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過疎地域における中若年層の定住経歴と生活構造
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Settlement Career and Life Structure of the Middle and
Younger Generation in Depopulated Areas

　Tsutomu YAMAMOTO

　1　　はじめに

　過疎研究の中範囲論的な課題は定住人口論，流入人口論，流出人口論の　3　つである（図　1　）1）。
本稿ではこの内，定住人口論，および，流入人口論的研究の課題について，過疎地域の中若年層

に焦点をあて，多少の知見を示したい。定住人口論的過疎研究とは，「過疎地域で人々はいかに暮

らして（残って）いるのか」についての研究である。このような問題意識の研究は次第に増えて

きたように思う。小川（1996），染谷（1997），秋葉・石阪・桐村（1998），山本（1996：1998a：
2000：2011）石阪（2002），木下（2003），叶堂（2004），熊本大学地域社会問題研究会（徳野貞雄
代表）・山都町（2006-2008），高野（2008：2011），鯵坂（2009；特に第　4　章），奥田（2009a），秋
葉（2010），徳野（2011）などがそれである 2）。多くは地域福祉社会学的な高齢者研究である。

　これに対して，地域における「正常人口」の「正常生活」的な人口層の分析は弱い。すなわち，

職業を持ち，家族を持ち，地域社会の中核を担う（または，そのようなことが期待される）中若

年層の分析が手薄であると思われるのである。しかし，過疎地域の中若年層が地域の維持，存続

にとって重要であるのは，いうまでもない。したがって，中若年層の定住人口論的研究は重要な

課題である。

 研　究　領　域 具　体　的　問　題

①　定住人口論的過疎研究・・・「過疎地域で人々はいかに暮らして（残って）いるのか？」

②　流入人口論的過疎研究・・・「過疎地域に人々は何故，入ってくるのか？」

③　流出人口論的過疎研究・・・「過疎地域から人々は何故，出てゆくのか？」

図　1　　過疎農山村研究の課題

出典：山本（2000：1998b）。用語は多少変えている。
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　勿論，高齢者を中核に据える地域福祉社会学的な問題意識は重要である。かつて高齢者研究に

先鞭をつけた大道（1966）は，氏の著作『老人社会学の構想』の「あとがき」で，社会学者は
「老人社会学について全くといってよいほど無関心であった」と述べている。これが当時の研究

状況だったのである。しかし，このような状況から随分遠いところにわれわれはいる。高齢者研

究は今日，もっとも人気があり，活発に展開している研究分野のひとつといってよいだろう。

　また，過疎地域は筆者自身の規定でも，少子・高齢者中心社会であり，筆者もその研究の重要

性を否定するわけではない（山本　2008）。とはいえ，高齢者研究に偏した研究動向には問題もあ
る。過疎地域は高齢者ばかりの住む地域ではないからである。

　高齢者は鈴木栄太郎（1969）の正常生活論に依拠すれば，「老衰期」の「異常人口」である。だ
とすれば，ここから地域の展望を見いだすのはやはり隘路というべきである。高齢者に偏した研

究体制では，地域の維持存続に関わる研究課題を担えるのか，いささかの疑問が残るのである。

　生涯現役やアクティブ・エイジングなどの言葉が語られる今日 3），古い鈴木栄太郎の正常（異

常）人口論を持ち出すことに違和感を覚える向きもあるかもしれない。しかし，「現役」とか，

「アクティブ」とかの概念が高齢者の好ましい（または目指すべき）目標として語られていると

いうこと自体が，鈴木栄太郎の主張の正当性，重要性を示すものである 4）。

　また本稿は「過疎地域に人々は何故，入ってくるのか？」という流入人口論的研究の課題をも

担うものである。流入人口論的研究の一つの中心は人口還流（　U ターン）の研究である。人口還
流者の生活構造や生活意識などは山本（1996：1998b：2008：2011），熊本大学地域社会問題研究
会（徳野貞雄代表）・山都町（2006-2008）の研究があるが，研究の蓄積はこちらも小さい。人口
還流は黒田（1970）によって提起された問題で，一時期，かなり盛んに研究された。それらはマ
クロ統計データ（人口移動の公的統計）の人口学的分析が主流で，社会学的な生活構造論や移動

者のミクロ（行為）分析ではなかった。しかも，そのマクロ統計の研究自体も，明確な結論を提

示せぬままに，立ち消えてしまったというのが実情（に近い）であろう。山本（1996；159-174）
は今後の人口　U ターン論の課題として，　U ターン者などの生活構造分析（「還流人口のミクロ・実

在性分析」とよんでいた）の必要を唱えたことがある。しかし，今日においても，「過疎地域の人

口復元現象や還流現象についての研究は少ない」（徳野　2011；290）というのが研究の現状で
あろう。

　2　　調査地域と調査の概要

　調査地域は広島県北西部（中国地方全体から見ればほぼ中央部）にある北広島町である。町は

「過疎地域自立促進特別措置法（平成12月　4　月施行）」による「過疎地域」の指定を受けている。
2005年　2　月　1　日に千代田，豊平，大朝，芸北の　4　町が合併して北広島町となった。その直後の
2005年国勢調査で人口減少率が急増している（表　1　）。合併直後の2005年国勢調査での人口減少
率の急増は，西日本の他の過疎地域でも確認されており重要な問題である（奥田　2009a：2009b 
：小田切　2009：山本　2012）。
　調査は北広島町役場の協力を得て，以下のように実施された。

　　調査対象・・・・北広島町16歳以上住民，住民基本台帳から2000人を無作為抽出。
　　調査方法・・・・郵送調査。2006年　8　月　1　日調査票郵送，　8　月31日まで回収受付。
　　調査票の回収・・有効回収数は916票，回収率は45.8％。
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　地域別人口は今回調査のデータでは千代田が47.7％，豊平23.8％，大朝地域15.9％，芸北
12.1％，不詳0.4％となる。ちなみに，2005年国勢調査による各地域の人口割合は，千代田
50.5％，豊平19.8％，大朝16.5％，芸北13.2％であり，ほぼ符合している。調査地域は山本（2011）
と同じであるので，さらに詳しくはそちらを参照願いたい。

　3　　調査の問題意識と得られた知見

　3　－　1　　調査の問題意識

　北広島町住民の定住経歴をみると，地域（全町）の人口供給ルートは，土着，婚入，　U ターン

の三つのが中心である。「生まれてから，又は幼い頃からずっと町内で暮らしている（土着層）」

35.7％，「町外の生まれだが，結婚で転入してきた（婚入）」25.2％，「北広島町の出身だが，しば
らく町を離れてまた帰ってきた（　U ターン）」21.6％がそれだが，これで全体の　8　割以上（82.5％）
を占める。

