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１  地方移住志向について  ◇  東京都在住の 18歳～69歳の男女を対象とした調査では，４割が地方への移住意向を持っている。   ただし，１年以内に移住予定又は検討したいという人は全体の 2.5％に留まり，全体の３割（移住意向のある者の７割）は「具体的な時期は決まっていないが移住を検討したい」と答えている。     ◇  東京から地方へ移住したい理由としては，「出身地だから」や「家族・親戚・知人など親しい人がいるから」など，動機と移住場所がはっきりした回答が比較的多い。   続いて，「スローライフを実現したいから」や「食べ物や水，空気が美味しいから」など，希望のライフスタイル実現のために，地方に期待するイメージを基にした回答が多い。   地方側の大きなアピールポイントである「生活コストの安さ」に関する回答は約20％，「子育て環境」は10％前後となっている。      ◇  一方，移住を考える上で重視する点として，53.7％の人が「生活コスト（物価，光熱費，住居費等）」と回答している。Ｕターン以外の移住希望者には，「生活コストが安く，スローライフが実現できる」ことが重視され，「地方の方が，住居費や交通費などの負担が相対的に低く，充実した生活が送れるのでは」との期待が伺える。   以下は「買い物の利便性」「交通の利便性」「仕事」といった都市の強みとも言える回答が続いており，現在の都市型のライフスタイルを大きく変えたくないとの思いも伺える。  

出典：内閣府「東京在住者の今後の移住に関する意向調査」26.8

【図表１】 東京在住者の今後の移住意向 

【図表２】 移住したい理由 

出典：内閣府「東京在住者の今後の移住に関する意向調査」26.8【図表３】 移住を考える上で重視する点 

出典：内閣府「東京在住者の今後の移住に関する意向調査」26.8
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 ◇  東京圏在住者に限らず，「居住している地域は，都市又はどちらかといえば都市だと思う」と答えた人に「地方に移住してもよいと思うか」と尋ねた調査でも，４割が「思う」又は「どちらかといえば思う」と答えている。   この調査結果で特徴的なのは，「思う」又は「どちらかといえば思う」の合計が，男性47％に対して女性は 33％と著しく少ないこと，また，30歳代を中心に 20～49 歳の若い層で 50％を超えている一方，50 歳代以上になると30％前後と下がっていることである。   従前，定年退職後のライフプランの一つとして地方移住を考える人が多いことが指摘されていたが，近年はより若い層で地方移住志向が高まっていることが分かる。    ◇  同じ調査で，地方へ移住してもよいと「思う」又は「どちらかといえば思う」と答えた人への「どのような条件があれば地方に移住してもよいと思うか」との設問（複数回答）では，「教育、医療・福祉などの利便性が高いこと（51%）」，「居住に必要な家屋や土地が安く得られること（49%）」，「買い物などの生活の場や文化イベント、趣味の場などが充実していること（43%）」の順となっている。   前頁の調査よりも選択肢が少なく，自然環境や子育て等の詳細ニーズはくみ取れない。   また，仕事・職場に関する回答が比較的低いことも特徴的である。   男女別に見ると，仕事に関する選択肢は男性の方が高いが，その他の利便性やコストに関する選択肢は，女性の方が大幅に回答率が高くなっている。        

【図表５】 地方へ移住する条件 

【図表４】 地方に移住してもよいと思う人の割合（都市居住者） 

出典：内閣府「人口、経済社会等の日本の将来像に関する世論調査」26.8

出典：内閣府「人口、経済社会等の日本の将来像に関する世論調査」26.8出典：内閣府「人口、経済社会等の日本の将来像に関する世論調査」26.8
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２  ライフスタイル (1) 仕事・通勤に要する時間 ◇  全国の 10 歳以上の者の生活時間の配分を調べた調査によると，平日，仕事に割いている時間の全国平均は 499 分（８時間 19 分），通勤・通学時間の全国平均は77分である。 調査項目上，通勤と通学を１項目にまとめており，通勤時間のみの結果は得られない。   これを地域別に見ると，仕事と通勤・通学の合計時間は，図表６-2 のとおり関東大都市圏で他の地区より30分以上長くなっている。   関東大都市圏では，仕事・通勤時間とも他地域より長く，近畿大都市圏では，仕事の時間は地方とほぼ同じ水準だが通勤時間が地方より長いことが分かる。   本県の状況を見ると，仕事の時間は地方の平均と同水準だが，通勤時間が長くなっている。 仕事・通勤している全行動者の平均値なので，短時間労働者が多い場合は短くなると考えられるが，この点，東京圏と地方に大きな差は見受けられない。⇒p.6の３(2)参照  ◇  別の調査で，家計を主に支えている者（雇用者のみ）の通勤時間（片道）を見ると，全国平均より長いのは三大都市圏の９都府県のみで，特に東京圏の１都３県は43分を超え，著しく長くなっている。            ◇  図表６と同じ調査で，平日の仕事からの帰宅時刻を見ると，関東大都市圏では午後７時半過ぎ，近畿大都市圏では午後７時前，広島県を含む地方では午後６時半過ぎである。   都市圏では地方より始業時刻が遅い企業が多いことも影響していると考えられるが，仕事・通勤時間の差以上に，帰宅時刻に差が生じていることが分かる。 

