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過疎対策の基本は，活性化による維持であるが，この先は，それが難しい場合

の次善策も必要である。この調査研究の最大の目標は，過疎対策の現場に，活性

化でも，放棄でもない新しい選択肢，すなわち，「将来の再居住化の可能性を残

した無居住化」を導入することである。「集落の無居住化」と「集落の消滅」は

同義ではないことを示す。調査研究として，改善すべき点も少なくないが，この

先の過疎対策の一助となることを切に願う。 
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１・１ 調査研究全体の背景 

小集落消滅の危機  

山間辺地の小規模な農業集落を取り巻く状況は依然として厳しい。明るい事例もあるが，

それでも，この先，多くの集落が無居住化すると思われる。実際，平成 18～22 年度の 4 年

間だけ，66 の集落が「自然消滅」した*1。この先，消滅する可能性のある集落の数も無視

できるほど少ないとはいえない（表 1）。2050 年の段階で居住地域の 2 割が無居住化する

という予想もある*2。  

 

表 1 過疎地域等の集落消滅の可能性  

単位：集落  

 10 年以内に

消滅  

いずれ消滅  消滅の可能性

なし  

無回答  計  

山間地  385 1,804 15,782 2,142 20,113

中間地  45 390 15,501 2,894 18,830

平地  17 121 17,899 2,355 20,392

都市的地域  6 19 4,751 460 5,236

出典：総務省地域力創造グループ過疎対策室『過疎地域等における集落の状況に関する現状把握調査結

果の概要（平成 23 年 4 月）』2011 

 

小さな拠点づくりの限界  

国土交通省国土政策局は，過疎対策として，「小さな拠点づくり」，すなわち，小学校と

いった範囲で診療所や商店などを集めた拠点をつくり，そこと集落をコミュニティバスな

どでつなぐことを推奨している*3。散在する集落と拠点をバスでつなぎ続けることは非常

に難しいと思われるが，拠点の整備自体は，当面の生活環境の維持という点で，現実的，

かつ，効果的なものである。  

とはいえ，小さな拠点づくりが成功したとしても，その効果は，通院困難，買い物困難

に伴う高齢者の離村を阻止することにとどまると思われる。集落構成員の世代交代への寄

与はあまり期待できない。つまり，長期的にみると，小さな拠点づくりの成否に関わらず，

小規模な農業集落のある程度の無居住化は不可避といわざるをえない。  

 

次善策のない過疎対策  

過疎対策の最善は無居住化の阻止であり，筆者らもそれに賛同している。しかし，前述

のような状況にあるにもかかわらず，小さな拠点づくりを含む現在の過疎対策には，無居

住化が不可避な場合の次善策がない。無居住化後については成り行き任せ，といっても過

言ではない。  
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１・２ 調査研究全体の目的・着眼点 

調査研究全体の目的：「将来の再居住化の可能性を残した無居住化」という選択肢  

筆者らは，無居住化が不可避な場合の次善策の一つとして，「将来の再居住化の可能性を

残した無居住化」「集落としての潜在力を残した無居住化」といった手法があってよいと考

えている。ただし，即座に再居住できる状態を保持し続けるという意味ではない。  

この調査研究全体の目的は，そのような手法の実現性を探ること，そのシナリオを検討

することである。念のため補足するが，これは小さな拠点づくりを否定するものではない。

むしろ，その弱点を補完するものである。  

 

将来的な再居住者は他出者またはその子孫  

最近，集落の担い手として，他出者（離村した人）が大きな期待を集めている*4。筆者ら

も同感であり，縁もゆかりもない人の転入を否定するつもりはないが，将来の再居住の主

力は，他出者またはその子孫になる，と考えている。ただし，移住を希望する他出者およ

びその子孫は，ごく少数とみている。  

 

農業集落の再興という形での再居住化  

再居住により形成される集落の姿は，再居住直前の状態によって大きく異なるが（表 2），

この調査研究では「農業集落の再興」（表の右下）を目標とする。歴史文化の連続性につい

ては，この直後に補足する。  

 

表 2 無居住化後の再居住の形  

 
歴史文化の連続性  

喪失  保持  

農林業の生産基盤  
壊滅  新興住宅地の開発  集落の再興  

復旧可能  田畑付き新興住宅地の開発 農業集落の再興  

 

集落の本質は「生きた歴史文化」  

あくまで仮説であるが，筆者らは，集落存続の根本的な条件は，歴史文化の連続性が維

持されていることと考えている。つまり，何らかの形で歴史文化が継続しているかぎり，

無居住化しても集落は消滅しないということである。ただし，ここでいう「歴史文化」は，

集落の構成員によって更新され続けるような，生きた歴史文化であり，文献のなかに固定

されたようなものではない。なお，集落存続の根本的な条件については，第 3 章第 3 節で

触れる。  

 

調査研究の着眼点  

無居住化した農業集落の再興には，最低でも次の 3 点，すなわち，①復旧可能な農林業

の生産基盤，②歴史文化の連続性，③移住を希望する他出者が必要である。この調査研究

では，それらに関する 3 つの視点から，「将来の再居住化の可能性を残した無居住化」の実

現性について検討する。  
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１・３ 調査研究班別の目的・手法・調査対象 

前述の視点別に，3 つの調査研究班，すなわち，①生産基盤班（復旧可能な農林業の生

産基盤），②歴史文化班（歴史文化の連続性），③移住意識班（移住を希望する他出者）を

編成した。  

 

生産基盤班  

生産基盤班の主な目的は，次の 2 点，すなわち，①無居住化後の生産基盤復旧の可能性

を明らかにすること，②復旧の可能性評価に資するモデルを試作することである。すでに

無居住化した集落に向かい，農林業の生産基盤，田畑の使用，土地の荒廃，道路の劣化な

どについて調査した。なお，調査の結果は，独自のデータベースに蓄積した。  

生産基盤班は，気候条件が厳しいこと（積雪が多いこと），現地研究者*5 との連携が可能

という点から，秋田県全域を調査対象とした。  

 

歴史文化班  

歴史文化班の目的・方法は大きく 2 段階に分かれている。第 1 段階の目的は，無居住化

集落の歴史文化の現状について明らかにすることであり，それに向け，元住民に対する聞

き取り調査を実施した。有形のものとしては，神社や墓地に注目した。第 2 段階の目的は，

集落存続の根本的な条件，集落再興の可能性を残す方法を探ることであり，それに向け，

地域住民を交えたワークショップを実施した。なお，無居住化に対する地元住民の関心を

高めるため，第 2 段階の前に，第 1 段階の成果を簡単にまとめた冊子を作成し，広く配布

した。  

歴史文化班は，無居住化集落が散見されること，関連する個人的な記録や学術的な文献

（例：坂口*6，梅本*7）が充実していること，短期間で調査を完了させることが可能という

点から，共同研究・小山の現住地である京都府京丹後市を調査対象とした。  

 

移住意識班  

移住意識班の主な目的は，次の 3 点，すなわち，①地域の生活環境と，出身地への移住

に関わる意識（地元意識など）の関係性を明らかにすること，②現住地と出身地の生活環

境に基づき，人々の出身地への移住意向に影響を与える要素を抽出すること，③地域の生

活環境の評価に基づき，人々の移住意向を推計する定量モデルの構築を試みることである。 

移住意識班では全国の住民を対象としたアンケートを実施した。ただし，これは無居住

化集落を出身地とする人に限定したものではない。移住意識班は，全国的なデータから，

無居住化集落への他出者の移住に関する示唆を抽出する。  
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（第１章の注） 

*1 総務省地域力創造グループ過疎対策室『過疎地域等における集落の状況に関する現状把握調査結果

の概要（平成 23 年 4 月）』2011 

*2 国土交通省『国土のグランドデザイン 2050～対流促進型国土の形成～（平成 26 年 7 月）』2014 

*3 国土交通省国土政策局・集落地域における「小さな拠点」形成推進に関する検討会『集落地域の大

きな安心と希望をつなぐ「小さな拠点」づくりガイドブック～つながり，つづける地域づくりで集落再

生～（平成 25 年 3 月）』2013 

*4 山下祐介『限界集落の真実―過疎の村は消えるか？』筑摩書房，2012 

*5 秋田県在住の佐藤晃之輔氏。佐藤晃之輔『秋田・消えた村の記録』無明舎出版，1997 

*6 坂口慶治「丹波高地東部における廃村化と耕地荒廃の過程」『地理学概論』47-1，21-40，1974 

*7 梅本政幸『丹後の国』1993 

 

（第１章の執筆担当）林直樹 
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２・１ 生産基盤班の目的と方法 

２・１・１ 生産基盤班の目的  

生産基盤班の主な目的は，次の 2 点，すなわち，①無居住化後の生産基盤復旧の可能性

を明らかにすること，②復旧の可能性評価に資するモデルを試作することである。  

 

２・１・２ 現地調査の方法  

調査対象の抽出  

気候的に厳しいこと（積雪が多いこと），現地研究者との連携が可能という点から，秋田

県全域を調査対象とした。先行する佐藤の調査記録*1 のなかから，後述の 3 条件のすべて

に該当する無居住化集落（62 地区）を抽出し，生産基盤班の調査対象とした。抽出条件は

次のとおりである。①最盛期の戸数が 5 戸以上である。②ダム建設を主因として無居住化

した集落ではない。③営林事業のために形成された集落ではない。  

細かな場所については，新旧地形図を使用して一つ一つ確認した。なお，佐藤の調査記

録*1 には，戦後開拓集落，鉱山集落は含まれていない。つまり，それらについては生産基

盤班の調査対象にも含まれていない。  

現地調査の方法  

集落の中心部およびその周辺について，目視で状況を確認した。1 地区当たりの調査時

間は，約 45 分間であった。調査の担当は，林直樹，協力者・浅原昭生氏の 2 名，調査の期

間は，次の 3 つ，すなわち，①2015 年 9 月 20 日～23 日，②10 月 9 日～12 日，③10 月 31

日～11 月 3 日である。  

調査の項目  

現地における調査項目は，次の 17 点，①耕作（田畑の利用状況），②木本が見られない

田畑（使用されていないものも含む）の有無，③人工林の林床植生（地面をおおうような

雑草や雑木）の有無，④地区の中心部まで自動車で到達可能か，⑤枝道を含め，地区内に

自動車が通行できなくなった道路や橋があるか，⑥隣接集落との境界と思われる場所から

集落の中心までの道路舗装状況，⑦電線（高圧線を除く）の有無，⑧家屋の状況，⑨土地

管理に関する看板などの有無，⑩崖崩れによる裸地の有無，⑪離村関連碑の有無，⑫離村

関連碑以外の碑の有無，⑬学校・分校の状況，⑭神社*2 の状況，⑮寺*2 の状況，⑯ほこら・

地蔵などの有無，⑰墓地・墓石の有無である。  

調査結果に含まれる「誤差」  

隣接集落との境界線がはっきりしていないため，隣接集落に属するものを当該集落に属

するものと見てしまった可能性，当該集落に属するものを隣接集落に属するものと見てし

まった可能性がある。加えて，1 地区当たりの調査時間が短いことにも注意する必要があ

る。道路から大きく離れた部分は，そもそも確認していない。ただし，一般に，山間地の

集落の大半は道路すら整備されていない山林である。調査時間を 1 地区／1 日としても，

全域を完全に調査することは至難である。また，雑草・雑木が非常に多いため，墓石のよ

うな小さなものについては，目の前にあっても，見落とした可能性がある。今回の調査結

果には，その種の「誤差」が含まれることに注意する必要がある。  
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２・１・３ 生産基盤関連のモデル構築方法の概要  

無居住化後の耕作継続の可能性を推計する手法を開発するため，本稿では，二項ロジス

ティック回帰分析を行った。耕作に注目した理由については第 3 節で述べる。田畑の利用

状況を被説明変数，各無居住化集落の調査結果や周辺の気候・地形データなど（選定も含

め，詳細は第 2 節）を説明変数として用いることで，田畑の利用状況に影響を与えると考

えられる要因を抽出する。  

通常の（重）回帰分析は，目的変数（被説明変数）が量的な連続変数の場合の手法であ

るが，ロジスティック回帰分析は，目的変数が名義的な変数の場合に適した手法である。

特に，被説明変数が「あり（1）」・「なし（0）」のように二項的な評価である場合には，二

項ロジスティック回帰分析が用いられる。以下に，二項ロジスティック回帰分析の概要を

示す。  

被説明変数となる変数は，目的の事象が発生した場合に 1，そうでない場合に 0 の値を

とるものとする。ここで被説明変数の値が 1 となる確率を とすると，二項ロジスティック

回帰分析の一般式は以下の(1)式のように表すことができる。  

log
1

 

ただし， は切片， は説明変数 に対する回帰係数を表すパラメータである。さらに，(1)

式を について変形すると，次の(2)式のようになる。  

1

1
1

exp	 ∑

 

ここから， の符号が正のとき， の増加に伴って の値が増加すること， の符号が負

のとき， の増加に伴って の値が減少することがわかる。なお， の指数をとったExp  

は「オッズ比」と呼ばれ，これは，他の変数の影響を統制した状態で， が 1 単位増加し

たときの，(1)式における 1⁄  の増加度合を表している。オッズ比が 1 より大きいとき，

「目的の事象が起こる確率」は， の増加に伴って上昇する（オッズ比が 1 より小さいと

きは低下する）。また，オッズ比の大小で，モデル中での各変数の影響力を一定程度比較す

ることもできる。  

 

（第２章第１節の注） 

*1 佐藤晃之輔『秋田・消えた村の記録』無明舎出版，1997 

*2 単なる大きさという点で建物のなかに入ることができるもの。入ることができないものは「ほこら・

地蔵など」とみなした。  

 

（第２章第１節の執筆担当） 

林直樹（第１項・第２項），関口達也（第３項） 

(1) 

(2) 
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２・２ 秋田県の無居住化集落における生産基盤の状況 

この節では，生産基盤を中心に，秋田県の無居住化集落における生産基盤の概況を説明

する。なお，個々の地区に関する概況については，附章（Ⅰ）で説明する。  

２・２・１ 耕作（田畑の利用状況）  

62 地区中 38 地区（61.3%）で耕作が見られた。ただし，次の 2 点，①秋田県では営農の

支障となる鳥獣害が比較的軽微といわれていること，②集落の田畑のごく一部で耕作が見

られた場合であっても，「耕作が見られた」と判断されていることに注意が必要である。  

全体的にみると，耕作放棄が目立つが，小摩当地区（図 1）や山田地区（図 2）など，無

居住化集落であることを感じさせないような，まとまった耕作が見られた地区もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・２・２ 比較的健全な田畑  

田畑に木本が侵入すると，その復旧は難しくなる。ここでは，調査時点で使用されてい

ないものも含め，「木本が見られない田畑」を「比較的健全な田畑」とみなした。ただし，

木本が見られなくても，放棄地をもとの田畑に戻すには，それなりの手間が必要である。

遷移による木本と植林による木本は区別しなかった。比較的健全な田畑がまったく見られ

なかった地区は，62 地区中 10 地区（16.1%）であった。それ以外，52 地区（83.9%）では，

ごくわずかである場合も含め，比較的健全な田畑が見られた。  

 

田畑の荒廃地（木本が見られた田畑）の状況  

調査全体を通じて，区画の形が大きく崩壊するような著しい荒廃状態が見られることは

なかった。田畑の荒廃地は大きく 3 種類，すなわち，①単なる植林地（一概に荒廃地とは

いえない），②遷移によって少数の木本が侵入しているが，田畑として使用されていたこと

が容易に判別できるもの（図 3），③遷移によって多数の木本の侵入し，田畑として使用さ

れていた痕跡を発見することすら困難なもの（図 4）に分けることができる。③のような

荒廃は少数であった。  

  

図 1 小摩当地区の耕作状況  図 2 山田地区の耕作状況  
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２・２・３ 比較的健全な人工林  

ここでは，林床植生のある人工林を「比較的健全な人工林」とみなした。そのような人

工林は，表土の流出が比較的少ないと考えられる。人工林が見られた 61 地区のなかに，比

較的健全な人工林がまったく見られなかった地区はなかった。  

調査全体を通じて，大規模な裸地が生じるような著しい荒廃状態は全く見られなかった。

人工林の多くは，図 5 や図 6 のような状況（林床植生あり）であった。ただし，次の 2 点，

すなわち，①調査対象が集落の中心付近の人工林，つまり，比較的管理しやすい人工林に

限定されていること，②無間伐でも荒廃しにくいといわれるスギ林*1 が多いことに注意す

る必要がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（補足）上畑地区のすべての田畑がこのような状態

という意味ではない。  

図 4 上畑地区の荒廃した畑  

（補足）水呑地区のすべての田畑がこのような状態

という意味ではない。  

図 3 水呑地区の荒廃した田  

図 5 杉の沢地区の人工林の一部  図 6 上新田地区の人工林の一部  
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２・２・４ 道路の劣化  

道路の劣化状況については，「地区の中心部まで自動車で到達可能か」「枝道も含め，地

区内に自動車が通行できなくなった道路や橋があるか」の 2 つについて調査した。前者に

ついては，62 地区中 59 地区（95.2%）が「到達可能」であった。後者については，6 地区

（9.7%）で「自動車が通行できなくなった道路や橋」が見られただけであった。  

 

自動車使用という視点から見た道路の劣化状況  

全体的にみると道路の劣化はわずかであったが，劣化した場所は，大きく 4 種類，①土

砂に埋もれたところ（図 7），②雑草雑木におおわれたところ，③橋が崩落したところ（図

8），④浸食がひどいところに分けることができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・２・５ 道路の舗装状況  

隣接集落との境界と思われる場所から集落の中心までの道路舗装状況は，全区間舗装 62

地区中 18 地区（29.0%），全区間舗装なし 26 地区（41.9%），一部舗装 18 地区（29.0%）で

あった。  

 

２・２・６ 電力の供給  

62 地区中 32 地区（51.6%）で電線（高圧

線を除く）が見られた。残り 30 地区につい

ては，電力が供給されていないと思われる。

家屋や田畑が健在であるにもかかわらず，

電力が供給されていないと思われる地区も

あった（図 9）。  

 

 

 

 

 

図 7 福田地区の中心部への道路  図 8 深沢地区の中心部への道路  

図 9 二の又地区の中心部  
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２・２・７ 家屋（学校・神社・寺を除く）  

62 地区中 47 地区（75.8%）で健全または損傷軽微な家屋が見られた。「そのような家屋

は見られなかったが，大破したものが見られた地区」は 4 地区（6.5%），健全・損傷軽微・

大破のいずれも発見されなかった地区は 11 地区（17.7%）であった。  

内部を一つ一つ確認したということではないが，使用可能な家屋の多くは，倉庫や農機

具置き場（図 10）として利用されていると思われる。なお，図 11 は，大破した家屋の一

例である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・２・８ 土地管理に関する看板など  

62 地区中 21 地区（33.9%）で土地管理に

関する看板など（手書き看板，ロープ張り

のような「簡素なもの」を除く）が見られ

た。「簡素なもの」だけが見られた地区は 9

地区（14.5%），土地管理に関する看板など

について，なにも発見されなかった地区は

32 地区（51.6%）であった。図 12 は，その

種の看板の一例である。  

 

 

 

  

図 10 上赤坂地区の家屋のひとつ  図 11 雨沼地区の家屋のひとつ  

図 12 湯車地区で見られた看板  
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２・２・９ 崖崩れによる裸地  

62 地区中 22 地区（35.5%）で，崖崩れに

よる裸地が見られたが，大部分はごく小規

模なものであった。比較的大きなものでも，

図 13 のレベルにとどまっていた。  

 

 

 

 

 

 

 

２・２・１０ そのほか  

生産基盤以外の項目，すなわち，離村関

連碑や墓地・墓石などの状況を表 1 に示す。

図 14 は「離村関連碑」の一例である。  

 

 

 

 

 

 

 

表 1 生産基盤以外の調査項目  

調査項目  調査結果 (1) 

離村関連碑  あり 15，発見できず 47 

離村関連碑以外の碑  あり 14，発見できず 48 

学校・分校  そもそも無い 48，建物発見 0，大破発見 2，跡地発見 5，発見できず 7 

神社 (2) 建物発見 18，大破発見 0，跡地発見 5，発見できず 39 

寺 (2) 建物発見 1，大破発見 0，跡地発見 0，発見できず 61 

ほこら・地蔵など  あり 20，発見できず 42 

墓地・墓石  あり 14，発見できず 48 

(1) 記載の順に検討した。例えば，「A 数字，B 数字，C 数字」となっている場合，A の直後の数字は，「A に該当す

る地区数」，B の直後の数字は「A には該当しないが，B に該当する地区数」，C の直後の数字は「A にも B にも該当

しないが，C に該当する地区数」を示す。 (2) 単なる大きさという点で建物のなかに入ることができるもの。入る

ことができないものは「ほこら・地蔵など」とみなした。  

（第２章第２節の注） 

*1 赤井龍男『低コストな合自然的林業』全国林業改良普及協会，1998 

（第２章第２節の執筆担当）林直樹 

図 13 西又地区の崖崩れ  

図 14 上大沢地区の離村関連碑  
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２・３ 秋田県の無居住化集落における「田畑の利用状況」に関する分析 

生産基盤班の第 2 の目的は，無居住化後の生産基盤復旧の可能性評価に資するモデルを

試作することである。しかし，「比較的健全な田畑の有無」「比較的健全な人工林の有無」

のいずれも，「見られた」に該当地区数が集中しているため，分析の被説明変数としては適

切とはいえない。  

そこで，第 3 節では，「見られた」「見られなかった」で該当地区数が大きく分かれた「田

畑の利用状況」に注目し，耕作継続の可能性を推計するモデルの構築を試みた。無居住化

から再興までの一定の期間を考えたとき，耕作期間が長くなることは，放棄期間が短くな

ることを意味する。その分，復旧も容易になる。間接的であるが，耕作継続の可能性が高

いほど，再興時の復旧も容易になると考えられる。要因分析では，二項ロジスティック回

帰分析を使用した（第 1 節参照）。  

 

２・３・１ 「田畑の利用状況」の要因分析に用いるデータ  

田畑の利用状況（以下，単に「耕作有無」）の要因分析では，第 2 節で説明した無居住化

集落に関する調査結果，気候・地形などに関するデータを使用した。以下に目的変数，説

明変数（候補）の概要を示す。  

目的変数  

調査対象の 62 地区における耕作有無（2･2･1）を被説明変数（目的変数）とした。「耕作

が見られた」と判断された場合に「1」，そうでない場合に「0」をとる変数として扱った。 

説明変数の第一次候補（22 変数）  

説明変数の第一次候補を表 1 に示す。それらは大別して 4 種類，すなわち，①間接的な

生産基盤の状況（道路の舗装状況・電力の供給・道路総延長密度），②集落自体の概況（最

盛期戸数・無居住化からの年数），③気候・地形，④人口関連に分けることができる。  

なお，分類①としては，現地調査で得られた道路の劣化，すなわち，「地区の中心まで自

動車で到達可能か」「枝道も含め，地区内に自動車が通行できなくなった道路や橋があるか」

（2･2･4）も考えられるが，いずれについても，一つのカテゴリーに該当地区数が集中して

いるため，採用しなかった。  

説明変数の第二次候補（13 変数）  

二項ロジスティック回帰分析において多重共線性の発生により分析結果が不安定にな

ることを避けるため，VIF（分散拡大要因）指標により前述の説明変数候補を絞り込んだ。

その結果残った説明変数の候補（第二次候補）は，次の 13 変数，すなわち，①道路の舗装

状況，②電力の供給，③道路総延長密度，④最盛期戸数，⑤無居住化からの年数，⑥2 月最

低気温，⑦年降水量合計，⑧年最深積雪量，⑨年日照時間合計，⑩最高標高，⑪最低標高，

⑫人口密度，⑬1 次産業人口密度である。①～⑬を選択すると，すべての VIF が 10 以下と

なる*1。参考のため，⑧と⑪に関するデータを図 1・図 2 に示す。いずれも，最終的に採用

された説明変数である（後述）。  
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表 1 説明変数の第一次候補（太字の変数名は第二次候補としての残ったもの）  

分類  変数名  変数の概要  出典  年度

① 間 接

的 な 生

産 基 盤

の状況  

道路の舗装状況  全区間舗装の場合に「1」，そうでない場合に「0」

となる変数  

生産基盤班の現地調

査（第 2 節参照）  

2015

電力の供給  電線（高圧線を除く）が発見された場合に「1」，

そうでない場合に「0」となる変数  

道路総延長密度  集落代表点から 1 ㎞以内に存在する 3 次メッシュ

の道路（全幅員）総延長の密度（m／メッシュ）

国土数値情報：道路

密度・道路延長メッ

シュデータ (1) 

2010

② 集 落

自 体 の

概況  

最盛期戸数  記録の範囲内での最大戸数（戸）  佐藤 (2) 1997

無居住化からの

年数  

集落が無居住化した時点から 2015 年までの経過

年数（年）  

③気候・

地形  

2 月最低気温  該当メッシュ内の 2 月の最低気温の値（℃）  国土数値情報：平年

値（気候）メッシュ

データ（3 次） (3) 

2010

8 月最高気温  該当メッシュ内の 8 月の最高気温の値（℃）  

年降水量合計  該当メッシュ内の降水量の年間合計値（mm）  

年最深積雪量  該当メッシュ内の積雪量の年間最大値（cm）  

年日照時間合計  該当メッシュ内の年間の日照時間の合計値（時間）

平均標高  該当メッシュ内の平均標高（m）  国土数値情報：標高・

傾斜度 3 次メッシュ

データ (3) 

2009

最高標高  該当メッシュ内の最高標高（m）  

最低標高  該当メッシュ内の最低標高（m）  

最大傾斜角度  該当メッシュ内の最大傾斜角度（度）  

最小傾斜角度  該当メッシュ内の最小傾斜角度（度）  

平均傾斜角度  該当メッシュ内の平均傾斜角度（度）  

④ 人 口

関連  

人口密度  集落代表点から 10km 以内の 3 次メッシュの人口

密度（人／メッシュ）  

平成 22 年国勢調査・

地 域 メ ッ シ ュ 統 計

（統計情報研究開発

センター） (1) 

2010

就業者密度  集落代表点から 10km 以内の 3 次メッシュの就業

者総人口の密度（人／メッシュ）  

完全失業者密度  集落代表点から 10km 以内の 3 次メッシュの完全

失業者総人口の密度（人／メッシュ）  

1 次産業人口密度  集落代表点から 10km 以内の 3 次メッシュの第 1

次産業に就いている総人口の密度（人／メッシュ）

2 次産業人口密度  集落代表点から 10km 以内の 3 次メッシュの第 2

次産業に就いている総人口の密度（人／メッシュ）

3 次産業人口密度  集落代表点から 10km 以内の 3 次メッシュの第 3

次産業に就いている総人口の密度（人／メッシュ）

(1) 集落代表点（地図上の地名の位置に基づき作成したポイントデータ）の一つ一つについて計算。一定の半径の距

離内にメッシュの重心が含まれるものを集計対象とした。各指標の値を合計し，該当するメッシュ数で除した。  

(2) 佐藤晃之輔『秋田・消えた村の記録』無明舎出版，2001 

(3) 集落代表点（地図上の地名の位置に基づき作成したポイントデータ）が存在するメッシュの値を採用した。  
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図1 年最深積雪量と無居住化集落の分布  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 最低標高と無居住化集落の分布  
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２・３・２ 耕作有無と「説明変数の第二次候補」の単相関回帰係数  

二項ロジスティック回帰分析の目的変数である「耕作有無」と「説明変数の第二次候補」

（13変数）の単相関係数を表2に示す。  

 

表2 耕作有無と「説明変数の第二次候補」の単相関係数  

変数名  耕作有無との単相関係数  

道路の舗装状況  0.07

電力の供給  0.29

道路総延長密度  0.18

最盛期戸数  -0.10

無居住化からの年数  -0.04

2月最低気温  0.23

年降水量合計  -0.42

年最深積雪量  -0.37

年日照時間合計  0.36

最高標高  -0.41

最低標高  -0.42

10km圏の人口密度  0.27

10km圏の1次産業人口密度  0.28

 

２・３・３ 二項ロジスティック回帰分析による耕作有無の要因分析の結果  

耕作有無を目的変数として二項ロジスティック回帰分析を行った（IBM SPSS Statistics 23

を使用）。説明変数の第二次候補（13 変数）から，尤度比に基づく変数増加法による変数

選択を行った結果，最終的に 3 つの説明変数が有意（5%有意水準）として採用された。そ

の結果得られた田畑の耕作有無を説明するモデルを表 3 に示す。  
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表3 最終的に得られたモデル（尤度比に基づく変数増加法）  

 B 

標準  

誤差  Wald 自由度

有意  

確率  Exp(B)

EXP(B) の  95% 

信頼区間  

下限  上限  

年最深積雪量  -.021 .010 4.812 1 .028 .979 .960 .998

最低標高  -.007 .004 3.905 1 .048 .993 .986 1.000

電力の供給  2.184 .783 7.786 1 .005 8.884 1.916 41.205

定数  2.618 .905 8.369 1 .004 13.705   

オムニバス検定の結果，モデルの有効性が確認された（p<0.001）。さらに，Hosmer と  Lemeshow の検定

の結果，モデルはデータに適合しているという結果も得られた（有意確率は 0.186）。Nagelkerke の R2 

の値は 0.444 であった。  

 

最終的に得られたモデルで採用された説明変数は「年最深積雪量」「最低標高」「電力の

供給」の3変数であった。このうち，年最深積雪量，最低標高の係数Bの符号は負であった。

これは，年最深積雪量が多くなるほど，最低標高が高くなるほど，田畑の耕作が見られに

くくなることを意味する。一方，電力の供給の係数Bの符号は正であった。これは，電線

（高圧線を除く）が発見された場合，田畑の耕作が見られやすくなることを意味する。  

モデルの予想結果*2と現地調査で得られた実際の観測結果との関係を表4に示す。モデル

の予測結果と実際の観察結果は，全体として80.6%が一致した。この値は，単に定数のみで

予測した場合（説明変数がない状態）の一致率61.3%を大きく上回っている。  

 

表4 耕作有無に関するモデル予測と実際の結果の整合性 

 

予測結果・耕作有無  一致の割合

（%）  0（発見できず） 1（発見）  

観測結果・  

耕作有無  

0（発見できず）  17 7 70.8

1（発見）  5 33 86.8

全体のパーセント  80.6

 
（第２章第３節の注） 

*1 一般に，ある説明変数の VIF が 10 を超えると他の説明変数との間に多重共線性が存在する可能性

が高いといわれている。  

*2 モデルから計算される「田畑の耕作が発見される確率の予測値」が，0.5（50%）を上回れば「発見

(1)」，そうでない場合は「発見できず(0)」となる。  

 

（第２章第３節の執筆担当）関口達也 
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２・４ 生産基盤班のまとめ 

無居住化後の生産基盤復旧の可能性  

秋田県の無居住化集落 62 地区を目視で調査したが，現在の農業土木の技術でも復旧が

困難と思われる生産基盤，例えば，区画の形が大きく崩壊した田畑，大規模な裸地が生じ

ている人工林が見つかることはなかった。多数の木本が侵入した田畑，つまり，復旧が容

易ではないと思われる田畑も見られたが，それは少数であった。秋田県の無居住化集落に

限られたことではあるが，無居住化後の生産基盤復旧は可能といってよい。  

 

無居住化後の生産基盤復旧の可能性評価に資するモデル  

直接的な可能性評価モデルではないが，無居住化後の耕作継続の可能性を推計するモデ

ルを試作することができた。ただし，秋田県の無居住化集落に限られたものであり，試作

の域を出ていないことを付け加えておく。手法の手順は次のとおりである。  

 

手順①：(1)式に，集落の年最深積雪量 （cm），最低標高 （m），電力の供給 （電線あ

り：1，電線発見できず：0）の値を代入し， を求める。  

 

2.618 0.021 0.007 2.184  

 

手順②：(2)式に， を代入し，耕作が見られる確率 を求める*1。  

1

1
1

exp	

 

 

 

（第２章第４節の注） 

*1 参考のため，耕作が見られる確率 が 25%, 50%, 75%となる場合の， の値を示す。  

耕作が見られる確率   

0.25 (25%) -1.099

0.50 (50%) 0.000

0.75 (75%) 1.099

 

（第２章第４節の執筆担当）林直樹 

(1) 

(2) 
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第３章 

無居住化集落の歴史文化と集落の再興 

―京丹後市を事例として― 
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３・１ 歴史文化班の目的と方法 

３・１・１ 歴史文化班の目的と方法  

歴史文化班の目的・方法は，大きく2段階に分かれている。第1段階の目的は，無居住化

集落の歴史文化の現状について明らかにすることであり，それに向け，元住民に対する聞

き取り調査を実施した。第2段階の目的は，集落存続の根本的な条件，集落再興の可能性を

残す方法を探ることであり，それに向け，地域住民を交えたワークショップを実施した。

なお，無居住化に対する地元住民の関心を高めるため，第2段階の前に，第1段階の成果を

簡単にまとめた冊子を作成し，広く配布した。第1段階の成果詳細については第2節，第2

段階の成果詳細については第3節で説明する。  

 

３・１・２ 調査対象地域の無居住化集落の概要  

京丹後市を含む旧丹後国における無居住化集落の数を表1に示した。ここからは宮津

市・弥栄町・丹後町において戦後の無居住化が多いことがわかる。また，宮津市の10ヶ所

のうち8ヶ所は半島部に位置しており，同じ半島部に位置する岩滝町・伊根町・大宮町・弥

栄町・丹後町をあわせると43ヶ所となり，戦後の旧丹後国における無居住化集落の84.3パー

セントを占める。  

 

表 1 丹後の無居住化集落一覧表  

市町名  無居住化集落数
右のうち戦後

の無居住化数
備考  

舞鶴市  6 3  

大江町  1 0 現福知山市  

宮津市  13 10  

岩滝町  1 1
現与謝野町  

加悦町  3 2

伊根町  10 4  

大宮町  7 3

現京丹後市  

弥栄町  23 15

丹後町  11 10

網野町  2 2

久美浜町  3 1

合計  80 51  

       出典：梅本政幸『丹後の国』1993 

 

（第３章第１節の執筆担当）小山元孝  
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３・２ 元住民に対する聞き取り調査 

３・２・１ 現地調査の方法・項目  

今回，調査対象となった京都府京丹後市は，2004 年に峰山町・大宮町・網野町・丹後町・

弥栄町・久美浜町の 6 町が合併して発足した。その内，戦後無居住化に至った集落を調査

対象とし，対象となる集落の無い峰山町域を除いた 5 町から 6 集落（久美浜町山内，網野

町尾坂，大宮町内山，丹後町小脇，丹後町三山，弥栄町住山，図 1）を選択し，元住民に

対して聞き取り調査を行なった。主な調査項目は下記の 9 点である。  

（１）無居住化への経緯  

（２）記念碑や民俗誌の整備状況  

（３）無居住化したあとの伝統的行事の変化  

（４）元住民の帰属意識や地元意識の変化  

（５）神社・墓地等の整理  

（６）再居住の意向  

（７）地域の歴史文化の核となる要素とその維持の方法  

（８）歴史文化の連続性を維持した無居住化の可能性  

（９）元住民で構成する親睦会の存在，設立経緯  

 

なお，当時を知る世代の高齢化は進み，話者の平均年齢は約 80 歳であった。調査の担

当は，小山元孝，齋藤晋の 2 名，調査期間は 2015 年 8 月 30 日から 10 月 25 日である。  

 

 

図 1 調査先位置図（作成：関口達也）  
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３・２・２ 山内（京丹後市久美浜町）  

集落の概要  

位置：京都府京丹後市久美浜町（旧熊野郡，平成 16 年〔2004〕に合併して京丹後市となる。）  

立地（図 2・図 3）：久美浜湾の西北，兵庫県境の山の中腹に位置している。湾沿いの府道

49 号線から 1 キロ少々道を登ったところにあり。西は兵庫県豊岡市に接している。 

人口推移：大正 10 年（1921）ころは戸数 12 戸，人口 58 人であったという*1。また，明治

17 年（1884）には村の鎮守である大福神社の信徒人員が 10 名となっているが*2，こ

れは戸主の人数，もしくは，戸数を示している可能性がある。中島唯幸氏によると

大正末から昭和初期にかけて 12～13 戸，50～60 人の人口であったとされているの

で*3，戦前はおおよそその程度の戸数・人口が維持されていたと思われる。それが

昭和 38 年（1963）には 8 戸となり*4， 終離村時の昭和 43 年（1968）は 3 戸のみ

となった*5。  

土地利用：水田，畑。また，昭和初期より植林が始まった。山内の農地は集落内のほかふ

もとの集落にもあった。集落が山の斜面にあるため，棚田のような小さな田もあり

高低差が 50 メートルほどある所もあった。現在では，離村先から元の土地へ通って

きて耕作をすることはされていない。  

生業：稲作・畑作を主とした農業を主体とし，副業として養蚕も盛んであった。林業も行

われていた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無居住化への経緯とその後  

無居住化前の山内について記したものは少ないが，中島唯幸氏が昭和初期から戦後にか

けての様子を記しており，それをもとに無居住化への経緯を見たい*6。  

 

昭和の初期，この地方では初めての水力利用による自家発電所が完成し，これまでの

永いランプ生活に終止符をうち，また昼間の水力を利用し精米などが出来るように

図 2 昭和 9 年（1934）陸地測

量部発行の 5 万分の 1 地形図

（城崎）に加筆 

図 3 平成 10 年（1998）国土

地理院発行の 5万分の 1地形図

（城崎）に加筆 
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なった。このことが新聞などで報道されたので，他処の町や村から，また学校の生徒

が先生に引率され見学に来るなど，多くの人が登って来られた。  

（中略）  

昭和二・三年頃より鉢ヶ成などの山に「官行造林」が始まり，村も各家から一人づつ

出て松苗の植え付け，下刈りなどに従事されていた。農繁期には遠くの県から大ぜい

の人夫さんが来られ，この人達を泊めておられる家もあった。  

（中略）  

養蚕も盛んであった。耕地の少ない村でも陽あたりの良い畑には，一面に刈り桑が植

えられていた。「田の字造り」の家の客間でもある「おもて」まで使って，春，秋の時

期には蚕の棚を造っておられた。現金収入の少ない村では大きな収入源となっていた

ようである。  

 

このように山間部の小集落とはいえ，いち早く自家発電を取り入れ，造林事業や養蚕で

活気のあった様子を窺うことができる。しかし，戦後こうした状況に変化が訪れる。  

 

栄え活力のあった『山内』も終戦後の燃料革命といわれた石油・プロパンガスの普及

によりこれまで木炭，薪などによっていた現金収入も絶え，また，農耕作業も他の村

では徐々に機械化し，省力化されてゆくのに交通不便な耕地のこの村では利用するこ

とも出来ず，他村との生活水準の格差は拡がってゆくばかりであった。こうした状況

では若い者も定着せず，一人また一人とこの地を離れてゆき，そのうちには一家を挙

げて『山内』を出て行く人も出始めるようになった。  

 

