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地域における産業構造と若年層の人口流入の関連性

－東京圏を対象とした分析を踏まえて－

The Relationship between the Industrial Structure and the Influx of Young People: 
Analysis for the Tokyo Area 
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In Japan, the population was concentrated in areas with many manufacturing workers during the period of high 
economic growth, while the population was concentrated in areas with many tertiary industry workers during the period 
of low growth. In this study, in order to clarify the relationship between the state of the industrial structure in the region 
and the influx of young people, a correlation analysis was conducted using the municipalities in the Tokyo area as the 
analysis unit. As a result, it was shown that the more workers in the finance, insurance, and real estate industries, the 
greater the influx of young people. It was also confirmed that the more service workers there are, the larger the 
population inflow, and the more manufacturing workers there are, the smaller the population inflow. 
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1. 研究の概要

国土交通省 1)は、東京への人口集中の要因について、これまで

は地方の製造業が雇用の受け皿となり大都市部への人口流入が

抑制されてきたが、工場の海外移転などに伴いそうした雇用によ

る人口の吸収力が減退していること、近年はサービス業が雇用の

受け皿となり、サービス業が集中する東京に人口が集中している

こと、東京への金融業や情報通信業の集中によって雇用機会が拡

大し、人口流入が続いていることなどが、要因として挙げられた。

また、内閣府 2)は、製造業や商業が集積している地域において、

人口流入などに伴う人口増加が見られたとしている。 
 人口移動と産業構造の関連性について、社会科学系分野では研

究が行われてきた。佐貫利雄 3)は産業構造と人口移動の関連性に

関する理論を示し、渡辺真知子 4)は産業別従事者数を用いた分析

から、高度経済成長期には製造業が、低成長期には第三次産業が

人口移動に影響してきたことを示した。森川洋5)は、15歳以上24
歳以下という若年層は大都市志向の傾向が見られると示した。 
 以上のように、先行研究では、若年層の人口流入およびそれに

伴う人口増加や人口集中は地域によって状況に差異があるとと

もに、人口の吸収力を有し雇用の受け皿として機能する産業に従

事する人々の居住者に占めるウエイトが人口移動に影響を与え

るといったように、人口移動と各地域における産業構造は深く関

わっていることが示されてきた。一方、若年層に焦点を絞った上

で、彼らの人口移動と地域の産業構造の関連性について分析して

きた研究は少ない。ある産業が雇用の受け皿として機能する場合、

その産業に従事する人々の割合が大きいほど、地域として若年層

を多く吸収し、その人口が増加するという視点から、「東京圏のど

のような地域において若年層の人口流入が見られているのか」と

いうリサーチ・クエスチョンを、本研究では明らかにする。 

2. 分析の方法

 本研究では、各地域における若年層の人口流入と、産業構造な

どの関連性について、明らかにする。具体的には、各市区町村に

おける若年層の人口流入と関連する若年層の人口変化率と、各市

区町村における産業大分類別の従事者比率などについて、相関分

析を行い、各変数間の関連性について明らかにする。 
データとしては「国勢調査」の市区町村データを用いる。 
上記の分析を行うにあたり、東京駅を中心とする半径 70km 圏

内に、各自治体の幾何学的重心が含まれる市区町村を東京圏に該

当するものとして分析の対象としている。 
また、本研究においては、1980 年から 2015 年までの、全ての

市町村合併・単独市制・名称変更などに対応し、市区町村を2015
年10月1日時点に統一した、「国勢調査」データに基づく日本全

国を対象とした市区町村データを作成した。本研究ではこのデー

タのうち、東京圏に該当する市区町村を取り上げ、分析を行う。

なお、東京23区は区、政令指定都市は市を分析単位とした。 
 各市区町村における若年層の人口変化率については、森川洋 5)

