターンして複業で農業を行う J 氏の語りからも読み取れ
る。 

D 氏の「土地」「地域」「共同」を「自分」よりも優先する考え方は日本の農村社会におい
て古くからみられてきた考え方である。鳥越によれば日本の農村社会においては、現民法下
で、個人名義で登記した私有の田畑や山林であっても持ち主個人で処分の決定ができない
慣例になっていたケースが多くあった。すなわちその土地の持ち主は十分な管理・処分権を
もっておらず管理・処分権の一部を村落が保持しており、その事実を地域住民も認めていた
のである。それはこのような相互規制が水利など共同管理のために不可欠で、共同労働がし
ばしば必要な農業生産においては都合がよかったからである。このように慣例上は村落が
もっている管理・処分権を農村社会学では総有権と呼んできた [鳥越, 2011]。川本の表現を
借用すれば、「ウチの家の土地」(私有)の底に「オレたちの村の土地」(総有)という観念が住
民のなかに存在するのである [川本, 1972]。D 氏の語りからは A 地区の田畑を含む土地は
全て総有で「オレたちの村(地区)の土地」であるという意識が感じられる。総有された土地
は地区で代々受け継がれてきたものであり、守ってきたものを次の世代へとつなぐ役割が
ある、そして守るためには農業によって培われた共同が大切であると D 氏は考えている。
その意識が「農地を荒らさないこと」「60 丁歩を守らないといけない」「農業によって地域
の結びつきが生まれる」「景観を守るために農業も必要」といった言葉に表れている。 
同様の意識は J 氏の語りからも読み取れる。J氏は草刈りや墓守を周囲のまなざしがある
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からやらないといけないと消極的に捉え粛々と行っている。しかし同じときに発した「与え
られる役割があれば果たしていく」という言葉からは、先祖代々受け継いできた土地やこの
地域を守り次の代へと引き継ぐという「役割」を果たす意思が読み取れる。草刈りは先祖
代々受け継いできた土地を美しく保ち次の世代へと引き継ぐために必要な取り組みの 1 つ
の象徴として古くから住む人々には考えられていることがわかる。 
 対してB氏やM氏のように移住定住促進施策を利用して無農薬有機農法の実践を志し近
年 A 地区に移り住んできた人々の語りからは、D 氏や J 氏のような総有の意識は感じられ
ない。B 氏や M 氏の語りの中心は「自分」であり、A 地区で暮らすことも、無農薬有機農
法で農業することも、自治会の草刈りに参加することも自分の生活の質を向上させるため
の方法である。他地域から能動的に A 地区を選んで移り住んできた人にとっては地域にお
ける「先祖」や「祖先」「先輩」は存在しない。存在するのはいまその場所で暮らす地域住
民だけであり、コミュニケーションをとる相手もいまその場所で暮らす地域住民である。「I
ターン者(移住者)」は個人主義的であるのに対して、「地元住民」は共同体主義であると言
われている [川田, 2018]。また村落において個人の意思は「遠き過去からの計り知れぬ多く
の村人につながっている」個人意思である [鳥越, 1985]。しかし「移住者」には遠き過去の
村人とのつながりは感じられないためそこに違いを感じやすい。一方、古くからその地域で
暮らす人々にとっては対話の相手はいまその場所で暮らす地域住民だけでなく、時代軸で
みたときの先祖や先輩、そして将来世代も含むこの地域で暮らす人すべてなのである。この
農業を行う目的意識の差異が社会的葛藤につながっており、差異を生み出すのは新 I ターン
者層である B 氏や M 氏が A 地区に移住し無農薬有機農法を営む機会を提供した移住定住
促進施策であるといえる。 
 以上三つの要因から、オーガニック、自然農を推進する移住定住促進施策によって A 地
区に移住し農業に従事する B 氏 M氏のような新 I ターン者層が移住したことは、地元住民
との農を巡る社会的葛藤につながっているといえる。そしてこれは移住者増・新規就農者増
を目的とした移住定住促進施策の逆機能によるものであることがわかる。 
 
4.1.2 空き家バンクは社会的葛藤につながるのか 
4.1.2.1 池田町における移住定住促進施策としての空き家バンク 
 第 3 章の最後に、A 地区において移住定住促進施策を利用した新 I ターン者のほうが、旧
I ターン者と比較して地元住民との社会的葛藤が起きやすい状況について触れた。4.1.2 で
は移住定住促進施策が逆機能として機能する具体例として池田町の空き家バンク制度をみ
ていく。泉水によると空き家バンクとは、自治体が住民から空き家の登録を募り、空き家の
活用を希望する人に物件情報を提供する制度とされる [泉水, 2019]。ただ空家等対策特別
措置法第 13 条は、市区町村は空家等及び空家等の跡地に関する情報の提供その他これらの
活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする旨を規定しており、空き家バンク
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は同条に定める情報の提供の一つとして位置付けることも可能との指摘もなされている 
[齋藤, 2018]。株式会社価値総合研究所「平成 29 年度空き家バンクに関する調査調査研究
報告書」によると、アンケートに回答した市区町村のうち、空き家バンクを現在実施してい
ると回答した市区町村は 62.2％、現在実施していないが、今後は実施する計画があると回
答した市区町村は 19.9％、実施中・実施予定を合わせた市区町村は 82.1％となっており、
空き家バンクは、地域の空き家対策としての位置付けを高めつつあるといえる [株式会社価
値総合研究所, 2018]。同時に、空き家バンクは移住促進施策の一角としても広く活用され
ており、新築ではなく古民家や中古物件を好む移住者層や、金銭的に新築の購入が難しい移
住者層に広く活用されている。平によれば、空き家バンクは、程度の差はあるが各自治体の
移住者の増加に貢献している。あるいは、人口の減少幅を最小限に留めていることが明らか
になっている [平, 2017]。 
 池田町の空き家バンクの概要は第 2 章で説明したが、同町では空き家バンクは移住定住
促進施策係ができた 2017 年 10 月から整備されており、2020 年 11 月までに売買契約成立
38 件、賃貸契約成立 5 件の実績がある 27。2019年 3月の池田町議会における甕町長の答弁
によれば、空き家バンク等がスタートした 2017 年 10 月～2018 年 9 月の 1 年間で、40 人
の移住者が来ており、町長曰く成果は徐々に出ているという [池田町, 2019]。2018 年 11月
10 日市民タイムス紙の記事によると、池田町の空き家バンクは空き家を有効活用するため
の補助制度の創設や、さまざまな側面からの支援制度により着実に成果が上がっていると
報じられた。これらの成果について 2018 年 12 月の議会質問において倉科議員は、空き家
バンクの運用推進には、不動産業者で組織する町空き家等利活用連絡会や町移住定住促進
協議会が、町の担当係と連携をとることにより、よりスムーズに、より広いネットワークが
生かされ、充実した情報提供が行われたことによると分析している [池田町, 2018]。 
その他の特徴として、2018 年 12月の池田町議会における産業振興課長の答弁によれば、

池田町は、空き家バンクに登録した家に隣接する農地の取得に対して、下限面積を１アール、
100 平米まで下げている。これにより 2017 年 10 月～2018 年 12 月までに、２件が住宅と
付随する農地を取得して移住した。この事実は町として非常に一つの強いアピールポイン
トであるという [池田町, 2018]。つまり、池田町の空き家バンクは他の長野県自治体と比較
して、家庭菜園規模ではなくある程度力を入れて農業に取り組みたい人が中古物件を購入
しやすい制度設計になっている。 
 池田町全体における空き家増の課題は、A地区においても同様の状況にある。A 氏 F 
氏はインタビューの中で A 地区の課題について次のように語っている。 
 
