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2017年2月18日（土）

第18回順正学園学術交流コンファレンス in 九州保健福祉大学延岡キャンパス

吉備国際大学 社会科学部経営社会学科

小田 淳子

本日の発表内容について

 空き家情報のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化

 調査地域の概要

 調査の進め方

 空き家調査
現況と所有者の意向

 移住定住支援の事例調査
支援者組織，移住者側、課題

 調査研究の背景，目的

 調査研究の成果

スケジュール等

（吹屋周辺地区）

（宇治町）

調査研究の背景

∮ 高梁市には、まもるべき歴史文化や風致の観光資源が多数存在。

市内：城下町・陣屋・松山城，中山間地域：吹屋の重要伝建地区

∮ 標高550mに位置する高梁市成羽町吹屋周辺地区（吹屋地区，中野地

区）では，近年空き家増加が一段と進んでいる。

∮ 吹屋周辺地区の空き家問題は，観光資源としての地域的価値，地
域コミュニティの維持活性が脅かされる懸念につながっている。

∮ 空き家の地域情報の収集は行われず，具体的な空き家対策もは
講じられていない。

∮ 地域関係者から，大学に空き家の現状把握の要請があった。

∮ 全国的な空き家増加の解決策として，多くの自治体では移住定住
対策を積極的に進めてきている。

∮ 高梁市は早くに移住定住施策を実施し，積極的に取り組む地域が
ある。吹屋周辺地区に隣接する宇治町は地域をあげて移住定住支
援に取り組んでいる。

空き家とは（定義）
空き家
・二次的住宅
別荘やたまに寝泊りしている人がいる住宅
・賃貸又は売却用の住宅

新築・中古を問わず、賃貸又は売却のために空き
家になっている住宅
・その他の住宅

居住世帯が長期不在の世帯や建て替えなどのた
めに取り壊すことになっている住宅
・建築中の住宅

住宅として建築中のもので、棟上げは終わってい
るが，戸締りができるまでになってない住宅

総務省：平成25 年住宅・土地統計調査（速報集計） 結果の要約より

平成25年度住宅・土地統計調査における住宅及び世帯の区分

古民家の活用

（個人・NPO）

田舎暮らし・地域
魅力発信

（空き家情報）

移住・定住
（町づくり・自治体施策）

空き家の
対策・活用

（空き家特別措置法）

取り壊し
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サイトに溢れている移住定住の情報

JOINニッポン移住・交流ナビ
（社）移住・交流推進機構

自治体の移住定住支援のサイト

ロハスピープルのための
快適生活マガジン

一般財団法人地域活性化センター

 空き家問題が懸念される吹屋周辺地区（吹屋・中野）の現況把握。
空き家の現状調査，所有者へのアンケート調査

 移住定住の取り組み地区（宇治町）における支援体制を調査。
移住定住受け入れの支援体制，移住者への聞き取り

 移住定住促進に向けた，地域情報の体制整備
空き家管理データベースの構築

 学生を巻き込んで地域に入り込み，交流しながら協働の調査。

 地域が抱える空き家の現状，課題等を明らかにし，自主的・主体
的に空き家の利活用を行える仕組みを支援する。

 空き家問題の解決策である，移住定住受け入れの支援について，
先進的事例から、課題とあり方を探る。

 大学と地域の協働で地域課題解決を探り，教育研究効果を図る。

調査研究の目的と内容

空き家問題の課題を抱える地域に適用できることを想定する

調査地域の概要
吹屋周辺地区（吹屋・中野）

 高梁市北西部に位置し成羽町。大
半が標高550メートルの高原と山林。

 旧吹屋村・旧中野村に該当する調査
地域一帯は吉岡銅山経営で大正時
代まで隆盛。昭和40年頃までベンガ
ラ特産地として繁栄。

 吹屋地区は8行政区で67世帯130
人，中野地区は6行政区で74世帯
144人が暮らす（田原を除く）。

宇治町

 備中高梁駅より約20km高梁市の西北

部に位置。遠原，宇治，本郷，穴田の
4地区からなる農山村。

 標高350mの高原に280世帯・640人が
暮らす（調査時）。

 基幹産業は農業（米・果樹）で，特産に
ピオーネ，桃，緑茶・紅茶，花卉類，松
茸等。ブドウ農家の就農支援を行う。

 宇治町内を走る岡山県道85号高梁坂
本線は吹屋ふるさと村への通過道路。