　これに加えて多くはないが，「仕事で転入した（仕事転入）」5.5％，「町外の生まれだが，北広
島町の良さに引かれて転入してきた（　I ターン）」3.2％，「出身地に近い北広島町に転入してきた
（　J ターン）」0.7％などの人々がいる（図　1　）。
　本稿ではこれらの定住経歴別の人口に着目して，その住民の生活構造，生活意識の異同ついて

指摘したい。特に，土着層と　U ターン層の比較は重要な課題である。人口　U ターンの促進は過疎
地域の持続に重要であるのはいうまでもない。したがって，人口　U ターン層がどのような特性を
もった人々なのかは過疎研究の重要テーマである。

　また，人数が少ないためはっきりした比較は難しいかもしれないが，可能な範囲で，　I ターン

層や仕事転入層についても触れたい。　I ターン層や仕事転入は土着や　U ターンや婚入との対比で
興味深い知見が得られた。

　　J ターンは非常に少ないので，今回の論文では触れない。ただし，　J ターン層が過疎地域（北

広島町）には，非常に少なく，仕事転入や　I ターン層の人口の方が多いことは，意味ある知見と
思われる。　J ターン層の所在は，過疎地域ではなくて，過疎地域近郊の地方都市にあるのかもし
れない。これは今後の地方都市調査の課題に残したい。

　3　－　2　　調査データの分析方針

　本稿で分析するのは20歳～59歳（中若年層）のデータである。この年齢層にデータ分析を限
定するのは，つぎの理由からである。まず，本稿の問題意識は過疎地域の中核を担う（または，

そのようなことが期待される）人々である。ここではそのような年齢層を厳密に規定することは

できないが，一応，その人々を20歳～59歳（中若年層）としておきたい。

表　1　　人口減少率と人口の推移 （北広島町）

注：各年度とも　5　年前との比較で人口減少率を計算。
資料：国勢調査

2010年2005年2000年1995年1990年1985年1980年1975年1970年

4.34.92.42.01.12.42.05.713.4人 口 減 少 率（％）

19,97020,85721,92922,45822,92623,18323,74324,22925,682人 口（人）



74 県立広島大学経営情報学部論集　第　4　号

　これは勿論，60歳以上の住民が地域の役を担わないという意味ではない。実際，われわれの
行った別の過疎地域調査（表　2　，大分県中津江村調査）によれば，60代を「地域では現役」と考
える人が大半（87％）をしめた。さらには，「70歳以上の人にも仕事や地域の役割がある」と考
える人も非常に多かった（83％）。

表　2　　地域において，60歳代は現役か？　70歳の人に仕事はあるか？

注：大分県中津江村調査，2007年調査実施より。

70歳の人に仕事はあるか？60歳代は現役か？

 44.1（ 172） 53.6（ 208）そ う 思 う

 38.5（ 150） 33.5（ 130）ま あ そ う 思 う

 13.3（ 52） 9.3（ 36）あまりそう思わない

 4.1（ 16） 3.6（ 14）そ う 思 わ な い

100％（390人）100％（388人）合　　　計

図　2　　北広島町での定住経歴
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　とはいえ，60歳以上と20歳～59歳（中若年層）を同等に考えるのもやや無理があるといえよ
う。何歳からを老人（高齢者）と考えるかは老人線の研究課題であり，それは時代によっても変

動するであろうが，辻（2000）よれば，60代を老人と考える者は30％程度と少なからずいる。こ
れに対して，55歳以上から老人と考える者は　1　％前後でほとんどいない（表　3　）。
　われわれの行った中津村調査でも結果はほぼ同様であり，50代から高齢者と考える者は皆無
で，60代から高齢者であるとの回答は多数ではないが，ある程度（14.2％）いる。さらには，70
代から高齢者であるとの回答が73.9％ともっとも多かった。つまり，60歳代は老人の直前の年齢
であり，かつ，一部の者からは老人と見なされている年齢である。いいかえれば，60歳代は向老
期とでも位置づけることが可能なマージナルな年齢層であり，中若年（20歳～59歳）と一線を
画すのは，理にかなうように思う 5）。

　また，この20～59歳は調査が2006年実施であるので，もっとも年長者で1947年生まれであ
る。つまり，20～59歳の層は戦後生まれの世代であり，この点も本稿の分析には重要である。
過疎地域住民が戦後生まれと戦前生まれで，定住経歴において大きく異なるのはいくつかの過疎

地域調査（山本 1996：1998b；2008）で確かめられている。戦後生まれは流動層が主流であり，
戦前生まれは土着層が主流なのである 6）。

　これは北広島調査でも明瞭に確認できる。図　1　によれば，「生まれてから，又は幼い頃からずっ
と町内で暮らしている（土着層）」は65歳以上の戦前生まれに50％前後と多く，ついで戦前戦後
生まれが混在する60～64歳で28.6％，戦後生まれの50歳代で23.1％，40歳代で17.5％，30歳
代で11.0％と大きく減少する。20歳代では30.2％と増えるが，これは若年のため婚入が少ないた
めの数字であるので，ここでは無視するのが妥当である。また，16～19歳層は土着層が多いが，
今後，移動を経験する層である。

　3　－　3　　定住経歴の基本構造－全体，性別，年齢別－

　本稿の分析対象である20～59歳層に関して，定住経歴の基本構造に関して得られた知見を示
しておこう。まず，表　4　から定住経歴全般，および，性別定住家歴について，以下の知見を得る。
（知見　1　）20～59歳層全体で，もっとも多いのは　U ターン（33.6％），ついで，婚入（27.6％），

土着（21.0％），仕事転入（9.2％），　I ターン（4.2％），その他（3.9％），　J ターン（0.5％）
となる。前節の最後に見たように，65歳以上（戦前生まれ）層との大きな違いは，土着
層にある。65歳以上では，土着層がもっとも多く半数程度を占めるが（図　2　），20～59
歳層（戦後生まれ）では土着層は　2　割程度にとどまる。