   A 地区は空き家が多い。配りものをすると、住んでいるか分からないから周辺の人に

 
27 池田町における政策上の空き家の定義は「居住を目的に建築され、現に居住していない又は近く居住しなくなる予
定である町内に存在する住宅（共同住宅及び長屋を除く。」である [池田町, 2017]。 
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聞くことがあって、そうすると「あそこは住んでいないよー」「都会からたまに来てい
るみたい」みたいな話をする。(A) 

 
   老老世帯が増えている。空き家も増えている。(F) 
 
 D 氏は A 地区の空き家がかかえる課題と、それを解決するために行政が空き家の紹介を
することについて次のように語る。 
 

空き家がなくなるのは良いこと。住民がどうしようこうしようもできない。行政がか
かわってコーディネーターしてくれるのはいいこと。うちらの近くも空き家はあるけ
ど動物の住処になって迷惑が…それを役場がやってくるのはいいこと。…継続的にや
ってほしい。結局、空き家でおいておいても痛みは激しいと思います。(D) 

 
 以上の A氏 D氏 F氏の語りから、A 地区でも空き家はあり空き家が課題となっているこ
とがわかる。また増えていく空き家に対して成すすべもない現状、役場が空き家バンクを通
して紹介することに対して D 氏のような好意的な声も聞かれた。 
 
4.1.2.2 新 I ターン者と旧 I ターン者の住まいの差-新 I ターン者の物件購入までの経緯- 
 4.1.2.1 でみてきたように A 地区を含め空き家課題に悩む地区は池田町内に数多くあり、
同時にそれらの地区は少子高齢化や人口減少にも悩んでいる。そこで池田町は 2017 年度か
ら空き家バンクの運用を始めた。A 地区では、インタビュー対象者のうち 2017年度以降に
移住してきた新 I ターン者は全員が空き家バンクを利用して移住してきており、それ以前に
移住してきた旧 I ターン者は新築一戸建てを購入して移住してきている。ここでは新 I ター
ン者と旧 I ターン者が、それぞれどのような目的と経緯で現在の住まいを購入したのかをイ
ンタビューからみていくことを通して、両者の共通項と差異を明らかにする。 
 
B 氏のケース 
 新 I ターン者の中で最も早く移住してきたのは B 氏である。B 氏は現在の住まいを見つ
けるまでに池田町と周辺自治体を点々として暮らしていた。直前に借りた大町市の中古物
件が冬にとても寒かったため、移住を諦めて東京に変えることも頭をよぎったが、偶然立ち
寄った H 氏 I 氏が営む A地区のカフェで空き家バンクの情報を入手したという。 
 
   カフェ○○にいったら、池田で空き家バンクが始まる情報を教えてくれた。当時の協

力隊が空き家のリストを作ったとのことで、その日の夕方にすぐに役場にいった。彼ら
は親切にいますぐ空き家を見にいきましょうと。外から見ただけだったが、いま住んで
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いる家の隣を外から見せてもらった。後日行ったが、部屋が 11 部屋もあってこの家広
すぎる！と思ったとき、実はとなりも空いているんですよと教えてくれた。いまの家は
18 年間人が住んでおらずボロボロになっていたけど、入ったときの感じがとてもよか
った。建築が得意な友達にセルフビルドで手伝ってもらった。家はまだまだの状態だけ
ど。(友達の)△△さんと□□さんが(改装を)手伝ってくれた。 

 
 B 氏は空き家バンクが始まるタイミングで A 地区のカフェを訪れ、役場が 2017 年 10 月
に空き家バンクを始めた話を聞いた。B 氏はその日の夕方に役場の移住定住促進係を訪れ、
当時、地域おこし協力隊として空き家バンクに携わっていた M 氏らに案内され A地区の空
き家バンク登録物件を訪れ、2 軒みたうちの後日みたほうを購入し移住することを決めた。
B 氏曰く 2020 年 8月現在、中古で買った家はまだ完璧な状態ではないとのことだが、建築
に長けた友人を招いてセルフビルドで改装を進めたという。 
 その後、B 氏はそれまで借りていた畑にプラスして A 地区でも畑を借りて無農薬有機農
法で農業を始めた。農地付きの物件を購入したわけではないが、現在は家の近くに畑を借り
ている状態にある。 
 
M 氏のケース 
 M 氏のケースは少し特殊である。M 氏は 2017 年度から池田町で地域おこし協力隊とし
て働き始めたが、任務は移住定住促進係の立ち上げと空き家バンクの立ち上げなど移住定
住促進関連であった。M 氏は地域おこし協力隊期間中は街中の家を借りて住んでいたが、
協力隊任期終了後、腰を据えて暮らす場所として A 地区の空き家バンク登録物件を購入し
た。購入に至る経緯は特徴的である。 
 
   家も、行政が移住定住やりだしたからいい物件があったらと思っていたけど、値段も

問題、高いし。かなりそこも焦った。池田に縛られずに不動産屋にも聞いた、家が決ま
らないというときに運よく、いまの家が出てきた。協力隊最後の年 6 月に出てきたか
ら決めた。…今住んでいる家は築 50 年、改装した平屋、購入した。俺の代は買った家
に永住、定住するつもり。実をいうと空き家バンクの物件で、かなり安かったからいい
物件だなと思って見にいっていた。しかしそのときはかみさんが渋っていたから見送
った。その後、次の人が、契約が決まったと業者が役場に言いに来たがその何か月後か
に結局、あれダメになっちゃったという話になり、また空き家バンクに出しますという
ことに。これはいかないといけないと思った。…あと実をいうと敷地の横に農地が小さ
いのがついていた。普通は農地は買えないけど、空き家バンクを通せば買える。最初に
買った人のときはは空き家バンクに出ていなかったけど、所有者さんが農地もセット
で売りたいという意向があったから担当者が不動産会社に行って「所有者を思えば空
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き家バンクに出したほうがいいですよ」と説得。業者は空き家バンクの空き家等利活用
連絡会に入っていなかったけど、その業者がその物件の取り扱いを最終的にやめて知
り合いの業者を通して空き家バンクで決まった。それが先ほど話したように 1 度ボツ
になって宙に浮いたところを購入した。 

 
 語りが複雑なため要約すると、M 氏は地域おこし協力隊として空き家バンクを担当して
いたときに、安く魅力的な現在の住まいに目を付け購入を 1 度検討したが、そのときは奥
さんが渋り購入を断念。その後、別の人と○○不動産で契約が決まったが、契約はボツに。
ボツになったことで M 氏はチャンスを逃してはいけないと、再度、物件の購入を検討。2度
目の購入検討時は、物件所有者が農地も合わせて売りたいとの意向をもっていたため、別の
担当者が○○不動産と協議し、空き家バンクの取り扱いが可能な空き家等利活用連絡会に
加盟する△△不動産に物件を譲渡、△△不動産が農地付き物件として空き家バンクに登録
し、M氏が購入した。 

M 氏は自身の立場をうまく利用し池田町独自の農地付き物件を購入したが、その魅力は
安さであった。M 氏は語りの中で何度か子どもがいたりしてお金が無い orなかったと話し
ており、安く住める中古物件を購入していようと思っていたと考えられる。なお M 氏の語
りで出てきたように、空き家バンクはあくまで物件の紹介のみであり、仲介し契約するのは
空き家等利活用連絡会に加盟する参加業者である 28。 
 
O 氏 P 氏のケース 
 O 氏 P 氏夫妻は、2018 年に現在住む家を購入し改装を経て 2019 年秋ごろに完成した。
住まいは古民家であり、敷地内の蔵と周辺の一部敷地もあわせて購入した。購入した物件に
ついて次のように語っている。 
 