【図表７】 都道府県別の平均通勤時間（家計を主に支えている者が雇用者の場合を対象に集計） 

【図表６】 平日の仕事・通勤時間の状況（行動者平均） 

出典：総務省「平成 23 年社会生活基本調査」【図表６-2】 平日の仕事・通勤時間の合計 （基礎数値は図表６と同じ） 関東大都市圏 608 分 10 時間８分 近畿大都市圏 577 分 ９時間 37 分 その他の地方（関東・近畿大都市圏以外） 559 分 ９時間 19 分 うち広島県 566 分 ９時間 26 分 

【図表８】 平日の仕事からの平均帰宅時刻 関東大都市圏 19:32 近畿大都市圏 18:56 三大都市圏（関東・近畿・中京）以外の地方 18:36 うち広島県 18:38  出典：総務省「平成 23 年社会生活基本調査」
出典：総務省「平成 25 年住宅・土地統計調査」

（単位：分）
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(2) 長時間労働の状況 ◇  15 歳以上の有業者の週間就業時間別分布状況を示したのが図表９である。   全体に，週 35～42 時間（週５日又は６日勤務で１日７時間）働いている人が３割程度を占めている。   東京圏（１都３県）とその他の地方との比較で特徴的なのは，週 49 時間以上（週６日勤務でも１日８時間超）になると，東京圏が高くなることである。特に，長時間労働の目安と言われる週 60 時間（１日 10～12 時間）以上働いている人の割合は，東京圏が地方より２％高くなっている。  (3) 余暇時間 ◇  全国の 10 歳以上の者の生活時間の配分を調べた調査を基に，余暇の活動内容ごとの行動者率を見てみると，東京大都市圏では，学業以外の学習・自己啓発や趣味・娯楽に関する活動をしている人の割合が地方より多い。都市部では，地方より学習や習い事などの提供機会や娯楽施設の種類・数とも多いことが影響しているものと考えられる。   地方，特に広島県では，ボランティアや社会参加活動をしている人の割合が，わずかだが高くなっている。   (4) 育児に充てる時間 ◇ (1),(3)と同じ調査で，子供のいる世帯の平日の育児時間を示したのが図表11である。   関東大都市圏とその他の地方との比較では，夫は同水準，妻は地方の方が少し短くなっており，帰宅時刻の遅い関東大都市圏でも育児に充てる時間が短い訳ではないことが分かる。   都市・地方に特徴的な差がない一方，都道府県ごとのばらつきは大きく，本県では，特に夫の平日の育児時間が長いことが特徴である。  