表　3　　何歳から高齢者か？ （老人線）

注　1　：成人調査，高齢者調査は辻（2000：64）より。1987年宮崎県地域調査。
注　2　：中津江村調査は2007年実施。

合　　計80歳以上75歳以上70歳以上65歳以上60歳以上55歳以上

100％（633人）2.8％6.3％52.4％24.6％9.8％1.1％
成 人 調 査

（20～64歳）

100％（614人）5.2％12.7％53.1％21.0％5.7％0.2％
高齢者調査

（65歳以上）

100％（375人）12.1％20.8％53.1％12.6％1.6％0.0％中津江村調査
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（知見　2　）性別で定住経歴は大きく異なる。男性では，　U ターンがもっとも多く（41.6％），つい
で，土着（30.9％），仕事転入（14.0％），婚入（5.6％）となる。女性では，婚入がもっ
とも多く（46.5％），ついで，　U ターン（26.6％），土着（12.3％）とつづく。

（知見　3　）婚入は20～59歳層男5.6％（表　4　）と65歳以上層男8.5％（14人／165人，表省略），
20～59歳層女46.5％（表　4　）と65歳以上層女41.7％（91人／218人，表省略）でほぼ
変わらない。また，後掲の表　6　も含めれば，結婚が一応終了したと思われる，30歳，40
歳，50歳代の各年齢層では，婚入が20～30％程度になっている。これは60歳代以上
（図　2　）でも同様である。ここには，戦前から変わらない人口流入の型と割合がある。

（知見　4　）　I ターンは4.2％と一定の人口量を占め，意味ある社会層を形成する。65歳以上層
（383人）では　I ターンは1.8％（　7　人，表省略）であるので，戦後生まれ層に　I ターン
が多いことがわかる。これは　U ターンと同じ傾向である 7）。

（知見　5　）　J ターンは0.5％と非常に少ない。　J ターンは過疎地域には少ないのであろう。

　表　5　より定住経歴別の性別人口構成について以下の知見を得る。
（知見　6　）土着，　U ターンは女よりも男が多い。地域を継ぐことは男により強く期待されている

のであり，実態もそのようになっていることが示唆される。

（知見　7　）仕事転入は女よりも男が多い。仕事で過疎地に赴任することは男により強く期待され
ているのであり，実態もそのようになっていることが示唆される。

（知見　8　）婚入のほとんど（90.5％）は女性である。

表　4　　性別定住経歴 （北広島町）

合　　　計女男定　住　経　歴

 21.0（ 80） 12.3（ 25） 30.9（ 55）土 着

 33.6（ 128） 26.6（ 54） 41.6（ 74）　U タ ー ン

 0.5（ 2） 0.5（ 1） 0.6（ 1）　J タ ー ン

 9.2（ 35） 4.9（ 10） 14.0（ 25）仕 事 転 入

 27.6（ 105） 46.5（ 95） 5.6（ 10）婚 入

 4.2（ 16） 4.9（ 10） 3.4（ 6）　I タ ー ン

 3.9（ 15） 3.9（ 8） 3.9（ 7）そ の 他

100％（381人）100％（203人）100％（178人）合　　　計

表　5　　定住経歴の性別人口構成 （北広島町）

合　　　計女男定　住　経　歴

 100（ 80） 31.2（ 25） 66.8（ 55）土 着

 100（ 128） 42.2（ 54） 57.8（ 74）　U タ ー ン

 100（ 2） 50.0（ 1） 50.0（ 1）　J タ ー ン

 100（ 35） 28.6（ 10） 71.4（ 25）仕 事 転 入

 100（ 105） 90.5（ 95） 9.5（ 10）婚 入

 100（ 16） 62.5（ 10） 37.5（ 6）　I タ ー ン

 100（ 15） 53.3（ 8） 46.7（ 7）そ の 他

100％（381人）53.3％（203人）46.7％（178人）合　　　計
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　つぎに表　6　から，年齢別定住経歴について，以下の知見を得る。
（知見　9　）20～59歳の各層は戦後生まれ層であるので，定住経歴は基本的には類似している。

　U ターン，婚入，土着が多い。
（知見10）20歳代には婚入が少ない。未婚者多く含むためだろう。その関係からか，土着層が多

くなっている。

（知見11）30歳代には仕事転入がやや多い。ここでは，定住経歴は多い順に　U ターン，婚入，仕
事転入となる。

（知見12）それぞれの定住経歴別の平均年齢は40歳代でほぼ同じである。仕事転入のみ，40歳
とやや若く，土着，　U ターン，婚入，　I ターン，その他は45歳前後でほぼ同年齢とみて
よいだろう。　J ターンはサンプルが非常に少ないのではっきりしない。

　3　－　4　　定住経歴別の生活基盤 －職業－

　職業と家族は生活の基盤であり，過疎地域の正常人口（生活）の分析にも重要である。この人

口の中核は，鈴木栄太郎の用語を再び用いれば，「職業期」の人々である。「それは食うために働

いている」（鈴木　1969；173）人々である 8）。そこでまずは，定住経歴別の職業構成についての

表　7　から見ていきたい。得られた知見は以下のようである。
（知見13）もっとも多い職業は，民間企業勤務（＝会社・商店・工場などに勤務）38.6％，公的

セクター勤務（＝公務員・農協・森林組合・郵政公社・団体職員）24.6％，自営（＝会
社・商店・工場などを経営・自営）11.9％，家事10.5％と続く。民間企業勤務，公的セ
クター勤務，自営が主な職業であり，これで75.1％を占める。過疎地域といえども人々
の職業は非農林業の割合が非常に大きい。

（知見14）農林業の割合は6.8％とかなり小さい。20歳から59歳の戦後生まれの世代にとって，
過疎地域は「農業に従う人々を主体にとする地域（福武　1979；251-252）」という定義
に示されてきたかつての農村ではなくなっている。人々は都市化した過疎農山村に暮ら

している。

（知見15）定住経歴別にみると，土着，　U ターン，　I ターンは，民間企業勤務，公的セクター勤
務，自営が80％前後となり主な職業であり，農林業を僅かに（10％以下）含む職業構成
であり，相互によく似ている。

表　6　　年齢別定住経歴 （北広島町）

平均年齢50　歳　代40　歳　代30　歳　代20　歳　代定住経歴

44.9歳 23.6（ 39） 17.5（ 17） 11.8（ 8） 31.4（ 16）土 着

44.7歳 31.5（ 52） 37.1（ 36） 35.3（ 24） 31.4（ 16）　U タ ー ン

＊ 0.0（ 0） 1.0（ 1） 1.5（ 1） 0.0（ 0）　J タ ー ン

40.1歳 4.8（ 8） 8.2（ 8） 19.1（ 13） 11.8（ 6）仕 事 転 入

47.4歳 33.9（ 56） 26.8（ 26） 22.1（ 15） 15.7（ 8）婚 入

43.1歳 2.4（ 4） 6.2（ 6） 7.4（ 5） 2.0（ 1）　I タ ー ン

42.3歳 3.6（ 6） 3.1（ 3） 2.9（ 2） 7.8（ 4）そ の 他

＊100％（165人）100％（97人）100％（68人）100％（51人）合　　計

注：調査票のワーディングの制約から，20歳代，30歳代，40歳代，50歳代をそれぞれ，25歳，35歳，45歳，55
歳として，各定住経歴別の平均年齢を計算した。
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（知見16）仕事転入には民間企業勤務が多く（55.9％），農林業はいない（0.0％）。完全に非農林
業化した人口層であり，この点はやや特色である。

