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山形県庄内地域における若年人口の流出と親世代の意識
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Abstract
　　Outflow patterns of the population of young people in the Shonai region, Yamagata prefec-
ture are studied.  Based on a questionnaire survey, the percentage of parents who want their 
children to settle in their hometown （Shonai region） is examined.  From the 1970s, there was an 
increase in the ratio of the population aged 20–24 to those aged 0–4 by birth cohort in the Shonai 
region.  However, this ratio began to decline in the mid-1990s.  This is attributed to an increase 
in the rate of entrants to universities outside the region and in the number of students who 
secured jobs outside the prefecture immediately upon graduating from high school.  Although 
return migration increased the population of those aged 20–24 and 25–29 marginally, the rise 
was not sustained and the ratios have begun to decline in recent years.  In addition, a university 
established in the Shonai region in 2001 has not been successful in mitigating the decline in the 
number of people staying.  The authors carried out a questionnaire survey of parents of high 
school third graders, asking them about their expectations for their children's life choices after 
completing high school.  According to the survey, the percentage of parents who wanted their 
children to settle in their hometown was 66.2％.  The results of significance tests show that 
percentages varied depending on the socioeconomic status of the parents and on their level of 
satisfaction with life in the region.  Most mothers who were university graduates did not expect 
their children to remain in the hometown.  The same was observed for mothers who had experi-
enced life outside the region.  Because the percentage of students pursuing higher education has 
been on the rise in recent years, the number of mothers who are university graduates will also 
increase, as will the number of mothers who have experienced life outside the region.  These 
factors may cause a further decline in the number of parents who hope that their children 
remain in the hometown.
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I．は じ め に

　1）研究の背景
　「自分は生まれ育った地域に残るべきか，離れ
るべきか？」とは，多くの成長した若年人口が直
面する重要な選択肢の一つである（Thissen et al., 

2010）。もちろん，個人の居住地選択は個人の意
思にゆだねられるべきものであるが，社会経済的
観点からみた場合，若年人口の流出は，産業発展
の遅れ，都市部との格差拡大など負の効果をもた
らすことが多い（塚田, 1978; 栗原, 1982; 小林, 

2000; 林ほか, 2003; Horváth, 2008 など）。地域
の自立と発展のためには，地域を支える人材，と
りわけ若年人口の活躍が必要不可欠であり，その
ためには若年人口の地元定着をいかに進めるかが
大きな課題と考えられる。
　このような問題関心から筆者らは，若年人口
の地元定着の実態やその要因について分析を進
めてきた。山口ほか（2000）は，厚生省人口問
題研究所（現国立社会保障・人口問題研究所）が
1991 年に実施した第 3 回人口移動調査の個票
データを再集計することにより，わが国の地方圏
では 1970 年代から 80 年代にかけて，若年人口
の就職時点での地元残留率が上昇傾向にあること
を明らかにした。また江崎ほか（1999, 2000）で
は，長野県と宮崎県の高校出身者にアンケート調
査を行い，ほぼ同時期において若年人口の U

ターン傾向が強まっていることを明らかにした。
　しかしながら，近年の調査結果からはこのよう
な状況に変化がみられる。山形県庄内地域を対象
とした江崎ほか（2007）では，上述の研究で上
昇傾向にあった若年人口の U ターン率が，1990

年代から 2000 年代前半にかけて低下に転じたこ
とを示している。また，同地域では高校卒業後の
進学率が上昇しており，進学による流出の強まり
と U ターン率の鈍化が相まって，同地域での若
年人口の減少が加速する可能性を指摘した。ま
た，山口ほか（2010）は，同地域での進学率上
昇のなかで，大卒 U ターン就職における就職先
がかつての高校卒業者のものと同様であることを
示し，庄内地域の進学率上昇すなわち高学歴化