【図表９】 有業者※1の週間就業時間別分布 

※1 不定期・季節就労者及び非正規の雇用者を除く。 出典：総務省「平成 24 年就業構造基本調査」

東京圏では，地方に比べて長時間就業者の割合が高い。 

【図表 10】 余暇活動の状況（週全体の行動者率） 

出典：総務省「平成 23 年社会生活基本調査」【図表 11】 子供のいる夫妻の平日の育児時間（行動者平均） ○都道府県順位（夫） 1 埼玉 149分 2 徳島 138分 3 島根 131分 3 愛媛 131分 5555    広島広島広島広島    126126126126分分分分    6 秋田 122分 7 鳥取 117分 8 香川 114分 9 大分 111分 10 福岡 109分  出典：総務省「平成 23 年社会生活基本調査」
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(5) 健康状態に係る意識 ◇  単身赴任者や施設入所者等を除く一般世帯員を対象とした調査で，12 歳以上の者に「現在，日常生活で悩みやストレスがあるか」と問うた結果を見ると，「ある」と答えた人の割合は，対象全年齢よりも，勤労世代である25歳～54歳で５％程度高くなっている。   東京圏と地方との比較では，東京圏の方が若干高い状況である。   本県では，全年齢平均では東京圏及びその他の地方の平均を上回っているが，25 歳～54歳では地方と同水準である。  ◇  この設問で「ある」と答えた者が複数回答で挙げた悩み・ストレスの原因は図表 13 のとおり。   東京圏と地方とを比較すると，病気や介護，人間関係といった比較的対象がはっきりした悩みを持つ人が，地方で若干高くなっている一方，東京圏では，仕事や収入，生きがい，生活環境，子供の教育など，個人の希望や期待が充たされているかを問題とする悩み・ストレスを持つ人が多い傾向が見受けられる。     ◇  同じ調査で，25 歳～54 歳の者の平均睡眠時間の分布を示したのが図表 14 である。   東京圏では，１日６時間未満しか睡眠をとっていない人が地方に比べて多いのが特徴である。   同調査で調べている休養充足度の地域別データは公開されていないので，東京圏で十分な休養をとれていないと感じている人が多いかどうかは明確でないが，全国データでは，平均睡眠時間が短いほど休養充足度が低い傾向があること，また，前記(1)～(4)で見たとおり，東京圏では仕事・通勤時間が長いにもかかわらず余暇・育児の時間も地方と変わらず，公私ともに多忙になっている人が多いのではないかと推察される。 

【図表 13】 悩みやストレスの原因（複数回答） 出典：厚生労働省「平成 25年国民生活基礎調査」

【図表 12】 日常生活で悩みやストレスがある者の割合 

出典：厚生労働省「平成 25年国民生活基礎調査」【図表 14】 １日の平均睡眠時間別分布（25～54 歳） 

出典：厚生労働省「平成 25年国民生活基礎調査」
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３  収入と就労状況 (1) 所得・雇用者報酬 ◇  １人当たり県民所得（県民雇用者報酬・財産所得・企業所得の計を各都道府県の総人口で除したもの）を見ると，東京圏がその他の地方の約1.2倍と高い状況にあるが，地域間格差は縮小傾向にある。   東京圏１都３県の中でも，東京都が全国１位の442.3万円と突出しており，本県は，埼玉・千葉・神奈川より高い第８位である。 ◇  就労者の所得水準を示す１人当たり県民雇用者報酬（各都道府県内に居住する雇用者に支払われた報酬を雇用者数で除したもの）では，東京圏が地方に比べて約100万円高く，本県は地方と同水準（若干低め）である。  ◇  15 歳以上の有業者の所得分布を示したのが図表 16 である。   東京圏では，その他の地方に比べ，年収300 万円未満の者の比率が低く，500 万円以上になると地方との差が徐々に大きくなっている。   本県では，地方の平均に比べると高額所得者の割合が若干高いが，年収 100万円未満の者の割合は同水準である。また，年収 500万円以上の者の割合は，東京圏で全体の26.5％，本県では18.5％である。  (2) 非正規労働者の割合 ◇  全就業者に占める非正規労働者（派遣社員，パート，アルバイト，家庭内職者ほか）の割合を地域別に見ると，東京圏で若干高くなっているが，その他の地方や本県の状況とさほど大きな差はないことが分かる。   東京圏で，高齢層の非正規労働が多いのが特徴的で，この部分が総数での若干の差に影響している。若い世代や働き盛りの世代では，東京圏と地方の差は小さいが，地方の方が非正規労働者の割合が若干高めである。  