（知見17）「その他」はもう一つの非農林業化した人口層である。無職が26.7％と多いのもこの
層の特色である。

（知見18）婚入は女性が多い（知見　8　）ためだろうが，民間企業勤務（35.0％），公的セクター勤
務（25.0％）についで家事（21.0％）が多い。自営は4.0％と少ない。農林業は7.0％で土
着，　U ターン，　I ターンとほぼ同じである。

　つぎは表　8　，　9　で従業地をみておきたい。表　7　の家事，無職，その他以外の回答の人に，「あな
たの従業地又は通学地を教えて下さい」と尋ねた結果である。まず表　8　から得られた知見は以下
のようである。

（知見19）従業地でもっとも多いのは北広島町内（芸北，大朝，千代田，豊平）で78.8％，つい
で，広島市12.3％，安芸太田町・安芸高田市5.5％となる。地元の北広島町が非常に多
く，隣接の地方大都市である広島市，隣接の農村地域である安芸太町・安芸高田市がこ

れにつづく。

（知見20）北広島町内をみると，千代田の割合が42.5％と高いが，千代田の人口規模に相応のも
のであり（千代田の人口は本稿　2　．参照），千代田に従業地が集中しているわけではな
い。言い換えれば，千代田は平成の合併後の北広島町の中心地区だが，他の　3　地区（大
朝，千代田，豊平）をささえるほどの雇用吸収力があるわけではない。

（知見21）芸北，大朝，千代田，豊平の合併前の旧町は，それぞれの地区住民にとって中心的な
就業地であるが，ややばらつきがある。芸北80.6％，千代田70.0％，大朝62.5％，豊平
50.9％の住民が自分の地区で就業している。

（知見22）各地区の北広島町での就業割合は，芸北90.3％，大朝87.5％でやや高く，千代田
77.3％，豊平67.2％でやや低い。広島市に遠い地区（芸北，大朝）で高く，広島市に近
い地区（千代田，豊平）で低い。

（知見23）広島市（地方大都市）を就業地とする者の割合は，広島市に遠い地区（芸北0.0％，

表　7　　定住経歴別職業構成 （北広島町）

合　　計その他無　職家　事生徒・学生
公　　的

セクター
民間企業自　営農林業

100.0％（ 77人）3.92.69.16.520.831.215.610.4土 着

100.0％（ 126人）0.80.84.80.027.842.915.97.1　U タ ー ン
100.0％（ 2人）0.00.00.00.050.050.00.00.0　J タ ー ン
100.0％（ 34人）0.08.82.90.020.655.911.80.0仕 事 転 入

100.0％（ 100人）3.05.021.00.025.035.04.07.0婚 入

100.0％（ 16人）0.00.06.20.031.231.225.06.2　I タ ー ン
100.0％（ 15人）0.026.720.06.713.333.30.00.0そ の 他

100.0％（370人）1.94.110.51.624.638.611.96.8合　計

注：自　　　　営・・・会社・商店・工場などを経営，自営。

　　民 間 企 業・・・会社・商店・工場などに勤務。

　　公的セクター・・・公務員・農協・森林組合・郵政公社・団体職員。
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大朝5.4％）で低く，広島市に近い地区（豊平21.8％，千代田14.0％）で高い。芸北，大
朝は相対的には人口が少なく，過疎の進んだ地区であり，千代田，豊平は相対的には人

口が多く，過疎のあまり進んでいない地区である 9）。地方都市（広島市）が利用可能で

あるということは，過疎地域にとって重要である。

　ついで表　9　から定住経歴別の従業地をみておきたい。得られた知見は以下のようである。
（知見24）土着，　U ターン，仕事転入，婚入，　I ターンのそれぞれの定住経歴別の従業地は，全

体の傾向（知見19）とほぼ同じである。つまり，大枠，北広島町80％，広島市10％，
安芸太田町・安芸高田市　5　％という構成である。

（知見25）ただし，やや異なるのが，仕事転入の従業地であり，千代田に65.5％が集中し，広島
市は3.4％と少ない（全体では千代田42.3％，広島市12.5％）。仕事転入は完全に非農林
業化した人々であったので（知見16），北広島町の中心地区（≒ビジネス地区）である
千代田に就業が集中しているのだろう。

（知見26）もうひとつ，やや異なるのが，　I ターンの就業地である。　I ターンは中心地区（≒ビ

ジネス地区）の千代田に21.4％と少なく，過疎的な地区の大朝に28.6％と多い（全体で
は千代田42.3％，大朝16.1％）。　I ターン層は知見57（後掲）でも示すが，「自然」ない
し「田園」的な生活を求める人々（ナチュラリスト）なのであろうと思われる。

（知見27）ただし，　I ターンの就業地が，同じく過疎的な芸北で7.1％，豊平で14.3％と平均程
度であり，多いとはいえない（全体では芸北9.8％，豊平10.5％）。大朝は高速道路（中
国横断自動車動広島浜田線）の通る地域である。これが　I ターンの就業に関係している
との仮説はありえる。

表　8　　地区別従業地 （北広島町）

注：北広島町は芸北，大朝，千代田，豊平の合計。以下の表も同様。

合　　計県 外
その他

県 内
広島市

安 芸

高田市

安 芸

太田町
北広島町豊平地域

千代田

地 域
大朝地域芸北地域地　区

100％（ 31人）0.0％0.0％0.0％0.0％9.7％90.3％0.0％6.5％3.2％80.6％芸 北

100％（ 56人）3.6％0.0％5.4％0.0％3.6％87.5％1.8％19.6％62.5％3.6％大 朝

100％（ 150人）2.0％1.3％14.0％4.0％1.3％77.3％1.3％70.0％6.0％0.0％千 代 田

100％（ 55人）3.6％1.8％21.8％0.0％5.5％67.2％50.9％10.9％1.8％3.6％豊 平

100％（ 292人）2.4％1.0％12.3％2.1％3.4％78.8％10.6％42.5％15.8％9.9％合　計

表　9　　定住経歴別従業地 （北広島町）

合　　計県 外
その他

県 内
広島市

安 芸

高田市

安 芸

太田町
北広島町豊平地域

千代田

地 域
大朝地域芸北地域定住経歴

100％（ 59人）1.7％1.7％15.3％0.0％3.4％78.1％15.3％37.3％13.6％11.9％土 着

100％（ 110人）0.0％0.9％14.6％2.7％5.5％76.4％6.4％42.7％19.1％8.2％　U ターン
100％（ 2人）0.0％0.0％0.0％50.0％0.0％50.0％0.0％50.0％0.0％0.0％　J ターン
100％（ 29人）0.0％0.0％3.4％3.4％3.4％89.6％0.0％65.5％10.3％13.8％仕事転入