   古民家を改修した家。前の持ち主が隣の○○さん、江戸時代中頃から。その方は庄屋

をしていた。お金貸しもしていた。蔵の中には帳簿も残っている。かなりのお金持ち。
いまの我々が買うときの持ち主のおじいさんの時代まではそこに住んでいた。…持ち
主は東京在住、あの家は 60 年間空き家。…もともとは蔵を改装しようと思って買った
けど、役場担当者から勧められたとき母屋はダメだと言ったけど、母屋も改築した。蔵
には全部、そのままいろんなものが入っている。蔵は我々がどのようにして活用するか
によって考えられます。(O 氏) 

 
 O 氏 P 氏は当初、母屋ではなく蔵を改装し住もうと思っていた。移住定住促進係担当者

 
28 2020 年 11 月 30日時点で 13社が加盟している。(池田町 HP, 参照日 11月 30 日, 
http://www.ikedamachi.net/0000000827.html) 
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と空き家バンクに登録された物件を見学した際に、母屋がとても痛んでいたことがその理
由である。しかしその後、建設事務所と話す中で立派な母屋を改修し住むのはどうかという
話になり、蔵に手を付けず母屋をリフォームした。では、O 氏 P 氏は一体どのように物件
にたどり着いたのか。 
 
   2年前に購入したとき、5 月に 2 人で長野県を 2 週間旅行した。…P 氏は蔵を買いた

いという夢があった。九州でという話もあった。蔵が欲しいと。…(旅行の途中で)、た
またま大町市のゲストハウスに泊まった。奥さんと話しているうちに世話好きな方で
いろんな話をしてくれて、興味あるならぜひ池田町の移住定住促進係担当者の○○さ
んに話されるといいと。次の朝○○さんに連絡したらすぐに来てと。何か知らないけど
空き家見学の流れになって、更地もあって 3 か所見た。○○さんは A 地区を最初に見
せて、P 氏が気に入って蔵を何とかできないかと。そこからはじまって(そのときは 1
度)オーストラリアへ帰った。(2 週間の旅の注で)建築事務所の方に軽井沢滞在中に連
絡、ちょっと見に行ってくれと。建設事務所の□□さんが O さん、これは母屋が素晴
らしいからもしやるなら母屋をやろうと。1 か月後に売買契約を結んでぼんぼん進んで、
まぁいいやと。ただし、これは○○さん、あの方が一生懸命見せてくれてよかったなぁ
と。やっぱりやろうという大きなきっかけは○○さん。他の場所で物件を見せてもらっ
たことはない。(O 氏) 

 
ちょうど最初見に行ったとき桜の季節だった。となりの神社の周り桜満開で、青草も

美しいし神社の周辺も美しいし村そのものも落ち着いていて申しぶんない！この物件
には蔵がある。全部の条件がそろっている！そこでもう決めてしまった。(P 氏) 
 
僕も一番気に入ってるのはたたずまい、立地、神社の前にある田んぼも含め佇まいが

一番の良さ。(O 氏) 
 
 O 氏 P 氏は旅行で 2 週間、近隣市町村を訪れその中でたまたま泊まったゲストハウスで
蔵の話や家の話をしたときに、ゲストハウスの奥さんが池田町の移住定住促進係担当者を
紹介してくれた。翌日、早速、池田町役場を訪れ空き家バンクに登録された物件を見に行き、
現在の住まいに魅かれ 1 か月後に売買契約となった。O 氏曰く当初は買うつもりは強くな
かったが、担当係の○○さんの熱意に押され、○○さんなら信頼できるということで購入を
決めたという。なおO 氏によれば物件の改修費用は A 地区で土地＋新築を建てるよりも相
当高い金額である。このことから、B 氏 M 氏は安く買いたいという理由で中古物件を選ん
だのに対し、O 氏 P 氏は逆に良いものであればいくらでも払うというスタンスで通常より
も高い金額で物件を購入している。 
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 以上が空き家バンクを活用して A 地区に移住した新 I ターン者 B 氏 M 氏 O 氏 P 氏 3 世
帯の物件購入までの経緯である。空き家バンク担当者だったM 氏以外の 2 世帯の共通項は、
A 地区周辺に住む人に空き家バンク(池田町の移住定住促進係)を紹介され物件を購入した
点である。また B 氏と M氏は金銭的に新築の購入が難しかったため、空き家バンクを通し
て中古物件を探していた点が共通している。O 氏 P 氏の世帯は、海外在住で日本に住まい
を探していたという特殊なケースであり、逆に一般的な購入価格よりもとても高い金額で
購入している。 
 
4.1.2.3 新 I ターン者と旧 I ターン者の住まいの差-旧 I ターン者の住宅購入までの経緯- 
 つづいては、2017年の移住定住促進係設置前に移住してきた旧 Iターン者H氏 I氏夫妻、
Q 氏 R 氏夫妻、S氏 T氏夫妻の 3世帯の住宅購入までの経緯をみていく。 
 
H 氏 I 氏のケース 
 H 氏 I 氏は A 地区に移住する際、それまでの職業とは全く異なるカフェをオープンする
ことを決めていた。H氏 I 氏が移住してきた 2011 年頃は、すでに中古物件のリノベーショ
ンなどもブームになっていたが、なぜ新築を購入したのか聞くと次のように返ってきた。 
 
   リフォームは選択肢になかった。寒い家には住みたくなかった。(H) 
 
 移住するにあたり、それまでもスキーや登山で頻繁に池田町周辺を訪れていた H 氏 I 氏
は、寒い家には住みたくないと考え新築一戸建てを購入した。購入までの流れは、まず初め
に池田町あたりに住みたいと決まり、その次に設計士、次に土地、次に工務店と進んでいっ
たという。なお設計は複数の設計士に同時に相談していた。土地を決める際には、次のよう
なことを言われたという。 
 
   別荘としてじゃ土地は売らないよという話もあった。土地が良すぎてこっちに来た

いと思った。(I 氏) 
 
 H 氏 I 氏は早期退職して移住してきたが、当初はすぐに移住するつもりは無かった。しか
し土地だけの購入や別荘的な活用では売らないという話が地権者からあったこと、土地も
気に入ったことで予定よりも早く移住してきたと語る。なお現在の土地は 2 軒の家がもと
もと持っていたものを購入しているが、そのうち 1 軒は近くに住んでおりとても世話にな
っているという。 
 H 氏と I 氏は移住してくる際に、自分たちに限らず地域との接点になる人物の存在が重
要だとインタビュー内で語った。H氏 I 氏にとっては、それは不動産会社だったという。 
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   きっかけは不動産屋さん、今思うと気を使ってくれた、自分が紹介したことで土地に

全く知らない人を送り込むことになる、建築屋は。責任をもって最初、あいさつ回りと
か教えてくれた、逆にいうと地域からなんであんなやつを！とおこられる可能性も。人
脈の世界。(I 氏) 

 
 H 氏 I 氏が移住してきた時代には役場の移住定住促進係は存在しなかった。そのため、地
域との接点となり仲介してくれたのは不動産会社だった。不動産会社は自分たちの責任で
移住者を地区に送り込むことになるため、あいさつ回りを丁寧に行ったり H 氏 I 氏に地区
のルールを丁寧に教えてくれたりしたという。なお現在では、H氏 I 氏が営むカフェは B 氏
のように移住前に立ち寄る人も増えており、今では自分たちが地区と移住者を仲介する役
目を果たしている。 
 
