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はじめに――問題意識と研究動機 

 

１） 問題意識――仮説および問い 

近年、人々の地方に対する意識、評価が変化している。従来、最新の技術や流行が入り交

じり経済の中心であった都会に比べ、地方は古くさい、流行に取り残されたような印象を持

たれ決して良いイメージが存在しているとは言えなかった。しかし、最近ではテレビ番組で

都会から地方に移住した人々の特集が頻繁に組まれていたり、都心から支社を移した企業

の成功談など、都会で成長が伸び悩んだり行き詰った人々の新しいフロンティアのような

扱われ方をされつつあるように見える。 

実際に、特定非営利活動法人ふるさと回帰支援センターが発表した「移住相談数の推移」

では、2008年に移住相談者が 2,901人であったことに対し、2013年には 10,827人まで増

加している。また、内閣府「農山漁村に関する世論調査」で、都市住民を対象に行った調査

では、2005 年に農山村漁村への定住願望が「ある」、「どちらかというとある」と答えた人

は合計で 20.6%であったことに対し、2014年の調査では 31.6%まで増加しているなど、実

際のデータからも人々の地方移住に関する意識は年々変化しつつあるといえるだろう。 

移住した人々の動機という観点からみると、2009 年に行われた「島根３地域（海土町、

美郷町、江津市）における U・ I ターン者アンケート調査の検討」（出典：

http://albatross.soc.shimane-u.ac.jp/src/kiyo/kiyobase/zzz003/02hashimoto.pdf）では、親

の介護や勤め先での配置転換など現実的動機は 30%も満たさず、豊かな自然に親しみたい、

自分の望む職業に就けなかった、などの情緒的動機が 64.9％にものぼることがわかる。こ

れらのことから、半義務的な理由だけではなく、多くの人が自発的に生活環境の変化や新し

い仕事を求め、希望をもって地方に移住しているといってよいだろう。 

また、地方移住者の中には、都市部ではない地域で働きたいという単純な動機だけではな

く、自らが日々の食の担い手となる農業や、再び人と地域を活性化させる町興しに携わりた

い、といった思いで農村地域に移住する人々がいる。そういった移住スタイルは Iターンや

U ターンの中でも区別され、過疎化の進む農村地域に新しい影響を与えたり再び地域を盛

り上げるきっかけになることを期待されるなど、地域活性化の起爆剤としても期待されて

いることが多い。 

筆者は、この田園回帰を行う人々に「過剰にモノを浪費する消費文化を否定し、環境に配

慮した最低限の消費を行う」、また「自然に親しむ、憧れを持つ」といったグリーン志向の

ような性質を特に見出すことができるのではないかと考える。その理由として、物流や流行

をつかさどる経済の中心部である都市部から自主的に距離を置く彼らの消費意識や、過去

にコミューンを形成したヒッピーが持っていたような反消費志向と地方に深い関連性があ

ることなどがあげられる。 

 モノで溢れているこの時代のなかで、どういった人がグリーン志向としての思考を持つ

のか。また、消費文化と I・U ターンはどういった関わりを持つのか。今後の展望も含め、

調査していきたい。 

 

２）研究の契機 

 研究を始めるきっかけは、2018年 11月 18日に開催された「第 12回 国際有機農業映画
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祭」内のシンポジウムで、実際に Iターンを行い有機農業を実践している人々が同時に自給

自足などにも取り組んでいたことにあった。当時出席していた農家たちは、過剰な消費主義

とは正反対の生活を送り、できるだけ身の周りのものを自給、または地域内で補給し、なる

べく環境に負荷をかけない生活を行っていた。もちろん、都市部のように外に出てすぐコン

ビニエンスストアやスーパーマーケットで買い物ができる環境ではないという状況の裏返

しともとれるが、着目すべきは自主的に利便性の高い環境から身を置き、一般的に不便と言

われる生活を送っているという点である。これまで筆者の周りには大学進学を機に首都圏

に上京してきたり、地方に働き口がないという理由で都会に留まる人が多く、田舎での生活

は不便で退屈、などといった負のイメージが強く印象に残っていたこともあり、当時は半信

半疑であった。しかし、自身がモノにほとんど不自由しない都市部で育ち、加えてそういっ

た状況に疲れを感じていたこともあり、今回研究に取り組む運びとなった。 
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第 1 章 消費文化の歴史 

 

１） 戦後から 2005年ごろまで 

 本論文では、グリーン志向と農村地域への移住行動という 2つのテーマを扱うにあたり、

まず現代日本の消費文化について分析したいと思う。これは、日常生活における人々の諸行

動の選択にモノの消費という概念が大きく寄与し、グリーン志向としての行動にも関係す

るのではないかという仮説が筆者にあるためである。 

本論文では主に現代の消費文化を扱うため、第一節では三浦展のいう「第一の消費社会」

は省略し、戦後からオイルショックまでの「第二の消費社会」、そこから 2000 年代までの

「第三の消費社会」という 2 つの時代を続けて論じ、第二節ではそれまでには存在しなか

った新しい「第四の消費文化」を記述することで論文のテーマへの導入を図る1。 

 まず 1945年からオイルショックまでの「第二の消費社会」では、主要な時代事象として

「高度経済成長」があげられる。日本は敗戦後、朝鮮戦争の特需や東京オリンピックを経た

のち重化学工業を中心として大きく経済発展を遂げた。その発展の様子は「もはや戦後では

ない」ともいわれ、好景気の節目は歴代天皇の名前を冠した「神武景気」や、日本神話の神

の名から引用した「いざなぎ景気」といった呼び名が付けられたほどであったという。 

そのため、戦前に日本全体に存在していたといわれる貴族と平民といった消費格差がほ

とんど解消され、大都市中心ではあるものの新たに開発、生産されたモノが行き渡り、人々

が等しく技術革新の恩恵を享受する機会が与えられ始めたようだ。このことが、この時代の

消費社会の大きな特徴であったともいえる（三浦 2012:21）。 

 そういった時代背景に準じて、人々の消費財に対する意識も徐々に変化していった。この

頃のモノに対する評価は、当時の景気の勢いと同じように「大きいことはいいことだ」とい

った機能主義、グレードアップ主義が中心で、等しく大量生産されたモノを大量消費する消

費スタイルというものが主流であったといわれる。また、1950 年代後半の白黒テレビ・冷

蔵庫・洗濯機を指す「三種の神器」、1960年代のカラーテレビ・クーラー・カーの頭文字を

とった「3C」といった言葉が流行し、社会現象にもなったことからも、当時の電化製品の

普及がいかに重要で、人々にインパクトを与える出来事であったか伺い知ることができる

だろう（三浦 2012:22）。 

 第二の消費社会の後、好景気が終わりオイルショックを契機とした低成長期が始まった

ころから、第三の消費社会は始まりを迎える。ここから 2000年代までの「第三の消費社会」

では、主要なテーマとして「多様化」や「個性化」をあげることができる。第二の消費社会

での消費者は、例外はあるものの、その多くが均一な欲求を持ちモノを消費しているとされ、

実際に企業側もそういったニーズに合わせモノを生産し、成長してきたといわれていた。し

かし、人々が徐々にモノの豊かさを享受していくにしたがって、必要なモノだけを生産して

いるだけでは、成長が頭打ちになってしまうことがわかってきた。そこで、企業はこれまで

通り機能性の向上に注力するだけではなく、それ以上に機能は同じでも形や色が異なる、

 
1 これらの消費社会の区分と定義、内容は、三浦展の「第四の消費――つながりを生み出

す社会へ」を参考にした。 
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「記号性」が異なる商品を次第に売り出すようになっていったようである（三浦 2012:102）。 

片上平二郎は、この記号消費が盛んになっていたといわれる当時の消費社会に強い順応

性を示した例として、この頃に登場した新しい世代である「新人類」たちをあげている。個

人主義的傾向が強く、記号消費的なライフスタイルを持ち、当時始まりつつあった情報社会

の中で、生まれた当時からメディア文化に親しみ適応力の高い彼らは、これまでの日本を生

きてきた旧人類からは不安と期待の両方の目で見られていたようである（片上 2017:163）。 

そういった新しい世代のセンス・エリート的な嗜好や、当時から始まったと言われる人々

の自分探しという課題と親和性の高かった当時の消費社会は、第二の消費社会と異なる方

向性でその後も成長を続けていった。 

また、各々のこだわり消費が始まったことに関連して、マーケティングのターゲットとし

て示されていた「大衆」が消滅し、代わりに多くの「小衆」が発生したといわれた。自らの

感性に従い消費を行う人々が増加した結果、ターゲッティングした層に思うように爆発的

なヒットが従来のように生まれなくなってしまったようである。そのため、企業が消費者心

理を考えるうえでは、従来の大衆を疑うことと、加えて新たに「感性のマーケティング」が

必要になったとされている（三浦 2012:99）。 

モノだけではないコト、サービスを販売、消費し始めたのもこのころであるという。有楽

町西武は下着の修理やファッションアドバイス、家具のカラーコーディネートを通じて多

種多様なサービスを提供し、現在の販売形式の先駆けとなったといわれた（三浦 2012:84）。 

 

