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In order to accept people living in multiple locations in the area, it is necessary to have the understanding of the local 
residents. The purpose of this study is to clarify the factors and mechanisms that encourage the encounter between 
people living in multiple locations and residents. From this study, it was found that the encounter with people living in 
multiple locations provide extraordinary opportunities for the residents and has the effect of realizing the charm of the 
area. The method of encouraging residents to participate in the opportunity to meet people living in multiple locations 
depends on the type of opportunity. In order to increase the chances of meeting people living in multiple locations, it is 
important to obtain the cooperation of "regional mediators" trusted by the residents. 
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1. はじめに

1-1. 背景と目的 

 近年、働き方改革やテクノロジーの進歩により多様なライフス

タイルが選択しやすくなった。その一つとして複数の拠点を移動

しながら暮らす多拠点生活が挙げられ、実践者に滞在拠点を提供

する多拠点生活サービス(以下、サービス)が増加している。サービ

スを利用する多拠点生活者は、事業者の提供拠点の中から行き先

を決定するため、今まで関わりがなかった地域への訪問機会が生

まれる。地域にとっては、多拠点生活者の継続的な来訪により、

コミュニティの活性化や経済効果などのメリットが期待される

ため 1)、行政や地元団体が主体となり、来訪者に地域を深く知っ

てもらうための活動が行われる。多拠点生活者を地域に受け入れ

るには、住民の理解・協力が必要であるが、多拠点生活者の受け

入れに関して、サービス登録拠点地域の住民意識は明らかになっ

ていない。そこで本研究では、拠点開設・多拠点生活者の来訪が

住民に与える影響をとらえた上で、住民と多拠点生活者の出会い

を促す要素と仕組みを明らかにすることを目的とする。

1-2. 本研究の位置付け 

関連研究には、地域への来訪者が地域づくりに果たす役割と、

住民の受け入れ意識に関する研究がある。来訪者が地域づくりに

果たす役割に関する研究は、敷田 2)による、よそ者と協働した地

域づくりの成功事例に基づく5つの効果分析、国土交通省 3)が示

す関係人口対流促進のための 3 要素を明らかにしたものがある。

住民の受け入れ意識に関する研究は、小森4)・皆川5)・橋本6)によ

る移住者・観光客が住民に与える影響と住民の受け入れ意識を明

らかにしたものがある。本研究は、住民の視点からサービス登録

拠点開設が住民に与える影響を捉える点に独自性がある。

1-3. 研究方法 

 研究の分析対象とするサービスは、事業者から役割を与えられ、

拠点の管理と多拠点生活者の滞在支援をする地域案内人がいる

点と、事業目標として多拠点生活者と住民の関係形成を掲げる点

からADDress7)・TENJIKU8)(表-1)を選定する。 
表-1 ADDress7)/TENJIKU8)のサービス特徴(2021年6月16日時点) 

ADDress7) TENJIKU8) 

開始時期 2019年4月 2019年7月 

拠点数 159拠点 7拠点 

利用料金 月毎に有料 労働と交換で無料 

地域案内人 
「家守」 

住民が務めることが多い 

「現地案内人」 

住民が務める 

住民と 

関わる機会 

設けられていない 

利用者の行動が必要 
地域の手伝い 

2021 年6月 16日時点で各事業主体のホームページ 7)8)に掲載

されるADDress 159拠点、TENJIKU 7拠点から、以下の条件

を満たす地域を選定する。

・事業者が更新するメディア 7)8)9)に、地域案内人の紹介があり、
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多拠点生活者と住民が参加できるイベントを地域で開催するな

ど、積極的な活動が見られる (参照日：2021年6月16日)。 
・拠点開設時期がADDressは2020年11月以前、TENJIKUは

2019年7月(サービス開始時)である(1)。 
・高齢化率が全国平均である26.6%より高く、生産年齢人口比率

が全国平均である60.7%より低い(2015年 国勢調査10))。 
 これにより、奈良県吉野郡吉野町(ADDress(2)/TENJIKU)、香川
県三豊市財田町 (ADDress)、熊本県球磨郡多良木町 (ADDress)、
京都府京丹後市網野町 (TENJIKU)の4地域を選定した。4地域