Q 氏 R 氏のケース 
 Q 氏 R 氏夫妻は、2014 年 9 月に A 地区に移住してきた。若い頃からスキーで白馬を訪
れており、移住先を決める際にも白馬に近く、でも雪が多くないところという理由で池田町
を選んだ。Q 氏 R氏は家を建てるまでの経緯を以下のように語る。 
 
   土地は売りだす前だけど、最初によったのが H 氏 I 氏のカフェ。あちこち探して疲

れて。情報があるんじゃないかと、移住者じゃないかなと、で聞いたらここを売り出す
と、で工務店を紹介してもらった。売るということは立てるのもそこの工務店。 

 
 Q 氏 R 氏は移住先を探して池田町と近隣自治体を巡っているときに、偶然、H 氏 I 氏が
営むカフェを見つけ入った。建物の雰囲気や H 氏 I 氏の振る舞いから 2 人が移住者である
と考え、移住について聞いたところ現在住んでいる土地と工務店を紹介してもらったとい
う。池田町を含め地方の地域では、工務店が土地をもっているケースが多く、その場合には
その土地はその工務店で家を買うことでした購入できない。そのため、Q 氏 R 氏は土地が
気に入り建物も紹介された工務店で建てることにした。他にも近隣自治体の土地を探した
が、どこも街中や若い人向けの分譲地で魅かれなかったため、A地区にしたという。 
 
S 氏 T氏のケース 
 S 氏 T 氏夫妻は、H 氏 I 氏と同じ 2011 年に A 地区に移住してきた。S 氏 T 氏は、移住に
際していくつか当初の想定とは異なる点があったと語る。 
 
   農地も買ってうちで農地転用して、うちの側の名前で農地転用した。地主の方の要望
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で前の方だけ最初は買ったけど、この先の庭の部分も買ってくれないかと。買ったらち
ょっと広くなりすぎて、農地の転用に住宅では転用できなくて事業用じゃないと無理
だと、農業委員会に引っかかった。学習塾をやるということにして転用した。学習塾を
6 年間やった。やらなくても罰則はないけど。噂が立っていた。実は…となると住めな
いからの、6 年間友達とかも来て学習塾を。6 年目に子どもたちが来た。当時の教え子
は高 1。高校生になったよってきた。(S氏) 

 
結果的にそれはよかった、他から来て何をしているか分からによりは、こういうこと

をしている人とわかると周りは好きだし、それがよい。ある意味で正体がわかる。地域
とって大きい。(T氏) 

 
 H 氏 I 氏と同様に、S 氏 T 氏も地主が持つ土地を直接購入し家を建てた。当初は農地だ
った場所を S 氏と T 氏が農地転用して土地を購入したが、契約の過程で、当初は購入予定
地ではなかった隣の土地も購入してほしいと地主に頼まれたという。そのため、土地が広く
なりすぎ通常の住宅用用地としては購入できなくなったため、元公立学校教員の S 氏が学
習塾を営むということで転用した。S氏曰く、学習塾はやってもやらなくてもどちらでもよ
かったが、移住時にはすでに近所で学習塾が開くらしいとうわさが広まっており、学習塾を
開いたほうがよい雰囲気になっていたため、移住後数年間は学習塾を経営した。T氏はそれ
によって、怪しいよそ者ではなく肩書ある何者かがわかったため、周囲の人は近づきやすく、
また怪しまれなかったのではないかと語っている。 
 ここまで、新 I ターン者 3 世帯と旧 I ターン者 3 世帯の住宅購入までの経緯をみてきた。
新 I ターン者と旧 I ターン者では、住宅購入に至る経緯でいくつかの違いがあることがわか
った。1 つ目は仲介者の違いである。新 I ターン者の場合は、直接不動産業者や工務店にア
クセスするのではなく、間に空き家バンクを運用する役場の移住定住促進係が入ることと
なる。一方、旧 I ターン者が移住してきた当時は移住定住促進係も空き家バンクもなかった
ため、直接、工務店や空き家バンクにアクセスしていた。2つ目の違いは、土地のやり取り
を誰がしているかである。新 I ターン者の場合は、農地転用の手続きや物件購入の手続きに
際して、不動産業者だけでなく役場の移住定住促進係が手厚いサポートをしている。一方、
旧 I ターン者の語りからは、自分たちで農地転用の手続きなどを行っていたことがわかる。
3 つ目の違いは、語りからは読み取れなかったが事実として押さえておきたい新 I ターン者
と旧 I ターン者の居住地の違いである。図 4-2は新 I ターン者 3世帯と旧 I ターン者 3 世帯
が、A地区のどのあたりに住宅があるかを表した図である。 
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※黒線は A 地区の木戸のエリアを指定した既存の地図の木戸の外線を黒でなぞっている。 

図 4-2 新 I ターン者と旧 I ターン者の居住エリア 
 
黒線で囲った場所が A 地区内で住宅が建っているエリアであり、①の赤線の枠で囲まれ

た場所が B氏M氏O氏 P氏夫妻の 3世帯があるエリア、②の赤線の枠で囲まれた場所が、
H 氏 I 氏夫妻Q 氏 R 氏夫妻 S 氏 T氏夫妻の家があるエリアである。この図から、旧 I ター
ン者の住宅は A 地区の中でも端に立っており、新 I ターン者が購入した中古物件がいずれ
も地区の中心地にあることがわかる。なお本調査でインタビューした以外にも新 I ターン者
層と旧 I ターン者層はいるが、大枠でこの傾向は変わらない。 
 
4.1.2.4 空き家バンク制度活用の逆機能による社会的葛藤発生のジレンマ 
 4.1.2 の最後に池田町の空き家バンク制度と旧 I ターン者、新 I ターン者の住まいを取得
するまでの異なりから移住促進施策が地区内の社会的葛藤と結びついている可能性を考察
する。ここで取り上げるのは、①新 I ターン者と旧 I ターン者の村落空間における居住地の
違いに伴うもの ②移住時の仲介方法の差 ③行政の仲介による責任意識や覚悟の欠如の
3 つの要因である。 
町内移住者である A氏は、ある新 I ターン者に対する感情を次のように話す。 
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   以前は空き家を買って移住してくる人にいいイメージが無かった。誰でもウェルカ
ムはどうなんだろう？呼びっぱなしはどうなんだろう？と思っていた。(A氏) 
 
○○さんとかも虫がいいと感じていた。いろんな人を集めて、何やってるの？ちょっ

と最初の出会い方が失礼だった。個人的に最初「うわっ」ていうのがあった。しばらく
はあんまり関わらなかった。(A 氏) 

 
   あとから来た人にあんまりぐいぐいこられると苦手。主に移住者がみんなの使う公

共の駐車場に、FB で呼びかけて当たり前のように停めて県外車が集まっていた。自分
の家でなにをするのも自由だけど、田舎者からするとなんだろう？と思う。引いちゃう
こともあった。(A 氏) 