吹屋地区：ベンガラ町並み
中野地区

宇治町を望む
中心部：仲田邸前より

吹屋周辺地区

高梁駅

宇治町

【調査地域の位置関係】

備
中
宇
治

彩
の
山
里

吹
屋
ふ
る
さ
と
村

吹屋周辺地区の
歴史・文化・景観

高梁市景観計画・高梁市景観条例

平成２６年７月１日の施行

（高梁市景観計画、 第４章 重点地区景観まちづくり
の方針： １．重点地区の指定要件より）

高梁市は全域で景観まち

づくりを進めている。

積極的な景観形成を図る

重点地区として，「高梁城

下町地区、吹屋周辺地区」

の2地域を指定した。

吹屋周辺地区の範囲図

中 野
広兼邸

吹 屋

笹畝坑道

郷土館

ベンガラ館

旧片山家住宅

吹屋小学校ラフォーレ吹屋

吉岡銅山三番坑跡

ベンガラ陶芸館

中
町

千
枚

下
町ベンガラの町並み

調査のスケジュール

調査地域 調査内容 調査時期 調査関係者

成羽町
吹屋・中野

空き家の現地調査 2014年12月

地域おこし協力隊
吹屋町並み保存会
コミュニティ協議会

空き家所有者の
アンケート調査

2015年7‐9月

空き家データベース
の作成

2016年1‐2月

宇治町

移住定住支援の
聞き取り

2015年7月
備中宇治 彩りの山里

住むか暮らす会

移住者の
インタビュー調査

2015年9月 UIクラブ

宇治町
吹屋・中野

地域報告会の開催 2016年2月 同上

宇治町
吹屋・中野

報告書の作成
協力者、行政に送付

2016年5月 同上

2014年9月～2016年5月
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移住定住の取り組み調査

 岡山県（中山間・地域振興課）「平成27年度・おかやま大学生中
山間地域等研究・連携促進事業補助金」により実施。

 地域調査について，吉備国際大学倫理審査委員会（平成
27年5月）の承認を得る。

 地域の協力者，支援者と大学（学生）の協働実施。

吹き矢周辺地区の空家現況調査

学生をまじえた地域と協働の調査

地域での報告会

・吹屋周辺地区の調査 ・宇治町の調査

調査区分 調査者・協力者等

調査の主体

吉備国際大学
小田研究室 4年生

吹屋町並保存会副会長

高梁市地域おこし協力隊

現地調査の

協力

中野地区住民
吹屋地区住民

成羽公民館吹屋分館

コミュニティ

の支援

吹屋町並保存会会長

吹屋新生会会長

中野協和会会長

調査区分 調査の協力者

調査の主体
吉備国際大学

小田研究室 3・4年生

移住・定住
支援組織

備中宇治彩りの山里
住むか暮らす会
・会長，副会長

宇治地域市民センター

移住者の
聞き取り
（打合せ，
現地面談）

ＵＩ クラブ
・会長
・会員20組

調査の協力者と実施体制

★空き家の現地調査

－現地調査からみえること－

空き家の調査項目（調査票の作成）

空き家判定指標・・・・概観（外観，表札，雨戸），

生活サイン（電気メーター，プロパンガス，郵便受け）

対象物の区分・・・・・・建て方，構造，階数

建物の破損・・・・・・・・・壁，出入り口，窓ガラス

敷地の管理・・・・・・・・外門扉，塀，雑草の繁茂

危険度 ・・・・・・外壁，屋根や瓦，窓台・物干し・バルコニー，塀，建物

周辺環境 ・・・・・・・・・接道状況

空き家状態のランク付け
A.優良 B.修理による使用可能性は有り
C.修理での使用可能性は低い D.廃屋

• 現地調査は、12月12日（吹屋地区），12月19日（中野地区）に実施。

• 地区案内者の協力で現地を回る。

• 調査記録票に家屋状況を記入，家屋周辺状況の写真撮影。

• 未調査家屋は，5月まで調査継続。

現地調査の記録様式（野帳）

Excelファイルで空き家別に作成
↓

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ情報に利用。）

現地調査の様子
12月19日（天候：前日に大雪）， 中野地区

調査2回目は大雪の積もった翌日。よく管理されている家屋や，ツルに
覆われて近づくことができない家屋など，様々な状態にあった。

外見は一見問題ないように見えても，生活感と人気がほとんど感じられず，
物置などから，空き家状態がしっかり確認できた。
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8行政区
居住