100％（ 64人）1.6％1.6％10.9％1.6％0.0％84.4％18.8％40.6％14.1％10.9％婚 入

100％（ 14人）7.1％0.0％21.4％0.0％0.0％71.4％14.3％21.4％28.6％7.1％　I ターン
100％（ 8人）37.5％0.0％0.0％0.0％12.5％50.0％0.0％37.5％12.5％0.0％そ の 他

100％（ 286人）2.1％1.0％12.5％2.1％3.5％78.7％10.5％42.3％16.1％9.8％合　計
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　3　－　5　　定住経歴別の生活基盤 －家族－

　「正常人口の日々の生活は，世帯での生活と職場または学校での生活に大体つくされる」（鈴

木　1977；154）といわれるが，職業とならんで家族は生活の基盤である。本節では，家族形態
についての調査結果をみておきたい。家族形態は家族規模と家族構成の　2　面から考察できる（森
岡・望月　2002；158）。そこでまず，表10より家族規模からみておく。得られた知見は以下の
ようである。

（知見28）20～59歳層では，　3　人家族が27.8％ともっとも多く，ついで　4　人家族22.6人，　2　
人家族19.4％とつづく。これに対して，北広島町全体では，　2　人家族が30.6％ともっと
も多く，　3　人家族21.2％，　4　人家族14.8％とつづく。これが家族規模の主な形である。
20～59歳層では　3　人家族，町全体では　2　人家族が最頻の家族規模である。

（知見29）また，独居（＝　1　人家族）は20～59歳層では3.9％，北広島町全体では9.1％である。
つまり，町全体にくらべて，20～59歳層には独居が少ない。また，平均家族規模は20
～59歳層では3.6人，町全体では3.3人である。知見28とあわせて20～59歳層は町
全体よりもすこし家族規模が大きい。

　表11から定住経歴別の家族規模について以下の知見を得た。

（知見30）定住経歴別の家族規模は，土着3.5人，　U ターン3.8人，婚入3.9人，その他3.0人，
仕事転入2.8人，　I ターン2.8人であった。仕事転入，　I ターンの家族規模がやや小さ

く，土着，　U ターン，婚入の家族規模がやや大きい。
（知見31）仕事転入は独居が25.7％と最頻であり（全体では3.9％），知見30とあわせて小規模

家族・独居（家族外生活）が多いといえる。また，仕事転入はやや若い（知見12）ので，

表11　定住経歴別家族規模 （北広島町）

平均家族規模合　　計　6　人以上　5　　人　4　　人　3　　人　2　　人　1　　人

3.5人100％（ 80人）12.5％13.8％20.0％30.0％20.0％3.8％土 着

3.8人100％（ 128人）11.7％14.1％25.8％32.8％15.6％0.0％　U タ ー ン

＊100％（ 2人）50.0％50.0％0.0％0.0％0.0％0.0％　J タ ー ン

2.8人100％（ 35人）5.7％14.3％22.9％11.4％20.0％25.7％仕 事 転 入

3.9人100％（ 105人）20.0％13.3％21.9％23.8％20.0％1.0％婚 入

2.8人100％（ 16人）0.0％6.2％18.8％31.2％37.5％6.2％　I タ ー ン

3.0人100％（ 15人）6.7％0.0％20.0％40.0％26.7％6.7％そ の 他

3.6人100％（ 381人）13.1％13.1％22.6％27.8％19.4％3.9％合　　計

表10　家族規模 （北広島町）

注：平均家族規模は　6　人以上は　6　人として計算した。以下の表も同様。

平均家族規模合　　計　6　人以上　5　　人　4　　人　3　　人　2　　人　1　　人

3.6人100％（ 381人）13.1％13.1％22.6％27.8％19.4％3.9％20～ 59歳

3.3人100％（ 916人）13.2％10.9％14.9％21.2％30.6％9.1％北 広 島
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若年・小規模家族・独居生活者が多いともいえる。

（知見32）　I ターンは　2　人家族が37.5％と最頻であり（全体では19.4％），　5　人以上家族が6.2％
と非常に少ない（全体では26.2％）。　I ターンは知見30とあわせて小規模家族が典型と
いえる。ただし，　I ターンは仕事転入よりもやや年長である（知見12）。

　加えて，表12から家族構成について以下の知見を得た。
（知見33）直系家族（　3　世代家族，および，老親（65歳以上）含む　2　世代）47.0％，夫婦家族

（夫婦だけ（13.9％），および，夫婦（又は単親）と子（31.6％））45.5％で，両者がほぼ
拮抗して合計92.5％におよぶ。あと，少数だが，独居4.0％，その他3.5％の者がいる。
直系家族は農村の伝統家族であり，夫婦家族は近代的家族と考えられるが，両者がそれ

ぞれ半分弱程度をしめるのが，過疎地域（北広島町）の家族構成である。

（知見34）とはいえ，家族構成は定住経歴別でかなり異なる。直系家族は，婚入（55.9％），　U 
ターン（52.4％），土着（46.1％），その他（40.0％）に多く，仕事転入（20.0％），　I ター
ン（18.8％）に少ない。伝統的家族は婚入，　U ターン，土着，その他に多いことになる。

（知見35）夫婦家族は，　I ターン（75.0％）に非常に多く，仕事転入（51.4％），　U ターン（46.8％），
その他（46.7％），婚入（42.3％），土着（38.5％）に少ない。近代的家族は　I ターンに多
いことになる。

（知見36）独居は，仕事転入（22.9％）にもっとも多く，ついで「その他」（13.3％）に多く，　I 
ターン（6.2％），土着（3.8％），婚入（1.0％），　U ターン（0.0％）に少ない。

