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要旨 近年、多くの地方自治体では移住促進と空き家解消を目的に空き家バンク制度の設置が進んでいる。先行研究では空

き家への移住がコミュニティとの関係づくりを比較的容易にするなど指摘されてきたが、住まいの違いと制度利用の有無で

関係づくりに差があるのかは確認されていない。本稿では長野県池田町を事例に、空き家移住者と新築移住者で、地元住民

と形成する関係性や社会的葛藤に差があるのか、それに空き家バンク利用の有無は影響を与えるかを調査した。結果、空き

家移住者は新築移住者より地元住民との社会的葛藤をかかえる傾向が明らかになった。理由として居住地の違い、仲介方法

の違い、期待値の違いが影響している可能性が示された。 
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1, 研究の背景と目的 

 近年、人口減少や少子高齢化に伴い、居住やその他の

使用がされなくなった住宅や建築物が年々増加している 

[杉田, 2014]。空き家の増加は、ごみの不法投棄や悪臭の

発生、防災・防犯機能の低下、火災発生リスク、建物の

倒壊や事故などを招く恐れがあり問題となっている [岩

崎, 2019]。こうした空き家問題の解決策として注目され

るのが、空き家を利活用した地方移住の促進である。 

佐久間は空き家への移住はコミュニティとの関係作り

が比較的容易であり、地域社会と縁のない移住者であっ

ても空き家に住むことで日常的に地域社会の住民と顔を

合わせる機会ができ、地縁組織の一員となることなどを

経て地域社会からの承認が比較的得やすいと指摘する 

[佐久間, 2021]。また住民による空き家を活用した Iター

ン者受け入れが、空き家問題の解決と移住促進に少なか

らず効果的であることが示唆されている [牧山, 2012] 

調査対象地の長野県池田町を含め自治体も、課題に対

応するために政策的に空き家問題の解消と移住促進に取

り組んでいる。自治体による空き家問題と移住促進を組

み合わせた取り組みの中で、多くの自治体が行うのが「空

き家バンク」制度である¹。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である [泉水, 2019]。株

式会社価値総合研究所の調査によれば、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％と実施中・実

施予定を合わせた市区町村は 82.1％となっており、多く

の自治体が地域の空き家対策として空き家バンクを設置

している [株式会社価値総合研究所, 2018]。また平に

よれば、空き家バンク制度は程度の差はあるが各自治体

の移住者の増加に貢献、あるいは人口の減少幅を最小限

に留めている[平, 2017]。 

 以上の先行研究においては、空き家への移住はコミュ

ニティとの関係性作りが比較的容易であると指摘される

一方で、関係性の内実や容易さは明らかにされていない。

また空き家を購入もしくは借りて移住する「空き家移住

者」と、土地＋新築物件を購入して移住する「新築移住

者」との間で関係性の程度に差があるかは確かめられて

いない。さらに牧山らの研究のように民間の空き家活用

による移住促進の取り組みの効果を検証した研究はある

一方で、行政の空き家バンク制度を活用した住民で、ど

のような関係性が形成されやりとりが生じているかに関

する研究は管見の限り見当たらない。多くの自治体が空

き家解消と移住促進のために空き家バンクを設置する現

在、空き家バンクを活用して移住した移住者の移住後の

生活における地域住民との日々の相互作用や社会的葛藤

2など関係性の実態を把握することは重要である。 

本論文では、長野県池田町O地区の事例をもとに、空

き家移住者と新築移住者が地元住民と形成する関係性に

ついて、住まいを取得するまでのプロセスと地元住民と

の社会的葛藤の側面から明らかにする。同時に移住者が



 

地元住民との関係性を作る中で生じる社会的葛藤の有無

に、自治体による空き家バンク制度が顕在的/潜在的、ま

たはポジティブ/ネガティブにどのような影響をもたら

しているかを明らかにする。 

 

2, 調査対象地・調査対象者と調査方法 

2-1, 調査対象地 

 長野県池田町は長野県の中信地方に位置する人口約

10,000 人の自治体であり、2017 年度から移住定住促進

係を設置し移住定住促進に取り組んでいる [池田町, 

2015]。調査対象地である O 地区は、池田町の山際にあ

る地区で人口約280人、およそ1,300年の歴史がある農

村集落である [池田町, 2015]。表 1 は池田町が 2015 年

に作成した人口ビジョンに基づいて筆者が作成した O

地区の人口の変化を表す表である。 

 

表 1 O地区 人口推移, 増減数, 増減率 

 
( [池田町, 2015]を参考に筆者作成) 

 

2005年～2010年に1回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UIターン者がこの間に増加したためと予想され、