世帯数
空き家

調査戸数
空き家率

(%)

千枚
（東･西）

14 13 48

下谷 8 6 43

白石 3 6 67

下町 10 4 29

中町 11 7 39

北方
（東･西）

21 10 32

合計 67 46 41

6行政区
（田原除く）

居住
世帯数

空き家
調査戸数

空き家率
(%)

上長田 19 7 27

下長田 6 2 25

迫 14 2 13

畑 8 8 50

矢広 18 2 10

松木 9 6 40

合計 74 27 27

畑（50%），松木（40%）で高く，中野地区
全体では27%。吹屋地区よりも，空き家
率はやや良好。

空き家率は，白石（67%），千枚（48%），
下谷（43%）の順で高い。吹屋地区全
体では41%で高い。

調査結果－空き家状況（73件）

吹屋地区：人口130人，67世帯 中野地区：144人，74世帯

• 空き家率は，全国（13.5%），岡山県（15.4%）。
高梁市（18.7%:H20）は，はるかに高い状況。

都道府県空き家率 全国順位 都道府県 空き家率 全国順位

山口県 15.6 8 高知県 16.8 3

広島県 15.3 10 徳島県 16.6 4

岡山県 15.4 9 愛媛県 16.9 2

島根県 14.0 20 香川県 16.6 4

鳥取県 13.8 22 宮崎県 13.6 26

中四国地方の空き家率（2013年調査）

ｰ全国的に高いｰ

中四国9県のうち7県で，10位以内に入る。

※ 二次的住宅（別荘等）は除く

空き家率 都道府県別順位 ‐ 平成25年（2013年）住宅・土地統計
調査

調査結果－生活サイン，外観から見える空き家の指標

 雨戸：「締め切りなし」22件，「締め切り」
8+6件。

 プロパンガス：「ボンベがある」6+8件，
「ボンベなし，接続管なし」が多い。

 郵便物：「溜まっていない」9+5件，「郵便
受けがない」11+4件。

 洗濯物や家庭用品：見受けられず。
物干しやハンガーはある。

 電気メーター：「動いている」17+13件。

 鉢植え・植栽：「撤去」は25+15件。

 庭木：「手入れ」あり4+11件。なし40件。

空き家数：吹屋46件＋中野27件

 表札の取り付け
吹屋は23件（50%），中野は9件
（33%）と少ない。→伝建地区の管理
 建物の状況
外壁汚れが目立たない32+13件，施
錠は40+21件（83%）。→ 管理
 窓ガラス，外壁、屋根瓦、窓台
窓ガラス破損は8件で少ない。
外観の破損や剥がれの破損なし20
件（主に中野），はがれは37件
（51%）。

