
１　はじめに

「コミュニティとは何か」という問いは、洋の東西を問わず、古来より社会学の中心的な論点
であり続けているとともに、コミュニティの内実をどのようにとらえるのか、についても多様
な理解が存在する。

日本においては、戦後の都市化社会との関わりにおいて、いわゆる「コミュニティ論」の隆
盛があったが、その後の国際化またグローバル化という社会変動を経て、新たな文脈でコミュ
ニティに関わる議論は再度高まっているといえるだろう。コミュニティが問われる契機となる
都市化・グローバル化といった社会変動に共通しているのは、人・モノの移動や流動化が進む
ことであり、それを前提に人々の生活が大きく変わることである。

1960年代からの「都市化」は、高度経済成長を伴って、若年層を中心に地方から多くの多様
な人々が移動し、都市に集住していった。それまでの村落や家族を中心とする社会関係から、
消費を中心とする個別の生活様式の中でどのような関係性が作られるのか、が問われたのが「コ
ミュニティ論」である。都市化が国内の産業化の過程における地域移動であったことに対して、
1980年代以降のグローバル化は、生産と消費の場所がさらに拡大し、国境を超えた移住も含み
つつ、情報化の進展も加わり、人と資本の移動の加速度も強まる中における生活の「共同」の
可能性が問われることになったといえる。

2000年代以降、モノと人の移動はさらに激しさを増し、情報・資本の流動化も進む中で、現
代の「コミュニティ」は、個人にとって先の見えない不確実な社会を生きるために必要な「つ
ながり」として議論される傾向にある。背景には、グローバルな流動化と経済発展による社会
問題の集合化・複雑化に対して、問題解決のための道具や手段はあまりにも個人化していると
いう状況があると思われる。つまり、様々な生活問題の解決のための仕組みや生活防衛機能の
ための「共同」としてコミュニティのあり方が問われているのである。2011年の東日本大震災
と福島原発事故をはじめ、近年の災害リスクもこのようなコミュニティの希求に拍車をかけて
いるといえるだろう。
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都市化社会からグローバル化社会へ移行する中で、人々が移動する要因や背景は経済的な豊
かさを一様に求めるのではなく、生活の質に関わる個別多様なものとなっている。このことは、
経済的豊かさの象徴である「都市」の価値が相対化されることでもある。さらに、移動の自由
とその結果としての流動化は、それを可能にする都市的生活様式の拡大があって成り立つが、
そういった個人化された生活様式がいかに脆弱であるか、近年、顕わになる様々な社会課題か
ら明らかである。多様な価値に基づく豊かなくらしを求めて人が移動する現代において、「つな
がり」「共同」としてのコミュニティは具体的にどのようなものとなるのだろうか。本稿では、
時代とともに人々の移動の要因や背景が変化する中で、それに応じて「コミュニティ」はどの
ように見出されようとしているのか、具体的な地域社会の状況から明らかにしたい。

２　現代社会とコミュニティをめぐる議論の変遷

2．1　人口移動とコミュニティ論
人々が新天地を求めて移動・移住するのは歴史上繰り返されてきたことであり、日本におい

ても第２次世界大戦前よりアジア各国での日本人街の形成や、南米への開拓移民など国境を超
える移住も数多い。しかし、国内において大々的な人口移動が大挙して起こるとともに、日本
の地域社会を構造から変化させたのは高度経済成長期における地方から都市への移動である。

農業が主要産業であった時代においては、「いえ」に規定される家族の集合体としての「む
ら」が生産・生活両面での共同を軸に地域社会での人々のくらしを支える社会関係として機能
していた。産業構造の変化と経済成長に伴う都市への移動と集住は、旧来の伝統的地域社会関
係から個人を解放するものであったとともに、多様な人々の間で新たな社会関係が築かれる過
程でもあったといえる。都市においては、地縁血縁の関係性に代わり、合理的かつ選択的社会関
係が生活構造を決定される、いわゆる流動的生活構造が多くの人々にとって当然のものとなった。

1970年代に隆盛を迎えたコミュニティ論は、急激な都市化に対するインフラ整備や生活環境
の悪化などの都市問題に地域社会がどのように対処すべきか、その主体への期待を込めて新た
な都市的共同を模索するものであった。この場合の都市的共同の内実は、第１に共同性（連帯）
と地域性をどうとらえるかという視点、第２に村落的伝統的社会関係と都市的関係との連続性
をどうとらえるかという２つの視点から理解できる。

第１の視点に依拠し、地域性を捨象した都市の共同性を住民の新たな連帯そのものに求める
ものが奥田道大によるコミュニティ形成のモデルであろう。主に大都市郊外地域を舞台に主体
的行動体系と普遍的価値意識をもつ高学歴ホワイトカラー層によって、生活課題の解決を目指
す住民運動的な事例が理念主義的なコミュニティ・モデルとして論じられた。一方で、第２の
視点に立ち、土着的生活構造から流動的生活構造への移行過程を、地域的文脈に即して社会移
動の側面からとらえるものとして鈴木広によるコミュニティ・モラール／ノルムによる議論が
ある。コミュニティ・モデル論が、都市に移動してきた、自立して個別の生活を営む人々が形
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成する連帯の創発性に注目する、極めて「都市的」なものであることに対して、コミュニティ・
モラール／ノルムの観点は、多くの地方都市においては村落的／都市的の連続性の中で土着層
と移動層（新来住層）とがせめぎあいつつコミュニティを形作るという現実的な姿をとらえる
ことに適していたといえよう。

創発性か連続性かという視点の相違はあるが、人口移動に伴って形成される都市コミュニティ
を目に見える地域社会関係としてとらえ、都市的共同を社会統合的視点から明らかにしようと
したものが、この時期の日本におけるコミュニティ論の特徴であるといえよう。