調査の結果、2010 年以降、平均して毎年およそ 1 軒以

上、移住世帯が増えていると考えられる [伊藤, 2021]。 

2-2, 調査方法 

 本研究の調査方法は以下の通りである。 

調査方法：個別面接式の半構造化インタビュー調査 

調査時期：2020年8月～2020年9月 3 

調査時間：1人あたり1時間30分～2時間 

調査対象者の選定：スノーボールサンプリング方式 

調査項目：調査対象者の基本属性、移住定住の経緯、住

居購入までの経緯、移住者と地元住民間の社会的葛藤の

有無、移住者と地元住民の互いの印象と関係性など 

2-3, 調査対象者の基本属性と社会的葛藤の経験有無 

調査対象者は、O地区在住で空き家バンクを利用して

空き家を購入し Iターンした「空き家移住者」3組3人、

不動産会社や工務店を通して土地と新築一戸建てを購入

し I ターンした「新築移住者」3 組 6 人、O 地区出身も

しくは子どもの頃から O 地区で育った地元住民と U タ

ーン者4人の計13人である。調査対象者は表2の通り。 

 

表 2 調査対象者の基本属性 4 

 

※A-C空き家移住者、D-I新築移住者、J-M地元住民。 

 

3, 調査結果 

3-1, 池田町における空き家バンク制度の概要と特徴 

 池田町では、2017 年 1 に空き家バンクの運用が開始

された。2020 年 11 月末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 5。登録物件は不動産業者

で組織する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 運営

の不動産紹介サイトに掲載される [池田町, 2018]。登録

物件に付随した農地は農業者以外も取得できる6。また、

空き家バンク利用促進のための登録物件の改修、片付け、

解体に係る費用に対する補助金がある 7。 

 2019 年 3 月議会での甕聖章町長の答弁によれば、空

き家バンク等がスタートしてから 1 年間で 40 人が移住

者し、成果は徐々に出ているという 8。また 2018 年 11

月 10 日市民タイムス紙では、空き家を有効活用するた

めの補助制度の創設や多面的な支援制度により、成果が

上がっていると報じられた。これら成果について 2018

年 12 月議会の質問において倉科栄司議員は、空き家バ

ンクの運用推進には、町空き家等利活用連絡会や移住定

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指摘している 9。 

その他の特徴として、2018年12月議会における産業

振興課長の答弁によれば、池田町は登録物件に隣接する

農地取得に対し、下限面積を１a まで下げている。池田

町では通常、下限面積が10～30aだが、空き家バンクに

登録された空き家等に付随する農地で下限が引き下げら



 

れている 10。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一つの強いアピールポイントである

という 11。つまり、池田町の空き家バンクは周辺自治体

と比較して、農業を実践し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。本調査の対象者ではB氏が

この仕組みを活用し物件に付随する農地を取得している。 

3-2, O地区における空き家問題の実態 

池田町全体における空き家の増加という課題は、O地

区においても同様の状況にある。J氏L氏はO地区の課

題について次のように語っている。 

 

  O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

まに来ているよ」みたいな話をする。(J) 

 

  老老世帯が増えていて、空き家も増えている。(L) 

 

 K氏は空き家の増加という課題を解決するために、行

政が空き家を紹介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。住民にはどうしよ

うもできない。行政が代わってコーディネーターして

くれるのはいいこと。うちの近くにも空き家はあるけ

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

き家のままでは痛みは激しいと思いますし。(K) 

 

 以上 J 氏 L 氏 K 氏の語りから、O 地区でも空き家は

存在し空き家の増加が課題となっていることがわかる。

増えていく空き家に対して住民では成すすべがなく、K

氏のように役場が空き家バンクを通して紹介することに

対して好意的な声も聞かれた。 

3-3, 移住者と地元住民の間での社会的葛藤の有無 

 以下では移住者と地元住民の関係性と両者の間で生じ

る社会的葛藤について整理分析する。本研究では、移住

者のほうが地元住民よりも社会的葛藤が生じやすいので

はという仮説の下に調査を行ったが、同じ移住者の中で

も、空き家移住者のほうが新築移住者より地元住民との

社会的葛藤を経験する傾向にあることが明らかになった。 

表 3 では Iターン者と地元住民の間で生じる社会的葛

藤の有無について整理した。社会的葛藤を現在進行形で

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」としている。 

表3 移住者による地元住民との社会的葛藤の経験有無 

 

 

 空き家移住者は 3人中 3人が現在進行形で社会的葛藤

があると回答したのに対し、新築移住者は現在進行形で

社会的葛藤をかかえた人が 1人もいなかった。A氏 B氏

の現在の社会的葛藤は、庭の草刈りを巡る農家や近隣住

民との潜在的葛藤である。C 氏の隣人関係を巡る葛藤は

隣人から家の管理や付き合いに関して言われることがあ

り、C氏曰く「難しい人」であることに起因する。 

過去の社会的葛藤経験についても、空き家移住者が 3

人中 2人だったのに対し、新築移住者では 3組 6人中 1

人のみであった 12。 

社会的葛藤があると答えたA氏は、人付き合いと社会

的葛藤について次のように語っている。 

 