が，必ずしも地域の発展に結びついていない可能
性について論じている。
　一方で直近の動向に目を転ずると，地方圏では
若年人口の流出と人口減少が加速している。例え
ば，東北地方の社会減少率（東北 6 県の平均）
は，2000–05 年の－1.5％から，2005–10 年には
－1.9％となっており（国立社会保障・人口問題
研究所，2015）1），また東京圏においては流入超
過の増大が観察される（山口・松山, 2015）。
　2）研究の目的
　以上のように，地方における若年人口の減少に
対する懸念がさらに強まるなか，今後の見通しに
ついてさまざまな角度から学術的な検討を加える
必要はますます大きくなっているといえるだろ
う。そこで本研究では，山形県庄内地域を対象と
して，若年人口の流出および地元定着の現状と今
後の動向について議論することを目的とする。
　本稿は，以下のように構成される。
　II 章では，庄内地域の地理的特性および人口
特性について概観する。
　III 章では，まずコーホート変化の観察などか
ら庄内地域における近年の若年人口の動向を把握
する。とりわけ，江崎ほか（2007）が懸念事項
として指摘した，若年人口の残留率低下が実際に
起きているかどうかを検証する。
　次に，若年人口の域外流出の中心である，高校
卒業後の進学・就職移動の実態を把握する。具体
的には，進学率，就職率の動向，および進学・就
職でどの程度庄内地域を離れるのかを観察し，若
年人口の残留率に与える影響について考察する。
　さらに，近年の庄内地域における大学設立の効
果を検証する。大学設置基準の緩和等をうけて，
1990 年代から全国の地方都市で大学開設が相次
いだ。これはいうまでもなく，若年人口の地元残
留と地域の活性化を意図したものである。
　2001 年に庄内地域の酒田市に開学した A 大学
は，大学進学時にほとんどの高卒者が地域から流
出せざるを得なかった状況を打開し，若年人口の
地元定着に寄与することが期待されたが，その役
割を果たすことができているかどうかを検証す
る。
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　一方，若年人口のライフコースや居住地の選択
に少なからず影響を与えると考えられるのが両親
の意向であろう。つまり，親が子どもに地元に
残ってほしいと考えるか否かが，子ども自身の進
路選択にも少なからず影響を与える可能性があ
る。例えば，イエ規範が強い家庭の親は，子ども
にも地元定着を望む傾向が強いことなどが考えら
れる。
　そこで IV 章では，庄内地域の高校 3 年生の親
を対象に行った，子どもの地元定着への意向を問
うアンケート調査の結果について考察する2）。こ
こでは大きく 2 つの論点に注目する。1 つは，ど
のくらいの割合の親が，子どもに「地元に残って
ほしい」と思っているのかであり，もう 1 つは，
親や子ども自身，あるいは双方をとり巻くさまざま
な社会的・経済的属性が，「地元に残ってほしい」
と思う割合にどの程度影響を与えるかである。
　最後に V 章では，本研究のまとめに加え，近
年の地方圏における若年人口の動向に対して本稿
がもつ意義ならびに今後の課題について言及す
る。

II．研究対象地域

　1）研究対象地域の選定
　山形県庄内地域は，山形県の北西部にあり（図
1），西側を日本海，他の三方を山地で囲まれてい
る。山形県の地域区分は，一般的に「村山」「最
上」「置賜」「庄内」の 4 つに分けられる。また，
前三者がさらに「内陸」とまとめられるのに対し，
庄内はあくまで一つの地域として，内陸とは一線
を画している。江戸時代は酒井家が治める庄内藩
として栄え，その領域がほぼそのまま現在の庄内
地域となっている。「平成の大合併」によって，
14 市町村から 2 市 3 町に再編されたが，地域と
しての一体性は今もなお強く，合併前の 1994 年
に設立された庄内広域行政組合は合併後も活動を
続けている。
　庄内地域の 2010 年国勢調査の人口は約 29.4

万人で，県全体の約 4 分の 1 を占める。面積も
2,405 km2 と，県土の約 4 分の 1 である。また，
庄内地域には鶴岡市，酒田市という人口 10 万人

規模の 2 都市がある一方，コメの収穫量は県全
体の約 4 割を占める3）など，都市と農村の双方の
特性を兼ね備えている。
　さらに，前述の地形的隔絶性の影響により，庄
内地域の昼夜間人口比は 100.1（2010 年国勢調
査）となっており，庄内地域出身者が地域に残留
し，定着するということは，働くことも含めて日
常生活がほぼ地域内で完結することを意味する。
　以上より，山形県庄内地域は研究対象地域とし
てふさわしいと考えられる。
　2）庄内地域の人口特性
　庄内地域の人口は，1955 年の 37.6 万人をピー
クに減少しており，2010 年には戦後はじめて 30