この結果から，空き家の管理状況はいろいろである。
家屋維持や防犯面に気を遣っている。
帰郷して管理をしている状況がある。

空き家状態のランクづけ

11, 
41%

5, 18%

6, 22%

5, 19%

A B C D

20, 
43%

15, 
33%

7, 15%

4, 9%

A B C D

吹屋地区（４6件）

中野地区（27件）

外観及び内部（家財の整理具合）等から判断

46件中，35件（76%）（A＋B）が
利用の可能性ありと評価。

27件中，16件（59%）が利用の
可能性ありと評価。

A.優良
B.修理による使用可能性は有り
C.修理での使用可能性は低い
D.廃屋

A判定31+B判定20 ⇒ 70%

★空家の所有者に向けたアンケート調査

- 調査からみえること -

所有者へのアンケート調査

 アンケートの発送
空き家73件のうち，65件に対応（郵送，投げ込み，親戚）

8件：住所不明で除外。
アンケート回答の返送
40件（回収率62%）から回答があった。2件は宛先不明，1件は近
隣に住み，居住有りと回答。

発送率 65／73件（89%）
回収率 40／65件（62%）

アンケート項目 項目の詳細

回答者の属性
現在の住所・電話番号，空き家の住所
氏名，性別，年齢

あき家の経緯 転出後の期間，転出理由

空き家家屋の属性 建築年数，建物の状況

空き家の利用状況 帰省頻度，帰省の利用目的

空き家の管理 維持管理の問題

今後の利用予定 居住予定，今後の保存利用，貸し出し

空き家の登録等 連絡制度などの利用
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所有者40名の状況

回答者の性別･年齢

男：30人， 女：10人

40代：1人 50代：2人 60代：21人
70代：5人 80代：8人

所有者の確認 所有者または親族：39人 その他：1人

現住所の分類
地区内：6人 岡山県内：14人
高梁市内：10人 県外：10人

転出後の期間
1～3年：3人 3～5年：1人
5～10年：3人 10年以上：30人

転出した理由
（複数回答）

1．仕事場，子供の就学関係 20

2．家が手狭になった 0

3．接する道路の広さや駐車場の関係 0

4．子供と同居した 1

5．施設に入所入院した 2

6．住んでいた人が亡くなった 12

7．その他 10

家屋の状況，利用状態（40件）

3 10 11 16

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0‐20年 20‐50年 50‐100年 100年以上

14 12 8 4 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

すぐに住める 少し修繕が必要

かなり修繕が必要 ほとんど住めない

建築の時期

建物の状況

26

11

14

10

0 5 10 15 20 25 30

1

その他 帰省の際の宿泊

農地等の管理 住宅の管理清掃

帰省の利用頻度

帰省の利用目的（複数回答）

週または月に1回以上の利用は
17件（43%）➪帰省を比較的行う。

築100年以上の家屋が16件で，13
件は吹屋地区。新しい空き家3件。

「すぐ住める」が14件，「少し修繕
が必要」12件 →65%可能性。

多は住宅の清掃管理26件（36%），
次に農地等の管理14件（19%）
中野地区で割合が高い。

空き家家屋の使用可能性について
所有者申告／現況調査ランク付けの比較 （クロス集計）

所有者の回答 対応する現地調査の評価

居住の可能性 優良
修理で使用の可能性

廃屋
有り 低い

すぐに住める 14 13 1

少し修繕が必要 12 7 2 2 1

かなり修繕が必要 8 3 3 1 1

ほとんど住めない 4 2 2

その他 2 1 1

総計 40 24 9 5 2
所有者回答（すぐ住める）14件 ⇒ 現地調査は優良13件，修理による使用可１件
所有者回答（かなり修繕必要）8件 ⇒ 現地調査は優良3件、修理可3件。

外観で家屋の状況をかなり推定できる。 終的に、利用可能性は所有者の意見が
重要。

帰省の利用頻度と現住所地の関係

所有者アンケート
回答

帰省による利用頻度

現住所 週に1回
月に１回

以上
半年に１
回以上

年に１回
以上

ほとんど
使わない

総計

同地区内 2 1 1 2 6

高梁市内 4 5 1 10

岡山県内
(高梁を除く）

1 4 6 1 2 14

岡山県外 5 3 2 10

総計 7 10 11 5 7 40

転出している所有者の現住所が近隣であるほど，住宅や農地の管理
のために戻る頻度が高い。
※ほとんど使わない７人のうち，5人は県内に在住する。

クロス集計による項目比較

20, 
77%

0, 0%

6, 
23%

建物は残したい
近いうちに取り壊す
検討中

15, 58%
5, 19%

2, 8%

0, 0%

4, 15%

帰省の宿泊や農

地の管理に利用

貸家として貸し出

したい

第３者に売却した

い

すでに決まってい

る（貸出・売却）

その他

所有者による今後の空き家利用

 15件は「帰省で利用」，「貸し出したい」は5件のみ。
 5件：吹屋4／中野1，評価：Aｰ3件，B・Cー各1件
 維持管理に関する課題（全員）

管理の手間18件， 費用16件，
現住所から遠い15件，身体年齢の問題11件

居住予定がない26件の内訳
（建物を残す／検討中） 吹屋

貸し出したい空き家5件の状況

貸し出し
の意向

空き家の
地区

所有者の
住所

現地調査の
評価

所有者の
評価

貸したい

吹屋 地区内 B 少し修繕が必要

吹屋 県内 C ほとんど住めない

吹屋 県内 A 少し修繕が必要

吹屋 県外 A 少し修繕が必要

中野 県内 A 直ぐに住める
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★宇治町の移住定住の取り組み