移住者同士は共通した悩みがあります。そうそう！

みたいな話はよくあるので、やっぱり移住者同士で仲

良くなりやすいですよね。こっち(池田町)に来て、も

ともといた人とは違うものもあるなと感じます。(A) 

 

対して社会的葛藤が無いと答えた E氏は地元住民との

関係性について次のように語る。 

 

O 地区は大変皆さん、いろんな意味で大人です。私

たちみたいな何も知らずに来た者にも、とてもよくし

てくれます。(E) 

 

傾向として社会的葛藤をかかえる A氏が違いや悩みを

強調するのに対し、社会的葛藤がないと答えた E氏は地

元住民や地域の良さを強調している点が印象的である。 

 



 

3-4, 空き家移住者の移住までの経緯 

ここからは空き家移住者 3組 3人、新築移住者 3組 6

人の住まい取得までの経緯をみていく。なお本事例で扱

う 6組9人の属性や語りは多様であり、かつ一般化可能

な認識を語りに読み取れるため考察に足ると判断した。

はじめに空き家移住者3組の事例をみていく。 

3-4-1, A氏のケース 

 最も早い時期に空き家バンクを利用して空き家に移住

したのはA氏である。A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た。直前に借りた中

古物件は冬にとても寒かったため、移住を諦めて東京に

帰ることも頭をよぎったが、偶然立ち寄ったO地区のD

氏 E 氏が営むカフェで空き家バンクの情報を入手した。 

 

  カフェに行ったら、池田で空き家バンクが始まると。

当時の協力隊が空き家リストを作ったとのことで、夕

方すぐに役場にいった。彼らは親切で今すぐ空き家を

見にいきましょうと。外から見ただけだったけど、い

まの家の隣家の外観を見せてもらった。後日、中も見

たけど 11 部屋もありこの家は広すぎるなと。それを

伝えたら、実は隣も空いているんですよと教えてくれ

た。いま住んでいる家は 18 年間人が住んでおらずボ

ロボロだったけど、入った感じがとてもよかった。 

 

 A 氏曰く 2020 年 8 月時点で、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、建築に長けた移住者

の友人に SNS で呼びかけ DIY で改装を進めたと語る。

後に A 氏は、すでに借りていた畑に追加して O 地区で

も畑を借りて有機農業を始めた。農地付き物件を購入し

たわけではないが、現在は家の近くに畑を借りている。 

3-4-2, B氏のケース 

 B 氏は 2017 年度に東京都から池田町に移住し地域お

こし協力隊に着任した。任務は移住定住促進係や空き家

バンクの立ち上げだった。協力隊任期中は街中の物件を

借りて住んでいたが、任期終了後に腰を据えて暮らす場

所としてO地区の空き家バンク登録物件を購入した。 

 

  行政が移住定住やりだしてからいい物件があったら

買いたいと思っていたけど、値段が高かった。任期の

終わりが迫っているのに物件が見つからず、かなり焦

っていた。池田に縛られずに不動産屋にも聞いていた

けど、運よく協力隊最後の年の6月に物件が出てきた。 

この家は空き家バンクの物件で、登録されたときか

ら安くていい物件だと思っていた。でもそのときは、

カミさんが渋っていたから見送ったんだ。その後、契

約が決まったと業者が言いに来たけど、何か月後かに

結局、契約がダメになったから、空き家バンクに出し

ますと。そのときこれは決めないといけないと思った。 

敷地の横に小さな農地がついていて、普通、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

買った人のときは農地は出ていなかったけど、その後、

所有者さんが農地もセットで売りたいとなったから担

当者が不動産会社に行って「空き家バンクに出したほ

うがいいですよ」と説得して。業者は空き家等利活用

連絡会に入っていなかったけど、結局、業者がその物

件の取り扱いをやめて知り合いの業者を通して空き家

バンクに出すことになった。で、一度ボツになって宙

に浮いたところを俺が購入したと 13。 

 

B氏は自身の立場をうまく利用して、農地付き物件を

購入しO地区に家族で移住した。 

3-4-3, C氏のケース 

 C氏は、2018年に古民家を購入、改装を経て2019年

秋ごろに住める状態となった。古民家は名家のものであ

り、敷地内の蔵と周辺の一部敷地もあわせて購入した。 

 