　3　－　6　　定住経歴別転入年齢，転入元

　　U ターン，仕事転入，婚入，　I ターン，その他はいずれも北広島町への流入人口である。それ
では，それらの流入が人生のどのような時期におきたのか。今回の調査では，「北広島町に転入さ

れた（戻られた）のは,何歳の時ですか」と尋ねてみた。その結果が，表13である。以下の知見
を得た。

（知見37）転入時の平均年齢は29.3歳であるが，定住経歴別の転入時の平均年齢は，　U ターン

28.6歳，仕事転入28.7歳，婚入28.7歳，　I ターン35.0歳，その他35.5歳となる。つま
り，　U ターン，仕事転入，婚入は20代終盤頃，　I ターン，その他は30代中盤頃に転入

表12　定住経歴別家族構成 （北広島町）

合　　計そ の 他直系家族夫婦家族独 居

100％（ 78人）11.5％46.1％38.5％3.8％土 着

100％（ 124人）0.8％52.4％46.8％0.0％　U タ ー ン
100％（ 2人）0.0％50.0％50.0％0.0％　J タ ー ン
100％（ 35人）5.7％20.0％51.4％22.9％仕 事 転 入

100％（ 104人）1.0％55.9％42.3％1.0％婚 入

100％（ 16人）0.0％18.8％75.0％6.2％　I タ ー ン
100％（ 15人）0.0％40.0％46.7％13.3％そ の 他

100％（ 374人）3.5％47.0％45.5％4.0％合　　計

注　1　：夫婦家族は，夫婦のみ，夫婦（または単親）と子。
注　2　：直系家族は，　3　世代以上家族，65歳以上親を含む　2　世代家族。
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が行われている。

（知見38）定住経歴別に最頻の年齢層をみると，　U ターン，婚入，仕事転入，その他は20歳代
で最頻（69.2％，66.3％，47.1％，30.8％）であり，特に，　U ターン，婚入は20歳代を中
心に行われている。

（知見39）これに対して，　I ターンは30代が43.8％と最頻である。　I ターンはこのように転入

がやや遅く，「熟慮」にもとづいて慎重に決断されているものと推察できる。　I ターン

の場合，自らの決断で未知であった地域に転入するのであるから，決断に時間がより必

要という事情と思われる。

（知見40）仕事転入，その他には14.7％，15.4％と10代の転入も多かった（全体で5.0％）。
（知見41）また，その他には40代（15.4％），50代（23.1％）の転入も多く，特色あるパターン

である（全体で5.0％，4.3％）。

　つづいて，流入人口がどの地域からやってきたのかをみておきたい。調査では，「北広島町以外

でもっとも長く暮らしたのはどこですか」と尋ねて，選択肢で回答を求めた。その結果が，表14
である。以下の知見を得た。

（知見42）流入人口は広島市からが41.1％ともっとも多く，以下，広島市除く広島県24.4％，広
島市・広島県除く中国地方18.1％，関西・関東11.8％，その他（九州，中京など）4.5％
となる。流入人口のほとんど（　8　割強）は中国地方内部からの流入である。また，中心
都市である広島市は流入人口のもっとも大きな供給源となっている。このようなパター

ンは，大枠，すべての定住経歴に共通である。

（知見43）とはいえ，流入人口の供給源は定住経歴別の違いもかなり大きい。　U ターンと　I ター
ンとその他は，広島市（それぞれ，51.2％，50.0％，42.9％）と関西・関東（18.7％，
12.5％，28.6％）の割合が大きい。これに対して，仕事転入，婚入は，広島市（それぞ
れ，35.3％，28.6％）と関西・関東（2.9％，4.1％）の割合が小さい。

（知見44）知見43をいいかえれば，仕事転入，婚入は，広島市除く広島県・中国地方の割合が
52.9％，61.2％と大きい。これに対して　U ターンと　I ターンとその他は，広島市除く広島
県・中国地方の割合が26.7％，37.4％，28.4％と小さい。

（知見45）知見43から，　U ターンと　I ターンとその他は広島市や関西・関東からの流入が多い。
　U ターンと　I ターンとその他は「大都市流入層」と規定できる。これに対して知見44か

表13　定住経歴別転入年齢 （北広島町）

転入平均年齢合　　計50歳代40歳代30歳代20歳代10歳代
28.6歳100％（ 120人）2.5％5.8％19.2％69.2％3.3％　U タ ー ン
＊100％（ 2人）0.0％0.0％50.0％50.0％0.0％　J タ ー ン

28.7歳100％（ 34人）2.9％2.9％32.4％47.1％14.7％仕 事 転 入

28.7歳100％（ 95人）2.1％4.2％24.2％66.3％3.2％婚 入

35.0歳100％（ 16人）18.8％0.0％43.8％37.5％0.0％　I タ ー ン
35.5歳100％（ 13人）23.1％15.4％15.4％30.8％15.4％そ の 他

29.3歳100％（ 280人）4.3％5.0％23.9％61.8％5.0％合　　計

注：転入平均年齢は，10歳代を18歳，20歳代を25歳，30歳代を35歳，40歳代を45歳，50歳代を55歳として
計算。
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ら，仕事転入，婚入は広島市を除く広島県・中国地方からの流入が多い。仕事転入，婚

入は「地元流入層」と規定できる。これに加えて，「土着層」がいるのはすでに確認した

（知見　1　など）。つまり，過疎地域の定住人口は「大都市流入層」「地元流入層」「土着
層」の　3　つの人口層から構成されている。

（知見46）ただし，「大都市流入層」（　U ターン，　I ターン，その他）といえども，関西・関東か
らの流入は20％前後にとどまり，地元大都市の広島市からの流入が50％程度と大きい
（知見43）。したがって，「大都市流入層」といえども，「地元流入層」「土着層」と同じ
く，ローカルな性格がかなり強い人口である。つまり，過疎地域（北広島町）人口は一

部，都市的な要素をもつが，大枠，ローカルに供給されている。

　3　－　7　　定住経歴別定住意思，定住理由

　定住意志を調べるために，「あなたは，これからも北広島町に住み続けたいと思われますか」と

尋ねてみた。その結果が，表15である。ここから以下の知見をえる。
（知見47）「ずっと住み続けたい」が63.6％を占め，これに「当分の間は住み続けたい」（20.9％），

「転出することがあっても，帰ってきたい」（2.9％）を加えると87.4％に達する。この
　3　つの合計を定住意向の割合とみると，ほとんど（87.4％）の住民が定住意向を持つと
いえる。