の5名の地域案内人へのヒアリング調査を通して地域案内人の住

民への働きかけを把握する。 
 4 地域の中から、両サービスの拠点がある奈良県吉野郡吉野町

上市を詳細な実態把握を行う調査対象地域に選定する。吉野町上

市で住民へのヒアリング調査を行い、多拠点生活者の地域来訪へ

の評価・関わりの有無を把握する。多拠点生活者の来訪が住民に

与える影響を捉えるために、住民の多拠点生活者との関わり方を

「関わりなし」「出会いあり」「個人との交流あり」の3段階に分

類し、住民の評価を整理することで各段階における影響を考察す

る。また、住民の多拠点生活者との関わり方から、多拠点生活者

と出会う機会を把握し、出会う機会を認知するきっかけと参加有

無を比較することで住民参加を促す要素と仕組みを考察する。 
 さらに全国の ADDress 地域案内人へのアンケート調査より、

住民と多拠点生活者の出会いを促す活動の有無を把握し、上市

ADDress地域案内人の住民への活動の積極性を明らかにする。 
 
2. 住民と多拠点生活者を繋ぐ地域案内人の活動 

2-1. 地域案内人5名へのヒアリング調査 

 4地域5名の地域案内人の住民への活動を把握するために行っ

たヒアリング調査概要を表-2、調査項目を表-3に示す。 
表-2 5名の地域案内人へのヒアリング調査概要 
 地域名 調査日時 

ADDress 

吉野町 (奈良県) 2021年7月4日(日)  15:00〜16:30 

財田町 (香川県) 2021年８月16日(月) 10:30〜12:00 

多良木町(熊本県) 2021年7月30日(金) 14:00〜14:30 

TENJIKU 
網野町 (京都府) 2021年８月24日(火) 13:00〜14:30 

吉野町 (奈良県) 2021年８月19日(木) 10:30〜12:00 

表-3 5名の地域案内人へのヒアリング調査項目 
滞在拠点概要 登録時期、立地、事業形態、運営主体、 

地域案内人について 年齢、性別、職業、居住地、出身地 

住民に対する活動 
目指す住民と多拠点生活者の関係(活動目標) 

住民に対する活動 

 

2-2. 登録拠点概要と地域案内人の属性 

 4地域の登録拠点概要を表-4に示す。吉野町では、同地域内の

2つのゲストハウス(建物○A○B )をサービス登録しており、建物○Aは

両サービス、建物○Bは ADDress に登録する。財田町の拠点は、

空き家をリノベーションした ADDress 利用者のみ滞在する拠点

で、多良木町では、簡易宿泊所の一部を ADDress に登録する。

網野町では移住体験施設の一部にTENJIKU利用者が滞在する。 
 吉野町 ADDress と多良木町 ADDress の地域案内人は当該地

域出身者であり、その他の3名は県外からの移住者である。全員

がサービス登録拠点開設時から地域案内人を務めている。 

表-4 4つの地域の登録拠点概要 

 

2-3. 5名の地域案内人の住民への活動実態 

 表-5 に 5 名の地域案内人の住民への働きかけを示す。吉野町

ADDress・TENJIKU、財田町ADDressの地域案内人は、「住民

と多拠点生活者が安心して、直接関われるようになること」を目

標として、拠点周辺の住民にサービス内容を伝え、住民と多拠点

生活者が一緒に話しながら食事をする機会をつくる。多良木町

ADDress、網野町TENJIKUの地域案内人は、「多拠点生活者が

持つ情報と刺激を地域に入れること」を目標として、自身が面白

いと思う多拠点生活者を住民に紹介し、多拠点生活者の持つ知識

や技術を住民に伝えるためのイベントを企画する。 
 交流機会・イベントを企画する際、吉野町TENJIKU地域案内

人は、地域のまとめ役のような存在の住民１名に依頼し、友人を

集めてもらっていた。網野町TENJIKUの地域案内人は、教育支

援を行う移住者の知り合いに、地域の子供と多拠点生活者の交流

機会を設けてもらっていた。さらに全員がイベント内容を周知す

るための手段の一つとしてSNSによる情報拡散を行う。 
表-5 5名の地域案内人の住民への活動 
  目指す関係性 住民への活動 

AD
Dr
es
s 

吉

野 
安心して関われる 

・多拠点生活者の紹介 

・イベント企画 

財

田 
直接関われる 

・拠点にコミュニティスペース設置 

・直接サービス内容周知 

・多拠点生活者の紹介 

・イベント企画 

多

良

木 

多拠点生活者の持つ情報と

刺激を地域に入れる 

多拠点生活者が住民に新しいもの

を教えるイベント企画 

TE
NJ
IK
U 

網

野 

多拠点生活者の持つ刺激を

地域に入れる 

子供と多拠点生活者が話す機会を

友人に作ってもらう 

吉

野 
直接繋がれる関係 

・直接サービス内容周知 

・「地域の手伝い」での仲介 

・地域の中心人物に交流会開催依頼 

 

