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首都圏における所得分布による地域の類型化
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In carrying out comprehensive city planning, it is necessary to confirm the income distribution in each region and 
to grasp the income situation. In this paper, using Housing and Land Survey data, we categorized municipalities in the 
Tokyo metropolitan area based on their income distribution and showed the characteristics of the income situation in 
each region. It revealed areas with high incomes and areas with low incomes. In addition, “polarized areas” with many 
high-income and low-income people also became apparent, indicating that social polarization has progressed in these 
areas and economic inequality has increased. The importance of comprehensive urban planning, which provides a living 
environment according to income distribution, has been shown. 
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1. 本研究の概要

 都市計画における再開発事業によって、低層住宅街の解体や高

層マンションの建設などによって住民の性質が変化し、ジェント

リフィケーションが進行するといったように、地域における所得

分布と都市計画には深い関連性が見られる。 

 また、低所得者などに対する生活環境を合理的に提供・マネジ

メントするにあたって、地域におけるニーズを把握する必要性が

指摘されるように、総合的な都市計画を実行するにあたって各地

域の所得分布に関する状況を把握することは重要である(1)。 

 しかし、従来の都市計画学や都市社会学においては、所得分布

に基づき地域の特性を明らかにする研究は、それほど蓄積されて

こなかった。例えば、豊田哲也(2007)は、東京・名古屋・大阪都

市圏の所得階層比率を距離圏別に算出しているが、各地域の所得

分布に関する特徴を明示するには至らなかった(2)。 

 本研究では、首都圏における各市区町村について、所得分布に

基づく類型化を行い、各地域の所得水準に関する特徴を示す。 

2. 本研究の分析方法

 本研究では、首都圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県。島嶼

部を除く)の市区町村について、年収階級別世帯比率に基づき地

域の類例化を行い、各地域の所得関連指標の平均値を確認するこ

とで、それぞれの所得状況に関する特徴を明らかにする。 

 地域の類型化としては、各市区町村の「年収200万円未満世帯

比率」「年収200-300万円世帯比率」「年収300-500万円世帯比率」

「年収500-700万円世帯比率」「年収700万円以上世帯比率」とい

う5変数の標準化得点を用いて、グループ内平均連結法による階

層クラスター分析を実行した。 

 各地域の所得に関する特性を明らかにする際は、各地域の「年

収200万円未満世帯比率」「年収1000万円以上世帯比率」「平均世

帯年収」「ジニ係数」という4指標の平均値を確認した。 

なお、本研究で使用した指標の基本統計量は以下の通りである。 

3. 所得分布による地域の類型化

 首都圏の市区町村における年収階級別世帯比率の標準化得点

を用いて、グループ内平均連結法による階層クラスター分析を行

なった結果、総合的な判断のもとで6つのクラスターが得られた。 

 そのクラスターについて、各クラスターの年収階級別世帯比率

の平均値を踏まえ、各市区町村の所得分布に基づいた地域類型を

導き出した。以下は、その地域類型を地図に示したものである。 
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 また、以下は、各地域類型についての、年収階級別世帯比率や

所得関連指標の平均値をまとめた表である。 

 高所得者が極めて多い「高所得集中型地域」としては、東京都

中央区や神奈川県横浜市青葉区・都筑区が該当しており、平均世

帯年収が首都圏の平均値を200万円以上も上回るなど、所得水準

が極めて高い地域となっている。また、経済的な格差の大きさを

示すジニ係数についても、首都圏の平均値を上回っている。 

 高所得者が多い「相対的高所得型地域」としては、所得水準の

高さが確認される一方で、ジニ係数は首都圏の平均値と同程度と

なっている。この地域の空間分布としては、東京都東部や神奈川

県南西部などに集中して分布している。 

 高所得者が多く、加えて低所得者の割合も多い「分極型地域」

については、地域類型別では2番目に高いジニ係数の値を記録す

るなど、経済的な格差の大きさが確認される。その空間分布とし

ては、都心10キロ圏内西部や都心20〜40キロ圏に多く見られる。 

 中間層の多い「中間型地域」は、都心40〜50キロ圏などに見ら

れ、地域類型別では最も低いジニ係数の値を記録するなど、経済

的な格差の小ささが確認される。 

 低所得者が多い「相対的低所得型地域」は、都心50〜60キロ圏

などに見られ、所得水準の低さとともに、経済的な格差の大きさ

も特徴として確認できる。 

 低所得者が極めて多い「低所得者型地域」は、都心60キロ圏外

に多く見られ、平均世帯年収は首都圏の平均値より100万円以上

低くなるなど所得水準の低さが特徴的である。また、ジニ係数も

地域類型別では最も高く、格差の大きい地域となっている。 

 以上のように、所得分布による地域の類型化を行なってきたが、

高所得者や低所得者の比率が高い地域だけでなく、その両者の比

率が高く社会的な分極化が進んでいる自治体が首都圏に多く存

在していることが明らかになってきたのである。 

4. 本研究の考察・結論

 前章までに、首都圏の市区町村について、所得分布による地域

の類型化を行い、高所得者や低所得者が多い地域が明らかになっ

ただけでなく、高所得者も低所得者も多く生活し社会的分極化が

進んでいる自治体が多く見られることが明確に示されてきた。 

 「高所得集中型地域」や「相対的高所得型地域」は、高所得者

の割合が高く、所得水準が高い地域であった。こうした地域にお

いては、生活関連サービスを提供する環境を充実させるといった

都市計画の実行が必要となると考えられる。 

 「低所得集中型地域」や「相対的低所得型地域」は、低所得者

の割合が高く、所得水準が低い地域であった。こうした地域にお

いては、低所得者などの住宅確保困難者といった人々に提供され

る公営住宅の設立・充実や、社会福祉関連施設の設立・充実とい

うような都市計画の実行が必要となると考えられる。 

 「分極型地域」は、高所得者の割合が高いだけでなく、低所得

者の割合も高く、社会的な分極化が進んでいるために経済的な格

差が大きくなっている地域であった。こうした地域は、高所得者

や低所得者の比率のみに着目している研究や分析では注目され

てこなかった地域であるが、両者を総合的に分析に用いた今回の

研究によって、その特徴が明らかになってきた地域である。こう

した地域に対しては、高所得者に対して生活関連サービスを提供

する環境を充実させるといった都市計画の実行が必要となるだ

けでなく、低所得者に対する社会福祉関連施設の設立・充実とい

うような都市計画の実行といった、両者に対するアプローチを両

立した都市計画が必要不可欠となるだろう。 

 以上のように、本研究としては、従来それほど進められてこな

かった所得分布による地域の類型化を行なった上で、その地域類

型についての所得状況に関する特徴を、首都圏における市区町村

を単位とした分析を通じて、明らかにしてきた。 

 高所得者や低所得者が多い地域に対してはそうした存在に対

するアプローチを踏まえた都市計画の重要性が示された一方、そ

の両者が多く見られ、社会的な分極化が進行し、経済的な格差が

大きくなっている地域である「分極型地域」についても、首都圏

の市区町村において多くの自治体が該当し、高所得者と低所得者

に対するアプローチを両立した都市計画の重要性が示された。 

 都市計画を決定する際、自治体はその主体となることが多いが、

本研究のように所得分布から各地域の特性を明らかにし、貧困や

格差に関するニーズに対応することが求められているのである。 
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