２）新たな消費社会の出現 

 三浦は「多様化」や「個性化」を特徴とした第三の消費社会を述べたのち、近年の現代社

会の傾向の分析とともに、これからの展望として2005年ごろに始まった「第四の消費社会」

を掲げた。これは第三の消費社会のオイルショックほど断定しやすい契機はないようだが、

1997年の金融破綻や 1995年から始まった生産年齢人口の減少、2000年代の非正規雇用者

の増加など、様々な要因が考えられるという（三浦 2012:29）。 

また、この消費社会の主な特徴としては「社会志向」、「シェア志向」、「地方志向」、「つな

がり志向」、「日本志向」など多くをあげることができるが、本文では特にはじめの三つを扱

う。 

前節で述べた第三の消費社会では、人々は画一化した大量生産的なモノだけではなく、記

号性を高めたモノを購入し、消費することで周囲との差別化を図る、といった消費のスタイ

ルが新たに現れてきたことが述べられていたが、それは反対に消費者同士を分断し、孤立化

を図ってしまう可能性を同時に孕んでいた。また、そういった消費者同士の消費意識の高ま

りによって、過剰ともいえる消費スタイルが確立された結果、次第にエコロジーや省エネ意

識といった社会的意識すら薄れさせてしまったことが指摘されている（三浦 2012:141）。 

この第四の消費社会の特徴の一つ目である「社会志向」は、そういった過剰な消費生活に

よる個人化、社会的孤立化を解消するため、自らの利益を最優先するような利己主義ではな

く、自らの満足だけではなくて他人の満足も考慮に入れる、社会のために何か行動、貢献を

しようとする、といった文脈の利他主義が、人々の間に意識として広まっていくということ

を意味している。実際に内閣府の「社会意識に関する世論調査」では、「個人の利益よりも



5 

 

国民全体の利益を大切にすべきだ」という人は 2005年以降増加し2、認証されたNPO法人

の数も年々増加し続けていることからも、一般市民の意識の高まりを実際に読み取ること

ができるだろう。そういった意識の変化の背景には、近年の急速な情報社会化と、新しく消

費の対象として登場してきた「情報」とモノとの性質の違いが関係しているようだ。 

従来、消費対象のほとんどを占めていたモノは、私有して初めて満足し、物質的な豊かさ

を得られるといわれる。これに対し、情報は私有することではなく、むしろ他者に伝えて共

有するという行動そのものに充足を見出すという性質を持っているのだという。情報化が

急速に進む現代では、オンライン上で簡単に他人と物事を共有することができるようにな

り、情報のシェアによる満足感を得る機会が急激に増加し、そういった意味でも社会志向の

高まりをみることができる（三浦 2012:142）。 

また、こういった新しい消費のスタイルは、当然モノの消費にも変化を及ぼすことになる。

従来の消費社会に比べて情報交換という行為の価値が上がった結果、人々のモノの消費離

れが起こってしまうことは不可避だろう。しかし、急激な情報共有の主流化はそういった消

費意欲の低下と同時に、私有意識の低下の象徴ともいえるモノのシェアの流行、すなわち中

古市場の拡大をもたらした。その背景には、人々が十分に耐久消費財を所持しているという

過剰消費的な消費社会の成熟が背景として考えられるという（三浦 2012:151）。 

このように、モノのシェアを簡単に行うことができるようになった影響もあり、第四の消

費社会の特徴である「シェア志向」が高まりを見せていった。 

前項に関連して、中古品やシェアハウスを始めとしたシェア型の生活に抵抗がないなど、

そういったシェア志向の消費者は、同時に「エコロジー志向」、「シンプル志向」であるとも

いえる。実際に『ソトコト』や『クウネル』、『天然生活』などのロハス系、暮らし系などの

雑誌が近年に多く創刊されていることからも、単なる物質主義ではない、脱物質主義的な新

たな生活スタイルの意識が高まってきているようである（三浦 2012:172）。 

また最近では経済や消費の中心地である都会から身を置き、あえて地方に未来を見出す

「地方志向」も話題になっている。その要因としては、前述したような本当にエコな暮らし

をしようとすると都会に比べ地方が好まれる傾向があったり、生活コストを抑えるためで

あったり、メディアによる地方の取り上げ方がポジティブ傾向にあることなど、様々な理由

が考えられるという。消費社会の視点から見ると、第二、第三の消費社会の際は近代化、欧

米化が強く望まれていたため、そういった毛色が濃かった大都市に必然的に人口が集中し

ていたと考えられる。しかし、現在の日本社会は十分に近代化を果たしているといえるため、

反対に従来の価値は減少し、反対にエコロジー志向やシンプル志向に関連性のある地とし

て、第四の消費社会に生きる人々に親和性が高くなり、今一度望まれているのではないか、

とも考えられるようだ（三浦 2012:181）。 

 

３）持続可能性と消費 

 以上のような消費スタイルの移り変わりと同時に、徐々に人々を取り巻く社会環境も変

化していった。 

 
2 1995年から 2005年ごろまでは 30％から 40％程度であったが、それ以降は 40％から

55%という高い水準を保っている。 
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例えば、20世紀後半ごろに浮き彫りになり始めた、地球全体の温暖化があげられる。2000

年初頭ごろから特に始まったエコブームの中で、おそらく最も馴染み深いものであろうこ

の問題は、しばしば国家の発展、または復興活動などの過程において、さほど重要な事項と

して扱われず、むしろ活気づいている状態の経済活動を阻害するものとして嫌悪されるよ

うな対象になることすらある。しかし、地球温暖化が及ぼす平均気温の上昇やそれに伴う海

面上昇は、海に面した小さな島国に住む人々の暮らしを奪い新たな難民を生む可能性があ

り、巨大な台風やハリケーンを始めとする異常な気象現象はあらゆる国に被害を及ぼしか

ねない。そういった被害を防ぐために、1972 年にスウェーデンのストックホルムで行われ

た国際連合人間環境会議を筆頭として、1988年のトロント会議、1992年の地球サミットな

ど、現在まで多くの国がナショナルだけではなく、リージョナル、グローバルに連携し、環

境問題に取り組む姿勢を見せてきた3。 

一方で、そういった世界規模、国家規模の環境政策だけではなく、一般の国民が、モノを

売り買いするといった日々消費生活の中で環境問題の軽減に向けて活動、志向する例も少

しずつだが徐々にみられてきた。そういった思想を本論文では「グリーン志向」と呼び、こ

こでは、その代表的な例を二つあげたいと思う。 

 

a) グリーンコンシューマリズム 

まず 1 つは、グリーンコンシューマリズムである。このグリーンコンシューマリズム

は、「環境保護的な消費者の活動や、そのような消費者行動の重要性を主張する思想」の

ことを指し、この思想に沿い、実際に活動を行う人々のことをグリーンコンシューマーと

いう（間々田 2000:243）。現行のグリーンコンシューマリズムは、Elkington, Jと Hailes, 

Jが 1988年に出版した『The Green Consumer Guide』内で、イギリス国内のスーパー

マーケットの環境保全に対する取り組みの評価、商品の環境的評価を行い、実際に日常生

活で消費する生活物資に対する環境意識の改善を消費者に訴えたことがはじまりとされ

ている。 

一方、杦本育生が 1991年に京都市内のスーパーマーケットを調査し、書籍にまとめた

『買い物ガイド・この店が環境にいい』を出版するなど、グリーンコンシューマリズムの

意識は、日本でも少しずつ高まっていった4。当時、欧米諸国に比べ企業の情報開示や消

費者運動が進んでいなかった日本では、全国版のガイドブックを作るにはまだ障害が多

く、メーカーや原材料の調査はすぐには難しいため、まず商品を販売する地域の小売店を

直接取材するという方針で作業が行われたそうである。出版後、地域版ガイドを支持する

人々は増加し、横浜市や川崎市など他地域でも京都市の例を参考にして実際にガイドブ

ックが作成され、徐々に活動は広がりを見せていった。 

第四の消費社会が姿を見せ始めた 1994年にはグリーンコンシューマー・ネットワーク

 
3 出典：DOWA エコジャーナル そうだったのか！地球温暖化とその対策（4）～温暖化に

対する世界の取り組み～（http://www.dowa-ecoj.jp/naruhodo/2014/20140301.html） 

4 以下の二段落は「認定NPO法人 環境市民 日本のグリーンコンシューマー活動の展

開」（http://www.kankyoshimin.org/modules/library/index.php?content_id=10）を要約

したものである。 
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が、全国版ガイドブックである『地球にやさしい買い物ガイド』を出版し、日本全国規模

でグリーンコンシューマリズムという言葉の認知度を高め、多くの消費者と企業に影響

を与えたといわれる。 

また同書において、彼らは日々の買い物のなかで人々が環境的に配慮した選択をする

ために、グリーンコンシューマーの指標として 10つの原則を定めた。 

 

1． 必要なものだけを買う 

2． ごみは買わない。容器は再利用できるものを選ぶ 

3． 使い捨ての商品は避け、長く使えるものを選ぶ 

4． 使う段階で環境への影響が少ないものを選ぶ 

5． 作るときに環境を汚さず、作る人の健康をそこなわないものを選ぶ 

6． 自分や家族の健康や安全をそこなわないものをえらぶ 

7． 使ったあと、リサイクルできるものを選ぶ 

8． 再生品を選ぶ 

9． 生産・流通・使用・廃棄の各段階で資源やエネルギーを浪費しないものを選ぶ 

10．環境対策に積極的なお店やメーカーを選ぶ 

 

