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►論文◄

市町村間の所得格差形成要因による所得増減効果に関する考察

一東海地方市町村を対象として一

A Study on the Income Increase and Decrease Effect of Factors Causing Per Capita Income Differences among Municipalities: 

An Analysis for Municipalities in the Tokai Area 

能美誠＊

Makoto NOHMI* 

（＊鳥取大学）

(*Tottori University) 

I 問題意識

現在農村地域は都市地域に比較して，相対的に低所

得の状況にあるが，そうしたなかで低所得市町村の所得

向上問題に取り組んでいくうえでは地域間の所得格差

を形成している要因とその所得増減効果を検討すること

が求められる。十分な所得の実現が，農村地域の定住性

を高めて，地域経済発展にもプラスの効果を与えるため

である。

ところで，地域間の所得格差形成要因に関わる研究は

多く行われてきた。たとえば，朝田° は県民所得の地域

間格差を①就業率，②昼夜間比率，③労働生産性，④県

民分配率の 4要因を用いて分析し， 1人あたり所得の地

域間格差を規定する最も重要な要因が労働生産性である

ことや，ついで重要な要因として就業率を指摘している。

つぎに，小島 2)は厚生労働省の「所得再分配調査」結果

を利用して，地域ブロック単位で所得格差を， MLD(平

方対数偏差）を用いて分析し，所得の西高東低傾向の存

在，高齢者の有業率格差を背景とした高齢者の所得格差

の存在，等を明らかにしている。また，長南・ 日比野・

森尾 3) は全国の市町村でデータが得られる地方税を市町

村民所得の代理指標に採用して，タイル尺度により，市

町村間所得格差を地方ブロック間格差，ブロック内の都

道府県格差，都道府県内の市町村格差に分解して分析を

行い，都道府県内の市町村格差が最も大きいことを明ら

かにしている。一方，川上・森地・日比野 4) は地域間所

得格差の構造と要因を変動係数や特化係数等を用いて分

析し，公共投資が地域間所得格差の縮小に寄与したこと，

バブル経済崩壊以前は雇用者報酬の格差が，崩壊後は企

業所得の格差が所得格差の主要因であること，等を明ら

かにしている。さらに，御園 5) は市町村別の 1人あたり

課税対象所得を用いて，タイル尺度や変動係数等による
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分析を通じて，大都市間，および大都市群とその他市町