万人を下回る 29.4 万人となった（図 2）。国立社
会保障・人口問題研究所の 2013 年 3 月推計（以
下，社人研の推計などと表記）によると，庄内
地域の人口は今後も減少を続け，2020 年には
26.1 万人と，第 1 回国勢調査が行われた 1920 年

図 1　庄内地域の位置．

Fig. 1　Shonai region.
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の人口（26.9 万人）より少なくなり，2040 年に
は 19.4 万人と 20 万人を下回ると推計されてい
る4）（国立社会保障・人口問題研究所, 2013）。
　ここで特筆すべきは，今後の人口減少のスピー
ドである。1980 年から 2010 年までの 30 年間の
人口減少率が 12.4％（4.1 万人減）であったのに
対し，2010 年から 2040 年までの 30 年間の人口
減少率（推計）は 34.2％（10.1 万人減）と大き
く加速する。このように，庄内地域の人口減少は
今後ますます深刻になると考えられる。
　また，2005 年から 2010 年にかけて，庄内地
域では人口が 15,350 人減少したが，このうち，

「10–14 歳から 15–19 歳」と「15–19 歳から 20–24

歳」の 2 つのコーホート変化による減少が 7,831

人であった。これらのコーホート変化に死亡の影
響は極めて少ないと考えられるので，2005 年か
ら 2010 年における人口減少の半数超（－15,350

人のうち－7,831 人，51％）は，若年人口の流出
によってもたらされたと指摘できる5）。
　このような若年人口の流出もあって，庄内地域
では人口高齢化が進んでいる（図 3）。庄内地域
の老年人口割合（人口に占める 65 歳以上人口の
割合）は 1985 年に 13.9％，2000 年には 23.8％
となり，いわゆる「高齢社会（老年人口割合 14％

以上）」「超高齢社会（老年人口割合 21％以上）」
の水準にそれぞれ達した。なお，2010 年の老年
人口割合は 29.1％であるが，社人研の推計では，
2015 年には 30％を越え（32.7％），2035 年には
40％に達する（40.0％）と予測される。これは，
日本の高齢化のスピードをはるかにしのぐもの
である。図 3 から，日本が「高齢社会」に達した
のが 1995 年，「超高齢社会」に達したのが 2010

年，さらに，老年人口割合が 30％を超えるのが
2025 年（推計）であることを考慮すると，庄内
地域の高齢化は日本より 10 年先を進んでいると
いえよう。

III．庄内地域における若年人口の変動

　1）若年期のコーホート変化
　図 4 は，庄内地域における出生コーホート6）別
の人口変化を示したものである。
　これから，第 1 次ベビーブーム世代を含む 1946–
50 年出生コーホートをみると，「10–14 歳」から

「20–24 歳」にかけて大きく減少している。同コー
ホートにとって，「10–14 歳」は 1960 年，「20–24

歳」は 1970 年であるため，減少時期は 1960 年
代に該当する。
　当時は高度経済成長期にあたり，皆川（1989）

図 2　庄内地域の人口変化．

Fig. 2　Population change in the Shonai region.

図 3　庄内地域の老年人口割合の推移．

Fig. 3　 Percentage of aged population in the 
Shonai region.
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が指摘するように，地方から大都市などへ向かっ
て若年人口の激しい流出が起こり，地方では農山
村地域を中心にいわゆる過疎問題が認識されはじ
めた時期である。
　その後，20 歳代後半にかけて，U ターン移動
等によりコーホート人口はややもち直すものの，
それから先の年齢ではほとんど変化がない。
　それ以降のコーホートについても傾向は同じで
あり，就職・進学時期に急減し，20 代後半でや
やもち直した後はほとんど人口が変わらない。た

だし，少子化にともないコーホート人口は次第に
縮小しており，1946–50 年出生コーホートは「0– 
4 歳」において 48,848 人であったのが，1986–
90 年出生コーホートは「0–4 歳」に 17,550 人と
3 分の 1 強にまで縮小している。
　また，詳しくみると若年期の動きには変化が
生じている。図 5 はその部分をわかりやすくす
るため，男女の出生コーホートごとに，「0–4 歳」
を 100 としたときの，「20–24 歳」と「25–29 歳」
のコーホート人口を示したものである（以下，こ
れを残留率と表記する）。この図から，大きく 2