2．2　コミュニティ論における転換と変容
1980～90年代に入ると、経済活動のグローバル化や高度情報社会化といった社会変動によっ

て、人や資本の流動化や移動の高速化も進む中で、人々の意識やライフスタイルも大きな影響
を受ける。生産／消費の圏域はさらに拡大し、消費を中心とする「都市的生活様式」はグロー
バル経済システムに依存を強める一方で、生活の多様化と個人化を可能にしている。生活にお
ける地域性・地理的近接性の意義の希薄化とともに、インターネットを介したバーチャルコミュ
ニティや人々のつながりとしてのパーソナルなネットワークの優位性を問う言説が理解を得る
ようになっている。このような中で、コミュニティ論の転換を迫る背景を次のように３つに整
理できるだろう。

第１に、空間を超えるコミュニティあるいはネットワークとしてのコミュニティが現実味を
帯びていることに加えて、理念主義的なコミュニティ概念への批判として、コミュニティを親
密な紐帯（ネットワーク）と規定し、都市度とパーソナルネットワークの関連をもっぱら実証
的に分析する研究が登場した（大谷 1995）（松本 1995）。コミュニティは、もはやある範域にお
けるつながりや一体感ではなく、個人のネットワークによって自由に選択され、拡がるものと
する見方である。例えば、デランティはコミュニティを「共通のテリトリー内に限定された対
面的関係」から「開かれた対話的（communicative）なプロセス」として位置づけ、社会的に構
築されるものとしてコミュニティをとらえている（Delanty 2006：239＝2003）。

第２に、グローバル化の中での多様性をどうとらえるかに関して、従来のコミュニティ論に
おける社会統合的視点への批判が挙げられる。西澤は、これまでのコミュニティ論が過剰に外
部から独立した存在として同質的なものととらえてコミュニティをみていること、地域社会は
定住民社会として一元的にイメージされており流動層のコミュニティへの同一化が強調される
ことなどを指摘している（西澤 1996）。実際に、大都市のインナーエリアにおいては1980年代
よりアジア系外国人を主として多くが流入し、異質で多様な人々との共生は都市コミュニティ
を考察する上で無視できないテーマとなった（奥田 1997）。コミュニティとエスニシティの関
係は、流動型社会の中で「住民」をどのように規定するのか、「定住」の問い直しという新たな
視点を生み出したといえる。

第３に、ボランティアや NPO 活動に代表される自発的選択縁的なつながりが社会的認知を
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高めているという現状がある（速水 2013）。1995年の阪神・淡路大震災以降、災害支援ボラン
ティアが地域を越えて活躍する現場を、その後の数多い被災地で私たちは目にすることになっ
ている。それ以前にも子育て支援や高齢者福祉など、福祉現場において従来は住民参加による
小規模であったものが、住民のニーズをいち早く取り上げ地域福祉サービスを補完あるいはリー
ドしていく事例も数多く、1998年の NPO（特定非営利法人）法制定もそれを後押しするもので
ある。

換言すれば、第１の視点はコミュニティを考える上で、地域性や空間の閉鎖性を設定するこ
との限界への指摘であり、第２の視点はコミュニティの同質性を過度に強調することへの批判
である。この２つの視点は、実際の生活圏の空間的な拡大ならびに異質性・多様性の広がりと
いう地域社会生活をめぐる現実的な変化を通してコミュニティ概念の再検討を迫るものといえ
る。３番目の視点では、地縁的な中間集団に代わり、流動型社会において選択的な関係性が優
位になるが、「個人化」する生活様式の脆弱性が顕在化する現代において、選択縁的関係の地域
社会への「埋め込み」が模索されているとも解釈できる。

すなわち、地域性の希薄化や異質性の高まりは前提にしつつ、さらなる流動化社会における
コミュニティは、個別の選択的関係のネットワークが新たに地域性を帯びる形での「共同」「つ
ながり」としてとらえられる可能性もあるのではないか。本稿では、経済成長期の流動化社会
におけるコミュニティ形成が、さらなる流動化の進展の中でどのように変化したのかについて、
つながりの「再地域化」に注目したいと考える。その際、流動層としての移住が、都市圧を要
因とするものから個別多様な要因によるものへと変化している点もポイントとなると思われる。
次節において、糸島地域の事例から明らかにしたい。

３　糸島地域における混住化と移住

3．1　糸島地域の概要と位置づけ
福岡県糸島地域は、160万人（2020年現在）の人口を擁する福岡市に隣接しており、古くから

福岡都市圏の食糧基地として位置づけられてきたと同時に、ベッドタウンとして宅地開発も進
められてきた典型的な都市近郊農村である。元々は行政区分糸島郡の３町（前原・志摩・二丈）
であったが1970年代から福岡市のまでのバス路線の整備、1980年代には JR 筑肥線の電化と福岡
市営地下鉄の相互乗り入れ、また国道202号バイパスの完成など交通網の整備に伴う人口増加に
より、1992年には人口５万人を突破した前原町が前原市に昇格した。その後、2010年に１市２
町の合併により、糸島市が誕生している 1）。

この地域は、古くは「伊都国」として弥生時代に栄えたという記録もあり地域を象徴する「伊
都」は公共施設の名称等で現在も使用されている 2）。また、農業協同組合の単位では1962年に
既に現糸島市の地理的範囲での合併による糸島郡農協が誕生しており、行政区分よりも先んじ
て文化・産業面での地域の一体化は進められてきたといえよう。
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表に示すように、福岡市の人口増に伴って糸島地域の人口も増加している。福岡市は2015年
の国勢調査において、対2010年比での人口の増加数・増加率で政令指定都市のトップであり、
福岡都市圏としての糸島市への影響は大きい。糸島市は2015年に人口が減少に転じているが、
概ね深刻な人口減になっていない要因は、現在も比較的若年層を中心とする人口流入が続いて
いることである。JR 沿線での宅地開発・マンション建設と JR 新駅の建設、さらに2000年代か
らは九州大学の移転もあり、都市開発型の社会増が継続している。

一方、2015年の人口減は市内の少子化による自然減と20歳代層での転出超過によるところが
大きく、人口減少を食い止めるために、糸島市では社会増としての移住層が注目されるところ
となった。特に、住宅開発によって大挙する移住層だけでなく、後述するように、1990年代か
ら糸島の豊かな自然を求めてやってくるアーティストや工芸作家・就農や自営業など、個別の
新しい移住者が少なくないことから、そういった層も含めた移住定住促進のための施策が2016
年より打ち出されている 3）。

