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Abstract 

At present,the emigration policies of elderly people to local area is to be introduced by Japanese 

government,as the population of local area has been decreased more rapidly than that of a metropolitan 

area.Not only working-age population,but elderly population tends to decrease in local area in 

Japan.This study describes why these policies are necessary,and proposes the conditions of these policies 

from the economic viewpoints and the non-economic viewpoints,based on internet research.The economic 

viewpoints include jushochi-tokurei(fiscal burden of Long-Term Care Insurance is paied by the local 

government where an emigrant to local area has been living).Also,this study points out why and how 

important hospitality of receiving area and welfare facilities of elderly people. 

 

Keywords： Social Mobility, CCRC, Hospitality 

 

はじめに 

我が国は、少子高齢化が進展し、大都市圏と地

方圏に分けた場合、1950 年代から、ほぼ途切れる

ことなく、地方圏から大都市圏への人口の社会的

流入が続いてきた。現在、地方の人口減少を緩和

するために、若者・高齢者両方の大都市部から地

方への移住が議論され、政策が打ち出されようと

している。このうち、若者の移住は受け入れを推

進している自治体が多い割には、実際の移住は顕

著には進んでいない。一方、高齢者の移住は、移

住者側・受け入れ自治体の双方に踏み切れない理

由があり、なかなか進展してこなかった。しかし、

ここに来て、地方では、生産年齢人口のみならず、

高齢者人口すら減少することが懸予想されており、

高齢者人口の減少に伴う生産年齢人口のさらなる

減少（医療・福祉分野の雇用を含む）が懸念され

ている。 

 地方への高齢者移住については、①送り出す

側（大都市圏の自治体）にとっての必要性、②移

住者にとっての必要性・ニーズと障害、③受け入

れる側（地方圏の自治体）にとっての必要性と障

害について、現状では必ずしも合意が形成されて

いないと考えられる。本稿では、これら三者の立

場からの議論を整理し、大都市圏から地方への高

齢者移住を成功させるための条件（経済的条件・

経済外的条件）を検討したい。さらに、高齢者移

住を成功させるために必要なホスピタリテイの在

り方について検討したい。  

 

１．移住・高齢者移住に関する先行研究 

大都市圏と地方圏の間の人口移動について、多

くの研究が行われてきた。人口移動がライフサイ

クル的要因と経済的要因に分けられることや、地

域間人口移動と地域間格差の因果関係を整理した

「地域間格差と人口移動」などがあげられる(1)。 

 都市から地方への移住・交流の促進と受け入れ

側のホスピタリテイの重要性については、いくつ

かの機関で調査研究がなされてきた(2)。団塊の世

代の地方への移住政策の可能性と課題についても、

都市（送り出す側）・地方（受け入れ側）の両面で、



 

 

調査研究が行われてきた(3)(4)。 

これらに加え、2014 年 5 月、日本創成会議・

人口減少問題検討分科会提言書「ストップ少子

化・地方元気戦略」が、人口減少の深刻な状況（特

に地方の急激な人口減少）に関して、A.ストップ

少子化戦略、B.地方元気戦略、C.女性・人材活躍

戦略を提言し、現在増加している地方の高齢者も

いずれは減少し、若者・女性の働く場に一つであ

る医療・介護に現場も縮小に向かうことにより、

都市への人口移動がさらに進むことが指摘されて

いる。また、2015 年 5 月、同会議・首都圏問題

検討分科会提言書「東京圏高齢化危機回避戦略・

一都三県連携し、高齢化問題に対応せよ」が出さ

れ、東京圏の高齢化問題への対応策の一つとして、

「地方移住環境の整備」があげられている。 

 