戦後，薪炭にたよっていた現金収入が減少し，機械化の進む農業への対応が遅れ人口の

減少が進むことになった。そうしたなか山内に至る道は狭いことから，無居住化する以前

から道路拡幅や電話の設置を久美浜町に要望していた。しかしながら，資金不足からなか

なか進捗していなかった。そこに，集落に伝わってきた蔵王権現を寺院に預けると，まと

まった謝礼金が支出されるという話を聞き，預けることになった。電話を引くためには電

柱が必要であったため，その資金をもとに電気と電話を引くことにした。その後，昭和 38

年（1963）の豪雪により集落が孤立してしまう事態が起きた。山内への道は狭く，離村時

でも除雪車が入ることのできないような道であり，手持ちの食糧のみという危険な状態に

までなった。この豪雪の影響から１軒，また１軒と移転するようになり，昭和 43 年（1968）

に集落内の戸数が 3 戸となった時点で京都府が土地を買い上げるということで無居住化に

至った。この時，山内出身の中島唯幸氏が京都府の職員であったため，彼の尽力によりそ

れ以前に離村していた人々の土地も含めて買い上げることになった。こうして，山内の土

地は切り売りされずに一括して京都府に売却することが可能となった。10 アールあたり 3

万円という値段であり，到底納得できるような金額ではなかったが，その時の話では，も

し，この地に帰ってくることがあれば買い取り額と同額で売主に戻すという話であっため，

売却金額が低く設定されていた。このような経緯から，土地を買い上げてもらった人は，

帰村権を持つこととなった。ここでいう帰村権とは，京都府が買い取った土地に元住民が

帰りたいと希望した際，売却した金額と同額で買い戻すことができるという権利である。 
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移転先は久美浜町内，網野町や岩滝町のほか，遠い所では京都市もあり，これは移転先

が主に長男の住居であるからである。離村の大きなきっかけとなったのは昭和 38 年（1963）

の豪雪ではあるものの，他にも通学の問題があった。山内には分校はなく，約 3 キロ離れ

た久美浜町湊宮の湊小学校に通わざるを得なかった。子どものいる世帯は特に負担が大き

く無居住化の進行が早く，結局，高齢者ばかりが残ることになった。  

無居住化後，旧久美浜町時代にリゾート開発の計画が策定され，山内から兵庫県豊岡市

気比に抜ける道路の建設がすすめられた。これは城崎温泉の観光客を久美浜方面に誘致し

ようと見込んだ計画であった。しかし，道路は久美浜町側のみの建設に留まり，計画通り

に全通することはなかった。また，集落跡地にレストランが開業したが，現在は休業中で

ある。なお，無居住化前後の集落の概要を表 1 にまとめたので参照されたい。  

 

表 1 山内関係略年表  

和暦  西暦  山内の出来事  丹後の出来事  

大正 10 年  1921 戸数 12 戸，人口 58 人。   

昭和 38 年  1963 戸数 8 戸。  38 豪雪  

昭和 43 年  1968 戸数 3 戸。この年に無居住化に至る。  

昭和 44 年  1969 山内会結成。   

昭和 56 年  1981 記念碑建立。   

昭和 60 年  1985 中島唯幸『わが心のふる里山内の思い

で』刊行。  

 

平成元年  1989  丹後リゾート構想  

平成 23 年  2011 山内会休会。   

 

山内の歴史文化の連続性とその維持について  

久美浜町がリゾート開発を行う計画を立ち上

げ，京都府が買い上げた土地を久美浜町で買い

取るという話になった際に，山内集落の元住民

は帰村権を有していることから久美浜町より土

地の買い取りについて相談があった。 終的に

は，開発予定地が町に買い取られたことで，そ

れらの土地についての帰村権は消滅する事と

なった。その後，協議を経て集落内で点々と残っ

ていた鳥居・灯籠・弘法大師像等を一か所にま

とめることとし，その場所に昭和 56 年（1981）

に記念碑が建立されている（図 4）。この記念碑

は現在，山内に向かう道路沿いにあり，そのあたりに集落が存在していた事を示している。 

また，記念誌の作成についても話があったが，なかなかできていなかった。中島唯幸氏

が記録をまとめられていたので，昭和 60 年（1985）に『わが心のふる里山内の思いで』を

作成してもらった。  

図 4 記念碑と集積された石造物 
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集落が無居住化した後，昭和 44 年（1969）に山内出身者で形成する「山内会」が結成

された。当初は青山会と呼んでいたが後に「山内会」となった。家屋は無くなってしまっ

たが，ひとつの集落として続けていこうという意思で会を結成した。会員資格は山内出身

者であることで，移住した時期は問われない。会費を徴収し，会員が亡くなった際の香典

や見舞いにも使い，懇親会がある際は別途徴収していた。現在でも会は続いているが，会

員の高齢化が進み，以前は行っていた会費を伴う懇親会は開催しなくなった。平成 23 年

（2011）9 月に総会を行い（当時会員 12 名）休会の同意を取り，会費の一部を分配した。

以後，会費は徴収せず，会員の中で元気なものが秋に京丹後市久美浜町に集まった際に懇

親会を行っている。現在でも高齢者の方から入会したいという意向を聞くことがある。し

かし，現会員が亡くなった際に遺族の方に勧誘をするが，そもそも移転先で生まれた子息

が多いので関係が薄く，また，葬儀の際に初めて顔を合わせる方が多いため，若い世代で

新たに入会することはないという。  

山内の住民は宝泉寺（京丹後市久美浜町湊宮，臨済宗）の檀家になっている。もとの集

落にあった墓は性根抜き*7 をして移転先で新たに建立したところが多いが，墓石はそのま

ま残されているところもある。現在でも，一軒のみ現役の墓地として利用されている。  

山内には大福神社という氏神があったが無居住化した後，

雪で破損したため，残骸は処分してしまった。無居住化す

る以前は，都合により秋祭りであったり春祭りになったり

したが，祭礼が行われていた。無居住化以降は行われてい

ない。昭和 56 年（1981）に記念碑を建立する際に集落跡に

残っていた鳥居，灯籠，狛犬を移転し，大福神社跡という

石碑を立て，塚を作りその下に鳥居を埋めた（図 5）。その

際に，灯籠や狛犬がほしいという話が他地区からあったが

断った。また，神社を廃止しようという話もあったが，大

福神社の神は位が高いので廃止ができないと宮司に言われ，

名義のみが残ることになった。また，他地区から合祀した

いという話もあったが実現していない。  

山内には迎接寺と呼ばれる大寺院があった。寺伝による

と天平 2 年（730）に丹後と但馬の境にある「鉢がなる」に

建立され，その後仁治 2 年（1241）に山内の地に移されたといわれる。その後，享禄 2 年

（1529）に現在の京丹後市久美浜町大向の地に移転した*8。現在，迎接寺は現地にはない

が大向にある遍照寺がその流れを組んでいる。また，山内の守り神として蔵王権現像があ

り，この像は迎接寺を開く際の道案内であったと伝えられている。現在，メトロポリタン

美術館で所蔵されているため，久美浜町役場にレプリカを作成してもらった。山内の歴史

を語る上で重要な迎接寺は，山内から移転し，さらに寺名も変わってしまい，なおかつ，

住民の菩提寺は直接法系を継ぐ寺院ではなく別宗派の寺院となっている。また，守り神と

して信仰されてきた蔵王権現像は地元にはなく，神社の祭礼も途絶えたなか，歴史文化の

連続性という意味では断絶しかねない状態にある。こうした状況の中，昭和 60 年代のリ

ゾート開発の際に集落に向かう道路ができたので，元の集落に戻ることができるのではな

いかと思った人がおり，山内会に問い合わせがあったが，バブル崩壊とともにそのような

図 5 大福神社鳥居埋蔵地
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図6 昭和9年（1934）陸地測量部発

行の5万分1地形図（網野）加筆 
図7 平成9年（1997）国土地理院発

行の5万分1地形図（網野）加筆  

声は聞かなくなってしまった。現況をみると，集落跡には土地はあっても家屋がなく，再

居住のためには家を建て直さなければならないという問題がある。また，もう一つ大きな

障害とっているのが水源である。リゾート開発で建築されたレストランは水道がなく，給

水車で水を運んでいた。現在でも集落跡には湧き水があり，それを利用しようとするなら

湧き水のある場所より標高の低い場所が有利である。しかし，そのような場所は，現在，

他の集落の人の所有地となっている。また，湧き水より標高の高い場所はリゾート開発に

より久美浜町に買い上げられた土地であるため，元住民が有していた帰村権が無くなって

いる。こうしたこともあり元の場所に戻るということは難しくなっている。  

 

３・２・３ 尾坂（京丹後市網野町）  

集落の概要  

位置：京都府京丹後市網野町（旧竹野郡，平成 16 年〔2004〕に合併して京丹後市となる。）  

立地（図 6・図 7）：旧網野町の北東部，府道 653 号線から網野 終処分場を抜けさらに南

へ山をあがったところに位置する。旧竹野郡の中央付近にあり，北側は網野町三津や

丹後町徳光に，東側は弥栄町国久，南側は鳥取に通じる街道がある。  

人口推移：明治 17 年（1884）には村の鎮守である立脇神社の氏子戸数が 12 戸とある*9。

離村時には 7 戸となっていた。  

土地利用：山の斜面に集落があり，ふもとに田畑が広がる。  

生業：農業。各戸 5 反ほどの田を持っていた。松の木が多くあったが林業を営むというほ

どでは無かった。薪を近隣の集落に売りに行っていた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無居住化への経緯とその後  

昭和 44 年（1969）刊行の『網野町文化財目録その 2』は，元住民によって離村の経緯が

詳細に記されており，その内容を表 2 としてまとめた。この表からは，無居住化に至るま

で，絶えず電気・電話・道路といった地域のインフラ整備が続けられていることがわかる。 
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表 2 尾坂の主な出来事  

和暦  西暦  尾坂の出来事  丹後の出来事  

昭和 22 年  1947 電灯設置。   

昭和 32 年  1957 府道分岐点までの道路改良工事完成   

昭和 33 年  1958 公衆電話設置。   

昭和 34 年  1959 伊勢湾台風で大きな被害を受ける。（当

時 7 戸，45 名）  

 

昭和 35～

36 年  

1960～  

1961 

住民の移転が始まる。   

昭和 37 年  1962 立脇神社を網野神社（網野町）に移す。  

昭和 38 年  1963 尾坂寺の仏像を徳運寺（丹後町）に移

す。  

38 豪雪  

昭和 39 年  1964 後の一戸が尾坂を離れ，無居住化に

至る。  

 

昭和 52 年  1977 立脇神社上屋再建。   

昭和 57 年  1982 記念碑建立。   

 出典：網野町郷土文化保存会編『網野町文化財目録（その二）』1969 

 

また，同書には，  

 

町道改修を始め，度重なる区の開発の為の大事業に部落負担金の軽減を図る為，区有

林は次々と処分されていった。特に観音山の八十数年の松の美林は，百数十年の老松

と共に姿を消してしまった。かくして虎の子の区有財産は正に皆無の状態となり，区

民は財政的に行詰りを感じ不安を覚え始めたのであった。  

 

とあり，上記の事業進める上で地元の負担が多大であったことを伝えている。  

このような状況下，昭和 34 年（1959）9 月 26 日夜半，伊勢湾台風により家屋，道路，

田畑に大きな被害を受けた。昭和 32～33 年にかけて兵庫県西脇市の材木商に木材を売却し

ており，その伐採も大きく影響したのではないかと考えられている。当時集落には 7 戸 45

名，各戸 7～8 名の家族がおり，世帯主は 30～50 代と働き盛りの年代であった。各戸 5 反

程の田を持ち 50～60 俵程度の収穫があり，米・野菜・薪などを近隣の集落に売りに行って

いた。また，学区である三津・遊両地区は織物業が盛んとなり活気にあふれていた。その

後，集落内で話し合いを重ね各戸離村を決意し，昭和 35～36 年に網野町網野・島津・遊，

丹後町徳光にそれぞれ新たな住居を構えることになった。移転後は農業と織物業を営みな

がら，先祖への感謝もあり山や田畑に植林を続けた。  
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図 8 昭和 16 年度尾坂の記録簿 

その後，昭和 57 年（1982）に集

落の入り口に記念碑を建立した。

この場所は集落が存在していたこ

ろから広場であり，集落があった

当時，自動車はここまでは入るこ

とができた。また，集落が存在し

ていた時代から記録簿が作成され

ており，様々な出来事が記されて

いる。これは無居住化した後も書

き継がれており，現在も草刈り等

の集落に関わることを記録してい

る（図 8）。  

 

尾坂の歴史文化の連続性とその維持について  

尾坂には通称「尾坂の観音さん」と呼ばれる観音像がある。かつて尾坂寺とよばれる大

寺院があり，無居住化した後もしばらくは堂宇の一つが観音堂として残っており，そこの

本尊として祀られていた（図 9）。尾坂寺は竹野郡の中央付近に位置し，現在の京丹後市網

野町，弥栄町，丹後町に抜ける街道筋にある。室町時代には「国のゆみやとり」（『丹後国

御檀家帳』）と呼ばれるほど武力も持ち合わせ，多くの塔頭を従えていたと伝えられている。

集落があったころは，縁日があり多くの人が参詣し，また，遠足で小学生が多く訪れてい

た。現在は京丹後市丹後町徳光の徳運寺に他の仏像や扁額等とともに移されている。移転

してからは大きな行事はないが，毎年 4 月 17 日は御開帳を行っている。この観音堂の縁日

や千日講，また，「大続き」という梅の枝を奉納し観音像に祈願すると必ず願いが成就する，

という行事もあったが，無居住化後は行っていない（千日講は昭和 26 年が 終）。  

また，村の鎮守である立脇神社は昭和 37 年（1962）に網野神社（京丹後市網野町）の境

内に移転した*10（図 10）。ほかにも，宝篋印塔は京丹後市網野町島津の蓮華寺，地蔵石像

は水之江区（京丹後市網野町）の公園，弘法大師像は浅茂川（京丹後市網野町）に移転し

図 9 昭和 34 年以前の  

観音堂 

図 10 網野神社に移転された立脇神社 
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た。観音堂の建物は移転に多額の費用がかかるといわれ，そのまま残しておいたため，そ

の後倒壊した。墓地は集落の中にあったが，性根抜きをして多数ある墓石のうち 1 つはあ

らたな墓地に移転した。菩提寺は丹後町徳光の徳運寺であったが，網野町島津の蓮華寺に

移った人もいる。  

集落から移転した後にすぐに元住民により尾坂維持会が結成され，無居住化から 50 年以

上経過しているものの，その間に集落跡の草刈りを行ない，記念碑も建立した。以前は飲

食を伴う会合もあったが，負担が大きいので現在は開催していない。会員は元住民の 6 戸

で構成され，現在の会員のうち 2 名は離村当時の世帯主であるが，他の方は 2 代目であっ

たり，3 代目の娘婿であったりする。こうした形で元住民が集まることができるのは「観

音さんのおかげだ」と言う方もいる。尾坂に居住していた頃，長男は集落に残って跡を継

ぎ，次男・三男は家を出るのが通例であった。こうした経緯もあってか，次男・三男で家

を出た方は尾坂を聖地のように思っている。尾坂に不燃ごみの 終処分場ができた際，聖

地を汚すなという思いがあったようだ。土地はいまでも元住民が所有しており，固定資産

税の評価が近年まで田畑のままであったところをようやく山林に変更することができたが，

これらの土地を今後どうしたらよいのか，について話すこともある。その中で京丹後市や

京都府など公的機関への売却や，土地の交換をしてはどうかという話があった。しかし，

前述のように尾坂が聖地として認識されていることや，先祖への感謝の想いで植林したス

ギやヒノキが大きくなっていることなどから，土地の扱い方に関する話を進めていいもの

かどうか判断が難しいと感じられている。  

地域のシンボルである観音像に関わる行事は徳運寺での御開帳以外ほとんど無くなっ

てしまったが，年 1 回の尾坂への道路の草刈りが行なわれており，元住民が集まる機会は

保たれ，集落に関わる記録簿の作成は現在でも続けられている。このため，現地には建物

が無くなり無居住化してしまったものの，元住民間での関係性は維持されている。  

 

３・２・４ 内山（京丹後市大宮町）  

集落の概要  

位置：京都府京丹後市大宮町（旧中郡，平成 16 年〔2004〕に合併して京丹後市となる。） 

立地（図 11・図 12）：標高約 500 メートル，高尾山の南東に位置し竹野川の源流の地であ

る。北へ行くと宮津市駒倉に通じる。  

人口推移：享保 19 年（1734）妙法寺棟札には「家数八軒」とある*11。明治 17 年の調査で

は氏神三柱神社の信徒人員が 16 人*12，大正 3 年（1914）発行の『丹後国中郡誌稿』

の調査の際には 13 戸あったという。  

土地利用：内山には階段状の田があったがほとんどが湿田であり，移転後も耕作には長く

通っていた。耕作をやめてから杉の木を植えた。  

生業：農業。  
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図 13 明治初期の内山地区略図 

 

無居住化への経緯とその後  

現在，内山には京都府の設置した「内山の歴史」という看板があり，そこに無居住化ま

での概要が下記の通り記されており，明治時代初期の集落の絵図も描かれている（図 13）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標高五〇〇メートルに位置するここ内山地区には大宝年間（七〇一～七〇四）に高尾

山妙法寺が建立され，人々が住み始めた。この地区の農家は，田上（「たうえ」，「たの

うえ」）姓を名のり，高地にもかかわらず広大な田畑を拓き，近年まで農業を営んでき

た。しかし，かつて一六戸あった農家が，昭和初期には七戸に減り，昭和一〇年には

一戸となった。その後， 後の一戸も昭和四八年に下山し，廃村となった。この地区

のブナ・ナラの木は，昔，薪として日常生活で利用されていたが，現在では，丹後上

世屋内山京都府自然環境保全地域に指定され，貴重な自然として大切に守られている。 

 

 

図11 昭和４年（1929）陸地測量部発

行の5万分の1地形図（宮津町）加筆 

図12 平成9年（1997）国土地理院発行

の5万分の1地形図（宮津）加筆 
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内山の子どもは南西に約 4 キロ離れた現在の京丹後市大宮町延利にある小学校に通って

いたが，遠方であり通学にかなり苦労をしていた。そのため，子どもには楽をさせたいと

いう気持ちからふもとの五十河（京丹後市大宮町）に出てくる人が増え，昭和 10 年（1935）

には 1 戸のみとなったという。人々が五十河に出てきたのは，小学校が近いことと内山に

残した畑や田へ通いやすいことが主な理由であり，移転の際には五十河の奥側でなるべく

内山寄りの位置に移転した。とはいえ，今となっては通院や買い物などに不便を感じると

いう意見もある。また，家屋は解体して移築しており，現在でも内山で使用されていた笹

葺の家屋が残っている。  

移転後は五十河の自治会に入ることになったが，内山住民の引っ越し先が近接していた

ため隣組 9 軒中 8 軒が元内山の住民の時期があった。内山に残っていた 1 戸の住民も大雪

で孤立したことなどから，行政の勧めもあり昭和 48 年（1973）に内山を離れることになり，

元住民たちにより集落跡に記念碑が建立された。また，内山周辺はブナの自然林があり，

丹後上世屋内山京都府自然環境保全地域に指定されていることから，その案内看板があり，

自然観察施設ブナハウス内山が建設されている*13。  

 

内山の歴史文化の連続性とその維持について  

氏神三柱神社を内山に残していたが，本殿の彫刻が盗まれたこともあり，昭和 55 年（1980）

に五十河の霧宮神社境内に移転をした。五十河は川を挟んで「小野地」「向地」に分かれて

おり，それぞれに氏神がある。霧宮神社は小野地の氏神であり，現在三柱神社の管理は小

野地の住民によって行われている。なお，移転の際に経緯を記した木札が上屋に掲げられ

ており*14，鳥居は現地に残され神社跡に記念碑が建立されている*15。三柱神社の祭礼では

太刀振りが行なわれ，戦時中に途絶えていたこともあったが，戦後になって復活をした。

もとは小学 3 年生から参加していたが，子どもの人数が少なくなったため，1 年生から参

加するようになった。数年間ほど続いていたものの，接待の飲食等に費用がかかることか

ら中止になった。  

また，内山には「内山観音」と呼ばれていた妙法寺観音堂があった。そこに安置されて

いた十一面観音像は昭和 24 年（1949）に五十河の妙性寺に移されており*16，墓石は五十

河に移転したところが多い。聞き取りをさせていただいた方は初代の墓石は残したがほか

は五十河に移した。  

聞き取りをさせていただいた方は，現在でも自分自身のことを内山出身という。もとか

ら五十河に住んでいる方は内山から移住した方に対して「内山の人」や「内山町の人」と

いう言い方をすることがある。こうした言い方に対して，内山出身者は特に悪い気はして

いないそうだ。しかし，もう一度，内山に住みたいかと問いに対しては，住みたいとは思

わないという答えであった。内山の田はジルタ（湿田）ばかりで農作業が大変であり，ヒ

ルがたくさんいるのも嫌であり，水にも苦労したことが主な理由である。  

住民のほとんどが五十河に移転した関係もあり，神社や寺院に安置されていた仏像は同

所に移転し，住民たちにより管理されている。内山は石材を多く産出する地域であったた

め，住居跡には現在でも大型の石材を使用した石垣が残っており，来訪する人に大きな印

象を与えてくれる（図 14）。また，住居はなくなったもののブナ林を活かした自然観察施

設（図 15）や散策道が整備され，内山の新たなイメージを形成している。  
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図 14 内山集落跡に残る石垣 図 15 自然観察施設ブナハウス内

図16 昭和9年（1934）陸地測量部発

行の5万分の1地形図（網野）加筆 
図17 平成9年（1997）国土地理院発行

の5万分1地形図（網野）加筆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・２・５ 小脇（京丹後市丹後町）  

集落の概要  

位置：京都府京丹後市丹後町（旧竹野郡，平成 16 年〔2004〕に合併して京丹後市となる。） 

立地（図 16・図 17）：丹後半島を南北に流れる宇川中流右岸に接し，東側山上は竹久僧に

接している。  

人口推移：明治 17 年（1884）の春日神社の氏子戸数が 13 戸あった*17。  

明治 21 年（1888）には 16 戸，昭和 40 年代には 1 戸となっていた*18。  

土地利用：田畑  

生業：農業，養蚕。男性が農閑期に杜氏として伏見などに出稼ぎをしていた。  

 

 

無居住化への経緯とその後  

昭和 38 年（1963）の豪雪がきっかけとなり無居住化が進んだ。小脇より山上に位置す

る竹久僧の住民から先に始まり，それから小脇の住民も移転するようになった。もともと

小脇は雪が多く，また，雪崩も発生しやすいことから通学が大変であり，その他買い物や
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通院など生活の便も悪い地域であった。移転先はさまざまであるが，親族の居住先をたよ

りにすることがあった。移転時に家屋の材木を売却し，その代金が役に立ったという人も

いる。無居住化した際に，京都府や丹後町から土地を購入する話は無く，家屋のみ売却し

た人，また，家屋と土地両方を売却した人もいる。家屋跡地に植林をした人もいるが，雪

や台風で荒れてしまった。また，現在でも土地をそのまま所有し続けている人もいるため，

その土地に立っている電柱の土地使用料が電力会社から入る人もいる。現在は，数軒の家

屋が残っているが，ほとんどが破損した状態で再居住は不可能な状態にあり，公民館のみ

が倉庫として使用されている。  

もともと小脇には耕地は少なく，近隣の京丹後市丹後町碇のほか同市弥栄町吉野まで土

地を借りて耕作をしている人がいた。現在でも，狭い範囲ではあるが小脇で耕作をしてい

る人がいる。  

小脇には高禅寺という曹洞宗寺院があり，そこに祀られていた地蔵菩薩立像は子安地蔵

と呼ばれ，村の守り神として信仰を集めていた。毎年 8 月 23 日には地蔵祭があり，その際

には盆踊りも行われていた。盆踊りには小脇のほか三山や竹久僧からも人が集まって踊っ

た。地蔵祭りは昭和 38 年（1963）にはやっていなかったという。昭和 38 年の豪雪で寺院

が被害を受けた後は公民館に安置され，住民が移転した後もそのまま残されていたが，平

成元年（1989）に常徳寺（京丹後市丹後町）に移すことになり，元住民たちによって法要

が営まれた。移転時は日々の生活に追われ，記念誌や記念碑など何かを作ろうという話に

はならなかったが，その後平成 5 年（1993），集落跡地に「小脇乃里由来碑」が建立された

（図 18）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは，子安地蔵の由来や存在を示すために建立したもので，石碑の表面には子安地蔵

の姿が，裏面にはその由来が刻まれている。「小脇乃里由来碑」の両面には以下のように刻

まれている。  

 

図 18 小脇乃里由来碑 
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【表面】  

 小脇乃里由来碑  

 平成五年四月吉祥日建之  

【裏面】  

 碑文  

小脇村は千年の昔より子安地蔵菩薩のご庇護のもとに栄えてきたのである。子安地蔵菩薩

は，聖徳太子の弟君麿子親王が万民の平癒と子宝安産を祈願されて三体の地蔵尊を造られ，

その一体が子安地蔵菩薩として元斉宮明神に安置されていたが，嘉吉年間大津波の水難か

ら守るため小脇亥狩ヶ嶽に安置，その夜菩薩は村人の夢路に立ち「われ万民の諸病救済と

子宝安産を念ずる地蔵菩薩なるぞ」とお告げになった。村人は随喜して堂宇を建て尊崇し

た。或る年の冬稀に見る大雪に見舞われた時菩薩は「大雪崩近きにあり早く逃れ去れ」と

お告げになり自ら巨岩の上に逃れられた。お告げを信じた十三戸の家族は避難したものの

不信の輩は聖告を信ぜず疑惑の中に大雪崩に遭い村は悉く壊滅した。奇跡に命を得た村人

は尊崇の念一層深め，この地に居住して地蔵菩薩が立たれた巌を瑞巌と称し享保二年瑞巌

山高禅寺と号し智源寺四世慮雪禅師を請し開山子安地蔵菩薩を本尊とする村人の信仰は

日々深く難産に苦しむ者なく平穏なたたずまいをみせていた万緑深山幽谷のこの里をこよ

なく愛した禅師は  

  湧き出する小脇の里の水清く  流れもつきず 高禅寺かな  

と詠まれている。この里も昭和三十八年冬の稀有の大豪雪に高禅寺も全壊状態となったも

のの地蔵菩薩を覆う屋根だけ数本の柱に支えられ難を避けられたこと誠に霊験新たな菩薩

である。しかし豪雪を機に村人の離村相継ぎ，織戸信治氏一家のみが留まり菩薩を守り続

けてきたが，平成元年秋常徳寺に遷仏安座されるに至る。今後増々広く衆生民衆の救済と

子宝安産の祈願成就にお加護を垂れ給うものと信じる。茲にこの地に生を享けまた縁あり

し者子安地蔵菩薩を崇めてこの碑を建立する。碑文謹呈  捿巌山常徳寺住職 服部泰寿  

 離村者氏名 織戸一男 織戸昭徳  織戸唯夫 清水弥兵衛  

       織戸一幸 大下常治郎 井上亮一 清水幹雄  

       上岡英夫 上岡健二郎      田中増二刻  

 

また，墓地は移転先で建立されることが多く，現在でも小脇の墓地跡には石塔が残って

いるが，現役の墓地としては利用されていない。移住する際に墓石を移転した人もいれば，

近年になってから移転した人もいる。また，菩提寺は移転先で求め，京丹後市丹後町平の

常徳寺には 4 軒所属している。寺院の建物は全く残っておらず，跡地には石仏や五輪塔と

思われる石材が散在しており，かろうじて寺院が存在したことを確認できる状態である。 

さて，記念誌といった形式ではないが，元住民である織戸昭徳氏が絵を描いた『小脇の

子安地蔵さん』という絵本がある*19。これは絵本という体裁ではあるが，小脇の民話や離

村の経緯について端的にまとめられており，歴史や文化を知る際に手軽に利用できる書籍

となっている。しかし，ここで語られている内容のほとんどが現在行われておらず，この

本の読者は歴史的な事象としてその内容を捉えることになる。現在「丹後町絵本読みきか

せボランティアの会」が絵本をもとに紙芝居を作成し，学習会や各種イベント等で披露し

ており，新たな伝承者となっている。  
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小脇の氏神である春日神社では秋祭りが行われ

ていた。しかし，個々で参拝に行く程度であった

ため，無居住化とともに祭礼も消滅した。平成に

なってから，建物はそのままにして御神体のみを

京丹後市丹後町上野の六神社に遷座した。現在で

も神社跡地には建物が残っており（図 19），安置

されていた狛犬を京丹後市立丹後古代の里資料館

に寄託している。  

 

 

小脇の歴史文化の連続性とその維持について  

村のシンボルである子安地蔵の行事が行われておらず，歴史文化の連続性を維持するこ

とが難しくなってきている。また，普段集落跡に出入りする人が 1 名のみとなっており，

集落内の家屋や神社，寺院の位置関係が今後わからなくなる可能性が出てきている。  

さて，元住民によって組織されている小脇会があ

る。無居住化以降に結成された会で，現在は 8 世帯

で構成され，以前は年一回小脇公民館（図 20）に集

まって懇親会を行い，公民館や神社の草刈りをして

いた。近年は 2～3 年に一度の開催となっているが

10 人程度の参加があり，会場は地元の旅館等を使用

することもある。参加は戸主だけでなく家族も可能

である。遠方からの参加もあり，世代が変わっても

参加する方もあるが，徐々になじみが薄くなり参加

者が少なくなっている。もっとも遠方からでは奈良

県から参加される方があったが，高齢になったため，息子が参加するようになっている。

会員の一人は，高齢化が進んでおり今後いつまで開催できるか心配になっていると答えた。

この小脇会が 2015 年 10 月 25 日（日）京丹後市丹後町の温泉旅館で開催され，7 世帯 10

名の参加があった。当日，京丹後市内はもとより与謝野町や奈良，神戸からの参加もあっ

た。参加者の話によると約 3 年ぶりの開催で，今回が 後といいながらもなんとか続けて

いるという。以下は参加者の発言をまとめたものである。  

今年は集落跡に建立した石碑について話し合いを持ち，今後の維持・管理をいかにする

か等が議題となった。その中で，奈良在住の方が来年定年を迎えることから，それ以降は

年に 1 回程度は帰省をして管理を手伝おうという話があった。年長者ほど地蔵に対する思

いが強く，「地蔵さんあっての小脇」「地蔵さんのおかげで会を続けられている」「地蔵さん

からパワーをもらっている」という発言もあった。集落跡に地蔵の石碑があることから，

管理をしようという行動につながっているように思われる。また，参加者のうち小脇と同

時期に離村した神主（京丹後市丹後町）から嫁いだ方によると，神主の集落跡は自然に帰っ

てしまい，自分の実家がどこにあったのか全く分からなくなっているが，小脇は人の手が

入っており，集落を見通すことができるところが違うという。  

 

図 19 春日神社本殿  

図 20 小脇公民館  
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さて，参加者に「小脇に帰りたいという気持ちはあるか」と問いかけたところ，すぐに

「とても無理」「夢にすら思わない」という答えが返ってきた。年 3 度の養蚕，遠い田等，

「小脇での生活」イコール「厳しい労働」という思い出が強く残っていた。女性の参加者

から「セータ（背板）が背中から離れなかった。」という言葉が漏れた。稲を稲木に干すと

き，牛の草を運ぶ時，いつ何時も「セータ」を背負っていた記憶は今でも生々しく残って

いた。 後に「皆さんにとってのふる里はどこか」という問いを投げかけたが，すんなり

と小脇という言葉は出てこなかった。というのも，出身者以外にとっては小脇がどこにあ

るのかわからなくなってきているからである。元住民の中には発電所のある所という言い

方をすることもあるそうだが，他者の認識の影響で出身者でも言葉にしにくくなってきて

いるようであった。  

元住民の中には移転後の生活の方が長くなっている人もおり，小脇に対する思い入れが

薄れている人もいる反面，遠方に住んでいることから強い思いを持っている人もいる。な

お，小脇会での発言は女性が圧倒的に多かったのが印象的であった。  

 

（小脇に関する若干の考察）  

絵本の書名が「小脇の子安地蔵」というように子安地蔵は小脇のシンボル的な存在であ

る。地蔵そのものは移転したものの地蔵を彫り刻んだ記念碑が集落跡にあることから，そ

の存在が前述の小脇会存続にもつながっているように感じられた。さらに，子安地蔵の話

が絵本となり，近年そこから派生して紙芝居にもなり，読みきかせボランティアグループ

により演じられている。つまり，小脇出身者以外にも子安地蔵を語る人が登場しているの

である。こうした子安地蔵を巡る変化が元住民の意識にどう影響を及ぼしているかは不明

であるが，今後も注目していく必要があろう。  

 

 

３・２・６ 三山（京丹後市丹後町）  

集落の概要  

位置：京都府京丹後市丹後町（旧竹野郡，平成 16 年〔2004〕に合併して京丹後市となる。） 

立地（図 21・図 22）：宇川の中流右岸に位置し，その支流三山川沿いの谷間にある。  

人口推移：明治 17 年（1884）氏神三柱神社の氏子戸数が 39 戸とある*20。  

明治 21 年（1888）38 戸*21。  

昭和 30 年（1955）31 戸，139 人，昭和 49 年（1974）12 戸，46 人*22。  

土地利用：農地（田の多くは三山川上流の碇にあった）  

生業：農業，出稼ぎ（酒造業）  
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図21 昭和9年（1934）陸地測量部発

行の5万分の1地形図（網野）加筆 
図22 平成9年（1997）国土地理院発行

の5万分の1地形図（網野）加筆  

 

無居住化への経緯とその後  

昭和 38 年（1963）の豪雪を含め，もともと積雪が多く苦労をしていた。住民のうち男

性は冬季に杜氏として出稼ぎに出るものが多く，冬場は女性ばかりの生活であった。また，

ふもとの小学校に通学するのが大変でもあった。こうしたことが重なり，一軒，また一軒

と集落を離れるようになった。移転先は京丹後市網野町，弥栄町，峰山町，大宮町，宮津

市であった。その後，残った 12 戸が昭和 49 年（1974）に集団で現在の京丹後市丹後町三

宅地区に移住することになった（図 23）。これは住民たちから話が持ち上がり，当時の丹

後町役場に相談や交渉を重ね実現をしたものである。丹後では類例の少ない大がかりな集

団移転を実現した背景には，三山，小脇，竹久僧の出先地であった碇高原の開発がある。

住民が碇高原で所有していた土地を無償譲渡し，そのかわり移転の手配を丹後町に依頼す

ることになり，住宅を建設する際に補助金も支出された。その際にあらたに造成された団

地に抽選で場所が割り当てられた。三山の無居住化後，碇高原には京都府碇高原総合牧場

が建設され畜産物の研究や生産者の支援が行われているほか，現在はステーキハウスもあ

り，観光施設としての一面も持つ地域となっている（図 24）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 丹後町三宅  図 24 碇高原  
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図 25 集落跡に建立された  

記念碑  

さて，住民の移転候補地は丹後町内に 3 ヶ所あり，そのうちの一つが三宅地区であった。

三宅地区を選択した理由は，もともと近くに土地を持っている人がいて利便性が高かった

ことや，京丹後市丹後町間人地区の機屋の田があり，そこを借りて耕作するにも都合が良

かったからである。こうしたことから三宅に移住した方たちは移転後も夏は稲作，冬は出

稼ぎといった生計の立て方のスタイルはしばらく変わらなかった。  

三山の無居住化に至る過程で周辺では様々な開発事業がすすめられた（表 3）。前述した

碇高原の開発と，もう一つが丹後縦貫林道の建設である。これは丹後半島を南北に縦断す

る道路で昭和 44 年に建設を開始し昭和 55 年に幅員 4m，延長 46km 完成した。その後平成

3 年から拡張整備が進められている*23。すでに指摘されているが，林業振興や過疎対策，

農業・観光振興を目的として進められたこの道路の建設時期は，三山の無居住化と重なり

「離村・廃村の波はその計画発表と同時期につよまり，工事の進行と平行してその激しさ

を増していった。その波は縦貫林道計画に先行して進んでいったのである*24」。といわれ

ている。  

表 3 三山の無居住化前後の出来事  

和暦  西暦  三山の出来事  丹後の出来事  

明治 29 年  1896 38 戸。   

昭和 30 年  1955 31 戸，139 人。   

昭和 38 年  1963 このころから，住民の移転が始まる。 38 豪雪  

昭和 44 年  1969 丹後縦貫林道の建設始まる。（昭和 55

年まで）  

 

昭和 40 年

代後半  

  丹後ちりめん生産量

盛期。  

昭和 49 年  1974 12 戸，46 人。丹後町三宅に集団で移転。  

昭和 50 年  1975 記念碑建立。   

昭和 54 年  1979 京都府碇高原総合牧場開場。   

 

三山の歴史文化の連続性とその維持について  

三宅に移転して間もない昭和 50 年（1975）に記念碑を建立した（図 25）。他の地域でも

建立しているのを聞き，作ろうという話になった。記念誌はないが，網野町の人が個人的

に 8 ミリビデオで三山の様子を撮影してくれた。記念碑には以下の文面が刻まれている。 

 

表面「三山之跡」  

台座「古代碇よりこの里に  

    移り住みしより  

    幾百年深山の幸に  

    恵まれ農林畜蚕業を  

    主とした集落の跡なり  

    昭和五十年  

     三山住民建之」  
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三山の氏神である三柱神社は，祭礼に太鼓輿の渡御があったが昭和 38 年ころから行わ

れておらず，後に移転先の三宅の神社に合祀されることになった。菩提寺は京丹後市丹後

町平の常徳寺であり，移転前からそのままである。墓地は移転後新たに造成して抽選で場

所を決定して新しい墓石を建て，三山にあった墓石は戦死者のもののみ持ってきた。  

いまでも三山はふる里だという思いがあり，なつかしいという思いがあるという。しか

し，再び三山に住もうという気持ちはなく，住めと言われるとそれは難しいそうである。

三宅では病院に一人でも行けるし，買い物も楽に行くことができ，なにより安心に感じて

いるそうである。  

無居住化後にキリスト教の牧師の方が三山に入り居住するようになった。網野町在住の

方からの紹介で三山を知ったそうで，牧師の方と話し合いを持ち食事もし，了解を得て居

住もらうことになった。その方が信者を連れて耕作をしていた。  

三山に残った区有地は 10 年ほど前に三山出身の方に売却をした。離れた土地の管理が

大変であり，境界がわからなくなってしまうので手放すことになった。また，個人所有の

土地も三山に残っているが，世代が代わると土地がどこにあるのかわからなくなることも

あり，手放す方が多くなっている。そもそも土地の名義が変更されていないところもあり，

その手続きに手間と経費がかかり困っている。これまで，三山の土地は誰も欲しがらなかっ

たし，買ってくれなかったので，なんとなく持ち続けていたが，現在では三宅の土地です

らどうしようかと考えている。土地を手放すことに抵抗感はなく，元住民で三山の土地を

購入し手入れをしている方がおり，その方に売却する話もあるが，今後どうなっていくか

不安であるという。  

 