村群との所得格差拡大が所得格差拡大を意識させる要因

となったことを明らかにしている。

また，農村地域との関連性が高い農家所得について

も， ThoaiMong Rakhine・ 千年 6) は地域間農家所得格

差の変化要因を，都道府県平均農家所得データを用いて

分析し，農業所得や農外所得の地域間格差拡大傾向を年

金・被贈等の収入が緩和していたこと，等を明らかにし

ている。

以上のように，地域間の（農家）所得水準やその格差

形成要因に関する研究は認められるものの，その所得格

差形成要因として，産業活動規模だけでなく地域住民の

属性も含めつつ，各所得格差形成要因のもたらす所得増

減効果を，市町村を単位として把握する試みは行われて

こなかった。しかし，低所得市町村の所得改善方策を検

討するうえで，各所得格差形成要因がもたらす所得増減

効果の量的把握は大変重要である旬）。

そこで，本稿では，東海地方（静岡県，愛知県，三重県）

の 121市町村〔2010年時点〕を対象にして，重回帰分

析により市町村の人口 1人あたり所得（課税対象所得）

に影響を与える所得格差形成要因を検討して注2)' 各要

因が各市町村の所得水準の高低に与えている影響を量的

に評価し，その結果に基づいて，（農村地域の）低所得

市町村の人口 1人あたり所得水準の改善方向を提示して

いく。その際には，各要因が人口 1人あたり所得に与え

る影響の立地的特徴や農林水産業のもつ所得形成効果も

明らかにしていく。本稿では，低所得市町村に焦点を当

てるが，その場合，農村地域市町村だけを対象にすると，

市町村間で大きな所得格差が生じないため，都市地域に

立地する市町村も含めた形で分析するほうが，所得格差

形成要因がより明確に把握可能になると期待できる。そ

のため，本稿では農村地域市町村だけでなく，都市地域



市町村も含めた形で分析を行う。

なお，所得水準指標に人口 1人あたり課税対象所得を

採用するのは，課税対象所得はすべての市町村において

利用可能であり，当該市町村住民の経済的生活水準を示

す指標として使用できるためである。また，課税対象所

得を 1人あたりで算出する際には，納税者 1人あたり課

税対象所得が採用されることが多いが，納税者 1人あた

りの値を使用する場合は，就業者の給与・賃金水準を表

すことになる。しかし，得られた所得は非就業者の生活

にも使用されることから考えると，地域住民の経済的生

活水準の分析では，人口 1人あたり課税対象所得（以下

では，「課税対象所得／人」と表現する）を利用するの

が望ましい。そこで，本稿では人口 1人あたり課税対象

所得を採用する。

つぎに，本稿で静岡県，愛知県，三重県の 3県を取り

上げるのは，①市町村の人口 1人あたり課税対象所得

(2010年）注3)の標準偏差は，全国市町村の値に比べて，

この 3県市町村の値は 2倍以上大きく，地域内の所得格

差が大きいため，所得格差形成要因が検討しやすいこと，

116[-BA] 

②当該 3県には都市地域の立地市町村が多いものの．農

村地域の立地市町村も多く含まれており．（農村地域の）

低所得市町村に関する分析も行いやすいこと，③エリア

内に名古屋市を含んでおり，大都市が所得格差形成上に

及ぽす影響も分析可能なこと，および④この 3県は隣接

して 1ブロックを形成していることが理由である。

II 分析対象地域と分析方法

1 分析対象地域

本稿で分析対象とする 3県を構成する市町村は図 1と

図2(名古屋市周辺の市町村が対象）および表 1に示し

ている。構成市町村数は静岡県 35,愛知県57, 三重県

29である。本稿では，「都市地域」を農林水産省が設定

している農業地域類型の都市的地域に該当する市町村

群，「農村地域」を同じく農業地域類型の平地農業地域・

中間農業地域・山間農業地域に該当する市町村群として

捉えることにする町）。農業地域類型は DID, 可住地の

宅地率，林野率，耕地率，等のような各市町村の立地条

16[-RAB) 24 
~[OJ 21 [-R]、迎[OJ [-RBCA) 

20 [OJ 
I 

I 130km 
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図 l 各市町村の位置と主要所得格差形成要因 (1)

Fig. 1 Location of each municipality and main factors causing per capita income difference (1) 

注： 1) [ l内の符号と記号は．平均値と比べた場合の所得高低方向と主要な所得格差形成要因を示している（図 2も同様である）。

： 2)市町村番号に下線を引いた市町村は，当該市町村が都市地域市町村であることを，太字・斜体の市町村番号は，当該市町村が低所得市町村であ

ることを意味している。また，特に市町村番号に加工を施していない市町村は，（低所得市町村ではない）農村地域市町村であることを意味する（図

2も同様である）。
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図2 各市町村の位置と所得格差形成主要要因 (2)

Fig. 2 Location of each municipality and main factors causing per 

capita income difference (2) 

件（土地条件）を踏まえて設定されているため，農村地

域と都市地域の判別でも適当であると判断できるためで

ある。図 l・図 2と表 lには，分析対象 121市町村を記

載しているが，そのうち 77市町村が都市地域に該当し，

44市町村が農村地域に該当する。図 l・図 2をみると，

牒村地域市町村は．名古屋市や JR東海道本線沿いから

離れた静岡県の伊豆半島や中部地域，愛知県の山間部や

沿岸地域三重県の南部を中心に分布していることがわ

かる。

また，本稿では課税対象所得／人が分析対象 121市町

村の平均値よりも 20万円以上低い市町村を「低所得市

町村」と定義する i15)。この基準に基づく と，低所得市

町村は全部で 23個 （全体の 19.0%) となるが，いずれ

も農村地域に該当する。図 lからわかるように．伊豆半

島南部静岡県 ・愛知県の山間部や知多半島突端部．三

重県南部に集中している。

2010年における各市町村の課税対象所得／人注6)の平

均値からの偏差（所得偏差）は表 1の通りである。121

市町村の平均は 134.3万円，最高は 73:愛知県東郷町の

表 1 分析対象市町村と各市町村における課税対象所得／人の平均値からの偏差

Table 1 Municipalities for analysis and deviations of their per capita income for taxation from the average per capita mcome 