  2 年前に妻と2人で長野県を2 週間旅行した。妻に

は昔から蔵を買いたいという夢があった。旅行の途中

で、O地区近くのゲストハウスに泊まったとき、物件

に興味があるなら池田町の移住定住促進係担当者に話

されるといいと。次の朝、担当者に連絡したら空き家

見学の流れになって早速三か所見学した。担当者は今

の家を最初に見せて、妻が気に入った。そのときは一

回、住まいがあるオーストラリアに帰った。旅の途中

で知り合いの建築事務所の方に連絡し物件を見てもら

ったところ、建築士の方が、蔵もいいけど母屋が素晴

らしいから母屋をやろうと。その後、1 か月後に売買

契約を結んだ。これは担当者が一生懸命見せてくれて

よかった。買おうという大きなきっかけは担当者。 

前の持ち主は隣の家の方。江戸時代中頃の家で、そ

の方は庄屋やお金貸しをしていた。蔵の中には帳簿も

残っていて、かなりのお金持ちだったみたい。持ち主

が東京在住であの家は 60 年間空き家でした。立地、

神社の前にある田んぼも含め佇まいが一番の良さです。 

 

なお、C氏によれば物件の改修費用はO地区で土地＋

新築を建てるよりもずっと高い金額であるとのこと。 

 以上が空き家バンクを活用して O 地区に移住した空

き家移住者A氏B氏C氏の物件購入までの経緯である。

3組の語りの特徴は表4の通りである。 



 

表4 空き家移住者の語りの特徴 

A氏 DIYで改修・行政の仲介・農地付き物件 

B氏 元協力隊・行政の仲介・農地付き物件 

C氏 古民家・行政の仲介・神社前の立地 

 

元協力隊のB氏以外の2世帯の共通点は、O地区周辺

の人に空き家バンク(池田町の移住定住促進係)を紹介さ

れて物件を購入した点である。 

3-5,新築移住者の移住までの経緯 

3-5-1, D氏 E氏のケース 

 D 氏 E 氏夫妻は O 地区に移住する際、カフェを開い

た。移住した 2011 年頃は、中古物件のリノベーション

などもブームだったが、寒い家には住みたくないと新築

一戸建てを購入した。購入までの流れは、初めに池田町

周辺に住みたいと考え、設計士、土地、工務店の順に決

めたという。土地を決める際に、土地購入のみや別荘で

は売らないという話が地権者からあったため、D氏E氏

は予定よりも早く移住してきた。なお現在の土地は2軒

の家が別々に持っていたものを購入しているが、うち 1

軒は近所に住んでおり日常的に世話になっているという。 

 D氏とE氏は、移住してくる際に地域との接点になる

人物の存在が重要だと語る。 

 

  きっかけは不動産屋さん、今思うと気を使ってくれ

た。建築屋は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。最初に責任もってあいさ

つ回りとか教えてくれた。(E) 

 

 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D氏

E氏に地区のルールを丁寧に教えてくれたりしたという。

現在では、D氏E氏が営むカフェはA氏F氏G氏のよ

うに移住前に立ち寄る人も増えており、今では地区と移

住者を仲介する役目を果たしている。 

3-5-2, F氏 G氏のケース 

 F氏G氏夫妻は、2014年9月にO地区に移住してき

た。若い頃からスキーで白馬村を訪れており、移住先を

決める際にも白馬に近く、雪が少ないという理由で池田

町を選んだ。土地を探すために池田を訪れ、D氏E氏の

カフェに立ち寄った際に、いまの土地が売りに出ること

を教えてもらい、工務店も紹介してもらった。 

 池田町を含め地方部では、工務店が土地をもつケース

が多く、その場合、土地は決まった工務店で家を建てる

ことでしか購入できない。そのため、F氏G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。 

3-5-3, H氏 I氏のケース 

 H 氏 I 氏夫妻は 2011年にO 地区に移住してきた。H

氏 I 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。 

 

  農地を買って、自分で農地転用した。土地の前方を

最初は買ったけど、地主の方の要望で隣の部分も買っ

てくれないかと。ただ隣も買ったら想定より広くなり

すぎて、農業委員会の決まりで住宅用の農地転用がで

きず事業用じゃないと無理だと言われた。そこで、I氏

が元教員だったから学習塾をやることにして事業用で

家を建てた。学習塾はやらなくても罰則はないけど、

家が建つ前にすでに噂が立っていた。実はやらないで

すとなると住めなくなるかもしれないから、結局6年

間学習塾をやった。(H) 

 

 H氏 I氏は、地主が持つ土地を直接購入し家を建てた。

農地だった場所を自分たちで農地転用して土地を購入し

たが、契約の過程で、購入予定ではなかった隣の土地も

購入することになった。しかしその結果、住宅用用地と

しては購入できなくなり、元公立学校教員のH氏が学習

塾を営むということで事業用として農地転用し、移住後

最初の6年間は学習塾を営んだ。 

 以上、3組の語りの特徴は表5の通りである。 

 

表5 空き家移住者の語りの特徴 

D,E氏 不動産屋仲介・あいさつ回り・ルール共有 

F,G氏 工務店経由で土地を購入 

H,I氏 地主から直接土地購入・自身で農地転用 

 

