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1. 研究背景と目的

　広島県東広島市福富町は、広島県の県央に位置し(図1)、

鷹ノ巣山を頂点に町を貫く二級河川、沼田川の水源が存在

する水に恵まれた町である。2009 年には福富ダムが完成

し、周辺には新市街地や道の駅なども完成し発展を見せ

た。今日では、観光客を増加を始め、同市内の学生や移住

者などによるまちづくりへの関心も高まっている。しか

し、中山間地域における若年層人口の都市部への流出を背

景に、高齢化、空き家率の増加などの問題を抱えているの

が現状である。

　我々の研究室では、上記の課題解決に向けて、福富町内

にある茅葺き空き家古民家 ( 図 2)( 以下「古民家」とい

う。) 再生プロジェクトを行っている。( 図 3) そこでは、

地域住民を始め、学生、移住希望者および移住者等の交流・

活動の拠点として機能する施設としての整備を目指して

いる。研究室の学生や学生有志と共に解体作業を進める

一方、筆者は都内在住の移住希望者対象に活動紹介を行っ

たり (図 5,6)、東広島市住民へ活動紹介 (図 7) を行った。

また古民家の住宅実態および歴史や技術、地域住民の方

への地域事情のヒアリング調査等を複数回に渡り、地域

の実態調査として行った。また、2016 年 10 月から同年 12

月までに全 3回の空き家古民家活用法ワークショップ（以

下「WS」という。）を行った。参加者は自治協議会関係者

を始め、福富町内で活動する主要団体構成員の地域住民や

福富町でまちづくり活動を行っている学生などに参加を

依頼した。全 3 回の WS 中で、町の魅力と移住定住課題の

見直しを行い、それを元に活用法のアイデアを出し、最終

回で提案の実現に向けての企画の具体化を行った。

　そこで本研究では、地域実態および古民家基礎調査によ

るハード側面ので研究から、地域住民 WS における提案プ

ロセスにおけるソフト側面での研究をふまえ、中山間地域

における古民家再生活動による、移住定住および地域活動

の拠点としての機能を発揮する場の考察、検討を行うこと

を目的とする。
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開催されている。さらに、広島里山未来博
注1）

を目前に控え、

地域としての気運を高める動きも見られ、県内でも非常に

立地条件のいい田舎として注目度が高まり、2016 年には

移住モデル地区にも指定され、変化の時期を迎えている。

 また、近年の移住の流行も受け、移住希望者の問い合わ

せが多くあることが、自治協議会の聞き取り調査からう

かがえた。しかし、移住者の田舎実態に対する無知さや、

空き家情報の不足など、状況の変化に対し、地域全体の関

心の低さや、受け入れシステムが画一化されていないこと

により、自治協議会による一時的に代理として行っている

現状があった。

　他にも、地域の工務店による古民家再生活動や、茅葺職

人の移住実績など、地域にも古民家を維持する必要性も示

唆し、対策を打っている側面も見受けられた。地域内には

非常に古民家が多いが、40 年ほど前に地域全体の動きと

して、トタンぶきに吹き替えた。これは、茅場の減少に伴

う価格の高騰や職人の減少などが大きく影響している。

　地域実態を探る中で、多くの方に話を伺い、地域の当プ

ロジェクトへの期待値の高さが伺えた。しかし認知してい

ても、関わり方や詳しい内容を知らないことによる距離感

を今後は詰めていく必要性も同時に伺うことが出来た。

図 9　福富町竹仁地区における主要な観光スポットと古民家のマップ
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2. 地域特性と古民家の実態調査