３・２・７ 住山（京丹後市弥栄町）  

集落の概要  

位置：京都府京丹後市弥栄町（旧与謝郡，旧竹野郡，平成 16 年〔2004〕に合併して京丹後

市となる。）  

立地（図 26，図 27）：太鼓山（標高 683.1m）の中腹に位置する。京丹後市弥栄町，与謝郡

伊根町，宮津市の境界付近にある。住山のほか周辺には熊谷，尾崎，平家，茶園，黒

川，出合の 6 つの小集落があった。  

人口推移：明治 43 年（1910）5 戸（24 人），大正 3 年（1914）5 戸（25 人）*25。  

土地利用：棚田の半湿田であり，1 戸当たりの面積は 6 反～9 反ほどであった。畑作では大

根，馬鈴薯，サトイモ，大豆などを作り高冷地キャベツを作ったこともある。また焼

畑もありソバなどを植えた*26。  

生業：稲作，製炭業，畜産  
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図26 昭和9年（1934）陸地測量部発

行の5万分の1地形図（網野）加筆 
図27 平成9年（1997）国土地理院発行

の5万分の1地形図（網野）加筆  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無居住化への経緯とその後  

昭和 30 年代高度経済成長期，他の地域との生活格差が表面化し，さらに昭和 38 年（1963）

の豪雪が引き金となり集落を離れるようになった。主に昭和 38 年～40 年頃にかけて住民

が移転した。まず，若い人が仕事場を求めて移転して拠点を作り，それに親の世代も続い

て移転していった。移転先は現在の京丹後市弥栄町，京丹後市大宮町，京丹後市網野町，

宮津市等であった。そのうち京丹後市弥栄町木橋には 5 戸移住したが，これは時の木橋区

長が土地や仕事のあっせんなど受け入れに便宜を図ってくれたからである。そのため弥栄

町木橋区には集団的に移住することができ，集団離村のひな型が作られることになった。

当時は，土地に残ることが良いとされた時代であったが，高齢者が少人数だけで残ると村

の維持が難しいことから移転することになった。太鼓山一帯の集落は押し並べてこうした

状態であり，1 戸出ると「よそもそうか」という話になり次々に離れるようになった。高

齢者は住み慣れた所がいいという感じであったが，若い人は仕事のこともありそうもいか

なかった。  

離村時に土地を国に買い上げてもらい国有林に編入してもらったことから，これを移転

の資金にもできた。その際，木橋区が橋渡しをして，弥栄町が山林，農地や家屋の売却の

手伝いをしてくれた。移転先では生活習慣や人間関係など苦労があったが，まわりに同じ

集落の出身者がいたことから，共に励まし合った。土地の購入や家を建てるために借金が

あり，また，移転してから仕事を探したので生活の安定が難しかった。  
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図 28 森林公園スイス村  

図 30 平成 24 年建立記念碑  

昭和 53 年（1978）に国有地の一部が弥栄町に

払い下げられ，元住山の土地が再開発され「森

林公園スイス村」がオープンした（図 28）。現

在，アウトドア型宿泊施設やスキー場等が整備

されている。スイス村開発の際に元住民に相談

があり，有効活用してもらえるなら賛成という

ことであった。しかし，そもそも土地が国有地

にもなっていることもあり反対のしようもな

かった。  

記念誌のようなものは刊行していないが，離

村時に小さな記念碑を建立した。また，平成 24 年（2012）に元住民と相談をして集落跡に

記念碑を建立した。移転から年数が経過し地区の歴史が分からなくなるので，何か残した

いと思い建立した。記念碑には以下のように刻まれている。  

 

・昭和 38 年建立記念碑（図 29）  

【表面】  

 住山五戸  

【側面】  

 昭和三十八年  

 

 

 

 

・平成 24 年建立記念碑（図 30）  

【表面】  

 住山集落の跡  

【側面】  

この山岳に住山・熊谷・尾崎・平家・茶園・黒川

の集落が在ったが，昭和三十八年の豪雪を機に全

十二戸が住み馴れた先祖伝来の地と惜別した  

いつの日か，この地の繁栄を願い，断腸の想いで

山を降りた跡を記す  

集落の起源 慶安三年三月頃  

野間地区区長会のご芳志により建之  

平成二十四年四月吉日  

        発起人 藤原 徳  

            尾崎信夫  

 

住山の氏神である丸山神社には蔵王権現祀られていたといわれ，10 月 10 日に祭礼が行

われていたが，無居住化後は行われなくなった。ほかに牛頭天王の講があったという。後

図 29 昭和 38 年

建立記念碑  
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に丸山神社は京丹後市弥栄町野中の大宮神社に合祀され，御神体も譲渡されることになっ

た。菩提寺は京丹後市弥栄町野中の延命寺であったが，元住民の半分ほどは離れてしまっ

た。墓地は一部移転した人もいるが，今でも元の集落跡に残っている。しかし，周辺に散

らばっている墓地は荒れてしまっている。  

 

住山の歴史文化の連続性とその維持について  

住山の起源は建武元年に隠岐国から来た藤原彦六という者の子孫が慶安 3 年（1650）に

住山に居宅を設けたことに始まるという*27。しかし，こうした伝承を知る人は少なくなっ

てきている。住山から移転した頃は，周辺の小集落も含めて年 1 回程度集まり会食をし，

多い時で，20～30 人ほど集まった。今でもふる里は住山という意識はあり，前回，元住民

で集まった際には互いの健康を確認しながら是非 2～3 年後にまた集まろうと言って別れ

た。しかし，現在，次の予定はたっておらず，次回の開催は難しいかもしれない。住山で

生まれ育った世代が高齢化し，住民同士での集まることが難しくなっており，次の世代に

なると，こうした会は開催できなくなる可能性がある。さらに，住山は集落として維持さ

れていた頃と大きく姿が変わってしまっており，元住民以外の人々にとってはかつての姿

を想像することは難しくなっている。  

住山で生活するのは大変であり，元住民の中でも集落に戻りたいという話は聞かない。

しかし，先祖伝来の土地が荒れるのは忍びなく，何か意味のあるところにして欲しいとい

う思いは誰しも持っており，いつの日か脚光を浴びる日が来てほしいという。  

 

３・２・８ 聞き取り調査のまとめと若干の考察  

無居住化集落の歴史文化の連続性  

6地区の聞き取り調査の概要を述べたが，要点について表4にまとめた。歴史文化の連続

性の有無を判断することは難しいが，①～③について，ひとつでも見られた集落は，歴史

文化の連続性が保たれていると考えてよいであろう。そのように考えると，山内以外の5

集落は，現在も歴史文化の連続性が保たれていることになる。ただし，山内についても，

シンボル的要素が残っていることを付け加えておく。そのほか，①と②について，①があ

る（あった）集落は②がなく，②がある集落は①がないという関係も見られる。  

 

表4 6地区のまとめ  

 山内 尾坂 内山 小脇  三山  住山

①元住民で構成される組織・グループ   ○ × ○ × × 

②元住民の「第二の集住の地」  × × ○ × ○ ○ 

③元住民によって実施されている行事  × ○ × ○ × × 

④跡地に残っているシンボル的要素  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

⑤別の場所に移転させたシンボル的要素  ○ ○ ○ ○ ○ × 

⑥再居住の意向  × × × × × × 

⑦そのほか、再興の日に向けての備え  ○ × × × ○ × 

○：健在、△： 近になって消えた、×：発見できず／だいぶ前に消えた  
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行事の継続に不安あり  

元住民によって実施されている行事（③）については，尾坂で行われている草刈り，小

脇の住民で開催される小脇会があるが，いずれも参加者の減少により元住民たちは今後の

運営に不安を持っている。  

シンボル的要素（歴史文化継承の手段となりうるもの）は豊富  

表の④で示したように，すべての地区の跡地において，歴史文化に関するシンボル的要

素が確認された（具体的には記念碑）。別地区に移転させた神社や観音像なども確認されて

いる（⑤）。  

小脇では，地元で大切にされていた地蔵菩薩像を移転させた後，現地に地蔵の姿と由緒

を刻んだ記念碑が建立され，その周辺は現在でも，元住民たちによって管理されている（草

刈りなど）。そのような管理の作業も，歴史文化の継承に貢献していると思われる。尾坂で

は集落が存在していた時代から記録簿が作成され，村の行事や出来事が記されてきた。現

在でもその記録簿は書き継がれており，集落に通じる道路の草刈り等が記録されている。

そのような「現役の記録簿」も歴史文化を伝える貴重な手段と言える。  

元住民の再居住は期待できない  

しかしながら，⑥の再居住の意向に関しては，すべての集落において否定的であった。

集落を離れて40～50年経過したものの，厳しい生活環境や労働などが元住民の記憶のなか

に生々しく残っているようであった。  

再興の日の備え  

⑦の再興の日に向けての備えについては，特徴的な2件の事例を確認できた。第1は山内

の「帰村権」である。これは，無居住化後京都府が買い取った土地に元住民が帰りたいと

希望した際，売却した金額と同額で買い戻すことができるという権利のことである。後に

リゾート構想で久美浜町に買い取られた部分については消滅してしまったが，集落の再興

の可能性を残す手段のひとつといえる。第2は，三山で見られた，個人による集落跡の土地

の買い取りである（全体からみれば一部であるが）。土地の所有関係などがあいまいになる

なか，今後の管理や相続など課題はあるものの，安定的な土地管理の形態の一つといえる。 

過去の離村の要因に関する若干の考察  

歴史文化ではないが，過去の離村の要因について少し言及しておきたい。各集落での聞

き取り調査の中で頻出したのが昭和38年（1963）の豪雪被害である。通称「サンパチ豪雪」

と呼ばれるこの災害が引き金となり，多くの集落が無居住化するに至ったという声が多く

あった。他に昭和34年（1959）の伊勢湾台風の被害が影響を及ぼした集落もあり，昭和30

年代の自然災害と無居住化は大きな関連性を持っているが，そこだけに収斂すべきもので

はない。他に通学不便さを挙げる声も多くあり，社会的状況にも注目すべきであろう。  

昭和30年代から40年代にかけて，丹後の地場産業である丹後ちりめんは好況下にあった。

昭和40年代後半に生産量の 盛期を迎えるわけであるが（図31），その生産量の増加は昭

和30年代から始まっており集落の無居住化と軌を一にしている。移住先に機屋の多い地区

が含まれているのは，こうした時代状況下の影響と考えられる。  
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図31 明治・大正・昭和における丹後織物生産数値の推移  

出典：北野裕子『生き続ける300年の織りモノづくり―京都府北部・丹後ちりめん業の歩みから―』pp22，

新評論，2013 

 

 

（第３章第２節の注） 

*1 京都府植物相研究会編『久美浜町「山内」付近の植物』京丹後市教育委員会，2004 

*2 京都府立総合資料館蔵「丹後国熊野郡神社明細帳」  

*3 中島唯幸『わが心のふる里山内の思いで』1985（私家版）  

*4 梅本政幸『丹後の国』pp.605，1993 

*5 前掲註3 

*6 前掲註3 

*7 墓地を移転する際に行う法要。  

*8 京都府熊野郡役所編『京都府熊野郡誌』pp.689，京都府熊野郡役所，1923 

*9 京都府立総合資料館蔵「丹後国竹野郡神社明細帳」  

*10 移転の経緯を記した板札が網野神社に残されている。また，移転後も昭和 52 年（1977）に上屋の

建て替えが元住民らの手によって行われた。  

*11 京都府丹後国中郡役所編『丹後国中郡誌稿』pp.409，1914 

*12 京都府立総合資料館蔵「丹後国中郡神社明細帳」  

*13 ブナ林を初めとする内山周辺の自然環境については後藤勝実・京都資源植物調査研究会『京都府中

郡大宮町五十河（通称内山山塊）に於ける植物調査報告書  あんこの森』1993，京丹後市史編さん委員

会編京丹後市史本文編『図説京丹後市の自然環境』京丹後市役所，2015 等参照。  

*14 木札には以下のように記されている。  
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三柱神社遷宮の記  

内山の地は遠く奈良朝の昔 高尾山妙法寺に府中国分寺より佛像を勧請して奉祀開発を始めたと

伝えられている  

三柱神社建立の年代は詳らかではない 江戸期には三宝大荒神と称され崇め祀られていたが明治

六年神佛分離により佛像を廃し白幣に改め由緒により軻遇槌命興津彦命興津姫命を祭神とし三柱

神社と改称し現在に至っている その社殿は精巧に出来ており元禄時代の建築様式であるとも言

われている 江戸時代から明治にかけては十六戸を数えるほどに栄えたこの内山も時代の流れと

共に人家が減少し昭和十年には只一戸を残すのみとなった 従ってこの神社の維持管理は五十河

地区在住の氏子によって行って来た社殿の貴重な左右象鼻及び獅子頭が盗難に遭ったのは一戸と

なった時代である  

昭和四十八年に至って遂にこの一戸も他町へ転出し神社の管理も至難となり昭和五十五年氏子十

二名の総意により当霧宮神社へ遷宮を行うことになった  

この遷宮にあたり霧宮神社氏子との談合により両社の財産は共有とし会計も霧宮神社に統合して

その維持管理を行うことに決定した  

神社上屋は解体の結果意外に老朽甚だしく氏子総会に於て新築の議纏り欅材のみ元木材を使用し

て昭和五十五年十二月二十七日新築を完了し遷座式を挙行した  

尚稲荷神社の新築も同時に行ったものである  

（下略）  

*15 浅原昭生『廃村と過疎の風景（２）』HEYANEKO，p57，2006 

*16 大宮町誌編纂委員会編『大宮町誌』大宮町役場，p896，1982 

*17 前掲註*9 

*18 梅本政幸『丹後の国』p604，1993 

*19 織戸昭徳絵，東世津子文『小脇の子安地蔵さん』あまのはしだて出版，1997 

*20 前掲註*9 

*21 前掲註*18 

*22 丹後町役場編『広報たんご』第 106 号，1974 

*23 京都府ホームページ http://www.pref.kyoto.jp/tango/forest/plan-index.html（2016 年 2 月 13 日アクセス） 

*24 京都府・丹後地区広域市町村圏協議会編『丹後地区広域市町村圏振興整備構想研究報告書』pp118

～119，pp131～132，1976 

*25 野間尋常高等小学校編『郷土誌』1915 

*26 京丹後市史編さん委員会編『京丹後市史資料編  京丹後市の民俗』p261，京丹後市役所，2014 

*27 前掲註*25 

 

（第３章第２節の執筆担当）小山元孝  
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３・３ 無居住化に関する住民ワークショップ 

３・３・１ 無居住化に関する住民ワークショップの目的  

歴史文化班の第 2 段階の目的は，集落存続の根本的な条件，集落再興の可能性を残す方

法を探ることである。それに向け，平成 28 年 2 月 20 日（土曜日），京都府京丹後市内にお

いて，地域住民を交えたワークショップ（以下，単に「WS」と記す）を実施した。  

 

方法論的な視点からみた追加的な目的  

WS 自体の目的は，前述のとおりであるが，方法論的な視点から，2 つの目標，すなわち，

①集落の無居住化を前提とした住民どうしの建設的な議論を成立させることが，そもそも

可能かを確かめること，②WS による参加者の意識の変化を確認すること―を追加した。  

従来型の地域活性化やまちづくりにおける WS の基本的な姿勢は「地域に何かを加える」

であり，集落の無居住化自体が議論の対象となることは考えにくい。この場合，集落の無

居住化は「回避すべきもの」以外の何物でもない。一方，この WS の基本的な問いは「何

を残し，何を諦めるのか」であり，描かれるものは「無居住化の形」である。全国的にみ

ても，極めて特殊な WS といってよい。そのため，そもそも，この種の議題に対し，住民

どうしの建設的な議論が成立するかを見極める必要がある。今後の展開の可能性を考慮す

ると，参加者の意識の変化も重要な検討項目といえる。ただし，ここでの「建設的」とは，

「過去または今後起きうる集落の無居住化自体をタブー視する発言や禁忌する態度によっ

て，WS の目的に沿った議論に支障が生じないこと」と定義する。  

 

３・３・２ WS（ワークショップ）の概要  

京丹後市を中心に新聞・ラジオなどを用いて WS の参加者を募集した。その結果，京都

府京丹後市，与謝野町といった丹後地方の住民，その出身者を中心に，定員を超えた申し

込みがあったが，調整の結果，23 名が参加することとなった*1。なお，当日の様子は新聞，

ケーブルテレビ，ラジオでも大きく取り上げられ，過疎集落を抱える丹後地方でのニーズ

に合致した内容であったことがわかった。以下にワークショップと参加者の概要を示す。 

 

日時：平成 28 年 2 月 20 日（土）13：30～16：00  

会場：ふるさと未来ステーション月庭（京都府 京丹後市 網野町  木津 25 番地）  

主催：特定非営利活動法人 国土利用再編研究所，特定非営利活動法人 TEAM 旦波  

全体的なファシリテーション：会田大也（東京大学）  

 

参加者：23 名  

年代：10 代：1 名  

20 代：1 名  

30 代：6 名  

40 代：2 名  

50 代：2 名  

60 代：8 名  

70 代：3 名  
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性別：男性：20 名  

女性：3 名  

出身：京都府京丹後市：19 名  

京都府与謝野町：3 名  

京都府木津川市：1 名（京丹後市在住）  

離村経験者：4 名  

 

ワークショップの構成（図 1）：  

 

 

 

 

 

 

ディスカッションは，4～5 名の班（5 班）に分かれて行った。班分けにおいて，年代・

性別といった属性に偏りが生じないよう留意した。スタッフのファシリテーションは最低

限の水準にとどめた。各班での討議された内容は，各班代表者によって発表された。①と

⑤のアンケートは，WS による参加者の意識の変化をみることを目的に作成されたもので，

無記名式である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 WS の実施状況  

（左上，調査報告の様子；右上，調査報告時の会場の様子；左下，ディスカッションの様

子；右下，発表の様子）  

①  趣旨説明，アンケート記載  10 分  

②  報告① 京丹後市内での離村集落調査*2 の概要について  45 分  

③  報告② 集落の歴史的連続性を維持する：議論の着眼点  5 分  

④  ディスカッション・発表  85 分  

⑤  アンケート記載・回収  5 分  
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３・３・３ WS 自体の成果  

参加者の意見の概要：議論の中心はソフト面  

ディスカッションでは，記憶・歴史・知恵の継承を重んじる声が相次いだ。集落の歴史

や住民の記憶，「民俗知」を継承すべき，という意見が多く，継承するための手段として，

集落のシンボル（寺社など，移転可）や祭り，写真や動画などがあげられた。ここでいう

「民俗知」とは，集落における生活の知恵全般の総称であり，具体的には，山菜や魚の採

り方，伝統食の作り方，わら道具などの伝統道具の作り方・使い方，自然との共生の仕方

（里山環境の維持の仕方）などがあげられる。集落の家屋，公的施設といったハード面を

重視する意見は，ほとんど聞かれなかった。  

 

集落存続の根本的な条件に関する主な意見  

 「連続性」：集落のシンボル，祭りのようなイベント，農業の存続  

 「民俗知」：先人が持つ生活の知恵の継承，いわゆる「文化」  

 先祖の誇り  

 ハードや居住者の有無にこだわる必要はない  

 集落のシンボルは帰属意識を持てるものがよい（碑，祭り，観音など）  

居住者の有無や家屋・公共施設の存続といった「ハード面」は重視されていなかった。

集落存続の根本的な条件は，歴史文化の連続性が維持されていること，という筆者らの仮

説を支持するものとなった。  

 

集落再興の可能性を残す方法に関する主な意見  

 何らかの形で集落に人が入り，何らかの営みが続けられていること。そこで続けるべき営みとは，

土地の管理，耕作，神楽など集落によって異なる。  

 土地を活用し続けること。住むことにこだわる必要はない。  

 元住民の集う場所があること。  

 正しい記録を残すこと。具体的には戦後間もなくの集落の様子を知る高齢者（70 代以上）の記

憶，動画（集落で昔ながらの生活をしている方の顔つき，道具，手）など。  

 伝統を承継しうる人物を受け入れること。祭りに参加できなかった女性や子供，近隣集落民，移

住者や研究者などの来訪者など。  

総じて，集落に関する何らかの営みを継続すること，記憶・記録を残し継承することを

重要視していることがわかった。集落の住民が離村したとしても，元住民が定期的に集う

日や場所があればコミュニティや帰属意識の維持は可能という意見もあった。なお，山間

集落の居住者が高齢化・減少していることを踏まえ，伝統行事の主たる継承者と見なされ

ていなかった女性や子供，集落外の人物を受け入れることの重要性も指摘された。  

 

３・３・４ 方法論的な視点からみた追加的な目的に関する成果  

集落の無居住化を前提とした住民どうしの建設的な議論の成立可否  

結論からいえば，すべての班で参加者どうしの建設的な議論が成立していた。集落の無

居住化が起きた過去や集落の無居住化が起きうる現在の地域の状況を理解した上で，主催

側が設定したテーマについて，積極的な意見交換が行われていた。集落の無居住化に否定
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的なイメージを持つ参加者は少なからずいたものの，集落の無居住化自体をタブー視した

発言や禁忌する態度をした参加者は見られなかった。むしろ，離村経験者や京丹後市内の

区長をしている参加者からは，「集落でも話し合ってみたい（70 代男性）」「区長会でも同

じテーマでワークショップをしてほしい（70 代男性）」など，集落の無居住化をテーマと

した議論に対して非常に積極的な意見すらあった。  

すべての班において「世代間の意見交換」が積極的に行われていたことも特筆に値する。

「集落の将来を語り合える若い世代がいることだけでもありがたい（60 代男性）」という

発言もあった。筆者らは，無居住化後であっても歴史文化の担い手の世代交代が可能であ

ることが示唆された，とみている。  

 

WS による参加者の意識の変化  

前述のとおり，WS の前後で参加者向けにアンケートを実施した（アンケートの質問用

紙自体は附章に掲載）。参加者が抱く集落の無居住化に対する意識の変化について，定量・

定性の両面から明らかにした（表 1）。なお，定性的な分析については，ディスカッション

で頻出したことばも加味した。結論からいえば，集落の無居住化に対する意識が「否定的

なもの」から「中立的・客観的・肯定的なもの」に変化したことが確認できた。  

 

表 1 アンケートによる分析の概念図  

アンケートの質問  回答の性質  ワークショップ前の回答   ワークショップ後の回答  

①集落の無居住化の  

イメージ（選択肢形式） 

（問 4，6）  

定量的  例：  

「5：わるい」など  

 例：  

「3：どちらともいえない」など

②集落の無居住化の  

イメージ（自由記述）  

（問 5，7）  

定性的  例：  

「さみしい」  

「廃墟」など  

 例：  

「世の流れ」  

「新しい旅立ち」など  

 

ワークショップの前後における回答の変化から分析した  

 

（定量的な分析）  

イメージに関する選択肢は 5 段階，すなわち，①よい，②どちらかといえばよい，③ど

ちらともいえない，④どちらかといえば悪い，⑤悪い―であるが，回答者数が比較的少な

いため，2 段階，すなわち，「中立的・肯定的な意識（①・②・③）」「否定的な意識（④・

⑤）」に統合した。  

集計結果を表 2 に示す。「否定的な意識」→「中立的・肯定的な意識」に変化した回答者

が 8 人，一方，その逆はいないことがわかる。なお，その差異は，統計的にも意味のある

ものであった（マクネマーの法＋フィッシャーの直接確率検定（両側検定），灰色の網かけ

部分は除く：p<0.01）。  
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表 2 無居住化後に対する意識の変化  

 
WS 後の意識  

肯定的・中立的  否定的  無回答

WS 前の  

意識  

肯定的・中立的  5 人  0 人  4 人  

否定的  8 人  1 人  2 人  

無回答  0 人  0 人  1 人  

  ＊肯定的・中立的：「よい」「どちらかといえばよい」「どちらともいえない」  

   否定的：「どちらかといえば悪い」「悪い」  

 

（定性的な分析）  

感傷的・郷愁的な意見の変化：WS 前は「廃居，廃れている，うらさびしい（30 代女性）」

「そのうち忘れられていってしまう？？？（30 代女性）」「悲しい，もったいない（30 代男

性）」といった意見が多く見られた。若年層を中心に漠然とした負のイメージがあったこと

がわかる。一方，WS 後は「やり方によっては便利になったり，メリットがあること（30

代女性）」「新しい旅立ち（30 代女性）」といった意見が見られるようになった。この項目

については，若年層の変化が目立った。  

コミュニティの消滅を憂える意見の変化：WS 前は「地域コミュニティがなくなる（60 代

男性）」「コミュニティーの人たちがばらばらになってしまう（30 代女性）」といった意見

が見られたが，WS 後は見られなくなった。集落の無居住化と集落のコミュニティの消滅

は同義ではない，という筆者らの調査結果が理解されたとみてよいであろう。  

文化・歴史・民俗知の途絶を危惧する意見：この意見については，WS の前後を問わず，

数多く見られた。ただし，WS 後は「今から記録を残そうと思います（60 代男性）」「知恵

の保存・承継（30 代男性）」「「先人の知恵と技術」を（各地域の）交流し，伝承したい（60

代男性）」など，文化・歴史・民俗知の保存・承継に向けた前向きな意見が多く見られた。 

そのほか：WS 後については「離村のイメージが少し変わりました。情報と準備をしてお

く事が大切ですね（30 代女性）」「集落の将来を語り合える若い世代がいることだけでもあ

りがたい。これだけでもワークショップに来た甲斐があった（60 代男性）」といった意見

が見られた。  

 

３・３・５ 無居住化に関する住民ワークショップのまとめ  

設定された目的に対し，次の①～④の成果が得られた。①集落存続の根本的な条件につ

いて，歴史文化の連続性が維持されていること，という筆者らの仮説が支持されるような

意見が聞かれた。②集落再興の可能性を残す方法として，土地の営みの継続，記憶・記録

の継承，元住民同士の関係の維持を重視する意見が多くあげられた。伝統行事の主たる継

承者と見なされていなかった女性や子供，集落外の人物を受け入れることの重要性も指摘

された。③集落の無居住化に関する建設的な議論が成立するというだけでなく，むしろ，

過疎地域の住民・出身者らはこうした議論の場を求めていたことがわかった。集落の無居

住化に向き合った「世代間での意見交換」が可能であることが確認できたことも特筆すべ

き成果である。④集落の無居住化に対して否定的な意識があったが，WS を通じて中立的・
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肯定的な意識が強くなったことが確認できた。なお，住民ワークショップに関する詳細な

データについては，附章（Ⅱ）で示す。  

 

 

（第３章第３節の注） 

*1 次の 2 点，①京丹後市に馴染み深い人物の参加，②全体としての年代・性別の偏りが小さくなるこ

とを優先し，参加者を 23 名に絞り込んだ。  

*2 前項で示した歴史文化班の成果。  

 

（第３章第３節の執筆担当）佐々木哲平・小山元孝・林直樹 
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４・１ 移住意識班の背景と目的 

４・１・１ 移住意識班の目的  

移住意識班では，全国的なアンケート調査の分析を通して，出身地へのUターン（地域へ

の再居住）や無居住化地域への再居住のための生活環境整備に対する知見を得ることが目

的である。具体的には，以下の3点の分析課題に取り組む。  

①地元意識のような人々の移住に関わる地域への評価・意識構造を，地域の生活環境との

関係から明らかにする  

②出身地への移住意向に影響を与えうる生活環境項目を抽出する  

③移住に関わる意識の抽出，移住意向への影響を考える中で，地域への「地元意識」がど

のような形で関わりを持つのかを明らかにする  

 

４・１・２ 背景と目的の関係  

近年，日本では各地で過疎化が進行し続けている。その結果，地域の無居住化まで行き

ついてしまう事例も散見されるようになった。国土審議会政策部会長期展望委員会(2011)*1

によれば，2050 年には日本の居住地の約 2 割が無居住化するとの推定がなされている。こ

のような事態が発生する根本的な要因の一つに，人々がもともと住んでいた地域から，よ

り住みやすい地域へ移住してしまうことがある。  

地域における住みやすさを決める要素として代表的なものには，その地域の生活利便性

が挙げられる。生活利便性は，例えば，地域内に存在する商業店舗や公共施設（行政・医

療施設など）によりもたらされる。地域にそのような施設が多く立地している場合，それ

らの施設へのアクセシビリティが充実している場合には，地域の生活利便性は高いものと

なり，その地域への移住意向を高める要因の一つとなるであろう。  

一方，人々の移住意向に影響を与える要素は生活の利便性だけではない。地域に存在す

る家族・友人との人間関係等の地域との繋がり，人的資源や，親の介護や墓地の管理など

の家系的な理由もまた移住の要因となりうる。家業を継いだり親の世話をしたりすること

が，子ども世代の出身地への U ターン意向に影響を与えることは既存研究においても指摘

されている（奥田ほか(1998)*2，小林(2002)*3 など）。  

さらに，地域に対する地元意識や帰属意識の有無も，地域への移住意向に影響を与える

要素であると考えられる。これらは，ある地域を自身の出身場所（ふるさと）であると思

う気持ちや，自身と関わりが深い地元である，という気持ちのことを指す。人々は，ある

地域に対して肯定的な気持ちを抱くことやその地域のコミュニティへの所属を通して，地

域に対する地元意識を抱く（関口・林(2015)*4。既に無居住化してしまった集落においても，

無居住となる以前の地域住民コミュニティの交流を現在まで継続させ続けることで，元住

民がその地域への想いや繋がりを維持しているという事例もある（前述の歴史文化班の調

査結果）。しかしながら，同調査によると，無居住化地域の元住民たちが地域への再居住

に踏み切れない理由として，生活環境の厳しさ・不便さなどが挙げられていた。このよう

な背景を受け，地域への肯定的もしくは否定的な評価・意識が地域への移住意向に対して

どのように影響しているのかを知ることは，無居住化地域において再居住を可能にするた

めの地域整備や支援等のあり方を考える上でも重要であるといえる。  

一方，現段階ではまだ無居住化していない地域に目を向ければ，近年，地域の人口回復
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や再活性化のための政策として出身地域へのUターンが促されている。人々が自分の出身

地域へと回帰をすることは，地域の過疎化，ひいては無居住地域化を避けるうえで有用と

いえる。ただし，出身地への移住意向は，出身地だけを見て決まるものではないであろう。

現住地と移住候補地としての出身地の生活環境（ここでは，地域の利便性，人的資源の存

在，地元意識などに対する包括的な評価のことを指す）の差異などは，人々の移住意向に

大きな影響を与えていると考えられる*5, *6, *7。  

個々人の地域への移住意向は上記のように様々な要因が絡み合って規定されるといえ

る。そのため，出身地域に戻りたい/戻りたくないという意向の程度や，その意向に影響を

与える要因は，個々人により異なると考えられ，各自の意向を正確に把握することは困難

である。ただし，全国を対象にして，多くの人々の考え方や評価の傾向をくみ取ることに

より，一定の方向性を見出すことは可能であろう。  

以上を踏まえ，移住意識班では全国を対象にしたウェブアンケート調査を実施する。そ

の中では，個々人の移住に資する意識や，地域の生活環境の評価について調査を行う。そ

して，その調査結果をデータとし主に以下の二つの観点から分析を行う。  

(1) 生活環境に関わる各項目を重視する度合いから，多変量解析を用いて人々の移住意向

に関わる意識を抽出する  

(2) 現住地と移住候補地との間の生活環境の評価の差異が移住意向に与える影響を多変

量解析により明らかにする，その際に，地元意識の影響度合いについて検討する  

 

（第４章第１節の注） 

*1  国 土審 議会 政 策部 会長 期 展望 委員 会 『「 国土 の 長期 展望 」 中間 とり ま とめ  概 要 』 2011 

http://www.mlit.go.jp/common/000135837.pdf，2016年2月28日アクセス  

*2 奥田裕規・井上真・安村直樹・立花敏・山本伸幸・久保山裕史「親子の繋がりからみた東北地方山

村の現住と今後の展望-遠野地域の山荘集落を例に-」『林業経済研究』44巻2号  pp.37-42, 1998 

*3 小林恒夫「農家青年の離職就農（Ｕターン）の動機とメカニズムに関する一考察  –諸説検討と実証

分析- 」  『農業経営研究』40 巻 2 号  pp.1-10, 2002 

*4 関口達也・林直樹「個々人の地元意識の多様性とその特性に関する研究  -概念的・空間的認識と

各自の「地元」に望まない変化に着目して-」『地理情報システム学会講演論文集』 , 24 巻 , E-3-2(CD-

ROM) ,2015 

*5 山口泰史・江崎雄治・松山薫「新規大卒者の U ターン移動と就職」『季刊地理学』62 号  pp.211-221, 

2010 

*6 片山晃会・柴田祐「中山間地域における住民の定住意向と他出子の U ターン意向に関する研究」『日

本建築学会九州支部研究報告』53 号  pp.233-236, 2014 

*7 小川一夫・深田博己「過疎地域青年の U ターン行動の実証的研究」『実験社会心理学研究』16 巻 2

号  pp.110-120, 1976 

 

４・２ 移住意向とそれに関する意識を問うアンケート調査の概要 

まず，出身地への移住に関する先行研究などを参考にして調査表を作成し，2016 年 1 月

15 日～19 日にかけてウェブアンケート調査を実施した（ウェブ調査の実施・回答の回収は

マイボイス株式会社に委託した）。回答対象は日本全国に居住する 18～79 歳の男女である。
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回収回答数は 1,056 件であり，全ての都道府県からほぼ均等な数の回答を集めた。表 1 に

回答者の基本的な個人属性をまとめたものを示す。  

また，調査票では，回答者の出身地への移住意向に影響を与える都市的要素・機能につ

いて分析をすることを想定して，主に以下の事項に対して質問をした。なお，アンケート

の詳細については附章（Ⅲ）で示す。  

 

地域の生活環境項目に関する質問  

まず，回答者と関わりのある地域に対して，その生活環境の評価を尋ねた。具体的には，

①現住地の生活環境項目の評価，②出身地の生活環境項目の評価，③居住地を決める際に

重視する生活環境項目の評価，の 3 つが該当する。  

これらについては，既存研究などを参考にしながら，人々の移住意向に影響を与えると

予想される 20 項目を質問項目として設定した。具体的には，次の 20 点，①墓参りのしや

すさ，②自分から親への生活サポートのしやすさ，③相続済みもしくは相続すべき土地や

家屋の管理のしやすさ，④住居の確保のしやすさ，⑤気候の過ごしやすさ，⑥地域コミュ

ニティへの参加のしやすさ，⑦地域への愛着の持ちやすさ，⑧家族・親族（親，兄弟姉妹，

子どもなど）から自分への生活サポートの受けやすさ，⑨家族・親族以外（友人・知人な

ど）から自分への生活サポートの受けやすさ，⑩迷惑施設（ごみ・下水処理場や公序良俗

に反する施設）の少なさ，⑪自然災害発生の危険の少なさ，⑫地域の行事・祭りなどのイ

ベントの充実性，⑬医療・介護・福祉環境の充実性，⑭子育て環境の充実性，⑮日常の買

い物環境の充実性，⑯日常的に参拝できる神社・お寺などの充実性，⑰交通環境の充実性，

⑱通信（インターネット，携帯電話）インフラの充実性，⑲仕事環境（雇用機会・家業含

む）の充実性，⑳緑地環境・自然的景観の充実性である。現住地・出身地の生活環境項目

の評価の際には，各項目について「5，評価が高い」から「1，評価が低い」の 5 段階評価

に加え，「6，そもそも当てはまらない」の合計 6 つの選択肢から一つずつを選んで回答し

てもらった。また，居住地を決める際に重視する生活環境項目の評価の際には，各項目に

ついて「5，重視する」から「1，重視しない」，の 5 段階評価の中から一つずつ選んで回答

してもらった。  

定住・移住意向に関する質問  

次に，定住・移住意向に関する質問について述べる。ここでは，①現住地における定住

意向，②出身地への移住意向を問うた。前者の場合は，現住地に「5，住み続けたい」（定

住意向が強い）から「1，住み続けたくない」（定住意向が低い）の 5 段階評価の中から一

つずつ選んで回答してもらった。後者の場合は，出身地に「5，移住したい」（移住意向が

強い）から「1，移住したくない」（移住意向が低い）の 5 段階評価の中から一つずつ選ん

で回答をしてもらった。  

その他の質問  

上記で述べたもの以外の質問として，現住地・出身地のある市区町村などについても回

答してもらった。  

図 1 には各市区町村に現住する回答者数，図 2 には現住地と出身地が異なると答えた人々

について，各市区町村を出身地とする回答者数を示す。  
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表 1 回答者の基本的な個人属性の集計結果  

性別  男性 587 ／女性 469 

年齢  
20 代以下  76 ／30 代  181 ／40 代 326 ／50 代  243 ／  

60 代  185 ／70 代以上  45 

きょうだいの中での  

地位 (1) 

第 1 子長男  310 ／第 2 子以降長男 113 ／第 1 子長女  240 ／  

第 2 子以降長女 107 ／その他 286 

結婚経験  未婚（離死別含む） 332 ／既婚  724 

子どもの有無  有り 662 ／無し（死別含む） 382 ／不明  12 

居住形態  
持家（一戸建て） 698 ／持家（集合住宅） 91 ／借家 (2) 236 ／

その他 31 

現住地 (3) 
大都市 172 ／中都市（大） 224 ／中都市（小） 317 ／  

小都市 273 ／町村  70 

出身地 (3) 

現住地と異なる回答者のみ  

大都市 129 ／中都市（大） 78 ／中都市（小） 117 ／  

小都市 125 ／町村  49 ／不明  13 

現住地の居住環境  
農・山・漁村 180 ／都市部 228 ／郊外部  597 ／その他 11 ／

不明 40 

出身地の居住環境  
農・山・漁村 114 ／都市部 159 ／郊外部  198 ／  

無居住化地域 5 ／その他 7 ／不明 28 

単位：人  

(1) 長男（長女）は，回答者が男性（女性）の場合に兄（姉）が存在しない（亡くなった場合を含む）

と回答した場合で判断しており，戸籍上の関係よりも現状での実質的な関係を表すものである。第 1

子長男（長女），第 2 子以降長男（長女），その他の判断基準を以下の表にまとめた。  

男性  女性  

兄：なし 姉：なし  第 1 子長男  兄：なし 姉：なし  第 1 子長女  

兄：なし 姉：あり  第 2 子以降長男 兄：なし 姉：あり  その他  

兄：あり 姉：なし  その他  兄：あり 姉：なし  第 2 子以降長女  

兄：なし 姉：あり  その他  兄：なし 姉：あり  その他  

(2) 借家は一戸建てと集合住宅の合計とした。  

(3) 現住地・出身地に関する都市規模の区分は，社会資本整備審議会・交通政策審議会(2006)(4)に倣い，

市や区（区は東京都の特別区）については平成 22 年の国勢調査の人口に従い区分した。なお，平成 22

年から平成 28 年 1 月までの間に合併により市制に移行した場合は市区として扱うが，その場合も平

成 22 年の人口により都市規模の区分を行った。  

(4) 社会資本整備審議会・交通政策審議会『都市規模別の目標・指標の検討』2006 

http://www.mlit.go.jp/singikai/koutusin/koutu/shoiinkai/5/images/42.pdf, 2016 年 2 月 20 日アクセス  
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図 1 市区町村別にみた回答者の現住地  