 
 A 氏はある移住者が SNS で家に人を呼び、公共の場所である公民館の駐車場に車を停め
ているのを見かけ、「虫がいい」と感じ引いてしまったと語る。また現在では違うものの、
以前は空き家を買って移住してくる人にいいイメージがなかったという。潜在的葛藤の対
象である移住者は、ある新 I ターン者であるがここでは名前を伏せる。A氏のような印象を
もつ被調査者は他にもいたが、なぜこのような潜在的葛藤が起きるのだろうか。 
 民俗学者の福田アジオは、村落空間を次のように理念化した。村落は、①定住地としての
領域としての「ムラ」、②生産地である田畑の領域としての「ノラ」、③採取利用する山林原
野領域としての「ヤマ」の 3つに福田は分類し、これらの領域は理念的には同心円的構成と
して描けるとした [福田, 1982]。福田の論を踏まえ鳥越は、さらにムラの内部に濃淡がある
事実を明らかにした。すなわち、居住部分であるムラが、ある時期に面積拡大した村落がほ
とんどである。そうすると、ムラの中に旧ムラ域と新ムラ域ができる。新ムラ域は旧ムラ域
に対して拡大しているため広く、主として分家やよそからの移住者らが住むことになる [鳥
越, 1985]。またムラには中心というものもある。ムラの中心とは鳥越によれば公民館の前
や神社の鳥居の前の広場だったりし、そこは人が自然と集まる場所であり、村人がムラのヘ
ソのように考えているところである [鳥越, 1985]。以上の論を図にすると、図 4-3 のよう
になる。 
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図 4-3 村落空間の構造, 筆者作成(鳥越の図を一部参考にしている) 
 

2 人の論と図 4-3を踏まえて、再度図 4-2 をみると、まず旧 I ターン者は総じて新ムラ域
と呼べる場所に住んでいることがわかる。また、H 氏 I 氏 T 氏 S 氏の語りからは、購入し
た土地がもともと農地であったことも明らかなため、元は A 地区にとってのノラだった場
所が宅地造成された場所に住んでいることもわかる。この村落空間分布は鳥越の論と一致
する。   
しかし新 I ターン者はどうだろうか。図 4-2 から B 氏 M 氏 O 氏 P 氏の家は総じて旧ム

ラ域にあり、且つ公民館や神社に隣接するムラのヘソと呼べる場所に住まいがあることが
わかる。新 I ターン者は旧 I ターン者と比較して社会的葛藤につながりやすい実態があるこ
とは前節で触れたが、その要因の 1 つ目としてこの地区内における住まいの場所の違いが
挙げられる。地区の人々が集まり大切に思うヘソのような場所の近くに、空き家バンクを通
して空き家を購入し住み始めた新 I ターン者は、地区の新ムラ域に住む旧 I ターン者と比較
して相対的に地域住民と接する機会が多くなる。また鳥越の論に従えば新ムラ域は分家や
移住者が多いため、似たよそ者感をいだく人々が近くに住む可能性も高まる。鳥越の論を覆
しムラの中心に I ターン者が住むようになったのは、まぎれもなく池田町の移住定住促進施
策によって空き家が流通し始めたからである。ムラの中心にこれまで移住者が入れなかっ
たことは、N氏の語りからも明らかである。 
 
   いままで A 地区ってあんまり人の入れ替わりが無く、あっても親戚が家を建てるく

らい。後から来た人に対してそんなに優しい場所じゃなかったし、入る場所がそもそも
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無かった。入ってくるとすると誰かの紹介とか誰誰の親戚とか。うちは曽祖父のときに
A 地区に来た、もともとは山奥だったけど不便だから下りてきた。そのときも A 地区
の中に大きな家があって、その人の口利きで土地を紹介してもらって入ってきたと聞
いている。そこに分譲地があるわけじゃないから、なにか、つてが無いと入ってこれな
かった。 

 
 N 氏は A 地区には新しく来た人が入る場所がそもそもなく、地区の人の紹介か親戚でな
いと越して来ることは難しかったと語る。それを物語るのように、旧 I ターン者層は総じて
新ムラ域に家を建てている。新ムラ域に家が建てられるようになったのも、少子高齢化によ
り農地を維持することが難しくなったためだと考えられる。数百年、数十年にわたる伝統が
崩れたのは、同じく少子高齢化に伴う空き家の増加であり、空き家の課題を解決しつつ移住
者像に結びつけようとした空き家バンク背鵜である。前述のように池田町の空き家バンク
は政策としては近隣で高く評価されている。しかし一方で、これまで移住者が住むことの無
かったムラの中心に人が住めるようになったため、新 I ターン者は社会的葛藤に巻き込み巻
き込まれることが旧 I ターン者よりも相対的に多くなっている。10 年以上前から暮らす地
区の人々は空き家課題が解決することを喜んでいるが、一方で社会的葛藤という新たな課
題が発生するというジレンマがそこでは起きているのである。 
 2つ目は仲介方法の違いである。空き家バンクを利用した新 I ターン者は、はじめに役場
を通して土地と物件を決め、その後不動産会社で正式に契約する流れとなる。一方、新築一
戸建てを購入した旧 I ターン者は、H氏 I 氏の語りから明らかなように、不動産会社や工務
店が地区との仲介役となり契約をしている。H 氏 I 氏が前述したように、不動産会社や工務
店が、自分が紹介したことで全く知らない土地に移住者を送り込むことになるため、責任を
もって地区と移住者の仲介役をこなすことになる。例えばそれはあいさつ回りであったり、
地区のルールを移住者に教えたりといったことである。しかし行政の空き家バンクの場合
は物件所有者の依頼により登録された物件を移住者に紹介するだけのため、地区との仲介
というよりも物件所有者と移住者、そして不動産会社の仲介になる。そのため、新築一戸建
てを紹介する不動産会社のような責任感は行政の場合は生まれにくいと予想される。また、
不動産会社もすでに決まった案件の契約を済ませるだけのため、ここでも自身が 0 から移
住者を送り込むという感覚は芽生えにくい。結果的に、周辺へのあいさつ回りや地区のルー
ルを教えるといったことがおざなりになるのではないか。空き家バンクはあくまで空き家
の紹介制度であり、その後のサポートや支援は制度内に含まれない。行政は空き家を仲介す
るのではなく、あくまで紹介するだけのため契約に深く足を突っ込むこともできない。内田
らの研究によれば、移住者に対して移住前に地域のルールを明示し、納得して移住する仕組
みを作ることは、地元住民とのトラブルを未然に防ぐことに寄与しており、移住者定住化に
高い効果を上げることが明らかになっている。ここで重要なのは、地域のルールを教えるこ
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との必要性が、空き家バンクを通して紹介する行政よりも、不動産会社のほうが高い可能性
である。つまり行政の仲介により逆に地域のルールが事前に伝わりにくい構造ができてし
まっていると考えられる。このような政策の構造が紹介者側に責任が芽生えにくい構造を
つくりだし、結果的に移住定住促進施策の逆機能として社会的葛藤につながりやすくなっ
ていると考えられる。 
 3つ目の要因として、S氏がインタビューの中で興味深いことを語っている。 
 
   政策的に後押しして入ってくるのは、入って来る人の期待感や前提と、迎える人のが

ズレる。そこに町が入っているとみんな人のせいになる。町がこうしてっていったから
こうしたんだ！と。町がこうしたんじゃないかと。町という第 3 者が入って公的なも
のが入って、公的なものは権威もあるけど文句も言いやすいから、・・・と勝手に解釈
してしまう。入った瞬間に A さんと B さんの関係になる自分で調整して入ってきてい
ないから、中に入ったときにどうかなと思う。団地に入るのとは違う。既存ところはむ
しろ自分で調整して入ったほうがいいのかもしれない。覚悟とか責任とか幅広く入っ
てこないと、おぜん立てで入ってくるのはトラブルのもと。 