2.1.1 地域における観光資源のマッピング

　まず、地域の拠点として改装するにあたり、地域実態把

握の必要性を考慮し、地域住民へのヒアリングにより実態

把握とマッピングを行った。（図 9) 福富町は竹仁地区、上

戸野地区、久芳地区に分かれており、当物件は竹仁地区内

の下竹仁に位置するために竹仁地区周辺の調査を行った。

　まず、観光スポットについて調査した結果、地域に根

付いた商品やサービスを提供する異業種の組合である「こ

だわりの郷」があげられた。生産、加工、販売の一連の流

れを一つの店舗で行うものや、独自の生産方法で食の大切

さを提案する農家など多くのこだわりが見られた。また、

広島大学学生による地域の魅力を学生に体験してもらう

ことを目的とした学生団体や、留学生による地域魅力の

創出活動となるアースバックハウス製作などの活動も行

われ、学生が受け入れられる環境であることが伺えた。神

社仏閣ではイベントやお祭りなど、地域独自の伝統が若

年層にも受け継がれており、地区ごとのまとまりが密接

であることも見受けられた。道の駅には大きなアスレチッ

ク場やＢＢＱ場が隣接することにより、休日の家族連れの

訪問が多く、アクアフェスタを始め、定期的なイベントが



図 10　調査古民家

2.2 古民家利用実態調査

　また、同時に古民家ついての実態調査も重点的に行っ

た。(図10)その中で、現存古民家の管理状態が「居住型」「空

き家管理型」「利活用型」の 3つに分類されることが分かっ

た。調査においては、外観目視および近隣住民へのヒア

リングにより古民家判別と実態調査を行った。その結果、

古民家の多くは、居住型と空き家管理型であり、親から譲

り受けたために居住、もしくは定期管理をしていることが

わかった。利活用型にはダム建設により移設、資料館とし

ての開設を計画されている物件も見受けられ、古民家の保

存意識がある施設管理者と今後我々としても協力関係で

あることが必要である。しかし、どの物件においても現居

住管理者以降の目処が立たない場合が多く、子ども達が都

市部に出ているために、自身以降の管理者の予定はないな

どの問題が見受けられた。

　また、古民家の造りや変遷を理解することを目的に、建

築構法および改装歴も調査した。その結果、古民家は随

所に当時の左官業者の技術の粋が見られ、伝統構法が故

の後継者不足が問題視され、古民家の意匠性の美しさと技

術高さの認知度向上の必要性が伺えた。また、改装歴に

おいては、前項で述べた茅葺き古民家のトタンや銅板によ

る葺き替えを始め、台所、お風呂、トイレ等の水回り、雨

戸のガラス窓への変更が全物件において改修が見られた。

同時に囲炉裏のある板の間は畳間へ、土間で出来ていた玄

関や台所スペースは床が増床されるなど、基本形を保ちな

がらも多くの改修が見られた。これは、時代変化による電

気、ガス、水道等のインフラ整備や、新建築材料の登場に

よる快適な建築環境を求めた改修であることがわかる。古

民家らしさの例として挙げられるかまど、茅葺屋根、五右

衛門風呂などの設備は、どの物件にも共通して建築当初は

扱われていたものであったが、生活環境の変わった結果、

手間や効率の悪さにより改修されており、同時に、大きな

古材で出来た梁を見せたり、土間部を維持するといった、

管理者の考える古民家らしさが垣間見える部分への保存

意識なども伺えた。

　調査により古民家再生において、建築内の快適性と古民

家としての意匠性についての再考の必要性を問うと共に、

地域内の古民家の中には、半壊もしくは全壊状態であるも

のも見受けられたため、空き家管理の必要性も再考してい

かなければならないことが考えられた。

居住型①

居住型②

空き家管理型

利活用型

1）築 150 年。北風対策として山に隣接する土地へと移築されたもの。

　 移築以前に 200 年経っており、建築材齢は 350 年を超える。

2）夫婦 +母の３人暮らし。実家であるために出戻りをして帰ってきている。

　 昼間の生活は母屋で過ごすが、夫婦は離れを増改築を行い住んでいる。

3）現在の状態を維持し続ける予定。子どもたちも独立したために、

　 次期管理者が見つからない限り空き家になってしまうと考えている

