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Relocation-promotion policy with subsidy can be a realistic option to make future Japanese cities compact, and we 
analyze the policy using stated preference survey (N=94) in Kumamoto, Japan. We found that respondent will agree on 
the provision of increased subsidy if we explain why compact city is important. Then we built a binary logit model of 
relocation behavior incorporating subsidy as policy variable. We also found no statistical significant difference between 
price elasticity of housing rent and that of subsidy. 
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1. はじめに  
モータリゼーションの進展，大型店や公共施設の郊外進出に伴

う都市の郊外化は，中心市街地の空洞化，自動車からの二酸化炭

素排出量増加，社会基盤施設の維持管理・更新費用の増加など

様々な問題を引き起こしている．そこで，効率的で持続可能な都

市の姿としてコンパクトシティが注目されている．現在，各自治

体はコンパクトシティ型の都市を目指して，「立地適正化計画」を

策定し，居住を促す「居住促進区域」，商業施設等の日常生活に必

要な機能を集める「都市機能誘導区域」を設定することができる．

先進事例として，富山市や金沢市のように，居住促進区域への居

住誘導施策として助成金を支給している自治体もある． 
この都市の集約化に関連して，居住地誘導策に関する多くの既

存研究が存在する．谷口ら 1)は転居予定の学生を対象に，住宅情

報とバス停の位置などが記載されている動機づけ冊子を提供す

ることにより，公共交通の近くに居住する傾向が強まることを示

した．西山ら 2)は居住地選択の際の選好に基づいて住民を類型化

し，類型化したグループごとに居住地選考の要因や重要度を示し

た．溝上ら 3)は熊本市の居住者を対象に表明選好調査(以下 SP調

査)を行い，周辺環境の属性等や現在と仮想の住宅との一対比較設
問から，郊外居住世帯の中からまちなか居住志向世帯を抽出・分

析し，まちなか居住促進の課題を明らかにしている．山崎ら 4)は

転居意向がある個人を対象に，居住のメリット・デメリットを提

示して住宅を選択する SP 調査により，それらの提示で居住地選

択行動にどのような変化があるのかを明らかにしている． 

このように都市の集約化に向けた居住地選択行動を分析する

際には，仮想の住宅の情報を提示し，提示した住宅への住み替え

意向を尋ねるものが多い．その提示方法は地図やイメージ図と居

住地選択に重要と考えられる属性を提示するというものである

が，現実ではこのような情報を見て住宅の選択は行わない．その

ため回答者が困惑しやすい，イメージを持ちづらいという問題点

があると考えられる．また居住誘導を促すために用いられる助成

金の効果を定量的に示した既存研究も少ない． 

 
本研究では，都市の集約化に向けた居住誘導施策における助成

金に対する住民の意識を明らかにし，さらに助成金の効果をSP調
査により把握することを目的とする．SP調査の特徴として，住居

選択をイメージしやすくするため，不動産情報のインターネット

サイト等を参考に，間取り図と重要と考えられる項目を提示して

いる点がある． 

本研究の対象地である熊本市は 2016年 3月に立地適正化計画

を策定し，公共交通の利便性の高い地域への居住地誘導と中心市

街地や地域拠点への都市機能集積を志向した多核連携型都市づ

くりを目指している． 
 

2. 住み替え行動分析のためのSP調査 

2-1. SP調査の概要と調査対象 
本調査の概要を表-1に示す．コンパクトシティの認知度や重要

度を把握するとともに，居住地誘導策としての助成金による効果

を分析するため，SP調査として，仮想的な住居と現在の住宅との
一対比較選好質問を行っている．SP調査では物件価格や助成金等

の条件を提示して住宅を選択してもらうという性質上，住み替え

に対して現実的に考えられる人に対象を絞る必要がある．そこで，

住み替えを考えている人の特徴を把握するため，熊本都市圏パー

ソントリップ調査(熊本 PT 調査)の付帯調査(住まいに関する意識
調査)より住み替え意向に関する二項ロジットモデルを構築した

(表-2)．本モデルの被説明変数は住まいに関する意識調査での現

時点の住み替え意向に関する質問項目で，近々住み替えたい，現

在は予定や希望はないがいずれ住み替えたいを 1，それ以外を 0

として分析を行った．推定結果から，持家の人，世帯に子供がい

る世帯，世帯主の年齢が高い世帯は住み替えをしにくい傾向が明

らかとなった．また，持家であることが他の説明変数と比較して

大きな影響を与えていたため，本調査では借家，特にマンション，

アパートに住んでいる方を対象とした．また仮想の住宅の条件に

熊本市電の情報を提示するため，市電をイメージできるような
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個人の抽出を意図し，アパート，マンションが多く，市電の路線