 
 S 氏は農地転用の手続きを含め移住してくる際の土地の手続きのほとんどを自身で行い
移住してきた経緯がある。行政という第三者が入ることは、移住を円滑にする一方で移住者
自身の責任意識や覚悟が芽生えにくく、結果的に社会的葛藤のもとになると語る。中原や佐
藤らの先行研究では、移住者に対して、雇用、住宅、生活補給金など特に初期の所得減少に
対して安定するまで実施する継続支援は高い定住率に（村内移住者率 19％）寄与している
と報告されている [中原, 2017] [佐藤, 2016]。しかし、S氏の語りと新 I ターン者が旧 I タ
ーン者よりも社会的葛藤に巻き込み巻き込まれやすい A 地区の現状からは、継続支援では
なく空き家バンクを通した物件紹介のような単発的な支援は、逆に関係性の悪化に結びつ
く可能性が考えられる。また S 氏の語りを援用すれば、支援全般が移住する際の責任意識
や覚悟を削ぐ可能性もある。しかしこれは新 I ターン者層の B 氏や M 氏よりも相対的に経
済的にゆとりのある旧 I ターン者層による自己肯定化のプロセスであるとも解釈できる。た
だ空き家バンクを含む移住定住促進施策を利用した移住者のほうが、利用していない移住
者よりも H 氏 I 氏や S 氏が経験したような農地転用やあいさつなどのプロセスを踏むこと
が少なく、移住前に地区のルールやしきたりを知る機会が少なく結果的に社会的葛藤につ
ながる可能性は考えられる。 
 以上、4.1.2 では、A 地区において移住定住促進施策である空き家バンク制度を利用した
新 I ターン者のほうが、旧 I ターン者と比較して地元住民との社会的葛藤が起きやすいとい
う仮説について検証してきた。空き家バンクの設置により池田町全体としても A 地区にお
いても空き家に移り住む移住者数は増えており、地域住民がそのことを喜んでいることは
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インタビューから読み取れた。しかし空き家バンクの設置により 4.1.2.4 で取り上げたよう
な 3 つの社会的葛藤の要因が生まれている状況もある。空き家バンク設置により、空き家
が減り移住者が増えて嬉しい一方、空き家バンクの設置により社会的葛藤が起きやすい移
住者が増えたという移住定住促進施策の逆機能によるジレンマが発生しているのである。 
 
4.2 移住促進施策の逆機能を乗り越えるための生活者の行動 
 4.1でみてきたように本稿では移住定住促進施策の逆機能として施策を活用した移住者と
地元住民の間で社会的葛藤が引き起こされやすい実態と理由をみてきた。A 地区では地元
住民と移住者の間で社会的葛藤が生じたことで、若い移住者 2 組が定着せずしこりを残す
形で地区を去った過去がある。この経験を乗り越え移住者を着実に受け入れてきた A 地区
では、聞き取り調査で地元住民と移住者の社会的葛藤を乗り越えようと試みる寛容性が語
りの中で感じられた。また新 I ターン層からも社会的葛藤を乗り越えるためのすべが語られ
た。A地区は本稿でみてきたように移住者の受け入れに失敗した過去があるが、一方で今日
では年々移住者が増加し共に同じ地区の中で暮らしている。そこでは池田町内の他地区で
みられるような大きな社会的葛藤は起こっておらず、コーザーが論たように過去の社会的
葛藤が現在では正の機能として作用している側面もあるかもしれない [コーザー, 1978]。
つまり移住定住促進施策の逆機能として生じる社会的葛藤を住民の努力で乗り越えている
実態があるのである。そこで 4.2 ではそれぞれがどのような方法で社会的葛藤に折り合いを
つけ寛容性を発揮しているのかを、語りからみていく。 
 
4.2.1 新 I ターン層が社会的葛藤を乗り越えるために考え行っていること 
 B 氏は A 地区に移住して約 2 年経った 2019 年に知人たちに推薦され池田町議会議員選
挙に立候補し当選した。立候補時からオーガニック、自然農を軸として掲げ、当選後も町が
オーガニック、自然農を推進するための提案や具体的な行動を行っている 29。B 氏は 2019
年に議会で除草剤の問題を取り上げた際の出来事と議員としての思いを次のように語って
いる。 
 
   去年の議会で除草剤をとりあげたときに、JA から役場にクレームの電話がかかって

きたと聞いた。町は農薬禁止するのかと。そんなこと私は言っていないのに。JA は敏
感。役場の人と話していても、教育委員会とかも農薬について何も考えてなかったのか

 
29 B 氏は当選後に日本消費者連盟 Web サイトにて次のように決意を表明している。「有機農業を推進
し、オーガニック給食を実現、だれもが簡単に地元産の有機農産物が入手できるようにしたい。さらに
は、柔軟仕上げ剤や洗剤に限らず、その他の様々な有害物質をなるべく生活に取り入れない、香害などで
苦しむ人がいない、そんな町にしたいという意識を持つ住民があふれるオーガニックタウンを目指してい
きたい。」https://nishoren.net/new-information/11411. 
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なと感じる。教育問題でもあるのに、情報がなかったから。全国、地方も都会もそう。
この国は全体的に農薬だったり化学物質に対する情報が足りない。それをいかに伝え
ていくか、ハードル高い仕事だけどやっていくしかない。町のレベルで解決できるのか
なと。 

 
 議会での発言や B 氏の行動に対しては批判もあるが、B 氏は農薬や化学物質の危険性を
広め少しでも使用しない農法が実践される国を目指し、ハードルは高いがまずは町レベル
で課題を解決しようとしている。これまで池田町では慣習的に議員は地区を代表して選出
されるものであったため、地区の人に押されたわけではなく議員となった B 氏に対して批
判的な声もある。しかし議員という道を選択することで A 地区や自身の身の回りで起こる
問題を議員という立場から自治体全体で少しずつ解決することにした。2020 年には B 氏ら
の尽力により池田町と松川村の有機農産物（オーガニック）推進事業の一環として無農薬有
機栽培米を小中 5 校に提供するなどの取り組みがなされ 2 か月に一度使用していく方針も
示された 30。また B 氏は農薬を必要としない草刈りについては積極的に参加しており、特
に自治会で定期的に行われる草刈りについては「新参者だから、あそこの新しいやつは何も
やらないと言われたら困るな」と思い参加しているという。「草刈り」と一口にいっても、
B 氏の中では居住地の周辺の草刈りと農業における草刈りと自治会の草刈りでは異なる認
識をもっており、参加しないことによるデメリットが大きく且つ農薬を用いない自治会の
草刈りについては参加することで、協力的な姿勢を示し社会的葛藤を極力防いでいる。 
無農薬有機農法を実践する M 氏は、現時点ではまだ地区の人たちに自然農が受け入れら

れていないと感じていると語るが、自身が積極的に行動し結果を残すことで周囲の理解を
得ようと考えている。 
 

  俺、自分自身がどうやるかという問題、おれはこういうカタチでやりますよと。それ
がうまくこなせるようになって、もしかしたらこういう風にやったらいいんじゃない
かという方向が、他の人も見つけられたり成り立つんじゃないかというのはこれから
の話。 

 
   みなさん、高齢なのでそんなに批判したところでここを誰もやらなかったらどうす

るのっていうのはわかっている。いまやっているところを５，６年やって、組合で持っ
ているまかされてやっているところもみんなやれない、そこも慣行も目つぶっている。
道具は、いまのところ A地区の人に貸してもらってはいない、そこはまだ難しい、1年

 
30 池田町教育長 Facebook 投稿より。
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4149525681730411&set=a.250255171657501 
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やってやれてんじゃんってなったら貸してやろうよと。コロナ禍はみんなにみられて
いる。 