以上の原則は、グリーコンシューマリズムを扱う団体ごとに少し文言は異なるものの、

似た概念が共有されているようである。特筆すべきは、この原則を見た消費者が、そのほ

とんどをすぐにでも買い物の中で実践できる具体性と簡易性だろう。今日から無駄な商

品を買うことはやめよう、地産地消を心がけよう、といった日常での小さな発想から、環

境保護という大きな課題に自分も参入することができるのだという実感を持つことがで

きる。どれほど環境負荷がかけられていたり、エネルギーを使っているか、メーカーや小

売店がどれだけ環境問題に取り組んでいるかなどは企業の努力や情報開示の度合いに依

存するものの、1990 年代に日本でグリーンコンシューマー活動が始まった当時に比べ、

多くの企業が安全性や公益を追求する CSR 活動5を含めた様々な施策を行い、積極的に

公開するようになったところをみると、決して判断は難しくはなく、これからもさらに広

がりを見せていく可能性は大いにあるのではないかと考えられる。 

 

b) ロハス 

今回、筆者がもう一つのグリーン志向として取り上げるのがロハス（Lifestyles Of 

Health And Sustainability）である。ロハスは、1990年代後半にアメリカのコロラド州

ボールダーで「大量生産、大量消費、大量破棄」といった社会の風潮のなかで、「健康と

持続可能な社会を志向するライフスタイル」を志向する動きとして生まれたとされてい

る（大和田・水津 2008:23）。そもそもボールダー地域には、ヒッピーやニューエイジと

呼ばれる 1960 年から 70 年代に流行したカウンターカルチャーを実践する人々が多く住

み着いていたらしく、ロハスが特徴とするオーガニックを始めとしたナチュラル志向や、

 
5 企業活動において社会に与える影響を考慮し、果たす必要のある責任のこと。 

日本では派生してボランティア活動を始めとした社会貢献の文脈で使われることが多い。 
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ヨガや瞑想などのスピリチュアル志向はこういった人々の文化を継承しているようだ（大

和田・水津 2008:27）。 

アメリカでは、2000 年に『The Cultural Creatives ~ How 50 Million People Are 

Changing The World』が発売され、信心深い保守派と民主主義と科学技術を信奉する現

代主義者に続き、第 3の社会集団としてロハス志向を持つ「生活創造者」が存在すること

が明らかにされた6。それ以降ロハスビジネスは拡大し、その規模は 2005年時点で 38兆

円にものぼるとされており、ロハスビジネスのベンチャー企業が一堂に会する「ロハスコ

ンファレンス」も定期的に行われているようだ。 

日本では、2002 年に大和田順子が日本人として初めてロハス会議に参加し、日経新聞

で紹介されて以来、月刊誌である『ソトコト』のロハス特集を中心にマスメディアを通し

てロハスが広まっていき、徐々に定着していったようだ。また、2005 年にイースクエア

が行った調査では、日本の成人人口の 29%がロハス層であるといわれているほどで、認

知度だけではなく実行に移している層も決して少なくないと言えるだろう7。 

また、このロハス層は、特に自然の神聖視、コミュニティの再興、人間関係の重視、利

他主義、理想主義を重んじる価値観を持っているとされている（谷垣 2017:92）。 

次に、実際のロハス思想の具体的な活動目標だが、グリーンコンシューマリズムと同じ

ように各々の解釈によって多少差異はあるものの、大部分が共有され、実践されている。

本項では、「NPOローハスクラブ」が掲げるカテゴリー分けを記載する。 

 
6 以下の段落は「ロハスクラブ ロハスとは？ アメリカ生まれのロハス」

（http://www.lohasclub.jp/2005/10/post_35.php）を要約したものである。 
7 以下の段落は「ヤマト生活情報館 ロハスって ロハスはマーケティング用語」

（http://www.yamato-gr.co.jp/ans/06-06/index.html）を要約したものである。 
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図 1 LOHASの 5つのカテゴリー8 

 

例えば、「持続可能な経済」は、再生可能エネルギーの推進やエコ建築素材・技術や省

エネ製品の使用、「健康的なライフスタイル」は、天然・有機商品の奨励、サプリメント

やパーソナルケアの実践を指している9。また「代替医療」は、鍼灸や予防治療、「自己開

発」はセミナーなどへの参加、前述したヨガや瞑想・座禅の奨励、「環境に配慮したライ

フスタイル」は、エコ住宅、環境負荷の低い電化製品、エコツーリズムなどの活動を指し

ており、ロハスは（とりわけこのNPOでは）これら 5つの理念を主軸として実践されて

いるようである。こういった活動目標は生活に根付いたものであるため、ムリなく、ある

いは人によっては意識せずに進められることが特徴としてあげられるだろう。 

ロハスは、ビジネスとして今後もますます拡大するだけではなく、活動を行う、あるい

はこれから興味を持つ人の、持続可能な社会の実現への意識改革の一助としても機能す

るかもしれない。そういった意味でも多くの可能性を秘めている思想といえるだろう。 

 

 

 

 

 
8 出典：NPOローハスクラブ ロハスってな～に？（ロハスとは）

（http://www.lohasclub.org/lohas/） 
9 以下の段落は「NPOローハスクラブ LOHASってな～に？（ロハスとは）」

（http://www.lohasclub.org/lohas/）を要約したものである。 
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第 2 章 日本における田園回帰の動向 

 

１）Iターンの動向 

 前章では、日本における戦後消費文化の分析をするとともに、本論文のテーマであるグリ

ーン志向という概念の例と活動を論じた。続いて、本章では第四の消費文化でも取り上げら

れていた人々の地方志向、すなわち近年の田園回帰について論じ、第三章で行う実際の調査

への導入を図る。 

日本は人口減少社会だ、といわれるようになってから久しい。日本の人口は 2000年には

1 億 2693 万人にまで増加したものの、2015 年ごろから減少傾向が続いている。佐野によ

ると、戦後の大きな人口移動は 1960 年代からオイルショックが起きた 1973 年の間と、

1980年からバブル崩壊の 1990年まで、そして 2000年以降の 3回であるという。しかし、

いずれも地方圏から大都市圏への移動であり、明治時代以降の日本は戦中と一部の戦後を

除き、基本的に東京一極集中型の「向都離村」の状況が続いているようである（佐野 

2016:54）。 

よく言われているのは戦後の高度経済成長に出現した「金の卵」と呼ばれる人々の例であ

る。従来、農業を主とする家業を引き継がない立場であった次男や三男が、重化学工業を中

心として成長を続ける都市部の労働力として次々と東京に出向き、企業はそれを歓迎した。

しかし、やがて家業を継ぎ、跡取りとして地方で暮らすはずであった長男までもが都会で就

職するようになり、都会への人材流出が加速したといわれている。また、そういった人々が

都市部で結婚し、新たに住宅需要に則して開発されたニュータウンなどで暮らすことによ

り、核家族という生活スタイルが人々の中で確立された。そういったこともあり、地方から

都会へ上京し、そのまま定住するという現在まで続く一連の流れが定着していったのでは

ないかと考えられるだろう。 

一方で、地方から都市部ではなく、反対に都市部に住んでいた人々が地方の故郷に戻る、

あるいは全く知らない山村部に移住しようとする Iターンが近年注目されている。そういっ

た動きは「田園回帰」と呼ばれており、一部では、過疎化の進む中山間地域を中心とした農

山村の状況を改善する一手のような扱いをされている。 

例えば、山口県南東部の瀬戸内海に位置する周防大島へ Iターンを行った、移住者がつく

った「島のジャム屋」の例をあげることができる10。東京の電力会社に勤務していた松嶋匡

史さんは、新婚旅行で訪れたパリのジャム専門店で味わったジャムに感動し、実際に自分も

ジャム屋を開きたいと考えていたそうだ。その際、妻の父親から若い人材が流出している周

防大島で店を出してほしいと頼まれ、実際に視察した上でそこに開業することを決めたと

いう。その後、松嶋さんは場所探しの際、便利な国道沿いではなく静かな海辺に決めたこと

で義父を驚かせたという。古くから地域に住む住民は、普段海など見慣れているけども、他

地方から来た松嶋さんには魅力的なロケーションとして映ったようであった。開業後も、と

ても酸っぱくて食べられないと言われていた青みかんをジャムとして活用したり、地域の

隠れた名産であったサツマイモを焼きジャムとして開発したり、一見、地域の人々の気づか

ないような、様々な新しい視点を取り入れていったそうだ。また、農家から原材料を仕入れ

 
10 以下の段落は（藻谷・NHK 2014:158-165）を要約したものである。 
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る際に、本来農家が望むような高めの単価で購入したり、他の周防大島へ Iターンした人々