従来、「混住化」は都市近郊の農村部において都市化の圧力による宅地開発と非農家の流入や
農家の兼業化が進むことを指すものである。対して、1990年代後半から少しずつ増えている都
市から農村への移住現象は、これまでの「混住化」と背景を異にしており、農村に住むことに
何らかの目的や価値を求めるという個人的要因による移住や流入であるという特徴がある。糸
島市の場合、都市圧による従来の「混住化」も持続する形であり、さらに個別の要因による移
住との両方が現在の社会増の背景にあることが興味深いといえる。
「混住化」は1970年代からの現象であり、その当時から新住民の流入に伴う農村社会の同質性

の変容に対して、地域社会がどのように対応してきたか、について農村社会学を中心とする混
住化研究の蓄積がある 4）。主な視点は、異質性の高まりによる集落機能の衰退と集落の再編成
に置かれ、農村集落の側からみた社会的統合の可能性を探るものであると位置づけられよう。

表１　糸島市と福岡市の人口の推移（1970-2015）
福　岡　市 糸　島　市※

人 口 総 数 世 帯 数 人 口 総 数 世 帯 数
1970年   853,270 260,376 56,204 12,430 

1975年 1,002,201 333,928 59,697 14,138 

1980年 1,088,588 397,013 66,220 16,360 

1985年 1,160,440 433,348 73,649 18,726 

1990年 1,237,062 490,915 77,610 20,605 

1995年 1,284,795 544,145 88,691 25,007 

2000年 1,341,470 599,989 95,040 28,422 

2005年 1,401,279 649,138 97,974 31,366 

2010年 1,463,743 707,358 98,435 33,765 

2015年 1,538,681 764,820 96,475 34,739 

資料：国勢調査
※：1995年までは前原市・志摩町・二丈町の合計
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それに対して、近年の農村移住をめぐる議論は「なぜ移住するのか」という移住者の意識に注
目するものの他、少子高齢化による人口減少が全国的に課題となる中で、地方への U･ Ｉター
ンへの政策的な期待を込めて新たな地域社会の担い手としての位置づけに言及するものなどが
ある 5）。移住者が増加する中での彼らの地域社会とのかかわりやコミュニティのあり方につい
ては多様であり、さらに実証的な検討が必要と思われる。したがって、本稿では移住者の存在
を通して「つながり」や「共同」が地域の中でどのように形成されようとしているのか、前節
で述べた地域社会への「埋め込み」という観点から糸島市を事例として紹介したい。

3．2　「混住化」と2000年代における移住の変容
都市近郊農村を中心とした混住化に関する研究は、宅地化や兼業化の進行の中で農村集落の

自治組織の可能性を問う視角から、異質性や流動性が高まる中での「むら」の再編について明
らかにしようとするものであった。1970年代と90年代の２つの時期の糸島を事例とする先行研
究においても、都市化の圧力による新住民の増加に際して、従来の集落組織を中心とする地域
活動に新住民をどのように取り込むか、その統合的再編がいわゆる混住化コミュニティの課題
であったことが示されている（山本 1981）（速水 2000）。

本稿では、その後の糸島の「新たな混住化」に注目したい。まず、2000年代以降の糸島への
人口移動がどのように変化しているか、グラフから見てみよう。

2000年以降の糸島市の人口は、前掲表からわかるように約97000人前後で推移しており、それ
までの急激な人口増加は見られない。人口増加率・社会増加率を見ると2015年まで両方とも減
少傾向にあるが、社会増加率が０を切っているのは４か年（2010、 2011、 2012、 2014）であり、
同時に進んでいる少子化による人口減を社会増加で補うことで急激な人口減少を免れていると
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いえる。一方で、2015年以降の社会増加率の上昇はめざましく、このことが人口増加率にも大
きく反映していることも明らかである。

この背景には、既述した2016年からの移住定住促進施策も影響していると思われる。市独自
の定住促進情報サイト「糸島生活」（HP）では、移住者の声や市内の生活・地域情報等を総合
的にみることができる 6）。特に、小学校区を単位とする「地域」（全16行政区）についてどのよ
うな行事があるか、どのような役割があるのか等についての各行政区の紹介も詳しく掲載され
ている他、校区の紹介については「地域のてびき」も別途配布している。さらに、市では、10
校区に地域コーディネーターを配置し、移住者と地域をつなぐ相談窓口的な役割を担っている。
移住定住施策においても、伝統的な住民組織について理解を深めてもらう、ぜひ加入して担っ
てもらいたいという姿勢がうかがえる。「混住化」による移住が主であった時には集落単位で
行っていた新住民の地域への取り込みが、市全体での制度化された形となっているのが現在の
移住定住施策であるといえよう。

ところで、糸島市における社会増加人口のうち、従来の「混住化」とは異なる形での意思を
持った地方移住がどの程度なのか、については統計的に明らかにすることは難しい。しかし、
年間100件程度の移住相談が市の定住支援員に寄せられていることや、「糸島　移住」とネット
検索すると移住当事者による情報発信などかなりの数の HP が該当することを考慮すると、個
別の移住者が少なくないであろうことは予想できる。現地での移住当事者からのインタビュー
によると、1980年代後半には現在の工芸作家のはしりとして陶芸家の移住があり、1990年代に
なると海沿いがサーフィンのメッカとなり、サーフィン関連の移住があったという。2000年代
になると、福岡都市圏からの日帰り観光が人気を博すようになり、特に糸島の食（農水産物）
が注目されるようになった。2007年に JA 糸島が開設した直売所「伊都菜彩」は全国の直売所の
中でもトップの年商40億円を現在売り上げており、「糸島産」の食材や加工品が福岡市のレスト
ランや百貨店でも重宝されるようになっている 7）。食への信頼は、東日本大震災後に関東から
の震災避難者を呼び込むことにもつながっているとともに、自然豊かな環境は様々なクラフト
やものづくり関連等の移住者を招き入れるものでもある。