市町村 所得偏差 市町村 所得偏差 市町村 所得偏差 市町村 所得偏差

【静岡県】 〔万円〕 31 : 長泉町 29.09 61・ 尾張旭市 25.15 92・ 豊根村 -31.25 

1・ 静岡市 1310 32: 小山町 9.65 62・ 高浜市 10.22 ［三重県】

2: 浜松市 925 33: 吉田町 -1.17 63 岩倉市 11.33 93. 津市 539 

3. 沼津市 1586 34: 川根本町 -32.30 64. 豊明市 1719 94. 四日市市 13.26 

4・ 熱海市 -1.26 35・ 森町 -10.90 65. 日進市 44.37 95・ 伊勢市 -8.79 

5・ 三島市 20.30 ［愛知県】 66: 田原市 7.39 96・ 松坂市 -12.16 

6'富士宮市 2.87 36・ 名古屋市 35.51 67・ 愛西市 -3.49 97・ 桑名市 15.30 

7・ 伊東市 -18.72 37: 幾橋市 7.10 68: 消須市 10.99 98 鈴鹿市 532 

s. 島田市 -2.27 38. 岡崎市 24.87 69. 北名古屋市 1006 99. 名張市 -2.17 

9, 富士市 12.64 39 一宮市 -198 70. 弥富市 11.60 100 尾翌市 -25.65 

10. 磐田市 309 40・ 瀬戸市 5.49 71: みよし市 32.17 101 : 亀山市 -4.15 

11 • 焼津市 4.22 41 半田市 16.92 72: あま市 -2.68 102: 鳥羽市 -36.67 

12・ 掛川市 5.04 42・ 春日井市 16.19 73: 東郷町 81.50 103: 熊野市 -44.70 

13・ 藤枝市 6.46 43・ 豊川市 1.71 74: 長久手町 -7.20 104: いなべ市 -0.95 

14・ 御殿場市 14.86 44. 津島市 -0.70 75・豊山町 3.96 105. 志摩市 -3863 

15・ 袋井市 -0.77 45 碧南市 1517 76・ 大口町 10.99 106. 伊賀市 -1545 

16 下田市 -26.72 46. 刈谷市 3655 77 扶桑町 5.26 107. 木曽崎町 -654 

17. 裾野市 17.48 47. 翡田市 3510 78. 大治町 -0.69 108. 東員町 1398 

18. 湖西市 703 48. 安城市 2771 79. 緊江町 1664 109. 菰野町 4.07 

19. 伊豆市 -1831 49: 西尾市 21.16 80. 飛島村 2053 110 朝日町 15.84 

20. 御前崎市 -322 50: 蒲郡市 -0.67 81 • 阿久比町 11.28 lll. 川越町 354 

21 • 菊川市 -862 51: 犬山市 3.03 82. 東浦町 1384 112 多気町 -21.24 

22 伊豆の国市 -357 52・ 常滑市 -0.75 83 南知多町 -2512 113・ 明和町 -14.09 

23・ 牧之原市 -12.08 53 江南市 2.37 84 美浜町 -10.08 114: 大台町 -32.25 

24 東伊豆町 -35.61 54 小牧市 18.83 85・ 武豊町 8.01 115・ 玉城町 -16.39 

25. 河津町 -36.23 55・ 稲沢市 6.54 86・ 一色町 17.26 116: 度会町 -22.44 

26 南伊豆町 -46.94 56・ 新城市 -6.27 87・ 吉良町 1.95 117. 大紀lllJ -44.07 

27・ 松崎町 -39.36 57 東海市 19.49 88・ 幡豆町 -4.78 118: 南伊勢町 -4380 

28・ 西伊豆町 -37.27 58 大府市 30.60 89・ 幸田町 10.88 119. 紀北町 -3869 

29・ 函南町 -1.87 59 知多市 1695 90: 設楽町 -2259 120. 御浜町 -4440 

30: 消水町 995 60 知立市 27 21 91: 東栄町 -35.77 121 紀宝町 -4418 

注：網掛けをした市町村番号は，当該市町村が都市地域市町村であることを太字 ・斜体の市町村番号は，当該市町村が低所得市町村であることを意味し

ている。また，特に市町村番号に加工を施していない市町村は．（低所得市町村ではない）農村地域市町村であることを意味する。
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215.8万円，最低は 26:静岡県南伊豆町の 87.3万円で，

東海3県の市町村間には 128.4万円の所得格差が認めら

れ，この 3県内での市町村間所得格差はかなり大きい。

2 分析方法

本稿では重回帰分析結果の比較検討を重ねることによ

り，最終的に採用する所得格差形成要因を決定した。そ

して，各所得格差形成要因が課税対象所得／人に与える

影響を重回帰式（式 1)から導出できる以下の（式 3)

を利用することにより，評価することにした注7)0 

いま，（具体的には後述する） 5つの説明変数（所得

格差形成要因）で構成される重回帰式を以下のように表

現する (Rは残差を意味する）。

Y = ao + a1X1 +認2+認 3+ aふ +aふ +R (式 1)