- 移住支援側，移住者側の聞き取りからみえること -

宇治地域まちづくり推進委員会の活動

区 分 事 業

事務局 会議、事務等

総務部
広報発行、視察研修、定住対策、新春の集い、
明るいまちづくり啓発

地域振興部
物産祭り、花人の会、桜の森の会、環境美化、
桜の森公園管理

文化部
体力づくり、納涼祭、郷土芸能伝承、生涯学習推進、
都市交流事業

福祉部
婚活事業、ふれあいの集い、健康づくり、
ボランティア推進

宇治地域は，まちづくりを自らの手で積極的に推進するため、地域を代表する
機関として、宇治地域まちづくり推進委員会を設置している（H9年4月1日）

委員は、町内委員（15人），各種団体の代表者等、公民館運営審議委員、
各機関代表者等で構成。
現在のまちづくり推進委員会委員長（東）＝宇治地域市民センター館長
移住者支援組織の副会長（稲毛）＝前 宇治地域市民センター館長

2016.12.26 宇治地域市民センターより

宇治町への移住者数の推移

震災時の移住者12人は、その後に転出
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調査対象と項目

調査区分 具体的な項目の内容

調査対象者の
属性等

Uターン者／Iターン者の区分

移住期間 家族構成 現在地 出身地
仕事の状況（職業）

移住の目的と
移住情報等

移住の動機や目的（Uターン，Iターン）

移住の情報，宇治への移住情報
移住先候補

移住後の生活
移住して良かったこと・困ったこと
生活の満足度

宇治の生活環境
交通，施設，教育等，
地域との関わり，住宅状況

将来について 目標設定等

課題，要望，
意見等

高梁市の対応，行政や地域への要望等
移住希望者に向けて

＜移住者20組の聞き取り＞
自主組織 「UIクラブ」

＜移住定住の支援組織＞
「備中宇治彩の山里

住むか暮らす会」

区分 聞き取りの内容

経緯 移住支援の始まり

組織

会長，副会長の
主な役割，活動

組織の姿勢・体制

活動

活動内容

移住希望者への対応

移住後の支援

移住支援組織の活動
「備中宇治彩りの山里・住むか暮らす会」

 高梁市移住定住対策課と岡山県が就農者の
希望者を宇治町に色々と紹介してきた。

 移住者の呼びかけ，就農支援者や宇治地域
市民センター等の協力で2009年立ち上げる。

 会長・会員は15人。
宇治在住の市職員，市民センター職員・館長の経験者，
市会議員，UIクラブの会員。

－活動の経緯と姿勢－

宇治地域まちづくり推進委員会に登録。
岡山県の移住定住を支援する組織・9市15団体として登録されている（宇治，松原，備中）

 基本理念：移住を真剣に考えてもらう。
 空き家の契約ミスを起こさない
 文化の違いに困らない支援をする

 引っ越しの支援と、田舎暮らしの良い・悪い両
方を伝える。

 移住前から移住後のサポートを行う。
 お試し住宅を準備し，希望者には提供する。

移住希望者への対応ステップ

 若い移住希望者はホームページ、移住相談会で話を聞いて，
宇治市民センターに来る。市役所の紹介で来る。

 年配者は直接来て、空気・景色を見て判断する。市民センター
経由で来る場合もある。

１．移住定住の確認段階

移住の意志と希望の確認，空き家の案内

２．所有者の紹介と交渉段階

所有者に話を持ち込み，双方に交渉

３．家屋の片付けと搬入準備

残した家財の片付け（高梁市の受入），新たな荷物搬入

修理等は地元の業者が行う

※ 宇治地域市民センター：移住定住の支援制度の申込

高梁市の各種支援制度の手続き
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移住定住の支援体制（宇治町）
移住者の会：UIクラブの仕組み（相互支援）

自主的活動 内 容

基本姿勢
何かあれば，相互に手伝うことを会員間で共有する
若い世代の起業家のために声掛けをしている

引っ越しの
手伝い

移住者の家財の持ち込みを手伝う

交流会
焼肉会，忘年会，新年会等の親睦会
入会案内，気楽に参加・交流できる雰囲気づくり

草刈作業 必要とされる居住地域の作業を手伝う

樹木の
伐採作業

人数と専用機械を入れて助勢をする

移住者の組織であるUIクラブは，10年以上前に宇治町に移住した会員の
呼びかけで始まり，2010年（平成22）に結成。

基本姿勢は，あくまで自主的組織の立場を維持するもの。会員間で互助
の活動を行うことを基本とする。

今回，調査した移住者の属性について

項目区分 Ｕターン 9組 Ｉターン 11組

現

在

移住期間
1年未満：0組 1‐3年：2組
4‐9年：3組 10年以上：4組

1年未満：3組 1‐3年：2組
4‐9年：4組 10年以上：2組

家族構成

①1人：1組
②2人：3組(夫婦･親子)
③3人：3組(親子同居)
④4人：2組(夫婦・親子)