を雇用するなど、地域への貢献も行っているようである。 

また、そういった地方移住を行う人々の中には、日常のライフスタイルの転換を求める

「ライフスタイル移住」を行う人も存在しており、2011 年をターニングポイントとして増

加しているようである（谷垣 2017:86）。これは、「経済的理由や仕事や政治的理由など伝統

的に主流であった移住理由以外の、より広義な意味での生活の質を求めての移住（Benson 

2009:2013）」と定義され11、移住せざるを得ないといった状況からの脱出を目的としてでは

なく、個人の生き方や、希望や願望などが移住の意思決定に大きく影響を与える、現代的な

移住として扱われている（長友 2015:23）。 

農村への I ターン現象の認知度という観点で見てみると、その意識は年々高まっており、

「2016年度食料・農業・農村白書」や、「国土形成計画（全国計画）」（いずれも 2015年公

表）などの、政府の中で閣議決定されたドキュメント内で田園回帰という言葉が実際に意識

的に使われている。このことからも、こういった動きが実際に存在し、その影響力は軽視で

きるものではない、という裏付けを行うことができるだろう。しかし、実際に過去から現在

まで、移住者がどれだけ増加したのかといった正確な数値を測る全国的な政府統計は、「移

住者をどう定義するか」という問題があり、公式に調査、公表されてはいないようだ。前に

述べた政策文書の中でも、移住傾向については本論文の「はじめに」の章で述べたような移

住相談数の推移や、都市住民の意向などから推察しているようである（小田切・筒井 

2016:11）。 

 そこで、小田切徳美の研究室は NHK と朝日新聞と共同で調査を行い、「県をまたいで転

入した」、「移住相談の窓口や支援策を利用した人」という 2つの条件を付し、全国の自治体

について調査を行った。前述した通り、田園回帰については具体的な統計が少ないこともあ

り、こういった分野の記事や特集ではこの調査結果が引用されることが多い。調査結果から

は、2009年から 2014年の 5年間で 2,864人から 11,735人という急速な移住者の増加傾向

が見て取れる（表１）。また、この結果からは様々な要因を考察することができるが、詳し

い分析は本章第２節で行うこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 出典：（長友 2015:24） 
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表 1－1 移住者とその動向12 

 

（NHK・毎日新聞・明治大学共同調査による 2014年 12月実施、2014年度値は 2015年

12月に追加実施） 

 

 また、この調査を移住者数の多い都道府県という点で見てみると、鳥取県や島根県、長

野県が頻繁に上位に位置していることがわかる（表２）。加えて、上位 5県がそれぞれの

調査年度の半分ほどのシェアを占めていることから、田園回帰というムーブメントは徐々

に認知され実際に高まってきてはいるものの、その影響は全国的な広範囲なものではな

く、未だ一部の自治体に集中して行われているものだということが考察できる。 

 

表 1－2 移住者が多い都道府県13 

年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 

移住者数 2864 3877 5176 6077 8181 11735 

1位 島根 鳥取 島根 鳥取 島根 岡山 

2位 鳥取 島根 鳥取 島根 岡山 鳥取 

3位 長野 長野 長野 鹿児島 岐阜 長野 

4位 北海道 富山 北海道 岐阜 島根 島根 

5位 福井 北海道 岐阜 長野 長野 岐阜 

上位 5県の

シェア 

49.4 51.5 43.8 41.9 41.0 47.6 

（NHK・毎日新聞・明治大学共同調査による 2014年 12月実施、2014年度値は 2015年

12月に追加実施） 

 

 
12 出典：（小田切・筒井 2016:12） 
13 出典：（小田切・筒井 2016:18） 
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２）地方移住の要因 

 前節では、田園回帰という現象の現代日本社会での立ち位置と地方志向の強まりを述べ

てきた。本節では、本論文の仮説にも関係している「田園回帰を行う、または志向している

人々に影響を与える具体的な要因」についての仮説と実際の先行研究を検討する。 

例えば、佐野（2016）は、構造的要因として大都市圏における人々の人口飽和、人々の都

会での生き方への疑問について指摘している。生活インフラが整備され、企業や教育機関も

多く存在する都市部は、その一方で生活コストが高く、待機児童などの恒久的な社会問題も

同時に存在している。また、住んでいる人々同士の結びつきが弱く、自分の将来を含めた「生

き方」というものに疑問を持つことで、大都市圏の「住み辛さ」というものが漠然とした地

方への憧れに繋がっているのではないかという。その一方で、地方圏では前節で述べたよう

な人口の流出により、空き家の増加や耕作放棄地の増加、限界集落問題などの地域問題が多

く発生している。そのため、市町村では町おこしや地域づくりがその地域の存続をかけて行

われているが、その際に大都市の住民はそういった地域おこしに自己実現の可能性を見出

し、Uターン、Iターン者として参入することがあるそうだ。実際、慢性的な人手不足や人

口減少を食い止めるという意味でも、いくつかの自治体で移住政策は積極的に行われてい

るようである。 

 直接的な要因としては、政府の地方移住政策の制定や、増田レポートと呼ばれる消滅可能

性都市に関する提言の発行後、「地方創生」というキャッチフレーズを中心とした地方おこ

しの機運の高まりなどがあげられるようだ。その中でも、地域おこし協力隊はその象徴とも

いえる制度だろう。地方自治体が募集を行い、都市部の住民が国の支援を受けながら地域協

力活動に従事するこの政策は、2014 年には 1,511 人という規模で活動が行われており、そ

の勢いの強さを見ることができる14。また、総務省が行った調査15によると 2年の任期終了

後も約 6 割の隊員が同じ地域に在住しており、国全体の地域政策に貢献するということだ

けではなく、その派生として一市民としての移住政策としても機能しているといえるかも

しれない。 

加えて、2011 年 3月に発生した東日本大震災も、人々を地方移住へ誘った要因の一つと

いえるだろう。暮らしの在り方を改めて再確認するという意味でも影響を与えたが、何より

も、原発事故をはじめとした災害のリスクから、都市部での居住を不安視する声が高まった

ということが大きい。小田切・筒井は、田園回帰の動きは震災以前から存在しているものの

（小田切・筒井 2016:12）、実際この震災後に、これまであまり動きがなかった乳幼児を連

れた若い家族が、安全と平穏な地域を求めてふるさと回帰支援センターに訪れるようにな

ったことを指摘している（小田切・筒井 2016:93）。しかし、同時に象徴的であるのは、そ

の際にこれまで首都圏の人々に認知度があまり高くなかった岡山県の移住セミナーへ多く

の参加者が集まったことである。この時集まった人々は、これまでの地方志向に含まれてい

た「田舎暮らしの実現」という意味合いよりも、安全に暮らせる暮らしを求めていただけで

あったということも同時に指摘されている。こうした都市圏からの避難という流れは 2013

 
14 出典：地方創生プロジェクト 地域おこし協力隊の制度について（https://go-

sousei.com/chiikiokoshi/）  
15 出典：平成 27年度 地域おこし協力隊の定住状況等に係る調査結果

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000376274.pdf） 
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年半ば頃まで続き、その間には『関東脱出!本気で移住マニュアル』といった危機感を煽っ

たタイトルの本が出版され、実際に持参して相談に来た人々がいたほどであったようであ

る（小田切・筒井 2016 :95）。また、直接的ではなくとも、間接的に暮らしの在り方を再確

認する機会を与えたというという意味でも居住地を地方に移す動きが高まっていたようだ。 

 また、山崎亮は、田園回帰とは名言していないが、若者が地方に向かう理由として、現代

の若者のエコ意識をあげている（三浦 2012:218）。 

 

彼らにとっては、地産地消であったり、エネルギーを遠くから運んでくるとエネルギ―ロ

スが多いということであったり、フードマイレージやバーチャルウォーター、エコなライ

フスタイル、スローフードということが基礎教育として、ごくごく自然に入ってきていま

すよね 

 

第一章で述べたような第四の消費文化に生きる現代の若者は、従来の人々と比べて「都会

で消費する」といった消費意識が低いといわれるが、それはこの世代がエコ教育をずっとさ

れてきた世代である、「エコネイティブ」であることが理由だという。三浦も述べていたよ

うに、そういったエコ教育に根付いた暮らしを送ろうとすると、東京を始めとした大都市で

は費用的な問題などで難しく、地方を志向するようになるようである（三浦 2012:181）。ま

た、地方に実際に移住して、自分の望むライフスタイルを実現しながら生活している声が発

信されることで、田舎に対する「給料が安い」「やっていけない」といった従来の負のイメ

ージが変貌しつつあることも指摘している（三浦 2012:222）。近年より発達した情報社会

化によって、限界集落、基幹集落、地方、大都市といったヒエラルキーのようなものも同時

になくなりつつあるようだ（三浦 2012:223）。 

 

３） 実際の動機分析 

 次に、実際に移住する人々の動機の分析である。例えば、佐野（2016）はヒアリング等で

得た情報に基づいて、島根県の移住者の移動理由を 5 つのタイプに分類した。なおこのタ

イプ分けは、移住者の移住理由が複合的であることを考慮し、移住の際最も重視した「最大

の理由」に基づき作成されている。また、EのUターン・孫ターン型は、A から Dのタイ

プにも当てはまる可能性があるが、「当該地域の出身者である」ということが最大の理由の

場合に Eに分類したようである（佐野 2016:62）。 
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表 2 移住者による島根県への移住理由タイプ 

移住理由タイプ 内容 

A 社会企業型・自己実現型 農山漁村の活性化のため、地域機能の維持のためなど高い

社会貢献意識をもって、あるいは、高い能力を地域に買わ

れて、地域全体の社会モデル作りを行うタイプ。 

B 自然産業従事型 農林業、エコツアーガイド、6次産業化、農家レストラン、

民泊などの自然産業に従事したいと思い農山漁村に移住

するパターン。 

C スキル発揮型 IT技術、デザイン、芸術、整体師等、住む場所に関わらず

従事可能なスキルを持つ人が住む場所を自然豊かな地域

に求めるパターン 

D 子育て環境重視型 医療費補助、保育費補助、出産祝い金など、子育て施策が

充実し、医療機関、教育環境、保育園などが揃っている地

域に移住するパターン。 

E Uターン・孫ターン型 地域に実家や祖父母の家などがあり、家業や地域の産業を

継ぐ、発展させる等の目的でUターンするパターン 

（出典：佐野 2016 一部抜粋 筆者作成） 

 