3-6, 空き家移住者と新築移住者の居住地選択の差異 

 ここまで、空き家移住者3組と新築移住者3組の住宅

購入までのプロセスをみてきた。以上の語りから、空き

家移住者と新築移住者では、住宅購入に関していくつか

の違いがあることが明らかになった。 

1 つ目は購入までの過程の違いである。空き家バンク

を利用した空き家移住者の場合は、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

用する自治体の担当係が入る。一方、新築移住者の場合

は直接、工務店や不動産会社にアクセスしていた。 

2 つ目の違いは、土地のやり取りを行う主体の違いで

ある。空き家移住者の場合は、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自治体の

移住定住促進係がサポートをしている。一方、新築移住

者は、自分たちで農地転用などの手続きを行っている。 



 

3 つ目の違いは、語りからは読み取れなかったがイン

タビュー時に6組の家を訪れ明らかになった空き家移住

者と新築移住者の居住地の違いである。図1は空き家移

住者3組と新築移住者3組の住宅が、O地区のどの場所

にあるのかを表した地図である。 

 

 

図1 被調査者の居住地 

 

黒線で囲った場所が O 地区内で住宅が建っているエ

リアである。この地図から、新築移住者の住宅はO地区

の中でも端もしくは中心部からは離れた場所にあり、空

き家移住者が購入した物件は神社や公民館がある地区の

中心部近くにあることがわかる。 

 

4, 考察 

 調査の結果、O地区において空き家移住者のほうが新

築移住者よりも社会的葛藤をかかえる傾向にあること、

空き家バンクを利用して移住した空き家移住者と新築移

住者では、物件購入までに経験するプロセスや居住地に

違いがあることを確認した。調査結果を踏まえ、なぜ空

き家バンクを利用した空き家移住者のほうが、新築移住

者よりも社会的葛藤をかかえる傾向があるのかを分析し

ていく。以下では両者の違い、4-1 空き家移住者と新築

移住者の居住地選択の差異、4-2 移住時の仲介方法の違

い、4-3移住者の期待値と覚悟の違い、に焦点をあてる。 

4-1, 空き家移住者と新築移住者の居住地選択の差異  

1 つ目の要因は空き家移住者と新築移住者の居住地選

択の差異である。村落空間の構造により、両者の居住地

は地区の中心と周辺で分かれる傾向にあり、それが社会

的葛藤の差異にも影響を与えると考えられる。 

地元住民のJ氏は、空き家移住者のA氏に対する印象

と感情を次のように語る。 

 

  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。例えば、A氏と

かは、虫がいいと感じていた。いろんな人を集めて、

何やっているの？という感じで、ちょっと引いた。当

初は、あんまり関わらなかった。 

みんなの使う公共の駐車場に、SNS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。(J) 

 

 J氏はA氏が空き家をDIYするためにSNSで人を集

め、公共の場所である公民館の駐車場に車を停めている

のを見て「虫がいい」と感じ引いたと語る。また以前は、

空き家を買って移住してくる人に良いイメージがなかっ

たという。J 氏のような印象をもつ調査対象者は他にも

いたが、なぜこのような社会的葛藤が生じるのだろうか。 

 福田は、村落空間を次のように理念化する。 

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」 

福田は村落を3つに分類し、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]。 

鳥越は、福田が描くムラの内部には、濃淡があると指

摘した。すなわち居住部分のムラは、ある時期に面積を

拡大した村落がほとんどのため、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、主に分家や移住者が住むことになる 

[鳥越, 1985]。またムラには中心というものもある。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で

ある。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]。 

福田と鳥越の論を合わせると、図2のようになる。 

 

 

図 2 村落空間の構造(筆者作成) 

 

図2を踏まえ再度図1をみると、まず新築移住者は新



 

ムラ域と呼べる場所に住んでいることがわかる。またD

氏 E 氏 H 氏 I 氏の語りから、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、O地区にとってのノ

ラだった場所を宅地造成し住んでいることもわかる。新

築移住者が新ムラ域と呼べるノラやヤマに近い場所に住

んでいるO地区の村落空間分布は、鳥越の論と一致する。 

対して空き家移住者の居住地は、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

所に近いところにあるとわかる。 

以上を踏まえ、空き家移住者が新築移住者と比較して

社会的葛藤を多くかかえる傾向にある要因の1つ目とし

て、地区内における住まいの居住地の違いが挙げられる。

古くから住居が多く地区の人々が集まり大切に思うヘソ

の近くに、空き家バンクを通して空き家を購入し住み始

めた空き家移住者は、地区の新ムラ域に住む新築移住者

と比較して相対的に地元住民と接する機会が多くなると

考えられる。移住者は新ムラ域に住むという鳥越の論を

覆しムラの中心に移住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である空き家バンク

によって空き家が流通し始めたからである。空き家バン

ク設置以前は、ムラの中心部や旧ムラ域に移住者が入れ

なかったことは、M氏の語りからわかる。 

 