1）築 80 年。神社に隣接しており、10 年前に造園された綺麗な庭を有している。

　 土間部をすべて床を貼り、トイレを複数回移動改修した。

2）夫婦で暮らしており、寝室は納屋を改装した部屋を利用している。

　 母屋は普段の生活用で、母屋の夏の生活は快適で、冬では寒さが厳しい。

3）現在の状態を維持し続ける予定。子どもの管理を望むが、無理強いはせず

　 おのずと言い出してくれることを期待している。

1）築 200 年。基本的に古民家の状態を極力維持している。

　 たたき土間や湯殿など現在では見られない作りを保存。

2）元住民が死去により空き家状態だったものを現管理者が積極的に管理。

　 古民家の歴史を伝えるためにも一時的民泊を希望。

3）現在の状態を維持し続ける予定。しかし、現管理者の娘が古民家に

　 関心が高く囲炉裏や板間の復活を検討中。

1）築年数不明。ダム建設につき現在の場所に 20 年前に移築。

　 移築の際に台所、トイレ周りを減築した。

2）現管理者が古民家体験施設および資料館としての解放を目指す。

　 屋根の構造物の解放や囲炉裏など多くの古民家要素を残している。

3）現在の状態を維持し続ける予定。施設としての解放を目指すが、

　 共同管理者がおらず、現在募集中。
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においての意見が多く、2 つの大きなまとまりを横断する

結果となった。生活系と環境系においては比較的多くの肯

定的意見がうかがえ、特に自然郡においては多くが肯定的

で、災害の少ない立地であることや西条の醸造所で使用さ

れる水に福富水源のものが多いことへの関心度の高さが

伺えた。近年の自然災害の多発が問題視される中、災害の

少ない立地であることは貴重な要素である。また、地域郡

においては住民同士の密接な関係により、子どもの見守り

や学校でのイベント充実を肯定する意見が見られた。田舎

独自の距離感があり、都市部の人口密集状態と比較し快適

かつ安全な環境を魅力として語る面も多く見受けられた。

その反面、移住・定住系に関しては多くの課題と提案が見

られた。まず、受け入れ側地域郡においては、窓口が画一

化されていないことによる、各施設での問い合わせの対処

に困っていることや、移住者と地域住民との相互理解が出

来ていないなどの課題が見られた。また、移住者の転居先

となる空き家においては件数は多いが、管理者の事情によ

り貸せない場合が多く、換気不足による老朽化や提供準備

にもコストがかかるために放置されている状況である。こ

れに対し、福富町内の移住窓口の設置や空き家情報の管理

を求められていることが空き家郡の提案より推測される。

3.WS による魅力と課題をふまえた活用法の提案

3.1 地域の魅力と課題の再確認

 前章の基礎的調査をふまえ、地域住民参加による活用法

検討 WS を行った。第 1回の WS では、5～ 6人グループを

編成し、ワールドカフェ
注 2）

により、「福富の魅力」「定住

促進について思うこと」「取り組みのアイデア」などを自

由に話し合ってもらい、その内容は参加者に自由に模造紙

に記入してもらった。（図 11) 終了後、参加者それぞれに

実現したいアイデアを発表してもらった。その WS におけ

る議事録とワールドカフェの模造紙等の記録用紙、事前ヒ

アリング得た情報を元にリスト化を行ったものを KJ 法
注 3）

より分類、解析を行った。（図 17）

　まず、大きなまとまりとして、生活系、環境系、移住・

定住系、観光・開発系、施設・建築系の 5種類に分類する

ことが出来た。さらに詳細に分類すると、生活系は住民

郡と地域郡、環境系は自然郡と交通・土地郡、移住・定

住系は移住者郡と受け入れ側地域郡と仕事郡と空き家郡、

観光・開発系は PR・方針郡と食郡にそれぞれが分けられた。

また、自然郡においては、環境系と移住・定住系と観光・

開発系の 3 つの大きなまとまりを横断するように見られ、

空き家郡においては、建築物であるが、移住・定住の観点

表 1　ワークショップ概要

回次 日程 場所 人数 目的

第１回
平成 28 年 10 月 22 日 ( 土 )