重回帰式は，説明変数と被説明変数の平均値 (Yave,

Xiave)に関して，以下の関係が成立する。

Y ave = ao + a1X1ave +訟X祖 ve+ aぷ3ave+ aぷ姐ve+ 

a5X祖 ve （式 2)

そこで，（式 1) と（式2)の左辺と右辺のそれぞれに

ついて，（式 1)から（式 2)を差し引くと，つぎの（式 3)

が得られる。

Y-Yave= ai (X1 -X1ave) + a2 (X2 -X2ave) + a3 (X3 -

ふave)+ a4 (X4 -X4ave) + as (Xs -Xsave) 

+ R (式 3)

すなわち，各市町村における課税対象所得／人の平均

値からの差異は，各所得格差形成要因値のその平均値か

らの差に当該所得格差形成要因に付与された偏回帰係数

値を乗じた値と残差の合計として表現できる。換言すれ

ば，各市町村における課税対象所得／人の当該平均値か

らの差異は，各所得格差形成要因値の平均値からの乖離

度合いに応じて得られる課税対象所得／人の増減額と，

5つの所得格差形成要因では説明できない要因による課

税対象所得／人の増減額という 6つの構成要素に分解表

示することが可能となる。

そこで，本稿では，（式 3)を用いて， 121市町村の課

税対象所得／人をその平均値から増減させている主要要

因を確認して，その立地的特徴を分析するとともに，低

所得市町村の課税対象所得／人の改善方向を検討して

いく。

III 重回帰分析結果と所得格差形成要因

1 重回帰分析結果

重回帰分析の説明変数については，当初は，大学（院）

卒業者割合，就業者 1人あたり就業時間，農林業就業者

割合名古屋市就業者割合，他市町村就業者割合，事業

所従業員規模，雇用機会指数（各市町村の事業所従事者

数／当該市町村在住の就業者数），等を採用していたが，

自由度調整済み決定係数が0.742という水準にとどまり，

また統計的な有意性が得られない説明変数も認められた

ため，自由度調整済み決定係数が0.900を上回り，また

どの説明変数も統計的な有意性が得られるように，逐次，

説明変数の組合せを変更して，最終的には，課税対象所

得／人の高低に対して，より直接的な影響を与える以下

の5変数を採用することにしたい）。重回帰式の説明力

が低いと，後述する所得格差形成要因を用いた分析で，

その具体的内容の明示が難しい残差要因を課税対象所得

／人の高低をもたらしている主要要因として取り上げる

市町村が多く発生することになるため，本稿においては，

説明力の高い説明変数群の採用は重要であった。

Xい被課税者割合 〔単位：％〕

被課税者数〔「市町村税課税状況等の調」 2010年〕／

総人口〔2010年国勢調査〕

X2: 大学（院）卒業者割合 〔単位：％〕

大学・大学院卒業者数〔2010年国勢調査〕／総数（教

育）〔2010年国勢調査〕 X 100 

X正男性就業者割合 〔単位：％〕

男性就業者数〔2010年国勢調査〕／総就業者数〔2010

年国勢調査〕 X 100 

ふ：第 1次産業生産額／人 〔単位：万円〕

市町村内農林水産業生産額〔2010年度市町村民経済

計算〕／総人口〔2010年国勢調査〕

Xs: 第2・3次産業生産額／人 〔単位：万円〕

市町村内第 2 次• 第3次産業生産額〔2010年度市町

村民経済計算〕／総人口〔2010年国勢調査〕

なお， X4とXsについては，分母に各産業の就業者数

ではなく，当該市町村の総人口を使用している。これは，

各市町村の課税対象所得（全体額）は，第 1次産業生産

額（全体額）や第 2次産業生産額（全体額）によって影

響を受けるが，本稿では，被説明変数として各市町村の

課税対象所得（全体額）を総人口で除した人口 1人あた

り課税対象所得を採用することから，説明変数に関して

も，各産業の従事者数ではなく，総人口で除した人口 1

人あたり各産業生産額（人口 1人あたりの各産業生産規

模）を採用するほうが妥当であると判断したためである。

説明変数の基本統計量は表2に示す。

重回帰分析結果は表3に示している。重相関係数＝

0.953, 決定係数=0.907, 自由度調整済み決定係数＝

0.903であり，課税対象所得／人の説明力は十分に備え

ている。また，各説明変数の偏回帰係数の符号は想定通

りのもので，いずれも有意水準 10%以下で統計的に有

意である。
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表2 説明変数の基本統計量

Table 2 Basic statistics of the independent variables 

説明変数 平均 最大値 最小値

Xい被課税者割合（％） 44.483 54.331 33.969 
Xが大学（院）卒業者割合（％） 13.532 28.946 4.827 
ふ：男性就業者割合（％） 57.697 63.446 52.349 
ふ：第 1次産業生産額／人（万円） 6.546 71.084 0.205 
Xs: 第2・3次産業生産額／人（万円） 380.237 2078.254 135.515 

