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《人材》

キーワード 交流人口　ライフスタイルの多様化　関わり価値　関わりの階段　移住・定住

関係人口

関係人口とは何か

　「関係人口」は、2010年代中頃から、地域に関心

がある人々の間で使われるようになった新しい言

葉である。指出一正氏は、著書『ぼくらは地方で

幸せを見つける』（ポプラ社、2016年）の中で、空

き家のリノベーションに取り組む若者建築集団な

ど、地方部でユニークな活動をする人々を例とし

ながら、「関係人口とは、言葉のとおり『地域に関

わってくれる人口』のこと。自分のお気に入りの

地域に週末ごとに通ってくれたり、頻繁に通わな

くても何らかの形でその地域を応援してくれるよう

な人たち」と説明している。一見すると曖昧な定

義であるが、関係人口は多様な存在であり、日々

新しい形態が生まれているため、あえて厳密化し

ないことが意識されているのであろう。

　従来は、こうした人々を「交流人口」と呼んで

いたが、この言葉は、現在では主に観光で訪問す

る人を指すことも多い。しかし、「都市と農村の交

流」が語られ始めた1980年、1990年代の「交流」

とは、もっと多様で奥行きあるものだった。つまり、

当時の「交流人口」概念は現在の関係人口に近似

する。「交流」の意味がいつのまにか変化するなか

で、「関係人口」という新しい言葉に置き換えられ、

量的増大にともない、定着したものと言える。

関係人口の量的把握

　他方では、関係人口の量的把握も進んでいる。

国土交通省「地域との関わりについてのアンケー

ト」（2020年9月実施）では「三大都市圏」と「地

方圏」の18歳以上の住民を対象にして、「日常生活

圏、通勤圏、業務上の支社・営業所訪問等以外に

定期的・継続的に関わりがある地域があり、かつ

訪問している人（単なる帰省などの地縁・血縁的

な訪問者を除く）」を「訪問型関係人口」として、

数や活動内容を調査している。三大都市圏の居住

者をめぐり、主に明らかになったのは以下の点であ

る。

　①三大都市圏（18歳以上人口は4,678万人）で

は、約18％（861万人）が関係人口として、特定の

地域を継続的に訪問している。②その内訳は、直

接寄与型（地域のプロジェクトの企画・運営、協力・

支援等）301万人、趣味・消費型233万人、参加・

交流型189万人、テレワーク的就労型88万人等と

なっている。③関わる地域は、同じ大都市圏内で

あるケースが約半数を占め、「都市内関係人口」の

存在が浮かび上がってくる。しかし、「三大都市圏

の都市部」以外に関わり、訪問する人々は約448万

人いる。また、その中で、「農山漁村部」に関わる

者は9.9％であり、割合としては多くはないが、そ

の実数は44万人にも及ぶ。

関係人口の大量出現の背景

　人々の地域への関わりが、なぜ、ここまで大き

なボリュームとなったのであろうか。その要因とし

て、第1に、人々のライフスタイルの多様化がある。

特に、若者の多様な生き方、暮らし方の一部に、

地域とのさまざまな「関係」を求める者が出てきて

いる。第2に、この関係確保の手段としての情報通

信技術の進化が挙げられる。地元から多数の地域

情報が、日々、SNSを通じて発信されている。た

とえば、「空き家改修ボランティアの募集」などは

地域情報の定番となっている。

　そして、第3に、これら二つの要素を条件として、

地域やそこに住む人々との関係を持つことに意義

を見いだす人々、特に若者が生まれている。先の

指出氏は「若者は関係を創るためにお金を使うこ

とがあたり前の時代になっている」と端的に表現し

ている。いわば、「関わり価値」の発生である。

関係人口と移住との関係

　それでは、この関係人口は田園回帰（地方移住）

とどのように関連しているのであろうか。その点を

図に表した。ここでは、関係人口の「関係」を分

解して、縦軸に地域への「関心」、横軸に「関与」

の程度を取っている。このようにすれば、関係人

口の存在領域は、図中のグレーの部分となる。

　関係人口に含まれないのは、原点近傍の「無関

係人口」と右上に位置するすでに移住した者であ

るが、この両者には大きな距離がある。その間を

埋めるのが、関係人口である。移住者の実態を見

れば、地域への関わりは段階的である。図にある

ように、たとえば、①地域特産品の継続的な購入

→②地域への寄付→③頻繁な訪問→④二地域居住

→⑤移住というプロセス（「関わりの階段」）を経る

人がいる。つまり、地方移住は、こうした関係人

口の厚みと拡がりの中で生まれた現象であろう。

逆に言えば、「関わりの階段」を上る人々の裾野の

拡がりがなければ、田園回帰もいまほど活発化し

ていないだろう。

　しかし、実は、関係人口は、このような移住と

の直接的関係を超えた革新的な動きでもある。特

に若者の諸事例を見ると「関わりの階段」を上る

ことにこだわりを持たない者も少なくない。同じス

テップに踏みとどまる人々も立派な関係人口であ

る。田中輝美氏は、移住への過度の誘導は、逆に

「定住しなければ、地域にかかわる資格がない」と

いうメッセージとなると、鋭く批判する（田中輝美

『関係人口をつくる』木楽舎、2017年）。むしろ、

このような人々が、狭義の関係人口として、この間

の議論の中心に位置している。

　こうした新しい傾向を含めて、地方部への人々

の行動の全体像を把握するために、この関係人口

概念は有効性を持っていると言える。

関係人口論の意義

　「関係人口」概念の登場は、都市部に住む者が地

方部に関心を持ち、何らかの関与をする実態が広

がっていることを明らかにした。これを、国土で考

えれば、都市と地方（農村）との接近を意味して

いる。さまざまな局面で見られる社会の閉塞状況

は、ともすれば人々の分断を生み、地理的には都

市と農村の対立となりがちである。その点で、関

係人口の存在は、そのような対立を超えて、両者

が共生する社会を草の根的に創造する、一つの条

件だと考えられる。「都市なくして農村なし、農村

なくして都市なし」という都市農村共生社会への

入口を関係人口に見ることができる。

（小田切徳美）

〈参考文献〉
指出一正『ぼくらは地方で幸せを見つける』ポプラ社、2016年

田中輝美『関係人口の社会学』大阪大学出版会、2021年
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切農産となった。同年に七久保地区、その後、飯島・

