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日本全国における産業・職業構造による地域分類とその特性
Regional Classification according to Industrial and Occupational Structures in Japan
平原 幸輝 *
Yuki HIRAHARA *
Municipalities are required to understand the characteristics of each region when implementing city planning. In
this paper, we used the Census data and Housing and Land Survey data to classify municipalities across Japan into six
regions based on indicators related to industrial and occupational structures. Then, the characteristics of each region
were clarified by checking the average value of the age-related indicators and the annual income-related indicators for
each region. In particular, it has been found that in the “gray-collar concentration areas” and “primary industry-centered
areas”, aging is progressing, the income level is declining, and welfare-oriented urban planning is required.
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本研究の概要

都市計画を実施するにあたって、それぞれの地域の特性を理解
し、その特性に応じた都市計画を遂行することが求められる。官
庁による統計調査をはじめとした諸調査は、まさに地域の特性を
把握するための意味合いを有しており、都市計画の主体はそれら
を利活用した上で地域の特性を理解することが求められている。
総合的に都市開発に取り組む森記念財団都市戦略研究所
(2019)は、日本国内の72 都市と東京23 区について、社会経済指
標を用いて、各都市の地域特性を提示した(1)。また、都市社会に
関する研究を進めた倉沢進・浅川達人(2004)の社会地区分析では、
東京圏における各市区町村について、社会経済指標に基づく地域
の類型化を行なった上で、各地域の特性を明らかにしてきた(2)。
このように、都市計画の前提となる地域特性の理解は、都市解
析の形で研究がなされてきた。一方、その調査対象は各自治体内
や、都市圏の自治体、人口の多い自治体といったように限定的で
あった。本研究は、分析対象を日本における市区町村とした上で、

3.

産業・職業構造による地域分類

本研究の分析における第一段階として、産業・職業関連指標の

各自治体の産業・職業構造によって地域の分類を行い、各地域の

標準化得点を用いた上で、Ward 法による階層クラスター分析を行

特性を明らかにしていく。なお、こうした試みによって、各自治

ったところ、
総合的な判断のもとで6 つのクラスターが得られた。

体は自身のマクロ的な特性を把握することが可能となる。

その各クラスターについての産業・職業関連指標の平均値を踏ま
えて、日本の全市区町村を6 地域に分類した。

2.

なお、表2 は地域分類別の産業・職業関連指標の平均値を示し

本研究における分析方法

本研究では、日本全国の市区町村を分析対象とし、第一段階と

たものであり、図1 は地域分類を地図に示したものである。

して産業・職業構造による地域の分類を行なった上で、第二段階
としては社会経済指標を用いて各地域の特性を明らかにする。
本研究における分析の第一段階では、各市区町村の産業・職業
関連指標を標準化した上で、それらを用いて Ward 法による階層
クラスター分析を行い、地域の分類を実施する。
本研究における分析の第二段階では、第一段階で得られた地域
分類について、各地域の年齢・年収に関連する社会経済指標の平
均値を比較することで、各地域の特性を明らかにする。
なお、
本研究で使用した指標の基本統計量は表1 の通りである。
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全国平均を上回り、所得水準も低い地域となっている。
第二次産業従事者が占める割合が比較的多い「準第二次産業中
心地域」も日本各地に散在しているが、年齢や所得については日
本全国の平均値と同じような状況となっている。
第二次産業従事者やブルーカラーが多い「第二次産業中心地域」
は、準第二次産業中心地域と近接する形で分布し、年齢や所得に
ついても日本全国の平均値と同じような状況となっている。
農林水産業が中心となっている「第一次産業中心地域」は、北
海道や四国地方、九州地方などに見られるが、高齢化率は極めて
高い。年収 200 万円未満で暮らす世帯も多く、所得水準は低い。
以上のように、産業・職業構造による地域分類を踏まえ、各地
域分類の年齢・年収状況を確認すると、ホワイトカラーが集中す
る地域では高齢化率の低さや所得水準の高さが目立つ一方、グレ
ーカラー集中地域や第一次産業中心地域においては高齢化が進
行しており、低所得者も多く、所得水準が低くなっているといっ
た、それぞれの社会経済的な特性が明らかになってきたのである。
5.

本研究における考察と結論

本研究では、産業・職業構造による地域分類を行なった上で、
その地域の特性を年齢・年収関連指標から明らかにしてきた。
このような地域の特性を把握した上で、その特性に応じた都市
4.

計画の実行が求められる。例えば、
「ホワイトカラー集中地域」は、

地域分類別の社会経済的特性

本研究の分析における第二段階として、前章で得られた地域分

働く世代が多く、所得水準も高いことを踏まえると、労働環境の

類ごとに年齢・年収関連指標の平均値を確認することで、各地域

改善につながるサービスの導入を視野に入れた都市計画などが

の社会経済的特性を把握していこう。なお、表3 は、地域分類別

有効と考えられ、子育て世代が多い「準ホワイトカラー集中地域」

の年齢・年収関連指標の平均値を示したものである。

は育児環境を網羅した都市計画の遂行が重要となるだろう。
また、産業・職業構造上では異なる性格を持つ2 つの地域分類
が、社会経済的な特性としては大変近似した特性を持っているこ
とも示された。グレーカラーの占める割合が大きい「グレーカラ
ー集中地域」と、農林水産業が中心となっている「第一次産業中
心地域」は、それぞれ異なる産業・職業構造をしているのに対し
て、どちらも高齢化率が高く、低所得者層も多く、所得水準が低
いという共通した社会経済的特性を有している。これらの地域に
ついては、高齢者向けの施設や低所得者向けの施設を都市計画に
組み込むだけでなく、それらを網羅した総合的な福祉の立場から
のアプローチも重要であり、都市解析を踏まえた上での福祉的な

ホワイトカラーや第三次産業従事者が極めて多い「ホワイトカ

側面を重視した都市計画の実行が不可欠であると考えられる。

ラー集中地域」は東京都心部を中心に、札幌や仙台、名古屋、大

以上のように、産業・職業構造による日本全国の市区町村の地

阪や神戸といった大都市部に見られるが、高齢化率は他の地域よ

域分類を行い、各地域の社会経済的な特性が示されてきたわけで

り低く、生産年齢人口の多さが目立つ。経済状況についても、高

あるが、こうしたマクロ的な特性を各自治体が把握した上で、自

所得者が集中し、所得水準が非常に高い地域となっている。

治体内部についてよりミクロ的な特性の把握や、それを踏まえた

ホワイトカラー集中地域に準じて、ホワイトカラーや第三次産
業従事者が多い「準ホワイトカラー集中地域」は、ホワイトカラ

都市計画を行うことで、日本における各地域が連動した都市計画
の実行や、都市機能の充実が実現に至ると考えられるのである。

ー集中地域の周辺部や、県庁所在地などに見られるが、年少人口
比率が全国平均より高く、高齢化率は低くなっている。経済状況
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