２．高齢者移住の現状と必要性 

（１）高齢者移住の現状 

 全国的な高齢者移動の状況を見ると、国勢調査

では、「5 年前の常住地」（過去 5 年間の居住移動）

から、中期的な人口移動を把握しており、65 歳以

上の高齢者の移動率は 9.5%で、ほぼ 10 人に一人

が移動していることがわかる(5)。これを 5 歳ごと

の年代別に見ると、高齢者の移動率は、65～69

歳で 7.9%であるが、70～74 歳で最低となり、そ

の後上昇に転じて、75～79 歳で 7.5%、80～84

歳で 10.4%、85 歳以上で 19.7%となる。男性に比

べて女性の移動率が高いが、これは単身の女性高

齢者が多くなり、子供や親族のところ、施設等に

移動する場合が多いためであると推測できる。 

 次に高齢者移住の典型的な例として、東京圏を

見てみる。まず、日本の 65 歳以上人口の移動数

は、高齢者人口の増加を反映して増加しているが、

市区町村間移動の移動率（住民基本台帳による 65

歳以上人口に占める転入者数及び転出者数の割

合）は約 0.9%で安定している。このうち、他の都

道府県への移動は、市区町村間移動の約三分の一

を占めている。東京圏を出発地あるいは到着地と

する移動が全国の移動数に占める割合は、市区町

村移動の約 33%、都道府県間移動の約 40%である。

東京圏における 65 歳以上人口が全国に占める割

合が約 25%であることと比べると、東京圏におけ

る高齢者人口移動は、他地域と比較して活発であ

る(6)。この点から、日本全体の高齢者移住を考え

る場合、東京圏からの都道府県間移動が最も重要

であると考えられる。 

（２）高齢期の移動タイプと生活の満足度 

 高齢期の居住移動に関する海外の研究を見ると、

移動先、移動理由、移動者の特徴から移動を分類

し、①快適さを求めての移動、②子供や親族の近

くへの移動、③援助を求めての移動のタイプに分

けることができる(5)。①「快適さを求めての移動」

は、夫婦ともに健康であり、経済的に余裕がある

場合の「自発的な」移動である。②「子供や親族

の近くへの移動」は、健康状態がやや悪くなった

とき、または（あるいはそれに伴って）経済状態

に不安がある場合の「仕方ない」移動である。③

「援助を求めての移動」は、健康状態が悪く自立

した生活ができなくなる場合に、親族や福祉施設

等に身を寄せる「余儀なくされる」移動である。 

 次に、これら三つの移動タイプごとの生活の満

足度について、（財）東京都老人総合研究所の長期

プロジェクト研究「中年からの老化予防・総合的

長期追跡研究」の調査結果と考え合わせると、①

「快適さを求めての移動」は、移動後の生活満足

度は高いが、②「子供や親族の近くへの移動」、③

「援助を求めての移動」は、生活の満足度は相対

的に低くなっている。この点から、高齢者移住は、

健康で経済的にも余裕のある時点で、「快適さを求

めての移動」を行っておくことが望ましいと考え

られる。 

（３）送り出す側（大都市圏の自治体）・移住者・

受け入れる側（地方圏の自治体）の必要性・

ニーズと障害 

 高齢者の大都市圏（特に東京圏）から地方への

移住を考える場合、A.送り出す側（大都市の自治

体）、B.移住者、C.受け入れる側（地方圏の自治体）

の必要性・ニーズと障害について考えたい。 

① 送り出す側（大都市圏の自治体）の必要性・

ニーズ 

 「東京圏高齢化危機回避戦略～一都三県連携し、

高齢化問題に対応せよ」に述べられているように、

（ア）東京圏（一都三県）の高齢化が急速に進展

し、後期高齢者が今後 10 年間で 175 万人増加（全

国の三分の一）すること、（ィ）東京都より千葉県・

埼玉県・神奈川県の高齢化率が高くなること、（ウ）

東京圏の介護需要は埼玉県・千葉県・神奈川県で

2025 年には 50%増加し、東京圏全体で介護施設

の不足が深刻化することが予想される。東京圏の

高齢化率急上昇に伴う医療介護体制の増強は、国

民経済的に負担が大きく、医療・介護施設整備費

の安い地方への人口移動を促す必要性・ニーズが、

送り出す側（大都市圏の自治体）に常に存在する。 

② 移住者にとっての必要性・ニーズと障害 

 移住者にとっては、今後（ア）東京圏等大都市

圏での生活費の上昇、（ィ）介護施設への入所の困

難さが顕在化することが予想され、大都市圏で居

住することが困難な世帯にとって、高齢者の地方

移住の必要性・ニーズが高まると思われる。 

 次に、大都市圏の移住者にとって、移動タイプ



 

 