 

 
図 2 市区町村別にみた回答者の出身地  

 

図 1 より，今回のアンケート調査における回答者の現住地は全国各地に一定数ずつ存在

していることがわかる。また，図 2 では現住地と出身地が異なると答えた回答者を対象に

した集計であるため，現住地の分布よりも全体的にやや該当者数が少ない。しかし，回答

者の帰郷場所としての出身地も全国各地に分布しているといえる。また，表 1 に示した都
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市規模別に回答者の居住地や出身地の分布を見た場合，町村を現住地とする，もしくは町

村を出身地とする回答者の人数はやや少ないものの，いずれの都市規模についても一定数

の回答者の存在が確認され，特定の都市規模に回答者の現住地や出身地が集中するような

ことは見られなかった。  

 

４・３ 生活環境の総合評価と定住・移住意向の関係 

以下，第 4 章 3 節から 5 節までは，前節で説明したアンケート調査の回答結果に基づい

て，人々の移住意識について分析を行う。  

本節では，地域への定住・移住意向とその地域の生活環境との関係性を確認する。まず，

地域の総合的な生活環境の良さに対する評価を（以下，「生活環境の総合評価」）を高評価，

どちらともいえない，低評価に 3 分類した。ここでは，現住地と出身地，いずれの場合も

生活環境の総合評価について「評価が高い」もしくは「どちらかといえば評価が高い」と

いう回答を高評価，「評価が低い」もしくは「どちらかといえば評価が低い」という回答を

低評価として集約し，「どちらともいえない」という回答はそのまま用いた。この生活環境

の総合評価の高低に応じた 3 つのグループごとに，定住意向，移住意向の集計を行った。

現住地における生活環境の総合評価と定住意向の関係を図 3 に，出身地における生活環境

の総合評価と出身地への移住意向の関係を図 4 にまとめた。生活環境の総合評価の高低の

グループごとに定住意向，移住意向の分布の差をみるために 検定を行ったところ，定住

意向，移住意向のいずれも生活環境の総合評価の高低により統計的に有意な差がみられた

（1%有意）。図 3，図 4 をみると，生活環境の総合評価が高いグループほど現住地への定住

意向，出身地への移住意向ともに強いことがわかる。さらに，生活環境の総合評価が低く

なるに従って移住意向が強い・やや強いに該当する回答者の割合は減少し，弱い・やや弱

いに該当する回答者の割合が増加する。これらから，生活環境の総合評価が高い地域に対

しては，人々はその地域への定住もしくは移住に対して積極的な意向を示す傾向がある一

方で，生活環境の総合評価が低い地域に対しては定住もしくは移住に対して消極的な意向

を示す傾向があることが明らかになった。  

この結果から，現住地への定住意向や出身地への移住意向は，現住地や出身地の生活環

境の良否に左右されるといえる。ただし，現住地の生活環境が高評価であるグループにお

いて定住意向が強い・やや強いに該当する回答者の割合と，出身地の生活環境が高評価で

あるであるグループにおいて移住意向の強い・やや強いに該当する回答者の割合を比較す

ると，前者がグループ内の約 8 割と多くを占めるのに対し，後者は当該グループ内の約 4

割と少ない。また，現住地の生活環境が低評価であるグループにおいて定住意向の弱い・

やや弱いに該当する回答者の割合と，出身地の生活環境が低評価であるグループの移住意

向が弱い・やや弱いに該当する回答者の割合を比較すると，前者は約 4 割に留まるのに対

し，後者は約 8 割にのぼり，こちらも非対称的な回答傾向であった。ここから，人々の移

住意向は移住先の地域の生活環境だけで規定されるのではなく，例えば，現住地と出身地

の生活環境の評価が同程度であれば移住意向は生まれにくい，というように，両地域の生

活環境の評価の差異が移住意向に影響を与えていることが推測される。そこで，後述する

移住意向を扱った分析では，現住地と出身地の生活環境評価の差異を考慮して，移住意向

に影響を与える要因について分析を行う。  
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                           χ 検定で 1%有意  

図 3 生活環境の総合評価と現住地への定住意向  

 

 

                           χ 検定で 1%有意  

図 4 生活環境の総合評価と出身地への移住意向  

 

４・４ 生活環境の評価傾向の類型化による移住に関わる意識構造の抽出  

本節では，次節で述べる現住地と出身地の生活環境評価の差異を考慮した移住意向の説

明・予測モデルの分析を行う前に，居住地を決める際の各生活環境項目の重視度合いに基

づいて，今回の調査で設定した生活環境 20 項目の類型化を行う。そして，その類型化の結

果から，移住に関わりうる生活環境項目に対する評価・意識構造について考察するととも

に，それぞれの意識と関わりの深い地域の機能・要素としての生活環境項目との関係を明

らかにする。  

ここでは，実際の環境の良否に依存しない「回答者の価値観の構造」を解明するため，

現住地や出身地の評価そのものではなく，アンケート調査における回答者 1,056 人の「居

住地を決める際にそれぞれの生活環境項目を重視する度合い」に関する回答結果を用いる。 
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分析の方法としては，因子分析を用いる。まず，各生活環境項目をそれぞれ変数とみな

し，得られた 5 段階評価での回答結果を間隔尺度とみなして基本統計量（平均・標準偏差）

を計算した（表 2）。その結果，天井効果や床効果*1 は確認されず，回答の傾向に著しい偏

りが生じている生活環境項目は見られなかった。そのため，20 項目全てを因子分析に用い

た。生活環境項目の評価結果から因子を抽出する際には 尤法を用いて行い，軸の回転方

法にはプロマックス回転を採用した。また，算出される固有値が 1.0 以上となる因子を抽

出対象とした。  

その結果，表 3 に示すように 4 つの因子が抽出された。因子の解釈の際には，回転後の

各変数の因子負荷量の絶対値が も高い因子に着目し，因子負荷量の絶対値 0.4 を基準と

して，それ以上のものを各変数が各因子に負荷していると考え，各因子の意味するところ

の解釈を行う。  
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表 2 各生活環境項目の基本統計量  

項目名  平均値  標準偏差  回答者数  

墓参りのしやすさ  2.559 1.031 1,056 

自分から親への生活サポートの

しやすさ  
3.209 1.048 1,056 

相続済みもしくは相続すべき土

地や家屋の管理のしやすさ  
2.995 0.997 1,056 

住居の確保のしやすさ  3.647 0.778 1,056 

気候の過ごしやすさ  3.832 0.810 1,056 

地域コミュニティへの参加のし

やすさ  
2.912 0.947 1,056 

地域への愛着の持ちやすさ  3.135 0.910 1,056 

家族・親族（親，兄弟姉妹，子ど

もなど）から自分への生活サ

ポートの受けやすさ  

3.214 0.870 1,056 

家族・親族以外（友人・知人など）

から自分への生活サポートの受

けやすさ  

3.160 0.854 1,056 

迷惑施設（ごみ・下水処理場や公

序良俗に反する施設）の少なさ
3.533 0.794 1,056 

自然災害発生の危険の少なさ  3.877 0.818 1,056 

地域の行事・祭りなどのイベン

トの充実性  
2.883 0.911 1,056 

医療・介護・福祉環境の充実性 3.789 0.824 1,056 

子育て環境の充実性  3.331 1.031 1,056 

日常の買い物環境の充実性  3.966 0.766 1,056 

日常的に参拝できる神社・お寺

などの充実性  
2.789 0.971 1,056 

交通環境の充実性  3.824 0.794 1,056 

通信  (インターネット，携帯電

話) インフラの充実性  
3.753 0.801 1,056 

仕事環境（雇用機会・家業含む）

の充実性  
3.690 0.851 1,056 

緑地環境・自然的景観の充実性 3.572 0.785 1,056 
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表 3 パターン行列  

 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4 

日常の買い物環境の充実性  0.843 -0.108 -0.068 -0.008 

交通環境の充実性  0.797 -0.075 -0.051 -0.035 

通信  (インターネット，携帯電

話) インフラの充実性  
0.792 -0.038 0.029 -0.099 

自然災害発生の危険の少なさ  0.726 0.011 -0.050 0.044 

気候の過ごしやすさ  0.719 0.074 -0.063 -0.049 

医療・介護・福祉環境の充実性 0.688 0.039 -0.030 0.091 

住居の確保のしやすさ  0.672 -0.007 0.165 -0.064 

仕事環境（雇用機会・家業含む）

の充実性  
0.626 -0.066 0.141 -0.007 

迷惑施設（ごみ・下水処理場や公

序良俗に反する施設）の少なさ
0.555 0.038 -0.001 0.136 

緑地環境・自然的景観の充実性 0.489 0.350 -0.020 -0.037 

地域の行事・祭りなどのイベン

トの充実性  
-0.047 0.887 -0.044 -0.039 

地域コミュニティへの参加のし

やすさ  
-0.048 0.858 -0.043 0.050 

地域への愛着の持ちやすさ  0.092 0.649 -0.059 0.221 

日常的に参拝できる神社・お寺

などの充実性  
-0.033 0.613 0.180 -0.144 

相続済みもしくは相続すべき土

地や家屋の管理のしやすさ  
0.054 0.062 0.852 -0.069 

自分から親への生活サポートの

しやすさ  
0.033 -0.148 0.695 0.243 

墓参りのしやすさ  -0.126 0.308 0.515 -0.054 

家族・親族（親，兄弟姉妹，子ど

もなど）から自分への生活サ

ポートの受けやすさ  

-0.030 -0.028 0.061 0.928 

家族・親族以外（友人・知人など）

から自分への生活サポートの受

けやすさ  

-0.025 0.088 0.018 0.813 

子育て環境の充実性  0.208 0.248 0.108 0.152 

因子寄与率は 4 因子で 56.5%，サンプルサイズが大きいため帰無仮説「モデルは適合する」は棄却

される（p<0.001）が，RMESA は 0.0767 であり問題はない。項目間の共通性は も小さいもので

0.290 であり，独立性が極端に高い項目は特に見られなかった。  
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第 1 因子は 10 項目（表 3 の赤色のセル）で構成されており，日常の買い物や医療・介

護，雇用や通信インフラといった地域の利便性に関する生活環境項目や，気候の過ごしや

すさ，緑地環境・自然的景観の充実性といった，地域生活上の快適性に関する項目が含ま

れている。ここから，第 1 因子を「地域の生活における物的利便性・快適性」に関する回

答者の意識を表す因子と解釈した。  

第 2 因子は 4 項目（表 3 の黄色のセル）で構成されており，祭りなどの地域イベントや

神社・お寺などの充実性，地域への愛着やコミュニティ参加，との関わりが強い因子であっ

た。これらの項目は地域の物的環境と対比して，地縁のような「地域と回答者の精神的な

繋がりの強さ」に関する回答者の意識を表す因子と解釈した。この因子を構成する項目が

担う都市機能（要素）は，第 1 因子，特に地域の物的利便性と異なり，都市整備によって

確保できるものではない。それよりも，地域に住む住民たちがある程度の時間をかけて形

成していくことが必要な，各地域に固有な要素を多分に含む項目といえる。地域イベント

やコミュニティとの関わりについて言及すると，地域に居住している人々は，自身がその

地域に所属し活動を行うことで，その地域の生活環境を醸成すると考えられる。その結果，

人々はそこを自分と関わりの深い地域，もしくは勢力範囲として認識するようになると考

えられる。これと辞書的な定義*2 に則り考えれば，これらの生活環境項目と関連が深い第

2 因子は，今回抽出された意識の中でも回答者が地域に抱く地元意識と関わりの深い意識

を表すものであるといえよう。  

そして，第 3 因子（表 3 の青色のセル）は，相続済みもしくは相続すべき土地や家屋の

管理，親への生活サポート，墓参りといった 3 項目で構成されている。これらの変数は，

回答者との血縁関係やそれに付随する資産に関する生活環境項目である点が共通している。

これらは，回答者が時に義務を負う必要が有るものと考えられることから，第 3 因子を「回

答者自身の家系的な繋がり・義務」に関する回答者の意識を表す因子と解釈した。  

後に第 4 因子（表 3 の緑色のセル）は，家族・親族や友人・知人などから受ける生活

サポートという 2 項目により構成されていた。これらの変数は，他者の存在が回答者に影

響を及ぼす生活環境項目という点では第 3 因子関連の変数とやや類似するものとみなすこ

ともできる。しかし，いずれも地域において回答者が他者からサポートを受けやすいかど

うかということに関する項目であり，回答者自身に責務が発生し得ない点で異なる。これ

らの項目は，「地域の親族・知人からの援助」に関する回答者の意識を表す因子として解釈

をした。  

以上，今回の分析で対象とする生活環境 20 項目に対して，回答者が居住地選定の際にそ

れぞれの項目を重視する度合いから，人々の移住に関する生活環境項目に対する意識構造

を把握することができた。生活環境項目の改善を考える場合は，一つ一つの項目をみるだ

けでなく，その背後に，ここで示したような「因子」が存在していることを意識する必要

がある。  
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（第４章第４節の注） 

*1 天井効果とは，ある独立変数の分布が 大値（今回では「5，重視する」）に著しく偏ってしまい，

変数の効果をうまく検出できなくなる場合のことを指し，床効果とは，ある独立変数の分布が 小値

（今回では「1，重視しない」）に著しく偏ってしまい，変数の効果をうまく検出できなくなることを

指す。平均値と標準偏差の和が評価の 大値（今回では 5.00）を超える場合には天井効果ありと判断

され，平均値と標準偏差の差が評価の 小値を下回る場合には床効果ありと判断されるのが一般的で

ある。  

*2 ウェブ辞書検索サービス，コトバンク内のデジタル大辞泉（https://kotobank.jp/dictionary/daijisen/）

によれば，「地元」という言葉の定義は，「そのことに直接関係ある土地」もしくは「その人が居住し

ている土地。また，その人の勢力範囲である土地」であるとされる。  

 

４・５ 生活環境の差異を考慮した移住意向の説明・予測モデル 

本節では，回答者の現住地と出身地の生活環境に対する評価の差異と，移住意向の関係

性に着目する。具体的には，両地域の生活環境の評価に基づき人々の移住意向の形成要因

を説明するモデルを構築する。モデルの構築により，個々人の現住地と出身地の生活環境

の評価からその人の出身地への移住意向を推測することも可能になる。  

 

４・５・１ 順序ロジスティック回帰分析を用いた分析の概要  

モデルの構築には，順序ロジスティック回帰モデルを用いる。通常の（重）回帰分析は

目的変数（被説明変数）として量的な連続変数を扱う手法であるのに対し，順序ロジス

ティック回帰分析は目的変数が複数のカテゴリからなり，その順序に意味がある場合に適

する分析手法である。順序ロジスティック回帰分析をあるデータに適用することにより，

終的に主に以下の 3 つに対する分析結果を得ることができる。  

①目的変数に対する説明モデル（モデル説明力，各説明変数の有意性など）  

②個々のデータサンプル（以下，サンプル）に対して，目的変数の各カテゴリに属する

確率  

③個々のサンプルの属する目的変数のカテゴリの予測結果  

ここでは，まず，目的変数のカテゴリ全体を 2 つに分割する。具体的には，任意のサンプ

ルについて，目的変数となる変数が 1~	 までの 段階の順序性を持つ値のいずれかをとる

（カテゴリに属する）場合を考える。すると，全体を① （ 1,2,3,… , 1 ）番目までの

カテゴリと，②  1番目以降のカテゴリの 2 群に分割できる。このとき， 段階のカテゴ

リを 2 つに分ける組み合わせは全部で 1通りあるので， 1個のモデル式がたてられ

る。本章の後述する分析では，目的変数のカテゴリが 5 つであるので，以下では，その例

を用いて説明を行う。  

目的変数として，各サンプルが属する 5 段階のカテゴリがある場合には，前述より，以

下の(1)～(4)のように 4 つの式が立てられる。ここで ， ， ， ， は各サンプルの目

的変数の値がそれぞれのカテゴリに属する確率を表し， から までの確率の合計は 1 と

なる。また， から は式ごとに異なる切片にあたるパラメータであり，一般的にしきい

値と呼ばれる。さらに， は分析に用いられる 番目の説明変数 に対するパラメータであ

り， とともにそれぞれの式で共通とされる。  
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分析においては，これら から と， の各パラメータを推定することがまず必要とな

る。(1)~(4)の各式においては， 右辺の値が正であれば，各式左辺の対数項の分数部分の

分子にある順番の小さいカテゴリに属しやすく，右辺の値が負であれば，それよりも順番

の大きいカテゴリに属しやすくなる。また，各式の 右辺を構成する要素のうち， から

は の値に影響を受けない。これらを併せて考えると， が正のときには，あるデータ

サンプルに対する説明変数 の値が大きくなるほど，そのサンプルは順番の大きいカテゴ

リに属しやすくなり， が負のときには，あるデータサンプルに対する説明変数 の値が大

きくなるほど，そのサンプルは順番の小さいカテゴリに属しやすくなるといえる。また，

説明変数ごとに定められるパラメータ については通常の回帰分析と同様にモデルに対す

る有意確率を算出することができ，それぞれの説明変数が有意にモデルに寄与しているか

否かという判断が可能である。  

また，順序ロジスティック回帰分析では，パラメータの推定値や説明変数の値に基づき，

あるサンプルが各カテゴリに属する確率を求めることが出来る。(1)式の 左辺を例にとる

と，これはあるサンプルがカテゴリ 1 に属する確率のロジットを表す。同様に式(2)の 右

辺はあるサンプルがカテゴリ 1 または 2 に属する確率のロジットであり，それぞれ変形す

ると，以下の(5)，(6)式のようにかける。  

           		
1

1 exp	｛ ∑ ）｝
					 

1

1 exp	｛ ∑ ）｝
					 

(6)式から(5)式の差をとることで，あるサンプルがカテゴリ 2 に属する確率 を求めること

ができる。同様の手順で ， を算出することができる。また，カテゴリ 5 に属する確率

については， から までの和を 1（全体）から減じることで計算可能である。  

そして，このようにして算出された，各サンプルがそれぞれのカテゴリに属する確率

から の値に基づき，モデルから各サンプルが属するカテゴリの予測結果を求めることが

できる。今回は，5 つのカテゴリのそれぞれについて算出される予測確率のうち， も高

い値をとるカテゴリを，「回答者の移住意向に対する回答」のモデル予測結果と考え，モデ

ルの有用性の検証に用いる。その方法を以下に記す。 を分析に用いた全サンプル数， を

サンプル について得られた実際の観測結果とモデルによる推定結果の一致の有無を表す

二値変数（実際の観測結果としてサンプルが属するカテゴリと，モデルに基づくサンプル

が属するカテゴリの推測結果が一致する場合に 1，そうでない場合に 0 をとる変数）とす

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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ると，モデルを用いたサンプルが属するカテゴリの予測判別率 は，以下の(7)式で定義さ

れる。  

∑
 

は 0 から 1（判別率 0％から 100％）を変域とする指標であり，その値が 1 に近いほど，

モデルによりサンプルが属するカテゴリをうまく推測できていると判断する。  

 

４・５・２ 移住意向の説明・予測モデルの構築とその結果  

本節では，前述の方法に基づきアンケート調査の回答データを用いて分析を行う。現住

地から出身地への移住意向を考えることが目的であるため，分析では，現住地と出身地が

異なる，と答えた回答者 511 人を対象とした。モデルの目的変数は移住意向を表す順序カ

テゴリとした。各回答者の出身地への移住意向の 5 段階評価のデータを用いて，「5，移住

したい」を 上位カテゴリ，「1，移住したくない」を 下位カテゴリとして順番に設定し

た。説明変数には，回答者の現住地・出身地のそれぞれの生活環境 20 項目の評価（5 が

高評価，1 が 低評価）から計算される評価値の差分変数を用いた。これらは間隔尺度と

みなして分析に用いる。この際，現住地・出身地いずれの生活環境項目の評価においても，

「6，そもそもあてはまらない」は積極的な評価を行っていないものとみなし，3（どちら

ともいえない）に吸収させている。この差分変数は，現住地の評価値から出身地の評価値

を差し引くことで算出しているため，-4 から 4 までの 9 つの整数値をとりうる。そのため，

いずれの生活環境項目についても，符号が正で絶対値が大きいほど現住地における評価が

出身地におけるそれと比べて高く，符号が負で絶対値が大きいほど出身地における評価が

現住地におけるそれと比べて高いことを意味する。ある生活環境項目に対する現住地と出

身地の評価が等しいとき，その項目に対する差分変数の値は 0 となる。それぞれの生活環

境項目の差分変数間の相関係数を計算した結果，いずれもその絶対値が 0.7 以下であった

ため，多重共線性の発生可能性は低いと考え，20 項目全ての差分変数を説明変数候補とし

て用いることとした。分析のイメージを図 5 に示す。  

 

図 5 移住意向の説明・予測モデルの概略  

 

 

 

(7) 
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モデル構築の際の各説明変数の採用基準としては有意確率 5％以下を基準とした。変数

増加法を用いて，採用された全ての変数の有意確率がその基準を満たすようにモデルで用

いる変数を決定した。  

また，前節で示した方法を用いて予測判別率を計算し，モデルの有用性について考察す

る。その際には，まず，モデルで有意な変数とみなされた生活環境項目の差分変数のパラ

メータ推定値と，現住地・出身地のそれぞれの生活環境項目の評価値から，各回答者の移

住意向に対する回答結果が「5，移住したい」から「1，移住したくない」の 5 つのカテゴ

リのそれぞれに属する予測確率を計算する。そして，算出された予測確率の も高い移住

意向のカテゴリを，各回答者におけるモデルに基づく移住意向の予測結果と定めた。そし

て，回答者ごとに，モデルに基づく移住意向の予測結果とアンケート調査における実際の

回答結果との一致の有無を判断し，それを全回答者について集計する事で，予測判別率を

計算した。この分析の概念図を図 6，図 7 に示す。  

そして，今回のアンケート調査を用いた分析を行い，有意な変数で構成されるモデルの

推定結果として，モデルの説明力（Nagelkerke の疑似 ）が も高かったものを表 4 に示す。 

 

 

図 6 分析により出力される推定結果のイメージ  

 

 

 

 
図 7 移住意向の回答結果とモデルによる推定結果の合致性評価  
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表 4 移住意向の説明・予測モデルの結果  

 B 標準

誤差  

Wald 自由

度  

有意

確率  

95% 信頼区間

下限  上限  

しき

い値  

[移住意向高  = 1 

（移住したくない）] 
-1.398 0.120 135.511 1 0.000 -1.634 -1.163

[移住意向  = 2 

（どちらかというと移住

したくない）] 

-0.380 0.103 13.689 1 0.000 -0.581 -0.179

[移住意向  = 3 

（どちらともいえない）] 
1.619 0.127 161.828 1 0.000 1.369 1.868

[移住意向  = 4 

（どちらかといえば移住

したい）] 

3.039 0.189 258.671 1 0.000 2.669 3.409

位置  

地域への愛着の  

持ちやすさ  
-0.517 0.078 44.078 1 0.000 -0.670 -0.365

気候の過ごしやすさ  -0.273 0.067 16.432 1 0.000 -0.405 -0.141

家族・親族から自分への

サポートの受けやすさ  
-0.295 0.069 18.506 1 0.000 -0.430 -0.161

通信インフラの充実性  -0.234 0.072 10.657 1 0.001 -0.374 -0.093

モデル適合性：適合している  

（帰無仮説H : 観測された度数分布と予測された度数分布が同じ，のもとで有意確率 0.642）  

Nagelkerke の疑似  ：0.278 

平行線の仮定：満たされている  

（帰無仮説H : 全ての回帰式を通じて，説明変数の辺回帰係数が等しい，のもとで有意確率 0.325）  

 

その結果，①地域への愛着の持ちやすさ，②気候の過ごしやすさ，③家族・親族からの

サポートの受けやすさ，④通信インフラの充実性の 4 つの変数が採択された。いずれも有

意水準は 1％有意であった。いずれの変数もその符号は負であることから，当該生活環境

項目に対して，現住地の評価の方が出身地の評価よりも高いほど移住意向のカテゴリは下

位のものに属しやすく，出身地への移住意向は否定的なものになりやすい，もしくは，出

身地の評価が現住地よりも高いほど出身地の移住意向は，上位のカテゴリに属しやすく，

積極的なものになりやすいと解釈される。第 4 章 4 節の分析結果と合わせて考えれば，地

域への愛着の持ちやすさは，「地域との精神的繋がり・地元意識」に関する意識に含まれる

生活環境項目，気候の過ごしやすさと通信インフラの充実性は，「地域の物的利便性・快適

性」に関する意識に含まれる生活環境項目，家族親族からのサポートの受けやすさは，「地

域の親族・知人からの援助」に関する意識に含まれる生活環境項目である。人々の移住意

向に関わりうる生活環境項目に対する意識は，因子分析により 4 つに分類・抽出されたが，

そのうち 3 つが今回の回帰分析において，移住意向に影響を与えることを示している。こ

れは，地域への再居住化のために，実際に何らかの対策を講じる場合には，多面的なアプ
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ローチが重要であることを示唆しているといえる。  

また，表 4 に示したモデルを用いて，各回答者が 5 つの移住意向のそれぞれのカテゴリ

に属する確率を計算し，その結果に基づき各回答者の移住意向の予測結果を得た。これを

実際の回答と比較したところ，判別率は 42.3%であった。移住意向をランダムに 5 つのカ

テゴリに割り振った場合の判別率の期待値は 20％であることを考慮すれば，モデルによる

予測は一定の効果をあげていると考えられる。また，それぞれの回答者について，算出さ

れたそれぞれの移住意向のカテゴリに属する確率の分布をみてみると，大半の回答者につ

いて予測確率がピークとなるカテゴリ（ 終的な移住意向の予測結果として用いられるカ

テゴリ）と隣接するカテゴリ間においてそのカテゴリに属する確率が段階的に減少してい

くことが観察された。また，移住意向が高いカテゴリである「5，移住したい」，「4，どち

らかといえば移住したい」と移住意向が低いカテゴリである（「1，移住したくない」，「2，

どちらかといえば移住したくない」の両方で高い確率をとるような，予測結果から移住意

向の高低を判断することが難しい例は特にみられなかったことから，以下に示すように，

移住意向の高低に関する条件をやや緩和した場合のモデルの有用性についても検討した。

その具体的な条件としては全体の 5 カテゴリを「移住したい」と 「移住したくない」の 2

カテゴリに集約した場合である。「どちらともいえない」を，移住したい，もしくは，移住

したくない，のいずれかに含んだ 2 パターンで検証を行った。その結果，「どちらともいえ

ない」を「移住したい」のカテゴリに含んだ場合の予測判別率は 68.3%，「移住したくない」

のカテゴリに含んだ場合の予測判別率は 78.9%であった。移住の高低を大きく 2 分類して

考えた場合，いずれのパターンでも約 7 割程度の判別率が得られることが判明した。  

 

４・６ 考察 

４・６・１ 考察①：出身地域への移住意向の醸成のために  

本節では，本章の第 5 節 2 項で示した移住意向の説明・予測モデルに基づいて考察を行

い，人々の出身地への移住意向の醸成に資する知見を得る。本章の分析では，日本全国の

様々な地域を居住地とする，または，出身地とする人々の移住意向を扱っている。  

各地域の都市規模やその特性は多様であるが，本章の冒頭でも言及したように，全国的

に人口減少，少子高齢化が進む一方で，都心への人口集中はいまだ進行中であると考えら

れる。そのため，一部の大都市を除けば，日本の大半の都市は今後も過疎化，ひいては無

居住地域化のリスクをはらんでいるといえる。そのような中では，やはり出身地への移住

（U ターン）による地域の人口回復や再活性化を目指すことが，そもそも，地域の無居住

化を防ぐための対応策となると考えられる。  

もちろん，本章の分析で扱っているのは，人々の移住に対する「意向」であり移住の「可

否」ではない。実際に人々が（出身地への）移住を決断するさいには，金銭的問題や家族

の意向など，本分析では扱っていない多くの課題の解消が必要であろう。しかし，出身地

への移住意向を醸成することや，そのための地域整備や支援策を行うことは，人々の能動

的な U ターンを促すことにつながり，移住後の出身地への定住意欲の増進につながるもの

と考えられる。  

さて，前述の移住意向の説明・予測モデルでは，4 つの生活環境項目が有意な説明変数

として採択されていた。以下では，それぞれの生活環境項目の特性を踏まえて，広く回答
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者の出身地への移住意向を醸成するための方針・方策等について考察を行う。前節の結果

を踏まえたとしても，人々の現住地の評価を下げることで，相対的に出身地への移住を高

めることは得策とは言えない。そのため，以下では現住地と出身地の生活環境項目の差異

が移住意向に影響する，ということを念頭に置きつつ，出身地における評価を高めるため

の方策について考察を行う。そして，今後の日本の地域居住における政策提言や地域整備

に関する示唆を得ることとしたい。  

 

地域への愛着の持ちやすさ  

まず，地域愛着の持ちやすさについてであるが，これは，本章の第 4 節において，「地域

と回答者の精神的な繋がりの強さ」に関する意識を構成する項目であるとされた。当該項

目の差分変数の平均値は-0.256（標準偏差は 1.224）であり，全体的に出身地の評価の方が

高い生活環境項目であることがうかがえる。  

ただし，本章の表 2 より，居住地選定の際にこの項目が重要視される度合いは，他の生

活環境項目（例えば，物的利便性・快適性に関する項目群）と比較して決して高いとはい

えない。その理由には以下のようなことが考えられる。一般的に，地域への愛着は，その

地域に一定期間以上居住したり頻繁に訪れたりといった，個人とその地域・地域資源との

関わりあいを経て，その地域に抱く固有の感情・評価として形成されていくものであると

考えることができる。そのため，居住先が具体的に定まっていない状態でこの項目を重要

視して移住をする例や，個人が今まで住んだこと・関わりをもったことのない場所に対し

て愛着を持って移住をする例はまれであると考えられる。つまり，この生活環境項目は，

個人がこれまでに必ず一度は住んだ経験のある「出身地」という場所への再居住を考える

文脈でこそ，移住意向に影響を与える要素であると推測される。  

また，地域への再居住を促し過疎化の進行の防止を試みるうえでは，地域に再居住を果

たした人々がそこに定住をすることが必要であろう。NTT アド(2015)*1 によれば，「東京圏

外居住の『今が地元派』」が も「地元」への愛着心が強く，能動的な意志を持ち地方に居

住している。」とある。これと前述の結果を併せると，ある人が，既にそこを地元と感じ愛

着を持っている地域（例えば出身地）へ移住をする場合には，移住先の地域に地元意識・

愛着を抱かずに移住をする場合と比べて，その地域で暮らし続けたいという意向を強く

持った状態を維持しやすいことが推測される。そのような意味でも，地域への再居住を促

す「移住先としての出身地への愛着」を増進させることは重要であると考えられる。  

もちろん，出身地と現住地の物理的・時間的距離が遠く，現住地にいながら出身地に頻

繁に足を運ぶことができない人も全国には多く存在しているはずである。そのため，現住

地に住みながらも出身地との繋がり・関わりを深める工夫が必要となる。一例を挙げれば，

個人の職場や地方自治体が連携しての出身地へ帰省しやすい仕組みづくりを整えることが

挙げられる。また，地域への肯定的印象，特に地域住民の交流により「地域の集団に対す

る肯定的な印象」を抱くことは地域への愛着形成を促すことが引地ほか(2005)*2 により指

摘されている。地方自治体などが他出者に向けて，その地域の出身者として誇り，再居住

のための動機付けとなるような情報を随時発信できる仕組みが構築されることは，出身地

への愛着の維持・増進に対して有用といえる。また，まだ出身地を出ておらず，その地域

で生活をしている幼児や学生などに対する対応も可能である。例えば，地域に留まってい
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る間に様々な世代間交流や地域学習の機会を与えることにより，地域への肯定的な認識の

形成や理解を促し，転出時の，将来的な再居住の可能性を高くしておくこともできるであ

ろう。  

 

気候の過ごしやすさ  

次に，地域における気候の過ごしやすさについて考察する。この生活環境項目は本章の

第 4 節において，「地域の生活における物的利便性・快適性」に関する意識を構成する項目

の一つとされていた。当該項目についての差分変数の平均値は 0.131（標準偏差 1.300）で

やや現住地での評価が高く，出身地での評価は相対的に低い傾向であった。この生活環境

項目はモデル中で採択された他の項目と比較すると，人為的な介入により環境改善を果た

すことのできる範囲はやや限定される。そこで，移住に関わる地域の生活環境として気候

について考える場合，特に気候環境が厳しく，現在の評価の低い地域で対策を講じて，現

状の評価を改善することが効果的であると考えられる。また，移住意向の向上に資する観

点から考えれば，地域の気候そのものを変革させる必要は必ずしもなく，人々が地域にお

いて日常生活を送るうえで課題となる気候上の問題に対して対応をすることの重要性がよ

り高いといえる。ある地域において，気候を原因とする生活環境上の問題には雪害がある。

冬季の積雪や寒さが厳しく雪害の発生可能性の高い豪雪地域は条件不利地域として扱われ

る*3 ことが多い。図 8 には，今回の移住意向の説明・予測モデル構築の際の分析対象者の

出身地の分布と平成 19 年度の豪雪地帯をそれぞれ示している。ここから，北海道や東北地

方，日本海側の地域を出身地とする回答者は，積雪の非常に多い条件不利地域に居住して

いることがわかる。この様な地域における気候の厳しさによる生活環境の改善例としては，

地域の除雪サービスの充実や除雪機器の設置や融雪式・耐雪式住宅のような建築環境の整

備・確保に対する助成などを実際に行っている地方自治体の事例が参考になるであろう*4。

それらの地域を出身地域としており，条件の厳しさから移住を躊躇している人々の意向の

改善においては，現実味を帯びた対応策の一つとして考えることができる。  

 
豪雪地帯のデータは国土数値情報  豪雪地帯データ（平成 19 年）を利用  

図 8 分析対象者の出身地の分布と豪雪地域  
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家族・親族から自分へのサポートの受けやすさ  

さらに，家族・親族からの生活サポートの受けやすさについて考察する。この生活環境

項目は本章の第 4 節において，「地域の親族・知人からの援助」に関する意識を構成する項

目であった。当該項目についての差分変数の平均値は-0.427（標準偏差 1.319）で，他の項

目と比べても，現住地での評価がよりも出身地での評価の方が高い傾向がみられた。この

変数について考察を行う上では，そこで求められる生活サポートの内容や性質が異なる可

能性があることに注意されたい。一例として，①若年世代が自身の両親世代に生活サポー

トを求める場合と，②高齢化した両親世代が自身の子供世代に対して生活サポートを求め

る場合，分けて考察を行う。当該項目を居住地選定の際に重視する度合いに対する回答結

果を年齢ごとに比較したものが表 5 である。  

 

表 5 年代別に見た，家族・親族からの生活サポートの受けやすさの重視度合い  

 

重視する  どちらかと

いえば重視

する  

どちらとも

いえない  

どちらかと

いえば重視

しない  

重視しない  該当  

回答者数

～20 代  2.6 27.6 51.3 13.2 5.3 76

30 代  5.0 32.6 50.3 8.3 3.9 181

40 代  4.0 33.7 46.9 9.2 6.1 326

50 代  4.5 29.6 51.9 9.1 4.9 243

60 代  5.9 32.4 46.5 9.7 5.4 185

70 代  2.2 40.0 46.7 6.7 4.4 45

表中の単位「該当回答者数」の列のみ人数，その他の列では%である。  

χ 検定の有意確率  0.988  

χ 検定の結果，年齢による家族・親族からの生活サポートの受けやすさに対する重視度

合いの傾向に有意差は見られなかった。よって，この項目は特に特定の年代に偏ることな

く，この項目をある程度重視する人がどの年齢層にも 3 割前後いることがわかる。  

若年世代においては，高齢世代からの「金銭面でのサポート」「育児と仕事の両立等」を

例とした，日常生活における家事のサポートを求めることが考えられる。金銭面でのサポー

トは現代であれば居住地によらず利用することができるので，ここでは，後者の家事のサ

ポートについて考える。また，高齢者世代においては加齢による移動能力の低下が大きな

生活上の課題となり，生活サポートを必要とするようになることが考えられる。例えば，

自動車の運転ができなくなった場合に，公共的な移動手段も乏しい地域では買い物を始め

とする日常生活について，個人で行うこともままならなくなり，子供世代のサポートが必

要になろう。  

移住に関わる要因としてこの生活環境項目を見た場合，移住意向を高めるための方策の

一つとには，高齢世代や子供世代が互いに同居・近居が可能となる環境を整備することが

あり，それによりこの項目に対する地域の評価は向上すると考えられる。しかし，全ての

人々について，家族との同居・近況を促すことはあまりに現実的でない。若年世代，高齢

世代のいずれも，地域間の移動が困難な場合は多いと予想されるためである。それぞれの
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世代間での同居や近居を進めることが難しい地域では，生活利便性という別の側面からこ

の項目の意義を検討することで，この生活環境項目に対して求められているものを代替で

きる可能性がある。具体的には，「行政・民間などのサービスによって地域に移住しようと

考える各世代」が望むサポートを代替することが別の対策の一つとして考えられる。例え

ば，若年世代に対してであれば託児サービス，高齢者世代に対してであれば，介護サービ

スや移動手段に対する補助施策を行う，などの対応により各世代が抱える課題の解決，生

活環境の改善を図り，地域への移住意向を高めることがあげられる。  

 

通信インフラの充実性  

後に，通信インフラの充実性について考察する。この生活環境項目は本章の第 4 節に

おいて，「地域の生活における物的利便性・快適性」に関する意識を構成する項目とされて

いた。当該項目についての差分変数の平均値は 0.129（標準偏差 1.208）で，やや現住地の

方が高い傾向であった。また，回答者の出身地の地域環境から，農・山・漁村（平地の農

村，山間の農村，漁村に対する回答を統合），都市部，郊外部を抽出し，地域環境の分類ご

とに，出身地における通信インフラの充実性に対する評価を集計したものを表 6 に示した。

この結果，この項目に対する回答が低評価（評価が低い，どちらかというと評価が低い）

であった回答者の割合は，都市部が 3.8%，郊外 9.1%といずれも 1 割に満たなかった。そ

れに対して，農・山・漁村では，この項目に対する回答が低評価であった回答者の割合は

35.1%と特に高かった。ここから，移住意向を高めるためには，都市基盤の整備があまり進

んでいない地域におけるインフラ環境の改善が必要であることがこの結果から示唆されて

いる。通信環境の充実・導入の金銭的サポートにより地域の通信基盤を整備することは，

地域の産業などの情報発信媒体の強化，単身高齢者の安否確認・見守りなどへの ICT 技術

の活用，をするうえでも役に立つものである。このように，地域の通信基盤が充実を図る

ことは，他の生活利便性の向上にも貢献するものと考えられる。通信インフラの充実につ

いては，このように，他の生活環境への波及効果も大きいことも強調しておきたい。  

 

表 6 回答者の地域環境ごとにみた出身地での通信インフラの充実性に対する評価  

 