本郷両地区でも営農組織の有限会社が設立され、

全地区に2階建て方式が導入された。

　ただし、その後の展開は各地区で異なる。中で

も注目したいのが田切地区で、2009年には（有）

田切農産を株式会社に改組。さらに2015年には、

「田切営農組合」を地区全戸が参加する（一社）田

切の里営農組合として法人化した。全国で初めて

の「法人2階建て方式」で、しかも、農地管理だけ

でなく地域づくりも包括した幅広い事業展開へと

進展している。

地域資源管理法人と
	 農業経営体の2階建て方式へ	
　1階部分の（一社）田切の里営農組合（以下、営

農組合）が地域資源管理法人、2階部分は経営体と

して強化を図る（株）田切農産という2階建てに変

更した背景には、今ではすでに全国的に見られる

ように、営農組合の弱体化があった。

　農業経営による受益者は2階部分の経営体にな

るため、農地を担い手に預け土地持ち非農家となっ

た地権者は、どうしても1階部分の営農組合の組合

員としての意識が希薄化し、組織が弱体化する。

一方、2階部分の（株）田切農産では、規模拡大と

平行して畦畔の草刈りなどの負担が大きくなり、

土地持ち非農家や自給的農家など、地権者の協力

がなければ営農環境の整備が難しくなった。

　「営農組合の法人化は、経営体を立ち上げた10年

を区切りに、再び地区の農業をどうするか、地域

みんなで考えるきっかけづくりという意味もありま

した」と、（株）田切農産代表取締役の紫芝勉氏は

言う。

　議論の結果、①農家を減らさない、②多様な人

材を確保する、③農地を一元管理する、という3

点を目的に、営農組合の法人化を決定した。これ

を機に、地権者が農地を（株）田切農産に預ける

だけという一方通行ではなく、営農組合に「作業

グループ」「直売・加工グループ」「福祉グループ」

を設置し、（株）田切農産から営農組合へ、畦畔管

理作業や直売所「キッチンガーデンたぎり」の運営、

ネギやトウガラシなど野菜の収穫作業、独居老人

の安否確認など、さまざまな仕事を委託するとい

う双方向の関係性の再構築が始まった。

地区営農組合から担い手法人の設立へ

　長野県飯島町が、JA・行政など町内すべての

農業関連機関と農業者代表で組織する「営農セン

ター」を設立したのは、1986年のことだ。これに

あわせて町内4地区（旧村単位。各200～ 500戸規

模）で全戸の農地所有者が参加する「地区営農組合」

を設立し、営農センターが企画機能、地区営農組

合が農地利用調整や機械共同利用を担う体制が整

備された。

　当時の課題は、担い手の高齢化というより農業

従事者の減少だった。もともと町は精密機械など

雇用の場に恵まれており、兼業農業が多く、人口

流出は少ないものの、バブル期前夜で企業での仕

事量が増え、兼業農家の次世代が農作業に携われ

ないケースが増加した。そこで、担い手をオペレー

タに、機械の共同利用を進める集落営農組織化が、

体制整備のねらいだった。

　しかし、10年後には、オペレータとなっていた

担い手の高齢化が進み、後継者不足にも拍車がか

かった。近い将来、地域の担い手をどうするか。

営農センター主導で地区ごとに議論が始まり、そ

こから、雇用就農も視野に入れた中核組織となる

経営体を設立する動きが高まった。

　地区営農組合がそのまま中核組織に移行する選

択肢もあったが、飯島町では、地区営農組合を農

地利用調整組織としてそのまま存続させ、その上

に実際の営農組織を新たに立ち上げる「2階建て方

式」を推進した点が特徴だ。

　4地区のうち最初に中核営農組織が誕生したのが

田切地区で、2005年、「田切営農組合」の機械利用

部が独立し、営農組合員全戸が出資する（有）田

飯島町

長野市

田切地区

《長野県飯島町田切地区の位置》

　長野県南部に位置し、総人口は9,098人（2019年度）。林野率約

7割と中山間地を多く抱える。同町北部の田切地区は、人口1,125

人（同）、農家戸数258戸、農地面積約270ha（うち水田195ha）。

1986年に地区営農組合を設立し、2005年、営農組合を農地利用

調整組織、（有）田切農産を営農経営体とする2階建て方式に移行。

2009年、（有）田切農産を株式会社に改組。2015年、営農組合を一

般社団法人化。地区内には他に、（一社）月誉平栗の里、（株）道の駅

田切の里があり、4法人が連携しつつ農地と地域を維持している。

長野県飯島町田切地区の概要

写真1　（株）田切農産代表
取締役の紫芝勉氏

榊田みどり（農業ジャーナリスト）

「2階建て方式」の
集落営農システムから地域づくりへ

長野県飯島町田切地区

農家戸数　258戸
水田面積　195ha

下土

中土

上土

自給的農家（68）
土地持ち非農家（120）
兼業農家（58）など
さまざまな農家

農家の役割の連携と統合
所有・生産・販売・仕事・農地活用

大規模専業（1）
認定農業者（10）
専業農家（4）

（家族労働の中での
多角化）

地域の農業の展開に向けての課題

・農家の役割の明確化
・経営展開のための地域条件の整備（農地集積）
・野菜類の導入や加工・直販など垂直的多角化を通
 してどう利益を確保していくか
・地域の農家、顧客、住民などのステークホルダー
 との関係構築
・地域内の人材を活用し雇用の場を広げる
・組織管理の合理化や人材の育成

一般社団法人
月誉平栗の里

水平的多角化
（水田畑作物
野菜類の導入）

株式会社田切農産

垂直的多角化（加工・販売）

連携
株式会社
道の駅田切の里

地域住民が出資し設立した道の駅運営会社

一般社団法人
田切の里営農組合

面積拡大

2階建て方式

図　地域農業の展開に向けて
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駅たぎりの里」は、都市農村交流や農産物販売な