の②、③（親族等のところに移住する場合）は選

択の余地はないが、①、③（福祉施設に移住する

場合）の場合に、現住地の周辺県ならいいが、地

方への移住について、自発的に移住するというニ

ーズがどこまであるか、検討することが必要であ

る。2014 年 8 月に 50 歳以上の大都市圏在住者

1,028 人を対象に、地方への移住、長崎県への移

住意向を調査した結果、（ア）地方への移住に興味

がある人は全体の 31.8%、「移住しない」と回答

した人も 33.2%であった（図１）(7)。（ィ）「移住

に興味がある」「移住する予定がある」と回答した

人の理由は、（i）豊かな自然環境の中で暮らした

いから、（ii）趣味や生きがいを大事にしたいから、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（iii）生活にかかる費用が今よりも少なくて済む

から、という回答が多かった（図２）。一方、地方

への移住の不安については、（i）移住当初にかか

る費用、（ii）生計を営むために十分な収入が得ら

れるか、（iii）地域の風土・慣習・行事などに溶け

込むことができるか、という回答が多かった（図

３）。また、長崎県への移住については、「長崎県

にゆかりがある」・「長崎県出身者」といった、長

崎県との関係性の有無により、移住意向が大きく

変わる。 

 

（図１）問．地方への移住に興味がある、もしくは将来移住するつもりがあるか。                         （予備調査①）あなたは、地方への移住に興味がある、もしくは将来移住するつもりがありますか。 

 

 

 

 

 

1 移住に興味がある

2 移住する予定がある

3 移住に興味はない

4 移住しない

全体(n=17341)

31.8

1.9

33.0

33.2

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 （％）

 
（出所）公益財団法人ながさき地域政策研究所（2014）「高齢者をターゲットとした移住促進策 

調査検討事業業務報告書」 

（図２）問．移住したいと考える理由 

1 豊かな自然環境の中で暮らしたいから

2 退職を機に生活を変えたいから

3 地震等の大規模災害の少ない地域で暮らしたいから

4 農業や漁業など自然を相手に働いてみたいから

5 趣味や生きがいを大事にしたいから

6 自分の希望に叶う住まいを見つけたいから

7 あなた又は配偶者の出身地だから

8 親の介護があるから

9 都会で老後を過ごすのに不安があるから

10 親や子どもの近くに住みたいから

11 知人や先に移住した人などの口コミで評判がよいから

12 十分な医療・介護サービスをしっかりと受けられるから

13 生活にかかる費用が今よりも少なくてすむから

14 その他

全体(n=1028)
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問６.あなたが移住をしたいと考える理由について、優先順位が高いものから順に 3 つまでお答えくださ

い。 

①1 位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）公益財団法人ながさき地域政策研究所（2014）「高齢者をターゲットとした移住促進策 

調査検討事業業務報告書」 

（図３）問．地方への移住にあたっての不安要素 

1 移住当初にかかる費用

2 生計を営むために十分な収入が得られるか

3 年金以外に副業レベルの収入が得られるか

4 地域の風土・慣習、行事などに溶け込むことができるか

5 必要な場合は在宅での介護サービスを受けられるか

6 必要な場合は地域の介護施設等への入居が可能か

7 地方であっても高度な医療サービスが受けられるか

8 希望に叶う住まいを見つけられるか

9 買い物など日常生活の移動手段を確保できるか

10 市外・県外への移動が不便ではないか（空港や高速道路のICまで遠いなど）

11 配偶者や子どもなど家族の賛同が得られるか

12 その他

全体(n=1028)
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問１３.地方への移住にあたって、どのような不安がありますか。 

①1位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）公益財団法人ながさき地域政策研究所（2014）「高齢者をターゲットとした移住促進策 
調査検討事業業務報告書」 

1 移住に興味がある

2 移住する予定がある

3 移住に興味はない

4 移住しない

全体(n=3050)



 

 