13：30 ～ 17：00

平成 28 年 11 月 12 日 ( 土 )

10：00 ～ 12：00

平成 28 年 12 月 3日 ( 土 )

14：00 ～ 18：00

第 2回

第 3回

福富支所

一階会議室

福富支所

一階会議室

竹仁地域センター

　　古民家

31 人

18 人

30 人

福富町における地域の魅力と

移住定住課題の共有

移住定住課題に基づく

活用法の提案

活用法提案の具体的

取り組みの磨き上げ

図 14　第 1回ワールドカフェと集合写真

図 11　ワールドカフェ模造紙写真

表 2　第 1回スケジュール

図 15　第 2回古民家見学風景と提案風景

図 16　提案の磨き上げと発表

図 12　第 2回提案用紙 図 13　第 3回実現プロセス提案



さらに、PR・方針郡については、福富町全体としての地域

力を上げるために新たな仕組みづくりを期待する側面が

見られた。地域活動を行うもの同士での情報共有する機

会が不足しているために、地域内でも方向性が定まらず、

地域全体としれのまとまりがあまり見られなかった。今回

の WS では地域住民が改めて協力関係を築く機会となって

いるため、非常に重要な機会であった。

3.2 地域の魅力と課題をふまえた活用法の提案

　第 2、3回の WS では、古民家の見学を行ったのち、独自

の提案も元に意見の近い者同士で 4 つの提案グループを

作った。それぞれのグループで提案に基づく具体的な方法

を 2回にわたり検討を行い、最終的に全体での共有を行っ

た。( 表 3) その提案について、第１回で上がった意見と

の比較検討を行う。

　まず、「みちくさの家」は放課後の居場所、土日祝日と

いった余裕のある時間帯をメインにご年配の方から子ど

もたちへ昔のことを伝えたり、子どもと大人が相互に教え

合うといった、助け合いやシェアの要素を強く含んだ提案

図 17　ワークショップとヒアリングで挙げられた意見と提案

であったため、生活系の地域郡に近い提案であることが考

えられる。また、同郡内の子どもを通じたコミュニティー

を作るという提案と、交流会を開くという二つの提案と

みちくさの家の設定は近似しているために実現すること

の出来る場になることが予想される。次に、「星空の縁側」

については、飲食店における大学教授の解説付きによる天

体観測を提案しており、福富の空気や星空の美しさや自然

を感じてもらうといった、自然環境の要素を強く含んでい

るということから、環境系の自然郡に近い提案であること

が考えられる。自然郡においては住民も魅力要素を多くあ

げており、満足度の高い自然の魅力を発信するとともに、

星空をベースに自然学習の場への発展が期待できる。次

に「学生がもてなす癒しのカフェ」については、学生が

長期休暇中限定で行うという点と若い女性層の SNS 発信

力を利用するなどの要素から、観光系の PR・方針郡に近

い提案であることが考えられる。また、若年層の発信力を

利用し PR を行うと同時に、学生が主体的に行うことによ

り、外部からの刺激を地域内にもたらすと同時に、学生

自身のスキルを発揮しまちづくりを発展していくかなど、

今行われている活動と連携したまちづくり

活動にサポートがほしい 期間限定でイベントを開催

空き家情報が整理されていない

空き家が多い

住んでいると地域の良さがわからない

地域の代表者を理解してほしい

地域役割分担が出来ていない

移住の問い合わせがいろんなところに来る

住民に天文学の先生がいる

星空がきれい

果樹園管理者になる人が来てほしい

困った時にどこに頼っていいかわからない

半年で 50 件もの移住問い合わせ

元住民をふるさと応援隊に

木工学校をやりたい

移住者と地元住民の距離感がある

空き家になった時の対処法がわからない

保育所以下の子供も増えている

他の地域から田植え体験に来ている

移住者を紹介するイベントを開きたい

子どもを通じたコミュニティーを作る