どの地域活性化拠点機能だけでなく、独居高齢者

の見守りや移動販売車の運営などの地域生活拠点

機能や、防災倉庫を持つ地域防災拠点機能も担う

「小さな拠点」となっている。運営する（株）道の

駅たぎりの里の出資者は、地区住民、営農組合、

（一社）月誉平栗の里、（株）田切農産、JA上伊那、

地元企業、飯島町などで構成されている。

　これで、田切地区には4法人が設立されたことに

なり、今後、4法人の連携を強化しつつ、営農組合

を地域のハブとして機能させるための人材育成が

課題だ。

　2020年には、コロナ禍の中、関係人口・交流人

口の拡大を視野に、町がワーケーション事業の検

討を始め、2021年、飯島流ワーケーション推進協

議会が発足した。企業と契約を結び、社員に一時

的に移住してもらい、農業実践塾として地域住民

とともに地区の農業や畦畔管理に参画してもらう

もので、すでに宿泊用トレーラーハウスが設置さ

れ、2021年には体験プログラムのプロモーション

も実施された。（株）田切農産・紫芝勉氏が、同推

進協議会のマネージャーとして、現場のコーディネ

イトを担っている。

　企業の社員が周年単位で交替に滞在することで、

経済効果だけでなく、地域課題の解決への協力

や、いずれは企業のサブオフィス誘致にもつなが

ると期待する。また、滞在する企業社員のストレス

チェックによってストレス軽減度を数値化し、企業

の福利厚生としての活用をPRするだけでなく、副

業としての週末農業で、ある程度の所得を目指す

“小さな担い手”を、企業の社員の中から育成でき

ないかとの思惑もある。

　このワーケーション事業は、町の「アグリイノ

ベーション2030」構想とも連携している。同構想

は、20代～ 30代による新しい農業イノベーション

を支援する構想で、ここに、ワーケーションを通じ

た関係人口の参画も促し、地域活性化につなげた

い考えだ。現段階では、20代～ 30代の女性たちに

よるレディースファームの設立や、兼業前提での

“畦草刈り専門会社”の設立などが構想されている。

地域に小さな仕事をさらに増やすことが、地域経

済の活性化や人材発掘にもつながるのではないか

と期待する紫芝氏は、こう話す。

　「地域で共有する大きな目的は、永続する農業、

地域、農村経営。地域づくりは、どれだけ多くの

住民が集落営農に関わり利益を分け合えるか、

どれだけ農家を減らさないかが大きなカギです。

2005年から10年間は、兼業農家から弊社への農地

委託が一気に増えましたが、ここ数年は、兼業農

家の経営面積が横ばいになり、農地委託が年間1ha

以下になりました。それだけ兼業農家が頑張って

くれている。それこそが、（株）田切農産の存在意

義の一つだと僕は思っています」

　③の農地一元管理は、農政の変化への対応でも

あった。田切地区の農地面積は約270ha（うち水田

面積195ha）。（株）田切農産は、このうち約3分の

1の農地を借地や作業受託の形で担っており、残り

3分の2は、専業農家や兼業農家が個別で管理して

いるが、2009年、民主党政権下で戸別所得補償が

導入されたのを機に、（株）田切農産を含む地区内

全農業者が営農組合に農地を貸付けたうえで営農

する形に切り替えた。2014年には、農地中間管理

機構が設置されたのを受けて、台帳上の管理も営