 また、総務省地域自立応援課が掲げた「移住・定住促進施策」、「地域の魅力向上」、「生活

維持機能」、「働きの場」、「人的接触」といった、若者や子育て世代を引き付ける要素をもっ

て実際の調査結果と照らし合わせてみると、いずれのタイプであっても「移住・定住促進施

策」と「人的接触」の二つの要素を重視するという結果になったようだ。このことから、移

住のきっかけと定住は必ずしも連動していないということを留意しつつも、地方自治体を

始めとした国全体が行っている移住施策や、ソーシャル・キャピタルが、移住を考えるうえ

で重要な要素になっていることがわかる（佐野 2016:62）。 

 また、谷垣（2017）は、自らの実地調査に際して、農山村地域への移住者の属性、動機分

析の先行研究の要約を論文内でまとめている。 
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表 3 先行研究による農山村地域への移住者分類 

著者 発表年 移住者の分類 

井口ら 1995 潜在的 Uターン希望者、リタイア移住者、ニューライフ志向 

住田ら 2001 創造環境追求型、若者農業専心型、サラリーマンマイホーム型、自

然抱擁隠居型 

岡崎ら 2004 家族・親戚、就職口、村民の交流・活動、伝統・文化 

相川ら 2006 団塊世代の田舎暮らし、環境保全型農業による新規就農、社会運動

への参加を契機とする理念遵守 

近江屋ら 2010 定住退職タイプ、子育てタイプ、自然環境タイプ、その他のタイプ 

大橋ら 2011 農林業への転職が多い、職の有無ややりがいを重視、休暇も余暇も

充実した環境を求める、家族・生活環境・人間関係を重視している 

日野 2013 人と仕事（20～30代）、環境と住まい（50代以降） 

（出典：谷垣 2017 一部抜粋 筆者作成） 

 

これらに加え、谷垣は自らが行った調査から「エコロジー志向」、「起業家志向」、「社交性

志向」の 3つの特性を見出した。このうち、本論文とも関連のあるエコロジー志向の分野で

は、50歳代から 60歳代以上の女性にこの傾向が多くみられたという。反対に、男性では年

齢層よりも個人差が大きく影響していたようである（谷垣 2017:91）。 

 また、谷垣は、先行研究を要約した分類タイプや自らの調査結果から、自然の豊かさや環

境への関心、伝統文化の尊重や農業への関心といった要素を取り上げ16、地方移住者の共通

した移住動機や心理特性の中に、ライフスタイル移住という広い概念よりも、より具体的な

「ロハス」と共通した特性を持っていることを指摘した（谷垣 2017:92）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16表 4マーカー処理箇所を参照。 
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第 3 章 Iターン者の事例研究――インタビューを中心に 

 

１）Iターン調査地の概要 

 これまで、第 1章と第 2章では、筆者の仮説である「田園回帰とグリーン志向の関連性」

に関係する、現代人の消費社会や消費意識の移り変わりと、近年の Iターンの動向とその内

情について述べてきた。そこで、第 3章ではこれまで述べたことをふまえ、実際に調査を行

う過程について記述したい。 

まず調査地の選定だが、今回は中部地方に位置する長野県須坂市を選択した。この県は第

2章で引用した小田切の移住調査でも、6年間の間 5位以内に入り続けるほど安定して移住

地として人気があり、多くの Iターン者を見つけることができるのではないかという理由が

あったためである。また、筆者は数年前からこの県に数回出入りしており、そういった意味

で他地域に比べ多少慣れていることもあり、調査がしやすいのではないかということも理

由の一つとしてあげられる。 

 

 

図 2 須坂市の位置17 

 
17 出典：須坂市 須坂市の統計 須坂市概要
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a) 地理 

須坂市は、長野県の中でも北部に位置し、群馬県嬬恋村をはじめ、長野県小布施町や高

山村、上田市や千曲川を挟んで長野市など、数多くの自治体と隣接している市である18。

また、上信火山帯の根子岳、浦倉山といった険しい山岳地帯に源を発した鮎川、百々川、

八木沢川、松川といった河川に押し出された扇状地上に市街地が形成されている。 

緑豊かな農村地域と、少々複雑だが利便性の高い市街地と、2つの異なる属性の地域が

両立して存在していることから、「自然の豊かな場所で生活を送りたい」、「でも、実際に

生活しにくい地域は難しい」といったニーズに答えられる柔軟な地域といっても良いだ

ろう。なお、隣接している小布施町と高山村とは「信州須高地域」として、農業や移住支

援を中心として連携している。 

そもそも、この地域の街並みの発端は、鎌倉・室町時代の井上氏、須田氏、高梨氏とい

った武士が支配していたころに、現在の中心市街地に市ができたことだといわれている19。

明治時代には土地の傾斜を生かした水車動力による製糸業が発達し、大正時代に全盛期

を迎え、近代工業の基礎を確立したといわれている。その後、昭和時代に移るとナイロン

の発明や世界恐慌の影響を受け、製糸業は衰退し、徐々に電子工業にシフトしていき、こ

の際、桑園もりんごやぶどう畑に変わっていったようである。 

行政地区としては豊洲、日野、井上、須坂、高甫、豊丘、仁礼の 7地域に分けられてお

り、これらの区分は、多くが明治 22年 4月 1日に合併が行われた際の地名が使われてい

るようである。 

一部住所として記載されていない地域はあるものの、地域の人々からはこちらの地名

が変わらず馴染み深く、使われやすいようであった。 

また、現在、果樹の栽培は須坂市の主要な農産業として根付いたが、この地域の昼夜の

気温差と小雨の気候であったり水はけの多い土壌など、果樹の栽培に適した地域である

ことも大きな要因として存在するようだ20。 

 

b) 人々と農業 

2017年度、須坂市の人口は 50,305人である21。世帯数は増加傾向にあるものの、人口

は年々減少傾向にあるようだ。また、老年人口はこのうち 31.5%ほどであり、生産年齢人

 

（https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/140030/files/%EF%BC%90%E  

F%BC%91概要.pdf） 
18 以下の段落は「須坂市 須坂市の統計 須坂市概要」

（https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/140030/files/%EF%BC%90%E  

F%BC%91概要.pdf）を要約したものである。 
19 以下の二段落は「須坂市 須坂市の統計 須坂市概要」

（https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/140030/files/%EF%BC%90%E  

F%BC%91概要.pdf）を要約したものである。 
20 出典：須坂市移住応援サイト スザカでくらす 果樹王国須坂は今が旬!フルーツハリウ

ッド（https://www.city.suzaka.nagano.jp/kurasuzaka/info.php?id=265） 
21 以下の二段落は「須坂市 須坂市の統計 農林業」

（https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/140030/files/%EF%BC%90%E

F%BC%96農林業.pdf）を要約したものである。 
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口は 55.9%で、生産年齢人口と年少人口も減少傾向にある。また、須坂市への転入、転出

はそれぞれ 1,451人、1,564人と、近年は変動を繰り返している。 

農家数という面では、2005年度に農家人口が 9368人であったことに対し、2015年に

は 4613人まで減少しており、総人口と農家人口の割合も 17.5％から 9.1％まで落ち込ん

でいる。しかし、総農家数は同年間で 2346戸から 2054 戸と、ゆるやかな減少に留まっ

ており、総世帯数と総農家数の割合では 13.0％から 11.1％という数値になっている。ま

た、須坂市の農産業のうち、果樹の占める割合は相当に大きく、その規模は経営耕地とい

う観点でみると、2015 年度の総面積 111,689 アールのうち 75.1％ほどである 83,912 ア

ールを樹園地が占めており、農業産出額も、2006年時点では 593千万円のうち 81.1％で

ある 481千万円を占めるほどである。 

加えて、近年では観光農園やグリーンツーリズムの誘致のほか、6次産業化を行ったワ

イナリーなども多く運営されている。 

また、須坂市の移住応援サイト「スザカでくらす」では、映画産業が盛んであったアメ

リカのハリウッドも降水量が少なかったことにちなんで、須坂市を「フルーツハリウッド」

と呼んでいる22。このことからも、須坂市におけるぶどうを始めとした果樹栽培は単なる

主要産業の一つとしてだけではなく、地域全体のアイデンティティ形成としても重要な

役割を担っているようである。 

 

c) ゴミ削減への取り組み 

一方、生活環境という面では、リサイクルやゴミの減量という点で須坂市は力を入れて

いる。例えば、市のホームページでゴミの分別、捨てる方法を詳しく紹介していたり、役

所を通して日用品を譲り合う不用品登録制度という仕組みを導入することで、リサイク

ルを全面的に推し進めている23。また、その中でもひときわ目を引くのは、生ごみの処理

法である。須坂市では、簡単にできるごみ減量化方法として「ダンボール箱式生ごみ処理

方法」と「コンポスター式生ごみ処理方法」を市のホームページで、実際の用意するもの

から、運用方法まで細かく紹介している24。その際、堆肥化に使う基材は市役所の生活環

境課窓口かエコサポートすざか25で購入することができるうえ、コンポストで使用する処

理容器などの購入の際には補助金が出るなど、市民が気軽にごみを削減することができ

る仕組みが確立されているといえるだろう。 

また、1955年に鳩山一郎内閣によって提唱され、1974年に須坂市にも導入された新生

活運動26では、過剰包装やマイバッグの持参、リサイクルに取り組むといった項目が盛り

 
22 出典：須坂市移住応援サイト スザカでくらす 果樹王国須坂は今が旬!フルーツハリウ

ッド（https://www.city.suzaka.nagano.jp/kurasuzaka/info.php?id=265） 
23 出典：須坂市 ごみ・リサイクル リサイクル情報について 

