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Abstract 

 The current status and characteristics of migration and settlement policies in Aomori Prefecture 
as of 2021 were confirmed through surveys with all 40 municipalities and interviews in Aomori 
Prefecture. Issues and possibilities, including the impact of COVID-19, were also discussed.  
Municipalities are highly interested in subsidies and subsidy systems, and tend to link them to the 
problem of vacant houses and vacant land. Reflecting the difficulty in grasping the actual situation 
of migration, many municipalities use the number of users of migration and settlement measures and 
the related population and exchange population as indicators of results, rather than the number of 
immigrants. COVID-19 has had an impact in the form of the cancellation of events. There are many 
requests to the national and prefectural governments for financial support, easing of conditions for 
the application of support systems, support and provision of information on advanced case studies 
and intermediary support, and many municipalities are facing challenges in responding to the 
Internet. There is a possibility that there is a gap between the current situation and the perceptions 
of municipalities regarding U-turns and jobs, and there is also a concern that the gap between 
municipalities in terms of immigration and settlement policies may widen in the future. 
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1．はじめに 

日本全体の人口減少と高齢化が加速する中，東

北 6 県は全国平均を上回るペースで人口が減って

いる（総務省，2020）１）．各県は危機感を強め，

少しでも状況を改善すべく，移住・定住施策に注

力してきた． 
しかし，少なくとも移住相談件数を指標とする

と，青森県の実績は東北で 下位クラスにある（ふ

るさと回帰支援センター，2021）２）．その背景に

は，青森県は寒冷な上，首都圏から遠く，移住先の

候補地にならないという思い込みや自己効力の低

さがあるとみられる（櫛引，2015）． 
それでも，後述するように，青森県内において

もさまざまな施策が試みられてきた．一方で，20
20 年頭から世界的に拡大した新型コロナウイル

ス感染症（以下，COVID-19）は人々の世界観や価

値観，生活感に大きな影響を及ぼしつつあり，移

住・定住を取り巻く環境は激変している．ただ，現

在進行形の事象でもあり，青森県内の市町村単位
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の学術的な検討はまだほとんど進んでいないか，

少なくとも本稿の執筆時点では結果が公表されて

いない．他県でも，例えば愛媛県の検討例（高村・

宋・岡松，2020）があるものの，市町村単位の検

討は多くはない． 
本研究は，2021 年時点における，青森県内の移

住・定住施策について，主に市町村が主体となっ

た施策に焦点を当て，俯瞰的な整理を試みるとと

もに，「仕事」の切り口から，特徴的な市町の取り

組みを記述，対比することを目的とする．さらに，

COVID-19 の影響を含めて，現状から浮かび上が

る論点や課題，将来への可能性について検討する． 
主な調査手法は，青森県地域活力振興課の協力

を得て実施した，県内全 40 市町村へのアンケー

ト，ならびに 3 市へのヒアリングである．アンケ

ートは 2021 年 7～8 月，電話での依頼後にメール

で調査票を送信し，回収した．また，ヒアリングは

対面とオンラインを併用して同年 10 月に実施し

た．このほか，7 月から 10 月にかけて，青森暮ら

しサポートセンター（県と県内 40 市町村が運営．

認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センターに委託），

全国的に移住者の人気が高い長野県飯山市などに

ヒアリングを実施しており，これらの結果を援用

する． 
なお，本研究には「新幹線」と関連する質問や記

述，考察が含まれる．これは，本研究が青森学術文

化振興財団の助成事業「『人口減少×新幹線』社会

の再デザイン」の一部として構想，実施された経

緯による．同事業はもともと，2019 年度から 3 カ

年計画でスタートした．本研究は，その 2 カ年目

の事業の一部である． 
本来は 2020 年度の実施を目指していたが，CO

VID-19 により 1 年延期し，内容も組み替えた上

で，2021 年度に「ポストコロナ時代の移住・定住

促進および受け皿づくりの研究と提言」事業とし

て実施した．当初の構想では，北陸新幹線や九州

新幹線の沿線地域と移住・定住施策を比較する予

定だったが，困難になったため，青森県内主体の

調査に切り替えた．また，ヒアリング中心の研究

計画を，アンケート･ヒアリングの併用に変更した． 
青森暮らしサポートセンターや飯山市へのヒア

リング結果など，一連の調査の詳細や考察は 2022
年 3 月，オンラインで公表している３）． 

 

2．概況 

２－１．青森県の人口の概況 

本項では青森県の人口を概観しておく． 
2015 年と 2020 年の国勢調査を比較すると，日

本全体では 0.7％の微減だったのに対し，青森県は

5.3%減少と国内ワースト 3 位だった．ワースト 1

 
【図 1】青森県の市町村の人口規模 

（国勢調査から櫛引作成） 

 
【図 2】青森県の市町村の人口増減数 

（国勢調査から櫛引作成） 

 
【図 3】青森県の市町村の人口増減率 

（国勢調査から櫛引作成） 



青森大学付属総合研究所紀要 Vol.23, No.2,8-27, March, 2022 
 

10 
 

が秋田県，次いで岩手県で，北東北 3 県の苦境が

 

【図 4】全国の移住相談件数の推移 

（ふるさと回帰支援センター・2020 年度年次報告書より引用） 

 
【図 5】2019 年度の都道府県別の移住相談件数 

（総務省の都道府県別移住相談件数まとめから櫛引作成） 

【図 6】東北 6 県の移住相談件数推移 

（青森県の資料から櫛引作成．左・件数，右・2016 年を 1 とした割合） 
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位が秋田県，次いで岩手県で，北東北 3 県の苦境

目立つ． 
青森県人口移動統計調査によると，2020 年 10

月 1 日現在の青森県の推計人口は 123 万 715 人

で，ピークだった 1983 年の 152 万 9,269 人に比

べて 29 万 8,554 人，19.5%もの減少をみた．近年

の減少幅は月 1,000 人以上，年 1 万 6,000 人ペー

スまで拡大している． 
青森県の人口は 1990 年代の一時期を除いて約

40 年，減少トレンドに歯止めがかからず，特に郡

部のほとんどでは 1950 年代以降，人口が減り続

けてきた． 
にもかかわらず，青森県全体で人口減少が重要

な課題と認識されるようになったのは，恐らく 2
000 年代に入ってからである．その根拠は，青森

県が毎年，刊行している「社会経済白書」が 200
2 年度版で初めて「人口減少」を特集テーマに取

り上げていることである． 
背景には，主要 3 市（青森，八戸，弘前）の人

口が，この時期まで減少に転じていなかったた

め，危機感が醸成されにくかった事情があると推

測される． 
 図 1～3 に市町村別の人口規模と減少幅，減少率

の図を示した．人口規模の大きな 3 市がそのまま

減少幅の上位を占め，これらの都市が果たしてき

た「人口ダム」機能が働かなくなっている様子が

うかがえる． 
自然減もさることながら，近年は社会減の影響

が大きく，2022 年 1 月 28 日に公表された 2021
年人口移動報告によると，青森県の転出超過数は

4,309 人で全国 7 位，人口比でみると長崎県（5,8
99 人）に次いで全国 2 位だった． 

 
２－２．移住相談の状況と青森県の施策 

移住相談件数を指標とする限り，全国的にみて，

青森県の実績は低調と言わざるを得ない．ふるさ

と回帰支援センターが対応した移住相談件数のま

とめによると，全国の移住相談件数は近年，急激

に伸びている（図 4）．しかし，総務省の集計では，

青森県は COVID-19 拡大前の 2019 年度，相談件

数は全国 36 位の 3,543 件，東北 6 県では 下位

にとどまっていた（図 5）． 
図 6 には，青森県地域活力振興課の提供資料か

ら作成した，東北 6 県の移住相談件数の推移を示

した．青森県は近年，東北平均に近い水準で件数

が伸びてはいるものの，実数は，岩手県と並んで

下位にある． 
 青森県は 2013 年度以降，企画政策部企画調整

課が移住・定住対策を担ってきた．2021 年度は

「『あおもりで暮らそう』推進プロジェクト」，「リ

モートワーカー等移住受入促進事業」，「関係人口

受入促進事業」，「あおもり移住・交流推進協議会

事業」が実施され，▼インターネットや新聞を使

った先輩移住者の「生の声」の発信▼全国規模の

移住イベントへの出展▼移住セミナー，移住相談

イベントの開催▼リモートワーカーの移住促進モ

デルの構築▼移住体験住宅などの整備に対する補

助▼移住サイト「あおもり暮らし」や SNS での情

報発信▼県単独のマッチングイベント「ローカル

プロジェクト市」開催，といった施策を展開して

いる． 

  