また、糸島市の社会増の中においては30歳代～40歳代の子育て世代の割合が多いのも特徴で
ある。糸島の自然の中でのびのびした子育てを望むという層だけではなく、福岡市までの地理
的利便性は福岡市域への通学も可能であり、そのための教育環境が整っているという保護者の
ニーズが満たされるという側面もある。さらには、博多駅・福岡空港までのアクセスも良いこ
とは、糸島市に居住しつつ都市圏との関わりをもった形で仕事を営むこともできる 8）。次節に
おいて、新しい移住者の事例について紹介したい。
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４　糸島における新しい移住者のすがた

4．1　東日本大震災と移住
【F さん（男性）40代】

F さんは神奈川県横浜市出身で、2015年に糸島市に I ターン移住した 9）。2013年まで大手 IT

関連企業に勤務しており、2011年の東日本大震災時には家族（妻と息子）と神奈川県在住であ
る。震災前から自然豊かな場所で子育てしたいとの希望があったが、震災時の首都圏での混乱
を目のあたりにしたこと、さらに原発事故の今後の影響等の不安もあり、本格的に移住を検討
する。移住候補には岡山や神戸と福岡が挙がり、実際に足を運んで福岡を候補地として、その
中で教育環境や交通アクセスの良さに加えて、「外からの人」が多く面白い印象を持ったという
糸島市に移住先を決めたという。

糸島では前職の経験を活かして個人事業で E コマースを行うコンサルティング会社を立ち上
げるとともに、2016年からは異業種の交流会「いと会」を月１回開催している。会社の立ち上
げに際して人とのつながりを求めて、福岡市で地域活性化に関わるさまざまなイベント等に参
加する中、糸島市でも面白い人に会いたいという思いから「いと会」を８人で始めた。「いと
会」は F さんの Facebook のグループでつながっており、参加者は糸島市の地元住民はもとよ
り、F さんのような移住者も多い。中には、移住者が始めたゲストハウスに移住を検討して現
地に宿泊に来たゲストが飛び込みで参加し、その後に移住を果たすといった例もあり、「外から
の人」に糸島での地域生活情報を発信するネットワークコミュニティともいえる側面も持ち、
現在は約400人の登録メンバーとなっている。糸島市で行う月１回の交流会にはそのうち多くて
20～30名程度が集まるという。
「いと会」の関係性を基に、F さんらは野外映画上映会を行う「いとシネマ」を立ち上げ、2017

年には前原の商店街での短編映画フェスを行政と開催した。さらに「いとシネマ」メンバー３
人を中心に糸島市でのまちづくりのコンサルティングを行う「いとしまちカンパニー」を設立
し、糸島市中心市街地の活性化に向けた多様な試みがスタートしている。

F さん自身に起業意識があり、前職での経験や首都圏での人間関係がこれらの糸島での仕事
に生かされていることも明らかである。一方で、様々な活動を広げていく中で、移住地である
糸島への思い入れや愛着も F さんの言から読み取れる。例えば、移住前はタワーマンションぐ
らしで、ほとんど地域のコミュニティとの関わりは持てず、唯一の地域での関係性は保育園の
保護者同士のつながり程度であったことをについて、F さんは「首都圏ではコミュニティと自
分との距離が遠かった」と語った。F さんによれば、移住前の首都圏では、地域で自分に何が
できるか、何をしてもあまり地域に影響もなく、自分の存在意義みたいなものを感じることは
なかった。しかし、糸島では地域との距離をとても近く感じられ、「いと会」を通じて様々な人
と出会えること、特に市議会議員や地元企業の社長や経営者など都会であれば遠くにいるよう
な人ともつながり、そういった出会いを通して地域で自分ができることを見つけるのが楽しく、
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地域の一員として認められている感じや貢献できる実感のようなものが糸島市にはある、とい
う。F さんは長男が小学校入学時に合わせて移住し、現在は小学校の役員も担うなど、既存の
校区活動にも多く参加している。自らの持つ地域外の幅広いネットワークを身近なコミュニティ
での活動に資源として生かしつつ、糸島市と外をつなぐ媒介のような役割が移住者としての F

さんには感じられる。

【S さん（女性）30代】
S さんは2011年に糸島市に家族（当時：夫と乳児の息子）とともに移住しており、移住前は

神奈川県相模原市に住んでいた 10）。東日本大震災後、周囲の放射能をめぐっての考え方の相違
がもたらす分断状況が大きなストレスとなり、心的疲労が大きかったと言う。また、当時メディ
ア関係の仕事をしていた夫も首都圏での多忙すぎる生活に転職を考えており、S さんの実家（山
口県下関市）近くへの移住を検討し始めた。移住前に従事していた文化芸術関連の仕事ができ
る環境を求めて、舞台や劇場がある福岡市に通勤できる距離で移住先を探し始め、家賃や通勤
の便を考慮し、糸島市で良い物件を見つけられたので軽い気持ちで糸島市に決めたという。

下関市で高校までを過ごした S さんは、東京の美大で学芸員資格を得た後、首都圏の文化財
団で文化芸術イベントの企画の職に就いた。結婚後、世田谷区にくらし、当初は東京に永住す
るつもりであった。しかし、出産を機に、学校や食べ物・子どもの遊び場などについて考える
ようになると、のびのびと子育てできるかどうか不安を感じ始めた。東京での子育てにかかる
金銭的な負担や、周りの母親たちの「お受験熱」などにも疑問を感じ始め、自分がイメージす
る、より良い子育て環境を求めて、世田谷区から相模原市に引っ越しをしたという。結果的に、
東日本大震災がさらに良い子育ての場を求めての移住のきっかけとなった。

S さんは糸島市へ移住をしてから就職活動を始め、移住３か月後に運よく福岡市の文化関係
財団の職を得て、同じころに夫は税理士の仕事を始めた。2016年まで東京での前職に近い舞台
イベント企画等の仕事を財団で行っていたが、糸島市で生まれた２人を合わせて３人の子育て
をしながらの福岡市までの通勤が難しくなり、退職する。その後、糸島市役所で定住支援嘱託
員の募集に応募し、現在に至る。自身の移住経験をふまえて、移住希望者に外からの目で糸島
の良さを伝えられると思ったという。