つの点が指摘されうる。
　一つは，1976–80 年出生コーホート以降にみ
られる，「20–24 歳」の残留率の低下である。時
期としては 1995 年以降に該当する。「20–24 歳」
の残留率は，1946–50 年出生コーホート以降上昇
基調にあり，1971–75 年出生コーホートでは男性
が 63.4％，女性が 64.0％であったが，その後減少
に転じ，1986–90 年出生コーホートでは男性が
54.4％，女性が 56.2％となっている。つまり，
1990 年代後半から，庄内地域では「20–24 歳」
にかけての流出傾向が強まったということである。
　もう一つは，同じく 1976–80 年出生コーホー
ト以降にみられる，「20–24 歳」から「25–29 歳」
にかけてのもち直しの弱まりである。時期とし
ては 2000 年以降に該当する。「20–24 歳」から

図 4　庄内地域の出生コーホート別の人口変化．

Fig. 4　 Population change of birth cohorts in the 
Shonai region.

図 5　庄内地域における若年人口の残留率（0–4 歳＝ 100）．

Fig. 5　Ratio of population aged 20–24 and 25–29 to aged 0–4 by birth cohort in the Shonai region.



498—　　—

「25–29 歳」にかけてのもち直しは，1971–75 年
出生コーホートでは男性が 12.2％ポイント，女
性が 9.2％ポイントであったが，1981–85 年出生
コーホートでは男性が 2.5％ポイント，女性が
4.2％ポイントにまで低下している。結果的に，
庄内地域では 1990 年代後半以降，「20–24 歳」
時点での流出傾向の強まりと，「20–24 歳」から

「25–29 歳」にかけてのもち直しの弱まりが相
まって，「25–29 歳」での残留率が大幅に低下し
ている。
　江崎ほか（2007）は，2003 年から 2004 年に
かけて庄内地域で行ったアンケート調査を基に，
近年における U ターン移動の停滞を指摘し，国
勢調査の分析とあわせて「若年人口の減少傾向が
今後さらに強まることが懸念される」としている
が，以上の分析はその予想が現実のものになった
ことを示している。
　2）高校卒業後の進路と域外への流出
　図 4 にみられるように，各コーホートで若年
期に人口が急減する要因は，いうまでもなく進学
または就職による域外流出である7）。そこで，
1970 年代以降 8）の庄内地域における高校卒業者
の進学・就職率を示したものが図 6 である。な
お，山形県では市町村単位の大学・短大別の進学
者数データがないので，進学には大学と短大が含
まれる。
　これをみると，1970 年の進学率は男子が 14.7％，
女子が 11.6％で，就職率（男子 72.9％，女子
69.4％）の方が圧倒的に高かった。その後，進学
率は上昇し，就職率は低下したものの，1990 年
でもなお，進学率は男子が 18.4％，女子が 19.8％
で，就職率は男子が 61.1％，女子が 56.4％と，
20 年間の変化は緩やかであった。
　転機は 1991 年の文部省（当時）による大学設
置基準に関する大幅な規制緩和である。それに
よって全国的に大学が急増し，山形県でも 1990

年以前は山形大学（国立）だけであったのが，
1990 年代以降 5 つの公私大が開学した。これに
呼応する形で庄内地域でも進学率が急増に転じ
た。進学率が就職率を上回るのは，男子が 2003

年，女子が 1999 年である。

　しかし，地方圏全体では 1970 年以降，進学者
全体に占める県外進学者の割合が低下傾向にある

（山口・松山, 2001）なかで，図 7 をみると，庄
内地域の高校卒業者の県外進学割合は 80％前後
とほぼ横ばいで推移している。これは，山形県
における新設大学が，ある大学は特殊な学問分
野のため出願者の 7 割以上が県外からであった
り（古藤・野村, 2002），ある大学は定員が少な
い単科大学であったりと，庄内地域の進学希望者
の多様なニーズに必ずしも応えられていないため
であると考えられる。
　また，2000 年代に，戦後最長といわれる好景
気の影響で大都市部の新規高卒求人倍率が上昇し
たことから9），同時期の庄内地域の高卒就職者全
体に占める県外就職者の割合は男女とも上昇して
おり，このことと，進学率の上昇および県外進学
割合の高止まりとが相まって，図 5 のような「20–
24 歳」時の残留率の低下が生じたと考えられる。
　3）庄内地域における大学設立の効果
　2001 年 4 月，酒田市に私立 A 大学が開学した。
それまで，庄内地域で 4 年間の大学生活を送れ
る高等教育機関は存在せず，高校を卒業して大学
へ進学する者は基本的に地域外へ移動する必要が
あった。A 大学は山形県と旧庄内 14 市町村が設