に比較的に近い秋津地区と借家の数が多い小山地区を選択した

(図-1)．両地区を対象に計 1,000枚の調査票をポスティングした． 

	 対象世帯には調査票と返信用封筒を調査協力への依頼文が記

載された封筒へ入れたものをポスティングした．本調査では「コ

ンパクトシティは重要だと思うか」という設問を設けているが，

その知識を持たない住民が想定されたので，理解した上での回答

を得るためにコンパクトシティに関する説明を明記した．明記し

たことによって，コンパクトシティを全く知らなった住民は，記

載された情報で，それが重要かどうかを判断することになる． 

 

2-2. 調査のフレーム 
	 本調査では助成金による住み替え行動変化を分析するため，現

在の住宅と仮想の住宅の比較を問う一対比較選好質問を行った．

仮想の住宅はすべてマンションであり，分譲と賃貸の2種類を準

備した．SP調査で設定した住宅の条件を表-3に示す．またSP調

査で設定した物件の情報は 3 人以上の家族向け物件を提示した． 
なお，水準は現実のものと乖離しないよう，実際の物件情報を参

照し，さらにプレ調査で得られた意見等を参考に設定している． 

これから実験計画法の直交表を用いて8つのプロファイルを作成
した．この8つのプロファイルすべてに答えてもらうのは回答者 

にとって大きな負担になることが考えられたため，8 つのプロフ

ァイルを2つのグループに分け，回答者1人につき一対比較選好
質問を4回尋ねている．また，本調査票では仮想の住宅を提示す

る際に既存研究のように地図やイメージ図を用いておらず，実際

に住宅を探す際に見ると予想される不動産のサイト等を参考に

間取り図と重要と考えられる項目を提示している(図-2)．間取り

図を提示することにより，図自体が住宅を選択する際の要因にな

ることも考えられるが，本調査票ではイメージのしやすさや回収

率の向上を意識し，間取り図を用いたシンプルな一対比較選好質

問を行っている．ここで，実際の住み替え行動と比較すると，本

研究のように簡略化した SP 調査では，提示した選択肢が現実の

選択肢と異なる可能性があり，また変数を分析者が決定するため，

重要な要因が漏れてしまう可能性や，それほど重要でない要因が

過剰に選択に影響してしまう点で適用の限界があることに留意

が必要である．しかしながら，助成金の効果分析の目的のために

は一定の有用性があると判断した． 
回収された調査票は94枚で，回収率は9.4％だった． 

 
3. 分析結果 

3-1. 回答者の個人属性 

本調査によって得られた性別等の個人属性のデータを図-3，図 

表-2 住み替え意向モデル推定結果	 

パラメータ	 推定値 ｔ値 
子供ダミー	 -0.26 -2.50 ** 
世帯主の年齢	 -0.02 -7.46 ** 
自動車保有ダミー	 0.61 6.21 ** 
持家ダミー	 -2.06 -18.58 ** 
高齢者単身ダミー	 -0.08 -0.50 	  
借家お住まい期間	 0.00 -0.10 	  
サンプル数	 3772 
修正済ρ2	 0.351 

** 1%水準有意 
 

 
図-1	 居住促進エリアと調査対象地 

表-1	 SP調査の概要 

 
 

予備調査	 2016年1月4日 
本調査	 2016年1月6日 

調査方法 ポスティング（1,000枚） 

配布対象地域 熊本市秋津地区，小山地区の 
マンション及びアパート 

回収数(回収率) 94枚 (9.4%) 
調査内容 

現在のお住まい 

所有形態，購入価格又は家賃，間取り，お住まい

期間，広さ，住居を選択した際に重視した項目 
(熊本PTと同じ)，現時点での住み替え意向，住

み替えたい所有形態と住居形態 

コンパクトシティ 
に対する意識 

コンパクトシティの認知，コンパクトシティを重

要だと思うか，助成金は必要か，適当だと思う助

成金の額 

個人属性 住所，自動車保有数，世帯の年収，世帯構成， 
職業，性別，年齢など 

住み替え行動分析

のための質問 現在の住宅と仮想の住宅の一対比較選好質問 

 