職場が近くなったことで、子どものお迎えや学校の参観日等も行きやすく、落ち着いて子育
てができることに加え、移住後に子育て支援施策が充実してきたことも良かったという 11）。ま
た、首都圏の働く母親はほとんどが遠距離通勤で子どもも保育園での長時間保育が前提であり、
母親同士の会話も少なかったことに比べ、糸島市では職場や母親の実家が近いケースが多く、
子育てを通じた交流が多くなり、のんびりと子育てができるとも語った。

現在の仕事は、年間に100件ほどの移住相談を受けて、家探しや職探し等の移住に関する支援
の窓口となるものである。近年の移住者は福岡市への通勤が多いが、IT 系や WEB を活用して
起業したいという移住者も増えてきたという。移住相談者は九州と関東が多く、移住について
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かなり具体的なイメージをもった人と漠然としたイメージでやってくる人との差が大きいが、
子育て世代や定年後を見据えた世代が多く、ほとんどが糸島に縁もゆかりもないという。東京
でも移住支援の PR 活動を行っているが、震災を理由に移住を検討する例や既にネット等で糸
島への移住者のブログや HP 等を知っているという声も多く、市役所よりも先輩移住者の発信
力が高いことを S さんは指摘する。関東からの移住希望者は、マンションではなく古くても一
軒家のニーズが高く、中心部以外の地区の空き家を紹介することもあり、合わせて自治会への
入会も勧めるという。自治会への加入自体は任意であるが、地区を含めた近隣住民との良好な
関係のためにも自治会は重要であると S さんは語る。ただ、実際には都会と比べて密な人間関
係や、距離感の近さに戸惑いを覚えるという関東圏からの移住者も少なくないという。

S さん自身は家族を含めて糸島を気に入っているので住み続ける意思を持っており、首都圏
からの移住当事者としての視点をふまえて、糸島市の魅力を伝え、移住にこだわらなくても糸
島を知る人や応援してくれる人が増えることに携わりたいという。一方で、糸島は多くのメディ
アに取り上げられて首都圏での知名度も上がっているが、今後は新たに人を呼び込む以上に、
住んでいる人に住み続けてもらう仕組みづくりがさらに重要になるという冷静な意見も語った。

4．2　就農・ものづくりと移住
【W さん（男性）40代】

W さんは2015年に家族とともに移住し、糸島市二丈福吉地区で農業を営んでいる 12）。首都圏
で小学校低学年まで過ごし、その後は高校卒業まで鹿児島県、高卒後に東京で就職し、家族を
持つにいたる。移住前は東京で飛行機整備の仕事をしていたが、忙しすぎる都会での生活のス
トレスと大病の経験から元々持っていた地方への移住を現実的に考えるようになった。仕事を
失うリスクよりも生きて迎えられる明日がないことを怖く感じ、やりたいことを大事にしたい
という思いが移住と自営での農業に向かわせたという。

当初、移住候補として首都圏にも近いところを考えたが、糸島に知り合いがいたこと、首都
圏で糸島が移住地として注目されていること、また糸島は都市にも近い田舎であって自然豊か
な環境であること、さらには移住者同士の横のつながりがあることが糸島移住の決め手となっ
たという。実際に移住すると、糸島では旬のものを旬で食べることができる環境があり、本来
の人間的な生活が営める場所のように感じて生活していると W さんは語った。

就農に向けて独学や全国的に行われる農業セミナーに参加して農業の知識を得ていったが、
糸島での農地の獲得にかなり苦労したという。土地探しに１年半かけていたところ、たまたま
犬の散歩をしていた人に声をかけ、土地を借りることになった。土地は10年以上人の手が入っ
ておらず、偶然に借り手を探していたところだったという。当初の１年は開墾作業や土木作業
に費やすことになったが、その後、農業が軌道にのるとともに他にも土地を借りて農地を増や
していった。現在は約1.2ha にあんず、びわ、梅、甘夏、オリーブ、黒豆、玉ねぎなどを生産し
ている 13）。ほぼすべてを無農薬・有機栽培で生産しており、2019年からは養蜂も始めた。合わ
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せて、栽培した甘夏などを活用してアロマミスト、アロマオイル、保湿クリーム、濃縮洗剤な
どの加工品を委託生産し、ウェブショップや糸島各地で行われるイベントにて販売しており、
2017年には糸島商工会にも入会している。

福吉地区では、地域の掃除、海岸掃除、公園掃除などに積極的に参加し、子ども会や PTA は
妻が中心的に参加している。また、物販を通じたイベント等を通じて糸島市内での交友関係が
大きく広がることにつながっている。自らの農園を通して、自分が移住して得た楽しみを多く
の人に提供できるようなまちづくりに貢献したいと W さんは語る。W さんは、糸島の良いとこ
ろはリスクのない安心できる食べ物が豊富にあることであり、生きることは食べることである
から、そのような人間的な暮らしが営める糸島が素晴らしいと感じている。

【T さん（女性）30代】
T さんは2015年に家族とともに首都圏から糸島に移住している 14）。夫が長崎出身ということ

もあり、いずれは九州へ U ターンを考えていたが、夫の会社の早期退職募集に合わせて移住を
決断したという。糸島には観光で訪れたこともあり、夫の再就職先が福岡市になったことに加
えて、自らが鞄職人でもある T さんにとってクラフト作家が多く活躍していると聞いた糸島が
移住先となった。

滋賀県出身の T さんは、美術系の短大中退後に京都の職業訓練校で木工を学ぶ中で皮革職人
に興味を持ち、京都の皮革職人のもとで革について学びながら独学で鞄制作をはじめた。直に、
本場で革について学びたいと思うようになり、24歳の時にイタリアに渡り、鞄の工房に弟子入
りし、基礎から革について学び始めた。当初は単純作業や検品の仕事など誰にでもできる仕事
からからスタートし、徐々に自分がやりたかった鞄制作をできるまでになった。４年間、イタ
リアで革・鞄制作について学んだ後、東京でアパレルメーカーの子会社に就職し、３年ほど鞄
の生産管理を行っていたが、制作する側にまわりたいという思いから別のバッグメーカーに転
職することになった。結婚・出産を経て、自分のオリジナルの作品を作り自分のお店を持つこ
とを目標としながら仕事を続け、糸島へ移住してからはオリジナルのブランドを立ち上げ活動
してきた 15）。