図 6　庄内地域の高校卒業者の進学・就職率．

Fig. 6　 Percentage of those pursuing advanced higher 
education or who have jobs, among new high 
school graduates in the Shonai region.
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置費用を負担し，学校法人 A 大学が運営する公
設民営方式の大学である。1 学部 1 学科で，1 学
年の定員は 235 名である。
　開学 1 年目には 282 人の 1 期生が入学し，その
うち 93 人（33.0％）が庄内地域の高校出身者で
あった。2005 年 3 月に 1 期生が卒業した際には，
就職内定者の 36.5％が庄内地域の企業等への就
職であった 10）。このように，庄内地域の占める
割合については入学者を上回ったものの，そもそ
も退学や就職未定等で就職者は 200 名であった
ため，実数では 73 人と，入学時点の庄内地域の
高校出身者を下回った。
　ただし，中途退学者や就職届未提出者のなかに
も，庄内地域に引き続き居住することとなった者
が含まれると考えられる。そこで，これらの中退
者や未届者も，卒業者と同じ割合で庄内地域に就
職したと仮定する。つまり，ある年の入学者数＝
卒業時の就職者数と仮定した上で，それに，原
データに基づく庄内地域就職率を掛けあわせたも
のを「補正データ」とした。
　以上から，原データより求められる，入学者に
占める庄内出身者数と卒業者に占める庄内就職者
との比率を「実数」，補正データより求められる同
比率を「補正値」として示したものが図 8 である。
　まず実数についてみると，この比率は 1 期生
ですでに 100 を下回っており（78.5），2 期生

以降は 40 から 65 の間にとどまっている。また 

「補正値」についても，1 期生は 110.7 と 100 を
上回ったものの， 2 期生以降は 100 を下回り，
2015 年 3 月に卒業した 11 期生についても 69.5

となっている。
　加えて，A 大学の開学にもかかわらず，図 7 で
みたように，庄内地域の高校卒業進学者に占める
県外進学者の割合は 2001 年以降もあまり低下し
ていない。これは，図 6 でみられたような進学

図 7　庄内地域の高校を卒業した進学者・就職者に占める県外進学者・就職者の割合．

Fig. 7　 Percentage of new high school graduates from the Shonai region who moved to another 
prefecture for higher education or work.

図 8　 A 大学における庄内地域からの入学者数に対
する庄内地域就職者の比率．

Fig. 8　 Ratio of those who got a job in the Shonai region 
after graduating from the same region: case of A 
university.
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率の上昇のなかで，A 大学が受け皿としての機能
を十分に果たせていないことを示している。
　以上より，高校卒業後の進学者の域外流出を食
い止める役割を期待された A 大学であるが，進
学率の上昇が続くなかで，県外進学者の割合を大
きく低下させるには至らなかった。さらに一定数
の入学者を庄内地域から受け入れながら，大学卒
業の段階でその数以上の就職者を他地域に送り出
している可能性が大きいことがわかった。

IV．子の居住地選択に関する親の意識

　1）調査方法
　I 章で述べた問題意識から，本研究では，今後
の若年人口の動向を見通すことを目的として，親
世代に対するアンケート調査を行った。具体的に
は，2015 年 4 月，山形県庄内地域において高校
3 年生の子どもをもつ親に対して調査を実施し，
将来子どもに庄内地域に残ってほしいと思うか，
などの質問を行った。高校 3 年生の親を対象と
して 4 月に調査を行った意図は，子どもが高校 3

年生になる時期というのは，親世代も子どもの将
来のライフコースをある程度具体的に考えはじめ
ると想定されるからである。
　調査票の配布については，各高等学校に 3 年
生の人数分の調査票を持参し，ホームルームなど
を通じて生徒に渡してもらい，その際，自宅にも
ち帰って親に渡すように指示してほしいと依頼し
た。回収については，調査票に添付した返信用封
筒により郵送で行った。
　調査票配布の協力は，庄内地域の全日制高校
17 校のうち，1 校を除く 16 校から得ることがで
きた。16 校をあわせた高校 3 年生の生徒数（調
査票の配布数）は 2,686 人で，庄内地域の全日制
高校生徒数の 99.3％にあたる11）。調査票は 4 月
中旬に協力校へ持参し，5 月中旬まで回収を行っ
た。回収数は 407 通で，回収率は 15.2％であっ
た。男子生徒の親が 178 通，女子生徒の親が 222

