
生活コストの「見える化」について

2015年3月
明治大学 加藤久和

資料４



基本的な考え方

○本調査は、地方への移住・回帰の動きを後押しするために、地域別の生活コスト
を貨幣価値で示すものである。

○生活コストは、
金銭的コスト・ベネフィット（食料費、賃金収入などの家計収支）と、
非金銭的コスト・ベネフィット（利便性、安全性など）
に分類して算出する。

○生活コストは、家族構成等にも大きく影響を受けるため、年齢及び世帯類型等を
考慮する。
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全体の推計フレームワーク
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＜コスト＞
家計消費支出
・食料費
・光熱費
・住居費
・教育費
・住宅費 等

＜ベネフィット＞
・農林漁業所得
・賃金収入

地域の生活コスト
地域、年代、世帯構成、
住宅、環境等の志向を設定

非金銭的コスト・ベネフィット金銭的コスト・ベネフィット

暮らしやすさに関する指標から算出した支払意志額

・生活利便性
・働きやすさ
・教育・子育て
・医療・福祉
・災害
・自然環境
・ライフスタイル 等



非金銭的コスト・ベネフィットの推計方法
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○社会基盤の状況、環境、文化、安全性など、地域の居住環境に関する価値のうち、消費支出に反映されない価値
について、その利用状態（利用するためにどのくらいの時間や距離がかかるか）、利用可能性、リスクなどの面から
指標化・貨幣価値化する。

非金銭的コスト・ベネフィットの項目の選定
•暮らしやすさに関する指標のうち、移住先、居住環境選定において重視
されている項目を選定

地域別（市区町村別）のデータの収集・整理
•市区町村別を基本に、各項目の状態を示す統計データを収集
例）Ａ市のショッピングセンターまでの平均距離○ｋｍ

アンケート調査の実施
•各項目の水準の組み合わせを複数提示し、選好してもらう。

各項目の原単位の1変化による支払意志額の推計
・コンジョイント分析により、原単位１変化に対する貨幣価値を推計

非金銭的コスト・ベネフィットを貨幣価値で評価

コンジョイント分析

※非市場財の評価手法は、大別すると顕示選好法と表明選好法の二種類がある。顕示選好法は、人々の経済活動から得られるデータをもとにして非市場財を評価する手法であり、も
う一方の表明選好法は、人々に非市場財について直接調査することで非市場財の価値を評価する手法である。今回は表明選考法の中からコンジョイント分析を採用。



アンケート調査の概要
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●調査手法 ：インターネット調査

●調査地域 ：全国

●調査対象 ：20歳以上男女 （年齢制限無し）

●調査時期 ：平成26年12月15日～12月19日

●対象者 ： 日経リサーチ登録モニター、提携先登録モニター

●回収数 ：10,755人

●項目数 ：2２項目
居住環境の選定にあたり重要視する項目を、生活利便性、働きやすさ、教育・子育て、医
療・福祉、災害、自然環境、ライフスタイルに関する項目の中から複数選択。



アンケート調査票（調査画面）
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〈画面のイメージ〉



具体的なシステムの活用例
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〈初期画面〉

○移住を検討する世帯の活用例
 移住先の家計収支を見る。
 移住先の暮らしやすさを見る。

○移住促進担当の自治体職員の活用例
 ターゲット層に対する地域の強み・弱みを見る。



移住を検討する世帯の活用例 ①－１ 家計収支を見る
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○希望する移住先と比較する地域（例えば現居住地）、家族構成、収入（仕事）、住宅の条件などを設定。

〈設定画面のイメージ〉



移住を検討する世帯の活用例 ①－２ 家計収支を見る
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○希望する移住先と比較する地域における家計収支や、設定した条件下での住宅の広さ（価格）が表示。

〈出力画面のイメージ〉



移住を検討する世帯の活用例 ②－１ 暮らしやすさ指標を見る
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○希望する移住先と比較する地域、家族構成、年代、居住地選択の好み、ライフスタイルにおいて重視する指標項
目を選択。

〈設定画面のイメージ〉



移住を検討する世帯の活用例 ②－２ 暮らしやすさ指標を見る
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○希望する移住先と比較する地域における、統計データ、貨幣価値化された暮らしやすさ指標、全国内順位、地方
内順位を見ることが可能。