移住当初は自宅でオリジナルの作品を作成し、いとしま応援プラザ（次項）に作品を展示販
売するほか、糸島で活動するクラフト作家の方が多く参加するイベントである糸島クラフトフェ
ス（通称：糸フェス）や、糸島でつくられたものをネット販売する専門サイトで長財布や鞄の
販売を行ってきた。2019年12月には糸島市前原の空き店舗に自身の店を持つに至り、糸島への
観光客相手ではなく、地元を中心に多くの人に作品を知ってもらうための販路をイベントやネッ
ト等で開きたいと考えている。

糸島について、新鮮でおいしい食材が手に入りやすく、季節ごとに自然を楽しめる生活が気
に入っていると T さんは語る。また、いとしま応援プラザや糸フェスなどを通してクラフト作
家同士の交流ができることや、店舗を開くにあたって応援プラザでの起業相談が非常に役立っ
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たという。糸島での現在の生活にはとても満足しており、今は賃貸であるが、良い土地があれ
ば家を持ちたいと考えている。

4．3　移住者と地域の接続
上で紹介した移住者も含めて、移住者と地域をつなぎ、移住者同士を引き合わせる拠点とし

て「いとしま応援プラザ」がある 16）。「いとしま応援プラザ」（以下、応援プラザ）は、地元の
アーティストの活動支援とコミュニティビジネス等に関わる起業家支援を目的にした公設民営
の施設で、糸島市の誕生とともに開設され、2020年で10年目を迎える。合併に伴い余剰となっ
た旧志摩町庁舎を活用し、１F には様々なクラフト工芸・ものづくり作家による作品を展示・
販売し、２F にはコミュニティビジネス専用の貸室やデスクが配されている。

応援プラザ設立の背景には、３市町合併を機に糸島市としての「糸島ブランド」のブランディ
ング施策がある。既に糸島市域で一体化していた農協や漁協による朝市や直売所が福岡都市圏
からの日帰り観光客によって賑わいを見せており、そういった先んじた取り組みに1990年代後
半からのクラフト・ものづくり作家の集積を合わせてブランド化できないか、という目的があっ
た。現在、陶芸や木工・手芸などのクラフト・工芸の工房が糸島市域に約130あるとされ、応援
プラザにはその中の85人程度が登録し、売買契約を結んでいる 17）。応援プラザは作品を直接展
示・販売を行うことにより、作家や工房の PR となるアンテナショップとしての役割を担って
いるといえよう。前項で紹介した W さん、T さんの商品・作品も応援プラザで手に取ることが
できる。さらに、応援プラザでは作家によるクラフト体験プログラム（有料）を企画し、実際
に工房に出向いて作家に出会い作品づくりを行うワークショップも行っている 18）。

応援プラザを設立時から指定管理しているのが NPO 法人「いとひとネット」である。理事
長 K さん（女性　50代）によれば、2009年に法人化した「いとひとネット」の前身は自らが当
事者として活動を始めた子育て支援であり、約30年前に乳飲み子を抱えて糸島に家族とともに
やってきた K さんが周りの母親たちと始めた育児サークルが母体である 19）。K さん自身は旧前

写真１：いとしま応援プラザ外観 
（2019/11　速水撮影）

写真２：いとしま応援プラザ１F の作品群 
（2019/11　速水撮影）
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原市役所に嘱託で18年ほど勤務し、退職とともにサークルを NPO 化したものが現在のいとひ
とネットである。12年前に３人のクラフト作家でスタートした糸島クラフトフェス（糸フェス）
に、２年目から「いとひとネット」が事務局として関わってきたことも現在の応援プラザの運
営につながっている 20）。

応援プラザは、作品やワークショップを通してクラフト作家と糸島への観光客（消費者）を
顔の見える関係としてつなぐ役割を持つだけではなく、糸島でのものづくりを希望する作家と
先に活動する作家をつなぎ相談の窓口ともなっている。K さんによれば、糸島のものづくりに
対する意識が高いことが、食やクラフトにも通じる地域ブランドとしての糸島にあるという。
糸島は早くから低農薬や有機野菜に取り組むなど食の安全にこだわる農家も多く身近でそうい
う姿勢を住民がみてきたこと、品質の維持や向上に努める姿勢は食材加工のものづくりやクラ
フト作家のものづくりにも継承されていると K さんは語る。「『とりあえずこんなものを作る』
ではなく『良いものを作ろう』でないと、糸島では受け入れられない」（K さんの言）が、一方
で新しいものを取り入れる気風が強いのも糸島の特徴であり、特にクラフト工芸等のものづく
りは伝統がないがゆえに、逆に地域でも受け入れられやすい面もあるという。

応援プラザへの起業相談は、ものづくり・就農をはじめ様々な業態で移住希望も含んで舞い
込み、2019年度は約300件あったという。「いとひとネット」で培われたものや K さん自身の人
脈を含めて、相談に応じて様々な地域の人材や場に相談者をつなぐことができることが応援プ
ラザの特徴であり強みである。

５　新しい移住者と地域社会との接点

5．1　移住の背景にみる個人化と多様化
前節で紹介した新しい移住者の事例からわかることは、近年の移住の背景にある要因の個人

化と多様化である。高度経済成長期の都市への移動にみられたように、より高い収入を求めて
の経済的成功のための移動でもなく、単純に「反都市」としてでもなく、夢の実現ややりがい
など個人の意思を持って糸島を選択しているという事実である。

都市から地方の農山村への移住現象については、1990年代の定年後のＵターン（定年帰農）、
2000年代に入ると20歳代の移住（田園回帰）が注目されてきた（小田切・尾原 2018）。2003年
には NPO ふるさと回帰支援センターが誕生し、「離都向村」の人口移動は、過疎農山村への「限
界集落論」に対して「農山村は消滅しない」とする根拠にもなっている（小田切 2014）。日本
社会全体の少子高齢化が進む中で、人口減少を前提に地域社会をとらえざるを得ないことは事
実であり、地方自治体にとって移住者は人口減の救世主のように扱われ、自治体間の獲得競争
の様相を呈している面も否めない。その是非を問うのは別の課題として、本稿で注目したいの
は、移住・移動要因の基準における都市／地方の位置付けの変化である。