の研究や、人々が中学・高校・大学等卒業後に就職することを踏

まえて、若年層を 15 歳以上 24 歳以下と設定している。例えば、

1980 年から 1990 年にかけての若年層の人口変化率については、

1990年の15歳以上24歳以下の人口総数から1980年の5歳以上

14歳以下の人口総数を引き、その値を1980年の5歳以上14歳以

下の人口総数で割ることで算出するというように、10年前の5歳
以上 14 歳以下の人口総数と調査年時点の 15 歳以上 24 歳以下の

人口総数から各コーホートの人口変化率を算出する方法を採用

した。この変化率がプラスの自治体は、若年層の人口増加が生じ

ており、人口流入がより活発になっている地域と言える。 

- 381 -



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. 分析の結果 

 各地域における若年層の人口流入と、産業構造の関連性を明ら

かにするために、各市区町村を分析単位とした相関分析を実行し

た。加えて、東京駅から見た市区町村の距離と地理的方角につい

てもダミー変数を作成し、相関分析を行った。以下の表は、その

相関分析の結果を示したものである。 
 

表：若年層の人口流入に関する相関分析の結果 

 
 
 相関分析とは2変数の関係性の強さを示す分析であり、「東京

圏のどのような地域において若年層の人口流入が見られている

のか」というリサーチ・クエスチョンの解明を試みる本研究で

は、相関係数が高いプラスの値を記録している変数により注目

する必要性がある。 
 1980年代データを確認すると、産業別従事者比率のうち、若

年層の人口変化率と強い正の相関関係にあるものは、「不動産

業」「金融・保険業」「サービス業」「卸売業，小売業」であり、

これらの産業の従事者の割合が高い市区町村ほど、若年層の人

口が増加しており、人口流入が活発な地域であると言える。 
 また、距離帯ダミーについては「10〜20km圏」「20〜30km
圏」、セクターダミーについては「西セクター」が、若年層の人