2-4. 考察 地域案内人の活動対象となる住民の特徴 

 「住民と多拠点生活者が安心して、直接関われるようになるこ

と」を目標とする場合の初期段階の周知対象は、地域外来訪者へ

の受け入れ意識があり、遭遇機会が多くなる拠点周辺住民となる。

一方、「多拠点生活者が持つ情報と刺激を地域に入れること」を目

標とする場合、対象とするのは拠点周辺には限らず、新しいこと

への興味が強く、成長が期待できる住民である。 
 地域案内人の住民へのアプローチ方法は、地域案内人が直接働

サービス ADDress 

地域名 
吉野町 

財田町 
建物○A  建物○B  

登録時期 2020年12月 2021年4月 2020年9月 

事業形態 簡易宿泊所 簡易宿泊所 サービス専用 

運営主体 個人 個人 個人 

地域案内人 地域出身者 移住者 

サービス ADDress TENJIKU 

地域名 多良木町 網野町 
吉野町 

建物○A  

登録時期 2019年7月 2019年7月 2019年7月 

事業形態 簡易宿泊所 移住体験施設 簡易宿泊所 

運営主体 個人 個人 地方公共団体 

地域案内人 地域出身者 移住者 移住者 
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きかける「直接型」、自身より広い人脈を持つ住民に依頼し活動し

てもらう「依頼型」、電子/紙媒体を活用し情報周知を行う「メディ

ア活用型」の3つがある。「依頼型」をとるのは移住者の地域案内

人のみだった。地域案内人に依頼され、住民と多拠点生活者が出

会う機会づくりを行う住民を、本研究では「地域仲介人」と呼ぶ。 
 地域案内人は、住民と多拠点生活者に築いてほしい関係性によ

り周知・紹介対象とする住民を選択し、適したアプローチ方法を

取るため、多拠点生活者と出会う住民の特徴には地域により差が

出ると考えられる。 
 以降では、ADDress/TENJIKU両サービスの影響を捉えることが

できる吉野町上市を対象に、多拠点生活者の来訪が住民に与える

影響と両者の出会いを促す要素と仕組みを考察する。 
 
3. 多拠点生活者の来訪による影響・出会いを促す要素と仕組み 

3-1. 奈良県吉野郡吉野町上市について 

 上市は5つの自治地区からなり、1 に大和上市駅、3 に建物○A

○Bがある。東西に吉野川が流れ、駅・建物○A○Bは吉野川より北に

位置する(図-1)。恒例行事は年に10回程あり、他にも活動的な住

民を中心に、拠点開設以前から新規イベントが増加する。 
表-6 吉野町上市の概要 

(2021年11月1日時点) 

総面積 11) 1.2㎢ 

総人口 12) 521人 

総世帯数12) 269世帯 

年少人口 

(〜14歳)12) 

23人 

4.4％ 

生産年齢人口 

(15〜64歳)12) 

247人 

47.4％ 

老年人口 

(65歳〜)12) 

251人 

48.2％ 

 
 

3-2. 上市住民へのヒアリング調査概要 

 多拠点生活者の来訪への住民評価・関わりの有無を把握するこ

とを目的として、2021年11〜12月に上市で住民へのヒアリング

調査を行った。調査概要を表-7、回答者 50名の属性を表-8 に示

す。回答者は地域内での遭遇者が74%、70代以上が78%である。 
表-7 住民へのヒアリング調査概要 
調査時期 2021年11月4〜11日・15〜17日・12月7、8日(計13日) 

調査対象 
・地域内での遭遇者 ・地域住民からの紹介者 

・11月6日に滞在拠点で開催されたイベントの参加者 

調査項目 

・住民について(年齢、性別、居住地区) 

・地域外来訪者への印象、恒例行事への参加有無 

・多拠点生活者との関わり方・印象 

回答者数 50名 

表-8 住民へのヒアリング調査の回答者属性(n=50) 
調査対象者 年代 

遭遇 37名 74％ 〜40代 1名 2％ 

紹介 9名 18％ 50代 4名 8％ 

イベント 4名 8％ 60代 6名 12％ 

居住地区 70代 28名 56％ 

1 12名 24％ 80代〜 11名 22％ 

2 16名 32％ 性別 

3 12名 24％ 男性 27名 54％ 

4 5 10名 20％ 女性 23名 46％ 

合計 50名 100％ 合計 50名 100％ 

 