3．アンケート結果 

３－１．アンケートの概要 

 前記の通り，2021 年 7～8 月，県内全 40 市町村

にアンケートを実施し，全市町村から回答を得た．

質問項目は以下の通りである．また，回答は自由

記述形式とした． 

 
【質問 1】移住・定住施策を本格的に開始した時期 
【質問 2】移住・定住施策の基本方針・キャッチフ

レーズ等 
【質問 3】これまで参考にしてきた県内外の事例・

地域など 
【質問 4】これまでの施策の成果 
【質問 5】コロナ禍以前の施策の課題 
【質問 6】新型コロナウイルス感染症が移住・定住

施策に及ぼした影響と当面（今後 1～2 年）の見

通し 
【質問 7】関連する組織等に期待する情報，支援な  
 ど 
【質問 8】移住・定住と新幹線（駅），航空機（空

港）の関係性 
【質問 9】インターネットや SNS を活用している

か．また，効果や活用上の課題など 
【質問 10】その他，特に注目している話題，必要

としている情報など 
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３－２．結果の分析と考察 

アンケートの結果は，類似内容を分類し整理す

る形で行った．結果を分類・整理した内容の概要

や特徴を以下で説明するが，【質問 10】は意見や感

想等も含むため分類・整理の対象としていない． 

 
【質問１：移住・定住施策の開始時期について】 

移住・定住の施策を本格的に開始した時期は表

1 の結果となる．2015 年度以降に取り組みが集中

しており，8 割強の 33 の市町村が 2015 年度以降

となる．5 つの市町村がそれ以前に取り組みを始

めており，2 つの市町村は取り組み時期が不明で

ある． 
2015 年度に，地方自治体が実施する移住・定住

対策に要する経費に対して，特別交付税の措置が

実施されているため，そのことも同年度以降の取

り組み集中に関連していると思われる． 

 
【質問２：移住・定住施策の基本方針等】 

表 2 は，移住・定住施策の基本方針等に関する

回答内容を分類・整理したもので，回答した市町

村数は 33 である．自由記述の回答形式から，1 市

町村の回答内容が複数に分類されているため，合

計は回答市町村と同数の 33 にはならない．したが

って，当該質問以降も含めて，表中には回答市町

村の合計は示していない． 
まず移住定住の基本方針において，特定の対象

者，例えば子育て世帯や若者世代などに絞り込ん

でいる市町村の回答が も多い（市町村数 10）．ま
た，人材の確保や育成の視点に関して，基本方針

等で明確にしている市町村が少数ではあるが存在

している（市町村数 2）．仕事や産業を基本方針に

含めている市町村もあるが（市町村数 2），これは

人材確保の視点もあると捉えることができる． 

 
【質問３：参考にしてきた県内外の事例・地域】 

表 3 は，各市町村が参考にした施策内容につい

て分類した結果であり，10 ある質問の中で も回

答した市町村が少なく 19 である．その中で回答数

が も多かったのが，補助金や助成金関連である

（市町村数 7）．財源の問題を別にすれば，比較的

取り組みやすい施策と考えられる．また，近年問

題とされている空き家や空き地についても，移住・

定住と関係させた形で対応しようとしている市町

村が少なくない（市町村数 6）． 

【表 2】移住・定住施策の基本方針 

 

【表 1】移住・定住施策の開始時期 

 

【表 3】参考施策等の内容 
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【質問 4：これまでの移住・定住施策の成果等】 

ここでは，各市町村が何を移住・定住施策の成

果として捉えているのか，つまり移住した人数な

どの量的な成果自体ではなく，成果として把握し

ている「項目」に着目し分類・整理した（表 4）．
回答した市町村数は 38 である． 

も多い回答は，支援金や空き家バンクなど移

住・定住施策の利用者数を成果としているもので

ある（市町村数 19）．これは，転入者と移住者を間

接的に区別して把握できる項目だといえる．一方

で移住者数を成果としているのは，9 市町村（市町

村数内訳）のみであり，移住者自体が多くないこ

との表れだと考えられる．ただし，表にも示して

いるが，相談窓口利用後の移住者かどうか不明な

回答も 9 市町村の中に含まれている．また，移住・

定住へつなげるための関係人口や交流人口を成果

に挙げている市町村も多い（市町村数 15）． 

【質問５：コロナ禍以前の施策に関する課題】 

質問は施策に関する課題であったが，移住・定

住全般に関する課題を回答する市町村も多かった

ため，ここでは施策以外も含めた移住・定住に関

する課題全般として整理・分類した（表 5）．回答

した市町村数は 36 である． 
も回答の多かった課題は，移住・定住施策を

策定・実施する上で必要となる市役所や町村役場

自身，つまり内部に関連したものであり，体制や

部署間の連携，財源や人材・ノウハウなどである

（市町村数 13）．特に財源不足やノウハウといっ

た課題は，施策の未策定や未実行といった課題に

もつながっていると考えられる（市町村数内訳3）． 
仕事や仕事関連の施策を課題として挙げている

のが 7 市町村あり，多くはないが軽視できない．

また，移住後の定着を問題として回答したのが 1
市町村と も少なくなっており，先の質問 4 の回

答でも指摘したが，移住者を増やすこと自体が課

【表 4】成果の内容 

 