糸島の移住者の例では、地方と都市の両方の生活を経験した上で「都市化」や「豊かさ」の
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果てのフラットな選択として地方への移住がとらえられているといえよう。すなわち、自らに
とって地方と都市の選択肢は「どちらもあり」とする、換言すれば大都市（東京）をも相対化
した上で移住する個別の背景や要因の存在である。このような傾向に拍車をかけたのが、2011
年の東日本大震災であることも指摘できる。首都圏においては多くの帰宅困難者を生み、さら
に原発事故による放射能リスクをどう考えるかという問題は、都市（特に東京）で生活するこ
との困難や限界を知らしめることになった。もちろん、人口が過密である都市の生活環境の課
題はずっと以前から都市問題として指摘されるところであったが、震災の経験はまさに都市的
生活様式の脆弱性と依存性を顕在化するものであったといえよう。

現代までの都市への人口移動は、進学と就職を機とする若年層が主であり、経済的動機に加
えて、都市が持つ人間の多様性への寛容さという誘因も大きい。しかし、ネット環境や交通網
が整備される中で、このような動機や誘因は高度経済成長期と同じ圧力で若年層を都市へ移動
させるというよりも、個人的な価値の１つとして相対的なものになっている面もあるだろう。
さらに、山本努は「自由と是認」という「都市の魅力」は都市への人口移動の構造として強固
であるとしつつ、現代の農山村地域の中核となる年齢層は還流人口（U ターン）や I ターンな
どの流入人口と定住人口（土着人口）という様々な定住経歴をもつ人々によって支えられてい
ることに注目している（山本 2017）。すなわち、地方であっても個別の理由による地域移動歴
を持つ人々が少なくないことも事実であり、その意味では地域社会も既に多様性を持つ。個人
にとっての生き方の選択の結果として移住・定住があることを、地方の地域社会でもある程度
認められるのである。

近年、経済事情や政治状況などからの脱出ではなく、個人の主体性や希望・願望が移住の推
進力となるものを現代的な移住ととらえて「ライフスタイル移住」と呼ばれる 21）。長友は日本
人のライフスタイル移住について整理し、1990年代以降の中間層における労働市場の流動性と
ライフコース選択の柔軟性の高まりが新しい移住の背景にあること、すなわち「立身出世から
自己実現への価値観の転換」が国内の U・I ターン現象にもつながるとしている（長友　2015：
24-27）。移動人口の量としては未だ地方から都市への方が多いが、「都市の魅力」が揺らぐ中
で、生き方に関する価値観の多様化が地方への人口移動をもたらしていることも注目されてよ
いだろう。その上で、そういった多様な移住者は地域社会としてのコミュニティにどのような
存在としてあるのか、という点が重要であると思われる。

5．2　「再地域化」と移住者の位置付け
移住者を移住地でのまちづくりとの関連でどのようにとらえるかについては、出身者以外の

I ターン移住者等「外部人材」が多様な外部資源を集落活動（地域活動）に結び付けるとして、
その役割を期待する議論もある（松宮 2017）。とはいえ、収入等経済的問題と合わせて、移住
地での人間関係や地域活動参加を巡る感覚の相違などが I ターン移住者にとっての課題となる
事例も多いことも事実である（成田 2020）。
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I ターン移住など「係累のない場所に住む」ことについて、菅は移住者が主体的に選択した
地域に定着することは、永住意識にとらわれることなく地域をみつめることであり、「自分の背
丈に合った」「選び取ることによる」愛着の獲得の結果であると述べる（菅 2006）。特に移住者
にとっては、ここでの「愛着」は出身地に対するそれとも異なり、都市を相対化した上で主体
的に得られるものであるといえるだろう。加えて、菅は、これからの地域社会においては「多
様なストレンジャーやネイティブが混在し、互いの愛着の解釈をめぐり…（中略）…何らかの
形で『運命の担いあい』をする」ことが、伝統的な同質型地域社会との差異であると述べる（菅 

前掲：18）。
程度の差はあれ、今日では地方の地域社会においても多様な移住者・定住者で構成されてい

るのは事実であり、多様性を基にどのように「コミュニティ」を紡いでいくのか、という点は
これまでのコミュニティ論と通底するところでもある。前節の糸島の事例で紹介した移住者は、
大都市や海外生活を含め、距離的にも多くの移動を経験したという意味で非常に「都市的」な
層であり、「よそ者」である。その経験の上で、糸島という「場所」の個別性に根差すライフス
タイルを求めて移住し、「意味のある場所」として糸島と関わり生活している。すなわち、糸島
の自然・食の豊かさや移住者同士・地元住民のつながりと交流などが「場所」の価値であると
意識されており、菅が指摘する「愛着」の内実といえよう。さらに、移住者の持つ糸島の「価
値」「愛着」が地元の定住（土着）層と共有されていることが、拠点としての「いとしま応援プ
ラザ」を通じた様々な活動からも理解できる。「糸島ブランド」としてのイメージが糸島におけ
る「場所性」として共有され、多様な人々をつなぐ側面もあるのではないか。

この場合の移住者の位置付けについては、F さんの例が印象的である。F さんは、糸島に居
住することで得られる「近い関係」「目に見える関係」は、「コミュニティ」を実感させると語
る。加えて、糸島の生活においても、これまでの移動経験で蓄積してきた地域を越える関係性
は維持され、インターネット等を通じて糸島からの情報発信にも活用されている。すなわち、
移住者の存在は、単なる「よそ者」として従来からの地域社会の担い手になり得るかという視
点だけではなく、脱領域的なネットワーク関係を持ちつつ「愛着」のある地域コミュニティに

「再埋め込み化」されているという視点からとらえることもできる。
今日の地域社会において、人々の生活は閉じた空間で完結するわけではない。通学・通勤を

はじめ、生活機能要件を満たす空間は「生活圏」として居住地域を越えて広がっている。加え
て、人々の属性や居住経歴によって、生活が支えられるパーソナルなサポートネットワークは
さらに多様であると考えられる。「地域」の範囲も個別であり、それぞれの「地域」とどのよう
な関わりを持つか、も多様性をもつといえる。