 このように、（ア）移住希望者の移住理由として

は、経済的・経済外的事項に分けられ、移住のプ

ラス要因も不安要因も、両事項からくること、（ィ）

移住希望者の移住意向は、長崎県出身者・長崎県

にゆかりがある者がそうでない者に比べて高いこ

と、が読み取れる。高齢者の地方移住を推進する

ためには、（ア）からは、経済的・経済外的事項の

双方についての支援策（意思決定の「背中を押す」

策）が必要であり、（ィ）からは、移住先地域につ

いて、当該地域の出身者（U ターンの場合）、ま

たは当該地域に親戚・知人がいる、働いたことが

ある（I ターンの場合）など、何らかの関わりが

あることが決め手となる可能性が高いため、対象

を絞った働きかけを行うことが効果的であること

がわかる。 

③受け入れる側（地方圏の自治体）にとっての必

要性と障害 

 大都市圏からの高齢者を受け入れる側（地方圏

の自治体）にとっては、人口減少・高齢化が急速

に進展する中で、若年層・生産年齢人口の増加が

見込めないため、現状以上にこれら世代の社会的

流出を緩和するためにも、高齢者を受け入れる必

要性がある。しかし、これまでは地方圏の自治体

にとって、高齢者移住には消極的であった。それ

は、高齢者の医療費・介護費用の自治体負担分の

増加や、高齢者が急増した場合の福祉施設等の増

設を懸念していたからである。 

 したがって、大都市から地方圏への高齢者移住

を進めるためには、（ア）受け入れ側のメリットと

財政負担増加度合を明確化し、（ィ）財政負担を軽

減できる「住所地特例」（社会保険制度において、

被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護

保険施設等に入所等をした場合、住所を移す前の

市区町村が引き続き保険者となる特例措置）(8)の

拡充など、制度の手当てを行うことが必要となろ

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．高齢者移住成功の条件（経済的・経済外的条

件）  

上述のように、大都市圏から地方圏への高齢者移 

住の動機には、経済的事項と経済外的事項が関わ

っており、両面の条件整備が必要となる。ここで、 

高齢者の移住タイプとして述べた上記①快適さを

求めての移動、②子供や親族の近くへの移動（健

康に不安はあるが、まだ要支援・要介護状態では

ない）を「健常高齢者」、③援助を求めての移動を

「要支援・要介護高齢者」と分類し、成功条件を

整理したい。 

（１）経済的条件 

①健常高齢者 

 健常高齢者に対しては、上述のアンケート調査

結果を踏まえ、（ア）受け入れ側（自治体・民間）

による住居・雇用・農地等紹介、（ィ）受け入れ側

による農林水産業等の職業訓練の場の提供が必要

になる。移住先地域にとって、（ア）については移

住者による技術・ノウハウの獲得、（ィ）について

は、後継者難の地域生産活動への参画という経済

的メリットが生まれる。大都市圏に比べて生活費

もかからないことを考えると、地域産業の生産性

に応じた収入が得られることで、年金受給世代以

前でも経済的条件はおおむね満たされると考える。 

②要支援・要介護高齢者 

 要支援・要介護高齢者に対しては、（ア）送り出

す側と受け入れ側の両方について、住所地特例の

活用と拡充、（ィ）受け入れ側（自治体・民間）に

よる福祉施設・人材確保とサービスの向上が必要

になる。 

 ここで（ア）については、受け入れ側自治体は、

大都市圏の高齢者を受け入れるメリットと財政負

担の両方を検討することが必要である。従来、高

齢者の地方移住に関して、地方の自治体が消極的

であった理由として、高齢者が要支援・要介護に 

                                                  （単位：円） 

モデルA
（65歳未満世帯）

モデルB
（65～69歳世帯）

モデルＣ
（70～74歳世帯）

モデルＣ
（75～79歳世帯）

モデルＣ
（80～84歳世帯）

モデルＣ
（85歳以上世帯）

住民税 54,594 44,955 10,095 10,095 10,095 10,095

固定資産税 130,634 130,634 130,634 130,634 130,634 130,634

都市計画税 27,993 27,993 27,993 27,993 27,993 27,993
地方交付税基準財政
需要額

6,353 152,182 178,327 216,327 216,327 216,327

収入（メリット）計 219,574 355,764 347,049 385,049 385,049 385,049

国民健康保険 0 0 0 0 0 0

介護保険 7,091 23,474 176,380 182,118 190,787 219,105

支出（デメリット）計 7,091 23,474 176,380 182,118 190,787 219,105

212,483 332,290 170,669 202,931 194,263 165,944
団塊世代のＵＩターンにおけ

る市町への効果
 

（出所）菊森淳文（2015）「長崎県への高齢者移住が自治体財政に与える影響」 

 