【表 5】コロナ以前の移住・定住に 

関する課題 
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題（テーマ）になっていると思われる． 

 
【質問６：コロナ禍が及ぼした影響と今後の見通

し】 

コロナ禍による移住・定住施策への影響や今後

について整理・分類したものが表 6 となる．回答

した市町村数は 39 である． 
コロナ禍の影響として多くの市町村が回答した

のは，首都圏で実施されていた移住・定住に関す

るイベントやフェアの中止である（市町村数 20）．
同数の回答となったのが，オンラインへの対応や

準備である（市町村数 20）．特に，回答内容の内訳

「オンライン（面談・情報発信）対応の問題」に関

して詳しく見てみると，首都圏でのイベントやフ

ェスが中止となった影響の大きさが理解できる．

それは，オンラインでの相談者は，すでに候補地

が絞り込まれていることが多く，イベントやフェ

スなどでは生じていた，他の市町村の「ついで」と

いった相談が成り立ちにくいと回答している．し

たがって，単純なオンライン機器等の整備や使い

方といった問題ではなく，当該市町村を知っても

らえる機会が減少することを問題視している． 
また，コロナ禍が続くことを考慮した場合，表

の回答内容の内訳で示している「地域住民の移住

者受入への心理的な抵抗」が市町村において懸念

されている（市町村数内訳 1）．これは，他県等か

らの来訪者に対して，地域住民が拒否感を示して

いることを意味する．１市町村のみの回答ではあ

るが，こういった他者の排除につながることは，

市町村にとってもマイナスであり注意が必要だと

思われる． 

 
【質問７：関連する組織等に期待する情報，支援

等】 

表 7 は，移住・定住関係する組織等に対して，

市町村が期待している内容を分類・整理したもの

となる．回答した市町村数は 28 である． 
期待することとして も多かったのが，国や県

に対する財政支援や支援制度の適用条件の緩和だ

った（回答市町村数 22）．質問１の移住・定住の本

格的取り組みが，特別交付税措置が実施された

2015 度以降から多くなることと整合的であるが，

財政については各市町村にとって重要なことであ

るのはいうまでもない． 
先進事例の情報を期待している市町村も多く存

在する（回答市町村数 10）．先進事例とは，効果が

表れている市町村の取り組み情報という意味だと

思われるが，それほど多く存在してはいないと考

【表 6】コロナ禍による影響と今後の見通し 
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えられる．ヒアリング調査を実施した飯山市も移

住・定住では知られた都市だが，ヒアリングから

は，地道な取り組みを継続していくことで地域の

イメージを上げていき，現在の成果につながって

いると捉えることができる． 
先の質問でも懸念を述べたが，移住者や関係人

口の地域への積極的な受入（市町村数 4）は，コ

ロナ禍によって他県等からの来訪者に対して，

地域住民が拒否感を持ってしまうことを懸念し

た回答と思われる． 

 
【質問８：移住・定住と新幹線（駅），航空機（空

港）との関係等】 

表 8 は，移住・定住と新幹線（駅）や空港との

関係性，および市町村の立地との関係性について

分類・整理したものである．回答した市町村数は

36 である． 
移住・定住と新幹線駅や空港が，何かしら関係

があると回答したのは 22 の市町村である．その中

でも，コロナ禍において注目されている働き方の

テレワークと，それにともなって必要となる首都

圏との行き来に着目した回答が多い（市町村数内

訳 13）． 
また，20 の市町村が，当該市町村と新幹線駅や

空港との関係について，アクセスや立地はいいと

回答している．テレワークや企業誘致（企業オフ

ィスの誘致等）を考慮した場合，今後どのように

活かしていくのか，支援等の必要性も含めて注視

する必要があろう． 

 
【質問９：インターネットや SNS の活用状況と効

果や課題】 

質問 9 に回答した市町村数は 37 であり，約半

数が独自のサイトや SNS で情報の発信等を行っ

ている（市町村数内訳 18）．ただし，情報の整理や

集約，あるいは対象者別（ニーズ別）の発信方法な

どを課題と考えている市町村もまた多く存在して

おり（市町村数 14），そのため情報発信の効果につ

いても問題となっている（市町村数内訳５）また，

市町村数内訳が 4 と少ないが，アクセスや問い合

わせといった効果がでているとの回答もある（市

町村内訳 4）． 

 

【表 8】移住・定住と新幹線駅・空港との

関係 

 

【表 7】市町村が期待すること 
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【質問 10：その他，特に注目している話題，必要

としている情報など】 

 本項目については回答を要約，列挙する． 

 
 ・首都圏での移住イベント以外の県外（特に首

都圏）の移住希望者に対する情報発信方法． 
 ・高齢化率県内一（17 年連続）の 54.94％，一

次産業の担い手不足，地元高校の閉校，祭り

での関係人口創出，雇用の場の確保，このよ

うな状況での移住・定住施策，ワーケーショ

ンやアドレスホッパー等の拠点整備など，町

の今後の方向性として参考となる自治体や施

策などの情報． 
 ・町外在住の学生インターン等を活用したワー

ケーション等の事業ができれば，外からの視

点も入った体験アクティビティやＰＲ方法の

提案ができ，利用者増加につながるのではな

いかと考えている． 
 ・いわば自治体存続のための移住者獲得競争と

なっているのが実情．とがった施策や地域の

魅力が無い自治体は候補から外れる．いかに

他市町村と差別化できるかが永遠の課題． 
 ・女性が住みたくなるまちづくり，二地域居住，

空き家の活用，廃校を活用した雇用創出や交

流活動，域学連携による地域活性化． 
 ・都市から地方への企業移転が進むほか，リモ

ートワークの推進によりテレワーク環境整備

が推進．今年度，コワーキングスペースを開

設したが，想定を上回る利用状況や反響．八

戸圏域において更なるテレワーク環境の整備

が進むことにより，圏域を構成する自治体へ

の移住・定住がより図られると期待． 
 ・若者がどんな情報を望んでいるのかを知りた

い．また現在は新型コロナウイルスによりリ

アルな体験ができないため，いずれその「リ

アルな体験」に再注目が注がれると思ってい

る．三八管内ではＵターンによる若者の移住

相談が津軽方面と比べて少なく感じており，

地元愛がについて差があるのか知りたい．財

政担当を含めて，自治体の自主財源が少ない

なか，さまざまな方向性で移住施策を取り組

んで見たくても，予算が少額でもそれを実施

してみることすらできない． 
 ・関係人口の創出． 

 
 本項目については，回答数が少なかったが，市

町村が置かれた環境によるポテンシャルの格差に

対する危機意識が複数みられた．同時に，横並び

の移住者獲得競争の構造においてどう特色を出す

か，手近な事業への反響を起点に，模索が続いて

いる様子が浮き彫りになっている． 

 

【アンケート結果のまとめ】 

 以上の結果から，ポイントを列挙すると次のよ

うになる． 

 
・国が特別交付税措置を始めた 2015 年度以前に

着手した市町村は少数であり，大半が 2015 年

度以降である． 
・子育て世代や若者をターゲットにしている市町

村が目立つ 
・先進事例については補助金・助成金制度を参照

している市町村が比較的多く，空き家・空き地

問題とリンクさせる傾向もある 
・施策の成果は，移住・定住施策の利用者数や関係

人口・交流人口を指標としている市町村が多い．

移住者数そのものを指標としている市町村は限

定的で，移住者自体がまだ多くはないことの反

映と考えられる． 
・施策展開上の課題には，実施体制や部署間の連

携，財源，人材・ノウハウを挙げる市町村が多

く，次いで仕事・仕事関連の施策が目立つ． 
・COVID-19 の影響としては，イベント・フェア

の中止，オンライン化への対応が 多．特に後

【表 9】SNS 等の活用状況と効果や課題 
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者は，技術的な問題ではなく，「自らの市町村を

知ってもらう機会の減少への対応」という意味

合いがある． 
・関連する組織への要望として 多だったのは，

国・県に対する財政支援や支援制度の適用条件

の緩和だった．次いで，国・県による先進事例

の情報提供・共有，中間支援に関する組織・機

能をめぐる対応や支援，周辺市町村や住民組織

との連携が多かった． 
・半数強の 22 市町村が，移住・定住と新幹線駅

や空港の関係性に着目している．また，半数の

20 市町村が，新幹線駅・空港とのアクセスが良

好と回答している． 
・独自のサイトや SNS 活用を手掛けている市町

村は 18 市町村と半数に満たない．この分野で

課題を抱えていると回答した市町村も 14 市町

村に上る． 

 