【図表 17】 就業者に占める非正規労働者の割合 ※学生を除く。 

出典：総務省「平成 22 年国勢調査」

【図表 15】 １人当たり県民雇用者報酬と県民所得 

出典：内閣府「平成 24 年度県民経済計算」【図表 16】 有業者の所得分布 

出典：総務省「平成 24 年就業構造基本調査」
東京圏では，地方に比べて高額所得者の割合が高い。 
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３  生活コスト・生活環境 (1) 物 価 ◇  消費者物価指数について，全国を100とした場合の都道府県別比較を見ると，東京，神奈川，埼玉の順に高くなっており，関東大都市圏の物価が相対的に高いことが分かる。 地域差指数が100以上の（全国平均より高い）都道府県（８都府県）…東京，神奈川，埼玉，兵庫，京都，山形，大阪，和歌山     ◇  消費者物価指数の構成要素となる費目のうち，生活コストに直結する衣食住の物価地域差指数を示したのが図表 19 である。   最も特徴的なのが「住居」※2で，東京では全国平均の1.3倍と突出している。   本県は，全国平均より低い費目が多いものの，「光熱・水道」は 104 と全国平均を超えている。「光熱・水道」は，地域ごとのばらつきはあるものの，電気・ガス・下水道などで都市圏より地方の方が高い傾向にある。 ※2 家賃及び設備修繕・維持に係る費用が対象。持家の帰属家賃（持家を借家と見なした場合に見積もられる家賃）は含まない。    

【図表 18】 消費者物価地域差指数（総合） 

出典：総務省「平成 25 年小売物価統計調査（構造編）」【図表 19】 消費者物価地域差指数（費目別／衣食住のみ） 

出典：総務省「平成 25 年小売物価統計調査（構造編）」
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(2) 住 居 ◇  住宅に住む一般世帯※3のうち，持ち家所有世帯の割合を示したのが図表 20 である。   東京圏の持ち家所有率は，地方より低くなっているが，１都３県内でも東京都（46.6%）が極端に低く，埼玉県（66.3%）・千葉県（65.3%）はベッドタウンでもあることから，地方より高い状況である。   ちなみに，持ち家率が 50％以下の都道府県は，東京都と沖縄県（49.6%）の２都県のみである。 ※3 一般世帯のうち住宅以外（寄宿舎・寮や病院・学校・旅館・会社・工場・事務所など）に居住している世帯を除いたもの。  ◇ 住宅の建築単価を都道府県別に見た調査では，東京圏１都３県が軒並み高額となっており，東京都の建築単価は，木造住宅で最も低い宮崎県の1.4倍，鉄筋住宅で最も低い山形県の1.6倍である。                          

【図表 20】 持ち家所有率 

出典：総務省「平成 22 年国勢調査」
【図表 21】 都道府県，住居の構造別１㎡当たり建築単価 ＜木造・防火木造＞ 

＜鉄骨・鉄筋コンクリート造＞ 

出典：総務省「全国単身世帯収支実態調査」（平成 21 年 10-11 月調査）
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◇  借家に係る費用を見てみると，店舗その他の併用住宅を除く専用住宅の１か月当たり家賃・間代は，全国平均が 54,052 円だが，平均値より高いのは東京圏の１都３県のみで，その他の地方に比べて極端に高額であることが分かる。               ◇  住宅の広さに着目したのが図表 23 と図表24 である。（持ち家，借家，共同住宅など全住宅の平均）   １住宅当たりの延べ面積は，全国平均が94.42㎡，東京圏１都３県はこれを下回り，中でも東京都は46位の大阪府（76.22㎡）を引き離して全国で最も狭く，最も広い富山県（152.18㎡）の４割程度である。        また，居住者１人当たりの居住室畳数は，全国平均が13.54畳で，東京圏１都３県はこれを下回っている。ただし，この指標では東京都は 46 位で，最下位は，１室当たり居住人員が全国で最も多い沖縄県（10.7畳）である。なお，最も広いのは秋田県（17.29畳）である。     出典：総務省「平成 25 年住宅・土地統計調査」

出典：総務省「平成 25 年住宅・土地統計調査」【図表 23】 １住宅当たり延べ面積 

【図表 24】 １人当たり居住室の畳数 出典：総務省「平成 25 年住宅・土地統計調査」

【図表 22】 借家（専用住宅）の１か月当たり家賃・間代 

【図表 22-2】 都道府県別 借家（専用住宅）の１か月当たり家賃・間代  （基礎数値は図表 22 と同じ） 
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(3) 住宅・住環境に係る意識 ◇ 現在居住する住宅や住環境に関する満足度を調べた調査によると，住宅・敷地の広さやゆとり，自然や景観などの面で，都市圏より地方の方が満足度が高い一方，子供の遊び場や買物・施設等の利便では都市圏の方が満足度が高くなっている。   なお，この調査では都道府県別データが公表されていないため，本県固有の状況は把握できていない。                                      

【図表 25】 住宅及び住環境に関する満足度 

出典：国土交通省「平成 25年住生活総合調査」