（表１）長崎県への高齢者受入の場合の地方財政収支に与える影響試算 



 

 

陥った場合の介護保険の負担に対する漠然とした

不安があった。最近の長崎県における高齢者受け

入れの場合の地方自治体財政に与える影響試算に

よれば、純財政効果は 70～74 歳世帯より高齢の

世帯については、年齢が高くなるにつれ介護給付

支払いが増えるが、収支（収入―支出）はいずれ

もプラスとなった（表１）(9)。 

したがって、自治体にとっては、現在の介護保

険制度の下では財政負担はおおむね問題ないと考

えるが万全を期すために、（i）受け入れ高齢者数

に一定の制約を設ける、（ii）健常高齢者数と要支

援・要介護高齢者数のバランスをとる、といった

運用面の工夫に加え、（iii）要支援・要介護高齢者

について、住所地特例の確保・拡充（地方財政負

担の見直し、高齢者の受け入れが福祉施設に限ら

れている点の拡充等）を要請する、などの政策要

請が必要になる。 

 内閣府は、移住者の介護保険負担増大のリスク

について、（i）移住した高齢者が全員要介護認定

を受けて要介護状態になるわけではないこと（要

介護認定を受けるのは、65～69 歳：3%、75～79

歳：14%、85～89 歳：50%）、（ii）要介護認定を

受けた高齢者全員が特別養護老人ホームに入所す

るのではなく、特養に入所するのは受給者全体の

1 割程度（9.8%）であることを述べている。次に、

高齢者移住による経済効果を考えると、（i）家計

調査の単身高齢者の平均消費支出（月額 15 万円

程度）で約 100 人分の消費を考えると、年間 1.8

億円程度の地域消費の喚起が期待されること、

（ii）これに加えて住宅等への投資や医療・介護

サービスの需要なども考えられ、さらに直接の消

費額等の 1.6 倍の波及効果を指摘する研究もある

こと(4)、（iii）医療や介護の給付費は年齢ととも

に上昇するが、移住者からの住民税や社会保険料、

給付に対する国庫負担等が地方公共団体の収入と

なることを考慮すると、地方公共団体としての収

支は、高齢期の中でも、比較的若い時期はプラス、

後期高齢の時期はマイナスの要素が大きくなるこ

とを述べている。 

また、介護保険の財源構成と規模を見ると、公費

50%（国庫負担金・調整交付金 5%、国庫負担金・

定率分 20％、都道府県負担金 12.5%、市町村負担

金 12.5%）、保険料 50%（第 1 号保険料・65 歳以

上 22%、第 2 号保険料・40～64 歳 28%）となっ

ているが、第 2 号保険料は全国でプールし、給付

費で按分して配分している。高齢者移住受け入れ

により給付が増加した市町村には多くの配分をす

ることになるが、さらに何らかの財政支援措置が

求められる可能性が大きい。 

 （ィ）については、住所地特例の対象となる医

療・福祉施設の拡充を図ることが必要で、特に、

高齢者のニーズの大きな特別養護老人ホーム・有

料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅の拡充が

求められる。現在、内閣府・厚生労働省では、健

常高齢者を対象とした、日本型 CCRC

（Continuing Care Retirement Community）が

サービス付き高齢者住宅を用いたスキームで導入

検討されている。CCRC は、「継続したケア」と

いう理念に基づき、住民が老化するにつれて変わ

っていくニーズに応じて、住居・生活サービス・

介護・看護・医療サービスなどを総合的に提供す

る施設サービスのシステムのことである。CCRC

に住所地特例を認めることで、高齢者移住の受け

皿となる可能性が大きい。 

（２）経済外的条件 

①健常高齢者 

 健常高齢者に対しては、上記アンケート調査結

果を踏まえ、受け入れ側の地域コミュニテイ・住

民等との交流など、QOL（Quality of Life）の向

上が望まれる。 

②要支援・要介護高齢者 

 要支援・要介護高齢者（健常高齢者で潜在的要

支援高齢者を含む）に対しては、介護サービスの

質の向上と施設内ホスピタリテイの向上が望まれ

る。 

 