轡田は、近年の地方創生施策において注目される「関係人口」について、それを「定住」に
こだわるものとしてではなく、居住地域を越える社会性の広がりとしての「トランスローカリ
ティ」モデルとしてとらえることを提唱している（轡田 2020）。モデルは地方にくらす若者の
生活実態から導出されているが、例えば、子育てサポートにおける「近居」にみる親の役割や
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「他出子」が過疎農山村にくらす親や集落活動のサポートを行う例などもその範疇となる（轡田 

前掲：21-24）。つまり、現実の地方の地域社会の生活実態に照らせば、パーソナルなネットワー
クが地域社会で「くらす」ことを補完し、生活の質を高めるといった役割をもつ側面もある。
糸島の事例に即して考えれば、伝統的な集落（校区）といった地域だけではなく、移住者を含
めた多様な人々のネットワークが「場所の価値」を共有する形で糸島という地域性（locality）
を再構築しているのである。

情報化やグローバル化は、空間を超えるヴァーチャルなコミュニティを生み出し、人々の流
動性を高めている。都市的な豊かさの果てのリアリティとして、社会的排除や社会的リスクが
高まることも明らかになる中で、トランスローカルな形で「場所」を拠り所とする動きを現代
的な「コミュニティ」ととらえることもできると思われる。コミュニティは社会的に構築され
るとするデランティは、同時に今日のコミュニティの問題は「場所と関係する帰属が危機に陥っ
ている」ことにあるとし、「コミュニティが場所と結びつきを確立できるか、それとも想像され
た条件にとどまるか」が今後のコミュニティ研究の重要なテーマとなると述べる（Delanty 2006: 

260-272＝2003）。「都市」を経由した上で、「顔の見える関係」としての身体性を「場所」との
関わりで取り戻す試みとして、新しい移住者の姿を位置づけたい。

６　おわりに

高度経済成長期の都市への移動は「豊かさ」と「自由」を求めるもので、そこには都市と地
方の圧倒的な格差（経済、情報、モノ、機会）があり、ないものを求めて地方から都市へ移動
した。現在も若者に対する進学・就職での都市の誘因力はあるが、モータリゼーションと情報
化社会の進展は地方をそれなりに「豊かな社会」にしている面もある。地方圏の社会も伝統的
な定住社会というよりも、高学歴化や社会の流動化が進む中で多様な移動経歴を持つ人々によっ
て構成されている。したがって、現代のコミュニティにおいては、多様な形での「場所」への
帰属のあり方が問われなければならない。

加えて、トランスローカルな形での移動や場所への帰属は、ライフコース・世代によっても
異なる経験となっている。このことは、生活におけるローカルな地域社会の意味、すなわち生
活と身体性の視点からコミュニティの場所性を再考することを必要とする。例えば、情報化に
より地方での仕事が可能になることは空間の拘束性から自由になる一方で、子育てや介護等の
ケアは生活を地域に回帰させるものでもある。
「豊かな社会」は個人化社会でもある現在、「場所」に対する帰属意識や価値意識は、地域移

動要因の多様化に伴って、地域アイデンティティとして再帰的に「再編」されるといえる。さ
らには、ここでの地域アイデンティティは、生活の身体性を「場所」＝意味のある空間として
実感する中で獲得されるものであると考えられる。

― 62 ―



［注］
1 ） １市２町合併に対しては、2002年から合併特例法に基づく協議会で検討が始まったが、当初は３

市町での温度差が大きく、議論が進まなかったが、数度の住民投票を経て、ようやく2010年の合併
に至った。

2 ） 例として、会館名「伊都文化会館」や九州大学「伊都キャンパス」などがある。
3 ） 第１次総合計画後期基本計画（2016-20年）では移住支援が重点プロジェクトとなった。
4 ） （徳野 2002）（二宮・中藤・橋本 1985）などがある。
5 ） 小田切徳美らによる関係人口に関する一連の議論などがある（小田切・筒井 2016）。
6 ） 福岡県糸島市定住促進サイト「きっと満足糸島生活」による。  

https://itoshimalife.city.itoshima.lg.jp/
7 ） 2000年代に入って以降、現在は野菜生産額が大きい。
8 ） 特に、2000年代以降の移住者には、ものづくりはもちろん、個人でさまざまな事業を起業するケー

スも多い。
9 ） ここでの記述は F さんへのインタビューからまとめている（2019年７月24日）。
10） 以下、S さんへのインタビューからまとめている（2019年12月６日）。
11） 第３子からは保育園が無料となった等、近年の定住支援施策においても子育て支援施策は重要視

されている。
12） 以下、W さんへのインタビューからまとめている（2019年12月９日実施）。
13） 農作業は知り合いの１人にパートで手伝いを頼んでいる。
14） 以下、T さんへのインタビューからまとめている（2019年12月13日実施）。
15） 作品の材料として、栃木県から鹿革を取り寄せている。獣害のために駆除されたものであるが、

東日本大震災の原発事故の影響で食用には適さないとされたものである。キズや斑があるものも人
間と同じように生きてきた証であると捉え、できるだけ製品に使いたいという T さんの思いである。

16） 以下、応援プラザ訪問と K さんへのインタビューからまとめている（2019年11月29日、2020年９
月10日）

17） 応援プラザ発足時は約30人からスタートしており、登録数は10年で３倍近くになっている。
18） 体験ワークショップ募集の資料には27の作家が掲載されている。（2020年４月現在）
19） 小学校での読み聞かせや赤ちゃんサロン、子どもフェスティバルの開催などを行ってきたという。
20） 糸フェスは、糸島在住の約70のクラフト作家が糸島中央公園を会場に野外ブースで作品を展示販

売するイベントで、近年は糸島産農産物を活用した飲食の物販も20ほど加わっている。３日間でお
よそ15000人が訪れ、糸島を代表する秋のイベントとなっている。

21） 従来の経済的・宗教的・政治的理由による移住とは異なるものとして、欧米先進国の中間層を中
心に生き方や住環境・教育などの質を求めての移住としてとらえられている（石川 2018）。
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