空き家マップを作る

訪ねやすい移住窓口

移住者を見極める

田舎での住宅の快適な生活を PR

ネットなどのインフラ整備

高校が車で 20 分圏内にある

独居の老人宅に学生が下宿

わにぶちの滝がきれい

桜の名所がある

特徴のある施設が壊される予定

交流会を開きたい

宅地の登録を出来る人がいる

家財整理にもお金がかかる

家財や仏壇を保管する施設を作る

墓守代行サービス

廃屋に近い空き家も多い

移住希望者の過剰調査

行政が空き家の引き払いの料金概算サービス

片づけにかかる費用の補助金

林業を維持していきたい

山を持て余している人も多い

道の駅でイベントがよく開催される

個人でできることの提示

仕事と家をセットで紹介

林業雇用余地がある

子どもの見守りを徹底している

近隣住民同士の家族ぐるみの関係

職業訓練校と提携を結ぶ

空き家法の整備

地域の活動団体の実態がわからない

景観が整備されていて良い

学校でのイベント

移住者の声を聞く機会がない

シニア世代の退職後の終りの住まいとして PR

個性的な人からの社会学習

外国人、留学生向けの体験

道の駅で新規雇用が出来る

良いとこマップを作る

地域の説明書作り

留学生の宿舎

種植えからの体験学習

地域の基地を作る

学生などの地域イベントの参加

子どものいる移住者の確保

農業人口 1％向上

ダム下流の活性化

子供が帰ってくる環境づくり

賃貸の一軒家の情報のまとめ

インターネット公園

町おこしの IT 化

家をどうするか考えてもらう

多種類の作物ができるようにする

森林が豊かである

空気がきれい

綺麗でおいしい水が湧き出る

沼田川の源流がある

日本酒に使われている

蛍や山椒魚が生息している

近隣住民同士の野菜シェアがされている

マルシェなどを開催したい

地産地消をしていきたい

地域おこしに食を推す

特産品のエゴマがある

祭りや太鼓などのイベントが活発

アクアフェスタなどの大きいイベント

地域のあるものでまちづくり

福富全体で同じ方向を向く指針

福富共通通貨を作る

地域に必要な人材を明確にする

情報を共有する場を作る

企業とタイアップしていきたい

自然を残しつつ街を元気にしたい

地域の理解を得た多様な輝き方の提示

都会の忙しさと比較した山並みの良さを PR

定住に意欲の湧く地域の見せ方

地区単位での個性が強い

提案するのが怖い

10 数年前までは町がもっと元気だった

結婚の良さを若者に発信

住民同士のつながりが強い

人が優しい

個性的な人材が豊富 人材を生かす

移住者と地域住民の相互理解が出来てない

移住希望者の面接、顔合わせを行っている

移住者が地域になじむのに時間がかかる

人口減少の危機感が足りない

イメージ先行の移住希望者もいる

道の駅での移住者雇用実績がある

外国人の移住者もいる

移住者が革製品のお店を出店した

山林事業で新しいことをしたい

就職先がなければ移住が持続しない

空き家に仏壇があり貸せない

墓参り時などに空き家を利用

空き家になった時にすぐ貸す先を用意

空き家の解体費がかかるため放置

空き家を借りたい人が多い

空き家を専門に管理する人がいない

空き家を持ち主に連絡が取れない

田畑や庭手入れが大変

空き家の換気をしないとすぐに朽ちる

代理管理は難しい

上下水道整備のコスト負担が厳しい

医療機関・教育機関が少ない

団地が少ない

ダムの景色がよい

酵素風呂がある

宿泊施設がない

茅葺集落を作りたい

茅葺き古民家の実態がつかめない

散居集落という特性

赤瓦の住宅が特徴的

県央に位置する立地 空港が近い

中心都市から 30 分で別世界の景色 公共交通が不便

自然災害が少ない

自然が豊か

子育てにいい町

夏は涼しい

近所で話がまわりやすい

子どもと若い女性が出ていく

シングルマザーが多い

高校生が少ない

観光客は増加している

【 地域 】

【 住民 】

【 交通・土地 】

【 自然 】