①1人：3組
②2人（共同経営・夫婦)：6組
③3人(親子)：1組 ④4人(親子)：1組

職業
（本人）

無職：1組
無職(自家農業)：6組
農業(出荷：ピオーネ,米,花,野菜)：2組

無職：1組 無職(ｱﾙﾊﾞｲﾄ)：3組
無職(自家農業)：1組
就農者(ブドウ)：5組 食品販売：1組

移

住

前

出身地
宇治7組
成羽2組（※妻がＩターン者1組）

神奈川2組 大阪5組 山梨1組
栃木1組 北海道1組 福井1組

前居住地
岡山4組 兵庫1組 名古屋1組
東京1組 大阪1組 埼玉1組

神奈川2組 大阪5組 東京1組
栃木1組 名古屋1組 北海道1組

前職業

※分類

①専門技術的職業 4組
②生産工程従事 2組
③事務従事 1組
④建設・輸送従事 1組
⑤サービス職業従事1組
⑥保安業従事 1組

①専門技術的職業 3組

③事務従事 6組

⑤サービス職業従事2組

※職業分類：総務省：日本標準職業分類による分類

古民家に暮らす移住者宅の例

Iターン者の星川さん
北海道から移住
一人暮らしを楽しむ。
宇治町のHPを担当
自宅の古民家前で。 Iターン者の稲毛さん

10年以上前に倉敷から
夫婦で移住。
住むか暮らす会副会長。
自宅の古民家前で。

10月恒例行事
の焼き肉会

移住者の聞き取り結果から（移住まで）

 移住の動機や目的

・Iターン者（積極的）

農業がしたい，

退職後の田舎暮らしを楽しむ，

趣味を仕事にしたい，

災害のない暮らしをしたい

・Uターン者（受動的）

親の世話，

出身地に戻りたい，

農業・田舎暮らし，

退職後の楽しみ

 移住の情報入手

イベント・説明会（農業フェア，倉敷の
イベント），移住定住の紹介施設

雑誌（田舎暮らしの本），インターネッ
ト，友人や知人の紹介，各地を回る
中で，紹介される。

 宇治に関する情報入手

大阪の説明会，ボラバイト，

農業研修，市役所，友人など

 移住の決定理由

雰囲気・環境の良さ，対応の良さ

・Iターン者

移住者の聞き取り結果から（移住して）

 移住に至る思い

移住したいという意志の強さがIター
ン者には強い。

 現在の状況

全体を通して農業に関わっている
人が多かった。

 宇治の生活環境

良かったこと：地域の温かさ，自然，
田舎暮らしの生活，地域。災害が
少ないのに満足。

困ったこと：交通不便，施設、病院，
地域の行事の多さ・参加等。

 住宅の状況（Iターン）

家賃は5000～10,000円程度。

所有者とのつき合い。広すぎて管
理が大変,修理に費用必要。

 生活の満足度

Iターン：満足，期待通り，やればやるだ
け結果がついてくる。目的であった農
業ができている。

Uターン：程々に良い，ストレスが全くな
い。

 将来について

Uターン，Iターンともに目標を持ってい
る人が多い。ほとんどの人が永住した
い思いがある。

 行政や地域への要望

移住後の支援が欲しい。地域に任せ
すぎ。補助金の改善，宇治のアピール

 移住希望者へのアドバイス

移住を考えているなら、まずは現地を
訪れることが必要。

移住者は、移住のメリット、デメリットを理解している。

目的を持って来ている。不満材料はあるが、宇治町の生活
に満足している。
移住後の生活に，支援体制の不足・改善の要望が強い。
地域の認知度向上などにも、意見が出た。
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★空き家情報の有効な活用