4．ヒアリング結果 

市町村アンケートの記述や移住・定住支援関係

者の証言，新幹線駅・空港との位置関係を考慮し，

弘前市，八戸市，十和田市，七戸町の 4 市町にヒ

アリングを実施した（図 8）．本節では，結果的に，

「仕事」をめぐって対照的な施策を確認できた 3
市について，アンケートとヒアリング内容の概要

を紹介，検討する４）． 

 
４－１．八戸市 

 八戸市はアンケートに加え，2021 年 10 月，広

報統計課シティプロモーション推進室を対象にヒ

アリングを実施した．以下，アンケートとヒアリ

ングのポイントを記述する． 

 
【特徴】移住の総合窓口をシティプロモーション

推進室に置き，移住希望者に対応する一方，移

住希望者の多くが 大の関心を向ける「職」に

ついては，職業紹介や支援事業など「仕事」を起

点とした施策を産業労政課が担当，「ほんのり温

ったか八戸移住計画支援事業」を実施している． 
【新幹線との関連】2002 年 12 月の東北新幹線・

八戸開業以降，多くの企業が進出したことから

「働く場が増えたことが新幹線の効果」と認識

している． 
【施策のスタートと基本方針】本格的に開始した

のは，国の事業スタートと同時期の 2015 年度．

施策の中心は「首都圏からの UIJ ターン就職希

望者」． 
【実績】2020 年度の移住相談件数は 2015 年度に

比べて 8 倍（44 件から 371 件）となった（表

10）．また青森暮らしサポートセンターの調査に

よると，県内移住数のうち八戸市への移住者が

2017 年度から 3 年連続で県内 1 位だった（表

11）． 
【課題】首都圏等の移住希望者に対する情報の届

け方． 

【表 11】移住実績（「ほんのり温ったか八戸 
移住計画支援事業利用者） 

 

（八戸市の提供資料から櫛引作成） 

【表 10】八戸市相談窓口の相談受付件数 

 
（八戸市の提供資料から櫛引作成） 

 
【図 7】ヒアリング対象の 4 市町と新幹線駅・

空港の立地（櫛引作成） 
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【COVID-19 の影響】首都圏開催のイベントが中止

されたことが大きい．対応のオンライン化を進

めているが，オンラインで相談する人は移住先

が決まっているか，候補地を絞り込んでいる人

のため，八戸市を新たに知ってもらう機会は減

るとみている． 

【要望】国に対して：移住者の定義の策定と，移住

者数の把握▼県に対して：県民局単位での移住

への取り組み 

【移住・定住と新幹線（駅）・航空機（空港）の関

係性】新幹線駅があることは少なからず移住を

検討する際の強みになっていると思う．高速道

路を含めた交通アクセスの良さにより，企業誘

致が好調であることで，働く場所が確保されて

いることも強み． 

【インターネットや SNS 活用の効果・課題】窓口

となるメールアドレス「iju@city.hachinohe.lg.j
p」を運用．市 HP のほか，八戸都市圏事業とし

てポータルサイト（半都半邑の楽しさ），Faceb
ook，Instagram を活用．インターネットや SN
S は匿名性が高いため効果が目に見えることは

少ないが，情報発信を続けることが重要． 
【特に注目している話題】2025 年に見込まれてい

る東京都の人口減少． 
 

 アンケートおよびヒアリング結果に，筆者らに

よる現地の状況の観察を併せると，八戸市の取り

組みの特色は以下のようにまとめられる． 

  
◎シティプロモーションの担当セクションが窓

口となりつつ，「仕事」を軸に，産業労政課と

一体化した施策を展開している． 
◎他の市町村でニーズが聞かれる「中間支援機

能」は，「あると助かるが，移住後に相談の連

絡はあまりなく，新たなコミュニティで情報

が得られていると考えられる」との回答だっ

た．上記のように「仕事」が起点となり，職場

つながりで自然に中間支援機能が稼働してい

る可能性がある． 
◎同時に，八戸市には 2021 年度に総務大臣賞

を受賞した「まちぐみ」という住民組織が存

在するなど，まち全体としての中間支援機能

がある程度，稼働していることが影響してい

る可能性がある． 

◎企業活動や市民活動では一般的な「専用のメ

ールアドレス」を稼働させている．アンケー

ト実施段階では青森県内で唯一の事例であり，

大きな効果を発揮している可能性がある． 
◎シティプロモーション推進室にデザイン担当

の職員を配置しており，地元のパブリシティ

やブランド戦略，さらにはソーシャル・デザ

インにも効果を発揮している可能性がある． 

 

４－２．弘前市 

弘前市についてはアンケートに加え，2021年 10
月，ヒアリングを市企画課・人口減少対策担当に

実施した．以下，アンケートとヒアリングのポイ

ントを記述する． 

 
【特徴】産業基盤の弱さなどを考慮し，若年層の

転出を前提に「県外転出 10 年後に向けた弘前 U
ターンモデル」をうたって施策を体系化してい

る（図 9）．小学校から大学に至る世代に，郷土

教育や職場体験などを組み合わせた教育施策を

実施する一方，ベテラン農業者が新規就農者を

支援する「農業里親研修事業」などの構築を通

じて，多様な受け皿づくりを進めている． 

【「10 年後の U ターン」施策】小中高大とそれぞれ

のステージで，地域への愛着を持ってもらう事

業に取り組んでいる（小中学生：「ひろさき卍学」

事業＝郷土学習，高校生・大学生：「地域マネジ

メント人材育成」事業，地元企業の働く女性と

中高生のマッチング・プログラム，インターン

シップ，地域産業の職場体験）．地元企業は人材

育成や世代交代に課題を抱えている．「若者たち

が外へ出たい気持ちも分かる．いったん外へ出

て戻り，地元の良さに気付いてほしい． 
 

【施策のスタートと基本方針，キャッチフレーズ】

弘前市経営計画（2014 年策定）で，人口減少を

抑制し，地域経済の維持・成長を目的として「弘

前市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を新たな

人口減少対策に位置付けることを明記，「弘前へ

の新しいひとの流れと次の時代を託す人材の育

成」を掲げる．2016 年，ひろさき移住サポート

センターを設置．キャッチフレーズは「弘前ぐ
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らし」． 
【参考にしてきた県内外の事例・地域】2014 年に

視察を実施．高知県須崎市：「NPO 法人暮らす

さき」へ移住者支援を委託▼高知県庁：お試し

滞在住宅等の移住者支援住宅整備促進▼長野県

飯山市：移住者の協力による広告等制度，案内

人制度の実施▼富山県南砺市：移住体験ハウス・

ツアーの開催▼石川県能美市：定住促進補助金

制度（住宅取得時の補助金）など． 
【実績】移住相談及び相談実績（圏域全体）は表

12 の通り．2015 年度から地域おこし協力隊を

導入し，地域配属やローカルベンチャー育成事

業などの分野で 31 人の隊員を受け入れ．退任

した 17 名のうち 12 名が市内，3 名が県内に

定住．協力隊導入により，若い世代を巻き込ん

だ活動や全国的な知名度を有する事業（冬に咲

くさくらライトアップ）の企画・実施のほか，起

業家育成，伝統工芸の継承などにおいて成果が

生まれている． 

【課題】希望する仕事が見つけられず移住に至ら

ないケースがある．弘前大学をはじめとした高

等教育機関の存在により市内外から若者が集ま

りやすい環境でありながら，卒業後に県外流出

する若者が多い． 

【COVID-19 の影響】これまでは「いつか移住でき

たら」という漠然とした相談が多くみられてい

たが，コロナ禍においては移住時期や希望する

職種など，より本気度の高い具体的な移住相談

がみられるようになっている．新型コロナウイ

ルス感染症により「出社」にこだわらない働き

方が普及していることも要因となり，「移住のた

めには転職」という既成概念にとらわれず，現

在の業務を移住先でも引き続き行う「リモート

【表 12】弘前圏域への移住相談および移住件数 

 