表-3 SP調査に用いた水準 
 属性 水準1 水準2 水準3 水準4 

分 

譲 

物件価格 (万円) 2,000 2,500   
助成金 (万円) 0 50 100 200 
床面積 (㎡) 60 80   

中心市市街地 
までの距離 (m) 450 4,100   

賃 

貸 

家賃 (万円) 0 0.5 1 2 
助成金 (万円) 8 10   
床面積 (㎡) 60 80   
中心市市街地 
までの距離 (m) 450 4,100   
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図-2 一対比較選好質問の例 
 

 
図-3	 回答者の性別割合 (N=86) 

 

 
図-4	 回答者の年代割合 (N=88) 

 

-4に示す．回答者の性別は女性が多い傾向にあり，回答者の年代

では 20 代のサンプルが非常に限られたものになっている．これ
は本調査がポスティング方式であり，パソコンや携帯電話に慣れ

ている20代が答えにくかった点が原因であると考えられる． 
 

3-2. 現在の住まい 

本調査では熊本 PT 調査の付帯調査と同じ，現在の住宅を選択
した際に重視した項目を尋ねている．また，現在のお住まいの所

有形態，現時点での転居の意向，希望する所有形態も尋ねている．

後述するモデルの変数として取り扱うため集計結果を図-5，図-6

に示す．現在の住宅を選択した際に重視した項目では，熊本PT調

査の付帯調査と同様，住宅の広さ・間取り，家賃・価格，通勤通

学先までの距離を重視している割合が高い傾向にある．また，回

答者世帯の現在の住居の所有形態はマンション，アパートにポス

ティングを行ったため借家の方が大半を占めた．現在の転居意向

では66.0％の世帯が将来的な転居の意向を示した． 

 

3-3. コンパクトシティの認知と重要度 
追加の SP 調査では，コンパクトシティの認知度や重要と思う

かどうかを尋ねている．結果を図-7，図-8に示す．図-7よりコン

パクトシティについて聞いたことが無かったと答えた人の割合

は 75.2%であり，概念が広く住民に知られていないことが読み取

れる．一方，図-8 よりコンパクトシティは重要と思うかどうか，

という質問に関しては，半数以上の人が重要，やや重要と答えた． 

 

3-4. コンパクトシティに向けた助成金による居住地誘導策に対
する住民の意識 

 
図-5	 現在の住宅を選択した際に重視した項目 

 

 
図-6 現在の転居の意向	(N=94) 

 
本節では，助成金による居住地誘導策に対して住民が必要と思 

うのか，また必要だと思う場合，どの程度の額を必要と思ってい

るのかの分析を行う．まずコンパクトシティの効果には「商店や

病院等の施設の維持」や「バスの運行本数の維持」などの効果が

あるという情報を回答者に与えている．それを踏まえ現在いくつ

かの自治体で実施されている居住地誘導策に助成金が使われる

ことについてどのように思うかを尋ねている．また，コンパクト

シティに対するメリットを伝えれば伝えるほど助成金による居

住地誘導策に賛成するという仮定を置き，これが検証できるよう

に以下のような質問を行った． 
(1) 1 つ目の質問ではいくつかの自治体で行われている助成金

の例を示し，助成金の必要性と支払ってもよい助成金の額

について尋ねている．このとき提示する助成金の額は実際

に自治体で助成している額 5),6),7),8)を参考に，15万円以下/25

万円/50万円/100万円/200万円/300万円以上と設定した． 
(2) 次に，コンパクトシティとすることで社会基盤施設の維持

管理費用が抑えられるという情報を追加提示した上で，(1)

と同じ質問を行い，助成金に対する意識がどのように変化

するのかを検証した．なお，質問文では単純に助成金が必要

かどうかを尋ねれば，金額の多い助成金額を選択すること

が考えられたため，助成金には税金が使われると明記した． 
コンパクトシティの新たなメリットを提示することによる助成 

居住促進エリア 助成金なし

3.住み替えたくない1.住み替えたい 2.興味・関心はある

(A)

裏面へお進み下さい。

参考にした方に? → □分譲 □賃貸

物件価格 2500万円 月に10万円

助成金 0円

床面積 80㎡

中心市街地までの距離
4100m

(市電約18分+徒歩約3分)

3LDK

39 47

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
男 ⼥

5 25 26 13 13 3 3

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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8

4
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59
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0% 50% 100% 

駅・電停までの距離(n=90)

バス停までの距離(n=91)

スーパーまでの距離(n=91)

かかりつけ病院までの距離(n=91)

通勤通学先までの距離(n=93)

熊本市中⼼市街地までの距離(n=90)