【 食 】

【 PR・方針 】

【 仕事 】

【 空き家 】

【 移住者 】

【 受け入れ側地域 】

関係のあるもの

良いところ 提案 課題

『 環境 』

『 生活 』 『 移住・定住 』 『 観光・開発 』

『 建築・施設 』



*   近畿大学工学部建築学科

**  近畿大学工学部建築学科講師　博士（工学） 

*     Faculty of Eng., Dept. of Architecture, kindai Univ.
**   Assi.Prof., Faculty of Eng., Dept. of Architecture, Kindai Univ., Dr.Eng.

注釈
1) 広島県では，中山間地域の活性化を図るため，地域づくりの担い手の育成やネットワー

ク構築をめざし，平成２９年３月から１１月まで各地で行う地域おこしサポート。
2) ４～６人のグループで一つのテーブルを囲みテーマに沿った談義を行う。模造紙に発言
や発想を自由に記入していき、柔軟なアイデアを引き出す手法。
3) データをカードに記述し、カードをグループごとにまとめて、図解し、論文等にまとめ
ていく。共同での作業にもよく用いられ、「創造性開発」（または創造的問題解決）に効果が

あるとされる。

参考文献
1) 広島県東広島市　福富町史編さん委員会：福富町史自然が語り掛ける県央の町 ,2007,3
2）岡橋秀典：定常型社会における山村の持続的発展と自然・文化資源の意義ー　東広島市
福富町を事例としてー商学論文集第 81 巻 ,pp.39-56,2013.3
3）安藤邦廣：茅葺きの民俗学ー生活技術としての民家ー ,はる書房 ,2004.11

表 3　最終提案まとめ

why ・昔のことを伝える場

・物事の理由、成り立ちを知る

・地域のお年寄りが輝く場づくり

・子供と大人が相互に教え合う場

how ・たたき土間、土壁作りWS

・野菜のシェア拠点

・作品展示

when ・平日の夕方以降

・土日祝日

who concept where

whom how
much

すぐに
出来ること

・ご年配の方

・いきいきサロンのメンバー

・１ヶ月分担制で実施

・ムリせずシェア ・古民家

・誰でも ・各団体から補助
飲み会

( 仲間づくり )

・福富の空気と星空の

美しさを自然を感じてもらう

・大学教授等の解説による

  天体観測

・音大生による演奏会付き

・夜：お盆の土曜日

　　大晦日に合わせてイベントの開催

・昼：カフェ、キッチンとして営業

・昼のカフェ：奥様、

                            ママ友

・星を見る会：宇宙少年団

・天文学の先生と

　語ろう
・古民家 ( 星のテラス )

・長円寺

・福富出身者

・天文学に興味のある人 ・0 円
・12月に忘年会

・福富まちづくりの会、発足

２ヶ月に 1回のペースで開催

why how when

who concept where

whom how
much

すぐに
出来ること

why how when

who concept where

whom how
much

すぐに
出来ること

・観光

・定住

・移住

・市役所を利用

・女子を連れてくる

・SNS で告知

・春、夏、冬休み

※期間限定もしくは

　10 組限定等にする？

・学生 (四年制大学 )

・地元の人

・料理の指導者

・古民家

・観光客　　　・学生

・ドライブ客　・ついで客

・材料費

・光熱費

・人件費

・学生と地元の協力者確保

・単位認定

　( 市や大学の協力を得る )

why how when

who concept where

whom how
much

すぐに
出来ること

・地元の人と外部の人の交流の場

・「福富ガッコウ」をメインに地域の

　人が得意分野を担当

・年間プログラムにして期間限定の

　体験をしてもらう

・定期的に開講

・24 時間利用できる場

・年間プログラム ( 地域で順に )