    （弘前市の提供資料から櫛引作成， 
2021 年 12 月末時点） 

 
【図 9】弘前市の「県外転出１０年後に向けた弘前Ｕターンモデル」 

（提供：弘前市企画課人口減少対策担当，2021 年 12 月末時点） 
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ワーク移住」が増えると予測する．また，地方に

希望する仕事がないため都市部で働いていた方

が，地方で希望する分野での起業・創業を目指

すほか，半農半 X による複合的な働き方を検討

するなど，これまで多く見られた「就職」以外の

働き方による移住が増加することも予測される． 

【要望】国：移住支援金制度の充実．2021 年度か

ら市町村による関係人口特認要件が新設された

ことで，移住先条件を緩和させることはできた

ものの，移住元である東京 23 区要件により移住

支援金を活用できない事例が多い▼県：現在，

移住関連イベント・セミナー・勉強会等の開催

がメーンで行われているが，移住検討者に寄り

添った移住支援ができる中間支援組織の設立・

運営を期待．例：仕事や住まい等に関する相談

について，利用者の希望する求人情報を提供，

関係者とのマッチング，一緒に物件を探すなど，

利用者に寄り添いきめ細かに対応するコンシェ

ルジュ的な動きをする団体（地域おこし協力隊

の OB・OG 等を活用）など▼その他：地域おこ

し協力隊の受け入れ母体となる組織や，移住者

のコミュニティ形成に資するような団体などの

増加を期待． 

【移住・定住と新幹線（駅）・航空機（空港）の関

係性】弘前市から新幹線を利用するには特急つ

がるで新青森駅まで約 30 分（ 短），飛行機を

利用するには連絡バスで青森空港まで約 55 分

と，アクセスには比較的良好な立地関係．移住

を考える人は，移住後も都市部等に移動する機

会があることを考えると，移住先と都市部等は

遠すぎないこともポイント．ただし，アクセス

が良いことで，「いつでも帰ってこられるから」

と都市部に転出してしまう場合があることも

「定住」の面では懸念される． 

【インターネットや SNS 活用の効果・課題】移住

ホームページ「弘前ぐらし」を開設しているほ

か，「弘前ぐらし」Facebook ページ，弘前市東

京事務所  の Facebook ページと Twitter，

Instagram アカウントを運用．「弘前ぐらし」ホ

ームページは 2020 年度から市民ライター記事

の掲載を始めたことも要因となり，サイト訪問

者数が 2019 年度の 1 万 5,154 件から 3 万 4,170

件に伸びた．東京事務所の Instagram アカウン

トはは津軽弁講座「すぐに使えるちょこっと津

軽弁」が好評を博している．情報発信のターゲ

ットは，弘前大学の出身者など，「住んだことの

ある人」． 

【コミュニティ・ラボ】東京では若年層を対象に

した集まり「コミュニティ・ラボ」を実施してい

る．もともとは対面の催しだったが，COVID-19

の影響でオンラインに切り替えた．人数は多く

はないが，継続が大切． 

【仕事】移住者の仕事関連は課題を抱えている．

ハローワークや弘前商工会議所とも連携し，マ

ッチングを図っている．地元企業は求人サイト

に広告などを出せないので，代わりの発信を心

がけている．首都圏の人々がリモートワークに

取り組む事例が出てきた． 

【農業の担い手支援】農業の担い手確保などに取

り組む「ひろさき農業総合支援協議会」が，農業

里親研修制度により新規就農のサポートを開始

した． 

【その他】弘前市以外の周辺市町村は以前，弘前

圏域移住交流デザイナーと定期的にミーティン

グを行う機会がなかった．現在は 1 市 2 町が月

１回程度の定期的ミーティング機会を設けてお

り，この 1 市 2 町では移住推進への取り組みが

活発化している▼地域おこし協力隊の OB で，

地元メディアに就職した男性が，「冬に咲くさく

らライトアップ」事業をクラウドファンディン

グで実現するといった展開も見られている． 

 

アンケートとヒアリングに基づき，弘前市の取

り組みの特色をまとめると，以下のようになる． 

 

◎第 2 次産業の弱さを認識し，さらには転出し

ようとする若者をとどめようとする営みの限

界を直視した上で，新設の制度を含めて施策
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を体系化した点が大きな特色と言える． 
 ◎高等教育機関が集積している利点を生かし，