⼩中学校までの距離(n=91)

⾃動⾞の利⽤しやすさ(n=91)

価格家賃(n=91) 

住宅の広さ間取り(n=91)

親からの相続や同居(n=87)

親親戚までの距離(n=91)

緑豊かな⾃然(n=91)

災害に強い場所(n=91)

重視した やや重視した あまり重視していない

19 43 12 11 9

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
近々転居したい
現在は予定や希望はないがいずれ住み替えたい
現在の場所に住み続けたい
わからない
転勤等で住み替えの可能性がある
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図-7	 コンパクトシティの認知 (N=93) 

 

 
図-8	 コンパクトシティの重要度 (N=93) 

 
金に対する意識の変化を図-9に示す．1回目の質問での回答を助
成金①，2回目の回答を助成金②としている．図-9より助成金②

の方が必要，やや必要と答えている人の割合がわずかに高くなっ

ていることが読み取れ，必要ではない，わからないと答えた人の

割合がわずかに低くなっていることが読み取れる．コンパクトシ

ティを促進していくためには住民への周知としてコンパクトシ

ティのメリットを伝えていくことが重要である可能性が示唆さ

れる．次に助成金額①と助成金額②の度数分布を図-10，図-11に

示す．これらの結果を比較すると，助成金額②が支払ってもよい

と考える助成金の額が増加する傾向にあることが読み取れる．こ

こで助成金額①における支払っても良いと考える助成金額は，中

央値が250,000円，平均値が390,854円(95％信頼区間：259,481円

-522,225円)であり，助成金額②における支払っても良いと考える

助成金額は，中央値が 250,000円，平均値が 468,452円(95％信頼
区間：315,985円-620,918円)となった． 

 

4. 住み替え行動モデルの構築 
4-1. 概要および推定結果 

前章までの結果をもとに，将来的な住み替えの意向を表現する

二項ロジットモデルの構築を行う．本研究の SP 調査は，仮想的

な住居の物件価格(家賃)と助成金について分譲と賃貸の二条件を

示し，参考にした方を選択してもらった上で一対比較選好質問を

行っている点に特徴がある(図-2)．そこで，調査結果を (1)分譲を

参考にしたもの (2)賃貸を参考にしたもの，の 2 群に分け，それ

ぞれモデルを構築した．被説明変数は住み替えの意向とし，SP調
査の回答選択肢で「住み替えたい」「興味関心はある」を住み替え

意向あり，「住み替えたくない」を住み替え意向なしと区分した．

「興味関心はある」を意向ありとみなしているため，厳密には実

際の住み替え行動と異なることに留意が必要であるが，本研究で

は条件，特に助成金による回答者の意識変化に注目したためこの

ような区分とした．説明変数には，設定した物件価格(または家賃)，

助成金額，床面積，中央市街地までの距離のほか，世帯人数や高

齢者の数，子供の数，年収，年齢等の属性情報，コンパクトシテ

ィの認知度，コンパクトシティの重要度，現在のお住まいを選択 

 

  

 
した際に重視した項目(1．重視した，2．やや重視した，3．あまり

重視していない)を使用した．また，モデルを構築する際，提示し

た物件情報に対してすべて住替えないと回答しているものは，デ

ータセットから除いた． 

これらの説明変数のうち，それぞれ有意となったもので構築し

たモデル推定結果を表-4，表-5に示す．表-4より，仮想の住宅を

選択する際に分譲を参考にして住み替えを考えた人は，物件価格

が安く，床面積が大きく，20代で中心市街地までの距離を重視し
ており，緑豊かな自然を重視しない方が居住促進区域の仮想の物

件に住み替えやすいことがわかる．また，表-5より，仮想の住宅

を選択する際に賃貸を参考にして住み替えを考えた人は，家賃が

安く，助成金があり，床面積が大きく，40代であり，通勤通学先

までの距離を重視し，緑豊かな自然を重視しない人が居住促進区

域の仮想の物件に住み替えやすいことがわかる． 
推定結果から，助成金の効果が表れるのは仮想住宅を賃貸で選 

3 7 13 70

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

聞いたことがあり，内容を良く理解していた
聞いたことがあり，内容を⼤体理解していた
聞いたことはあるが，内容はあまり理解していなかった
聞いたことが無かった

17 39 5 4 28

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

重要 やや重要 あまり重要ではない 重要ではない わからない

 

図-9	 メリットの提示による意識の変化 

 
図-10	 助成金額①の累積度数分布 

 
図-11	 助成金額②の累積度数分布 
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択した回答者のみという結果となった．これは分譲の場合，購入