評価が低い  どちらかと

いえば評価

が低い  

どちらとも

いえない  

どちらかと

いえば評価

が高い  

評価が高い  該 当 回 答

者数  

農・山・漁村  6.1 28.9 42.1 12.3 10.5 114

都市  1.9 1.9 42.8 26.4 27.0 159

郊外  2.0 7.1 46.0 29.8 15.2 198

表中の単位「該当回答者数」の列のみ人数，その他の列では%である。  

 

４・６・２ 考察②：この先無居住化する可能性のある地域，すでに無居住化した地域へ

の再居住に向けて  

今回実施したアンケート調査では，現住地と出身地が異なる回答者には，回答者の認識

に基づき，その出身地とその周辺を含む一帯の地域環境の様子を回答してもらっている。
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そこでは，「その地域一帯を無居住化地域であると認識しているかどうか」という選択肢も

含めている。表 7 には第 4 章 5 節において分析対象と定めた現住地と出身地が異なる回答

者 511 人に対する出身地の地域環境の様子の回答結果を示す。  

 

表 7 現住地と出身地が異なると回答した 511 人の出身地の地域環境  

 
平地の

農村  

山間の

農村  

漁村  都市部 郊外部 無居住

化地域

その他  不明  / 

回答拒否

該当者

数  (人) 
47 49 18 159 198 5 7 28

割合  

(％) 
9.2% 9.6% 3.5% 31.1% 38.7% 1.0% 1.4% 5.5%

 

実際に出身地が既に無居住化地域となっている回答者は 5 人で全体の約 1％であった。

そのため，今回のアンケートからのみでは無居住化地域が出身地である人々が抱く移住意

向や生活環境の評価が大きく反映されているとは言い難い。とはいえ，前節までで得られ

た移住意識班の分析結果では，表 6 にも示したように，長期的にみれば無居住化地域にな

る可能性が相対的に高いと考えられる農山漁村を出身地とする人々が 2 割程度存在してい

る。また，既に無居住化地域となった事例について無居住化の要因や現在の状況に関する

知見も前章までの他班の調査結果から得られている。そこで，本節では，前節で得られた

モデルと前章までの他班の成果とをあわせて考えることで，既に無居住化してしまった地

域や，今後無居住化する可能性の高い地域における住民の再居住に向けた知見のまとめや

提案を行う。ここでも，第 5 節 2 項において移住意向に有意な影響を与えるとされた生活

環境項目に着目する。そして，人々の出身地としての無居住化地域やその周辺地域におい

て各項目に対する評価の改善を図ることで，無居住化地域への再居住，またその意向の向

上にいかなる貢献が可能か，ということについて考察を行うこととする。  

 

地域に対する愛着の持ちやすさ  

まず，地域に対する愛着の持ちやすさについて考察を行う。この生活環境項目は，前述

のように「地域と回答者の精神的な繋がりの強さ」に関する意識を構成する生活環境項目

の一つであり，地域への帰属意識や地元意識と関わりの強い項目であるととらえることが

できた。また，地域住民間のコミュニティ活動を通して，地域に対する意識の共有やアイ

デンティティを模索する中で地域に対する帰属意識が形成されること*5 や，地域住民との

交流が多いことは，地域における集団への肯定的評価に繋がり，それが地域愛着の形成に

大きく寄与すること*2 は先行研究にも示されていた。  

これらを踏まえたうえで，無居住化地域における地域への再居住と地域愛着との関係性

に着目する。第 3 章における歴史文化班の調査結果によると，既に無居住化した地域に対

しても，いくつかの離村集落の住民は，住民どうしの懇親会や地域整備のための共同事業

を継続していたり，地域の記録簿を付け続けたりしていた。また，由緒ある地蔵菩薩を信

仰の対象としたり，集落跡地に記念碑を設置したりすることで，地域の歴史・文化に対す

るシンボルを残しておくことで，人々の無居住化地域への帰属意識をつないでいる事例も
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みられた。  

これらの無居住化地域との繋がりを残すためにコミュニティ活動や歴史・文化的シンボ

ルの維持・記録を行う人々の取り組みは，地域における帰属意識，そして地域への愛着を

形成し維持し続けるために重要なものであると言うことができる。無居住化地域への移住

意向という観点から考えれば，そのような元地域住民の行う活動は，無居住化地域におい

て再居住可能な物理的環境が再整備できた場合に，人々が地域に再居住をしようと思う意

向の源泉となるものであろう。もちろん，現状を鑑みれば，即時再居住が難しい，無居住

化地域において住民が集うことが困難なこともあろう。そのような場合においても，交流

の舞台は別の場所に移しながらも，地域の歴史・文化に関わる活動・情報・記録を大事に

しながら，地域と人々を精神的につなぎその地域に愛着を抱き続けられるようにすること

は，無居住化地域への将来の再居住の可能性を途絶えさせないために必要であるといえる。 

 

気候の過ごしやすさ  

次に，気候の過ごしやすさについて考察する。この項目は，「地域の生活における物的利

便性・快適性」を構成する一項目であった。この項目については人為的に気候そのものを

変化させることが他と比べて困難であることは前にも述べた。一方で，第 3 章の歴史文化

班の調査結果などにおいて，気候条件の厳しいことは，集落の住民の生活の困難を招き，

離村の直接的な原因となりうることも示されていた。それらを踏まえると，気候条件に起

因する生活上の課題の解決を図るために地域整備を行うことは，地域への再居住に向けた

移住意向を向上させるとともに，再度の離村の原因の解消にもつながるりうるものである。

これについてもう少し具体的に述べる。例えば，秋田県において地域集落の無居住化事例

が発生したのは現在から約 20～50 年前のことである*6。当時の生活に利用することのでき

た技術水準等を考えると，現代のそれとは大きな隔たりがあったことが推測される。現代

においては，様々な発展済みの技術を導入して，地域の生活基盤を整えることが可能であ

ると考えられる。これにより建築環境や生活道路の維持管理・営農環境の維持を図ること

ができる。そのような対策を施したとしても，地域での生活が困難な気候条件である場合

には「第二の集住の地」を整備するという代替策も視野に入れておくことは重要である。

つまり，先に述べたように，地域の歴史・文化性を維持したうえで，気候条件のより緩や

かな地域において集落再興の道を模索することも選択肢の一つであることをここで述べて

おきたい。  

 

家族・親族から自分へのサポートの受けやすさ  

さらに，無居住化地域の再居住意向を高めるための，親族からのサポートの在り方につ

いて考察を行う。本章の表 5 に示したように，この項目は若年世代，高齢世代ともに地域

居住の際に比較的重要視される生活環境項目であった。  

既に無居住化してしまった地域やその周辺では，地域の再興がなされないうちは，そこ

で親族のサポートを受けることは多分に困難である。そこで，まずは，無居住化の防止と

いう点から考察を行う。本章の第 5 節 4 項でも述べたように，この生活環境項目に対する

検討を行う際には，若年世代，高齢世代により求める生活サポートの種類が異なることを

念頭に置く必要がある。ここでは，第 5 節 4 項と同様に，若年世代は家事や育児サポート，
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高齢世代では介護や日常生活のサポートを親族に求めているものとして考察を進める。こ

の生活環境項目と移住意向の関係性を考える上では，それぞれの世代が親族に求めるサ

ポート内容を代替できる手段が地域に存在することにより，人々の生活環境の改善を図る

ことができ，移住意向の向上につなげられる可能性があることは先にも述べた。しかし，

今後，無居住化する可能性の高い地域においては人口減少が進んでいることが多い。する

と，行政・民間サービスが他の地域と比べて不足しがちになり，地域の経済的ポテンシャ

ル等を考慮すると，今後の充実の見込みも低いと考えられる。そのような場合には，親族

だけでなく集落全体で互いに助け合う仕組みを構築することで，各世代が親族に求めるサ

ポートを，地域住民が部分的に代替して行うことの重要性が高いと考える。集落において

は，住民間は互いに顔見知りであることが多く，都市部や都市郊外部と比較して人間関係

の繋がりも強固であると考えられる。そのような地域であれば，住民間相互の生活の助け

合いが可能になることで，行政サービスに頼らずとも，より信頼性が高く，様々な負担が

少なく生活サポートを受けられる可能性がある。それにより得られる精神的安心感も相

まって，住民の移住意向の醸成に寄与できると考えられる。その中で，世代間の交流を図

ることができれば，それは地域愛着への増進に繋がりうる可能性があり，その面から移住

意向の向上に資する可能性もある。近年では都市・郊外部においても，地域住民がボラン

ティアとなり，生活サポートが必要な他の住民を助け合う仕組みが成立している地域も存

在しており，このようなことは決して不可能ではないと考えられる。  

もちろん，そのような仕組みを構築できないままに住民の離村が進行し，今後，無居住

化してしまう地域も少なからず存在するであろう。その場合でも，やはり親族のサポート

を頼って親族との近居・同居の可能なところに移住し，生活サポートを受けようとする人々

がいることには注意されたい。そのようなことを想定すると，集落の無居住化に伴い，住

民が離村せざるを得ない場合でも，あまり遠方への離散することはせず，「第二の集住の地」

を整備することが望ましいと考えられる。  

 

通信インフラの充実性  

後に，通信インフラの充実性について考察を行う。通信インフラは，時代に合わせて

変化する生活基盤の中でも，近年の技術の進歩が目覚ましいものの一つであるといえる。

それらは，現代において情報の入手・発信源や連絡手段として必需品である。また，通信

インフラに対して必要不可欠なものの一つであり， も基礎的な要素として電力の供給が

あげられる。生産基盤班の調査結果では，この電力供給は地域の営農存続性にも影響を与

えうる要素であることが示されていた。  

本章の分析の中で，移住意向に影響を与える生活環境項目として採択されたうち，他の

項目と比較して通信インフラは比較的地域における整備が容易であり，波及効果も大きい。

通信インフラが人々に提供することのできる機能・サービス自体が多様になったことにも

注意が必要であろう。無居住化地域における再居住を視野に入れ，地域の通信インフラ基

盤を整えることは，ICT 技術を活用した無居住化地域での営農，地域のシンボル等の日常

的な観察，無居住化地域に農作業等に向かう高齢者の安全確保・見守り等を可能にするで

あろう。つまり，無居住化地域に対し，物理的にも精神的にもアクセスしやすい環境を整

えることが可能になると考える。  
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（第４章第６節の注） 

*1 NTT アド『先事新聞 vol.35 「新・地元愛」が，これからの地方を元気にする！？』2015 

https://www.ntt-ad.co.jp/research_publication/publication/sakigoto/sakigoto_35.html，2016 年 3 月 9 日アク    

セス  

*2 引地博之・青木俊明「地域に対する愛着形成の心理過程の検討」『景観・デザイン研究講演集』 1 巻  

pp.232-235, 2005 

*3 国土交通省により提供される「国土数値情報ダウンロードサービス（http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index. 

html）」における GIS データのカテゴリの中でも，「災害・防災」カテゴリとは独立して，「条件不利

地域」のカテゴリの中に「豪雪地帯」に関するデータが整備されている。  

*4  このような事業の例としては山形県尾花沢市における「尾花沢市居住空間無雪化支援事業

（http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/4768.html）」などが挙げられる。  

*5 柄澤薫冬・窪田亜矢「阪神・淡路大震災の被災地である芦屋市若宮町における復興評価に関する研

究 : -被災前・被災直後・20 年後の現在の日常のまちづくりに至る復興プロセスに着目して-」『都市計

画論文集』50 巻 3 号  pp.1114-1121, 2015 

*6 佐藤晃之輔『秋田・消えた村の記録』無明舎出版，1997 

 

４・７ 本章のまとめ・今後の展開 

以上，本章では人々の現住地と出身地における生活環境に着目して，アンケート調査を

実施した。さらに，調査結果に基づいて生活環境の評価と現住地への定住意向や出身地へ

の移住意向との関係性の分析を行った。まず，現住地での定住意向や出身地への移住意向

の高低は，各地域の生活環境に対する人々の評価の高低と関わりがあることを示した。合

わせて，それぞれの生活環境項目を居住地選定の際に重視する度合いに基づいて，移住に

関わりうる生活環境項目に対する人々の意識構造の抽出を試みた。その結果，今回の調査

からは，①地域の物的利便性・快適性，②地域との精神的繋がり・地元意識，③自身の家

系的繋がり・義務，④地域の親族・知人からの援助，という主に 4 つの意識構造のもとで

人々が生活環境項目をとらえていることが示された。この 4 つの意識は，いずれも複数の

生活環境項目で構成されるもので，人々がその生活環境を複合的にとらえ，上位の地域の

評価意識として認識していることを示唆する結果が得られた。  

一方で，人々の現住地・出身地間の居住地選択に関する意向は，生活環境の評価の高低

が同程度であれば，出身地への移住を望むよりも現住地に定住をする方向に立って考えら

れがちであることを示す結果が得られた。ここから，本章では，出身地への移住意向を説

明・予測する際には，現住地の評価との環境質の差異に着目して考える必要があると考え，

現住地と出身地の生活環境の各項目の評価の差分を用いて，人々の出身地への移住意向を

説明する回帰モデルを構築した。その結果，①地域への愛着の持ちやすさ，②地域の気候

の過ごしやすさ，③家族・親族からのサポートの受けやすさ，④通信インフラの充実性，

という 4 つの生活環境項目を用いて，それぞれの項目の，現住地と出身地の評価の差分か

ら移住意向を一定程度，説明・予測することが可能になった。今回の分析により得られた

回帰モデルで有意な説明変数として採択された生活環境項目は，前述の 4 つの生活環境の

とらえ方に関する意識のうちで「自身の家系的繋がり・義務」を除く 3 つの意識から選ば

れていた。これらの結果は，人々の生活環境に対する評価から再居住化に向けてのポテン
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シャルがある程度評価することができるようになったことを示すとともに，無居住化地域

を含む人々の出身地への再居住を促進するためには，多面的な観点から地域の生活環境に

着目し地域整備や対策を講じる必要があることも示しているといえよう。生活環境項目の

改善を考える場合は，一つ一つの項目をみるだけでなく，その背後に，前述のような「因

子（意識）」が存在していることを意識する必要がある。また，ある生活環境項目の評価改

善について，直接的に地域の構造・環境を変化させることが難しい場合には，求められて

いる機能・サービスについて熟考し，代替案を考案することも必要であろう。  

 

今後の課題と展開の可能性  

後に，本章の分析に残された今後の課題について述べる。まず，移住意向の説明・予

測モデルの実用化に向けて，モデルの高精度化・精緻化を図ることが挙げられる。全国的

な傾向を明らかにすることに主眼を置き，回答者全員を対象とした分析のみを行ったが，

今回収集したデータであれば，回答者の類型別の分析も可能である。現住地と出身地の生

活環境の評価の差異のみに着目したが，投入可能な変数はほかにもある。今後の無居住化

地域の発生防止や地域の再興の現場で，本モデルを役立てていくためには，考えうる多種

多様な分析を行い，予測精度を高める必要がある。  

今回，移住意向を説明するモデルを構築する際には，回答者の生活環境に対する評価を

用いた。この地域に対する生活環境評価は，居住地選定の際の生活環境の重視度合いとは

異なり，地域の都市施設の立地状況の充実性や地域資源の多少など，地域ごとに異なる都

市機能・要素に基づいて規定されていると考えられる。人々の生活環境の評価と実際の統

計指標などの客観データとの照応は比較的とりやすいと考えられる。今後，その点に注目

して分析を進めることで，各市町村のある時点の都市的な客観データと対象者の属性から，

その人の地域への生活環境評価を推計することも可能になるであろう。さらに推し進めれ

ば，他市町村の都市的データを併用することで，人々のある地域から別の地域への移住意

向を推計することも可能となるであろう。地域の人口動態の将来予測の精度向上にも貢献

できると思われる。  

 

 

（第４章の執筆担当）関口達也 
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５・１ 「将来の再居住化の可能性を残した無居住化」は現実的か 

この調査研究全体の目的は，「将来の再居住化の可能性を残した無居住化」という選択肢

の実現性を探ること，そのシナリオを検討することである。附章を除く最後の章である第

5 章では，ここまでの調査研究の成果をもとに，それらについて議論する。  

無居住化した農業集落の再興には，最低でも次の 3 点，すなわち，①復旧可能な農林業

の生産基盤，②歴史文化の連続性，③移住を希望する他出者が必要であるが（第 1 章参照），

今回の調査研究では，それらを確保することが可能であることが示されたとみている。以

下，要素別に説明する。  

 

復興可能な農林業の生産基盤（第 2 章参照）  

秋田県の無居住化集落 62 地区を目視で調査したが，現在の農業土木の技術でも復旧が

困難と思われる生産基盤，例えば，区画の形が大きく崩壊した田畑，大規模な裸地が生じ

ている人工林が見つかることはなかった。  

なお，生産基盤班の成果を読み解く場合は，あくまで秋田県であることに注意する必要

がある。例えば，同県では，鳥獣害が比較的軽微である。無間伐でも荒廃しにくいといわ

れるスギが多いことにも注意すべきであろう。  

 

歴史文化の連続性：現状について（第 3 章 2 節参照）  

京丹後市の無居住化集落 6 地区について，聞き取りと現地視察を実施したが，ほとんど

の地区で，歴史文化の連続性が保たれていた。ただし，ここでは「元住民で構成される組

織・グループ」「元住民の「第二の集住の地」」「元住民によって実施されている行事」につ

いて，ひとつでも確認できた場合を「歴史文化の連続性がある」とみなした。「第二の集住

の地」を持つ集落や，集落移転の成功事例が見られたことも大きな成果といえる。歴史文

化の継承に資するようなシンボル的要素も散見されたが，元住民によって実施されている

行事の継続については不安が残ることとなった。  

なお，歴史文化班の調査については，再興の日の備えとして，帰村権，すなわち，旧住

民が無居住化集落に帰ることを希望した場合，京都府に売却した金額で買い戻すことがで

きる権利が発見できたことも大きな成果である。  

 

歴史文化の連続性：将来について（第 3 章 3 節参照）  

将来については，歴史文化の担い手の世代交代が最大の課題といってよい。その可否に

ついて今回の調査研究の結果だけで判断することは難しい。しかし，その点に関し，筆者

らは，無居住化に関する住民ワークショップで，無居住化に関する否定的な意識が薄れた

こと，世代間の意見交換が実現したことの 2 点を高く評価している。入念な準備が必要で

あるが，少なくとも，世代交代に向けての基盤形成が可能であることは確認できた。  

なお，このワークショップで，集落存続の根本的な条件のひとつとして，農業の存続が

あげられたことにも注目したい。耕作継続の条件を探求した第 2 章の成果は，歴史文化の

連続性の評価にも使用することができるとみている。  
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移住を希望する他出者（第 4 章参照）  

無居住化集落への移住を希望する他出者の存在について，直接的な知見を得ることはで

きなかったが，移住意識班の分析により，移住の意識を高める方法が明らかになったこと

は大きな成果といえる。現時点では未知数も多いが，移住環境の整備により，一定数の移

住希望者を確保できるとみている。  

ただし，移住環境の整備については，多面的なアプローチ（因子分析の結果：「地域の生

活における物的利便性・快適性」「地域と回答者の精神的な繋がりの強さ」「回答者自身の

家系的な繋がり・義務」「地域の親族・知人からの援助」）が必要である。そのほか，環境

形成の具体的なキーワードとして「地域に対する愛着の持ちやすさ」「気候的な過ごしやす

さ」「家族・親族から自分へのサポートの受けやすさ」「通信インフラの充実性」が浮上し

たことも，移住意識班の大きな成果である。  

なお，歴史文化の連続性を維持するための取り組み（第 3 章）は，「地域に対する愛着の

持ちやすさ」の向上を経由して，移住意識をも向上される可能性があることを付け加えて

おきたい。  

 

５・２ 再居住化へのシナリオ 

この調査研究は，シナリオ作成にむけ，一定の成果をあげたが，各論については改善す

べき点も少なくない。ここでは，それらが改善されたと想定して，再居住化へのシナリオ

を提示したい。  

 

５・２・１ すでに無居住化した集落について  

歴史文化班の成果（第 3 章 2 節）を見るかぎり、過去に離村した高齢者による再居住は

期待できない。まずは，移住意識班の成果（順序ロジスティック回帰分析の成果，第 4 章）

を用いて，若い他出者の転入のポテンシャルを測定する必要がある。その見込みがない場

合は，第 4 章で示したような手法でそのポテンシャルを高めることを講じるか，再居住化

を断念し，ほかの将来像を検討すべきあろう。ただし，いずれにしても，集落の歴史文化

については，国民全員の財産として，記録すべきと考える。  

次は，歴史文化の連続性の確保であるが，それについては，過去に無居住化を体験した

世代が高齢化していることに注意すべきであろう。京丹後市の事例の場合，聞き取り調査

対象者の平均年齢は約 80 歳であった（第 3 章 2 節）。歴史文化そのもの，それの継承に資

するシンボル的要素に関する情報を早期に収集する必要がある。一方で，世代交代のため

の基盤を整備し，次の担い手を確保することも考えなければならない。伝統行事の主たる

継承者と見なされていなかった女性や子供，集落外の人物を受け入れることも考慮すべき

であろう（第 3 章 3 節）。  

最後は，生産基盤の維持であるが，耕作放棄地を即座に復旧させることは，あまり現実

的とはいえない。そもそも，現代の農業土木の技術であれば，遷移が進行しても，放棄地

の復旧は可能である。土地については，むしろ，所有権の確認や整理のほうがはるかに重

要であろう。「帰村権」のような権利についても考えるべきである（第 3 章 2 節）。なお，

生産基盤を守るということであれば，「精神面における集落の存続」という文脈で守ること

も一考に値する。ただし，その場合は，必ずしも，すべてを守る必要はないと思われる。 
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５・２・２ この先，無居住化する可能性のある集落について  

無居住化する可能性のある集落のこれからについて少し触れておく。ただし，前項の内

容と重なるところが多いので，異なる点にしぼって説明する。まずは，無居住化自体を阻

止すること，無居住化までの時間を少しでもかせぐことを考える必要がある。それについ

ては，第 4 章で得られた知見が役に立つはずである。  

移住環境の整備については，「親族からのサポートをたよりに U ターンする人」に注意

が必要である（第 4 章）。離村が不可避となった場合でも，転入した「他出者」へのサポー

トが可能な範囲にとどまるようにすべきであろう。その点については，何度も言及してい

る「第二の集住の地」を集落の近くに形成することが効果的である。その場所としては，

現在整備が進められている「小さな拠点」の周辺が最適であろう。  

すでに無居住化した場合と比較すれば，生産基盤には多くの選択肢が残っているといえ

るが，まずは，生産基盤班の成果（二項ロジスティック回帰分析の成果，第 2 章）を使用

して，無居住化後の田畑の維持に向けての「ポテンシャル」を測定することを推奨したい。

ポテンシャルが低い場合は，放牧などの粗放的な管理への移行についても，早期に検討す

べきであろう。なお，耕地の維持については，集落が縮小する過程で電線が撤去される可

能性にも注目すべきである。電線の撤去は，ポテンシャルを低下させる（第 2 章）。  

 

 

５・３ 今後の課題・展望 

技術論としてのモデルの改善，調査対象の拡大による信頼の向上などはさておき，今後

の課題・展望について少し言及しておきたい。  

 

宗教観に基づいた人間関係や帰属意識の解明  

土地利用の再編については，その地の宗教観に基づいた「人と土地」「人と人」「人と先

祖」の関係が非常に重要と思われる。例えば，墓地の移転に寛容な宗教観があれば，そう

でないものもある。安易な再編は，人々の心に回復不能な傷を残すであろう。調査や研究

における土地利用分野と宗教分野の連携が不可欠である。なお，生産基盤班では，神社，

墓地，記念碑などについても調査した。収集されたデータの活用が望まれる。  

 

再居住化を前提とした土地利用規制や誘導手法の検討  

再居住化を前提とした土地利用の規制や誘導に関する発見は，歴史文化班の「帰村権」

だけであった。まずは，「帰村権」の有用性についての多面的な検討が急務である。住民が

望まないような大規模な転用，例えば，迷惑施設の建設を阻止するための，規制や誘導手

法の開発も不可欠であろう。  

 

無居住化が不可避で再居住化も困難な場合の次善策の探求  

北海道のような，歴史が比較的浅く，大規模な農業が期待できる場合は，完全に農業に

特化した無居住化集落という選択肢があってもよいであろう。それすら断念した場合，完

全な利用放棄についても，生態系への影響を加味しつつ，検討すべきであろう。その逆に，

離島については，国防上，そもそも無居住化すること自体が許されない場合も考えられる。
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国土に課せられた国民的な期待について多面的に分析し，多種多様な選択肢を開発しなけ

ればならない。  

 

通信インフラの整備  

無居住化の阻止だけでなく，無居住化後の国土管理のための IT 技術の活用についても，

早急に検討すべきであろう。営農や高齢者の見守りだけでなく，不正防止，例えば，ゴミ

投棄の防止といった視点も不可欠である。  

 

（第５章の執筆担当）林直樹 
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将来的な再居住化の可能性を残した無居住化に関する基礎的研究：農村再生に向けて  

 

秋田県・無居住化集落（廃村）の概況 
 

浅原昭生  

 

 本稿は，共同で調査した筆者が，秋田県の調査対象 62 か所の無居住化集落（廃村）に

ついて，その概況と調査の様子をまとめたものである。 

 

【県北東部】----- 鹿角市，大館市，北秋田市，上小阿仁村（小坂町は該当なし）  

   1．折戸  2．山田  3．上新田  4．小水沢  5．合地前田 

   6．合津  7．柄井沢  8．杉の沢  9．木越  10．深沢 

   11．東又  12．上大沢  13．小摩当  14．門ケ沢  15．湯車 

   16．大内沢  17．高畑  18．露熊  19．櫃畑  20．鍵ノ滝 

   21．大平  22．屋布  23．萩形  24．折渡 （24 か所） 

【県北西部】----- 能代市，藤里町，八峰町，三種町，五城目町，男鹿市（潟上市，八郎潟町，  

         井川町，大潟村は該当なし） 

   25．柾山沢  26．奥小比内  27．水無  28．早飛沢  29．名不知 

   30．二の又  31．大川目  32．荒下  33．夏井  34．長木沢 

   35．田屋  36．西又  37．茨島  38．滝ノ下  39．下北口 

   40．申川 （16 か所） 

【県南西部】----- 秋田市，由利本荘市（にかほ市は該当なし） 

   41．福田  42．金山  43．貝喰  44．袖川  45．砂子 

   46．水無 （6 か所） 

【県南東部】----- 大仙市，美郷町，横手市，湯沢市，羽後町（仙北市，東成瀬村は該当なし） 

   47．七袋  48．古種沢  49．中村  50．湯田  51．夏見沢 

   52．上赤坂  53．田代沢  54．夏見沢  55．呂土  56．吉ヶ沢 

   57．上畑  58．蟻坂  59．砥館  60．水呑  61．外浦 

   62．雨沼 （16 か所）  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

＊1） 文中，「消えた村」は「秋田・消えた村の記録」（佐藤晃之輔著，無明舎出版刊，1997），「消え  

   た分校」は「秋田・消えた分校の記録」（佐藤晃之輔著，無明舎出版刊，2001）を示す。  

＊2） 所在地名の表記は，平成の大合併以前の自治体名をカッコ書きで記す形とした。このため，たと  

   えば「大館市比内町中野」が「大館市（比内）中野」というように，正式名との差異が含まれる。 

＊3） 最寄り集落，公共機関までの距離は，集落跡中心部（＝標高の測定地点）までの距離を示す。  

＊4） 「団地あり」は，移転先に団地が形成されていることを示す。しかし，団地形成の定義は確定し  

  ておらず，今後修正される可能性がある。 
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●１ 折戸（おりと）  

 

鹿角市十和田大湯字上折戸，下折戸 

最盛期戸数 14 戸  

移転年 昭和 46 年（1971 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・四の岱（最寄り集落）から 3km。 

・鹿角市役所から 16km。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 折戸は安久谷川上流沿いにあり，３㎞上

流には不老倉鉱山（主要鉱物は銅）があっ

た。 

 筆者は平成 11 年 10 月以来，16 年ぶり

の再訪。二万五千図（毛馬内，昭和 48）の

水田マークが記されている場所には，鉱山

にかかわる鉱毒処理施設（沈殿池）ができ

ていた。そばには神社跡があり，「奉納 駒

形神社 折戸部落一同 昭和 50 年旧４月５

日」と刻まれた小さな祠が見当たった（図

１）。 

 

 上折戸橋の先には，大破した家屋が１戸

建っていた。後で確認するまで，16 年前に

見た家屋と同じものとは思えなかった（図

２）。 

 戦国武将北畠具教の孫  昌教氏ゆかりの

大きな塚の上には，末裔の元住民の手によ

る古い句碑が建っていた（昭和 32 年建立，

図３）。北畠昌教氏の妻 蔦江姫ゆかりのサ

クラのそばには，仏様と墓地があった。 

 

 

・標高 214m（上折戸橋上） 

・平成 27 年 11 月 3 日（火祝） 

 午後 12 時 15 分～1 時頃訪問 

 

 

 

図１ 駒形神社跡に建つ小さな祠  

 

 

図２ 大破した家屋  

 

 

図３ 北畠氏ゆかりの塚の上の句碑  
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●２ 山田（やまだ） 

 

鹿角市八幡平字山田 

最盛期戸数 5 戸 

移転年 昭和 46 年（1971 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・玉内（最寄り集落）から 2 ㎞。  

・鹿角市役所から 9 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 山田は，浦志内川上流沿いの小盆地にあ

る。クルマを置いて歩き始めた二万五千図

（湯瀬，平成 10）の 305m 地点から棚田ま

では，16ｍの標高差があった。305m 地点

付近から見下ろす棚田は区画整理されてい

た（図１）。 

 305m 地点は台地状になっており，道は

ここまでが舗装だった（図２）。近くには無

住化した家屋があったが，山田に入るかど

うかは微妙な位置である。 

 

 広くて区画整理された棚田を上手に歩く

と，棚田の奥に往時からの家屋が１棟建っ

ており，そばにはサイロ跡があった（図３）。 

 鹿角市中心地（花輪市街）から 5 ㎞と近

いこともあってか，棚田や家屋の管理状況

はよく，調査対象 62 か所の廃村の中でい

ちばんではないかと思えた。霧が晴れ，日

差しの下で歩いた棚田だったが，誰かに出

会うことはなかった。 

 

 

・標高 310m（集落跡耕地東端の家屋） 

・平成 27 年 11 月 3 日（火祝） 

 午前 10 時 45 分～11 時 30 分頃訪問 

 

 

 

 

図１ 区画整理された棚田  

 

 

図２ 305m 地点の舗装道  

 

 

図３ 往時からの家屋とサイロ跡  
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●３ 上新田（かみしんでん） 

 

鹿角市尾去沢字吉沢出口 

最盛期戸数 8 戸 

移転年 昭和 63 年（1988 年）  

    自然消滅 

 

・中新田（最寄り集落）から 1 ㎞。 

・鹿角市役所から 15 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 上新田は，別所川上流（吉沢）沿いにあ

り，1 ㎞上流には田郡鉱山（尾去沢鉱山の

一部で，主要鉱物は銅）があった。 

 筆者は平成 11 年 10 月以来，16 年ぶり

の再訪。集落跡に続く道には未舗装道が含

まれていた。集落跡中央部には新しい鉱山

の鉱毒中和施設ができていた（図１）。作業

の方の姿が見えたので，問い合わせると「非

常電源用の施設の工事をしている」とのこ

とだった。 

 

 二万五千図（十二所，平成 14）に記され

た鳥居マークの場所には，「稲荷大明神」と

いう扁額がある赤い鳥居が建っていた。長

い階段を上がると，しっかりした本殿が迎

えてくれた（図２）。 

 中心部やや下手には 2 戸の往時の家屋を

改装した作業小屋が見られた。道沿いに耕

作された棚田があって，川沿いの紅葉は見

事だった（図３）。 

 

 

・標高 208m（神社入口） 

・平成 27 年 11 月 3 日（火祝） 

 午前 8 時 10 分～8 時 30 分頃訪問  

 

 

 

 

図１ 田郡鉱山の鉱毒中和施設  

 

 

図２ 稲荷大明神の本殿  

 

 

図３ 耕作された棚田と川沿いの紅葉  
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●４ 小水沢（こみずさわ） 

 

鹿角市八幡平字小水沢 

最盛期戸数 8 戸 

移転年 昭和 43 年（1968 年）  

    自然消滅 

 

・長嶺（最寄り集落）から 2 ㎞。  

・鹿角市役所から 12 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 小水沢は，長嶺の東方，山腹の台地にあ

る。集落跡中心部の手前約 200m。クルマ

を置いた三差路には，「ダンロップ スカイ

ドックファミリーランド」という古びた看

板があった。おそらくだが，失敗したリゾ

ート計画の名残りではないだろうか。 

 「消えた村」の記事からの想像では，何

も見つからないのではないかと思ったが，

集落跡には林業関係の新しい作業小屋が建

っていた。 

 

 道に沿って，往時の水場と思われる二つ

続いた水槽があった。流水があって桶が置

かれておいるなど，今も使われている様子

だった（図１）。 

 棚田跡は整った人工林になっていた（図

２）。高圧線の下にはスギの切り株が並んで

おり，そばには苗木が植えられていた。苗

木は切り株にあわせた場所に植えられてお

り，鉄製の添え木が施されていた（図３）。 

 

 

・標高 220m（集落跡三差路） 

・平成 27 年 11 月 3 日（火祝） 

 午前 9 時 30 分～10 時 15 分頃訪問 

 

 

 

 

図１ 道沿いの二つ続いた水槽  

 

 

図２ 棚田跡の整ったスギ林  

 

 

図３ 鉄製の添え木が施された苗木  
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●５ 合地前田（かっちまえだ） 

 

大館市比内前田字大桂沢 

最盛期戸数 9 戸 

移転年 昭和 51 年（1976 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・比内前田（最寄り集落）から 2 ㎞。 

・大館市役所から 10 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 合地前田は，比内盆地南縁の山間にある。 

比内前田から合地前田へと続く道は，山側

と棚田側の 2 本ある。道の比内前田側の分

岐点そばには「合地前田道路由来碑」とい

う個人建立の関連碑が建っていた。隣には

「杉沢小学校跡地」の碑があった（図１）。 

 山側の道を進んでいると，黒っぽい鳥居

が見つかった。鳥居をくぐって斜面を上が

ると，太平山神社と刻まれた岩が祀られて

いた。 

 

 山側の道をさらに進み，集落跡にほど近

い場所まで行くと，手入れがなされた棚田

を見下ろすことができた（図２）。 

 合地前田集落跡の探索は，雨の中傘をさ

しながら行った。山林の入口には「関係者

以外立入禁止」の表示があって，ロープが

貼られていた。集落跡中心部は，往時の家

屋と思われる作業小屋が建っていた（図３）。 

 

 

・標高 99m（集落跡三差路先 200m） 

・平成 27 年 11 月 2 日（月） 

 午後 3 時 25 分～4 時 5 分頃訪問 

 

 

 

 

 

 

図１ 隣の集落に建つ合地前田の由来碑  

 

 

図２ 手入れされた棚田（山側の道から）  

 

 

図３ 集落跡中心部に建つ作業小屋  
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●６ 合津（かっつ） 

 

大館市十二所字大西 

最盛期戸数 12 戸  

移転年 昭和 52 年（1977 年）  

    自然消滅 

 

・別所（最寄り集落）から 2.5 ㎞。 

・大館市役所から 17 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 合津は合津川上流沿いにあり，家屋は南

北に細長く点在している。筆者は平成 23

年 11 月以来 4 年ぶり 5 度目の訪問（初訪

は平成 11 年 10 月）。調査対象 62 か所の中

でいちばんなじみがある。 

 成章小学校合津冬季分校は，へき地等級

2 級，児童数 15 名（昭和 34），昭和 27 年

開校，昭和 46 年閉校。見慣れた冬季分校

跡の建物は，校舎の部分が崩壊していた。

残りの部分も長くは持たないことだろう

（図１）。 

 

 合津の調査は霧の中で行われた。合津橋

には「扇田営林署」の標板がある（図２）。

建物の数は減り，周囲には耕作放棄地が目

立ち，訪ねるたび生活感は薄くなっている。

耕作放棄地の外れ，道が見当たらない高台

に神社らしき建物が見つかった。この建物

は 5 度目の訪問で初めて見つけた（図３）。

本殿には，板がはめられた小さな祠が祀ら

れていた。 

 

 

・標高 162m（分校跡前） 

・平成 27 年 11 月 3 日（火祝） 

 午前 7 時 5 分～7 時 55 分頃訪問 

 

 

 

図１ 大破した合津分校跡校舎  

 

 

図２ 合津橋と集落を通る砂利道  

 

 

図３ 耕作放棄地外れに建つ神社の建物  
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●７ 柄井沢（からいざわ） 

 

大館市（比内）中野字柄井沢 

最盛期戸数 14 戸  

移転年 昭和 51 年（1976 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （国の補助事業・団地あり） 

 

・中野（最寄り集落）から 3 ㎞。  

・比内支所から 9 ㎞。  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 柄井沢は犀川中流域の西側にある。通じ

る主要道は扇田－大葛間を結ぶ太い舗装道

のため，乗用車やトラックがたびたび通過

していった。 

 主要道の左側には刈入れされた田んぼが，

右側には稲穂が残る田んぼが広がっていた。

道沿いの家屋の壁には「捨てるな！ ポイ捨

て禁止」（比内町）の看板が貼られていた（図

１）。これらの様子を見て，林さんから「廃

村らしくないね」という声があがった。 

 

 柄井沢の調査はあいにく雨の中となった

が，里に近い廃村なので心配は薄い。主要

道から枝道に入った先には，往時の家屋を

改装した作業小屋が建っていた（図２）。神

社の鳥居をくぐって階段を上がると，整っ

た拝殿が迎えてくれた（図３）。神社入口の

脇には祠があって，仏様と「相善神」の碑

が祀られていた。 

 

 

・標高 128m（神社入口） 

・平成 27 年 11 月 2 日（月） 

 午後 2 時 40 分～3 時 5 分頃訪問 

 

 

 

 

図１ 「ポイ捨て禁止」の看板がある家屋  

 

 

図２ 枝道に入った往時からの家屋  

 

 

図３ 整った神社の拝殿  
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●８ 杉の沢（すぎのさわ） 

 

大館市（田代）山田字杉の沢 

最盛期戸数 8 戸 

移転年 昭和 45 年（1970 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （団地あり） 

 

・山田美杉（最寄り集落）から 2 ㎞。 

・田代支所から 9 ㎞。  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 杉の沢は，山田川上流沿いにあり，旧集

落の約２㎞手前には，「美杉団地」という杉

の沢の集団移転地がある。 

 筆者，林さんともに平成 27 年 2 月以来，

8 か月ぶりの再訪。集落跡に通じる道はク

ルマが走れるぐらいの除雪がなされていた。 

 集落跡中心部の歴史を感じさせる大きな

母屋にはパラボラアンテナが立っており，

日常的に使われている様子だった（図１）。 

 