通，性別不明が 7 通である。また，調査票には
父親が記入する欄と母親が記入する欄があり，回
答があったのは，父親が 384 通，母親が 403 通
であった 12）。

　2）調査結果と分析
　調査票の質問項目「高校 3 年生の子どもに対
し，親の気持ちとして，（U ターンも含めて）将
来的には庄内地域に残ってほしいと思うか」につ
いて，「そう思う」「どちらかといえば思う」と答
えた親の意識を「残留希望」とすると，残留希望
割合は全体で 66.2％であった 13）。細かくみると，
父親の息子に対する残留希望割合は 62.3％，娘
に対しては 71.8％であり，母親の息子に対する
残留希望割合は 61.2％，娘に対しては 67.5％で
あった。
　次に，親または子どもの社会経済的属性と，親
の子どもに対する残留希望割合との関係性を検証
するため，2 群の母比率の差の検定を行った。な
お，属性については質問が二者択一ではないもの
も含まれていたので，それらについては質問項目
ごとに回答を 2 群に分ける作業を行った。結果
を表 1 に示す。
　この結果から，大きく以下の 5 点を指摘でき
る。
　第 1 に，親自身が庄内での生活に魅力を感じ
ているか否か（項目⑤）は，「父親が息子に」「父
親が娘に」「母親が息子に」「母親が娘に」のすべ
ての残留希望割合について，有意水準 1％または
5％で差が認められた。親が庄内での生活に魅力
を感じていれば，子どもにも庄内に残ることを望
む傾向にあるといえる。
　第 2 に，親自身に庄内以外での居住経験があ
るか否か（項目②）については，母親の残留希望
に差がみられた。すなわち，他出経験がない母親
の方が，子どもへの残留希望割合が高い傾向にあ
り，とくに娘については有意水準 1％で差が認め
られた。つまり，他出経験がない母親ほど，子ど
もが庄内を離れることを希望しないといえる。一
方で，図 5 にみられるように，女子についても
近年他出経験率は高まっており，そうしたコー
ホートが今後母親世代になってくることを考慮す
ると，母親の子どもへの残留希望割合は今後低下
していく可能性が強い。
　第 3 に，親の学歴（項目⑦）について，高学
歴（大学・大学院卒）の母親は子どもへの残留
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表 1　残留希望割合に関する 2 群の母比率の差の検定．

Table 1　 Percentage of parents in the sample who want their children to remain in the Shonai region and the results 
of a 2-sample test for equality of proportions without continuity correction.