（知見48）一方，「転出を考えざるを得ない」は2.1％，「転出したい（帰るつもりはない）」は
1.9％となっている。この二つの合計を転出意向の割合とみると，ごく少数（4.0％）の住
民のみが転出意向を持つことになる。しかも，「転出したい」という積極的転出希望は

1.9％とごくわずかである。知見47，48から，地域住民のほとんどが定住意志を持つこ
とはまず確認しておいてよいだろう。

（知見49）ただし，「ずっと住み続けたい」という「明確な定住意志」の割合を定住経歴別に比
較すると，土着（77.5％），婚入（68.3％），　U ターン（66.4％），　I ターン（62.5％），そ
の他（26.7％），仕事転入（25.7％）となる。つまり，「明確な定住意志」は土着，婚入，
　U ターン，　I ターンに顕著にみられ，その他，仕事転入にはあまりみられない。いいか
えれば，土着，婚入，　U ターン，　I ターンが地域を担う中核的人口といえる。

表14　定住経歴別もっとも長く暮らした地域 （北広島町）

合　　計そ　の　他関西・関東中国地方広　島　県広　島　市

100％（ 123人）3.2％18.7％7.2％19.5％51.2％　U タ ー ン

100％（ 2人）0.0％0.0％0.0％50.0％50.0％　J タ ー ン

100％（ 34人）8.8％2.9％32.3％20.6％35.3％仕 事 転 入

100％（ 98人）6.1％4.1％27.5％33.7％28.6％婚 入

100％（ 16人）0.0％12.5％18.7％18.7％50.0％　I タ ー ン

100％（ 14人）0.0％28.6％14.2％14.2％42.9％そ の 他

100％（ 287人）4.5％11.8％18.1％24.4％41.1％合　　計

注　1　：広島県には広島市含まず。中国地方には広島市，広島県含まず。
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　定住意向あり（「ずっと住み続けたい」「当分の間は住み続けたい」「転出することがあっても，

帰ってきたい」）の回答者に「住み続ける最大の理由は何ですか」と定住理由を尋ねたが，その結

果が表16である。ここから以下の知見をえる。
（知見50）北広島町全体では，住み続ける「最大の」理由は，「自宅や土地がある」42.9％が突出

する。ついで，「地域への愛着，先祖代々住んできた土地だから」13.5％がやや多い。「自
宅と土地」と「地域愛着」が定住の　2　大理由である。

（知見51）ついで　3　番目以降に「北広島町に親や子がおり，気にかかる親しい人がいる（家族・
社会関係）」9.1％，「後継者だから（後継者）」7.8％，「他にいく所がない，仕方ない」
7.8％，「仕事や商売上の都合，就業の場がある（仕事都合）」7.5％がそれぞれ　1　割弱を占
める。

（知見52）知見50，51が全体の傾向だが，定住経歴別の定住理由の違いもかなり大きい。特徴
的なのは以下のようである。

（知見53）土着は「地域愛着」35.7％が多い。つまり，「好きだから」地域に住んでいるのであ
り，感情的行為の性格がやや強い。大枠，全体の傾向に近い。

（知見54）　U ターンは「後継者」15.0％，「地域愛着」12.1％，「他にいく所がない」10.3％がやや
多い。土着と同じく，「好きだから」地域に住んでいるのだが，規範性（ないし義務性）

や運命性の性格がやや強い。

（知見55）仕事転入は「仕事の都合」34.8％が多い。目的合理的，手段的な性格が強い。
（知見56）婚入は「自宅や土地がある」58.7％がやや多い。ここでは　2　番目の理由に「家族・社

会関係」9.8％があがってくるのもやや特色である。婚入のほとんどは女性だが（知見
　8　），家族的な性格がやや強いのであろう。

（知見57）　I ターンは「自然環境がよい」33.3％が突出する。また，「周辺環境よい」も6.7％と
少なくない。これらは他の定住経歴にはみられない，大きな特色である。　I ターン層は

「自然」や「田園」的な生活を求める人々（ナチュラリスト）なのであろう。この点は

知見26と一致する。
（知見58）その他は「家族・社会関係」33.3％，「その他」25.0％が多いが，定住の性格を描くの

は困難である。

表15　定住経歴別定住意思 （北広島町）

合　　計わからない

転出を考え

ざるをえな

い

転出したい

（帰るつも

りはない）

転出すること

があっても，

帰ってきたい

当分の間は

住み続けた

い

ずっと住み

続けたい

100％（ 80人）5.0％2.5％0.0％5.0％10.0％77.5％土 着

100％（ 125人）10.4％0.8％1.6％3.2％17.6％66.4％　U ターン
100％（ 2人）0.0％50.0％0.0％0.0％0.0％50.0％　J ターン
100％（ 35人）22.9％8.6％2.9％0.0％40.0％25.7％仕事転入

100％（ 101人）5.0％0.0％3.0％2.0％21.8％68.3％婚 入

100％（ 16人）0.0％0.0％6,2％6,2％25.0％62.5％　I ターン
100％（ 15人）13.3％6.7％0.0％0.0％53.3％26.7％そ の 他

100％（ 374人）8.6％2.1％1.9％2.9％20.9％63.6％合　　計



 過疎地域における中若年層の定住経歴と生活構造 85

　4　　むすびにかえて－知見の整理－

　さて得られた知見から過疎地域住民の類型を示してまとめとしたい。過疎地域には，土着，婚

入，　U ターン，　I ターン，仕事転入，その他の人々がいる。これらの人々は，地域移動性の大小
（土着－流動）の軸と，田園（自然）回帰の大小（人工－自然）の軸で整理できる（図　3　）。それ
ぞれの特徴を要約すれば，以下のようである（表17）。

図　3　　過疎地域生活構造の類型

移動性小（土着）

仕事転入

そ の 他 　I ターン

移動性大（流動）

田園性

（小）

田園性

（大）

婚 入

土 着

　U ターン

表16　定住経歴別 「住み続ける最大の理由」

北広島町その他　I ターン婚　入仕事転入　U ターン土　着区　　　　　分

13.50.00.05.40.012.135.7
地域への愛着がある，先祖代々住んでき

た土地だから

42.916.726.758.726.140.240.0自宅や土地（宅地・農地・山林）がある

7.80.00.06.54.315.02.9後継者（農業・商工業など）だから

9.133.30.09.84.38.48.6
北広島町に親や子がおり，気にかかる，

親しい人がいる

0.60.00.01.10.00.90.0
地域や集落がしっかりしている，近所づ

きあいがしやすい

0.90.06.71.14.30.00.0住宅や周辺の環境がよい

4.716.733.32.28.72.81.4自然環境がよい

1.90.013.30.04.32.80.0買い物や通勤・通学，通院などが便利

0.60.00.00.04.30.90.0道路や交通の便がよい

7.58.36.74.334.85.65.7仕事や商売上の都合，就業の場がある

7.80.06.78.78.710.34.3他に行く所がない，仕方ない

2.525.06.72.20.00.91.4その他

100％
319人

100％
12人

100％
15人

100％
92人

100％
23人

100％
107人

100％
70人

合　　　　　計
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　土　　着・・・地域の中若年人口の約20％。地域移動は小。自然（田園）志向は，中間的であ
る。　I ターンほどに自然（田園）志向は強くないが，仕事転入のように非農林業
化した生活でもない。「明確な定住意思」を持ち，「地域が好きだから」住み続け