小学校から大学までの教育に縦串を通した形

の（地域）教育施策が注目される． 
 ◎以前からネットや SNS 活用では県内の先端

を走り，シティプロモーションの分野でもさ

まざまな施策を展開してきたが，これらを融

合させ，絶えず新たな取り組みを生み出して

いる点で，「総合力」を発揮していると言える．

東京事務所の開設と発信の効果も注目される． 
 ◎津軽弁など，従来ならネガティブに捉えられ

たコンテンツがポジティブに評価されつつあ

る流れをつかみ，あらゆる要素を活用する姿

勢も見いだせる． 
 
４－３．十和田市 

十和田市はアンケートに加え，2021 年 10 月，

ヒアリングを市政策調整課人口減少・定住自立圏

係に実施した．以下，アンケートとヒアリングの

ポイントを記述する． 

 
【特徴】中核市またはそれに準じた規模の両市に

対し，人口約 6 万人の十和田市は，秋田県小坂

町も含む 2 市 7 町 1 村の上十三・十和田湖広域

定住自立圏（約 20 万人）の枠組みで施策を展開

している．他都市と同様，「住まいと仕事」に比

重を置きつつ，職と住の分担など，広域圏内で

の役割を強く意識している．移住者アンケート

によれば住環境の評価が高いが，要因の一つと

して，移住者を受容する，開かれた土地柄を挙

げている．移住者の 3 分の 2 は県内から，3 分

の 1 は県外から（2020 年度）．移住理由の 多

は「住環境」で，7 割が 40 代以下．その半数が

子育て世代で，また，半数が市外出身者．十和田

市中心部と十和田湖エリアは，移住してくる住

民の層に違いがある． 
【施策のスタートと基本方針】2015 年度（地方創

生先行型交付金を活用し，移住・定住施策を本

格的に開始）．ただし，2013～2014 年，独自に

「お試し」企画を実施している．2014 年に若手

職員 6 人が市長らの氏名により選出され，部局

を超えて移住・定住施策などを提案し，空き家

バンクなどの施策が実現．この際，建設部出身

の技師職の職員が担当になり，そのまま 7 年間，

継続して担当している▼「魅力的な移住候補地

として情報発信を進めるとともに，自身や家族

とつながりがある人々の移住希望割合が比較的

高いことから，Ｕターン希望者の要望に応えら

れる受入支援体制を継続しつつ，特定の地域に

継続的に多様な形で関わる関係人口の創出・拡

大に取り組み，将来的な移住にもつながるよう，

本市とのつながりを築き，新しいひとの流れを

つくります」（十和田市まち・ひと・しごと創生

人口ビジョン・第 2 期総合戦略から）▼ブラン

ド戦略で優位に立つ必要がある．首都圏の人々

のニーズをどう察知するかがポイント．年に2，
3 人だが，若い世代で「十和田湖があるから移住

を考えたい」という人もいる．移住パンフレッ

トなどのデザインは八戸の業者に依頼している．

I ターン組に見てもらいたい．情報発信をしっか

りしていく． 
【参考にしてきた県内外の事例・地域】特になし． 

【実績】移住定住事業の利用世帯数は基準値 38 世

帯／年（2018 年度）に対し，実績値 57 世帯／

年（2020 年度）．移住者や地域住民との交流会

実施により，交流会でつながりを得た人々交流

や活動の促進など． 
【課題】若年層の進学等による転出超過の改善，

移住後の定住に向けた取り組み，首都圏からの

転入に対する取り組みの強化． 
【COVID-19 の影響】首都圏で開催する移住フェア

等の参加ができなくなった．主に県外の移住希

望者に対して緊急事態宣言時，移住お試し住宅

の利用を不承認とした．オンラインを活用した

移住相談体制を整備した． 
【要望】移住支援金の対象地域に東京都のほか，

埼玉県，千葉県，神奈川県を含めること（国，

県）． 
【移住・定住と新幹線（駅）・航空機（空港）の関

係性】新幹線（駅），航空機（空港）などは一定

人口を有する都市部に立地している場合が多い

ため，都市部においては，移住・定住者数も多い

と考えられる，七戸十和田駅，三沢空港などが

比較的近く，交通アクセスの利便性では，移住

を検討する際のメリットの一つとなっていると

考えられる． 
【インターネットや SNS 活用の効果・課題】移住

促進のため，移住を PR するポータルサイトの
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記事の追加や更新，SNS 広告の活用による首都

圏の若者を対象とした情報発信等を実施．ポー

タルサイト閲覧者数が 1.5 倍以上となるなど一

定の効果が確認できた．今後は移住・定住の実

現に向けた取り組みが課題．SNS は 2020 年度

にスタートさせた．ターゲットは首都圏などに

住む十和田出身者．遠くに住んでいても，気に

掛けてほしい．自分たちのまちを彼らがどれだ

け知っているか．地域づくりと教育を関連づけ

て展開していく必要がある． 
【住まい】首都圏の人は住まいと仕事に反応する．

空き家バンクの取り組みに力を入れている．ま

た，移住フェアを契機に移り住む例は年に 2，3
件だが，大事にしていきたい． 

【圏域】「圏域としての移住・定住事業の展開に一

体感がある」との評価について．もともと地域

としての一体感があるためではないか．事業と

しても，担当者レベルでなく全体としての一体

感があると感じる．十和田市単独だと人口約 6
万人で，仕事にしても住まいにしてもニーズに

応えきれない例が出てくるが，圏域全体で 20 万

人だと，さまざまなバリエーションが生まれる．

就職サイトへのきめ細かな対応も可能になる． 

 
アンケートとヒアリング，さらに筆者らの見聞

に基づき，十和田市の取り組みの特色をまとめる

と，以下のようになる． 

 
◎組織的な取り組みを国の施策に先行させ，ま

た，従来の部局の枠や職員のキャリアパスを

組み替える形で事業を実施している点が大き

な特色である．定期的な異動に伴う「輪切り」

が発生しがちな中，同一の職員が担当し続け

る利点も見いだせる． 
◎青森県内への移住希望が青森，弘前，八戸の 3

市に偏りがちな一方，「住民基本台帳人口」を

増やすことに意識が向きがちな市町村も珍し

くない中で，「県境を越えた広域圏域」を舞台

に，「居住」と「仕事」を分けて移住・定住施

策を展開している． 
◎十和田市現代美術館では，地方美術館として

は全国有数の人気を誇る．奥入瀬渓流・十和

田湖と相まって，同市のブランド・イメージ

に貢献している可能性がある． 

◎パンフレットやネットでの発信と SNS の戦

略を使い分けている点も注目される．また，

地域づくりと教育の関連づけは，弘前市の戦

略に共通する．COVID-19 の影響を受けつつ，

オンラインで移住相談体制を整えたとの回答

も注目される． 
◎東北新幹線・七戸十和田駅まで直線距離で約

13km，乗用車なら 20 分ほどの距離であり，

例えば青森市東部から新青森駅へ向かうこと

を考えれば，距離的・時間的なハンディには

ならないと考えられる．駅名に「十和田」の名

がついている点も有利である． 

 

5．考察 

5－1．アンケートとヒアリングの全体的な評価 

先述のように，アンケートの結果，県内の市町

村の多くは国の特別交付税措置に応じて，2015 年

前後に移住・定住施策に本格着手した事を確認で

きた．全国に比べると着手の時期が遅れている． 
その背景や構造については櫛引（2015）で論じ

た通りである．全国的には，「団塊の世代」の定年

退職が始まった 2000 年代半ばに地方への移住促

進施策がスタートしているが，当時の青森県内は

「移住先に青森県を選ぶ人がいるのか」という空

気があった． 
なお，牧山・平林・細谷（2014）によれば，2014

年度時点で，東日本の市町村について移住・定住

関連のホームページを開設している割合を調べた

結果，青森県は 15%と極端に低く，著者らは「理

由を判断できなかった」と記している． 
 ネット対応自体は，今なお青森県のボトルネッ

クと言える状況が続いている．独自のサイトや

SNS 活用を手掛けている市町村は 18 市町村と半

数に満たない．背景には，地元の IT リテラシーの

低さがある．青森県のインターネット利用率は長

く全国 低水準で，近年は多少，向上したものの，

新の情報通信白書でも 75.3%と全国 42 位であ

る現状の反映でもある．詳しくは後述する． 
 U ターンをめぐっては，議論の余地が残る結果

となった．秋山（2020）は既往の研究のレビュー

から，移住対策は全国的に U ターン者重視の傾向

が強いことを見いだしている．また，筆者らが

2021 年 10 月に実施した青森暮らしサポートセン
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ターへのヒアリングによると，相談者の大半は U
ターン者，もしくは地元に何らかの縁＝ゆかり＝