・季節ごとに運営を外部の人に

　+地域の人のチームで実施

・代表が必要

・地元の講師リスト

・まず福富を「知る」、

　地域と「交流する」機会
・古民家

・観光で訪れた人

・定住目的の人

もう一回集まってご飯会

＠カントリーグレイン

　もしくは郷谷の集会所

みちくさの家
子どもも大人も道草したい

・放課後の居場所づくりとして拠点を開放

・晩御飯をみんなで食べ、片づけまで一緒に手伝う習慣をつける

・皆が特技を持ち寄り、先生になる ( 学問、文化、趣味、音楽、芸術 )

・大人も仕事帰りに立ち寄りたくなる、道草したくなる場所に

星空の縁側
田舎風景と星空を楽しむ「えんがわカフェレストラン居酒屋」

・住民の方々が日常的に気軽に集える「えんがわ」

・貸農園とセットにしたレンタルキッチン

・敷居の低い場所、同年代の人がふらっと集まれる場所

・女性をターゲットに、おいしい料理とカフェ、ケーキを提供

学生がもてなす癒しのカフェ
四季に合わせた学生のチャレンジショップ

・地産スイーツ、ドリンクを景色や星空を見ながら楽しめる癒しの空間

・学生が季節にあわせたおもてなしイベントを開催

・寝転がって星を楽しめる「星見台」を作る

・ヤギ・ウサギ・合鴨を飼育し触れ合える場があってもいいかも

泊まって福富まるごと体験
リアルな福富を「体験」知ってもらう宿泊施設
・移住に向けた「はじめの一歩」

・地域全体を学び舎に、福富の農業、林業、食などのいろいろな仕事を体験

・長期での宿泊、民泊も出来るように整備

・カウンターバーで飲みながら地域の人同士も交流

カフェなどの運営と共に、学びを社会に生かす方法を学べ

る場となることが期待できる提案である。最後に「泊まっ

て福富まるごと体験」については、移住希望者を対象に、

地域を体験すると共に宿泊をし、外部の人と地域住民の交

流するといった要素が見受けられるため、移住・定住系

の受け入れ側地域郡に近い提案であることが考えられる。

課題として挙がっていた、移住者と地域住民の距離感を体

験というきっかけを通して埋めることや、移住窓口の画一

化に繋がることにより、認知と空き家を活かした住居の確

保、仕事とのマッチングなど移住に対して最前線に行う場

となることが予想される。

　以上の 4 つが WS の末に得られた提案である。どの提案

においても明確な目的や時期、対象者などが設定されてお

り、有効な活用方法であることが考えられ同時に、それぞ

れの提案は地域の魅力や課題、もしくは提案組み合わせを

考察することが出来たが、活用法としては更なる組み合わ

せによる提案の幅の向上が期待される。地域内に向けてと

しての内向きの提案と、移住者や観光客に対しての外向き

の提案を丁寧に示唆し、地域内外での人的循環を行う足掛

かりとなることが予想される。

4. まとめ

　本研究では、中山間地域における空き家古民家再生によ

る移住定住促進を目的とした空間としての検討について、

地域調査と古民家調査によるハード面としての研究と、WS

による地域の魅力と課題および提案を最終提案と比較す

ることによるソフト面としての、双方による分析を行うこ

とにより、有効性の高い移住定住促進に繋がる活用法を考

察することが出来た。また、調査や WS を通して地域住民

の方々との協力関係が出来つつあり、特に WS 内において

は、自主活動を他の地域住民に向けて宣言するなどの側面

が見られたことは研究と共に大きな功績であることが考

えられる。今後は、本研究を元に、検討を進め、活用法を

決定し、魅力的な空間の設計と、運用における地域への理

解と協力を仰いでいかなければならない。