 
 10年前に自然農を実践するために移住してきた人たちとの社会的葛藤が脳裏に残る A地
区の地元の農業従事者を説得するためには、M 氏自身のスタイルを示し、結果を残すこと
で理解してもらえたらと展望を語る。また地元住民が M 氏を批判すると先祖代々受け継い
できた農地が守れないことを理解していることを M 氏は認知しており、それを逆手にとっ
て自身がやりたい農法を実践している。10 年前の社会的葛藤を踏まえいきなり 1 年目から
農機具は貸してもらえないし、借りようとはせず 1 年間行って周囲の信頼が得られたら貸
してくれるのではないかと M 氏は考えている。これは A 地区そして M 氏なりの過去の踏
まえての社会的葛藤を最小限に抑える行動だといえる。三須田は、移住者が農村に定着する
プロセスを検討する中で、「農村から一戸前の『家』として『多元的な承認』を受ける過程
で段階的に形成され、獲得されるもの」としての「信用」が、移住者の農地確保の際に大き
く影響すると主張した。移住者のような身元のはっきりしない者が村落に入ってくること
は、土地利用から村落の社会関係に至るまで、既存の秩序に多くの変化をもたらすおそれが
ある。そのため移住者は、一戸前の「家」として村落に入り込まないと土地確保は困難であ
るという [三須田, 2005]。M氏はまさに農村から一戸前の家として信用してもらうために、
新型コロナウイルス流行中の2020年は自然農で結果を残すことと地域の取り組みに参加す
ることなどを実践している。M 氏と A 地区の地元の農業従事者は段階的に信用が積み重な
ったのち、M 氏を信用して過去には社会的葛藤につながった農機具の貸し借りを行おうと
考えているのだ。この段階的な信用の積み重ねという行動は、M 氏と A 地区なりの葛藤と
社会的葛藤を防ぎ乗り越えるための方法なのである。 
 自然農などに興味関心があり、古民家を改修し 1 年の半分を A 地区で過ごすオーストラ
リア在住のO 氏 P 氏は地元住民との社会的葛藤を防ぐために積極的に交流の機会をもつこ
と、地域の行事に参加することを意識していると語る。具体的には、秋祭り、健康体操会、
木戸ごとの新年会などである。O 氏 P 氏は 1 年の半年以上をオーストラリアで暮らしてい
るため、毎日のように A 地区の住民を含めた池田町の知り合いとメールのやり取りもして
いる。メールのやり取りは地域住民とつながったことからはじまっているが、O 氏はつな
がりは次のように構築したと語る。 
 

大事だと思うのは地元の人は新しいものにすごく興味がある、家に入りたいという
こと。で、私たちはそういう人は積極的に家に入れています。多分、A 地区の人はほと
んどうちの中に入っています。どんどん入って誰でも入れています。我々がへんな人じ
ゃないよということを言いたいし、隠すことが何もないとも言いたし、ただ難しいこと
もある。いろんな関係ができていいと思っています。 
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 O 氏と P 氏は地域住民と信頼を構築するために、情報の非対称性を打破するべくまずは
自分の家に A 地区のほとんどの人を招き紹介した。この行動の背後にはO 氏が日本の田舎
の難しさを理解しとても警戒していたこととあわせて、P氏が外国人であることが挙げられ
る。移住者×外国人という A 地区の多くの人にとっては接したことが無い属性であったた
め、待つのではなく能動的に接触機会を増やした。O 氏 P 氏の葛藤と社会的葛藤を最小限
にとどめるための言動は、社会心理学における接触仮説で寛容性を高めるものとして証明
されている。金によれば接触仮説では、外国人と接触することにより、その人のもつ外国人
への偏見が解消され、外国人に対して以前より寛容な態度を示すようになる [金, 2015]。た
だし全ての接触がプラスな効果をもたらすのではなく、比対等な地位上で行われたり偶然
接触したものは逆に偏見を強める可能性もある [Allport, 1961]。接触仮説を踏まえれば、O
氏 P 氏は偶然、地域住民と遭遇する前に非偶然の接触を家に招くことで達成した。むろん、
この行動を経てもインタビュー調査で語っているように難しい隣人との関係構築に苦労し
ている面もあるが、理論的に考えると「地域住民と偶然会う前に、意図的に家に招く」とい
う戦略は社会的葛藤と葛藤を低減させるために効果的である。 
 
4.2.2 地元住民層が社会的葛藤を乗り越えるために考え行っていること 
 4.2.1 では新 I ターン層 3 人の社会的葛藤を乗り越えるための行動をみてきたが、つづい
ては地元住民の考えと行動をみていく。第 3 章で触れたように A 氏は当初、空き家を改装
している人や周囲の家との関りをあまりもたない移住者に対して怪しさを感じ距離をとっ
ていた。しかし A 氏は同じ地区に住んでいる以上、関わらないと言っていられないと判断
し、地区の集まりで話すようになった。結果的にいまでは猿害の相談をしたりとなんとも思
っていないと語る。A氏は「移住してきたからといって、自治会で紹介してくれたからとい
って、最初から仲良くは慣れない」と語る。このことから A 地区では移住者を地区内の広
報や集会で紹介する慣習があるが、それのみでは関係性は構築できない現実がある。A 氏の
ように「同じ地区で暮らす以上は仲良くしなければならない」という共同体意識をもとに能
動的にコミュニケーションをとることで、A 氏と○○さんの事例のような社会的葛藤を乗
り越えていくことができるのかもしれない。 
 最後に取り上げるのは D 氏の事例である。地元住民側のキーパーソン的立ち位置で農に
も空き家にも積極的に関わり、移住者、新 I ターン者ともコミュニケーションをとってきた
D氏は地区内の地元住民と移住者の社会的葛藤は乗り越えられていないと断言したうえで、
次のように語っている。 
 

人間は 1人で生きていくわけではない。お互いに助け合うという気持ちが無いと、な
かなか、ここに住んでいて自分中心にやっていますよでいいよとはならない。気持ちの
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醸成が難しい。田舎だと特にそうだけど、こういう考え方は今後もずっと続いていく。
強制はできないけど自分的には自分のやっているすがたをみて、背中をみてやってく
れと。自分が率先してやっていく、みせていく。口で言っても難しい。自分はこうやっ
て集落をやってきたときに上の人の背中を見てやってきた、繋げないと。女房が笑うか
もしれないけど。わかいひとは違うわと。率先して自分で姿を見せて、マネしてくれた
らいいなと思う。いろんな考え方もあれば 1 つの考え方にまとめるのは難しい。でも
やり方をマネしてくれたらいいなと。言葉ではなかなかこうあるべきとは言えない。集
落にいる以上は、ある程度、妥協する部分も必要。おれはこうだからこう！と曲げない
ではなく、それで話し合い。でも、いま移住してくる人はそういうことに積極的に関わ
ってくれている気がする。いい人たちが来てくれている。稀に主義主張ばかりの人もい
るけど。育った環境が違う。 
自分たちは我慢がある。言いたいことはあるけど。自然と醸成されてきた。いまはどん

どんと変わって主義主張する人がいる、そういう人は声が大きい気もするんだよな… 
 
 D 氏は言葉ではなく自身が先輩をみて真似て他の人に伝えてきたように、まずは率先し
て行動し背中で伝えていきたいと語る。いろんな考え方があるのは育った環境が違うから
しょうがないとしたうえで、1 つにまとめるのは難しく我慢や妥協が必要であると言い、実
際に自分たちは言いたいことを言わずに妥協し我慢することで社会的葛藤を乗り越えてき
たと語る。 
 
4.3 小結 
 以上、4.1では池田町の移住定住促進施策としてのオーガニック、自然農推進と空き家バ
ンクが、移住者と地元住民の社会的葛藤に与える影響についてみてきた。A 地区在住でこれ
らの施策を利用したグループを新 I ターン層、施策実施前に移住してきたグループを旧 I タ
ーン層とカテゴライズしてみてきたが、第 3 章で確認した新 I ターン層がかかえる社会的
葛藤、新 I ターン層と地元住民の間で起こる社会的葛藤には移住定住促進施策が逆機能的に
作用していることが明らかになった。また 4.2では第 3章と 4.1 で取り上げた社会的葛藤を
地域住民がどのように乗り越えようとしているのかについて、新 I ターン層と地元住民の 5
事例から分析した。 
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終章 結論と展望 
 