3-3. 地域外来訪者への印象と地域恒例行事への参加有無 

 住民の地域外来訪者への印象と、恒例行事への参加有無を図-２、

図-３に示す。図-２より、上市住民は地域外来訪者に良い印象を

持つ人が50名中45名いる。図３より、41名が地域の恒例行事

への参加意思がある(3)。上市住民は、地域外来訪者への受け入れ

意識と、地域恒例行事への参加意思が共に高い。 

図-2 地域外来訪者への印象(n=50)   図-3 恒例行事への参加有無(n=50) 

 

3-4. 多拠点生活者との関わりの有無 

 50名中32名は多拠点生活者と関わりがない。関わりがある18
名は、話したことはあるが個人名までは知らない 13 名と、個人

名まで知っている人もいる5名に分かれる。前者を「出会い」(13
名)、後者を出会いから展開した「個人との交流」(5名)とする。 
 ヒアリング調査より、住民が多拠点生活者と出会う機会は「地

域の手伝い」「拠点イベント」「仲介人主催の交流会」の3つであ

る(4)。「地域の手伝い」はTENJIKU のサービス内容で、多拠点

生活者が住民や地域行事の手伝いをする。「拠点イベント」は、建

物○A○Bがサービス登録以前のゲストハウス時に始まり、ADDress
地域案内人と建物○Bオーナーが主に企画する。「仲介人主催の交

流会」は、両地域案内人から依頼を受けた地域仲介人が、所有す

るコミュニティスペースで開催する。住民の3つの機会への参加

有無を図-4に示す。12名が1つ、6名が2つの機会に参加する。 

 
図-4 多拠点生活者と出会う機会への参加有無(n=50) 

 
3-5.多拠点生活者の来訪への住民の評価 

3-5-1. 多拠点生活者との関わりがない32名 

 32名中 7名が「家の前や近所で知らない人を見ることが増え

た」と話し、内1名が「若い人が歩いているのを見るだけで気分

が明るくなる」と言う。7名中 6名が駅から建物○A○B間の 1〜3
に住む。一方「仕事も娯楽も無い田舎に人は来ない」と話す3名
は、建物○A○Bより東の4(1名)、吉野川より南（2名）に住む。 
 
3-5-2. 関わりの展開から見る多拠点生活者と関わりがある18名 

 関わりがある18名の評価を表-9に整理する。 

どの機会にも参加なし

32
「仲介人主催の交流会」のみ

6

「拠点イベント」のみ

6

「仲介人主催の交流会」

「地域の手伝い」

1

「地域の手伝い」

「拠点イベント」

1

「仲介人主催の交流会」

「拠点イベント」

4

良い, 45

どちらとも言えない

4
悪い, 1

参加する

27

参加せざるを得ない,1

参加できない

13

参加しない

9

図-1 奈良県吉野郡吉野町上市 
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表-9 多拠点生活者と関わりがある住民の評価(n=18) 