口変化率と強い正の相関関係にあり、都心10〜30 km圏や西側

地域に位置する市区町村ほど、若年層の人口が増加しており、

人口流入が活発な地域であると言える。 
 1990年代データを確認すると、産業別従事者比率のうち、若

年層の人口変化率と強い正の相関関係にあるものは、「不動産

業」「サービス業」「金融・保険業」「卸売・小売業，飲食店」で

あり、これらの産業の従事者の割合が高い市区町村ほど、若年

層の人口が増加しており、人口流入が活発な地域であると言う

ことができる。 
 また、距離帯ダミーについては「0〜10km圏」「10〜20km
圏」「20〜30km圏」、セクターダミーについては「西セクター」

が、若年層の人口変化率と強い正の相関関係にあり、都心30 km
圏内や西側地域に位置する市区町村ほど、若年層の人口が増加

しており、人口流入が活発な地域であると言える。 
 2000年代データを確認すると、産業別従事者比率のうち、若

年層の人口変化率と強い正の相関関係にあるものは、「不動産

業」「卸売・小売業，飲食店」「サービス業」「金融・保険業」で

あり、これらの産業の従事者の割合が高い市区町村ほど、若年

層の人口が増加しており、人口流入が活発な地域であると言う

ことができる。 
 また、距離帯ダミーについては「0〜10km圏」「10〜20km
圏」「20〜30km圏」、セクターダミーについては「西セクター」

が、若年層の人口変化率と強い正の相関関係にあり、都心30 km
圏内や西側地域に位置する市区町村ほど、若年層の人口が増加

しており、人口流入が活発な地域であると言える。 
 1980年代から2000年代までの各変数と若年層の人口流入の関

連性については、以下のような知見が得られた。まず、不動産

業や金融・保険業の従事者比率が高い地域ほど、若年層の人口

流入が見られるという傾向は継続している。金融・保険・不動

産を表す英単語の頭文字からこれらの産業はまとめて「FIRE」
と呼ばれるが、1980年代から2000年代にかけての東京圏におい

ては、この「FIRE」の集積が、若年層の人口流入と深く関わっ

ている。また、先行研究で触れられていたように、近年はサー

ビス業が雇用の受け皿になっているという指摘も正当性が確認

され、卸売や小売業についても同様の傾向が見られる。一方、

先行研究では人口吸収力が弱まったと指摘された製造業は、

1980年代データにおいて既に負の相関係数を記録し、その後も

一貫して負の相関が強まっており、東京圏において製造業は雇

用の受け皿としてはそれほど機能しなくなっていることが確認

される。 
 地理的条件と若年層の人口流入の関連性については、都心10
〜30km圏における若年層の人口増加傾向が一貫して見られるこ

とに加えて、都心10km圏内における若年層の人口増加傾向が

「都心回帰」時代の1990年代以降は明確に強まっていることが

確認される。また、東京都の各自治体が多く含まれる西セクタ

ーについても、若年層の人口増加傾向が一貫して見られ、若年

層の人口移動についても東京一極集中の傾向が確認できる。 
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農業 -0.288 ** 農業 -0.451 ** 農業 -0.541 **

林業，狩猟業 -0.302 ** 林業 -0.219 ** 林業 -0.191 **

漁業，水産養殖業 -0.258 ** 漁業 -0.232 ** 漁業 -0.197 **

鉱業 -0.242 ** 鉱業 -0.238 ** 鉱業 -0.251 **

建設業 -0.134 建設業 -0.290 ** 建設業 -0.511 **

製造業 -0.129 製造業 -0.410 ** 製造業 -0.489 **

卸売業，小売業 0.349 ** 電気・ガス・熱供給・水道業 -0.248 ** 電気・ガス・熱供給・水道業 -0.338 **

金融・保険業 0.438 ** 運輸・通信業 -0.240 ** 運輸・通信業 -0.247 **

不動産業 0.499 ** 卸売・小売業，飲食店 0.509 ** 卸売・小売業，飲食店 0.655 **

運輸・通信業 0.049 金融・保険業 0.554 ** 金融・保険業 0.605 **
電気・ガス・水道・熱供給業 -0.022 不動産業 0.691 ** 不動産業 0.785 **

サービス業 0.386 ** サービス業 0.642 ** サービス業 0.639 **

公務 0.096 公務 -0.057 公務 -0.167 *

 0〜10km圏 0.120  0〜10km圏 0.349 **  0〜10km圏 0.542 **

10〜20km圏 0.237 ** 10〜20km圏 0.259 ** 10〜20km圏 0.245 **

20〜30km圏 0.179 * 20〜30km圏 0.221 ** 20〜30km圏 0.206 **

30〜40km圏 0.042 30〜40km圏 -0.049 30〜40km圏 -0.046

40〜50km圏 0.028 40〜50km圏 -0.121 40〜50km圏 -0.149 *

50〜60km圏 -0.112 50〜60km圏 -0.157 * 50〜60km圏 -0.222 **

60〜70km圏 -0.422 ** 60〜70km圏 -0.353 ** 60〜70km圏 -0.384 **

北セクター -0.183 ** 北セクター -0.158 * 北セクター -0.135

北東セクター 0.035 北東セクター -0.102 北東セクター -0.144 *

東セクター 0.072 東セクター -0.060 東セクター -0.078

南東セクター -0.237 ** 南東セクター -0.201 ** 南東セクター -0.163 *

南セクター -0.137 南セクター -0.111 南セクター -0.067

南西セクター 0.029 南西セクター 0.005 南西セクター 0.012

西セクター 0.242 ** 西セクター 0.447 ** 西セクター 0.366 **

北西セクター 0.019 北西セクター -0.005 北西セクター 0.051

　※ 「国勢調査」(1980年・1990年・2000年・2010年)データより、算出。

　※ 数値はピアソンの積率相関係数の値を示している。

　※ 「**」は１％、「*」は５％水準で、それぞれ有意であることを示している。

　※ 産業別従事者比率における産業大分類は、「国勢調査」(1980年・1990年・2000年)のものである。
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