5-1. 結論 
 本稿では RQ「なぜ農村社会において地元住民と移住者の間で社会的葛藤が生じる場合と
生じない場合があるのか」を解くために、SQ①「地元住民と移住者はそれぞれの存在をど
のように認識し関係性を築いているのか」、SQ②「地元住民と移住者の間ではどのような社
会的葛藤があるのか」SQ③「なぜ移住者の中でも移住促進施策を利用していない旧 I ター
ン層は社会的葛藤が生じにくいのに、なぜ施策を利用した新 I ターン層は社会的葛藤が生じ
やすいのか」SQ④は「なぜ自治体による移住促進施策が、農村社会における社会的葛藤に
つながる逆機能を起こすのか」をみてきた。 
 第１章では先行研究を整理する中で、地元住民と移住者の社会的葛藤を対象とした研究
は多数あるが、移住促進施策が逆機能的に両者の間で社会的葛藤を生じさせることを取り
上げた研究は無いことを確認した。 
 第２章では被調査地と被調査者の特徴を整理したうえで、同じ「移住者」「地元住民」と
いう言葉でラベリングしていても、その対象は人によって異なること、両者の関係性は一定
期間内でも大きく変化することを確認した。また長野県、池田町のこれまでの移住施策の歴
史と現在の取り組みについてもみてきた。 
 第３章では SQ①SQ②を明らかにするため、被調査者への聞き取り調査の中から地元住
民と移住者の関係性、両者の間で生じる社会的葛藤の種類と傾向を分析した。その結果、被
調査者 20 人中 16 人が A 地区内でなんらかの地元住民と移住者の社会的葛藤を経験したも
しくは見聞きしたと回答した。具体的には自治会、氏子総代、農法、草刈り、事故、ジェン
ダー役割、地区内のルールなどを巡る社会的葛藤が確認できた。語りの分析から、2010 年
～2016 年頃の池田町が移住定住促進施策を実施していない時期に A地区に移住した旧 I タ
ーン層と、2017 年以降池田町が移住定住促進施策を実施し始めてから A 地区に移住した新
I ターン層でかかえる社会的葛藤には差があることが判明した。具体的には旧 I ターン層の
H 氏 I 氏 O 氏 R 氏 S 氏 T 氏は社会的葛藤を見聞きするが経験したことは Q 氏以外無く、
葛藤も特有のものはなかった。一方、新 I ターン層の B 氏 M 氏 O 氏 P 氏では、農を巡る
社会的葛藤があると B 氏M 氏が答えており、他にも地域内のコミュニケーションや隣人関
係で社会的葛藤をかかえていることが明らかになった。新 I ターン層と旧 I ターン層の差異
としては、移住定住促進施策利用の有無、持ち家の形態の差異、農の実践方法と農的価値意
識の差がみられた。 
 第 4 章では第 1 章～3章の内容を踏まえ、新 I ターン層と地元住民の間で起こる社会的葛
藤に池田町の移住定住促進施策が影響を与えているという SQ③SQ④を明らかにするため、
空き家バンク制度とオーガニック、自然農を押した移住定住促進施策が与える影響を考察
した。その結果、空き家バンク制度を利用した場合には利用してない場合と比較して社会的
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葛藤が起きやすい状況に定住後なること、オーガニック、自然農を押した移住定住促進施策
のもと移住した場合には地元住民の農的志向とギャップが生じ社会的葛藤が起きやすい状
況になることが確認できた。 
 
5.2 本稿の学問的意義 
 本論文の学問的意義は大きく 3つある。1 つ目はこれまで移住者と地元住民の二項対立で
描かれてきた農村社会における社会的葛藤には、二項対立で単純に論ずることのできない
多様な社会的葛藤が存在することを明らかにしたことにある。地元住民と呼ばれ自己定義
する人の中にも U ターンや嫁入など異なる移動歴と背景を持っていることで社会的葛藤を
かかえている人はおり、移住者の中も年齢や居住年数、価値意識の違いによって起きる社会
的葛藤の傾向は異なっていた。 

2 つ目は農村社会における移住者と地元住民の間で生じる社会的葛藤の要因として自治
体の移住促進施策の逆機能を確認したことにある。これまでの地方移住研究では、政策が地
域住民間の社会的葛藤に影響を与える可能性については明らかにされていなかった。多く
の地方自治体が地方創生の流れの中で移住促進を行っているが、地方創生が第二期に突入
するこの段階で政策を多面的に評価する必要性を示した。 

3 つ目は移住促進施策による移住者と関わる人達への定住後の支援・サポートの必要性を
示したことにある。人口減少を最小限にすることを目的に行われる移住促進施策は、池田町
の場合、移住者数や移住相談者数が自治体の総合計画で KPI となっている。しかし A 地区
の過去の事例でみたように移住しても定住段階で社会的葛藤が生じると定住に結びつかな
い。自治体は本論文でみてきたような社会的葛藤が移住後に起こることを踏まえ、それらを
最小限にするような定住後の支援やサポートを行うべきではないだろうか。また移住促進
施策の逆機能が生じているのかいないのかなどについての定住段階での追跡調査や地区単
位での調査も実態把握と改善のためには求められる。 
 
5.3 残された課題 
 本論文においては自治体による移住促進施策が地元住民と移住者の間で生じる社会的葛
藤に逆機能的に影響を与える可能性について論じてきた。しかし序章でも触れたが農村社
会における社会的葛藤を引き起こす要因はこれ以外にも多数ある。例えば池田町は移住定
住促進施策としてガイドブックの発行やHP上でのインタビュー掲載を行っている。第 2章
で触れたようにこれらに登場する人たちのライフスタイルが、オーガニック、自然農をイメ
ージさせている側面もあるため、メディアの効果や広報によるブランディングの影響など
もみていく必要がある。また移住促進施策以外の要因についても今後、調査を続けていく予
定である。 
本論文では移住定住促進施策が社会的葛藤を引き起こしている実態をインタビュー調査
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によって明らかにしてきた。本研究においてはインタビュー調査による複雑な語りを精微
に分析することで明らかにできたことが多数あったが、一方で相関関係や因果関係を数的
に明らかにはできていない。社会心理学の先行研究を参照しながら移住促進施策と社会的
葛藤の関連について量的に調査を展開したい。 
本事例は長野県池田町 A 地区という 1 つの限られたフィールドを深堀りしている。イン

タビュー調査による深堀りによって明らかになったことは多数あるが、どこまで汎用性が
あるか、他地域にも共通するのかは明らかにできていない。池田町内の他地区との比較、長
野県内の他自治体との比較研究を進めていきたい。 
本調査では自治体による移住促進施策の存在を前提として、その効果や影響を考察して

いったがインタビュー調査を進める中では「そもそも移住促進施策は必要なのか」という問
いについて、住民から多くの意見が語られた。この点については本研究では取り扱えなかっ
たため、今後取り上げ研究していきたい。 

A 地区ではさまざまな社会的葛藤が存在していることをみてきたが、現在進行形で裁判
沙汰になるような顕在的葛藤はほとんど起きていない。しかし池田町に限ってみても他の
地区では農薬散布やゴミステーションの利用を巡って裁判沙汰になり新聞で取り上げられ
るような社会的葛藤も起きている。A 地区以上に顕在的葛藤がこじれた事例についても調
べていく必要がある。 
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