４．高齢者移住におけるホスピタリテイの在り方 

（１）高齢者移住におけるサービスとホスピタリ

テイの違い 

高齢者移住を推進するためには、健常高齢者・

要支援・要介護高齢者とも、地域や施設の「ホス

ピタリテイ」を向上させることが必要になる。大

都市圏から人生経験の豊かな高齢者を受け入れる

場合、受け入れる側（自治体・民間）には、「サー

ビス」以上の「ホスピタリテイ」が求められる。

ここで、サービスとは、主人（顧客）と従者（提

供者）が「一時的主従関係」に置かれ、顧客充足

が最優先される関係である。ホスピタリテイとは、

客人（もてなされる側）と主人（もてなす側）の

関係が、「対等となるにふさわしい相互関係」であ

り、相互理解・相互信頼等に基づく関係である(10)。

ホスピタリテイの在り方を、健常高齢者、要支援・

要介護高齢者に分けて、考えてみたい。 

① 健常高齢者 

 健常高齢者が移住した場合、上述のアンケート

調査にもあるように、住居・雇用等の移住に伴う

不安を除去するためにも、自治体・民間が移住者

支援を行うことが必要である。この時点では、少

なくとも「サービス」段階の自治体（市町村役場・

ハローワーク）・民間（商工会議所・企業・NPO



 

 

等）が一体となった支援が不可欠である。次に、

高齢者が移住した際に、地域コミュニテイ・住民

等との交流が行われ、「ホスピタリテイ」関係を築

くことができれば、高齢者は円滑に地域社会に入

っていくことができる。このような関係を築くき

っかけ作りのために、自治体・民間が協力するこ

とが多く行われている。 

② 要支援・要介護高齢者 

 要支援・要介護高齢者が施設に移住した場合、

介護サービスの質の向上と、施設内のホスピタリ

テイの向上が現在以上に課題である。介護・福祉

施設におけるサービスの質の向上とホスピタリテ

イの向上については、それだけで大きな研究テー

マであるが、施設内の狭義の「ケア」だけでなく、

利用者の生活全般をサービスの対象ととらえ、さ

らにはホスピタリテイの観点から、利用者ととも

に施設コミュニテイを作っていくという経営姿勢

が求められる。日本総合研究所創発戦略センター

の青木大マネジャーの調査によれば、ベストプラ

クテイスとされる特別養護老人ホームでも、経営

者・リーダー層・職員ともに「特養におけるサー

ビスの質を一段高めるためには、利用者の生活全

般をとらえていくことが重要」との認識に立って

いるが、現場ではまだそのような考え方の浸透・

定着には至っていないという運営面の課題が指摘

されている(11)。同調査によれば、「重視している

が実施できていない」と考えられる取り組みは、

理念の具体化、利用体験、家族会・自治会等の参

画・協議、採用活動の予算化やウエブサイト活用、

地域の人が普段から利用しやすい設備の設置など

があげられている。 

 また、より現場に即した調査によれば、「介護職

員には、テクニックや効率化を優先するあまり、

利用者が生活する環境や時間、コミュニケーショ

ンの大切さを見失い、本来、利用者が持つ自分ら

しさを大切にする支援が損なわれる可能性があ

る。」との指摘がなされている（12）。ホスピタリテ

イの向上のためには、利用者の「尊厳」、「人生の

先輩」、「人の痛みの理解」を踏まえた、時間的余

裕を持ったコミュニケーションが必要であること

が求められている。 

 このような分析を踏まえると、高齢者移住に求

められるホスピタリテイと、観光に求められるホ

スピタリテイとは、長期・短期の違いと合わせて、

「人間関係」と「もてなし」の違いがある。 

（２）高齢者移住における組織・コミュニテイ・

ネットワークとホスピタリテイ 

 高齢者移住を受け入れる側（自治体・民間）は、

①健常者の場合は地域コミュニテイ、要支援者・

要介護者の場合は福祉施設コミュニテイがホスピ

タリテイの精神で受け入れることが必要である。

また、②コミュニテイ・自治体・民間がネットワ

ークを形成し、高齢者移住の受け入れを支援する

体制を作ることが必要になる。さらに、③高齢者

移住をホスピタリテイの精神で受け入れることに

より、高齢者を助けるのみならず、反対にホスピ

タリテイがコミュニテイを活性化するという側面

があることも考えることが必要であろう。  

 