- データベース構築の検討 -

空き家情報のデータベース化について

法的な背景

 空き家対策特別措置法11条

市区町村は「空き家データベース」を整備するように努めること

 空き家対策の基本指針

基本的事項に，市町村の空き家データベースの整備等。

「空き家」として把握した建物は，「空き家データベース」の作成や空き家に

関する正確な情報を把握するために必要な措置を行う。

空き家の所在地を一覧表/地図上に示して市区町村内部で情報共有する。

記載事項 ： 空き家の所在地，現況，所有者の氏名や連絡先など。

 地域の空き家情報（調査結果等）を移住定住支援の情報として有効

に活用するため，データベース化を検討。

➪ 空き家の地域管理につながる

本研究

空き家管理データベースの仕様と登録情報

区分 要求する仕様

動作環境 Windows7のPC環境下，ゼンリン地図とデータベースの組み合わせで動作する

表示 調査地区の全戸数がデータベースに登録され，空き家かどうかの区別が地図上
で認識できる。家屋の写真が複数枚登録できる

登録･検索 空き家・所有者の情報を自由に設定・更新でき，必要項目の検索が行える

データの入出力 データベース情報，検索結果等をexcelファイルで入出力できる

その他 表示される情報が全てプリントアウトできる

データベースの仕様を作成

管理データベースの登録情報を決定（本調査の項目）

調査区分 現況調査 所有者アンケート調査

登録
項目

・空き家の履歴 （住所，番地，表札）

・対象家屋の履歴（建て方，構造等）

・空き家の評価（ランク付け）

・調査結果の帳票

（空き家の写真付き）

・空き家の履歴（住所（字），番地）

・所有者の履歴（氏名，居住地，連絡先）

・空き家家屋の状況

・利用状況

・将来の利用（貸し出しを含む）

(株)
ゼンリン

①住宅地図
データベース

②データベース用
管理ソフト

Z-map-TOWN Ⅱ
（高梁市2014）

LmapⅣSA2

吹屋地区の空き家管理データベース＿1

地図上の空き家（右図）に連動して，空き家所有者の情報を表示（左上図）。

← 赤いところは空き家

← 住所，地区，氏名，小字が見える

吹屋地区の空き家管理データベース＿２

検索条件（小字「千枚，中町」）を設定
ー地図で該当する空き家の情報をリンク表示ー

空き家の位置情報

現地調査帳票

空き家の住宅情報

吹屋地区の空き家管理データベース＿3
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研究の成果
－教育及び社会面－

吹屋周辺地区の空き家調査から

調査対象家屋について，新たな移住3件や利活用に進展。

地域の空き家情報をデータベースで「見える化」

今後はNPO「梁クラス」で利用を検討予定。

学生による中山間地域の課題調査から

田舎暮らしへの視点が変化。地域に住む暮らす大切さの理解

経営社会学科の新ｶﾘｷｭﾗﾑ（地域マネジメント等）につなげる

移住定住の取り組みを報告書に作成。公表（行政・協力者等）

「過疎地域自立活性化」優良事例で宇治町は総務大臣賞。2016/10月

調査報告書の公表

【社会的有用性】

歴史や文化の継承には地域の人々の生活維持と地域

保存の力が欠かせないが，中山間地域にある高梁市吹

屋地区は空き家増加の進行が著しく喫緊の課題に直面

している。

一方，田舎暮らしや自然志向の高まりを受けて，隣接の

宇治町では主体的に移住定住支援の取り組みを行って

おり，先進事例として全国的に注目されている。

地域と協働でこれら地区の調査と解析を進めた成果は，

今後とり組むべき移住定住対策の方向性を示すものとし

て有用である。

学生の感想と意識の変化

無理に利便性をよくせず田舎であることこそ，住んでみたい人にアピー
ルしていける。

地域が理解して，地域おこしを勧めることが必要では。その方策がこれ
からの課題である

初の地域訪問では，道が複雑，人里から離れる不便な所と思った。

現地調査・アンケート調査・報告会・地域のイベントなどに参加した。ま
ち起こしに対する強い姿勢，他所の人でも溶け込み安い優しさ，とても
温かい所と感じた。

本研究に参加した大学生，地域関係者の感想等

地域に学生が入り、研究活動を行ったこと

学生が未知の世界に飛び込み、担当教員の指導で、仲間と協力しながら

難題を完成していく。その過程に立ち会えたことが地域側の喜びである。

地域は常に変動している。今回の対応後も，見守り・介入をお願いする。

【教育的有用性】

まとめ

空き家問題には，地域事情に合わせた対策が必要

地域の現状・空き家の状況の把握，所有者の意向確認が必要

移住定住には，地域全体での思い，取り組み，協力が不可欠。

移住定住を支援する体制づくり，組織づくり，人づくりが必要。

移住者には，移住前から移住後まで続くフォローが必要

地域や支援者だけで解決しない課題に，行政支援が必要。

移住定住の関係者間を繋ぐNPO等の役割，地域の課題をとも

に考える大学の役割が求められる。
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