  O地区ってあ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でしたね。あとから来た人

に対して優しい場所じゃなかったし、そもそも入る場

所が無かった。入るとすると誰かの紹介とか誰かの親

戚とか。うちは曽祖父のときに山奥からO地区に下り

てきた。そのときも O 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、つてが無いと入れなかったんですよね。(M) 

 

この語りを裏付けるように、新築移住者は、もともと

人が住む場所でなく田畑だった新ムラ域に総じて家を建

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り地元

住民が土地を手放すようになったからだと考えられる。

「旧ムラ域には移住者、よそ者は住めない」という数百

年、数十年にわたる伝統を崩したのは、同じく少子高齢

化に伴う空き家の増加であり、空き家問題の解決と移住

者の増加を目的とする空き家バンク制度である。Ｌ氏ら

地元住民は移住者増により空き家問題が解決することを

喜んでいるが、一方で空き家移住者の増加は価値観やラ

イフスタイルの異なる住民同士の日常生活での接点を増

やし、それに伴う社会的葛藤の発生という新たな課題に

も結びついている側面があると考えられる。 

4-2, 移住時の仲介方法の違い 

 2 つ目の要因は移住時の仲介方法の違いである。空き

家バンクを利用した空き家移住者は、はじめに行政を通

して土地と物件を決め、その後、宅建事業者の媒介によ

り正式に契約する流れとなる。一方、新築一戸建てを購

入した新築移住者は、D 氏 E 氏 H 氏らの語りからわか

るように、直接、不動産業者や工務店とやり取りして土

地と建物を契約する。D氏E氏が前述したように、不動

産業者や工務店は、自分たち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、地区と移

住者の仲介役を積極的に担うことになる。例えばそれは

あいさつ回り、地区のルールを移住者に教えるなどであ

る。自分たちがゼロから紹介する移住者と地元住民の間

でもし何か問題が生じれば、それは今後、その地区で商

売が行いにくくなる可能性を高めることになる。この点

については、新築移住者のE氏も次のように語っている。 

 

  建築屋は、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。(中略)地域から「なんであ

んなやつを」と怒られる可能性もある。(E) 

 

対して空き家バンクの場合は、行政の仕事は物件所有

者が登録した物件を移住者と宅建事業者に紹介すること

である。それは地区との仲介というより物件所有者と移

住者、宅建事業者の3者の仲介になる。そのため、土地

と建物を建てる権利を有しゼロから移住者を地区に送り

込む不動産会社や工務店のようなインセンティブは、行

政には政策の構造的に生まれにくいと考えられる 14。宅

建事業者もすでに物件所有者と移住者の間で契約の方向

で決まった契約を行うことが仕事となるため、ゼロから

移住者を送り込むわけではなく、そこにインセンティブ

は芽生えにくいと予想される。その結果、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

りになると考えられる。 

空き家バンクはあくまで空き家の紹介制度であり、そ

の後の行政による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

だけであり契約に深く足を突っ込むことはできない。先

行研究によれば、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［内田, 2015］［中原, 2017］。本研究の調査結果からは、



 

空き家バンクを介した空き家移住者は、地域のルール伝

達や移住前の周辺住民との関係構築の機会が少なくなっ

ている 15。このような政策の構造が紹介者側にインセン

ティブ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。 

4-3, 移住者の期待値と覚悟の違い 

 3 つ目の要因として移住者の期待値と覚悟の差が考え

られる。なお期待値とは、ここでは移住者による移住後

の生活や地域への総体的な期待の程度を指す。H氏はイ

ンタビューの中で興味深いことを語っている。 

 

  政策的な後押しがあると、入ってくる人の期待感や

前提と、迎える人の感覚がずれる。そこに町が入ると

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。町という公的な第三者が入って、

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。入るときに自分で調整して

いないから、中に入ったときにどうかなと。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

とか責任とかが薄れると言うか、おぜん立てで入って

くるのはトラブルのもとじゃないかなぁ。(H) 

 

 H氏は農地転用の手続きを含め移住時の土地関連の手

続きのほとんどを自身で行ったと語る。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期待値が高い

まま移住することになる可能性があり、結果的に社会的

葛藤のもとになるという。H氏の語りとO地区の実態か

らは、空き家バンクを通した物件紹介という単発的な支

援だけでは、社会的葛藤が高まる可能性が示唆される。

ただしH 氏の発言は、空き家移住者のA 氏やB 氏らよ

りも相対的に経済的にゆとりがあり行政の仲介無しで移

住した新築移住者による自己肯定化とも解釈できる。H

氏の語りを踏まえれば、新築移住者のほうが、相対的に

社会的葛藤が少ないのは自分で“苦労して”“責任をもっ

て”移住したため期待値が低くなり、迎える人との感覚

のズレが縮まり、地元住民との多少の嫌な思いやモヤモ

ヤは想定内と解釈し「社会的葛藤はなかった」という表

現につながったからとも考えられる。逆にこのことは、

空き家移住者である C 氏の語りにおいて高い期待値が

維持されていることからもわかる。 

 