○更に、希望する移住先と比較する地域における、貨幣価値の差額を見ることが可能。

〈出力画面のイメージ〉



移住を検討する世帯の活用例 ②－３ 暮らしやすさ指標を見る
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○設定した条件における、全国上位ランキング、地方上位ランキング、都道府県内上位ランキングを見ることが可能。

〈出力画面のイメージ〉

参考）上記指標の貨幣価値総合評価ランキング
全国上位ランキング （1741市区町村中） 中国地方内上位ランキング （107市町村中） 鳥取県内上位ランキング （19市町村中）

順位 順位 順位

1 194 万円 1 万円 1 191 万円

2 193 万円 2 万円 2 190 万円

3 193 万円 3 万円 3 184 万円

4 191 万円 4 万円 4 183 万円

5 191 万円 5 万円 5 182 万円

6 190 万円 6 万円 6 182 万円

7 190 万円 7 万円 7 182 万円

8 189 万円 8 万円 8 181 万円

9 189 万円 9 万円 9 179 万円

10 188 万円 10 万円 10 179 万円

福井県小浜市

貨幣価値（万円）/年市区町村市区町村 貨幣価値（万円）/年

鳥取県鳥取市

島根県江津市

鳥取県米子市

島根県松江市

島根県出雲市

群馬県桐生市

島根県雲南市 186

島根県安来市

佐賀県杵島郡大町町

190

191

190

島根県松江市

島根県出雲市

島根県江津市

鳥取県米子市

鳥取県鳥取市

194

193

193

188

187

187

鳥取県境港市

鳥取県西伯郡大山町

鳥取県岩美郡岩美町

鳥取県東伯郡湯梨浜町島根県安来市

島根県雲南市

島根県浜田市

山口県山口市

山口県宇部市

鳥取県西伯郡伯耆町

鳥取県西伯郡日吉津村

鳥取県倉吉市

鳥取県西伯郡南部町

鳥取県米子市

鳥取県鳥取市

貨幣価値（万円）/年市区町村



移住を検討する世帯の活用例 ②－４ 暮らしやすさ指標を見る
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○希望する移住先の移住支援情報、移住実践や定住に活用できる支援制度などを検索することも可能。

〈出力画面のイメージ〉

鳥取県倉吉市 の移住支援情報 情報提供：一般社団法人移住・交流推進機構

http://www.iju-join.jp/feature/file/009/

鳥取県の支援制度
区分 小区分 事業名 事業概要 リンク先 URL

住まい 空き家 とっとり暮らし住宅バンクシス
テム

県外の移住定住を希望される方が、田舎暮らし物件を条件を絞って検索できます。ア
パートやマンション物件もあります。県内市町村の空き家バンク情報も随時更新し、情報
提供を行います。

とっとり暮らし支援課 0857-26-7128 http://www.ietoti.jp/IJU/

結婚・子育て 子育て・教育 とっとり子育て応援パスポート
妊娠中の方または１８歳未満のお子様をお持ちの子育て家庭への支援事業です。パス
ポートを協賛店舗で提示すると、商品の割引などお得なサービスが受けられます。協賛店
は鳥取県内外合わせて２，３４０店以上。

福祉保健部
子育て王国推進局 0857-26-7148 http://www.kosodate-ohkoku-

tottori.net/kosodateinfo/pass.html

結婚・子育て 結婚
とっとり婚活応援プロジェクト
事業（婚活イベント情メール
配信事業）

独身の方にパソコンなどで登録いただき、「とっとり婚活サポーター（応援企業、団体）」
が実施する「出会いの場」イベントの情報を発信します。平成２５年度イベント１３８回
実施２０９組カップル成立（主催者報告）

福祉保健部
子育て王国推進局 0857-26-7148 http://www.kosodate-ohkoku-

tottori.net/kosodateinfo/konkatsu.html

結婚・子育て 医療 小児医療費助成制度
０～中学校卒業前の子どもが入院または通院した場合、病院へ支払う医療費を助成し
ています。自己負担額通院１日５３０円（同一医療機関は月５回目からは無料）、
入院１日１，２００円（各負担上限あり）