項目 回答 父親が息子に 父親が娘に 母親が息子に 母親が娘に

①子どものきょうだい有無

一人っ子 12 20 16 22
75.0％ 70.0％ 68.8％ 50.0％

きょうだい有 142 175 154 190
61.3％ 72.0％ 60.4％ 69.5％

②親の庄内以外居住経験

あり 117 145 104 129
＊＊

（0.004）
63.2％ 72.4％ 56.7％ 59.7％

なし 36 47 63 81
61.1％ 68.1％ 68.3％ 79.0％

③親子の地元残留話

する 97
＊

（0.037）

128 139
＊＊

（0.000）

174
68.0％ 71.9％ 68.3％ 68.4％

しない 55 63 31 38
50.9％ 69.8％ 29.0％ 63.2％

④-1 親の地域活動 1

積極的 59 67

＊＊

（0.007）

41 38
69.5％ 59.7％ 58.5％ 60.5％

消極的 95 124 128 171
57.9％ 78.2％ 61.7％ 69.0％

④-2 親の地域活動 2

積極的 48 49

＊

（0.012）

37 24

＊

（0.016）
66.7％ 57.1％ 67.6％ 45.8％

消極的 105 138 131 182
60.0％ 76.1％ 59.5％ 70.3％

⑤親の庄内生活への魅力

感じる 111

＊

（0.018）

149

＊＊

（0.006）

119

＊

（0.049）

157

＊

（0.012）
67.6％ 75.8％ 66.4％ 72.6％

感じない 39 36 48 47
46.2％ 52.8％ 50.0％ 53.2％

⑥子どもの通学校

地域進学校 37 45 40 48
56.8％ 64.4％ 52.5％ 60.4％

その他の高校 113 136 125 148
62.8％ 72.8％ 63.2％ 70.3％

⑦親の学歴

中高・専・短 104 145 152

＊

（0.010）

187

＊＊

（0.002）
58.7％ 72.4％ 64.5％ 71.1％

大学・大学院 50 50 18 25
70.0％ 70.0％ 33.3％ 40.0％

⑧父親の職業

給与所得者 79 114 77 111
62.7％ 70.4％ 61.1％ 68.5％

自営業者 12 16 12 13
66.7％ 72.7％ 66.7％ 59.1％

⑨世帯形態

三世代世帯 76

＊

（0.015）

95 84 101
69.7％ 72.6％ 64.3％ 71.3％

核家族 70 88 78 100
50.0％ 69.3％ 55.1％ 64.0％

⑩土地取得

親の代 64 71 64 74
57.8％ 66.2％ 57.8％ 62.2％

先代以前 73 105 83 107
68.5％ 77.1％ 68.7％ 74.8％

資料：アンケート調査（Source: Questionnaire survey）.
上数字：サンプル数，下数字：割合．
＊＊は両側 P 値が 1％で有意（カッコは両側 P 値）．＊は両側 P 値が 5％で有意（カッコは両側 P 値）．

「④-1 親の地域活動 1」は，町内会，自治会，消防団，婦人会，PTA 等の活動，役員を指す．「④-2 親の地域活動 2」は，地域
のお祭り・イベントなどを指す．「⑧父親の職業」で，給与所得者は会社員（会社役員を含む），公務員・教員，公的企業・団
体職員を指す．「⑧父親の職業」で，自営業者には農業を含む．
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希望割合が低くなる。息子に対しては有意水準
5％，娘に対しては有意水準 1％で差が認められ
た。図 6 で示したように，近年女子の進学率が
男子に比して大きく上昇していることから，今後
必然的に，庄内地域でも高学歴の母親層が増加す
ると考えられ，そのことによって，母親の子ども
に対する残留希望割合はますます低下する可能性
がある。
　第 4 に，親の地域活動（項目④）については，
父母とも積極的であるほど娘に対する残留希望割
合が低い。一方で，有意差はないものの，息子に
対しては逆に残留希望割合が高い傾向がある。こ
の点に関しての解釈は難しいが，地域社会におけ
る役割や負担感などに性差がある可能性を示唆す
るともいえる。
　第 5 に，子どものきょうだいの有無（項目①）
については，一人っ子の息子に対しては，きょう
だいがいる息子より残留希望割合が高かったもの
の，両者に有意な差はみられなかった。ここから
いわゆるイエ規範の影響の弱まりをうかがうこと
ができる14）。一方で，世帯形態（項目⑨）につい
て，三世代世帯の方が，核家族世帯より子どもへ
の残留希望割合が高く，「父親が息子に」では有
意水準 5％で差が認められたこと，また，有意な
差は認められなかったものの，戸建持ち家世帯の
土地取得（項目⑩）について，親自身の代に土地
を取得した世帯より，先代以前が取得した土地に
住んでいる世帯の方が，残留希望割合が高かった
ことを考慮すると，イエ規範の影響がまったくな
くなったとはいえない。
　その他，子どもと将来庄内地域に残るか残らな
いかについて話をする親（項目③）は残留希望割
合が高く，とくに息子に対しては有意差がみられ
た。また，子どもの通学校（項目⑥）については，
地域を代表する進学校 15）に通う子どもに対して
は，それ以外の高校に通う子どもより残留希望割
合が低かった。さらに，父親の職業（項目⑧）に
ついては，自営業者（農業を含む）の方が，給与
所得者より子どもに対する残留希望割合が高かっ
た。なお，項目⑥，⑧は予想された結果ではあっ
たが，有意な差はみられなかった。