表3 重回帰分析結果

Table 3 Results of the multiple regression analysis 

説明変数 偏回帰係数値 標準偏回帰係数値 t値
Xい被課税者割合（％） 3.32lll 0.52533 14.978" 
Xが大学（院）卒業者割合（％） 2.49074 0.48090 11.857" 
Xぷ男性就業者割合（％） 1.72129 0.17643 4.652" 
X4: 第1次産業生産額／人（万円） 0.22096 0.09699 2.787" 
Xs: 第2・3次産業生産額／人（万円） 0.00603 0.05850 1.940' 
定数項 -150.20345 

注）＂は有意水準 1%,・は有意水準 10%で統計的に有意。

表 3をみると，いくつかの特徴が指摘できる。まず，

X1「被課税者割合」の標準偏回帰係数値が一番大きいが，

これは上記 5変数のなかでは，単位人口あたりの被課税

者数（就業者数）が，課税対象所得／人に最も大きな影

響力を有していることを意味する。すなわち，就業者の

属性（学歴性別）よりも，納税義務が生じるだけの所

得が得られた就業者数自体のほうが，課税対象所得／人

に大きな影響を与えることがわかる。この結果は当然性

が高いものではあるが，被課税者割合の向上がもたらす

課税対象所得／人の向上効果は大きいことから，被課税

者割合の向上は課税対象所得／人の改善にとって基本的

に重要な検討課題であることがわかる。

つぎに， X2「大学（院）卒業者割合」も， X1「被課

税者割合」についで課税対象所得／人に大きな影響を与

えている。すなわち，学歴は所得向上にとって重要な個

人的属性であることがわかる。

また， X3「男性就業者割合」が高い市町村の方が，

課税対象所得／人が大きくなる傾向が認められる。最近

は，徐々に性別による就業条件格差が縮小する傾向にあ

るが，現在でもやはり性別と雇用形態との間には関係が

認められ，平均的にみると給与・賃金には男性・女性の

間で格差が存在し，そのことが男性就業者割合の多少が

課税対象所得／人にも影響を与えているものと理解で

きる。

最後に， X4「第 1次産業生産額／人」のほうがXs「第

2・3次産業生産額／人」よりも偏回帰係数値が大きく，

第 1次産業は第 2・3次産業に比べて，人口 1人あたり

の生産額増加が課税対象所得／人の増大に結びつきやす

い傾向が認められる。これには，第 1次産業は職住近接
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性が高いのに比べて，第 2・3次産業では職住分離の特

徴がありある市町村内での産業振興が同一市町村内で

の課税対象所得の増大につながるとは限らない側面を有

していること注9).等が関係していると考えられる。なお．

この結果は，市町村における第 1次産業の振興は，第 2・

3次産業よりも当該市町村に居住している地域住民 1人

あたりの所得向上にとって．成功した場合の効果が大き

いことを示唆するものといえる。

2 所得格差形成要因の作用に関する立地的特徴

つぎに，上述の（式 3) に基づいて，各市町村の課税

対象所得／人をその平均に比べて増減させている主要要

因を把握していく。ここでは，重回帰分析に採用した説

明変数に対応させて，以下の 5つの要因と残差要因を所

得格差形成要因として設定する。

《l》被課税者割合要因〔A〕 ： a1 (X1 -X1ave) 

《2》学歴要因〔B〕 ：印 (X2-X祖 ve)

《3》男性就業者割合要因〔C〕 ： ru (X3 -X磁 ve)

《4》第 1次産業要因〔D〕 ： a4 (X4 -X4ave) 

《5》第 2・3次産業要因〔E〕 ： as (Xs -X租ve)

《6》残差要因〔R〕 ：R 

まず，各市町村の課税対象所得／人が平均よりも 5.0

万円以上高い市町村に「＋」記号， 5.0万円以上低い市

町村に「一」記号を付与する。つぎに，課税対象所得／

人が平均よりも 5.0万円以上高い市町村に対しては，上

述の 6要因のうち，効果額が+5.0万円以上の要因（ア

ルファベット記号）を，そのプラス効果額が大きい順に

＋記号の後に列挙する。また，課税対象所得／人が平均

よりも 5.0万円以上低い市町村に対しては，上述の 6要



因のうち，効果額が一5.0万円以下の要因（アルファベ

ット記号）をそのマイナス効果額の絶対値が大きい順

にー記号の後に列挙する。なお，課税対象所得額／人が

-5.0万円よりも大きく，かつ+5.0万円未満の市町村

については，「O」記号を付与する。その結果も図 1・図

2に記載した。

たとえば， 5:三島市の場合，課税対象所得／人の平

均からの偏差は+20.30万円であるため，「＋」記号を

付与する。つぎに， 6要因の大きさをみると， A:7.65 

万円， B:14.48万円， c:o.s2万円， D:-1.06万円， E:

-0.48万円， R:-1.11万円であった。すると，効果額

が+5.0万円以上の要因は AとBの2つであり，それ

らを大きい順に＋記号の後に列挙することから，三島市

の主要要因の記載は+BAとなる（図 1参照）。

図1・図 2をみると，いくつかの特徴が指摘できる。

①伊豆半島，三重県南部，静岡県・愛知県の山間部，

等の立地的に不利な地域では，被課税者割合 (X1)の低

位性，大学（院）卒業者割合 (X2)の低位性，男性就業

者割合（ふ）の低位性という複数の要因により，課税

対象所得／人が平均よりもかなり低い市町村が目立つ。

このうち，被課税者割合の低位性は，生産年齢人口に該

当する人口割合が低いことが理由といえる。実際，被課

税者割合 (X2) と生産年齢人口割合 (2010年）との単

純相関係数は 0.689であり，生産年齢人口割合が低い市

町村ほど，労働力割合も相対的に少なく，被課税者割合

も低くなる傾向が確認できる。また，大学（院）卒業者

割合 (X2)の低位性は，該当市町村から通学可能な範

囲内に大学が存在していないことや，大学進学のために

都市部に移動した若年層が就職時に出身市町村に戻らな

いこと，等が原因といえる。さらに，男性就業者割合(X3)

の低位性は，該当市町村では男性にとっての安定的就業

機会が十分に存在していないことが理由と考えられる。

②温泉地・観光地や山間地域に該当する市町村では，

男性就業者割合の低位性から，課税対象所得／人にマイ

ナスの影響が生じている市町村も認められる。たとえば，

接客の機会が多い観光業の場合は，女性の雇用が多いこ

とがその背景にあると考えられる。

③他方，名古屋市およびその近郊地域では，被課税者

割合要因 (A)や学歴要因 (B)等複数の要因の好条

件を反映して，課税対象所得／人が平均よりもかなり高

い市町村が多い。概略的にみると，やはり名古屋市から

の距離が遠くなるほど，マイナス記号のついた市町村が

多くなる傾向が認められる。

④主要要因として DやEが入っている市町村は少な

いが，これは対応する説明変数である X4やX5の重回

帰式の（標準）偏回帰係数値が小さいことが理由である。

なお， Dが課税対象所得／人を平均よりも高めている主

要要因に含まれている市町村には，園芸産地として有名

な渥美半島の 66:田原市と， うなぎ生産量が日本で一

番多い 86:一色町が該当する。なお，課税対象所得／

人の平均との大小関係は別として，第 1次産業要因 (D)