５．今後の研究課題 

大都市圏から地方圏への高齢者の人口移動を、

政策として行うことが是認され、移住政策推進の

ための、受け入れ側（地方圏の自治体）に住所地

特例の拡充等の制度的手当てや CCRC 設置事業

体への支援等を行うことで、一定の成果を上げる

ことは可能であると考える。ただ、この政策を安

定的に継続性のある政策とするためには、①雇用

の柔軟性（労働の流動性）と地方圏における多様

な雇用の受け皿の存在、②中古住宅市場の流動性

と地方圏における住宅確保の容易さ、③地方圏の

自治体に対する大都市圏からの財政支援、④地方

圏の医療・福祉介護施設の増設と経営の維持、⑤

農地保有の流動化などの支援策を同時に進めるこ

とが必要である。ホスピタリテイ・マネジメント

の観点からは、狭義では④地方圏の医療・福祉介

護施設の増設と経営の維持のための方策、広義で

は①～⑤を可能にして、ホスピタリテイあふれる

地域を創造する地方自治体自体のマネジメントが

求められるため、これらの研究課題を継続したい。 
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がある 50歳以上の男女 

・回収サンプル数：1,028サンプル（関東圏 408、

関西圏 306、中京圏 151、福岡県 163） 

長崎県との関係別では、「自分または配偶者が長

崎県出身」163、「親族が住んでいる等長崎県に

よかりがある」249、「長崎県とは関係がない」

616。 

なお、調査対象全体 3,050サンプルのうち、「移

住に興味がある」「移住する予定」の合計が

1,028サンプルとなる。 
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ム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け

住宅の一部（特定施設入居者生活介護の指定を

受ける住宅・利用権方式の有料老人ホーム）で
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① モデル世帯の平均収入・消費支出 

 
（出所）収入は「平成 23年度老齢年金受給者実態調査」、消費は「平成 26年家計調査年報・長崎市」。 

 

② モデルケースにおける住民税試算 

（単位：円） 

 

 

③ モデルケースにおける固定資産税試算 

 

（出所）平成 26年度長崎県「高齢者をターゲットとした移住促進調査検討事業」。 

 

④モデルケースにおける都市計画税試算 

 

 

 

 

 

モデルＡ
（６５歳未満の夫婦）

モデルＢ
（６5～６９歳未満の夫婦）

モデルＣ
（７０歳以上の夫婦）

平均収入
（千円／年）

4,594 4,905 4,171

消費支出
（千円／年）

2,3102,950

均等割 所得割 合計

モデルＡ
（６５歳未満の夫婦）

7,000 47,594 54,594

モデルＢ
（６5～６９歳未満の夫婦）

7,000 37,955 44,955

モデルＣ
（７０歳以上の夫婦）

7,000 3,095 10,095

東日本震災Ｈ26～35年まで+各500円

建築費用（千円）
（戸建て・マンション平均）

課税評価額（50％）
（千円）

税率
（％）

固定資産税
（円）

モデルＡ
（６５歳未満の夫婦）

18,662 9,331 1.4 130,634

モデルＢ
（６5～６９歳未満の夫婦）

18,662 9,331 1.4 130,634

モデルＣ
（７０歳以上の夫婦）

18,662 9,331 1.4 130,634

建築費用（千円）
（戸建て・マンション平均）

課税評価額（50％）
（千円）

税率
（％）

都市計画税
（円）

モデルＡ
（６５歳未満の夫婦）

18,662 9,331 0.3 27,993

モデルＢ
（６5～６９歳未満の夫婦）

18,662 9,331 0.3 27,993

モデルＣ
（７０歳以上の夫婦）

18,662 9,331 0.3 27,993

⑤地方交付税基準財政需要測定単位・単位費用 

 

（出所）平成 26 年度普通交付税・地方特例交付金及び臨時財政対策債権発行可能額算出資料。 

⑥基準財政需要額増加試算 

（単位：円） 

 

（注）住民税・固定資産税の 75％を控除。 

⑦介護負担額試算 

 