（https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=591e423682644） 
24 出典：須坂市 ごみ・リサイクル 生ごみ処理機（コンポスター）を使った生ごみ処理方

法（https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id=596418ee48653） 
25 ボランティアを中心に運営されている団体で、不用品のリサイクルから資源回収、啓蒙

活動や中古品市など幅広く活動している。 
26 戦後、生活の見栄や無駄をなくすため、生活経費の削減冠婚葬祭の簡素化や生活環境の

改善を国民に訴えた。 
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込まれているが、須坂市は市役所市民課内に新生活運動推進委員会事務局を設置し、移住

者向けに発信するなど、今も取り組みを推し進めている。 

 

d) 移住政策 

須坂市は、他の県や自治体と同じく、都市部住民をはじめとした他地域の人々を誘致す

る移住支援を行っている。 

例えば、前述した盛んな果樹栽培を中心とした新規就農移住者向けの支援である。まず

きっかけ作りとして、リクルートジョブズが主催する新農業人フェアでの積極的なアピ

ールや、小布施町と高山村と連携した、信州須高地域としての新規就農ガイドパンフレッ

トの作成、就農体験事業などの広報活動を通して、地域への誘致を行っている。また、長

野県全体で取り組んでいる新規就農里親制度による就農者へのサポートや、就農後の研

修期間中の給付金制度であったり、機械・器具などの補助も一定期間受けることができる

ようだ。実際、2011 年から 2019 年の間に、市の支援制度を利用して 22 組 64 人が就農

目的で移住しているようである27。 

また、市役所が主導し、須坂市に新しく就農を行う人々への多方面のサポートを目的と

して、2013 年から「きじまるクラブ」というコミュニティが運営されている。ヒアリン

グを行った CD夫妻（後述）によると、このコミュニティは基本的に研修期間の 2年と独

立就農後の 5 年を合わせた 7 年間所属することができて、その後は卒業という形になる

そうだ。会長は 1 年間の交代制で、現在は F さん（後述）が会長を務めているようであ

る。これらの仕組みは、長くから所属しているような年長者が権力を持ち、コミュニティ

を動かしていくといった事態を防止し、常に新しい、若手同士のつながりを大切にしてい

くといった目的を重視していることが背景にあるのかもしれないと CD 夫妻は言う。現

在、このクラブの主な活動は、農業に関する最新技術を学ぶ講習会への参加であったり、

地元農家との交流をしながら行う農作業、イベントへの出店、地元行事への参加などであ

る28。ヒアリングを行った 2019 年 9 月 18 日には、きじまるクラブ内で巨峰のコンテス

トが行われており、多数の就農者が集まり交流を行っていた。これらの活動の様子は

Facebookで発信され、日々の活動報告という機能だけではなく、都市部に住み、就農に

興味を持つ人々へのアピールにもなっている。また、何よりもこのクラブで重要なことは、

若手同士の先輩後輩、また同輩のつながりの形成である。取材した中では、知らない土地

に移住、就農をすることは非常に不安であったと語る人が多かったが、このコミュニティ

を通じて研修先の里親だけではない、気軽に日々のことを相談できたり、技術や知識を共

有、伝授してもらえる相手ができたという声が多かった。最近参加した若手である A さ

ん（後述）も、いつか教える側になりたいと語っており、そういった日々のモチベーショ

ン形成という点でも、非常に重要な役割を果たしているといえる。 

一般の移住者向けには、東京都有楽町で運営されている長野県アンテナショップ「銀座

NAGANO」での定期的な相談会、実際に市内を巡り見学を行う移住体験ツアーなどを開

 
27 出典：須坂市移住応援サイト スザカでくらす 果樹王国須坂は今が旬!フルーツハリウ

ッド（https://www.city.suzaka.nagano.jp/kurasuzaka/info.php?id=265） 
28 出典：『Favorite Farmers ―信州須坂で頑張る新規就農者―』 
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催し、地域へ興味を持つきっかけ作りを行っているようだ29。また、実際に移住を希望し

ている人には、「移住支援信州須坂モデル」として、須坂市と提携した、移住者受け入れ

協力求人企業を紹介し、マッチングさせる事業も行われている。協力している企業は、前

職の引継ぎや身の回りの整理など、移住の際に 2 か月ほど時間がかかってしまうという

事情を了承しており、2019年現在、提携企業は 26社まで増加している。この仕組みは、

受け入れる側の市が、実際に生活する上での基盤を作る支援をすることによって、移住の

際の問題の一つである就業についての不安を取り除き、スムーズに移住を行うことがで

きるようにすることを目的としており、積極的に取り組みが行われているようだ。 

また、須坂市は 2014 年頃から移住者の住居サポートとして、「空き家バンク事業」を

始めた。これは、地域に点在する居住者がいない住居、または使用していない店舗などを、

市と業者が仲介し希望者に販売、賃貸として貸し出す制度であり、近年問題になっている

空き家問題の解消だけではなく、移住の際の住宅探しという面でも有用な制度である。本

章を執筆していた 2019 年 10 月 24 日時点では、長野県の移住者向けポータルサイトで

ある「楽園信州空き家バンク」で、空き家が 8 軒、空き店舗が 1 軒登録されていた。ま

た、それに関連して須坂市では、移住を考えている人々を対象に空き家バンク物件見学会

を定期的に開催している。この事業には現地の地域おこし協力隊も関わっており、協力隊

の Facebookで告知や宣伝を行っている様子も見られた。 

 

2）調査結果 

今回、須坂市における農村回帰の実情の把握と仮説の検証を目的として、2019年 9月 18

日から 21日にかけて須坂市内で 4日間の実地調査を行った。調査手法はヒアリングを中心

とした質的調査で、9 世帯 12 人に調査を行うことができた。以下は調査結果をまとめたも

のを記述する。原則として、「Aさん（夫）Bさん（妻）」の夫妻は「AB夫妻」といった順

序で記載するものとする。 

 

a) 調査対象者の属性 

今回は農村への移住調査ということもあり、調査対象者の多くが移住して 10年も経た

ない新規就農移住者である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 以下の段落は「いけいけすざか 信州須坂移住支援チーム 須坂市の移住支援ってどんな

ことをやっているの？銀座 NAGANO個別相談会の様子をご紹介」

（https://blog.suzaka.jp/ijushien/2019/04/22/p36291）を要約したものである。 
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表４ 調査対象者概要（筆者作成） 

調査対象者 主な職業 移住前地域 備考 

AB夫妻 里親の業務サポートと技術研修(A)  

就農研修生(B) 

神奈川県  

CD夫妻 農家 埼玉県  

Eさん 農家 千葉県  

Fさん 農家 愛知県 子供がいる 

GH夫妻 農家・家畜商 埼玉県 子供がいる 

Iさん 農家 長野県（長野市） 孫ターン型 

Jさん 農家 東京都 子供がいる 

Kさん 民宿経営 長野県（長野市）  

Lさん カフェ経営 京都府 リタイア世代 

 

対象者の年齢層は 20 代後半～30 代後半が多く、一度どこかで就職をしてから移住を

行ったというパターンが多い印象を受けた。そのため、中には、子供を連れており子育て

を兼ねて須坂市に移住してきたという F さんのようなパターンも見られた。また L さん

はインタビューを行った中で唯一リタイア世代であり、65 歳で定年を迎えてからこちら

に移住したようである。 

移住者が移住前に住んでいた地域は、AB 夫妻が神奈川県、CD 夫妻が埼玉県、E さん

は千葉県、Jさんが東京都、Lさんが京都府などであり、比較的都市部が多く、須坂市と

は地域の属性的にほとんど正反対の場所に住んでいたパターンが多いといった印象を受

けた。このうち、もともと新潟県出身の Iさんは、祖父が須坂市で農家を営んでいたこと

もあり頻繁にこの地域に出入りをしていたようで、移住をした理由も祖父の農業を引き

継ぐためであり、表 3の孫ターンのような例であると考えられる。そういった関係で Iさ

んは、「他の移住者さんとは（モデル的に）少し違うかもしれない」と語っている。また、

愛知県出身の Kさんも 20年ほど前に長野市で就農を行っていたようで、都市部からの移

住ではないようだ。 

 

b) 移住に至るまで 

 

b－1) 移住のきっかけ・動機 

 まず、移住者に須坂市に移住を行ったきっかけや動機について尋ねた。 
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表５ 移住のきっかけ・動機（筆者作成） 

調査対象者 内容 

AB夫妻 企業に対する不満、都会への苦手意識、自然に対する親しみ 

CD夫妻 企業への苦手意識、自然に親しむ生活の実現 

Eさん 企業に対する不満 

Fさん 自然の中での子育て、農業への興味、自然に対する親しみ 

GH夫妻 ライフスタイルの実現、自然に対する親しみ 

Iさん 祖父の仕事を引き継ぐため 

Jさん 起業の実現、自然に対する親しみ 

Kさん ライフスタイルの実現 

Lさん 自然に対する憧れ 

 