が課税対象所得／人を 5.0万円以上高める効果をあげて

いる市町村には，以上のほかにも，愛知用水を利用した

農業や沿岸漁業の盛んな 83:南知多町，遠洋漁業や養

殖業が盛んな 118:南伊勢町がある。これらの市町村で

は，農業や水産業の取り組みが盛んであり，そうした人

口1人あたりで多額の農林水産業生産額をあげている市

町村では，課税対象所得／人の向上効果が確認できる。

一方， Eが主要要因となっている市町村には，名古屋市

の南に隣接し，工業地帯に位置する 80:飛島村のみが

該当する。

⑤最後に，残差要因が主要要因にあがっている市町村

も少なくないが，課税対象所得／人を引き上げる場面で

は，立地企業（群）の業績や産業集積がプラスの影響を

与えているものと考えられる。愛知県の場合，自動車産

業をはじめとした製造業が盛んであるが，こうした地域

では第 2・3次産業の人口 1人あたり生産額の大きさに

比例する以上にそうした産業における好調な業績が給

与・賃金としての分配額を高めて，課税対象所得／人の

増大にもつながっているものと考えられる。他方，課税

対象所得／人を低めている場合をみると，たとえば観光

業が盛んな伊豆半島では，課税対象所得／人が平均より

も低い主要要因として残差要因が含まれている市町村が

多くみられるが，これは 2010年前後における伊豆地方

への観光客数の低迷 8)が一因だと考えられる。

w 低所得市町村の所得向上対策について

最後に．低所得市町村において課税対象所得／人の向

上をはかるうえでの留意点を整理してみる。表4は．低

所得市町村の所得格差形成要因の所得増減効果を示して

いる。これをみると．多くの低所得市町村において被課

税者割合要因 (A)や学歴要因 (B) により，課税対象

所得／人が平均値よりも合計で 20万円以上低下してい

る状況が確認できる。実際 X1〔被課税者割合〕， X2〔大

学（院）卒業者割合〕だけを採用した重回帰分析でも自

由度調整済み決定係数は 0.872という高い値であり，課

税対象所得／人の多少はこれらの 2変数だけでもかなり

規定されている。ただし，人口の年齢構成や大学立地等

が変化しなければ，被課税者割合や大学（院）卒業者割

合は大きく変わらないが．そうした変化は容易に起こせ

ないため，これら 2変数値の改善を通じて課税対象所得
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表4 低所得市町村における所得格差形成要因のもつ所得増減効果

Fig. 4 The income increase and decrease effect of factors causing per capita income differences in low income municipalities 

所得偏差
被課税者割合 学歴要因
要因《A》 《B》

16: 下田市 -26.72 -7.26 -5.21 

24: 東伊豆町 -35.61 -6.33 -7.81 

25: 河津町 -36.23 -15.69 -8.64 

26: 南伊豆町 -46.94 -24.46 -10.79 

27: 松崎町 -39.36 -15.72 -10.71 
28: 西伊豆町 -37.27 -10.07 -17.06 

34: 川根本町 -32.30 -13.06 -18.27 

83: 南知多町 -25.12 -18.44 -16.65 

90: 設楽町 -22.59 -6.75 -10.48 

91: 東栄町 -35.77 -18.67 -14.82 

92: 豊根村 -31.25 -17.72 -12.23 

100: 尾鷲市 -25.65 -14.54 -12.32 

102: 烏羽市 -36.67 -16.22 -14.10 

103: 熊野市 -44.70 -34.92 -11.71 

105: 志摩市 -38.63 -17.02 -17.27 

112: 多気町 -21.24 -13.49 -7.73 
]]4: 大台町 -32.25 -21.05 -13.09 

116: 度会町 -22.44 -6.17 -13.81 

117: 大紀町 -44.07 -27.31 -17.66 

118: 南伊勢町 -43.80 -28.53 -21.68 

119: 紀北町 -38.69 -27.15 -15.69 

120: 御浜町 -44.40 -32.75 -10.59 

121: 紀宝町 -44.18 -26.71 -18.28 

／人を高めていくことは容易ではない。

しかし．そうした状況下であっても．低所得市町村に

おいて課税対象所得／人の改善をはかるうえで現実的な

対応策としては，以下の内容が考えられる。

まず．低所得市町村では．そのすべてにおいて被課

税者割合は (X1)所得低位性の主要要因となっており，

その相対的低位性も強いことから，課税対象所得／人を

大きく低める結果となっている。ただし．前述のように，

被課税者割合の一定水準の改善は，他の所得格差形成要

因値の改善と比べて．改善効果は大きいと期待できるた

め，人口の年齢構成を大きく変えることは難しいものの，

就業意思をもった定住希望者の受け入れ強化や，既存の

地域住民や転入者に対する雇用の場の確保等の手段は．

わずかながらでも被課税者割合を高めて，課税対象所得

／人の向上に繋がる効果をもつ。この場合，雇用の場の

確保は自市町村内に限定して考える必要はなく．近隣市

町村への通勤も念頭に置くことが重要である。それは，

自市町村内での産業振興が難しい場合でも，課税対象所

得／人の向上は近隣市町村への通勤就業によっても可能

なためである。そうした取り組みは，被課税者割合 (X1)

の値の改善につながる。たしかに近隣市町村への通勤

という形であっても十分な就業の場が得られない可能性

もあるが，他方，最近では労働力不足問題が存在する状

況も認められるため．地域にもよるが，近隣市町村への
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（単位：万円）