がある人々である． 
にもかかわらず，アンケートをみる限り，市町

村にとって U ターン者は，働きかけの対象として，

それほど意識されていない．つまり，現状と市町

村側の認識に大きなギャップが存在する可能性を

否定できない．このような状況を視野に入れた上

で，戦略を再構築する必要があろう． 
 また，施策展開上の課題には，実施体制や部署

間の連携，財源，人材・ノウハウを挙げる市町村が

多かった． 
 COVID-19 の影響については，現時点ではイベ

ント・フェアの中止，オンライン化への対応が意

識されている．市町村による IT スキルや取り組み

体制の差が大きくなってくる可能性もある． 
話題を呼んでいるリモートワークやワーケーシ

ョンへの言及も目立つが，これらは移動の利便性

ともセットになっており，全国的な競合も存在す

る．地元側はまず，何らかの形で「自ら」これらを

体験し，不備な点を修正しつつ，利用者の視点と

立場を踏まえて，地元におけるポテンシャルと有

用性をアピールする必要があるだろう． 

 国や県，他の組織に関する要望としては，財政

支援や支援制度の適用条件の緩和が 多だった．

注目されるのは，「移住の定義」を八戸市などが求

めていることである． 
 筒井・佐久間・嵩（2018）は，「移住」の実数の

把握が困難であることを指摘している．そして，

同様の証言は本研究のヒアリングでも聞かれた．

その要因は，あまりに「移住」の様相が多岐にわた

ることだと推測される．国に取り組みを委ねても

実効性のある定義がなされるとは限らず，実態把

握や整理については，自治体側から，現場の事情

に即した提起や提案を試みる道もあるかもしれな

い． 
後に，アンケートでは半数強の 22 市町村が，

移住・定住と新幹線駅や空港の関係性に着目して

いる．さらに，半数の 20 市町村が，新幹線駅・空

港とのアクセスが良好と回答している．何より，

八戸市の場合はより直接的に，新幹線の効果を「働

く場所の増加」という形で，移住と関連づけて認

識している．これらの回答が，今後の施策にどう

反映していくかが，注視していく必要があろう． 

冒頭に記したように，本研究はもともと，移住・

定住と新幹線の関係性を，地域別に明らかにする

ことを目的としていた．しかし，コロナ禍によっ

て方向性をシフトさせた結果，「新幹線というキー

ワードを意識した，2021 年度時点での，青森県に

おける移住・定住論」の色彩を帯びた． 
そして，新幹線が地域に及ぼした影響の痕跡は

随所に確認できた．例えば，弘前市が首都圏で展

開している「コミュニティ・ラボ」は，東北新幹

線・新青森開業東北新幹線・新青森開業を起点に

弘前市が展開してきた観光施策「弘前感交劇場」

を進めるため，2008 年に発足，2013 年まで活動

した実務者会議「やわらかネット」が源流である．

八戸市の場合は，新幹線開業という「まちの文化

の曲がり角」を切り抜け，シビックプライドの向

上に成功するとともに，まちのマネジメントのバ

ージョンアップにも成功している可能性がある． 
 このように考えると，「新幹線開業」という大き

なイベントに，そのまちがどう向き合ったかは，

大きなポイントとなり得る．「前例のない事態」に，

正解は得られなくても全力で悩んだまちは，「所与

の条件を使い尽くす」ことを学び，地域経営のバ

ージョンアップを実現した，という仮説を設定で

きる．そして，その経験が，移住・定住促進の施策

にも反映しているように見える．これらの点の検

証を今後の課題の一つと位置付けたい． 

 
5－2．「仕事」をめぐって 

「仕事」は移住をめぐる 大のポイントの一つ

である．そして，これまでの「仕事」観の修正や，

まだ意識されていない空白の存在も浮かび上がる．

本研究では，特に「仕事」をめぐる対照的なアプロ

ーチを，八戸，弘前，十和田の 3 市で確認できた． 
八戸市は，移住対応と求職対応が組み合わさっ

た，「仕事軸型」とでも言うべき展開が特徴的であ

る．その背景には，IT 産業をはじめとする，採用

力とバリエーションのある企業群の存在があり，

企業が増えた要因の一つは，間違いなく 2002 年

の東北新幹線開業と言える． 
弘前市は，「仕事」の面ではパイが小さいものの，

10 年スパンでの，しかも既に住んでいる子どもた

ちの教育に焦点を当て，しかも縦軸を通して「地

元に住むことの意義」を考えさせ，さまざまな体

験を体系化している取り組みが注目される． 
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また，十和田市は，市町村の枠を超えた広域で

の施策やパートナーシップづくり，さらには行政

の仕事の体制の在り方について一石を投じる形で

の取り組みを展開している． 
 青森暮らしサポートセンターへのヒアリングで

は，収入不足を補いつつ，地域社会における移住

者の「居場所」を開拓する意味で，地域に必ず存在

するはずの「小さな仕事」を探しだし，情報を集約

する仕組みづくりの視点が，議論から提起された．

また，移住相談の時点で，求職者の「仕事・スキル」

をデータベース化したり，逆に，移住相談を意識

して，地元企業が求める人材やスキルをデータベ

ース化したりする，というアイデアも浮上した． 

なお，市町村アンケート結果をみると，「仕事」

に対する関心度がそれほど高いとはいえない点が

あらためて注目される．青森暮らしサポートセン

ターへのヒアリングによれば，移住希望者にとっ

て仕事は 大の関心事の一つである半面，収入の

水準や職種のバリエーションへの期待値は必ずし

も高くない．また，移住希望先は青森，弘前，八戸

の 3 市に偏りがちである．市町村側の関心度は，

これらの事情を反映した，自己評価の低さを示し

ている可能性がある．ただし，U ターンの項目と

同様，現状と市町村側の認識に，ギャップが存在

している可能性もある． 

 
5－3．ネットをめぐって 

先述の通り，本研究を通じて，ネット対応の弱

さと迷いがあらためて浮き彫りになった． 
アンケートやヒアリングでも指摘があったが，

サイトの閲覧者数や SNS での「いいね！」の数は，

一つの指標になるとはいえ，ネットの反響がどこ

でどう，実際の移住につながるかは分かりにくい．

それでも，地道に努力を続けていくしかない．そ

して，そのような努力は，まずは地元に住んでい

る人々が自らの地域を知り，「伝えたいこと，伝え

るべきこと」を確かめる営みが起点となる． 
その意味で，「ネットに何を載せるか」について

も再考が必要である．「伝えたいこと」に加えて，

「移住希望者が知りたいこと」を意識できるかが

大きなポイントとなる． 
例えば「大都市圏から転居した場合の所得の減

少幅や生活コスト」はニーズが非常に高いという．

これらの情報に意識を向けなければ，それはその

まま，「移住者の生活には無関心」という姿勢の現

れと受け取られるに違いない． 
技術的な問題以前に，「どんな情報を誰に，いか

に伝えるか」という，初歩的な IT リテラシーの涵

養が不可欠といえる．例えば，八戸市が移住者向

けのアドレス「iju@」を用意している例は，とても

単純な手法ながら，極めて実用的，かつ効果的と

感じられる． 
加えて，ポイントになるのは「安心情報」の提供

である．本研究のヒアリングでも「行政の役割は

安全・安心情報の提供」という提起があった．「医

療・福祉」，さらには「教育」など，多様なニーズ

を積極的に把握し，対応を検討する必要があろう． 
 また，ネットや IT との関連で，あらためて確認

できるのは「デザイナー」の力，役割である．移住

施策関連のパンフレットなどのデザインは，その

ままソーシャル・デザインとつながり，地域のプ

ラットフォームづくりやネットワークづくりにも

つながっている．「デザイン」という言葉や概念に

ついて，さらに深く知見を収集し，対話を重ねて

いく必要性を強調したい． 

  
5－4．「ゆかり人口」の視点 

 先述のように，U ターン者をめぐって，全国的

な状況と地元の認識にギャップが存在する可能性

をみいだすことができた． 
I ターン者の奪い合いがゼロサム・ゲームに帰結

するしかないことを考えると，U ターン者重視は

考え方の上でも実務の面でも，理にかなった選択

肢と言えよう．移住の「候補者」のほとんどは，U
ターン者をはじめとする「地元ゆかりの人」だと

いう事実を起点にすれば， 終的に移住する人の

「顔」が見えてくる． 
例えば，コロナ禍で東京から弘前市の大学に入

学した「孫ターン者」がいる．登校もままならない

首都圏の大学ではなく，生活コストの安い祖母の

家から大学へ通っている．この種の情報を積極的

に収集し，「ストーリー」として組み上げていくだ

けでも，多くの人の背中を，さまざまな形で押す

効果が期待できないか． 

 本研究のヒアリングの過程で，「ゆかり人口」と

いう言葉が生まれた．地縁や血縁など，何らかの

「縁」が既に存在している人々をイメージしてい

る．U ターン者重視という方向性をあらためて検
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討する上でも，全国的な趨勢や，「ゆかり」という