すると非常に長い期間をその住宅で過ごすことになるため，物件

情報や住宅の周辺環境に重点を置く可能性があり，助成金の効果

があまり表れていないことが考えられる．それに対して，賃貸は

比較的容易に住み替えができるため，周辺環境よりも物件情報や

助成金等の経済面の影響が作用したことが考えられる． 

 
4-2. 家賃と助成金の価格感度の差異 

本研究の調査対象者では仮想の住宅を選択する際に賃貸を見た

人は，助成金の影響を受けて住み替え意向を持つことが明らかと

なった．ここで，家賃と助成金の価格感度が異なるのかを考える．

例えばエコカー減税が行われた際に，多くの消費者が車を購入し

たが，このとき助成金には紙幣価値以上の価値のインパクトがあ

ったと考えられる．ここで，家賃と助成金の価格感度が等しいと

いう帰無仮説に対して，既存研究を参考に 9),10)，漸近 t 検定を行
う．ここでは式(1)で表される統計量が t分布に従うことを用いる． 

!"#!$
%&'(!"#!$)

   (1) 

ただし 

𝑣𝑎𝑟 𝜃& − 𝜃/ = 𝑣𝑎𝑟 𝜃& + 𝑣𝑎𝑟 𝜃/ − 2𝑐𝑜𝑣 𝜃&, 𝜃/ 	 (2) 
である．ここで，var(	 )：分散，cov(	 )：共分散をそれぞれ表す．

具体的にはモデル推定で算出されるヘッセ行列の逆行列を取り，

分散共分散行列を求めることで分散，共分散を算出し，上記の式

(2)に代入することで，パラメータ間に差があるかどうかを検定し，

家賃と助成金の価格感度が異なるかどうかを判断する．漸近 t検

定の結果は-0.03であり，パラメータ間に統計的に差がないことが

示された．つまり，帰無仮説は棄却されず，家賃と助成金の価格

感度は等しくないとはいえない．すなわち助成金を支給すること

は居住促進区域にある賃貸の家賃価格の低下と同価値であると，

本調査結果は示している． 

 
5. 結論と課題 

	 本研究はコンパクトシティや居住地誘導策の助成金に対する

住民の意識を把握し，また住み替え行動分析によって居住地誘導

策の助成金の効果をSP調査から明らかにした． 

以下に成果を列挙する． 
(1) 助成金による居住地誘導策に対する住民の意識を分析し，住

民が出しても良いと考える助成金額の把握を試みた．コンパ

クトシティのメリットを多く伝えることで，出しても良いと

考える助成金額は増加傾向にあることが明らかとなった． 

(2) 独自のSP調査によって，助成金を説明変数に含んだ住み替

え行動モデルを構築し，助成金の居住地誘導の効果を定量的

に把握した． 

(3) コンパクトシティ促進のための居住地誘導策に使われる助
成金は家賃と同等の価値であり，助成金の配布は居住促進区

域にある家賃価格を下げていることと同等であった． 

今後の課題について以下に示す． 
(1) SP 調査での回収率は低く，サンプルが限られたため，追加

調査を行い，サンプルサイズを確保する必要がある． 

(2) 本研究では都市を集約化によるメリットだけを伝えて，出し
ても良いと考える助成金の額を尋ねているため，今後はメリ

ットだけでなくデメリットも提示して尋ねる必要がある． 
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表-4	 分譲の住み替え行動モデル推定結果 
説明変数 推定値 ｔ値	

物件価格 (万円) -0.005 -6.328 ** 
床面積 (㎡) 0.139 4.537 ** 
20代ダミー 1.574 1.649 • 

中心市街地までの距離 -1.090 -2.172 * 
緑豊かな自然 1.442 2.310 ** 
サンプル数 71 
修正済ρ2 0.357 

** 1%水準有意	 * 5%水準有意  • 10%水準有意 

 

表-5	 賃貸の住み替え行動モデル推定結果 
説明変数 推定値 ｔ値 

家賃 (万円) -1.165 -5.350 ** 
助成金 (万円) 1.148 3.453 ** 
床面積  (㎡) 0.114 4.683 ** 
40代ダミー 1.126 2.147 * 
通勤通学先までの距離 -0.618 -1.972 * 
緑豊かな自然 1.073 2.976 ** 
サンプル数 157 

修正済ρ2 0.335 

** 1%水準有意	 * 5%水準有意 
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