 
 「出会いがある」13名は、全員が出会う機会を好意的に捉え、

「非日常的な体験や話ができて楽しい・刺激になる」(6名)、「多
拠点生活者と住民が一緒に盛り上がれて良い」(3名)と言う。また、

「(多拠点生活者が)喜んでくれる・地域に興味を持ってくれるこ

とが嬉しい」(5名)と発言した。「個人との交流」がある5名は「何
度か会うことで次第に名前を覚える」と話し、3 つの機会のいず

れかで多拠点生活者と出会った後、「20名以上規模のイベント」

や「道」も含め地域内で何度か遭遇するうちに、多拠点生活者個

人の名前を覚えるようになる。「何度も来るほど地域を好きにな

ってくれて嬉しい」と2名が感じ、「地域のために頑張ってくれる

から手伝いたい」「(住民でも)受け入れ環境を整えないと」「(住民

からも)関わっていかないと」(各1名)と5名中3名が多拠点生活

者を地域で受け入れるための行動意識を持つ。機会に参加するに

は、「誘ってもらうから機会参加」(2名)と話す。 
 
3-5-3.参加機会で見る多拠点生活者との関わりがある18名 

 「その場でしか話さないから後腐れない」と話す2名は「拠点

イベント」のみ参加する。「多拠点生活者と住民が一緒に盛り上が

れて良い」と話す6名は「仲介人主催の交流会」には参加がある。 
 
3-5-4. 考察 多拠点生活者の来訪が住民に与える影響 

 関わりがなくても、地域内で日常的に知らない人を見かける機

会があると来訪者の増加を実感し気分が明るくなる。住民は多拠

点生活者と出会う機会を、非日常な体験・話ができる賑やかなも

のと楽しんでいる。対象者を設定せず開催される「拠点イベント」

への参加住民は、多拠点生活者に関わらずその機会限りで話す相

手を求める。対象者を住民と多拠点生活者に絞る「仲介人主催の

交流会」への参加住民は、多拠点生活者と一緒に盛り上がる感覚

を得やすい。このように、同じ 20名以下の新規イベントであっ

ても、住民が機会参加により得る感覚は異なる。さらに多拠点生

活者が地域に興味を持つ姿を見て、地域の魅力を実感する効果が

ある。3 つの機会で出会った後、地域内で特定の人に複数回出会

うことで「個人との交流」に展開し、地域に外の人を惹きつける

魅力があると一層実感する。多拠点生活者を受け入れるための行

動意識を持つ住民も現れる。しかし住民は、出会う機会への自主

的な参加はしづらく、企画者からの招待を求めている。 
 
3-6. 住民と多拠点生活者の出会いを促す要素と仕組み 

3-6-1. 3つの機会への参加者・不参加者の比較 

 「地域の手伝い」「拠点イベント」「仲介人主催の交流会」への
認知・参加有無を、「認知なし」、認知はあるが参加したことはな
い「不参加」、「参加」に分類し、表-10 に整理する。 
 「地域の手伝い」参加者２名は地域団体に所属する活動的な住

民で、認知のきっかけは「両地域案内人と町役場職員からの紹介」

である。不参加者 25 名の認知のきっかけは、「町の広報誌」(11
名)が最も多い。「新しい地域の取り組みが始まった」と内容を知

っても自分が依頼する立場と考えていない人が 3 名、「具体的に

何を頼んで良いかわからない」と理解できていない人が6名いた。 
 「拠点イベント」参加者11名の認知のきっかけは、「住民から

聞く」(6名)、「企画者からの招待」(3名)、「告知物」(3名)である。

「告知物」で知った18名中15名は不参加で、内3名が「誰に向
けてやっているのか、参加していいのかわからない」と話す。 
 「仲介人主催の交流会」参加者11名の認知のきっかけは「地域

仲介人からの招待」(10名)、「住民から聞く」(1名)だった。不参

加者11名の認知のきっかけは、「住民から聞く」(6名)、「外から

賑わう様子を見る」(3名)、「地域仲介人からの招待」(2名)である。

きっかけに「地域仲介人からの招待」以外をあげた 10名中参加
者は1名で、直接招待されない人はほぼ参加していない。 
 
表-10 3つの出会う機会への認知・参加有無と認知のきっかけ(n=50) 

 

関わり 

の展開 

参加機会 

1つ 2つ 

出
会
い 

個
人
と
の
交
流 

拠
点
イ
ベ
ン
ト 

仲
介
人
主
催
の
交
流
会 

地
域
の
手
伝
い 

拠
点
イ
ベ
ン
ト 

地
域
の
手
伝
い 

仲
介
人
主
催
の
交
流
会 

拠
点
イ
ベ
ン
ト 

仲
介
人
主
催
の
交
流
会 

人数 13 5 6 6 1 1 4 

誘ってもらうから機会参加 3 2 0 3 0 0 2 

内容への興味があれば機会参加 2 1 1 1 0 0 1 

多拠点生活者と住民が 

一緒に盛り上がれて良い 
3 3 0 2 0 1 3 

非日常な体験や話ができて 

楽しい・刺激になる 
6 2 3 2 1 1 1 

その場でしか話さない 

から後腐れない 
2 0 2 0 0 0 0 

喜んでくれる・地域に興味を 

持ってくれることが嬉しい 
5 0 2 2 1 0 0 

何度も来るほど地域を好きに 

なってくれて嬉しい 
0 2 0 0 0 0 2 

何回か会う人には話しかける 0 1 0 0 0 0 1 

地域のために頑張ってくれる 

から手伝いたい 
1 1 0 1 0 0 1 

受け入れ環境を整えないと 0 1 0 0 0 1 0 

関わっていかないと 0 1 0 1 0 0 0 

機会 地域の手伝い 拠点イベント 
仲介人主催の 

交流会 

機会の分類 TENJIKU内容 20名以下規模のイベント 

関係者・企画者 
両地域案内人 

町役場職員 

ADDress地域案

内人 

建物○Bオーナー 

地域仲介人 

開催場所 ― 建物 ○A○B 
コミュニティ 

スペース 

認知の有無 ○ 
× 

○ 
× 

○ 
× 

参加の有無 ○ × ○ × ○ × 

人数 2 25 23 12 18 20 11 11 28 

住

民

の

認

知

の

き

っ

か

け 

 