福祉保健部
子育て王国推進局 0857-26-7148 http://www.kosodate-ohkoku-

tottori.net/news/2011/02/03/post_21/

仕事 農林水産業 鳥取県へＩＪＵ！アグリス
タート研修事業

給料をもらいながら、約１年間の研修を受けることができます。先進農家の元で経営ノウ
ハウを習得でき、研修後の就農まで総合的にサポートします。

（公財）鳥取県農業農村
担い手育成機構 0857-26-8349 http://www.t-agri.com/ninaitekiko/

移住・体験 移住・転入 鳥取県内国内発着国内便
エアサポート支援事業

鳥取県での移住（就職を含む）を検討中の県外在住の方が事前申請を行い、鳥取
空港、米子鬼太郎空港を利用して鳥取県に訪れた場合、運賃の半額を助成します。
（ただし予算に達し次第、募集を終了します。）

交通政策課 0857-26-7099 http://www.pref.tottori.lg.jp/item/8496
20.htm#itemid849620

倉吉市の支援制度
区分 小区分 事業名 事業概要 リンク先 URL

住まい 家を購入する・改修
する 倉吉市住宅支援制度

県外から移住する人に対し、住宅の新築・購入・改修に要する経費を支援。
・新築：最大100万円（対象経費の５％）・中古購入：最大50万円（対象経費の
５％）・中古改修：最大35万円（対象経費の10％）

地域づくり支援課 0858-22-8159 http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/iju/7/
3/

住まい 家を購入する・改修
する

若者の新築住宅固定資産
税減免制度

35歳以下の人が住宅を新築した時には、3年間固定資産税の一部を減免します。(共
同住宅や賃貸住宅は除きます) 税務課資産税係 0858-22-8114 http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyou

sei/div/soumu/zeimu/01/01/

住まい 空き家 空き家取得支援事業助成
金

「くらよし空き家バンク」の登録物件を購入する「【1】35歳以下の人」、または「【2】市外在
住の人」に助成金を15万円交付します。 地域づくり支援課 0858-22-8159 http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/iju/7/

2/

お問合わせ先

お問合わせ先



移住促進担当の自治体職員の活用例 ①－１ターゲット層に対する地域の強み・弱み
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○自らの市区町村とターゲットとする市区町村を選択し、移住受入のターゲットとして想定する家族構成、年代、
居住地選択の好みを選定。

〈設定画面のイメージ〉

自らの市区町村

ターゲットとする市区町村

ターゲットとする家族構成

ターゲットとする年代、
居住地選考
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○想定したターゲット層における、当地域と比較対象地域の各指標への貨幣価値評価の差額を知ることで、当地域
の客観的な強み・弱みを知ることができる。

移住促進担当の自治体職員の活用例 ①－２ターゲット層に対する地域の強み・弱み

〈出力画面のイメージ〉

ターゲット層における比較対象地域との差
プラス＝強み
マイナス＝弱み



今後の課題
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①シミュレーションシステムの継続性
継続的に実施することの要否・体制
→今回の分析結果は15年度中に、地域経済分析システムへ掲載予定

②移住の要因分析
システムの検索履歴を基にした分析
推計結果と移住実態との差異の検証

③賃金の取り扱い
移住後に稼得可能な賃金についての検討
→現在は平均賃金を用いているが、移住を前提とすれば過大となっている可能性



全国分布①収入
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大

小

収入

市区町村順位
1位～350位
351位～700位
701位～1000位
1001位～1350位
1351位～1741位



全国分布②支出
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小

大

支出

市区町村順位
1位～350位
351位～700位
701位～1000位
1001位～1350位
1351位～1741位



全国分布③家計収支
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大

小

家計収支

市区町村順位
1位～350位
351位～700位
701位～1000位
1001位～1350位
1351位～1741位



全国分布④暮らしやすさ総合評価
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大

小

暮らしやすさ
総合評価

市区町村順位
1位～350位
351位～700位
701位～1000位
1001位～1350位
1351位～1741位



全国分布⑤家計収支＋暮らしやすさ総合評価
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大

小

家計収支
＋

暮らしやすさ
総合評価

市区町村順位
1位～350位
351位～700位
701位～1000位
1001位～1350位
1351位～1741位