男性就業者割 第 1次産業 第2・3次産業 残差要因
合要因《C》 要因《D》 要因《E》 《R》
-3.56 -0.75 -0.32 -9.61 

-7.45 -0.13 -0.73 -13.16 

-2.88 1.16 -0.91 -9.27 

-4.74 -0.34 -0.82 -5.78 

-5.65 -0.55 -0.68 -6.06 

-8.18 0.71 -0.61 -2.06 

-0.78 1.27 -0.10 -1.36 

-1.91 5.78 -0.93 7.03 

-3.72 4.92 -0.86 -5.70 

-3.92 0.19 -1.09 2.53 

0.15 0.52 -1.02 -0.96 

-2.40 0.79 -0.37 3.20 

-7.74 2.61 -0.26 -0.97 

-4.43 0.59 -0.63 6.40 
-9.21 -0.26 -1.21 6.32 

-0.46 0.88 0.26 -0.70 

-4.68 0.72 -0.91 6.76 

-4.57 0.37 -1.48 3.21 

-4.79 1.99 -0.96 4.65 

0.42 14.26 -1.47 -6.80 

-0.73 2.34 -0.63 3.16 

-6.60 4.40 -1.28 2.41 

-3.01 0.22 0.05 3.55 

通勤就業は一つの重要な対応方法であると考えられる。

ただし同時に転入者の定着率を高める措置も重要であ

り，雇用の場の確保だけでなく，生活環境整備にもあわ

せて取り組む必要があるii10) 0 

また，第 1次産業は第 2・3次産業よりも地域住民の

所得形成効果が大きいことから，各地域において第 1次

産業の労働生産性向上，高品質化・付加価値向上等によ

り，第 1次産業生産額／人 (X3) を高めていくことも，

課税対象所得／人を増大させていくうえで重要である。

表 3をみると，第 1次産業要因 (D) による所得増大効

果額は， 83:南知多町や 118:南伊勢町において +5.0

万円を超えているが，効果額が0万円前後の市町村も多

く存在している。こうした市町村は，効果額がプラスの

大きな市町村と比較して，第 1次産業生産額／人の向上

に関する潜在的可能性が大きいものと考えられる。

注

注 1)本稿では，「所得格差形成要因」という用語を．分析対

象（本稿の場合は「市町村」）間に生じる所得格差を生み

出す要因という意味合いで使用している。

注2)本稿で 2010年を分析対象年次に採用したのは．市町村

住民の学歴に関する国勢調査データは 2010年しかないこ

とが主な理由である。

注3)課税対象所得は総務省「市町村税課税状況等の調」 2010

年値．市町村人口は「国勢調査」 2010年値を使用している。



注4)2010年改訂時の農業地域類型は，旧市町村しか該当地

域が示されていないため，農業地域類型に関して各市町村

が該当する地域の判定は，基本的には現行市町村の該当地

域がわかる 2017年改訂時の地域類型で判断した。なお，

49: 西尾市， 86:一色町， 87:吉良町， 88:幡豆町につい

ては， 2017年時点では合併後の新しい西尾市に該当する

ため， 2017年時点における当該 4市町村の該当地域は不

明である。そのため，当該4市町村については，各市町村

のエリアに含まれる（複数の）旧市町村の該当地域類型を

もとに，各市町村の該当類型を判断することにした。

注5) この基準は，①平均値からの下方乖離額の 20万円前後

における分布状況をみると， 112:多気町の一21.24万円と

7: 伊東市のー 18.72万円との間に 2.52万円ほどの比較的大

きな格差があり，平均値からの下方乖離額 20万円を基準

に「低所得市町村」を判定することに妥当性があると考え

られること，②低所得性の高い市町村だけを分析対象に用

いることにより，「低所得市町村」の特徴がより明瞭に把

握しやすくなること，ただし③23個の市町村を「低所得

市町村」の分析に利用できるため，サンプル数には問題が

ないこと，④当該基準を採用した場合には，「低所得市町村」

の空間的分布状況も明瞭に把握できること，等の理由から

採用することにした。

注6)2010年の課税対象所得は，実際にはその前年の 2009年

の所得を意味している。

注7) この方法については，能美 7) を参照されたい。

注8)2011年4月に西尾市に編入合併となった一色町，吉良町，

幡豆町については， 2010年度の課税対象所得，課税対象

者数産業別総生産額等のデータが得られなかったため，

これらの指標に関する西尾市，一色町，吉良町，幡豆町の

2010年（度）の値は，それ以前の年（度）に関するこの 4

市町の値を利用して， 4市町全体のなかでの各市町の値の

ウエイトを算出し，合併後の西尾市全体の値を按分するこ

とにより，その推定値を求めて使用することにした。

注9)分析対象 121市町村の第 1次産業就業者割合と他市町村

通勤者割合の単純相関係数は -0.388であった（有意水準 1

％で統計的に有意）。そのため，当該地域においても，第

1次産業就業者割合が高いほど，市町村内での就業者割合

が高くなる傾向が確認できる。

注 10)藤居 9)は，島根県三隅町を対象とした分析により，町の

生活環境に対する満足度が低いと，転入者の永住意識や転

出者の婦還意識が低下することを示している。
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