関係者・企画者 2 1 

 

 

3 0 

 

10 2 

 

 

地域仲介人 0 2 0 0 企画者 

住民 0 3 6 3 1 6 

多拠点生活者 0 5 0 0 0 0 

町の広報誌 0 10   

町の広報誌と 

関係者のSNS 
0 1   

テレビ 0 2   

拠点の告知物 0 0 3 15  

外からの様子 0 0 0 0 0 3 

不明 0 1 0 0 0 0 

- 402 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.20, 2022 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.20, February, 2022 

 

3-6-2. 考察 出会う機会への住民参加を促す周知方法 

 住民と多拠点生活者が出会う機会と、それぞれの機会の関係

者・企画者、開催場所、住民参加を促す周知方法を表-11に示す。 
 住民が多拠点生活者と出会う機会は、「サービス内容」と「20名
以下規模のイベント」の2つに分類される。 
 TENJIKUの「地域の手伝い」といった「サービス内容」では、

関係者(上市では、両地域案内人と町役場職員)からの紹介により

住民自身が関わる立場だと伝える必要がある。<メディア>やサー

ビス関係者以外の<人>からの紹介では、内容認知のきっかけには

なるが、住民の参加意識にはつながらない。 
 「20名以下規模のイベント」への参加を促すためには、「企画

者からの招待」が最も効果的である。「拠点イベント」には「住民

からの誘い」が住民参加につながるが、「仲介人主催の交流会」で

つながらない。「20名以下規模のイベント」への参加が、「住民か

らの誘い」により広まるためには、開催場所への住民意識が関係

すると考えられる。「仲介人所有の交流会」は、仲介人が所有する

コミュニティスペースで開催され、規模も 20名以下と小さいた

め、他人の家での仲間内の会という印象を与える。そのため、ゲ

ストハウスで開催される「拠点イベント」と比較して、企画者か

らの招待がなければ参加しにくい。「拠点イベント」は、「企画者」・

「住民」といった<人>から聞く場合は参加につながるが、「告知

物」といった<メディア>では、参加者に関する詳細情報が伝わら

ず参加につながらない。告知物に住民参加を認める内容を明記す

るなど、住民の参加への不安を減らす工夫も重要となる。 
 このように、多拠点生活者と出会う機会への住民参加を促す周

知方法は、機会の分類と開催場所に影響を受ける。 
表-11 住民と多拠点生活者が出会いを促す要素 

 
3-6-3. 考察 多拠点生活者と出会う住民の広がり方 

 上市における多拠点生活者と出会う住民の広がり方を図-5 に

示す。住民と多拠点生活者が出会う機会づくりを行う人物は、地

域案内人・町役場職員・拠点Bオーナーといったサービス関係者

と、地域案内人から依頼を受けた地域仲介人がいる。住民に顔が

広い地域仲介人の協力を得ることで、住民と多拠点生活者が出会

う機会の数を増やすことができる。さらに「拠点イベント」は、

住民間での広がりも期待できる。 
 調査から、住民が多拠点生活者と出会うきっかけづくりには、

地域案内人が住民・地域仲介人に働きかけることが重要だとわか

った。ADDressでは、住民と多拠点生活者が出会う機会は用意さ

れておらず、各拠点の地域案内人により住民への活動は異なる。

そのため、以降では、他地域と比較することで、吉野町上市の

ADDress地域案内人の住民への活動の積極性を明らかにする。 

 

4. 上市ADDress地域案内人の住民への活動の積極性 

4-1. ADDress地域案内人へのアンケート調査概要と回答者属性 

 全国の ADDress地域案内人へのアンケート調査概要を表-12 に

示す。2021年12月4日時点でホームページ 7)に掲載がある214
拠点にアンケート用紙を郵送する。配布数は、あて名不完全等に

よる返還45部を除いた169部で、回収数は51部である。回答者

は30代が29.4% (15名)、男性が72.5% (37名)である(表-13)。 
表-12 ADDress地域案内人へのアンケート調査概要 
調査対象 ADDress登録拠点(2021年12月4日時点)の地域案内人 