農組合が担い、貸借が発生した場合は同機構を活

用する仕組みに変更した。

　同機構を通すと、借り手は認定農業者と農業法

人に限定され、しかも公募形式になる。しかし、

営農組合が借り手となって同機構から借地し、そ

のうえで地域の実情に合わせた農地利用調整を行

うことで、兼業農家を含め地区にとって最も適切

な相手に作業受託ができる仕組みが可能になった。

農地集積協力金も営農組合でプールし、事務委託

費や労賃などの活動費にあてている。この仕組み

の構築には、町の営農センターが同機構の町内で

の事務代行を行っており、地図情報システムも整

備されていたことも大きな力になった。

農地管理から地域づくりへ

　営農組合を法人化したもう一つの目的は、社会

的信用・社会的責任を向上させることにあった。

すでに地区内には、（株）田切農産のほかに、2011

年には中山間地の月誉平集落に、集落全戸参加の

農法法人・月誉平栗の里が誕生（2015年に一般社

団法人に改組）していた。荒廃農地を栗栽培団地

として再生し、菓子店と連携した6次産業化にも取

り組む組織だ。さらに、2016年には地域拠点施設

として「道の駅田切の里」の設立も決まっていた。

　そのなかで営農組合は、地区全体の農地・農道・

水路管理など農業インフラ維持や高齢化対策など、

地域づくりの中でフラグシップを果たす組織に位

置づけることになり、地域貢献型の法人格として

何が適切か検討した結果、登記が簡単で資本金も

不要な一般社団法人を選択した経緯がある。

　これらの地区単位での仕組みづくりに住民合意

が円滑に得られてきた背景には、農家全戸を対象

とするこまめな意向調査がある。飯島町営農セン

ターの設立時、（有）田切農産の設立時、営農組合

の法人化など、節目ごとに意向調査を実施し、後

継者の有無や営農継続の意向、営農ができなくなっ

た場合、農地を誰に預けたいかなど、かなり踏み

込んだ質問をしている。その回答を分析したうえ

で、地区のその後の方針を決定する。この調査は、

記入した地権者にとっても、営農組合の組合員と

しての意識を高め、自らの農地の将来について考

える機会になっている。

「飯島流ワーケーション」にも着手

　一方、（株）田切農産は、現在、役員5名、社員

10名の経営体となり、水稲・大豆・そばを生産す

る「普通作部」のほか、「ネギ部」「野菜部（トウ

ガラシなど）」「アスパラ部」「果樹部（桃栽培）」「直

売部（キッチンガーデンたぎり運営）」など、複合

経営化、6次産業化を進めてきた。これは、経営強

化の意味だけでなく、「どんどん仕事を創り出して

営農組合に委託する」（紫芝氏）ことで1階部分と

2階部分の連携を希薄化させないことも大きな目的

だ。多くの地域住民が関わることで利益を広く分

配する仕掛けでもある。もっとも、そのため（株）

田切農産では人件費比率が高くなり、経営効率化

とのバランスの取り方が新たな課題の一つになっ

ている。

　また、長野県里親制度に登録して研修生を受け

入れ、独自の次世代育成プログラムによる新規就

農者支援も行っている。今までに3名が独立就農

し、現在社員も半数はIターン者で、10人中6人は

20代～ 30代だ。

　2016年に地域住民の拠点として誕生した「道の
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