 母屋の対面には刈入れが終わった田んぼ

があって，稲わらがはざに架かっていた。

母屋のやや上手には，コンクリ造りのサイ

ロが見られた（図２）。その対面には稲荷神

社があったが，本殿は側面に壊れた箇所が

あるなど，かなり傷んでいた（図３）。神社

よりも上手の棚田は，休耕田になっていた。

川沿いの複数箇所に災害復旧工事の重機が

見られた。 

 

 

・標高 104m（神社入口） 

・平成 27 年 10 月 31 日（土） 

 午後 12 時 45 分～1 時 30 分頃訪問 

 

 

 

 

図１ 歴史を感じさせる大きな母屋  

 

 

図２ コンクリ造りのサイロ  

 

 

図３ かなり傷んだ稲荷神社  
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●９ 木越（きこし） 

 

大館市（田代）外川原字木越沢 

最盛期戸数 6 戸 

移転年 昭和 45 年（1970 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・外川原（最寄り集落）から 2 ㎞。 

・田代支所から 2.5 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 木越は，旧田代町中心部から 3 ㎞弱の近

さだが，山中のため距離が感じられる。集

落跡の手前には沼がある（ここでは「木越

沼」と呼ぶ。図１）。木越沼は二つに分かれ

ており，「狩猟事故・違反防止」（田代ライ

フル協会）という黄色いノボリが立ってい

た。 

 木越沼のすぐ下手には，耕作された田ん

ぼが広がっていた。もしかしたら外川原の

領域かもしれないが，木越の田んぼと考え

た。 

 

 集落跡に通じる道は未舗装だったが，走

ることに支障はなかった（図２）。ただ，ク

ルマのタイヤがスタッドレスのためか，切

返しの時タイヤがすべり，先行きのことを

心配した。集落跡に青い屋根の作業小屋が

一棟建っていた（図３）。集落跡よりも上手

の耕地は，耕作放棄地になっていたが，木

は侵入していなかった。 

 

 

・標高 63m（木越沼南東 500m）  

・平成 27 年 10 月 31 日（土） 

 午後 2 時 30 分～3 時 20 分頃訪問  

 

 

 

 

 

図１ 静かな木越沼  

 

 

図２ 集落跡を通る未舗装道  

 

 

図３ 青い屋根の作業小屋  
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●10 深沢（ふかさわ） 

 

大館市（田代）早口字深沢笊橋 

最盛期戸数 14 戸  

移転年 昭和 40 年（1965 年）  

    行政の援助を受け移転 

 

・深岱（現最寄り集落）から 1 ㎞。 

・田代支所から 8.5 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 深沢は早口川上流沿い西側にある。まず，

李岱から二万五千図（早口，平成 15）に記

された橋（ここでは「深沢橋」と呼ぶ）を

渡る道で行こうとしたが，コンクリの橋は

落ちていた（図１）。次に深岱からの道で行

こうと試みた。700m ほど進むと，人工林

の中の神社に着いた。二万五千図にその先

の道は記されていない。道の荒れ方を考慮

して，神社の少し先にクルマを停めて，そ

の先は歩いて向かった。 

 

 神社から集落跡中心部では 500m。轍は

あったが，この荒れ方の道はクルマで走る

べきではない（図２）。集落跡中心部には石

垣があり，奥の人工林の中には往時の蔵が

2 棟残されていた（図３）。 

 集落跡よりもやや手前，川に近い耕地は，

耕作放棄地になっていた。木の侵入は，な

いともあるともいえる感じだった。 

 

 

・標高 83m（深沢橋西 100m） 

・平成 27 年 10 月 31 日（土） 

 午後 3 時 40 分～4 時 40 分頃訪問  

 

 

 

 

 

 

図１ 落ちていた深沢橋  

 

 

図２ 荒れた深岱－深沢間の未舗装道  

 

 

図３ 人工林の中の往時の蔵  
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●11 東又（ひがしまた） 

 

北秋田市（鷹巣）綴子 

     字鍋越沢，日影沢出口 

最盛期戸数 9 戸 

移転年 昭和 48 年（1973 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （団地あり） 

 

・岩谷（最寄り集落）から 2 ㎞。  

・北秋田市役所から 14 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 東又は，糠沢川上流（東又沢）沿いに位

置し，西側の谷には西又（最盛期戸数 3 戸，

調査対象外）がある。昭和 57 年，鷹巣町

は６か所の廃村に離村記念碑を建てた。東

又の碑はすぐに見つかったが，正面が雑草

に覆われ，「又」の字のところに幼虫が棲み

ついた様子はすさんだ感じに見えた。碑の

正面には「東又集落之跡」の文字，裏面に

は集落の沿革が刻まれている（図１）。 

 

 碑のそばには，新しい家屋が建っていた。

元住民の方が建てた別宅ではないかと思わ

れる。しかし，電気は来ていなかった（図

２）。集落跡中心部より少し先には休耕田が

広がっていた。集落跡中心部よりやや手前

には，田から畑への転作で，大豆が作られ

ていた。大豆畑には「平成 27 年度 現地確

認表示標」という伝票が掲示物として貼ら

れていた（図３）。 

 

 

・標高 119m（離村碑前） 

・平成 27 年 10 月 11 日（日） 

 午前 7 時 5 分～7 時 35 分頃訪問 

 

 

 

図１ 東又の離村記念碑（整えた後）  

 

 

図２ 電気が来ていない新しい家屋  

 

 

図３ 伝票が掲示された大豆畑  
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●12 上大沢（かみおおさわ） 

 

北秋田市（鷹巣）栄字大沢屋敷 

最盛期戸数 8 戸 

移転年 昭和 47 年（1972 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・下大沢（最寄り集落）から 1 ㎞。 

・北秋田市役所から 6 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 上大沢は，摩当川上流沿いにある。筆者，

林さんともに平成 27 年 2 月以来，8 か月ぶ

りの再訪。積雪期もクルマで集落跡中心部

まで来ることができている。 

 「上大沢集落之跡」と刻まれた離村記念

碑の右隣には「忘れないでね  ぼくの故郷  

わたしの古里 この地を！」と記された標柱

が立っていた。新しい標柱だったが，2 月

は雪に埋もれていたのかもしれない（図１）。 

 

 冬はモノトーンだった神社の鳥居は，緑

と黄葉・紅葉に包まれていた（図２）。本殿

の中には，祭りのとき元住民の方が集った

写真が飾られていた。 

 神社のやや上手には，大館と二ツ井・能

代を結ぶ高規格道が田んぼをつぶして作ら

れようとしていた（図３）。高規格道の脇に，

耕された細長い棚田が続いていた。 

 

 

・標高 61m（離村碑前） 

・平成 27 年 10 月 11 日（日） 

 午前 8 時 10 分～8 時 50 分頃訪問  

 

 

 

 

 

 

図１ 「忘れないでね  ぼくの故郷」の標柱  

 

 

図２ 秋景色に包まれた神社の鳥居  

 

 

図３ 工事中の高規格道  
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●13 小摩当（こまとう） 

 

北秋田市（鷹巣）栄字柄小摩当沢 

最盛期戸数 11 戸  

移転年 昭和 47 年（1972 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （団地あり） 

 

・新小摩当（現最寄り集落）から 3 ㎞。 

・北秋田市役所から 8 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 小摩当は，小摩当川上流沿いにある。林

さんは平成 27 年 2 月以来，8 か月ぶりの再

訪。筆者は 3 度目の訪問（初訪は平成 12

年 10 月で「消えた村」の佐藤さんの案内）。

2 月の訪問時は 2 ㎞手前にクルマを停めて

ふたりで歩いて向かった。除雪されていな

い 500m は，カンジキを履いて歩いた。「小

摩当集落之跡」と刻まれた離村記念碑，前

回よりもすっきりして見えると思ったら，

手前の古い蔵が取り壊されていた（図１）。 

 

 緑に包まれた鳥居をくぐって，今回初め

て神社の本殿まで足を運んだ。象徴的な白

壁の土蔵は，今回もきれいに残っていた（図

２）。冬はひたすら雪原だった集落跡の手前

には，半分稲刈りがなされた田んぼが広が

っていた（図３）。冬に 1ｍ超の雪をカンジ

キで踏んだ道を再び歩き「快よく感じた」

のは，雪道を歩くたいへんさが身にしみた

からに違いない。 

 

 

・標高 80m（離村碑前） 

・平成 27 年 10 月 11 日（日） 

 午前 9 時 5 分～10 時 20 分頃訪問  

 

 

 

図１ 小摩当の離村記念碑  

 

 

図２ 象徴的な白壁の土蔵  

 

 

図３ 集落跡中心部手前に広がる田んぼ  
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●14 門ケ沢（かどがさわ） 

 

北秋田市（鷹巣）七日市字門ケ沢 

最盛期戸数 10 戸  

移転年 昭和 48 年（1973 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （団地あり） 

 

・葛黒（最寄り集落）から 4 ㎞。  

・北秋田市役所から 19 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 門ケ沢は，小猿部川上流（奥見内沢）沿

いにあり，葛黒からの距離は 4 ㎞とやや長

い。門ケ沢の離村記念碑は，正面が雑草に

覆われていたが，背景が耕された田んぼだ

ったからか，すさんだ感じはしなかった（図

１）。碑の正面には「門ケ沢集落之跡」の文

字，裏面には集落の沿革が刻まれている。

「最寄り集落からの距離が長い」という条

件にもかかわらず，集落跡近辺の棚田はほ

ぼ耕されていた。 

 

 二万五千図（明利又，昭和 48）の鳥居マ

ークの場所には高いスギの木が見られた

（図２）。成瀬さん（10 日・11 日参加の友

人）を先頭に，これを目指して小山を上る

と，平地があって屋根のガレキが見つかっ

た。記念碑よりやや下手の人工林の中には，

大破した往時の家屋が見つかった（図３）。

水辺に建つ電柱付きの小さな建物を確認す

ると，それはポンプ小屋だった。 

 

 

・標高 120m（離村碑前） 

・平成 27 年 10 月 11 日（日） 

 午前 11 時 5 分～11 時 40 分頃訪問 

 

 

 

 

図１ 門ケ沢の離村記念碑（整える前）  

 

 

図２ 神社跡目印の高いスギの木  

 

 

図３ スギ林の中の往時の家屋  
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●15 湯車（ゆぐるま） 

 

北秋田市（鷹巣）脇神 

     字湯車米ノ沢，湯車堂ノ前 

最盛期戸数 9 戸 

移転年 平成 6 年（1994 年）  

    空港建設のため移転 

 

・川口（最寄り集落）から 2.5 ㎞。 

・北秋田市役所から 6 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 湯車は，小猿部川中流の支流沿いにあり，

周囲には大野台という台地が広がる。地内

に大館能代空港（平成 10 年開港）が建設

されたため集団移転が行われた廃村で，主

要道からの集落跡入口には湯車バス停が見

当たった（図１）。他の旧鷹巣町の廃村に揃

っている離村記念碑は見られなかった。枝

道の舗装区間終点には「告 ここは私有地で

す」（管理者）という看板が立っていた（図

２）。 

 

 集落跡には新しく感じられる家屋が数軒

建っていたが，人の気配は皆無だった。家

屋の近くには，棚田の休耕田が見られたが，

耕作された田んぼは見られなかった（図３）。

川下の耕地へ続く未舗装道を歩いたところ，

こちらにも「告 ここは私有地です」という

看板が立っており，未舗装道に沿って耕作

放棄地がずっと続いていた。 

 

 

・標高 42m（集落跡枝道舗装区間終点） 

・平成 27 年 10 月 11 日（日） 

 午後 2 時 25 分～3 時頃訪問 

 

 

 

 

図１ 湯車バス停（道の先は空港の滑走路）  

 

 

図２ 枝道舗装区間終点の管理看板  

 

 

図３ 湯車の家屋と棚田の休耕田  
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●16 大内沢（おおないざわ） 

 

北秋田市（合川）三里字大内沢屋敷 

最盛期戸数 11 戸  

移転年 昭和 46 年（1971 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （団地あり） 

 

・新大内沢（現最寄り集落）から 1 ㎞。 

・合川庁舎から 7 ㎞。  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 大内沢は，大内沢川上流沿いにある。調

査は 7 日目にして初めて雨の中，傘をさし

ながらとなった。二万五千図（米内沢，平

成 14）に記されている碑は，離村記念の要

素を持つ圃場整備関係の碑だった。碑の上

方には「圃場整備事業完成記念碑」，中央に

は「整備の圃場美しく 我がふるさと永遠に

栄あれ」，右下には「大内沢部落発祥の地に

建立」と刻まれていた。建立は「昭和 57

年 11 月 15 日」である（図１）。 

 

 碑のそばには「美しい農村を未来に残そ

う」（大内沢地域環境保全組合）という看板

が建っていた（図２）。二万五千図（米内沢，

昭和 48）に記されている鳥居マークは小山

の上にある。小山までは頼りない道が続い

ていたが，山を登る道は見当たらない（図

３）。雨の中成瀬さんが小山を登って調査し

た結果は，「平地はあったが，痕跡は見当た

らず」だった。 

 

 

・標高 32m（離村碑前） 

・平成 27 年 10 月 11 日（日） 

 午後 1 時 25 分～2 時頃訪問 

 

 

 

図１ 大内沢の圃場整備碑（離村記念碑）  

 

 

図２ 菜の花の画像が入った看板  

 

 

図３ 神社跡の小山へ続く頼りない道  
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●17 高畑（たかはたけ） 

 

北秋田市（森吉）森吉字高畑家ノ前 

最盛期戸数 13 戸  

移転年 昭和 46 年（1971 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・根森田から 11 ㎞。  

・森吉支所から 24 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 高畑は，桐内沢川最上流（松倉沢）沿い

にある。森吉山ダム建設のため廃村となっ

た桐内沢からさらに奥へ２㎞。たどり着け

るかどうか心配だった。 

 桐内沢から歩くこと 30 分，二万五千図

（阿仁前田，昭和 48）の三差路の箇所に傾

いた離村記念碑が見当たった（図１）。碑は

前のめりに約 40 度傾いており，「整えるこ

とができたら」と切に思った（図２）。碑面

は「高畑移転記念 昭和 46 年」と刻まれて

いた。 

 

 道には轍があって，クルマでの到達も可

能かもしれないが，一般には手を出さない

ほうがよさそうだ。離村記念碑の少し先の

松倉沢には大きな堰があり，見下ろすと鋭

い水の流れが岩を削っていた（図３）。家屋

跡，耕地跡とも，一面の人工林になってお

り，「往時ここに集落があった」ことは，離

村記念碑がなかったらわからないことであ

ろう。 

 

 

・標高 297m（離村碑前） 

・平成 27 年 11 月 1 日（日） 

 午前 10 時 15 分～11 時 15 分頃訪問 

 

 

 

図１ 高畑の未舗装道と離村記念碑  

 

 

図２ 高畑の離村記念碑（傾きが心配）  

 

 

図３ 堰から見下ろした松倉沢の流れ  
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●18 露熊（つゆくま） 

 

北秋田市（阿仁）水無字露熊 

最盛期戸数 13 戸  

移転年 昭和 45 年（1970 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・荒瀬から 3 ㎞。 

・阿仁支所から 6 ㎞。  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 露熊は露熊川上流沿いにあり，渓谷は景

勝地として知られる。筆者は平成 11 年 10

月以来 16 年ぶりの再訪。集落跡 1 ㎞弱手

前の「露熊七面山」を訪ねたところ，二階

建ての家屋はなくなっていて，同じ角度か

ら見るまで同じ場所とは思えなかった（図

１）。「南無妙法蓮華経」だから日蓮宗関係

の施設である。離村記念碑（平成 3 年建立）

は集落跡に変わらずに建っており，筆者は

なつかしさを感じた（図２）。 

 

 離村記念碑の横には，神社に関係する頑

丈な造りの建屋があった。碑の少し先には

鳥居と祠が見られた。集落跡を探索すると

「浄真寺所有山林」という石碑が見つかっ

た（図３）。荒瀬小学校露熊冬季分校は，へ

き地等級１級，児童数 12 名（昭和 34），昭

和 2 年開校，昭和 43 年閉校。「分校の記録」

には，露熊分校は「集落の上流のほうにあ

った」と記されている。 

 

 

・標高 241m（離村碑前） 

・平成 27 年 11 月 1 日（日） 

 午後 12 時 30 分～1 時 40 分頃訪問 

 

 

 

 

図１ 露熊七面山の施設  

 

 

図２ 露熊の離村記念碑と神社の施設  

 

 

図３ 「浄真寺所有山林」の石碑  
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●19 櫃畑（ひつはた） 

 

北秋田市（阿仁）荒瀬川櫃畑字櫃畑 

最盛期戸数 6 戸 

移転年 昭和 46 年（1971 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・荒瀬川（現から 3.5 ㎞。 

・阿仁支所から 8.5 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 櫃畑は荒瀬川上流沿い，6 ㎞進むと阿仁

スキー場があるため，主要道は広くて走り

やすい。私と林さんはこの 2 月以来 9 か月

ぶりの再訪。積雪期と同じく，秋の集落跡

にも存在感はなく，往時を偲べるものは「櫃

畑橋」というふりがなが入った支流にかか

る看板だけだった（図１）。櫃畑には離村記

念碑は見当たらない。橋の看板は，離村記

念碑の代わりの役目を果たしているのかも

しれない。 

 

 集落跡中心部，枝道への入口には「立入

禁止」の看板とロープが施されていた（図

２）。家屋跡，耕地跡にはスギが植林されて

おり，離村後 40 年を超えた集落の気配を

かき消していた。人工林の中を探索すると，

なぜか広葉樹の苗木が植えられていた。支

流沿いには，大きな裸地が見られた（図３）。

裸地は，県南に少なく，県北に多いという

傾向が表れた。 

 

 

・標高 279m（集落跡三差路） 

・平成 27 年 11 月 1 日（日） 

 午後 3 時 50 分～4 時 5 分頃訪問 

 

 

 

 

図１ 「櫃畑橋」の看板  

 

 

図２ 枝道の「立入禁止」看板とロープ  

 

 

図３ 支流沿いの大きな裸地  
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●20 鍵ノ滝（かぎのたき） 

 

北秋田市（阿仁）鍵ノ滝字鍵ノ滝 

最盛期戸数 5 戸 

移転年 昭和 46 年（1971 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・荒瀬川（現から 6 ㎞。 

・阿仁支所から 11 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 鍵ノ滝は荒瀬川最上流沿いにあり，主要

道を 3 ㎞進むと阿仁スキー場がある。櫃畑

と同じく，私と林さんはこの 2 月以来 9 か

月ぶりの再訪。櫃畑との違いは，若干明る

くて，家屋が建っていることである。鍵ノ

滝にも離村記念碑は見当たらない。荒瀬川

本流に架かる橋の看板は，離村記念碑の代

わりの役目を果たしているともいえるが，

集落跡中心部は橋から約 600m 先にある

（図１）。 

 

 「消えた村」にも載っている二階建ての

往時の家屋は，積雪期よりも今回のほうが

しっかりしたものに見えた（図２）。阿仁合

小学校鍵ノ滝分校は，へき地等級４級，児

童数 10 名（昭和 34），昭和 26 年開校，昭

和 44 年閉校。五万地形図（阿仁合，昭和

42）の文マークはこの家屋の少し先に記さ

れている。しかし，現状で痕跡探しは無意

味と思われる（図３）。 

 

 

・標高 372m（新規林道との三差路） 

・平成 27 年 11 月 1 日（日） 

 午後 4 時 10 分～4 時 35 分頃訪問  

 

 

 

 

図１ 「鍵ノ滝橋」の看板  

 

 

図２ 二階建ての往時の家屋  

 

 

図３ 分校跡地付近の主要道  
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●21 大平（おおだいら） 

 

北秋田市（阿仁）幸屋字フスベ沢 

最盛期戸数 8 戸 

移転年 昭和 46 年（1971 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・幸屋（現最寄り集落）から 2 ㎞。 

・阿仁支所から 16 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 大平は，阿仁川上流沿い東側，阿仁川を

渡る橋があれば秋田内陸線岩野目駅から 1

㎞弱の距離にある。まず，二万五千図（阿

仁合，平成 19）の橋をあてにしたが，踏切

の先は藪になっており，その先には進めな

かった（図１）。上流約 3 ㎞の橋まで回り

込み，幸屋を経由して行こうと試みた。集

落跡へ向かう未舗装道はそれほど荒れてい

なかったが，安全第一と判断し，700m 手

前でクルマを停めた。 

 

 大平集落跡は，支流に架かる橋（ここで

は「大平橋」と呼ぶ）を挟んで両側に分か

れていたので，集落跡中心部はこの橋の上

とした。集落跡を探索すると，往時の建物

に関係すると見られるブロック造の低い壁

が見当たった（図２）。広々とした耕作放棄

地には，スギッチ（秋田県のゆるキャラ）

のようなスギの木が侵入して，のびのびと

成長していた（図３）。 

 

 

・標高 184m（大平橋上） 

・平成 27 年 11 月 1 日（日） 

 午後 2 時 5 分～3 時 20 分頃訪問 

 

 

 

 

 

図１ 岩野目駅のホームと踏切  

 

 

図２ ブロック造の低い壁  

 

 

図３ 耕作放棄地に侵入したスギの木  

 

 



附章（Ⅰ） 秋田県・無居住化集落（廃村）の概況（浅原） 

112 

●22 屋布（やしき） 

 

北秋田郡上小阿仁村五反沢字屋布 

最盛期戸数 24 戸  

移転年 昭和 50 年（1975 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （国の補助事業・団地あり） 

 

・上五反沢（最寄り集落）から 5 ㎞。 

・上小阿仁村役場から９㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 屋布は五反沢川上流沿い，手前 4 ㎞には

村営山ふじ温泉がある。私はこの 6 月以来

5 か月ぶり 3 度目の訪問（初訪は平成 11

年 10 月）。集落跡には「集落移転記念碑」

（昭和 59 年建立）と「屋布部落跡」の石

柱が建っている。秋の草に包まれた碑は，

6 月よりも荒れて見えた（図１）。移転記念

碑よりも 200m ほど先にクルマを停めると，

そこには「屋布部落跡」の木柱が建ってい

た（昭和 58 年建立）。 

 

 枝道に入った先には作業小屋が建ってい

た（図２）。作業小屋のそばには，上空に針

金が張られた畑が広がっていた。小沢田小

学校屋布分校は，へき地等級 2 級，児童数

33 名（昭和 34），明治 42 年開校，昭和 50

年閉校。私と林さんはそれぞれに，二万五

千図を頼りに集落跡の人工林や耕作放棄地

を歩いた（図３）。しかし，分校跡の碑は見

つからなかった。 

 

 

・標高 153m（離村碑前） 

・平成 27 年 11 月 2 日（月） 

 正午～午後 1 時頃訪問 

 

 

 

図１ 移転記念碑と「屋布部落跡」石柱  

 

 

図２ 枝道の先の作業小屋  

 

 

図３ 集落跡の耕作放棄地  
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●23 萩形（はぎなり） 

 

北秋田郡上小阿仁村沖田面字萩形 

最盛期戸数 38 戸  

移転年 昭和 45 年（1970 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・八木沢（最寄り集落）から 10 ㎞。 

・上小阿仁村役場から 27 ㎞。  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 萩形は小阿仁川最上流沿いにある。私は

この 6 月以来 5 か月ぶりの再訪。集落跡下

手 1 ㎞，萩形キャンプ場に人の姿は皆無だ

った（図１）。ここにはかつて，森林軌道の

材木集積場があったという。集落跡を探索

すると，「昭和 44 年 5 月 12 日建立，秋田

県知事 小畑勇二郎」と刻まれた「離村記念

碑」と「萩形部落跡」の石柱が並んで建っ

ていた（図２）。碑の右隣にはブロック造り

の神社の祠があった。 

 

 沖田面小学校萩形分校は，へき地等級 5

級，児童数 31 名（昭和 34），明治 33 年開

校，昭和 44 年閉校。離村記念碑の手前に

は「萩形分校跡」の石柱が建っていた（平

成元年建立）。部落跡の石柱と共通の形であ

る。帰り道，碑から下手を探索すると，人

工林の中にタイル貼りの浴槽が見つかった

（図３）。また，往時の墓地に建てられたと

いう供養塔が建っていた。 

 

 

・標高 240m（離村碑前） 

・平成 27 年 11 月 2 日（月） 

 午前 7 時 5 分～8 時 45 分頃訪問 

 

 

 

 

図１ 萩形キャンプ場  

 

 

図２ 離村記念碑と萩形部落跡の碑  

 

 

図３ スギ林の中に見つかった往時の浴槽  
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●24 折渡（おりわたり） 

 

北秋田郡上小阿仁村仏社字国見沢 

最盛期戸数 6 戸 

移転年 昭和 49 年（1974 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・仏社（最寄り集落）から 5 ㎞。  

・上小阿仁村役場から 8.5 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 折渡は仏社川最上流域（国見沢）の山中

にある。筆者はこの 6 月以来 5 か月ぶりの

再訪。国見沢林道は，おそらく普通車は走

れない。左に入る道が林道から折渡へ続く

枝道で，林さんはピンと来ない様子だった。

轍はあるが，部外者がクルマで入れる道で

はない（図１）。集落跡には「折渡部落跡」

の石柱が建っていた（図２）。驚くべきこと

にそばに軽トラが停まっていて，元住民の

方とお会いできた。 

 

 仏社小学校（のち小沢田小学校）折渡分

校は，へき地等級 4 級，児童数 17 名（昭

和 34），大正 4 年開校，昭和 49 年閉校。

元住民の方（河村さん）の案内があったか

らたどり着けた分校跡には，「折渡分校跡」

の石柱と木柱（昭和 58 年建立）が並んで

いた（図３）。同じく案内していただいた神

社跡は道より一段高い場所にあり，行き帰

りは藪の斜面を上り下りした。 

 

 

・標高 179m（離村碑前） 

・平成 27 年 11 月 2 日（月） 

 午前 10 時 40 分～11 時 30 分頃訪問 

 

 

 

 

図１ 林道と枝道の分岐点（集落跡入口）  

 

 

図２ 折渡部落跡の碑  

 

 

図３ 折渡分校跡にて，河村さんと筆者  
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●25 柾山沢（まさやまざわ） 

 

能代市（二ツ井）梅内字柾山沢 

最盛期戸数 5 戸 

移転年 昭和 50 年（1975 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （団地あり） 

 

・馬子岱（現最寄り集落）から 3 ㎞。 

・二ツ井町庁舎から 12 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 柾山沢は種梅川の上流（殿仮戸沢）沿い

にあって，移転団地は 3 ㎞下手の馬子岱に

ある。しかし柾山沢への往路は，カーナビ

に従って常盤川の流域から峰越しのトンネ

ルがある林道を選んだ。「柾山沢林道」入口

を示す看板のそばには神社（石坂稲荷神社）

と庚申碑があった。神社には由来を示す碑

があり，整然としていた。その後，種梅川

上流部から藤里町へ入ったので，馬子岱は

通過することもなかった。 

 

 集落跡中心には，「不法投棄禁止」（能代

市）の看板があり，往時の家を改装したと

思われる作業小屋が建っていた（図２）。作

業小屋の前には風呂桶（ホーロー）と流し

（タイル貼り）が置かれていた。辺りを探

索すると，木を組み合わせた橋があり，農

耕用の軽トラが渡っていった（図３）。田ん

ぼは，耕されたものと休耕田が半々ぐらい

だった。 

 

 

・標高 75m（集落跡三差路） 

・平成 27 年 10 月 10 日（土） 

 午前 7 時 35 分～8 時 15 分頃訪問  

 

 

 

図１ 往時の家を改装した作業小屋  

 

 

図２ 作業小屋前の風呂桶と流し  

 

 

図３ 木を組み合わせた橋  
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●26 奥小比内（おくこびない） 

 

山本郡藤里町藤琴字奥小比内 

最盛期戸数 22 戸  

移転年 昭和 47 年（1972 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・上中小比内（最寄り集落）から 4 ㎞。 

・藤里町役場から 10 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 奥小比内は小比内川上流沿いにある。往

路には森林鉄道跡の頼りない旧道（未舗装），

復路には林道米代線（カーナビには載って

いない新しい林道）を使った。旧道の入口

には，「農業総合整備モデル事業 中小比内  

奥小比内」（藤里町）の看板があった（図１）。

そばには田中の大銀杏（田中神社境内の大

銀杏）がある。「新しい林道はどこに着くの

か」と思ったが，田中の大銀杏のやや上手

にたどり着いた。 

 

 藤琴小学校（のち坊中小学校）奥小比内

分校は，へき地等級 3 級，児童数 33 名（昭

和 34），明治 37 年開校，昭和 48 年閉校。

二万五千図（真名子，1973）の文マークを

もとに，笹が生い茂った平地を確認したが，

痕跡は発見できなかった（図２）。分校跡の

手前，人工林の中には，小さな作業小屋が

建っており，ポンプ小屋も見当たった。 

 集落跡は，木材集積場（2 か所）として

利用されている様子だった（図３）。 

 

 

・標高 130m（集落跡旧道三差路） 

・平成 27 年 10 月 10 日（土） 

 午前 9 時 20 分～10 時 15 分頃訪問 

 

 

 

図１ 奥小比内の集落名が入った看板  

 

 

図２ 笹籔となった分校跡  

 

 

図３ 集落跡中心部の木材集積場  
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●27 藤里 水無（みずなし） 

 

山本郡藤里町藤琴字水無 

最盛期戸数 6 戸 

移転年 昭和 47 年（1972 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・横倉（最寄り集落）から 1.5 ㎞。 

・藤里町役場から 14 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 藤里水無は標高 300m 超の山中，水無沼

のほとりに位置する（県南・旧鳥海町にも

水無があるので，藤里水無と表記する）。沼

の南東には，菅江真澄の歌碑が建っていた

（図１）。横には「沼からつぶ等を盗んだ場

合，罰金を請求する」（水利組合）という看

板があった。 

 二万五千図（真名子，平成 27）には集落

跡に通じる道は記されておらず，「どうなる

か」と心配したが，普通に歩ける道が通じ

ていた。 

 

 沼の北西，集落跡には小さな作業小屋が

建っていた（図２）。そばには明治期の墓が

残されていた。二万五千図（真名子，昭和

48）に記された水田マークは沼の北東にあ

る。一度歌碑前に戻って，足を運んだ沼の

北東は，木の侵入がない耕作放棄地が見ら

れた（図３）。よく見ると，一部小さな木が

侵入しているようにも見えた。 

 

 

・標高 328m（歌碑所在地） 

・平成 27 年 10 月 10 日（土） 

 午前 11 時 5 分～11 時 35 分頃訪問 

 

 

 

 

図１ 水無沼のほとりにある歌碑  

 

 

図２ 沼の北西の作業小屋  

 

 

図３ 沼の北東の耕作放棄地  
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●28 早飛沢（さびさわ） 

 

山本郡藤里町藤琴字早飛沢 

最盛期戸数 12 戸  

移転年 昭和 54 年（1979 年）  

    ガケ近接危険住宅移転事業で移転  

 

・一の坂（最寄り集落）から 1 ㎞。 

・藤里町役場から 13 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 早飛沢は藤琴川の上流沿い東側に位置し，

青森県西目屋村に抜ける県道沿いにあるが，

平地はほとんどない。三差路付近にクルマ

を停めて家屋跡の人工林の中に「入山禁止 

罰金 5 万円」（地主）の看板が見当たった

（図１）。 

 やや手前には「早飛澤橋」という銘板が

ある橋があり，側面には橋名の看板が施さ

れていた。橋の名前が「ここに集落があっ

た」ことを物語っている（図２）。 

 

 三差路から分岐する未舗装道もクルマで

走った。二万五千図（真名子、昭和 48）の

鳥居マークの位置を目指して筆者は成瀬さ

んと一緒に斜面を上がると、狭い尾根に小

さな祈りの対象（石）が見つかった。下り

の道なき斜面は、上りよりも危うく感じた

（図３）。林さんは谷を挟んだ水田マークを

目視しようと未舗装道を先へと歩いたが、

収穫はなかったそうだ。 

 

 

・標高 145m（集落跡三差路） 

・平成 27 年 10 月 10 日（土） 

 午前 11 時 55 分～午後 12 時 20 分頃訪問 

 

 

 

 

図１ 家屋跡の人工林と「入山禁止」の看板  

 

 

図２ 「早飛澤橋」という銘板付きの橋  

 

 

図３ 道なき斜面を下る成瀬さんと筆者 
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●29 名不知（なしらず） 

 

山本郡藤里町大沢 

      字夏峠沢，名不知，川内沢 

最盛期戸数 18 戸  

移転年 昭和 55 年（1980 年）  

    自然消滅 

 

・嘉平岱（最寄り集落）から 3 ㎞。 

・藤里町役場から 7 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 名不知は大沢川上流沿いにあり，家屋は

南北に細長く点在している。筆者は平成 14

年 2 月に「消えた村」の佐藤さんの案内で

出かけたことがあり，今回は 13 年ぶり 2

度目の訪問となる。集落跡入口には「農業

総合整備モデル事業  名不知  一の又  二の

又 大川目」という集落名が入った看板があ

った。この事業は昭和 48 年から農水省に

よって行われたもので，記された 4 集落は

すべて廃村である（図１）。 

 

 藤琴小学校（のち大沢小学校）名不知分

校は，へき地等級 2 級，児童数 29 名（昭

和 34），昭和 27 年開校，昭和 47 年閉校。

集落跡中心部の橋のそば，二万五千図（藤

琴，昭和 48）の文マークをもとに，笹が生

い茂った平地を探索した。笹籔の中に回旋

塔を見出した時は，成瀬さんと顔を見合わ

せて「すごい発見だ！」と喜んだ（図３）。 

 

 

・標高 56m（赤禿二号橋上） 

・平成 27 年 10 月 10 日（土） 

 午後 1 時 55 分～2 時 20 分頃訪問  

 

 

 

 

図１ 名不知などの集落名が入った看板  

 

 

図２ 舗装道に沿って長細く続く田んぼ  

 

 

図３ 分校跡の探索で見つけた回旋塔  
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●30 二の又（にのまた） 

 

山本郡藤里町大沢字二ノ又， 

最盛期戸数 5 戸 

移転年 昭和 50 年（1975 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・嘉平岱（現最寄り集落）から 5 ㎞。 

・藤里町役場から 9 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 二の又は，大沢川最上流沿いにある。二

万五千図（藤琴，平成 26）には水田マーク

が記されており，訪ねたところ，まとまっ

た耕作された田んぼがあって，刈入れは終

わっていた。成瀬さんと集落を歩くと，整

った農村らしい景色の中，数戸の往時の家

屋が残っていた。集落内の道は未舗装で，

電気は通じていない。その風景には，昭和

40 年代のようななつかしさが感じられた

（図１）。 

 

 田んぼの真ん中の丘には，明治期の墓が

残されており，丘の先には特徴がある碑が

建っていた。農作業をされていた元住民の

方にお話を伺うと，集落の創始者のお墓（江

戸期のもの）とのことだった（図２）。田ん

ぼの向かいの高台には，庚申碑など 6 つの

碑が並んでいた。碑に続く道の草は刈られ

ており，田んぼやお墓がある丘を一望でき

た（図３）。 

 

 

・標高 88m（集落跡中央の三差路） 

・平成 27 年 10 月 10 日（土） 

 午後 2 時 40 分～3 時 30 分頃訪問  

 

 

 

図１ 電柱がない集落内の道と家屋  

 

 

図２ 集落創始者のお墓（江戸期）  

 

 

図３ 高台から一望した田んぼ  
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●31 大川目（おおかわめ） 

 

山本郡藤里町大沢字大川目 

最盛期戸数 7 戸 

移転年 昭和 47 年（1972 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・嘉平岱（現最寄り集落）から 5 ㎞。 

・藤里町役場から 9 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 大川目は，二の又とともに大沢川最上流

沿いにある。二万五千図（藤琴，平成 26）

にはともに水田マークが記されているので，

「よく似た雰囲気だろう」と予想した二の

又と大川目だが，その雰囲気は違っていた。

「消えた村」には「移転者の大半が耕作に

通っている」と記されているが，奥のほう

の田畑はすべて耕作放棄地になっており，

秋の深まりを教えるススキの穂がなびいて

いた（図１）。 

 

 集落跡中心部付近には，大破した二階建

ての大きな家屋が見当たった。林さん，成

瀬さん，筆者の 3 人は「すごい壊れ方だな

あ」と言いながら見入っていた（図２）。集

落跡手前の耕地には，耕された田んぼや畑

があった。元住民の方にご挨拶してお話を

すると，「消えた村」の「移転者ひとこと」

に登場する小山常蔵さん（大正 15 年生ま

れ）だった（図３）。 

 

 

・標高 84m（集落跡奥の三差路） 

・平成 27 年 10 月 10 日（土） 

 午後 3 時 35 分～4 時 35 分頃訪問  

 

 

 

 

図１ 耕作放棄地となった耕地  

 

 

図２ 大破した二階建ての大きな家屋  

 

 

図３ 小山常蔵さんと語らう筆者  
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●32 荒下（あらした） 

 

山本郡八峰町（八森）八森字三十釜 

最盛期戸数 20 戸  

移転年 昭和 40 年（1965 年）  

    自然消滅 

 

・立石（最寄り集落）から 3 ㎞。  

・旧八森町役場から 4 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 荒下は真瀬川中流沿い東側，調査対象 62

か所の廃村の中で最も北側に位置する。旧

八森町は青森県境に接する町で，荒下から

3 ㎞下手には日本海が広がる。「消えた村」

には荒下は明治 30 年代に開かれた集落で，

かつては水力発電所や鉱山勤務の方が住み、

農家は少なかったと記されている。 

 集落跡には「八森ぶなっこランド」とい

う県営の施設ができている（図１）。施設に

は「白神山地観光の玄関口」という役割が

ある 

 

 ぶなっこランドの案内板から，神社を見

つけた（図２）。中心施設「森林科学館」に

は立ち寄らなかった。ぶなっこランドから

少し上手に向かうと，整った神社（真瀬神

社）が建っていた（図３）。ぶなっこランド

よりもやや下手に，「消えた村」でも取り上

げられている「かなり傷んだ萱ぶき屋根の

民家」が残っていた。 

 

 

・標高 49m（ぶなっこランド駐車場） 

・平成 27 年 10 月 12 日（月祝） 

 午前 6 時 45 分～7 時頃訪問 

 

 

 

 

 

図１ 「八森ぶなっこランド」の施設  

 

 

図２ ぶなっこランドの案内板  

 

 

図３ 整った真瀬神社  
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●33 夏井（なつい） 

 

山本郡八峰町（峰浜）石川字夏井 

最盛期戸数 10 戸  

移転年 昭和 52 年（1977 年）  

    自然消滅 

 

・石川（最寄り集落）から 2 ㎞。  

・旧峰浜村役場から 9 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 夏井は夏井沢川上流域の丘陵上にあり，

川沿いには広々とした田んぼが続いている。

調査していると，朝からの雨は上がってく

れた。クルマを川沿いの田んぼの一角に停

めて，集落跡中心へ歩いて坂道を上がると，

その間は針葉樹林になっていた。高低差は

20ｍあった。集落跡中心部には轍がある未

舗装道があって，電気は来ていないが，コ

ンクリの水槽に集落の匂いが感じられた

（図１）。 

 