調査時期 2021年12月〜2022年1月 

調査方法 
・郵送でアンケート用紙、GoogleフォームのURLを配布 

・アンケートは用紙郵送、また、Googleフォームで回収 

配布数 169部 (214部郵送配布、内45部返還) 

回収数 
51部 (有効回答51部)  回収数30.2％ 

(アンケート用紙：26部・Googleフォーム回答：25部) 

調査項目 

・地域案内人を務める拠点名 

・地域案内人の基本情報(年齢、性別、出身地、居住地) 

・住民への活動内容 

表-13 アンケート調査概要の回答者属性(n=51) 
滞在拠点(地方区分) 年代 

北海道 1 2.0  20代 11 21.6  

東北 3 5.9  30代 15 29.4  

関東 14 27.5  40代 11 21.6  

中部 12 23.5  50代 8 15.7  

近畿 6 11.8  60〜 4 7.8  

中国 2 3.9  回答なし 2 3.9  

四国 1 2.0  性別 

九州 10 19.6  男性 37 72.5 

回答なし 2 3.9  女性 10 19.6  

合計 51 100 回答なし 4 7.8  

   合計 51 100 

 
 
4-2. 上市と他地域のADDress地域案内人の住民への活動比較 

 住民とADDress会員の出会いを促す活動として、「滞在者に地

域住民を紹介・関係仲介」「ADDress会員と地域住民が参加でき

機会 

地域の手伝い 拠点イベント 仲介人主催の交流会 

TENJIKUの 

サービス内容 
20名以下規模のイベント 

関係者 

企画者 

両地域案内人 

町役場職員 

ADDress地域案内人 

建物○Bオーナー 
地域仲介人 

開催 

場所 
― 建物○A○B 

地域仲介人所有の 

コミュニティスペース 

周知 

方法 

サービス関係

者からの紹介 

・企画者からの招待 

・拠点の告知物 

→住民を誘って参加 

企画者からの招待 

図-5 多拠点生活者と出会う人の地域での広がり方 

 

- 403 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.20, 2022 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.20, February, 2022 

 

るイベント開催」の有無を尋ねた(図-6)。51名のうち、両方行う

のは 9.8% (5名)、「滞在者に地域住民を紹介・関係仲介」のみ行

うのは23.5% (12名)、「ADDress会員と地域住民が参加できるイ

ベント開催」のみ行うのは2.0% (1名)である。出会いを促す活動

を行う地域案内人は35.3% (18名)と少ない。 
 上市のADDress地域案内人は、「滞在者に地域住民を紹介・関

係仲介」「ADDress会員と地域住民が参加できるイベント開催」

の両方を行うと回答した。ここから、吉野町上市の ADDress 地

域案内人は、他地域と比較して、実際に ADDress 会員と住民が

出会う機会を積極的につくっていると言える。 
 

 
図-6 住民とADDress会員の出会いを促すための地域案内人の活動(n=51) 