（出所）平成 26 年度介護給付費実態調査。 

経費の種類 測定単位
平成26年度
単位費用（円）

消防費 人口 11,200

都市計画費 都市計画区域人口 961

公園費 人口 517

下水道費 人口 94

その他の土木費 人口 1,750

その他の教育費 人口 4,910

生活保護費 市部人口 9,300

社会福祉費 人口 20,500

保健衛生費 人口 7,680

高齢者保健福祉費 65歳以上人口 69,300

高齢者保健福祉費 75歳以上人口 88,300

清掃費 人口 5,040

商工行政費 人口 1,330

地域振興費 人口 1,890

徴税費 世帯数 4,650

戸籍住民基本台帳費 世帯数 2,200

その他の諸費 人口 4,040

経
常
経
費

需要の増額 控除後

モデルＡ
（６５歳未満の夫婦）

145,274 6,353

モデルＢ
（６5～６９歳未満の夫婦）

283,874 152,182

モデルＣ
（７０歳以上の夫婦）

283,874 178,327

（単位：円）

年間介護費
市町村負担率

(%)
介護保険負担額
（１人当たり）

介護保険負担額
（世帯当たり）

モデルA 1,939,300 242,413 484,825

モデルB 1,972,400 246,550 493,100

モデルC（70～74） 1,998,100 249,763 499,525

モデルC（75～79） 2,063,100 257,888 515,775

モデルC（80～84） 2,161,300 270,163 540,325

モデルC（85～） 2,482,100 310,263 620,525

12.5

69,212

138,512

157,512

6,850

60～64歳人口１人当たりで増加する額

65～73歳人口１人当たりで増加する額

74歳以上人口１人当たりで増加する額

１世帯当たりで増加する額

⑧介護負担額試算（年齢別人口按分計算） 

（単位：円） 

 
 

年間介護費
市町村負担率

(%)
介護保険負担額
（１人当たり）

介護保険負担額
（世帯当たり）

1.50% モデルA 28,366 3,546 7,091
4.80% モデルB 93,898 11,737 23,474

35.30% モデルC（70～74） 705,521 88,190 176,380
35.30% モデルC（75～79） 728,473 91,059 182,118
35.30% モデルC（80～84） 763,147 95,393 190,787
35.30% モデルC（85～） 876,420 109,552 219,105

12.5

⑤地方交付税基準財政需要測定単位・単位費用 

 

（出所）平成 26 年度普通交付税・地方特例交付金及び臨時財政対策債権発行可能額算出資料。 

⑥基準財政需要額増加試算 

（単位：円） 

 

（注）住民税・固定資産税の 75％を控除。 

⑦介護負担額試算 

 

（出所）平成 26 年度介護給付費実態調査。 

経費の種類 測定単位
平成26年度
単位費用（円）

消防費 人口 11,200

都市計画費 都市計画区域人口 961

公園費 人口 517

下水道費 人口 94

その他の土木費 人口 1,750

その他の教育費 人口 4,910

生活保護費 市部人口 9,300

社会福祉費 人口 20,500

保健衛生費 人口 7,680

高齢者保健福祉費 65歳以上人口 69,300

高齢者保健福祉費 75歳以上人口 88,300

清掃費 人口 5,040

商工行政費 人口 1,330

地域振興費 人口 1,890

徴税費 世帯数 4,650

戸籍住民基本台帳費 世帯数 2,200

その他の諸費 人口 4,040

経
常
経
費

需要の増額 控除後

モデルＡ
（６５歳未満の夫婦）

145,274 6,353

モデルＢ
（６5～６９歳未満の夫婦）

283,874 152,182

モデルＣ
（７０歳以上の夫婦）

283,874 178,327

（単位：円）

年間介護費
市町村負担率

(%)
介護保険負担額
（１人当たり）

介護保険負担額
（世帯当たり）

モデルA 1,939,300 242,413 484,825

モデルB 1,972,400 246,550 493,100

モデルC（70～74） 1,998,100 249,763 499,525

モデルC（75～79） 2,063,100 257,888 515,775

モデルC（80～84） 2,161,300 270,163 540,325

モデルC（85～） 2,482,100 310,263 620,525

12.5

69,212

138,512

157,512

6,850

60～64歳人口１人当たりで増加する額

65～73歳人口１人当たりで増加する額

74歳以上人口１人当たりで増加する額

１世帯当たりで増加する額