うちの立地は非常にいい場所で、大きな畑もある。

対面のファーマーズマーケットができたらおもしろそ

う。無人販売のかわいいスタンドをおいて、松本の人

が来て楽しめるところになったらいいな。(C) 

 

C氏の語りには新築移住者では聞かれない期待と夢が

読み取れ、期待値が依然として高いことがわかる。以上

の調査結果から、空き家移住者と新築移住者では移住時

の手続きの煩雑さの程度が異なり、その結果、期待値と

覚悟に差が生じる可能性があると予想される。この期待

値と覚悟の差は社会的葛藤の認識にも影響を与え、結果

として空き家移住者が経験する地元住民との社会的葛藤

が相対的に生じやすくなると考えられるのである。 

 

5, まとめ -結論と本研究の課題- 

本論文では、長野県池田町O地区の事例から、空き家

移住者と新築移住者の地元住民との関係性の内実につい

て、地元住民との社会的葛藤の側面からみてきた。その

結果、本事例においては空き家移住者のほうが新築移住

者と比べて社会的葛藤をかかえる傾向にあった。 

理由としては、空き家バンク制度を利用しての空き家

移住によって、居住地が中心もしくは旧ムラ域に集中し

価値観やライフスタイルの異なる地元住民との接触機会

が相対的に増すことから、社会的葛藤のようなネガティ

ブな関係性に至る可能性があること、物件取得までの仲

介を担う関係者が分散することで、行政や宅建事業者に

おいて移住者を地元住民に紹介するインセンティブが薄

くなり地域のルールや移住時の暗黙のルールが伝達しに

くくなる可能性があること、空き家移住者自身が行う手

続きが少なくなることで期待値が高く覚悟の意識が低い

まま移住する可能性があることが明らかになった。 

 空き家バンク制度は、多少なりとも空き家問題が解消

し、移住者が増加している点で政策的に有効であるとい

える。しかし先行研究で指摘された空き家移住により関

係性作りが容易になるという点については、顔を合わせ

る機会の増加はポジティブなものとネガティブなものの

両方を発生させる可能性があることが本事例から明らか

になった。また空き家バンクを活用して移住することで、

空き家移住者は相対的に移住時の地元住民との接点が減

少する可能性も明らかになった。 

空き家バンクを利用しての空き家移住は、空き家問題

が解消し移住者が増加する一方で、居住エリアの特性や

仲介を担う関係者の分散により移住者を地元住民に紹介

するインセンティブが不足し、相対的に移住時のルール

や慣習の共有機会が少なくなり社会的葛藤が生じやすく

なるという、移住促進施策の逆機能によるジレンマが生

じていると考えられる。住宅過剰社会ともいわれる現状

を打破するために、中古住宅の流通を促進し空き家を減



 

らすと同時に移住者を増やす空き家バンク制度は有用な

政策であるが、地方創生下、自治体間競争に組み込まれ

人口至上主義的な状況に陥る傾向にある自治体の移住促

進施策は数値目標の達成に邁進しているように思われる。 

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する声

もある[伊庭, 2009] [皆川, 2009]。移住に関する相談にの

る移住アドバイザーや、長野県東御市が設置するような

移住後の生活段階における支援やサポートを行う定住ア

ドバイザー制度などは、社会的葛藤の減少に寄与できる

可能性がある 16。そこで、本研究成果から導かれる社会

的葛藤の克服の仕組みは、まず、社会的葛藤の発生を低

く抑えるため、空き家バンク制度において地区と移住者

との仲介と移住者への適切な情報の伝達を組み入れるこ

とが求められる。さらに、それでも発生してしまう社会

的葛藤に対しては、移住後における移住者に対する生活

支援を導入することも求められる。 

本研究の残された課題として、まず本事例は池田町O

地区のみを対象とした研究であるため、池田町内の他地

区や他自治体との比較調査が必要である。2 つ目として

本研究で確認された移住時の居住形態の違いによる社会

的葛藤の有無は、質的調査に基づく分析であるため、量

的調査と統計分析によりさらに多くの要因と比較しその

相関関係・因果関係を確認する必要がある。3 つ目とし

て本研究では空き家バンクを利用した空き家移住者のみ

を扱い、空き家バンクを利用せずに空き家移住した事例

を扱うことができなかった。また場合によっては空き家

バンクを通して土地＋物件を購入後に、空き家を解体し

新築を建てるなどの事例も想定されるため、より多様な

事例をみていく必要がある。 

最後に、本事例の池田町は調査後の 2021 年度、財政

状況の悪化により移住定住関連補助金が大幅な減額とな

った。これに対し町空き家等利活用連絡協議会は、2021

年 4 月 18 日に町と議会に対し空き家バンク物件に対す

る環境整備補助金の従来通りの継続などを求める要望書

を提出した 17。周辺自治体と比較して空き家バンクの優

等生といわれてきた池田町で起きた政策転換と本研究の

事例は、地方自治体が人口減少に伴う税収減という課題

に直面する時代に、「どの程度、行政が移住促進や中古物

件の流通促進に関わるべきなのか」を問うている。 

 