 
5. 本研究のまとめ 
 本研究では、地域でのサービス登録拠点開設・多拠点生活者の

来訪が住民に与える影響を捉えた上で、住民の多拠点生活者との

出会いを促すための要素と仕組みを明らかにした。 
①住民の多拠点生活者との関わりは「なし」「出会い」「個人との

交流」の順に展開し、以下のように影響も大きくなる。 
・「なし」：日常的に来訪者を見かける住民は、来訪者の増加を

実感し気分が明るくなる 
・「出会い」：非日常な機会・人を楽しむ、地域の魅力実感 
・「個人との交流」：地域の魅力一層実感、多拠点生活者受け入

れのための行動意識向上、機会への自主的な参加は難しい 
②一度出会った多拠点生活者と地域内で複数回会うことで「個人

との交流」に展開するため、「出会う」機会への住民参加を促す

ことが必要である。サービス関係者だけでなく、住民に対して

顔が広い地域仲介人の協力を得ることは、「出会う」機会を増や

すために効果的である。 
③多拠点生活者と住民が出会う機会は「サービス内容」と「20名
以下規模のイベント」の2つに分類され、住民参加を促す周知

方法は、機会の分類と開催場所に影響を受ける。 
・サービス内容：サービス関係者からの紹介が必要 
・20 名以下規模のイベント：企画者からの招待が最も効果的。

開催場所への入りやすさにより、住民からの誘いが参加に繋

がるかは異なる。<メディア>による告知は、住民参加を認め

る内容を明記するなど、住民の不安を減らす工夫が重要。 
 
6. 課題・今後の展望 
 今後は、住民の多拠点生活者への認知や理解に関わると思われ

る地域案内人の活動目的、住民が拠点をどのような場所として捉

えているかという点に着目し、複数の地域について分析・比較を

行う。さらに、多拠点生活者とサービスを受け容れる人物は地域

住民だけでなく、拠点建築物の所有者も存在する。所有者への影

響や建築物の拠点化を見ることで、地域での多拠点生活サービス

の展開と影響をより深くみることができる。 
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補注  
(1) 住民への影響が現れるには、中長期間かかると考えたため、調査(2021

年 7、8月)時点で拠点開設から半年以上経過していることを条件とし

た。ADDress は、2020 年11月に登録が100 拠点を突破し、拠点候

補が充実したと考えられる。TENJIKUの7拠点は、公式ホームペー

ジ 8)の地域案内人情報や、多拠点生活者が得られる体験に差がなかっ

たため、拠点開設から最も期間が経過している3拠点に絞る。 

(2) 奈良県吉野町の2つのADDress拠点の開設時期は2020年12月と2021

年 4 月であり、条件を満たしていない。しかし、吉野町には選定条件

を満たすTENJIIKU拠点があるため、同地域内にあるADDress拠点の

地域案内人にもヒアリング調査を行った。 
(3) 住民が、恒例行事に積極的に参加する場合を「参加する」、参加理由が

消極的な場合を「参加せざるを得ない」、仕事や体力などの都合で、参

加したいができない場合を「参加できない」、人付き合いが面倒・内容

に興味がないなどの理由で参加意思が無い場合を「参加しない」とす

る。実際の参加がある「参加する」「参加せざるを得ない」に加え、「参

加できない」も参加意思があるとみなす。 

(4)「道での遭遇」は、「道で挨拶程度話すことはあるが関わりはない」とし

た住民が2名、「利用者に聞きサービスを認知した」住民1名が、「関

わりはない」としたことから、関わる機会ではないと考え除いた。「20
名以上規模のイベント」は、多拠点生活者と関わる機会として5名(「個
人との交流あり」)挙げたが、5名全員が「知らない人と話すことはほ

ぼ無い」としたため、新たに出会う機会にはなりにくいと考え除いた。 
 
参考文献 
1) 平成30年3月 国土交通省 国土政策局 地方新興課「二地域居住推

進の取り組み事例集」(最終閲覧日2022年2月18日) 
(https://www.mlit.go.jp/common/001229920.pdf) 
2) 敷田麻実「よそ者と協働する地域づくりの可能性に関する研究」,江沼地

方史研究会,江渟の久爾,50巻,pp.74-85,2005年 
3) 2021年3月 国土交通省「地域・国土の魅力向上について」(最終閲覧日

2022年2月18日)  
(https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001389682.pdf) 

4) 小森聡「農村地域への定住に係る移住者の意向と受け入れ側の意識に関

する研究：京都府中山間地域を対象として(続報)」,農林業問題研究,第

44巻1号,2008年 

5) 皆川萌子「新規移住者受け入れ農村における住民の集落意識について」,

同志社大学大学院,総合政策科学会,同志社政策科学研究11(1),2009-07 

6) 橋本京香「アートによるまちづくりが地域住民に与えた影響〜直島(香

川県香川郡直島町)を対象として〜」,高知工科大学マネジメント学

部,2015年 

7) ADDress  (最終閲覧日2022年2月18日) (https://address.love) 
8) TENJIKU (最終閲覧日2022年2月18日)  
(https://tenjiku.sagojo.link/#introduction) 

9) note ADDress Webマガジン (最終閲覧日2022年2月18日)  
(https://note.com/address/) 

10) e-Stat 統計で見る日本 (最終閲覧日2022年2月18日) 
(https://www.e-stat.go.jp/regional-statistics/ssdsview/municipality) 

11) 統計データから見た吉野町のすがた (最終閲覧日2022年2月18日) 
(https://www.town.yoshino.nara.jp/toukei.pdf) 

12) 奈良県吉野郡吉野町 大字上市 指定区別年齢別男女人口調,令和 3 年

11月1日作成 

両方ともする, 5

「滞在者に地域住民を紹介・関係仲
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「ADDress会員と地域住民が参加

できるイベント開催」のみする, 
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両方しない

33

- 404 -