今回インタビューを行った移住者たちは、就職後ワンクッションを置いて須坂市に

移住してきているというパターンが多いと述べたが、実際に尋ねてみると、「企業の下

で働くうえでの窮屈さ、行き詰り」であったり、「自分が会社という共同体に向いてい

ないという気づき」であったり、「組織の下で働く辛さを抱えていた」といった葛藤を

以前抱えていたという声が、農家を営む人々の中で多くみられた。そういった状況から、

心機一転、新たな生活や仕事を始めるため、あるいは自分で経営を行いたいと感じ、異

なる地を選んだという人は少なくないようだ。また、子どもを持つ F さんなどは「自

然の中での子育て」を一つの理由として移住を考えたと語っていた。実際、須坂市の概

要でも述べたような、自然が豊かで生活を送る上での不便も少ないといった、この地域

の特色に惹かれて移住を決めた人は多くみられた。GH 夫妻や K さんなどは「都市部

では実現できないような（自然と親しむ）ライフスタイルの実現」を移住理由の一つと

して挙げていた。 

 

b－2) 利用した機関・サービス 

多くが新規就農者であるためか、新・農業人フェアへの参加という例が多くみられた。

その際、須坂市として出展していた市役所職員の 1 人が他の自治体に比べ非常に熱心

で、相談後や実際に移住を行った際も多方面でサポートをしてくれたからこの地に惹

かれた、といった声もあった。その他、個別の就農相談や就農セミナー、県の相談会な

どまちまちであった。 

 

  b－3) 住居選び 

移住の際に就業と並び生活の要となる住居選びについては、AB 夫妻と E さんは賃

貸の集合住宅を利用しており、CD夫妻と Fさんは、それぞれ移住後に人から紹介され

た空き家を利用しているようだ。また、Iさんは市の空き家バンクを利用して住居を購

入したそうである。この際、AB夫妻は「この場所で移住後も本当に生活できるのだろ

うか」という定住への不安から、高額な持ち家を移住直後に購入するリスクは高く、手

が出しにくいと語っていた。また、市が主導する空き家バンクの登録物件数があまり多
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くないために、移住者側も利用しにくいという声がみられた。この問題について、地域

おこし協力隊で移住支援に関わっていた L さんは、良い物件を見つけても、空き家の

所有者がなかなか住居を手放さないことや、その子供が須坂市から転出してしまい、連

絡ができず手立てがないといった事情が根底に存在するという。また、老人ホームや介

護施設に入居してしまうと、施設のプライバシーの面から所有者に直接コンタクトが

できなくなってしまうということも語られており、全体的に難航しているように思わ

れた。 

 

  b－4) 家族の反応 

次に、移住を決意した際の家族への反応を尋ねた。インタビューを行った移住者の半

数ほどは家族や配偶者からの反対はあまりなく、むしろ背中を押してくれたという例

が多かった。しかし、例えば CD 夫妻の例では、移住は C さんが主体となり計画して

いたが、当初は Dさんは反対しており、母親は特に猛反対していたという。また、Jさ

んは配偶者や親に「本当にやっていけるのだろうか」という心配をされたそうである。

その他、反対まではされていないものの、主に金銭面で心配されていたり、移住者の家

族の反応からは、移住後の就労についての不安が強く表れていたように感じられた。ま

た、GH夫妻の当時小学生であった娘は、当初は移住に賛成していたようだが、転校な

どのこともあり、直前になって渋ってしまっていたようである。 

 

c) 移住後の生活の印象と家族関係 

 

c－1) 移住後の印象 

多くの移住者は、移住後の生活に比較的好印象を持っており、目立った不満はインタ

ビュー中にはそれほどみられなかった。例えば、都市部での生活に比べ、移住後の生活

について AB夫妻は「人が優しい・気持ちのゆとりを感じることができる・町が静かで

ある・通勤ラッシュなどの電車でのストレスがない」など、日々の暮らしのストレスが

減ったことを挙げていた。また、Eさんは農村と都市部がどちらも共存しているという

生活環境を、また F さんはそれに加え、前述したように子育ての環境としても整った

環境であることを述べていた。実際に F さんは、子供を自然と触れ合いながら教育を

行う私立幼稚園に通わせているそうで、その満足感も高いように思われた。ライフスタ

イルの実現という点では、GH夫妻は、都会ではできないようなその地に根付いた、例

えば、夏は夏野菜、冬は根菜といった土を使う暮らしを実現することができ、食材の自

給もある程度できるようになったと語っており、Kさんも、都市部にいた頃に比べて、

生活する上での消費コストが抑えられ、望んでいたような消費からなるべく距離を置

く生活を実践できている、と話していた。また、Cさんは移住後にぶどう農家を始めて

いるが、ぶどうのギフトや職業のインパクトを通して、新たな人々とのつながりが増え、

疎遠になっていた友人とも深く関わることができるようになったことを述べていた。 

 

c－2) 家族関係 

また、移住後の家族の関係の変化を尋ねたところ、家族に心配されていた J さんや
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母親や Dさんに反対されていた Cさんともに「今は応援してくれている」と語ってお

り、概ね円満な関係を築けているようであった。地域おこし協力隊卒業後にカフェを開

業した L さんは、開業後にスタッフとして妻を須坂に呼んだそうであるが、当初は前

向きではなかったものの、少しずつ受け入れてくれるようになったと語っている。また、

GH夫妻の娘は、移住直前に渋っていたものの、その後は概ね環境を受け入れて生活し

ているようである。ただ、都会に対する憧れのようなものは感じられる、と夫婦は語っ

ていた。その他の移住者は「特に関係の変化はなかった」と述べていた。 

 

  c－3) 地域との関わり 

地域住民との関わりという点では、地方の典型的なステレオタイプ的印象である「閉

鎖的なコミュニティ」を警戒していたという移住者も少なくなかったが、「つながりが

増えた」、「人付き合いが（都会に比べ）深い」といった好意的な声が多くみられた。し

かし、その一方で、「距離（感）が近すぎる」、あるいは「（それほど深くはなく）あっ

さりとしている」という声もあった。また、関わり方も回覧板を手渡す程度から、定期

的に行われる地域の草刈りや行事などに参加するなどさまざまであり、その理由とし

て、CD 夫妻は地域差を挙げ、AB 夫妻は集合住宅と一軒家での関わり方の違いの可能

性を述べていた。また、移住者の多くが地域住民からの「おすそ分け」について言及し

ており、そういった形でのコミュニケーションも移住者と地域の間で積極的に行われ

ているようである。また、CD 夫妻、GH 夫妻、J さんは近所の数世帯でつながってい

るクミに属しているそうで、各々その参加程度は異なるものの、地域の草刈りや行事へ

の参加、葬式への参列などを行っているようである。Iさんは、クミとは異なりムラと

して活動しているそうだが、活動の内容はあまりクミと変わらないようである。 

 

c－4) コミュニティ 

次に、移住者たちに所属しているコミュニティについて尋ねた。今回調査を行った対 

象者の大半が新規就農者のため、K さんと L さん以外は前述した「きじまるクラブ」

に所属しており、頻度は人によってまちまちであるが、各所で交流を行っているようだ。

その他、Fさんの妻は農業に従事する女性のゆるい集まりである、北信エリアの「農業

女子」に参加しており、また、Iさんは長野県果樹研究会や農家連合、Kさんは須坂グ

リーンツーリズム、長野女性同友会、地域おこし協力隊関連や、他にも多くのゆるい集

まりに属しているという。また、そういったコミュニティに対する意識として Iさんな

どは「集まりとしての活動より、そのコミュニティで知り合った人と個人でつながるこ

との方が多い」といった声も聞かれた。 

 

d) グリーン志向 

以下は、グリーン志向として指定したグリーンコンシューマリズムやロハスに関わる

項目について尋ねた結果を記述する。今回の調査では、特に生活に関係する食べ物と家庭

ごみに関していくつか調査した。 
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d－1) 食生活における安全・健康 

まず、「無農薬、無添加の食品であったり、そういった物を意識して購入するといっ

た（安全や健康への）意識はあるか」という問いに対し、AB 夫妻、CD 夫妻、E さん

は、そういった意識でのこだわりは特にないといった旨を回答した。一方で、GH夫妻

や Lさんは、意識はそれほどしていないが、（おすそ分けなどを含め）この地に暮らし

ていると、そういったものを食べる機会は多くなっていると述べた。また F さんは、

（子供には）安心安全なものを食べさせたいが、ただ経済面での兼ね合いがある、Kさ

んは（自給やおすそ分けなどを始めとして）できる範囲で取り組むようにはしているが、

こちらで暮らしていれば自然とこういった物を食べるようになるのではないか、と回

答した。これに関連して、AB夫妻は、生産者側としてはなるべく安心安全な作物を出

荷したいと述べており、E さんは、生産の段階でどうしても農薬の必要性を感じるた

め、無農薬の大変さというものが理解できると述べていた。一方で、Iさんは近年の有

機作物のニーズは把握しているものの、「無農薬」というタグを少々オカルトチックな

ものとして捉えており、懐疑的であると話していた。 

 

d－2) 地産地消への取り組み 

次に「地域内で生産される食品であったり、長野県産などの地産地消は行っているか、 

もしくは取り組もうという意識はあるか」といった旨の問いについて、CD夫妻と Iさ

んは、こだわりは特にないと回答し、E さんと F さんは地元産のものがあれば購入す

る、GH 夫妻や L さんは自給したものとおすそ分けがあるので、結果的に地産地消に

なっていると述べた。Kさんはなるべく意識して取り組むようにしているそうで、同じ

ように自給とおすそ分けによって賄えていると語っていた。また、Jさんは物を買う際

に比較的品質を重視するそうだが、長野県産は品質が良いため、結果的に県内の物を買

うことが多いと語っていた。 

 

d－3) 家庭ごみを中心とした自然環境への配慮 

「リサイクルや、なるべくゴミを出さないなどの環境に配慮した行動は心掛けてい

るか」といった問いについては、AB 夫妻、CD 夫妻、J さん、K さんが、須坂市で推

奨されているコンポスターを利用してゴミ削減に取り組んでいると述べた。また、農作

物を生産している家庭の場合、少しの生ごみなら畑に撒くという対処をすることもあ

るそうだ。家畜を飼育している GH 夫妻は、飼っている動物たちにあげることもある

と語っていた。また、そもそも須坂市の家庭ごみの分別基準が厳しいことから、ごみに

対する意識は自然と強くなるといった声もあった。 
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終章 まとめと考察 