 未舗装道の裏手には，往時からの家屋が

数軒建っていた（図２）。集落跡中心部の上

手，畑地の奥には二万五千図（羽後水沢，

昭和 48）に載っていない神社の鳥居が建っ

ていた。この鳥居は林さんが単独で調査し

ているときに見つけた。鳥居をくぐって山

に入ると，拝殿が建っており，拝殿前の鈴

がついた〆縄には「平成 3 年 10 月奉納」

と記されていた（図３）。 

 

 

・標高 59m（集落跡三差路） 

・平成 27 年 10 月 12 日（月祝） 

 午前 8 時 30 分～9 時 10 分頃訪問  

 

 

 

 

図１ 未舗装道とコンクリの水槽  

 

 

図２ 集落跡に残る往時からの家屋  

 

 

図３ 拝殿前の鈴がついた〆縄  

 

 

 



附章（Ⅰ） 秋田県・無居住化集落（廃村）の概況（浅原） 

124 

●34 長木沢（ながきざわ） 

 

山本郡八峰町（峰浜）塙字長木沢，一ノ倉 

最盛期戸数 7 戸 

移転年 昭和 47 年（1972 年）  

    自然消滅 

 

・大信田（最寄り集落）から 2.5 ㎞。 

・旧峰浜村役場から 10 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 長木沢は，塙川上流沿いにある。調査は

小雨の中行われた。集落跡中心部から少し

山に入った場所には「塙川小学校 PTA 林」

を説明する看板があった（図１）。手前の集

落塙を走ると「小学校は平成 27 年度で閉

校する」ことがわかった。 

 田んぼに沿った林がかつての家屋跡地だ

が，およそ家屋があった感じがしない。集

落跡中心部の三差路から少し下手からみる

と，丘の上に家屋が建っているのがわかっ

た（図２）。 

 

 1 戸残る家屋は，門構えがある本格的な

もので，軽自動車が停まっていた。集落跡

中心部よりやや下手の川沿いに小屋が見え

たので，傘を指し，休耕田を通って中を確

かめにいったところ，それは予想を裏切ら

ずポンプ小屋だった（図３）。雨の中の調査

は嫌なものだが，体を動かして体が温まる

といくらかエンジンがかかった。 

 

 

・標高 63m（集落跡三差路） 

・平成 27 年 10 月 12 日（月祝） 

 午前 7 時 30 分～8 時 5 分頃訪問 

 

 

 

 

 

図１ 「塙川小学校ＰＴＡ林」の看板  

 

 

図２ 集落跡三差路付近の風景  

 

 

図３ 川沿いのポンプ小屋  
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●35 田屋（たや） 

 

山本郡三種町（山本）下岩川字下タ添畑 

最盛期戸数 8 戸 

移転年 昭和 53 年（1978 年）  

    自然消滅 

 

・長面（最寄り集落）から 2 ㎞。  

・旧山本町役場から 11 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 田屋は添畑川上流沿いにあり，長面から

川沿いに田んぼが続いている。集落跡東側

三差路の先には橋（添畑沢一号橋）が架か

っており、銘板には「能代営林署」の名前

が刻まれていた（図１）。集落跡に通じる道

は舗装道で，電気が来ており，複数の家屋

が普通に建っている。そばには整った田ん

ぼが広がっている（図２）。人が居ないのが

不自然な感じすらあったが，探索の間，誰

かに会うことはなかった。 

 

 いくつか残る家屋の中には大きな造りの

ものもあった（図３）。田屋と長面のほぼ中

間に神社があった。鳥居をくぐって丘を上

ったところ，拝殿は朽ちて大破していた。

「どちらのものだろう」と区別しにくかっ

たので，長面で商店の方に尋ねたところ，

「長面に係わられる方が居られる」とのこ

と。お礼に「消えた村」の田屋の記事の写

しを進呈した。 

 

 

・標高 37m（集落跡東側三差路） 

・平成 27 年 10 月 12 日（月祝） 

 午前 10 時 10 分～10 時 30 分頃訪問 

 

 

 

 

図１ 添畑沢一号橋  

 

 

図２ 広がる整った田んぼ  

 

 

図３ 集落跡に残る大きな家屋  
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●36 西又（にしまた） 

 

山本郡三種町（琴丘）上岩川字西又沢 

最盛期戸数 12 戸  

移転年 昭和 47 年（1972 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （団地あり） 

 

・勝平（最寄り集落）から 3 ㎞。  

・旧琴丘町役場から 13 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 西又は三種川支流（西又川）上流沿いに

ある。手前の集落勝平には「過疎農道上岩

川線」という看板が見当たった（図１）。過

疎農道は，農免農道のような農道整備事業

のひとつだと思われるが，大胆なネーミン

グに思わずクルマを停めた。 

 西又集落跡には，広めの舗装道の両側に

家屋が建っていた（図２）。農作業の女性と

出会えたが，残念ながら西又出身の方では

なかった。 

 

 家の向かいには刈入れが終わった田んぼ

があって，はざには稲わらがかけられてい

た（図３）。畑には，セリのような植物が栽

培されていた。 

 二万五千図（小又口，昭和 48）に記され

た集落名は西又ではなく西又沢で，1 ㎞上

手には奥西又沢がある。西又に続いて奥西

又沢も訪ねたが，雨が強くなったため，ク

ルマを降りることなくＵターンした。 

 

 

・標高 57m（集落跡三差路） 

・平成 27 年 10 月 12 日（月祝） 

 午前 11 時～11 時 25 分頃訪問 

 

 

 

図１ 「過疎農道上岩川線」の看板  

 

 

図２ 集落跡の舗装道と家屋  

 

 

図３ 稲わらと刈入れ後の田んぼ  
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●37 茨島（ばらしま） 

 

山本郡三種町（琴丘）上岩川字茨島 

最盛期戸数 8 戸 

移転年 昭和 47 年（1972 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （団地あり） 

 

・勝平（最寄り集落）から 3 ㎞。  

・旧琴丘町役場から 13 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 茨島は三種川支流（茨島川）上流沿いに

ある。筆者は平成 12 年 10 月に「消えた村」

の佐藤さんの案内で出かけており，今回は

13 年ぶり２度目の訪問だが、その時の面影

は何も残っていなかった。 

 茨島橋を渡ってすぐ，クルマを停めた場

所は，石造りの椅子が置かれた家跡で，バ

ーベキューが行われた様子だった。家跡は

自然に還ると意外とわかりにくくなる。こ

こに埋もれた屋根はそれを示す良い例と言

えそうだ（図１）。 

 

 二万五千図（小又口，昭和 48）の茨島に

は，墓地のマークが記されている。橋の手

前，コンクリ造りの小さな階段を進むと墓

地に続く小道があり，小さな仏様が 2 体並

んでいた（図２）。墓地では，古い墓石が 2

つ見当たった。集落跡には，畑と並んで古

い家屋が建っていた（図３）。電柱の脇にタ

イル張りの風呂桶が置かれていた。 

 

 

・標高 61m（茨島橋上） 

・平成 27 年 10 月 12 日（月祝） 

 午前 11 時 30 分～正午頃訪問 

 

 

 

図１ 整った家跡と朽ちた家の屋根  

 

 

図２ 墓地の小さな仏様  

 

 

図３ 畑と並んだ古い家屋  
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●38 滝ノ下（たきのした） 

 

南秋田郡五城目町内川浅見内字滝ノ下 

最盛期戸数 13 戸  

移転年 昭和 45 年（1970 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・浅見内（最寄り集落）から 2.5 ㎞。 

・五城目町役場から 11 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 滝ノ下は，内川川上流（滝ノ下沢）沿い

にある。「消えた村」の滝ノ下の記事には，

「集落より上手に不動滝という滝がある」

と記されている。浅見内で県道から枝道に

入ると，道はすぐに未舗装になった。滝ノ

下橋のそばには，新しい物置が建っていた。 

 橋の周囲には，まとまった耕作された田

んぼがあって，刈入れはまだだった（図１）。

砂利道沿いにはアザミの花が咲いていた。 

 

 「不動滝を見に行こう」と簡易水道施設

がある場所まで行ったが，滝の場所はわか

らなかった。戻り道，砂防ダムがある辺り

に首が切られた六地蔵を見つけた。明治期

の廃仏毀釈のときに破壊されたものらしい

（図２）。 

 帰り道，集落跡の下手に「消えた村」に

記された白壁の土蔵が見つかった。土蔵の

周囲には板張りが施されていた（図３）。 

 

 

・標高 63m（滝ノ下橋上） 

・平成 27 年 10 月 9 日（金） 

 午後 3 時 15 分～4 時 10 分頃訪問  

 

 

 

 

 

図１ 滝ノ下橋近くの刈入れ前の田んぼ  

 

 

図２ 首が切られた六地蔵  

 

 

図３ 板張りが施された白壁の土蔵  
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●39 下北口（しもきたぐち） 

 

南秋田郡五城目町富津内中津又字下北口 

最盛期戸数 12 戸  

移転年 昭和 47 年（1972 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・高樋（最寄り集落）から 2 ㎞。  

・五城目町役場から 13 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 下北口は，富津内川上流（北口沢）沿い

にある。国道 285 号から下北口へ向かう枝

道の分岐点にあった滑多羅温泉の施設は廃

墟になっていた（図１）。アルカリ成分が強

い源泉は，枝道沿いの赤倉山荘に引き継が

れている。 

 枝道は，集落跡中心部と位置付けた下北

口橋まで舗装道となっていた（図１）。下北

口橋の欄干には「五城目町 五城目営林署」

と記された銘板があった。 

 

 橋のそばにクルマを停めて探索すると，

まとまった耕作された田んぼがあって，刈

入れは終わっていた（図２）。二万五千図（湯

ノ又，昭和 49）には墓のマークが記されて

いたので，丘の上のその場所を訪ねると，

そこには碑のような明治期の墓石が建って

いた（図３）。探索では，往時の家を改装し

たと思われる物置を見つけた。 

 

 

・標高 76m（下北口橋上） 

・平成 27 年 10 月 9 日（金） 

 午後 2 時～2 時 40 分頃訪問 

 

 

 

 

 

図１ 下北口橋・舗装道の終点  

 

 

図２ 刈入れが終わった田んぼ  

 

 

図３ 丘の上に建つ墓石（明治期建立）  
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●40 申川（さるかわ） 

 

男鹿市（若美）野石字申川 

最盛期戸数 6 戸 

移転年 昭和 52 年（1977 年）  

    自然消滅 

 

・新申川（最寄り集落）から 1 ㎞。 

・若美庁舎から 5 ㎞。  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 申川は，男鹿半島の付け根あたり，調査

対象 62 か所の廃村の中で唯一海辺にある。

「消えた村」には「申川の住民は漁業で暮

らしていた」と記されているが，現在，海

辺に漁業施設は皆無である。 

 「菅江真澄の道 申川」という標柱が建つ

日吉神社の拝殿は，萱ぶき屋根のしっかり

したものだった（図１）。拝殿のかたわらに

は，小さな仏様の像が見当たった。 

 

 海辺の申川は風が強いことが想像される

が，耕された田んぼが見られた（図２）。人

工林が見られなかったのも 62 か所の廃村

の中で唯一である。斜面は草に覆われてお

り，木はまばらにしか生えていなかった。 

 北側約１㎞には，石油資源開発（株）の

申川鉱場がある。油井は柵で囲われていて，

「立入禁止」「火気厳禁」の看板があった（図

３）。 

 

 

・標高 10m（神社前） 

・平成 27 年 10 月 12 日（月祝） 

 午後 1 時 20 分～1 時 55 分頃訪問  

 

 

 

 

 

図１ 萱ぶき屋根の日吉神社の拝殿  

 

 

図２ 海辺の耕された田んぼ  

 

 

図３ 申川鉱場（申川油田）の油井  
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●41 福田（ふくだ） 

 

秋田市（河辺）神内字振作 

最盛期戸数 13 戸  

移転年 昭和 47 年（1972 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （団地あり） 

 

・小平岱（最寄り集落）から 2.5 ㎞。 

・旧河辺町役場から 17 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 福田は，神内川最上流沿いの山間にある。

今回の調査でいちばんの難関は，秋田市内

にあった。小平岱から峰越しの未舗装道を

走ると，峠を越えてまもなく「車通行止」

の看板に行く手を阻まれた（図１）。集落跡

までは約１㎞，クルマを停めて坂を下ると，

一部舗装された道には，比較的新しい崩落

箇所があった。路面の削れ方を考えると，

崩落がなくてもクルマは走るべきではなさ

そうだ。 

 

 集落跡へと続く川沿いの道は，2m を超

える草薮になっていた。草藪をかき分けて

何とかたどりついた集落跡には，比較的大

きなコンクリの建物基礎があり，隅には木

製の丸椅子が置かれていた（図２）。川向こ

うの草藪の奥に，比較的整った蔵が残って

いた。川には木橋が架かっていたので，お

そるおそる渡って探索した（図３）。 

 

 

・標高 46m（集落跡家屋跡西端） 

・平成 27 年 9 月 21 日（月祝） 

 午後 1 時 30 分～2 時 50 分頃訪問  

 

 

 

 

図１ 荒れた道と「車通行止」の看板  

 

 

図２ 大きなコンクリの建物基礎  

 

 

図３ 川向こうに残る古い蔵  
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●42 金山（かねやま） 

 

由利本荘市（由利）東中沢字金山沢 

最盛期戸数 7 戸 

移転年 昭和 48 年（1973 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・東中沢（最寄り集落）から 4.5 ㎞。 

・由利総合支所から 7 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 金山は，久保田川支流最上流沿いの山間

にある。東中沢から金山入口を経て旧東由

利町沼へ通じる車道がある。 

 集落跡には往時の家屋を改装した作業小

屋が建っており，そばには水槽，ビニール

ハウス跡などがあった（図１）。また，敷地

内には個人の移転という色合いが強い，小

さな「移転記念碑」が建っていた（昭和 54

年，畑中吾助さん建立，図２）。 

 

 前郷小学校金山冬季分校は，へき地等級

2 級，児童数 6 名（昭和 34），大正初期開

校，昭和 41 年閉校。偶然出会った「消え

た村」にも登場する元住民の方（畑中吾郎

さん，昭和 6 年生まれ）は，「ビニールハ

ウス跡の先，高所の家屋の手前に冬季分校

があった」と話された。金山入口三差路の

北側，神社の拝殿では赤ちゃんの誕生を祝

う飾り紐が見られた（図３）。 

 

 

・標高 144m（家屋がある場所） 

・平成 27 年 9 月 23 日（水祝） 

 午前 9 時 30 分～10 時 25 分頃訪問 

 

 

 

 

 

図１ 作業小屋とビニールハウス跡  

 

 

図２ 小さな金山の移転記念碑  

 

 

図３ 飾り紐が見られた神社の本殿  
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●43 貝喰（かいばみ） 

 

由利本荘市（矢島）立石字貝喰 

最盛期戸数 5 戸 

移転年 平成 7 年（1995 年）  

    自然消滅 

 

・中屋敷（現最寄り集落）から 7 ㎞。 

・矢島総合支所から 10 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 貝喰は，大砂川最上流部の山間にある。

川の上流部の地勢は険しく，矢島市街へ通

じる車道は，十二ケ沢（分校所在地で現在

無住）を経て山中を通る。十二ケ沢－貝喰

間の行平も，今は無住となっている。 

 集落跡では，「消えた村」に掲載された家

屋の跡地と思われる家屋跡が見当たった。

立入制限のロープが施された家屋跡には，

浴槽（プラスチック製とステンレス製）と

古タイヤ，古畳が置かれていた（図１）。 

 

 集落跡のやや上手には材木集積場があり，

これを抜けて 500m 進むと，事前の確認で

洩れていた広い田んぼが見つかった（図２）。

田んぼの横にはため池が見られた（図３）。

多くの農山村の廃村をめぐっているうち，

ため池と棚田の親和性を感じた。帰り道，

集落跡下手で見かけた休耕田では，雑草の

ように生えて実ったイネを見かけた。 

 

 

・標高 166m（貝喰橋東 600m）  

・平成 27 年 9 月 23 日（水祝） 

 午前 7 時 30 分～7 時 55 分頃訪問  

 

 

 

 

 

図１ 家屋跡に並ぶ浴槽  

 

 

図２ 山中の耕された田んぼ  

 

 

図３ 田んぼの横のため池  
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●44 袖川（そでがわ） 

 

由利本荘市（鳥海）中直根字袖川 

最盛期戸数 6 戸 

移転年 昭和 48 年（1973 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・下直根（最寄り集落）から 4 ㎞。 

・鳥海総合支所から 10 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 袖川は，子吉川上流部の山間にある。筆

者は，平成 20 年 7 月以来 7 年ぶりの再訪

（初訪は平成 11 年 10 月）。前回は「徳光

和夫の逢いたい」という TV のロケで出か

けた。 

 森林軌道跡を利用した未舗装道を走ると、

やがて長さ６２６ｍの狭いトンネルに差し 

かかる（図１）。トンネルの路面は荒れてい

たが、抜けると整った発電所の施設があっ

た（図２）。その先の集落跡の耕作放棄地に

は，ススキが生い茂っていた（図３）。 

 

 16 年前は左右ともに田んぼだった。7 年

前は右側は休耕田だった。変化を目の当た

りにして，筆者は少なからず衝撃を受けた。

直根小学校袖川分校は，へき地等級 3 級，

児童数 13 名（昭和 34），昭和 26 年開校，

昭和 43 年閉校。分校跡は 2 つのため池の

間にあり，16 年前には半壊した校舎を見か

けた。しかし今回は背の高い草のため，分

校跡とは思えなくなっていた。 

 

 

・標高 368m（トンネル出口先 700m） 

・平成 27 年 9 月 22 日（水祝） 

 午後 4 時 25 分～5 時 50 分頃訪問  

 

 

 

図１ 袖川へ続く林鉄跡のトンネル  

 

 

図２ 整った発電所の施設  

 

 

図３ ススキが生い茂る耕作放棄地  

 

 

 



附章（Ⅰ） 秋田県・無居住化集落（廃村）の概況（浅原） 

135 

●45 砂子（まなご） 

 

由利本荘市（鳥海）上笹子字砂子 

最盛期戸数 8 戸 

移転年 昭和 48 年（1973 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・切留（最寄り集落）から 2 ㎞。  

・鳥海総合支所から 24 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 砂子は，甑川上流部の山間にあり，山中

としては広い平地がある。調査対象 62 か

所の廃村の中で最も南側に位置する。旧鳥

海町は山形県境に接する町で，藩政時代に

は砂子手前の切留から甑峠を経て山形県真

室川町及位を結ぶ街道があったという。 

 集落跡Ｔ字路の北側には材木集積場があ

った（図１）。西側角には「ゴミ捨て・不法

投棄禁止」（由利森林管理署）の看板があっ

た。 

 

 Ｔ字路南側には往時の家屋を改装したと

思われる作業小屋が見られた（図２）。材木

集積場に戻ると作業の方がいて，作業小屋

があるほうへと重機を走らせていった。Ｔ

字路の手前 500m には，まとまった規模の

田んぼが見られた。Ｔ字路より奥 500m に

は，まとまった規模の休耕田が見られた（図

３）。そばには農機具の倉庫が建っていた。 

 

 

・標高 388m（集落跡Ｔ字路） 

・平成 27 年 9 月 22 日（水祝） 

 午後 12 時 45 分～1 時 20 分頃訪問 

 

 

 

 

 

図１ 集落跡 T 字路そばの材木集積所  

 

 

図２ 往時の家屋を改装した作業小屋  

 

 

図３ 集落奥の休耕田  

 

 

 



附章（Ⅰ） 秋田県・無居住化集落（廃村）の概況（浅原） 

136 

●46 鳥海 水無（みずなし） 

 

由利本荘市（鳥海）上笹子字水無，大平 

最盛期戸数 12 戸  

移転年 昭和 48 年（1973 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・上野宅（最寄り集落）から 2 ㎞。 

・鳥海総合支所から 22 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 鳥海水無は，丁川上流部の山間にある（県

北・藤里町にも水無があるので，鳥海水無

と表記する）。山中としては広い平地がある。 

 集落跡中心の分岐左側は大平キャンプ場

があり，丁岳登山の方などに利用されてい

る（図１）。笹子小学校水無冬季分校は，へ

き地等級 3 級，児童数 4 名，昭和 30 年開

校，昭和 48 年閉校。「消えた分校」には「分

校跡地は大平キャンプ場になった」と記さ

れている。 

 

 集落跡中心の分岐右側，少し進んだ右手

の家屋は大破していたが，入口に張られた

ロープから管理されていることがわかった

（図２）。先に進むと小さな橋が 2 つあり，

渡った車道の終点付近では往時の蔵が見ら

れた。そばには休耕田があり，作業をする

元住民の方と出会った。家庭菜園規模の畑

もあって，カバーを被ったトラクターが置

かれていた（図３）。 

 

 

・標高 323m（水無橋手前の三差路） 

・平成 27 年 9 月 22 日（水祝） 

 午後 1 時 50 分～2 時 30 分頃訪問  

 

 

 

 

図１ 大平キャンプ場（冬季分校跡）  

 

 

図２ 大破した往時の家屋  

 

 

図３ 集落奥の畑とトラクター  
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●47 七袋（ななぶくろ） 

 

大仙市（協和）船岡字七袋 

最盛期戸数 12 戸  

移転年 昭和 47 年（1972 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （団地あり） 

 

・宇津野（最寄り集落）から 2 ㎞。 

・協和支所から 9 ㎞。  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 七袋は，小黒川上流沿いの山間にある。

集団移転地がある宇津野は淀川上流沿いに

あり，宇津野からは峰越しの道で向かう。

なお，宇津野には七袋入口バス停がある。 

 七袋橋のそばにクルマを停めて探索を開

始すると，川の右側に家屋の跡が見当たっ

た（図１）。「消えた村」掲載の写真では川

の右側に家屋が写っているが，約 20 年経

過し，倒壊した様子だった。 

 

 車道の路傍に赤いお稲荷様の祠が見当た

った。車道から枝道に入ってしばし歩くと，

往時の家屋を使った作業小屋が見当たった。

周囲の草は刈られており，手入れされてい

る様子がうかがえた（図２）。「消えた村」

には「移転者の大半が耕作に通っている」

と記されているが，それから 20 年経過し，

田んぼはヨシが生える耕作放棄地になって

いた（図３）。 

 

 

・標高 73m（七袋橋上） 

・平成 27 年 9 月 21 日（月祝） 

 午後 12 時 15 分～40 分頃訪問 

 

 

 

 

図１ 七袋橋そばの未舗装道  

 

 

図２ 往時の家屋を使った作業小屋  

 

 

図３ ヨシが生える耕作放棄地  
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●48 古種沢（ふるたねざわ） 

 

大仙市（協和）中淀川字古種沢 

最盛期戸数 5 戸 

移転年 昭和 46 年（1971 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・千着（最寄り集落）から 3 ㎞。  

・協和支所から 6 ㎞。  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 古種沢は，淀川中流域の小さな支流沿い

にあり，近くにはゴルフ場と環境保全セン

ターがある。主道は国道 13 号－古種沢－

秋田道協和 IC を結ぶが，道幅は狭く交通

量は少ない。国道 13 号側から集落跡に到

着すると，「消えた村」にも掲載されている

土蔵が残っていた（図１）。「古種沢部落移

転記念」の石碑（昭和 46 年，部落一同民

建立）は，作業小屋がある敷地の中にさり

げなく建っていた（図２）。 

 

 二万五千図（羽後境，平成 19）の鳥居マ

ークと主道の間には川が流れており，神社

へ通じる橋には雑然と材木が置かれていた。

橋の向こうはササ藪となっていたので，探

索はあきらめた。主道の路傍には地蔵堂が

建っていた。大きな鈴が飾られているのが

印象的だった（図３）。主道と川に沿った多

くの田んぼは耕作されており，実りの秋を

迎えていた。 

 

 

・標高 39m（離村碑入口） 

・平成 27 年 9 月 21 日（月祝） 

 午後 3 時 35 分～4 時 5 分頃訪問 

 

 

 

 

図１ 土蔵と秋の実りを迎えた田んぼ  

 

 

図２ 素朴な古種沢の離村記念碑  

 

 

図３ 大きな鈴が印象的な地蔵堂  
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●49 中村（なかむら） 

 

大仙市（協和）峰吉川字中村 

最盛期戸数 19 戸  

移転年 平成 5 年（1993 年）  

    川の改修事業で移転 

    （団地あり） 

 

・前沢（最寄り集落）から 1 ㎞。  

・協和支所から 9 ㎞。  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 中村は，雄物川中流北側沿いの平野部に

ある。江戸時代，雄物川の水運が盛んだっ

た頃は船着場があったという。 

 集落跡の主要道は舗装されている。家屋

が立ち並んでいたと思われる場所は，草が

茂る荒れ地になっていた。クルマが停まっ

ている場所が，跡地Ｔ字路である（図１）。

雄物川の流れのほうに近づくと，小規模な

畑作がなされていたが，川の流れを見るこ

とはできなかった。 

 

 田んぼの中には森があり，そばには農作

業をする地域の方の姿があった。ご挨拶を

してお話をすると「森の中に神社がある」

とうかがった。お礼をいって森の中を探索

すると，コンクリ造りの祠が見つかった。

祠にはアルミサッシの窓が作られていた

（図２）。平野部にある中村の田んぼは広々

としており，神社への行き帰りはあぜ道を

歩いた（図３）。 

 

 

・標高 17m（集落跡Ｔ字路） 

・平成 27 年 9 月 21 日（月祝） 

 午前 10 時 10 分～10 時 50 分頃訪問 

 

 

 

図１ 荒れ地になった家屋跡（跡地 T 字路）  

 

 

図２ アルミサッシの窓がある祠  

 

 

図３ あぜ道を歩く林さん  

 

 

 



附章（Ⅰ） 秋田県・無居住化集落（廃村）の概況（浅原） 

140 

●50 湯田（ゆだ） 

 

仙北郡美郷町（六郷）六郷東根字湯田 

最盛期戸数 17 戸  

移転年 昭和 50 年（1975 年）  

    ガケ近接危険住宅移転事業で移転  

 

・四ツ屋（最寄り集落）から 2.5 ㎞。 

・旧六郷町役場から 8.5 ㎞ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 湯田は，湯田沢川上流部の山間にある。

集落の移転後，六郷砂防ダム（昭和 57 年

竣工）が建設され，集落跡はダム湖に水没

した（図１）。ダム下流には，六郷温泉美郷

の湯がある。 

 ダム堤体の横は広場となっており，「この

湖底に湯田ありき」と刻まれた離村記念碑

が建っていた（六郷史談会，平成 11 年建

立）。また、湖畔には「六郷砂防ダム完成記

念碑」が建っていた（秋田県，昭和 57 年）。  

 

 六郷東根小学校湯田分校は，へき地等級

２級，児童数 20 名，大正４年開校，昭和

49 年閉校。離村碑そばには「旧湯田集落絵

図版」という案内板が建っており，17 戸の

家と神社，分校が記されていた（図２）。湖

畔のコンクリ階段から神社をめざして山道

を登ると，20 分で稜線にある本殿にたどり

着いた（図３）。木々は深く茂り，眺望は今

ひとつだった。 

 

 

・標高 208m（神社登り口） 

・平成 27 年 9 月 23 日（水祝） 

 午後 2 時 25 分～4 時頃訪問 

 

 

 

 

図１ 集落跡が水没している六郷砂防ダム湖  

 

 

図２ 「旧湯田集落絵図版」案内板  

 

 

図３ 稜線の三吉神社の本殿  
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●51 南外 夏見沢（なつみざわ） 

 

大仙市（南外）外小友字夏見沢 

最盛期戸数 10 戸  

移転年 昭和 51 年（1976 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （団地あり） 

 

・桑台（最寄り集落）から 1.5 ㎞。 

・南外支所から 8 ㎞。  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 南外夏見沢は楢岡川支流上流沿いにあり，

上手 1km には大森夏見沢がある。夏見沢集

落は，至近距離にありながら市境（町村境）

で隔てられているので，区別するときは，

南外夏見沢（下流部），大森夏見沢（上流部）

と呼ばれる。 

 二万五千図（角間川，平成 12）の家屋が

記された場所には，複数の往時の家屋が残

っていた。離れのような建物には，左右対

称の半円状の窓があった（図１）。 

 

 人工林の合間には，小さな家屋が見当た

った（図２）。集落跡の道は未舗装で，多く

の田んぼが耕作されていた（図３）。クルマ

から降りて道を歩くと，往時の雰囲気を感

じることができる。桑台（戸数 4 戸）との

分岐点そばには夏桑分校跡がある。しかし，

この場所が南外夏見沢に含まれるとは言い

難く，リストでは分校跡は「無し」とした。 

 

 

・標高 129m（市境西 100m） 

・平成 27 年 9 月 21 日（月祝） 

 午前 8 時 25 分～8 時 50 分頃訪問  

 

 

 

 

図１ 複数残る場所の往時の家屋  

 

 

図２ 人工林の合間の往時の家屋  

 

 

図３ 耕された田んぼと集落の道  
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●52 上赤坂（かみあかさか） 

 

大仙市（南外）外小友字上赤坂 

最盛期戸数 7 戸 

移転年 昭和 51 年（1976 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （団地あり） 

 

・滝中田表（最寄り集落）から 2 ㎞。 

・南外支所から 6 ㎞。  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 上赤坂は楢岡川上流域のゆるい谷間にあ

る。周囲の山は浅いが，通じる道は上赤坂

で行き止まりとなっている。 

 集落跡入口には「入山禁止 山菜・植物の

採取禁止」と記された看板があった。休耕

田や小規模な畑は見られたが，耕作された

田んぼは見当たらなかった（図１）。集落跡

中心部には，新しい祠が祀られており。そ

のそばには「山神」と刻まれた石碑があっ

た。 

 

 花が飾られた墓地があり，墓石に並んで

新しい地蔵堂が建っていた。お地蔵さんは

布で隠されていなかった（図２）。「消えた

村」掲載の往時の家屋が残っていた（図３）。

他にも往時の家屋が見られた。 

 秋の晴天の下の廃村探索は心地よいが，

林さんは「快晴だと明る過ぎて雰囲気が出

ないので，曇り空ぐらいがちょうどよい」

と話していた。 

 

 

・標高 129m（集落跡車道終点） 

・平成 27 年 9 月 21 日（月祝） 

 午前 9 時 5 分～9 時 35 分頃訪問 

 

 

 

図１ 「入山禁止」の看板と休耕田  

 

 

図２ 墓地の一角にある地蔵堂  

 

 

図３ 未舗装道と往時の家屋  
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●53 田代沢（たしろざわ） 

 

横手市（山内）黒沢字田代沢 

最盛期戸数 9 戸 

移転年 昭和 44 年（1969 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （団地あり） 

 

・下黒沢（最寄り集落）から 2 ㎞。 

・山内地域局から 12 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 田代沢は，黒沢川上流域の支流（田代沢）

沿いにある。JR 北上線黒沢駅から 2 ㎞ほ

ど，地内には北上線の線路と秋田道が走る。

線路上の岩手県西和賀町との境界は 1 ㎞弱

である。 

 下黒沢から集落跡へ向かう道は狭い未舗

装道で，途中には軽以外の自動車は通行で

きない北上線の踏切がある（図１）。踏切を

渡り，線路に沿った小道を進むと，細長く

田んぼが耕作されていた（図２）。 

 

 休耕田も混ざっており，「平成 27 年度 転

作確認票」（横手市）が見られた。小道から

少し入った線路のそばには，平成 10 年代

に再建された祠が建っていた。祠の正面に

は黒い鳥居マークが記されており，中には

ご本尊と地蔵が同居していた。すべて布で

隠されているのが印象的だ（図３）。祠の入

口から 200m 先には，自動車が通れない古

い木橋があった。 

 

 

・標高 331m（田代沢踏切北 800m） 

・平成 27 年 9 月 20 日（日） 

 午後 3 時 15 分～4 時 30 分頃訪問  

 

 

 

図１ 軽自動車以外は通行できない踏切  

 

 

図２ 線路に沿って続く田んぼ  

 

 

図３ 本尊と地蔵が同居する祠  
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●54 大森 夏見沢（なつみざわ） 

 

横手市（大森）猿田 

   字上夏見沢，下夏見沢，夏見沢田中 

最盛期戸数 11 戸  

移転年 昭和 48 年（1973 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （国の補助事業・団地あり） 

 

・桑台から（最寄り集落）1 ㎞。 

・大森地域局から 10 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 大森夏見沢は楢岡川支流最上流沿いにあ

り，広域農道（出羽グリーンロード）が通

じ，地内の丘陵には牧草地がある。 

 広域農道から集落跡に入る道の入口（四

差路付近）には，大正期の庚申碑が建って

いた（図１）。集落跡に通じる道は広域農道

だが，集落跡内の道は未舗装だった。四差

路付近の広い田んぼは耕作されていたが，

川の下手の狭い棚田は休耕田になっていた。 

 

 白山小学校夏見沢分校は，へき地等級２

級，児童数 14 名（昭和 34），明治 37 年開

校，昭和 48 年閉校。二万五千図（角間川，

昭和 50）の文マークは，四差路の西側にあ

る。この情報をもとに探索したが，そこは

人工林となっていて，跡地の特定はできな

かった（図２）。南外夏見沢寄りには，往時

の家屋を改装したと思われる作業小屋が見

られた（図３）。 

 

 

・標高 146m（集落跡四差路） 

・平成 27 年 9 月 21 日（月祝） 

 午前 8 時～8 時 20 分頃訪問 

 

 

 

図１ 大正期の庚申碑  

 

 

図２ 夏見沢分校跡地付近の風景  

 

 

図３ 南外夏見沢寄りの作業小屋  
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●55 呂土（ろづち） 

 

横手市（大森）猿田字蝋土 

最盛期戸数 5 戸 

移転年 昭和 48 年（1973 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （国の補助事業・団地あり） 

 

・中村（最寄り集落）から 3 ㎞。  

・大森地域局から 8 ㎞。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 呂土は，大納川の支流最上流沿いにある。

川は最上流部だが，山は浅い。 

 「消えた村」掲載の往時の家屋はガレキ

となっていた。右側の倉庫はそのままで建

っていた（図１）。大規模な田んぼがあって

稲刈りが進められていた。柳瀬さん（20

日・21 日午前中参加のライター）と一緒に

主道から枝道に入ると，休耕田という感じ

の棚田が見当たった（図２）。その先には二

万五千図（角間川，平成 12）に載っている

ため池があった。 

 

 元住民の方に出会ったので，ご挨拶をし

て話をすると「田んぼを挟んだ山の影に神

社がある」と教わった。二万五千図には記

されておらず，教わらなければわからなか

ったことだろう（図３）。祠から少し下手の

墓地には，古い墓石に混じって，仏様が奉

られていた。供物の台の様子から，手入れ

されていることがわかった。 

 

 

・標高 76m（家屋が建つ場所） 

・平成 27 年 9 月 21 日（月祝） 

 午前 7 時 10 分～7 時 50 分頃訪問  

 

 

 

図１ 家屋跡と倉庫の遠景  

 

 

図２ 柳瀬さんと一緒にため池を目指す  

 

 

図３ 山の影の祠  
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●56 吉ケ沢（よしがさわ） 

 

横手市（大森）上溝字吉ヶ沢，釣瓶下 

最盛期戸数 10 戸  

移転年 昭和 47 年（1972 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （国の補助事業・団地あり） 

 

・船沢（最寄り集落）から 1 ㎞。  

・大森支所から 6 ㎞  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 吉ケ沢は，上溝川支流上流沿いにある。

地内の釣瓶山八幡神社は，菅江真澄の「雪

の出羽道 平鹿郡」にも記された由緒ある神

社で，豊作の神様として広く信仰の対象に

なっている。 

 八幡神社は，集落跡から１㎞少し先にあ

る。鳥居をくぐって山道を登り，拝殿と山

門までたどり着いた（図１）。「山門は平成

４年春に倒壊したが，秋には再建された」

と，拝殿の案内板に記されていた。 

 

 集落跡には，往時からの家屋が数戸見当

たった。川沿いには長細く田んぼが耕され

ていた（図２）。集落跡中心部と八幡神社の

ほぼ中間点に祠があり，扉を開き，布をめ

くってご挨拶をすると，男根が奉られてい

た（図３）。長細い棚田は八幡神社の手前ま

で続いているが，上手のほうは休耕田にな

っており，「平成 27 年度 転作確認票」（横

手市）が見られた。 

 

・標高 81m（吉ケ沢橋手前の三差路） 

・平成 27 年 9 月 23 日（水祝） 

 午前 11 時 55 分～午後 12 時 35 分頃訪問 

 

 

 

 

図１ 釣瓶山八幡神社の拝殿と山門  

 

 

図２ 川沿いに長細く続く田んぼ  

 

 

図３ 田んぼ沿いの祠に祀られた男根  
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●57 上畑（かみはた） 

 

湯沢市松岡字上畑 

最盛期戸数 6 戸 

移転年 昭和 48 年（1973 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・切畑（最寄り集落）から 3 ㎞。  

・湯沢市役所から 11 ㎞ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 上畑は，切畑川最上流部域の山腹にある。

蓮花台（現在無住）にある分校跡からは 2

㎞ほどだが，高低差は 120m あり，曲がり

くねっている。 

 分校跡－上畑間には，「阿黒王洞窟見晴台」

と記された案内板があった。車道からは洞

窟入口に建つ鳥居が小さく見えた。集落跡

でクルマを停めたコンクリの駐車スペース

は，二万五千図（湯沢，昭和 52）では家屋

が記されていた。このことから，この場所

は，家屋跡と推測した（図１）。 

 

 もともと耕地はわずかだったという上畑

にはイチイの木を示す案内板があったが，

耕地跡は見当たらなかった（図２）。茂みの

中に小さな祠が見当たった（図３）。祠の中

には，何かの石とお酒が奉られていた。 

 「消えた村」には「分校跡－上畑間は未

舗装道」と記されている。今回，道が舗装

されていたため，訪ねるにあたっての苦労

はなかった。 

 

 

・標高 334m（家屋跡地南端） 

・平成 27 年 9 月 22 日（火祝） 

 午前 6 時 45 分～7 時 15 分頃訪問  

 

 

 

図１ コンクリの駐車スペース  

 

 

図２ イチイの木を示す案内板  

 

 

図３ 茂みの中の小さな祠  
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●58 蟻坂（ありさか） 

 

雄勝郡羽後町飯沢字蟻坂 

最盛期戸数 7 戸 

移転年 昭和 60 年（1985 年）  

    自然消滅 

  

・中神（最寄り集落）から 2.5 ㎞。 

・羽後町役場から 12.5 ㎞ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 蟻坂は，西馬音内川支流上流沿いにある。

中神を過ぎると道は未舗装（ダート）とな

るが，水呑へ向かう道よりは荒れていない。

集落跡の少し手前でスクーターとすれ違っ

た。 

 集落跡に到着すると「消えた村」には載

っていない碑が建っていて，碑の前にはろ

うそくの明かりが灯っていた（図１）。碑面

を確認すると，表面には「蟻坂在住没者供

養塔」，裏面には「蟻坂閉村之碑」と刻まれ

ていた。 

 