つながりについて再考し，戦略や施策を体系化す

る取り組みを提起したい． 

 
5－5．地域の全体像と 100 年スパンの営み 

本研究の成果を俯瞰して，あらためて浮かび上

がるのは，多くの市町村にとって「移住者を交え

た地域社会像」が，まだおぼろげな状態にあると

いう可能性である．このため，移住者にどんな役

割や振る舞いを期待するのか，具体的なイメージ

がつかめない市町村が多いように見受けられる． 
 言うまでもないことだが，移住者は他者のため

に移住するのではない．自らの幸せを求めて移住

する．その意味で，大きなポイントは，地元側が移

住者の存在をどう受け止めていくか，である．地

元側が人口減少と高齢化で細った地域社会や地域

経済の穴埋め役を移住者に期待するなら，移住者

の定着は到底，期待できない． 
LIFULL HOME’S 総研は 2021 年，大規模な

全国調査に基づき，「地方創生のファクターX～寛

容と幸福の地方論～」と題した報告書を発表した．

この中で，U ターンを阻害する大きな要因として，

仕事や生活の利便性以上に，閉鎖的な社会や人間

関係のしがらみが挙げられている． 
報告書によると，青森県出身者の U ターン率は

ほぼ全国平均並みだが，在住者の「離脱意向」，つ

まり程度の差はあれ「地元を離脱したい」と考え

ている人の割合は，山梨県に次いで全国 2 位だっ

た．特に未婚女性に限れば全国トップだった．い

わば，底の抜けた状態で，どう戦線を再構築する

かが大きな焦点となっている． 
より注目されるのが「寛容性」指標である．同調

査では，「女性の生き方」「家族のあり方」など 6 項

目の指標に基づいて，都道府県別の「寛容性」を数

値化した．この指標は U ターン意向と高い相関が

確認されており，青森県は総合 43 位だった． 
このような分析に接し，また，今回の一連の調

査結果を眺めると，あらためて考えさせられるの

は，移住・定住をめぐる活動は，地域の 100 年ス

パンの営みが反映されることである．その地域が，

暮らしや風土を反映した価値観をどう育み，それ

が親から子へ，孫へ，どのような言葉や習慣とと

もにどう伝えられ，一方でどのような産業と地域

運営の仕組みを整えてきたか．そして，これらの

成果を，移住者に対して，いかに伝えようとして

いるのか．移住希望者は，これらの総体を見てい

ないはずはない．逆に，そのような構図を，移住を

呼び掛ける側が認識し，施策に反映させる必要性

を指摘したい． 
青森暮らしサポートセンターへのヒアリングに

よれば，青森県内への移住希望は青森，弘前，八戸

の 3 市に偏り，また，移住・定住促進施策は市町

村による積極性に差がみられる．人口規模やブラ

ンド力，働く場，利便性に加え，情報の集約・発信

力，地域内外のコミュニケーション力，ICT スキ

ルなどによって今後，格差が拡大していく懸念も

ある． 

大きなポイントは「移住者にだけ有効な施策は

ない」という事実である．地元に生まれ育った人々，

あるいは地元を去ろうとしている人々と「移住候

補者」は，ある意味で同じ境界線上に立っている．

まして，移住候補者の多くは U ターン者である．

曖昧な「どこかにいるかもしれない移住希望者」

をイメージした施策を着想し，展開するよりは，

まずは地元出身者に響く施策，そして，その前提

となる，適切なコミュニケーションの構築が大前

提となろう．「発信する情報が届いているか」への

不安や懸念は多く聞かれるが，「どれだけの声をど

う集めるか」が，その前段に必要になる． 
このようにみると，「移住希望者」と「転出希望

者」，そして，地域で今，成長しつつある子どもた

ちや若者への施策は，「三位一体」であり，それを

意識できなければ，実効性を期待するべくもない． 
「今までの暮らしを守るため」という意識を起

点にせず，移住者とともにどんな新しい暮らしを

デザインするか，という意識が求められよう．移

住者に「骨を埋めてもらう」という感覚は，恐らく

幾重にも禁物である． 

 

6．おわりに 

人口減少と高齢化に対応すべく，県内各地で懸

命の取り組みが進んでいる．本研究においては，

全 40 市町村へのアンケートおよび一部自治体へ

のヒアリングを通じて，その一端を明らかにする

ことができた．また，不十分ながら，新幹線との関

連性についても若干の知見と視点を得られた． 
 青森県は 20 歳前後の人口流出が恒常化した結
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果，子育て世代が細り，人口の再生産も望めづら

い，という構造が定着してしまった．移住者が多

少増えても，人口減少の趨勢は変えようがない． 
しかし，人口がそう簡単にゼロになるわけでな

く，ある日突然，地域社会が崩壊する訳でもない．

人口減少の臨界値はどこか．2013 年度版の青森県

社会経済白書によれば，県内の農業集落を対象に

した調査の結果，集落の人口規模が 29 人以下，構

成戸数が 9 戸以下になると，寄り合い回数が減り，

耕作放棄地の割合が高くなるという． 
このようにみると，人口の増減数や増減率を問

う段階はとっくに過ぎている． 大の課題は，人

口が減り続ける中でも，社会を持続可能な仕組み

にどうつくり直していくか，である．もちろん，難

易度は極めて高い． 
全国が横並びの移住支援策を講じる中，何が人

の動き，決断を左右するのか．紙幅の事情で本稿

には収録できなかったが，筆者らが 2021 年 10 月

に実施した飯山市へのヒアリングによると，青森

市より環境の厳しい飯山市が展開している施策は，

地味で「ごく当たり前」の営みを，淡々と，しかし

腹をくくって，さらには「人としての原点」に立ち

返って実行しているように見える． 
移住者を引き受けることは医療や福祉問題を含

めた「人生」を引き受けるということである．「い

いとこ取り」は困難である．飯山市は，移住希望者

に「骨を埋めろ」とは言わず，それでも医療・福祉

などの面を含めて「骨を拾う」覚悟がうかがえた． 
移住者を増やさない選択肢はあり得ない．だが，

移住者の受け入れは手段であって，目的ではない

ことは，幾重にも銘記するべきだろう．移住はい

わば入り口であり，中間ゴールは「移住者にどん

な暮らしを構築してもらうか」，そして「地域社会

と互いにどう関わり，どう『共生』していくか」が

中間ゴールとなる．そしてさらに先のゴールが「人

口減少下でも持続可能な社会をどうつくり上げて

いくか」である． 
とはいえ，「中間ゴール」自体が見えにくいこと

が，各市町村の模索の根源にあるように見える．

当面の課題は，この「中間ゴール」をイメージし，

言葉や絵図で共有し，既に進んでいる施策や，こ

れから進める施策と関連づけ，体系化していく営

みだろう． 
 移住者と地元に住む人々が手を携え，地域社会

をどのようにつくり直していくのか，そのビジョ

ンと覚悟が問われている． 
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要 旨 

 
 青森県内の移住・定住施策について，青森県の全 40 市町村に対するアンケートおよびヒアリングを通

じて，2021 年時点における現状と特性を確認するとともに，COVID-19 の影響を含む課題や可能性を検

討した．市町村は補助金・助成金制度に関心が高く，空き家・空き地問題とリンクさせる傾向がある．移

住実態の把握の難しさを反映し，移住者数ではなく移住・定住施策の利用者数や関係人口・交流人口を成

果の指標としている市町村が多い．COVID-19 はイベントの中止などの形で影響を及ぼしている．国・

県には財政支援や支援制度の適用条件緩和，先進事例や中間支援に関する支援や情報提供への要望が目

立ち，ネット対応に課題を抱える市町村も多い．「仕事」については，八戸市や弘前市，十和田市でそれ

ぞれ，特徴的な施策を見いだせた．U ターンや仕事をめぐっては，現状と市町村側の認識にギャップが存

在する可能性がある．また，今後，移住・定住施策面で市町村間の格差が拡大する事態も懸念される． 
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