 

１） Iターンとグリーン志向の関連性 

 終章となる本章では、設定した仮説と、行った調査から判明した課題やこれからの展望に

ついて記述する。 

 

a) 仮説の明確化 

  まず、仮説である「Iターンとグリーン志向の関連性」の定義の明確化を行いたい。そ

もそも、今回筆者はグリーン志向という言葉を使っているが、本項ではその性質を「自然

に寄り添う暮らし」、「エコロジーを重視する思考」、「環境負荷をできるだけ減らそうとす

る意識や行動」などの、ロハスのエコロジー分野とグリーンコンシューマリズムを合致さ

せたような幅の広い意味合いで捉えている。また、調査を行った地域は、須坂市の中でも

それぞれ農村地域に近い属性を持っていることから、調査対象者は、Iターン者の中でも

特に「農村地域に Iターンを行った人々」と称することができるだろう。これらのことを

ふまえ、改めて仮説を整理すると「農村地域に Iターンを行った人々には、自然派や持続

可能的な生活を求める傾向がみられるのではないか」、となる。 

 

b) 調査の検討 

次に、実際に行った調査、並びに仮説の検討である。今回は、b－1 の「移住のきっか

け・動機」、d－1の「食生活における安全・健康」、d－2の「地産地消への取り組み」、d

－3の「家庭ごみを中心とした自然環境への配慮」の 4つの質問項目を中心として考察を

行いたい。 

まず、b－1 の「移住のきっかけ・動機」を検討する。言うまでもなく移住者たちの移

住理由は様々であったが、大きく二つの傾向が存在すると考えられる。それは、「企業形

態に対する不満」、「自然に対する親しみや羨望」である。前者は農家に多く、実際に東京

などの都市で就業したのちに、なんらかの不満、もしくは事情により退職し、新たな職業

と、それに伴うライフコースの選択のために移住を行う、といったパターンがみられた。

一方、後者は職業に関係なく、今回ヒアリングを行った移住者のほとんどにみられた傾向

である。移住者と自然の関わり方や程度はやはり様々であるものの、「自然に寄り添う暮

らしを求める」という意識はほぼ共通して存在していた。また、挙げた二つの他に、該当

した人数は少ないものの、「ライフスタイルの実現」を動機の一つとして持っている移住

者も存在した。広い意味では、前に述べた二つの動機も結果的に「これまでとは異なるラ

イフスタイルの実現」であったり、またはライフスタイル移住の一つに分類できるともい

えるのかもしれない。また、その内容も「（自然と親しむ）ライフスタイル」であること

から、二つ目の動機と類似していると考えられるかもしれない。しかし、この場合は、特

に「自分の望む生活を実現する」といった、明確に他と区別できる意識が存在しているこ

とから、ライフスタイルの実現を一項目として表現し、取り上げたい。 

次に d－1「食生活における安全・健康」、d－2の「地産地消への取り組み」であるが、

どちらもそれぞれ意識して取り組んでいるのは数人で、多くは「取り組んでいない」また

は、「意識していないが実行はしている」と述べていた。また、どちらの回答も、前述し
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たライフスタイル実現が動機として存在していた一人と子供を持つ父親である移住者以

外はまばらな層であった。 

最後に d－3の「家庭ごみを中心とした自然環境への配慮」である。家庭ごみ処理に対

する意識は、市の施策の影響である程度高くなっていると考えられるものの、コンポスタ

ーを中心として多くが意識的に取り組んでいると述べていた。その要因としては、調査対

象に農家が多いことも考えられる。 

以上のことから調査結果をまとめると、（今回調査を行った須坂市内の）農村地域へ I

ターンを行った移住者の多くは、「自然に親しむ生活をしたい」といった自然への憧れの

ような意識が高く、エコロジー的な意識も高かった。また、食の安全性や地産地消に取り

組んでいる人は、一部ではあるものの存在していた、となる。そのため、筆者が提案した

グリーン志向は一部では見出すことができるのではないかと考えられる。 

このような結果となった要因としては、例えば「自然との親しみ」は、移住者の多くが

現在生活を送っている農村のような地域ではなく、比較的自然が少ないといわれる都市

部からの移住であることや、都市部の住民は安息、気分転換の場として農村や田園地帯な

どの「自然」を日ごろから利用30しており、そういった体験からなるポジティブイメージ

が移住前から強く存在しているのではないか、ということが考えられる。一方で、エコロ

ジー意識は繰り返している通り、個人の意識というよりは須坂市の取り組みによるとこ

ろが大きいのではないだろうか。実際に行うことができる取り組みとその方法の紹介、補

助金の交付、また日ごろのごみの分別など、自らのエコロジー意識を具体的な行動に落と

し込むことができる環境づくりが行われていることが要因として考えられる。また、食に

ついては一部の数名以外はまばらな回答で、該当する数名にも共通する属性や特徴が認

められなかったため、この項目については移住者の特性や動機というよりかは個人の好

みといった結論になるのではないだろうか。 

そのほか、第一章で述べたような現代消費文化の傾向という観点からは、地方志向はも

ちろんだが、「金を出して何かを買う」という消費行動の象徴的ともいえる行為からでき

る限り身を置くといった人がみられたことからも、一部の人々にそういった脱消費、脱物

質主義的傾向が存在するという可能性は十分に考えられる。また、どちらかというと社会

志向やシェア志向といったことよりも、Facebook をはじめとした SNS だけではなく地

域住民や他の移住者や農家との交流などを積極的に行っていることから、文中ではあま

り述べていなかった人とのつながりを重視する「つながり志向」についての印象が色濃く

感じられた。要因としては、この消費社会の変遷というだけではなく、つながりを重視す

る地縁型地域社会に関連性の高い農家という職業に就いている人が調査対象に多かった

ことも考えられる。 

 

２） 課題と展望 

 今回行った一連の調査の反省としては、半構造化インタビューという形式を取るにも関

わらず、本来調査前に行う必要があった先行研究や定義の検討が不十分であったため、結果

 
30 この場合の「利用」は、ウインタースポーツなどのレジャーの場として、という意味合

いだけではなく視覚や聴覚で行う精神的なヒーリングなども含むのではないかと考える。 
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的に質問項目が少なくなってしまい、仮説に関わる情報が薄くなってしまったことがあげ

られる。例えば、谷垣（2017:19）が行った調査の質問項目の中では「出来るだけ自給自足

をしたい」、「モノをあまり買わない方である」などは、今回の調査の中に盛り込み、より調

査結果に説得力を持たせることができたかもしれない。また、調査時期が 9 月中旬という

農繁期であったため、移住者には相当の手間と時間をかける結果になってしまった。 

次回は、以上の反省点を生かし、事前調査や課題設定を抜かりなく行い、調査時期も地域

の事情を考慮して設定したいと思う。また、新規就農者以外にも前述した須坂モデルを利用

して須坂市で就業を行った移住者にも、機会があれば話を聞いてみたい。また、次回の検討

内容としては、グリーン志向だけではなく、ヒアリングの中で聞くことができた、移住者の

人との関わりや家族の関係など、つながりについて重点的に調査を行いたい。例を挙げるな

らば、地域の人々との関わりである。今回調査を行った対象者たちは適度な距離感を持って、

概ね良好な関係を築いているように感じられたが、移住前の不安要素として実際に多くが

この点を挙げていたことからも、この課題をいかに解決するということが、実際に地域に馴

染めるかどうかを決めるポイントであることは間違いない。 

また、そのほかに将来的な展望として、移住者 2 世のライフコースという課題も挙げて

おきたい。現在、新たな移住のムーブメントの中で多くの移住者が生活拠点を移しているが、

今回取り上げた田園回帰のような例は、前述したように東京を始めとした都市に一極集中

する流れとは反対の、都市から地方といった反対向きに行われている。そういった回帰を行

った人々は、自らと場合によっては配属者や家族を共にして、多くが主体的に移住を行い地

域に腰を下ろしているが、しかしその子供である移住 2 世は、移住を行った世代とは必ず

しも同じ考え方を持っているとはいえないだろう。移住当時はまだ生まれていない可能性

はもちろんあるし、子どものうちに親と共に移住したものの、成長していくにつれて考えが

変わるかもしれない。そういったとき、その子供たちは将来、昔親がしたように都市に出る

のか、それともその地域に住み続けるのか。また、親の過去の選択を受け、どういった考え

を持つのか、どういった職業選択をするのか。もし将来機会があれば、そういった分野の調

査を行いたい。 
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