 平成 17 年 6 月，元住民の方の手によっ

て建立されたこの碑には，集落の概略，離

村の経緯，建立事業費内訳が明記されてい

た（図２）。二万五千図（湯沢，昭和 52）

の鳥居マークの場所には，小さな祠が見当

たったが，川に隔てられているので近づく

ことはできなかった（図３）。耕作放棄地は，

砥館寄り 600m の場所に見られた。 

 

 

・標高 224m（離村碑前） 

・平成 27 年 9 月 22 日（火祝） 

 午前 9 時 55 分～10 時 30 分頃訪問 

 

 

 

 

図１ ロウソクが灯る供養塔（離村碑）  

 

 

図２ 建立事業費内訳が刻まれた碑裏面  

 

 

図３ 神社跡の小さな祠  
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●59 砥館（とたて） 

 

雄勝郡羽後町飯沢字砥館 

最盛期戸数 7 戸 

移転年 昭和 48 年（1973 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・中神（現最寄り集落）から 4.5 ㎞。 

・羽後町役場から 14.5 ㎞ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 砥館は，西馬音内川支流最上流沿いにあ

る。蟻坂からは 2 ㎞ほどだが，高低差は

100m ある。山の向こう側の蓮花台と上畑

の関係と似ているが，蟻坂－砥館間の道は

曲がりくねってはいない。 

 集落跡に到着するとクルマを停めるのに

ちょうどよい平地があった（図１）。二万五

千図（湯沢，昭和 52）を確認すると，家屋

跡地の様子だった。 

 

 クルマを置いて探索すると，「この上に家

屋が建っていたのかな」と思わせる擁壁が

あった（図２）。先を進むと，木は侵入して

いない耕作放棄地が広がっていた（図３）。

耕作放棄地の脇には軽トラが停まっていた。

山仕事に出かけられているのだろうか。標

高 400m 近い砥館の山では青空に映えて美

しい紅葉が見られた。 

 

 

・標高 320m（家屋跡地の平地） 

・平成 27 年 9 月 22 日（火祝） 

 午前 10 時 45 分～11 時 5 分頃訪問 

 

 

 

 

 

 

図１ クルマを停めた平地  

 

 

図２ おそらく往時からの擁壁（左側）  

 

 

図３ 山中に広がる耕作放棄地  
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●60 水呑（みずのみ） 

 

雄勝郡羽後町飯沢字水呑 

最盛期戸数 5 戸 

移転年 昭和 48 年（1973 年）  

    集落再編成事業で移転 

 

・十二林（最寄り集落）から 4 ㎞。 

・羽後町役場から 12 ㎞ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 水呑は，西馬音内川支流最上流部域の山

中にある。十二林を過ぎると道は未舗装（荒

れたダート）となるため，４㎞の道のりが

とても長く感じられる。「消えた村」には「広

く平坦な田んぼがある」と記されており，

二万五千図（湯沢，平成 23）にも水田マー

クがある。そのイメージでたどりついた水

呑で待っていたのは「広く平坦な耕作放棄

地」だった。耕作放棄地には木が侵入し始

めていた（図１）。 

 

 草むらの向こうには，整った赤い屋根の

家屋が見えた（図２）。近寄って見ると，往

時の家屋が作業小屋に転用されたものとわ

かったが，永らく使われてはいない様子だ

った。水呑の神社（水呑山龍王神社）は平

成 21 年に改修したもので，本殿をはじめ，

鳥居，階段，手すり，案内板と，きれいに

整備されていた（図３）。 

 

 

・標高 340m（神社入口三差路） 

・平成 27 年 9 月 22 日（火祝） 

 午前 8 時 50 分～9 時 20 分頃訪問  

 

 

 

 

 

図１ 木が侵入し始めた耕作放棄地  

 

 

図２ 往時の家屋を転用した作業小屋  

 

 

図３ 水呑山龍王神社の本殿  
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●61 外浦（そでうら） 

 

湯沢市（皆瀬）畑等字外浦 

最盛期戸数 5 戸 

移転年 平成 4 年（1992 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （国の補助事業・団地あり） 

 

・落合（現最寄り集落）から 3 ㎞。 

・皆瀬庁舎から 7 ㎞。  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 外浦は落合川上流沿いの山間にあり，雨

沼とあわせて雨外地区と呼ばれる。平成 4

年に国によって実施された集落再編成事業

で，雨外地区 4 戸（外浦 2 戸，雨沼 2 戸）

は村内菅生へ集団移転した。平成期の数少

ない事例のひとつで，「消えた村」では外

浦・雨沼は自然消滅となっている。 

 外浦・雨沼分岐点の下手約 200m には，

庚申塔（大正期建立）が見当たったが，所

在は外浦とも雨沼とも言いにくい（図１）。 

 

 筆者は初訪だが，林さんが平成 20 年 9

月に訪ねている。そのときは手前に閉した

ゲートがあり，歩いて集落跡へ向かったと

いう。舗装道終点の左側には，往時の家屋

を改装した作業所があり，そばには板張り

に囲まれた土蔵が建っていた（図２）。作業

所周囲の新しいコンクリ張りから，しっか

り管理されている様子がうかがえる（図３）。 

 

 

・標高 336m（集落跡舗装道終点） 

・平成 27 年 9 月 20 日（日） 

 午後 1 時～1 時 50 分頃訪問 

 

 

 

図１ 外浦・雨沼分岐点下手の庚申塔  

 

 

図２ 板張りに囲まれた土蔵  

 

 

図３ 作業所周囲の新しいコンクリ張り  
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●62 雨沼（あまぬま） 

 

湯沢市（皆瀬）畑等字雨沼 

最盛期戸数 12 戸  

移転年 平成 4 年（1992 年）  

    集落再編成事業で移転 

    （国の補助事業・団地あり） 

 

・落合（現最寄り集落）から 4 ㎞。 

・皆瀬庁舎から 8 ㎞。  

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 雨沼は落合川上流域の山中にあり，その

標高（390ｍ）は調査対象 62 か所の廃村の

中で最も高い。平成 4 年から 2 戸で存続し

た集落跡までの道は，中心部まで舗装され

ていた（図１）。この 2 戸は国による集落

再編成事業によって移転した。 

 筆者は初訪だが，林さんは平成 20 年 9

月に訪ねている。その時原型を保っていた

家屋は大破しており，敷地の中には自然の

水流を活かした水道が引かれていた（図２）。 

 

 集落跡中央部には，稲荷神社の大きな本

殿が残っていたが，中破しており，維持管

理は難しいと思われる（図３）。皆瀬小学校

雨沼冬季分校は，へき地等級不明，児童数

11 名（昭和 52），昭和 40 年開校，昭和 55

年閉校。分校跡は外浦への分岐点から雨沼

へと 100m 進んだ道の右手にある。閉校後

地区会館として使われた校舎は，ガレキと

なっていた。 

 

 

・標高 390m（神社入口） 

・平成 27 年 9 月 20 日（日） 

 正午～午後 12 時 50 分頃訪問 

 

 

 

図１ 集落跡までの舗装道  

 

 

図２ 大破した家屋と水が流れる水道  

 

 

図３ 稲荷神社の大きな本殿  

 

 

 

（附章（Ⅰ）執筆担当）浅原昭生  
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附章（Ⅱ） 住民ワークショップの備考  

 

１ 発表・ディスカッションにおける主な意見  

 

ワークショップにおける発表内容，ディスカッション内容を以下に記載する。これらは

当日の録音をスタッフが文字起こしし，文面を整えたものである。  

 

(1) 1 班 発表者：京丹後市出身 30 代男性  

 歴史的連続性という意味で村を残すという目的を達成するためには，「続けていく

こと」すなわちその地に何らかの形で人が入り続けることが重要である。  

 京丹後市弥栄町の野間地区では離村後の土地の権利を近隣集落に渡し，同時に管

理の義務も委ねるという覚書を結んでいる。管理が続いていれば人も入り文化も

残る。  

 与謝野町の加悦奥地区では手放された田畑を他の住民が分担して請け負い，耕作

を続けている。  

 京丹後市網野町では成人男性のみで行われていた神楽を，女性・子供を加えて続

けている。  

 京丹後市役所周辺のような町場であれば，極端に言えば東京と変わりない生活習

慣である。住民のつながりも密とは言い難い。  

 生活の知恵＝民俗知が土地に残っているかどうかが，山間集落と他地域との大き

な違いである。民俗知は残り続けることが大事である。  

 

(2) 2 班 発表者：与謝野町出身 10 代男性  

 究極的には人と人とのつながりが一番大事である。人のつながりを守るためには，

守るべきものと創出するべきものがある。  

 守るべきものは，集落のシンボル（宗教的なもの，伝統的なもの，歴史文化），行

政が担うインフラ（水道，電気，病院，小学校など）。丹後地方では小学校の統廃

合が相次いでいるが，こうしたものを守っていくことが地域を守ることにつなが

るとも考えられる。  

 創っていくべきものは，若者が来て働ける場所，外部者を受け入れる居場所。丹後

地方のような田舎は排他的な傾向があるが，外部者を受け入れる力が必要である。

小学校・子供が中心となり，行事・近所づきあいを通じて違う人を受け入れること

が必要だ。  

 

(3) 3 班 発表者：京丹後市出身 30 代男性  

 離村住民にも先祖の誇りがある。これを次の世代にどう引き継ぐかが課題である。

世代を超えて継承するのは現実的には難しい。  

 離村した人々の土地をどう活用していくのかなど，話し合いの場を作ることが大

事である。  
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 住みづらいから離村したという背景がある。住むことを前提にせず，その土地を

どう活用していくかという観点で考えるべき。里山を持続可能な形で活用してい

く方法が必要である。  

 廃村から新しく村を起こす「新村」という発想もあるが，入植一世はともかく次世

代には負担となる可能性がある。二世世代にあたる子供の教育，たとえば通学が

不便といった課題がある。  

 

(4) 4 班 発表者：京丹後市出身 60 代男性  

 「連続性」が重要な概念である。  

 連続させるべきものは，たとえば，集落のイベント，集落のシンボル的なもの，農

業がある。  

 集落のシンボルは移住したとしても帰属意識を持てるようなものが良い。  

 正しい記録を残すことが重要だ。70 代以上の方でないと当時(集落が大きく変容す

る以前の，戦後間も無い頃)の正しい記憶を持っていないのが現状である。  

 個人的な意見だが，道徳教育がキーポイントだと考えている。自分ひとりで生き

ているのではなく，祖先から子孫まで代々つながっているという発想があれば受

け継げるのではないか。  

 

(5) 5 班 発表者：京丹後市出身 30 代男性  

 京丹後市では，ハードとしての集落だけでなく，文化も後世に伝えられていない

現状がある。  

 たとえば，登記上存在している神社も，現実には既に存在していない場合が多い。

このような事象は今後も起き続けるだろう。集落単位で見ても同様のことが起き

うる。  

 無居住化する前までは，交流の場としての祭りを残す，地域の昔話を伝承する，子

供のころから祭りに参加する，といった，地道なことで子供たちに目を向けさせ

ることが必要である。写真，動画などで記録に残していく。  

 もし無居住化した場合の集う場所を決めておく，集落の碑を作る，これらを話し

合って決めることが重要である。  

 祭りはかつて伝統に基づいた決まった日（丹後町の秋祭りは 10 月 10 日）があっ

たが，若者の帰省できる 10 月第二週に改められた。日を変えることで祭日・祭礼

日の意味が薄らぐ懸念がある。祭りの日の意味を考え・説くことは，地域の誇りを

自覚し守り伝える一助となる。  

 離村経験者によれば，集落の伝統を継承することは難しいことだ。よって，他地域

の人ともグループワークなどを通じて，話し合ってもらうことが大切である。  

 集落の存続の根本的な条件は，ハードとしての集落ではなく，集落で培われた知

識＝ソフト面にある。知識が継承されれば，村があったという事実は残る。  

 ハード面を無理に意識せず，知識・伝統を村の中で共有することが大事である。  

 シンボル的なものを敢えて作る必要は無い。言い伝えていく，次世代に伝えてい

くことが重要である。寺社はそうした機能を果たさねばならない。  
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(6) その他ディスカッション中に見られた意見  

 

【集落跡地の管理】  

 離村した尾坂集落では尾坂会を結成して土地の草刈りをしているが，高齢化して

継続が難しくなりつつある。尾坂会にはかつて 7 軒いたが今は 5 軒に減ってしま

った。今となっては草刈りの作業時間より休憩時間の方が長いくらいだ。主要道

の草を刈るので精いっぱいである。  

 離村集落には今でも元住民や地区外の方が山菜取りに来ている。集落を離れると

きには山に植林をした。山は財産であるという思いが強い。  

 管理が難しくなった寺社（シンボル）を麓に移すことで，お地蔵さんなどは安住の

地を得ることができた。  

 全てがエジプトのピラミッドのように残ればいいということではない。いつまで

残すのかを考えねばならない。  

 

【文化の継承】  

 村は消滅してもいい。村で引き継いできた豊かな知恵，ソフト面を残すことが「村」

を残すことである。「人間の暮らしを豊かにする」「自然と共生する」そうした知恵

を残すべきだ。  

 村の存続に向けて一生懸命努力することは否定しないが，居住にこだわる必要も

ない。祭りや文化を含めた民俗知＝そこで生きてきたことを伝承するのが大事で

ある。  

 わざわざ記念碑を作る必然性は無い。  

 長く生きてこられた方の手，面構え，使う道具（料理人の包丁など），これら 3 点

を写真や動画で収めたい。先人の人生そのものを記録したい。  

 

【元住民の集い】  

 今は 1 年に 1 回集まって麓に移した観音さんを拝んでいる。「拝む」を通じて 1 年

に 1 回集まるようにしている。  

 村の大きな祭りの日を「村の日」にするなどして，集う場を明確化させた方が良

い。  

 

 【担い手】  

 太刀振り（地元の祭り）の担い手は，昔は制限されていたが，今では村中探しても

舞える人は少ない。田楽も昔は女性がすることは無かったがそうは言っていられ

ない状況である。参加型の祭りにし，担い手を受け入れ，増やす。舞い，太鼓，笛

も，長い目で見れば変化してきたはずだ。  

 相手が土地にゆかりの無い人であっても，継承できれば村の歴史は残る。  

京丹後市に移住してきたのは，自然が一番大きな要因である。自然と言っても，

ある程度人の手が入った里山が，人間にとって最も心地よい自然だ。  
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２ アンケート結果  

 

※回収アンケート数：21 人分（ワークショップ参加者数：23 人）  

 

(1) ワークショップで使用したアンケート用紙  

【アンケート表面】  
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【アンケート裏面】  



附章（Ⅱ）住民ワークショップの備考（佐々木） 

159 
 

(2) 参加者にとっての集落無居住化（「無人集落」「離村」「廃村」「集落移転」など）のイ

メージ（問 4，問 6）  

 

※表中の「イメージ」の定義  

①：よい  

②：どちらかといえばよい  

③：どちらともいえない  

④：どちらかといえば悪い  

⑤：悪い  

 

【世代別集計】  

 WS 前のイメージ  

①  ②  ③  ④  ⑤  無回答 計 

20 代  0 人  0 人  0 人  0 人  1 人  0 人  1 人  

30 代  0 人  0 人  0 人  3 人  2 人  0 人  5 人  

40 代  0 人  0 人  1 人  1 人  0 人  1 人  3 人  

50 代  0 人  0 人  1 人  0 人  0 人  0 人  1 人  

60 代  0 人  3 人  1 人  4 人  0 人  0 人  8 人  

70 代  0 人  2 人  1 人  0 人  0 人  0 人  3 人  

計  0 人  5 人  4 人  8 人  3 人  1 人  21 人  

 

 WS 後のイメージ  

①  ②  ③  ④  ⑤  無回答 計 

20 代  0 人  0 人  1 人  0 人  0 人  0 人  1 人  

30 代  0 人  1 人  3 人  0 人  0 人  1 人  5 人  

40 代  0 人  0 人  2 人  0 人  0 人  1 人  3 人  

50 代  0 人  0 人  1 人  0 人  0 人  0 人  1 人  

60 代  0 人  0 人  3 人  1 人  0 人  4 人  8 人  

70 代  0 人  1 人  1 人  0 人  0 人  1 人  3 人  

計  0 人  2 人  11 人  1 人  0 人  7 人  21 人  
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【ワークショップを経たイメージの変化】  

    WS 後  

    ①  ② ③ ④ ⑤ 無回答  計

WS 前  

①  0 人  0 人 0 人 0 人 0 人 0 人  0 人

②  0 人  1 人 0 人 0 人 0 人 4 人  5 人

③  0 人  0 人 4 人 0 人 0 人 0 人  4 人

④  0 人  1 人 4 人 1 人 0 人 2 人  8 人

⑤  0 人  0 人 3 人 0 人 0 人 0 人  3 人

無回答  0 人  0 人 0 人 0 人 0 人 1 人  1 人

計  0 人  2 人 11 人 1 人 0 人 7 人  21 人

 

 

(3) ワークショップ前における集落無居住化に対する参加者のイメージ（問 5）  

 

【肯定的なイメージ】  

 この地方（京丹後）に集中する街を造るべき  

 森にかえていく  

 

【中立的なイメージ】  

 地域がかわったのではなく，ライフスタイルが変わった  

 歴史の流れは抗しようがない  

 不便になったので仕方ない  

 人口減少，少子化，高齢化  

 10 戸の現在，家，10 年後には 7 戸になる不在宅は３戸になるでしょう  

 ある面，しかたがないので今後これを生かす事を考えていく  

 小さな集落を守るあるいは土地資産の管理ができるシステムを作るべき  

 

【否定的なイメージ】  

 廃居，廃れている，うらさびしい  

 さみしい  

 世の流れ，悲しい，もったいない  

 集落の無居住化の中で，私しは離村のけいけん者ですがさびしいです  

 そのうち忘れられていってしまう？？？  

 コミュニティーの人たちがばらばらになってしまう  

 地域コミュニティがなくなる  

 無居住化⇒後継者がいない⇒子供達に仕事がない  

 若い世代が根付かず流出する一方で，循環せずに村が存続できなくなった  

 負け  

 荒廃，自然淘汰  
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 村（人）が消え山に戻る  

 文化が途絶える  

 地域の文化・歴史の継承が途絶える  

 地方の大きな課題  

 

以上の分類（肯定的・中立的・否定的）は，問 4 の回答などを踏まえて研究班が行った。 

 

 

(4) ワークショップ後における集落無居住化に対する参加者のイメージ（問 7）  

 

【肯定的なイメージ】  

 新しい旅立ち  

 やり方によっては便利になったり，メリットがあること  

 目に見えるものは無くなっても，その地で伝えられた目に見えないコトを残せばいい

かな  

 無居住化になっても，維持していく方法などもあることに気づくことができた  

 千年の昔にかえっていく  

 

【中立的なイメージ】  

 やむをえないのかな  

 しかたのない事  

 歴史の流れ，高度経済成長  

 ３０年後にはとなりの週宅に吸収されると思う  

 主体性が欠如してしまった村＝誰がこの村を「消えない村」にするか  

 話し合いをしていくことで，「どうしたいか」を明確化する  

 無人集落をつくらない様にする  

 

【否定的なイメージ】  

 やむを得ないが悲しい  

 家・道・山が朽ちてしまう  

 自然に手が入らなくなり，荒れてしまう  

 知恵の消滅  

 非常に重大な事  

 

以上の分類（肯定的・中立的・否定的）は，問 6 の回答などを踏まえて研究班が行った。 

 

（附章（Ⅱ）執筆担当）佐々木哲平 
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付録  

以下に，アンケートの調査表の項目の中から，4 章の本文中で言及のあった，本文中に

関係があると考えられる質問項目に対する回答結果の単純集計の結果を抜粋して掲載する。

回答者の回答に各自の主観が関わり，質問の仕方により回答結果が変化する可能性が存在

する質問については，アンケートで使用した質問文を併記する。  

 

回答者の性別  

  男性 女性 

該当者数(人) 587 469

割合 (％) 55.6% 44.4%

 

 

 

回答者の年齢層  

  10 代  20 代  30 代  40 代  50 代  60 代  70 代  

該当者数

(人) 
6 70 181 326 243 185 45

割合  

(％) 
0.6% 6.6% 17.1% 30.9% 23.0% 17.5% 4.3%

 

 

 

回答者の兄・弟・姉・妹の有無  

  

あり  なし(死別含む) 不明 / 回答拒否  

該当者数  

(人) 
割合 (％) 

該当者数  

(人) 
割合 (％) 

該当者数  

(人) 
割合 (％) 

兄  267 25.3% 771 73.0% 18 1.7%

姉  306 29.0% 733 69.4% 17 1.6%

弟  331 31.3% 710 67.2% 15 1.4%

妹  346 32.8% 692 65.5% 18 1.7%

「割合」は同一の親族関係ごとに集計している。  

 

 

回答者の結婚の有無  

  
既婚  

未婚  

(離死別含む) 

該当者数 (人) 724 332

割合 (％) 68.6% 31.4%
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回答者の子どもの年齢層別にみた子供の有無  

  

あり  なし(死別含む) 不明 / 回答拒否  

該当者数  

(人) 
割合 (％)

該当者数  

(人) 
割合 (％)

該当者数  

(人) 
割合 (％)

0～6 歳  104 9.8% 937 88.7% 15 1.4%

7～12 歳  138 13.1% 902 85.4% 16 1.5%

13～17 歳  139 13.2% 903 85.5% 14 1.3%

18～29 歳  260 24.6% 780 73.9% 16 1.5%

30～49 歳  219 20.7% 819 77.6% 18 1.7%

50～64 歳  8 0.8% 1029 97.4% 19 1.8%

65 歳以上  2 0.2% 1035 98.0% 19 1.8%

   「割合」は同一の年齢層ごとに集計している。  

 

 

 

 

 

回答者の居住形態  

  

持家  

（一戸建て）  

持家  

（集合住宅）

借家  

（一戸建て）

借家  

（集合住宅）  
その他  

該当者数 (人) 0 91 41 195 31

割合 (％) 0.0% 8.6% 3.9% 18.5% 2.9%

 

 

 

 

 

回答者の現住地周辺の地域環境  

問：あなたが現在お住まいの場所はどのような地域にありますか。下の項目の中から最

もあてはまるものを一つ選択してください。  

  
平地の  

農村  

山間の

農村  

漁村  都市部  郊外部  その他  不明  / 

回答拒否

該当者数(人) 108 58 14 228 597 11 40

割合 (％) 10.2% 5.5% 1.3% 21.6% 56.5% 1.0% 3.8%
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回答者の出身地周辺の地域環境  

問：あなたの出身場所を町内会・集落レベルの区域で考えてください（ただし，この問

いに限ります）。その区域には現在，人が住んでいますか。誰かが住んでいる場合は，その

区域の様子についてもお答えください。下の選択肢から，最もあてはまるものを一つ選択

してください。  

  
平地の  

農村  

山間の

農村  

漁村  都市部 郊外部 無居住

化地域

その他  不明  / 

回答拒否

該当者

数 (人) 
47 49 18 159 198 5 7 28

割合  

(％) 
9.2% 9.6% 3.5% 31.1% 38.7% 1.0% 1.4% 5.5%

 

  

回答者の現住地への定住意向  

問：あなたが現在お住まいの場所に対して，「今後もそこに住み続けたい」と思う気持ち

はどれくらいありますか。下の項目の中から最もあてはまるものを一つ選択してください。 

  

住み続けたい  どちらかと  

いうと  

住み続けたい

どちらとも  

いえない  

どちらかと  

いうと  

住み続けたく

ない  

住み続けたく

ない  

該当者数 (人) 297 347 286 75 51

割合 (％) 28.1% 32.9% 27.1% 7.1% 4.8%

 

 

回答者の現住地の生活環境の総合評価  

問： あなたが現在お住まいの場所の生活環境について，今度はやや抽象的なレベルであ

なたの評価をお尋ねします。下の項目のそれぞれについて，5 を一番高い評価，1 を一番低

い評価として，最もあてはまるものを一つずつ選択してください。  

 評価が  

高い  

 

どちらか

といえば

評価が  

高い  

どちら  

とも  

いえない

どちらか

といえば

評価が  

低い  

評価が  

低い  

そもそも

当てはま

らない  

総合的な生活

環境の良さ

（※）  

該当者

数(人) 
127 440 378 86 20 5

割合  

(％) 
12.0% 41.7% 35.8% 8.1% 1.9% 0.5%

※複数の質問項目のうちの一つとして，「総合的な生活環境の良さ」の評価を質問している  
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回答者の出身地への移住意向  

問：あなたは「出身場所に移住したい」と思う気持ちがどれくらいありますか。可能か

どうかは別としてお答えください。下の項目の中から最もあてはまるものを一つ選択して

ください。  

  

住み続けたい  どちらかと  

いうと住み続

けたい  

どちらともい

えない  

どちらかと  

いうと住み続

けたくない  

住み続けたく

ない  

該当者数  (人) 45 75 189 92 110

割合  (％) 8.8% 14.7% 37.0% 18.0% 21.5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者の出身地の生活環境の総合評価  

問：あなたの出身場所の現在の生活環境について，今度はやや抽象的なレベルであなた

の評価をお尋ねします。下の項目のそれぞれについて，最もあてはまるものを一つずつ選

択してください。  

 評価が  

高い  

どちらか

といえば

評価が高

い  

どちらと

もいえな

い  

どちらか

といえば

評価が低

い  

評価が  

低い  

そもそも

当てはま

らない  

総合的な生活

環境の良さ

（※）  

該当者

数(人) 
42 189 211 42 14 13

割合  

(％) 
4.0% 17.9% 20.0% 4.0% 1.3% 1.2%

※複数の質問項目のうちの一つとして，「総合的な生活環境の良さ」の評価を質問している  
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回答者が居住地を決める際に重視する生活環境項目の評価  

問：あなたが居住場所を決める場合には，以下の各項目をどれくらい重要視しますか。

下の項目のそれぞれについて，選択肢から最もあてはまるものを一つずつ選択してくださ

い。  

 

項

目

番

号  

項目   重視  

する  

どちら

かとい

えば  

重視す

る  

どちら

ともい

えない  

どちら

かとい

えば  

重視し

ない  

重視し

ない  

1 墓参りのしやすさ  該当者数(人) 24 146 438 236 212

割合（％）  2.3% 13.8% 41.5% 22.3% 20.1%

2 

  

自分から親への生活

サポートのしやすさ  

該当者数(人) 90 337 439 84 106

割合（％）  8.5% 31.9% 41.6% 8.0% 10.0%

3 

  

相続済みもしくは相

続すべき土地や家屋

の管理のしやすさ  

該当者数(人) 51 247 526 110 122

割合（％）  4.8% 23.4% 49.8% 10.4% 11.6%

4 

  

住居の確保のしやす

さ  

該当者数(人) 110 538 347 47 14

割合（％）  10.4% 50.9% 32.9% 4.5% 1.3%

5 

  

気候の過ごしやすさ  該当者数(人) 204 527 281 32 12 

割合（％）  19.3% 49.9% 26.6% 3.0% 1.1%

6 

  

地域コミュニティへ

の参加のしやすさ  

該当者数(人) 33 228 512 179 104

割合（％）  3.1% 21.6% 48.5% 17.0% 9.8%

7 

  

地域への愛着の持ち

やすさ  

該当者数(人) 47 306 517 115 71

割合（％）  4.5% 29.0% 49.0% 10.9% 6.7%

8 

  

家族・親族（親，兄弟

姉妹，子どもなど）か

ら自分への生活サポー

トの受けやすさ  

該当者数(人) 47 340 516 98 55

割合（％）  4.5% 32.2% 48.9% 9.3% 5.2%

9 

  

家族・親族以外（友

人・知人など）から

自分への生活サポー

トの受けやすさ  

該当者数(人) 40 304 556 97 59

割合（％）  3.8% 28.8% 52.7% 9.2% 5.6%

10 

  

迷惑施設（ごみ・下

水処理場や公序良俗

に反する施設）の少

なさ  

該当者数(人) 98 459 418 70 11

割合（％）  9.3% 43.5% 39.6% 6.6% 1.0%

11 

  

自然災害発生の危険

の少なさ  

該当者数(人) 244 484 288 34 6

割合（％）  23.1% 45.8% 27.3% 3.2% 0.6%
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12 

  

地域の行事・祭りな

どのイベントの充実

性  

該当者数(人) 26 204 547 178 101

割合（％）  2.5% 19.3% 51.8% 16.9% 9.6%

13 

  

医療・介護・福祉環

境の充実性  

該当者数(人) 198 496 316 33 13

割合（％）  18.8% 47.0% 29.9% 3.1% 1.2%

14 

  

子育て環境の充実性  該当者数(人) 116 360 424 70 86

割合（％）  11.0% 34.1% 40.2% 6.6% 8.1%

15 

  

日常の買い物環境の

充実性  

該当者数(人) 249 559 217 25 6

割合（％）  23.6% 52.9% 20.5% 2.4% 0.6%

16 

  

日常的に参拝できる

神社・お寺などの充

実性  

該当者数(人) 32 181 507 204 132

割合（％）  3.0% 17.1% 48.0% 19.3% 12.5%

17 

  

交通環境の充実性  該当者数(人) 201 514 304 28 9

割合（％）  19.0% 48.7% 28.8% 2.7% 0.9%

18 

  

通信  (インターネッ

ト，携帯電話) イン

フラの充実性  

該当者数(人) 182 482 348 37 7

割合（％）  17.2% 45.6% 33.0% 3.5% 0.7%

19 

  

仕事環境（雇用機

会・家業含む）の充

実性  

該当者数(人) 165 480 353 35 23

割合（％）  15.6% 45.5% 33.4% 3.3% 2.2%

20 

  

緑地環境・自然的景

観の充実性  

該当者数(人) 109 457 435 39 16

割合（％）  10.3% 43.3% 41.2% 3.7% 1.5%
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回答者の現住地における生活環境項目の評価  

問：あなたが現在お住まいの場所の生活環境について，あなたの評価をお尋ねしま

す。下の項目のそれぞれについて，5 を一番高い評価，1 を一番低い評価として，最もあ

てはまるものを一つずつ選択してください。  

 

 

項

目

番

号  
項目  

 評価

が  

高い

どち

らか

と  

いえ

ば  

評価

が高

い  

どち

らと

もい

えな

い  

どち

らか

と  

いえ

ば  

評価

が低

い  

評価

が  

低い  

そも

そも

当て

はま

らな

い  

1 
墓参りのしやすさ  該当者数(人) 160 190 346 114 100 146

割合（％）  15.2% 18.0% 32.8% 10.8% 9.5% 13.8%

2 
自分から親への生活

サポートのしやすさ  

該当者数(人) 131 239 323 90 81 192

割合（％）  12.4% 22.6% 30.6% 8.5% 7.7% 18.2%

3 

相続済みもしくは相

続すべき土地や家屋

の管理のしやすさ  

該当者数(人) 77 166 424 97 67 225

割合（％）  7.3% 15.7% 40.2% 9.2% 6.3% 21.3%

4 
住居の確保のしやす

さ  

該当者数(人) 149 380 386 63 33 45

割合（％）  14.1% 36.0% 36.6% 6.0% 3.1% 4.3%

5 
気候の過ごしやすさ  該当者数(人) 186 365 313 127 47 18

割合（％）  17.6% 34.6% 29.6% 12.0% 4.5% 1.7%

6 
地域コミュニティへ

の参加のしやすさ  

該当者数(人) 72 283 518 112 34 37

割合（％）  6.8% 26.8% 49.1% 10.6% 3.2% 3.5%

7 
地域への愛着の持ち

やすさ  

該当者数(人) 116 322 449 91 51 27

割合（％）  11.0% 30.5% 42.5% 8.6% 4.8% 2.6%

8 

家族・親族（親，兄

弟姉妹，子どもな

ど）から自分への生

活サポートの受けや

すさ  

該当者数(人) 94 279 450 93 62 78

割合（％）  8.9% 26.4% 42.6% 8.8% 5.9% 7.4%

9 

家族・親族以外（友

人・知人など）から

自分への生活サポー

トの受けやすさ  

該当者数(人) 68 246 508 95 55 84

割合（％）  6.4% 23.3% 48.1% 9.0% 5.2% 8.0%
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10 

迷惑施設（ごみ・下

水処理場や  

公序良俗に反する施

設）の少なさ  

該当者数(人) 182 352 402 65 25 30

割合（％）  17.2% 33.3% 38.1% 6.2% 2.4% 2.8%

11 
自然災害発生の危険

の少なさ  

該当者数(人) 224 337 326 104 44 21

割合（％）  21.2% 31.9% 30.9% 9.8% 4.2% 2.0%

12 

地域の行事・祭りな

どのイベントの充実

性  

該当者数(人) 89 273 520 110 36 28

割合（％）  8.4% 25.9% 49.2% 10.4% 3.4% 2.7%

13 
医療・介護・福祉環

境の充実性  

該当者数(人) 100 311 446 133 44 22

割合（％）  9.5% 29.5% 42.2% 12.6% 4.2% 2.1%

14 
子育て環境の充実性  該当者数(人) 98 287 432 112 29 98

割合（％）  9.3% 27.2% 40.9% 10.6% 2.7% 9.3%

15 
日常の買い物環境の

充実性  

該当者数(人) 178 367 297 149 47 18

割合（％）  16.9% 34.8% 28.1% 14.1% 4.5% 1.7%

16 

日常的に参拝できる

神社・お寺などの充

実性  

該当者数(人) 112 319 441 94 39 51

割合（％）  10.6% 30.2% 41.8% 8.9% 3.7% 4.8%

17 
交通環境の充実性  該当者数(人) 107 268 334 210 118 19

割合（％）  10.1% 25.4% 31.6% 19.9% 11.2% 1.8%

18 

通信  (インターネッ

ト，携帯電話) イン

フラの充実性  

該当者数(人) 145 352 424 89 28 18

割合（％）  13.7% 33.3% 40.2% 8.4% 2.7% 1.7%

19 

仕事環境（雇用機

会・家業含む）の充

実性  

該当者数(人) 71 221 458 166 91 49

割合（％）  6.7% 20.9% 43.4% 15.7% 8.6% 4.6%

20 
緑地環境・自然的景

観の充実性  

該当者数(人) 224 375 366 52 21 18

割合（％）  21.2% 35.5% 34.7% 4.9% 2.0% 1.7%
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回答者の出身地における生活環境項目の評価  

 問：あなたの出身場所の現在の生活環境について，あなたの評価をお尋ねします。下の

項目のそれぞれについて，5 を一番高い評価，1 を一番低い評価として，最もあてはまる

ものを一つずつ選択してください。  

 

項

目

番

号  

項目  

 評価

が  

高い

どちら

かと  

いえば

評価が

高い  

どち

らと

もい

えな

い  

どちら

かと  

いえば  

評価が

低い  

評価

が  

低い  

そも

そも

当て

はま

らな

い  

1 

 

墓参りのしやすさ  該当者数(人) 94 139 131 56 29 62

割合（％）  18.4% 27.2% 25.6% 11.0% 5.7% 12.1%

2 

 

自分から親への生活

サポートのしやすさ  

該当者数(人) 89 117 147 36 24 98

割合（％）  17.4% 22.9% 28.8% 7.0% 4.7% 19.2%

3 

相続済みもしくは相

続すべき土地や家屋

の管理のしやすさ 

該当者数(人) 57 97 173 38 25 121

割合（％）  11.2% 19.0% 33.9% 7.4% 4.9% 23.7%

4 
住居の確保のしやす

さ 

該当者数(人) 54 163 191 54 21 28

割合（％）  10.6% 31.9% 37.4% 10.6% 4.1% 5.5%

5 

 

気候の過ごしやすさ 

  

該当者数(人) 78 170 166 65 19 13

割合（％）  15.3% 33.3% 32.5% 12.7% 3.7% 2.5%

6 

 

地域コミュニティへ

の参加のしやすさ 

該当者数(人) 41 128 263 38 16 25

割合（％）  8.0% 25.0% 51.5% 7.4% 3.1% 4.9%

7 

 

地域への愛着の持ち

やすさ 

該当者数(人) 70 181 196 29 18 17

割合（％）  13.7% 35.4% 38.4% 5.7% 3.5% 3.3%

8 

 

家族・親族（親，兄

弟姉妹，子どもな

ど）から自分への生

活サポートの受けや

すさ 

該当者数(人) 73 156 183 36 15 48

割合（％）  14.3% 30.5% 35.8% 7.0% 2.9% 9.4%

9 

 

家族・親族以外（友

人・知人など）から

自分への生活サポー

トの受けやすさ 

該当者数(人) 56 143 203 44 15 50

割合（％）  11.0% 28.0% 39.7% 8.6% 2.9% 9.8%

10 

 

迷惑施設（ごみ・下

水処理場や公序良俗

に反する施設）の少

なさ 

該当者数(人) 78 147 222 30 11 23

割合（％）  15.3% 28.8% 43.4% 5.9% 2.2% 4.5%
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11 

 

自然災害発生の危険

の少なさ 

該当者数(人) 77 169 180 50 21 14

割合（％）  15.1% 33.1% 35.2% 9.8% 4.1% 2.7%

12 

 

地域の行事・祭りな

どのイベントの充実

性 

該当者数(人) 50 133 245 54 15 14

割合（％）  9.8% 26.0% 47.9% 10.6% 2.9% 2.7%

13 

 

医療・介護・福祉環

境の充実性 

該当者数(人) 52 140 206 69 26 18

割合（％）  10.2% 27.4% 40.3% 13.5% 5.1% 3.5%

14 

 

子育て環境の充実性 該当者数(人) 44 134 214 53 20 46

割合（％）  8.6% 26.2% 41.9% 10.4% 3.9% 9.0%

15 

 

日常の買い物環境の

充実性 

該当者数(人) 86 146 139 83 40 17

割合（％）  16.8% 28.6% 27.2% 16.2% 7.8% 3.3%

16 

 

日常的に参拝できる

神社・お寺などの充

実性 

該当者数(人) 63 141 209 49 23 26

割合（％）  12.3% 27.6% 40.9% 9.6% 4.5% 5.1%

17 

 

交通環境の充実性 該当者数(人) 77 130 151 87 50 16

割合（％）  15.1% 25.4% 29.5% 17.0% 9.8% 3.1%

18 

 

通信 (インターネッ

ト，携帯電話) イン

フラの充実性 

該当者数(人) 88 117 214 57 17 18

割合（％） 17.2% 22.9% 41.9% 11.2% 3.3% 3.5%

19 

 

仕事環境（雇用機

会・家業含む）の充

実性 

該当者数(人) 52 102 186 97 39 35

割合（％） 10.2% 20.0% 36.4% 19.0% 7.6% 6.8%

20 

 

緑地環境・自然的景

観の充実性 

該当者数(人) 100 172 158 49 16 16

割合（％） 19.6% 33.7% 30.9% 9.6% 3.1% 3.1%

 

（附章（Ⅲ）執筆担当）関口達也  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度国土政策関係研究支援事業 研究成果報告書 

将来的な再居住化の可能性を残した無居住化に関する基礎的研究―農村再生に向けて― 

 

平成 28 年 3 月 16 日 

林直樹・関口達也・小山元孝・松田晋・佐々木哲平・浅原昭生 
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