たいと思っている。家族規模はやや大きく，直系家族が比較的多い。

　婚　　入・・・地域の中若年人口の約30％を占める。ほとんど（　9　割）が女性。地域移動は中
間的である。県内・中国地方からのローカルな流入が多い。自然（田園）志向は，

中間的である。　I ターンほどに自然（田園）志向は強くないが，仕事転入のよう
に非農林業化した生活でもない。「明確な定住意思」を持ち，「家や土地」「家族」

があるから住み続けたいと思っている。家族規模はやや大きく，直系家族が比較

的多い。

　　U ターン・・・地域の中若年人口の約30％。地域移動は大。大都市（関西・関東，広島市）か
らの流入が相対的には多い。とはいえ，移動の基調はローカル。自然（田園）志

向は，中間的である。　I ターンほどに自然（田園）志向は強くないが，仕事転入

のように脱農的生活でもない。「明確な定住意思」を持ち，「後継者であり」また，

「地域が好きだから」だから住み続けたいと思っている。家族規模はやや大きく，

直系家族が比較的多い。

　　I ターン・・・地域の中若年人口の約　5　％。地域移動は大。大都市（関西・関東，広島市）か
らの流入が相対的には多い。とはいえ，移動の基調はローカル。転入の時期がや

や遅く，「熟慮」によるものと思われる。自然（田園）志向は大。「明確な定住意

思」を持ち，「自然環境」や「周辺の環境」がいいから住み続けたいと思ってい

る。家族規模はやや小さく，夫婦家族がほとんど。

　仕事転入・・・地域の中若年人口の約10％。地域移動は中間的である。県内・中国地方からの
ローカルな流入が多い。自然（田園）志向は極小で，非農林化した生活。「明確な

定住意思」を持つ者は少なく，「仕事や商売上の都合」が住み続ける理由である。

家族規模はやや小さく，独居が多い。年齢がやや若い。

　「その他」・・・地域の中若年人口の　5　％弱。地域移動は大。関西・関東からの流入が多い。と
はいえ，移動の基調はローカル。転入はやや遅く，40代，50代の転入も多い。自
然（田園）志向は極小で，非農林化した生活。無職が多い。「明確な定住意思」を

持つ者は少なく，独居もやや多い。異常生活の性格がやや強い人口層といえる。

表17　定住経歴別生活構造の特徴 （北広島町）

正常・異常その他の特色家　　族主な定住理由明確な定住意思田園回帰地域移動人口割合

正　常*大・直系家族多い地 域 愛 着持つ者多い中間的小約20％土 着

正　常*大・直系家族多い後継者・地域愛着持つ者多い中間的大・都市的約30％　U ターン

正　常やや若い小・独居多い仕事や商売上の都合持つ者少ない極　小
中間的・

ローカル
約10％仕事転入

正　常女性が多い大・直系家族多い土地・自宅・家族持つ者多い中間的
中間的・

ローカル
約30％婚 入

正　常転入やや遅い小・夫婦家族多い自然環境・周辺環境持つ者多い大大・都市的約　5　％　I ターン

やや異常
無職が多い，40代50
代の転入が多い

中・独居やや多い
家族・社会関係，

その他
持つ者少ない極　小大・都市的　5　％弱そ の 他

注：正常・異常は鈴木栄太郎（1969）の意味で用いる。もちろん，価値判断を含む用語ではない。
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［注釈］

　1　）本稿は山本（2011）の続編であるので，問題意識の大枠はそちらを参照願いたい。
　2　）数多くの文献があり，ここにすべてを網羅することはできない。ここでの例示はゆるやか

に，九州・中国地方の過疎研究を念頭においている。

　3　）アクティブ・エイジングや生涯現役の文献は多数にのぼるが，アクティブエイジングは
WHO（2007），生涯現役は生涯現役社会づくり学会ホームページ（http://www.sgsd-gakkai.jp/）
などを参照。アクティブ・エイジングは，世界保健機構（WHO）が1990年代後期に採用し
た用語であるが，以下のように定義される。「有意義に歳をとるには，長くなった人生におい

て健康で，社会に参加し，安全に生活する最適な機会が常になければならない。世界保健機

構はこのヴィジョンを実現するプロセスを「アクティブ・エイジング」という用語で呼ぶこ

とにしている。アクティブ・エイジングとは，人々が歳を重ねても生活の質が向上するよう

に，健康，参加，安全の機会を最適化するプロセスである（WHO 2007；15）」。
　4　）このあたりの問題はさらに，エイジズムや鈴木栄太郎の学説なども含めて，社会が描く高齢

者像の問題としてまだまだ議論すべき問題があるように思うが，本稿ではそこ立ち入る準備

はまだない。今後の課題に残したい。

　5　）向老という用語は小川（1980）からの示唆による。
　6　）土着と流動は鈴木広（1993）の概念である。
　7　）　U ターンにみられる同様の傾向は山本（2011）の知見17で示した。また，山本（2000： 

2008）も参照。
　8　）鈴木栄太郎は人の一生を幼児期，就学期，職業期，老衰期と分け，幼児期と老衰期を異常，

就学期と職業期を正常の範疇に入れる。そして，正常生活（人口）の典型は職業期にあると

し，「それは食うために働いている生活である。そこに，人生のもっとも赤裸々な姿がある。

そこにこそ社会生活の基本的な構造の原則も潜んでいる」と考える（鈴木　1969：173）。過
疎地域の都市化は大きく進行しており（山本　1998a；1998b），鈴木の都市社会学の基本枠
組（＝正常生活（人口）論）が比較的うまく使えるように思う。

　9　）芸北，大朝，千代田，豊平の人口は，本稿　2　，および，山本（2011）の図　1　参照。
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