謝辞 

調査にご協力いただきました池田町O地区の皆様、池

田町役場移住定住促進係担当者様にお礼申し上げます。 

 

註 

1) 総務省によれば、自治体が空き家バンクを運営する

調査対象 55自治体中、53自治体が空き家バンク運営

の主な目的は移住定住促進と回答している。

<https://www.soumu.go.jp/main_content/000595210.

pdf>(2021年 6月1日閲覧) 

2)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]。本稿では聞き取りの中で浮かび上

がった農法や隣人関係をめぐる社会的葛藤とその要因

に着目することで、社会的葛藤の構築に関連する関係

性や政策の影響の把握を目指した。 

3)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 2名はオンライン通話による調査とした。 

4)Uターンは O地区から他県へ移住した後、再び戻って

きたという意味。Iターンは他県から O地区に移り住

んできたという意味。地元在住は幼少期から今日まで

1度も居住地を変えず O地区在住という意味。婚入は

結婚を機に O地区に嫁いできたという意味。 

5)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]。 

6)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。 

7)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.gicdakacfg.lct/0000001660.ftkj>(2020

年 11月3日閲覧) 

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.gicdakacfg.lct/0000001658.ftkj>(2020

年 11月3日閲覧) 

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.gicdakacfg.lct/0000001659.ftkj>(2020

年 11月3日閲覧) 

8)池田町, 2019,「池田町議会会議録. 平成 30年 3月定

例会」217. 

9)池田町, 2018,「池田町議会会議録. 平成 30年 12月

定例会」73. 

10)長野県, 2021, 下限面積設定状況. 

<https://www.pref.nagano.lg.jp/nosei/sangyo/nog

yo/nochiho/kagenmenseki.html#kitaarupusu>(2021

年 6月 18日閲覧) 

11)池田町, 2018,「池田町議会会議録. 平成 30年 12月

定例会」163. 

12)本稿では社会的葛藤の要因として空き家移住か新築

移住者かに焦点を当てているが、調査内ではこのほか

の要因にも質問し、農業や年齢も社会的葛藤の要因と

なる可能性を明らかにした。こちらについて詳しくは



 

筆者の先行研究をご覧いただきたい [伊藤, 2021]。 

13)2020年 11月 30日時点で13社が加盟している。  

<https://www.gicdakacfg.lct/0000000827.ftkj>(20

20年 11月 3日閲覧) 

14)自治体は市町村内の空き家について、空き家バンクへ

の登録促進や空き家バンクの情報発信はできるが、宅

建事業者ではないため媒介・仲介することはできない 

[国土交通省, 2018]。 

15)空き家移住の場合、A氏のように DIYで改修するケー

スがある。新築のように長期間、騒音を発生させるこ

とも無いため、不動産会社や工務店があいさつ回りを

行う必要がない。この点から、より移住者自身のリテ

ラシーや自主的な行動が問われるような構造となる。 

16)とうみぐらし 定住アドバイザー 

<http://iju.city.tomi.nagano.jp/people>(2021 年

５月 21日閲覧) 

17)市民タイムス Web,2021年 4月 18日,池田町の移住定

住補助金減額連絡会が経過措置求める  

<https://www.shimintimes.co.jp/news/2021/04/pos

t-13434.php>(2021年4月 20日閲覧) 
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Abstract (英文) 

In recent years, many local governments have been setting up 

Akiya Banks (the vacant houses bank system) with the aim of 

promoting urban-rural migration and decreasing the number of 

vacant houses. Previous studies showed that it relatively easier 

to establish a relationship between urban-rural migrants and 

residents through living in vacant houses. However, it is still 

unknown whether the type of residence and the use of vacant 

house bank system affect the relationship. Therefore, this study 

explores how social conflicts between migrants living in vacant 

houses and residents or social conflicts between migrants living 

in new houses and residents are caused and how the social 

conflicts are affected by Akiya Banks. In order to archive our 

goals, an interview survey is conducted in Ikeda Town, Nagano 

Prefecture. As a result, we concluded that the social conflicts of 

vacant house migration are more caused than them of new 

construction migration and it caused by differences in the type 

of residence, mediation method, and resolution.



 

 

 