V．お わ り に

　本研究では，若年層を中心として人口減少が進
む山形県庄内地域を対象に，その実態と要因を分
析した。また，若年人口の今後の動向を見通すた
め，その進路選択に影響を与えうる親世代に対し
てアンケート調査を行った。結果は以下のように
まとめられる。
　まず，コーホート変化の観察から，「10–14 歳」
から「20–24 歳」にかけて大きく人口が減少し，

「25–29 歳」で少しもち直した後はほとんど変わ
らないというパターンが，各コーホートにほぼ
共通してみられた。「10–14 歳」から「20–24 歳」
にかけてコーホート人口が大きく減少するのは，
高校卒業後の域外への進学・就職が主たる理由で
あるが，1990 年代後半から男女ともに，進学率
の上昇と，高止まり状態が続く県外進学割合に
よって，コーホート人口の減少幅が拡大してお
り，2000 年代の好景気による高卒就職者の県外
就職割合の上昇が，それに追い打ちをかける格好
となった。さらに U ターン移動の減少などから

「25–29 歳」でのコーホート人口のもち直しも弱
まっており，結果として，近年における若年人口
の残留率低下に拍車をかけていることがわかっ
た。
　一方で，2001 年に酒田市に A 大学が開学した
が，庄内地域の進学率上昇が続くなかで，県外進
学者の割合を大きく低下させるには至っていな
い。また，A 大学に入学する庄内地域出身者よ
り，A 大学を卒業して庄内地域に就職する人の方
が少ない。したがって，A 大学が，庄内地域の若
年人口の流出を抑える「ダム」としての役割を十
分に果たしているとはいい難いといえる。
　また，高校 3 年生の子どもをもつ親世代への
アンケート調査を行ったところ，子どもに対して

「将来的に庄内地域に残ってほしい」と考える親
の割合（残留希望割合）は 66.2％であった。
　そして，残留希望割合と，親または子どもの社
会経済的属性との関係については，いくつかの属
性が残留希望割合に影響を与えることが，検定の
結果から明らかになった。例えば，庄内以外での
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居住経験がある母親や，学歴の高い母親は，子ど
もへの残留希望割合が低い。そうした母親にとっ
て，子どもの将来の活躍の場として庄内地域は積
極的に期待を抱けない何らかの理由があると考え
られる。近年の進学率上昇にともない，同様な属
性をもつ母親が今後必然的に増えることを考慮す
れば，将来的に残留希望割合が一層低下する可能
性もある。
　また，地域活動に積極的な親ほど娘に対する残
留希望割合が低いことも示された。これについて
は，地域社会における役割や負担の性差などが，
その背景として推測しうる。
　庄内地域における若年人口の残留率上昇のため
には，むろん，U ターン希望者に対する企業情
報の提供をより充実させるなどの個別の施策も有
効であろう。しかしながら，長期にわたり人口を
維持していくためには，子どものライフコースに
影響を及ぼし得る親の意識のありようも重要であ
る。そのためには，子どもが将来を過ごす場所と
して，親自身も魅力を感じられるような地域づく
りや地域の将来構想が望まれる。
　最後に，本研究の意義と今後の課題について触
れたい。本研究は，近年の地方圏における若年人
口の動向に対して，若者本人ではなく，その親世
代にアンケート調査を行った点が大きな特徴であ
る。検定によって，巷間想定されうる事象を統計
的に裏づけたことで，今後の研究に多くの示唆を
与えることができたと考えている。
　一方，子どもが地域に残るか否かは，親の健康
状態や介護の必要性とも関わっており，親の子ど
もに対する残留希望を検討することは，親世代が
自身の老齢期をどう想定しているかを示すもので
もあると考えられる。
　しかしながら，アンケート調査からは，①「子
どもの残留を希望するか？」，②「①の理由は何
か？（介護の期待など）」といった「2 層の意識
構造」を解明することは困難である。それゆえ，
今後はグループインタビューなどによって，親の
意識をより掘り下げる研究が課題となるであろ
う。
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注

1）庄内地域の社会減少率も，2000–05 年の－1.9％か
ら，2005–10 年の－2.3％となっている（平成 26 年
山形県の人口と世帯数より）。

2）地元定着についての意識を分析した研究には，
Bjarnason and Thorlindsson（2006），濱 田・ 菊 池

（2010）などがあるが，いずれも親または子ども自身
の居住地選択に関する意識を対象としたものである。

3）農林水産省「作物統計調査（平成 26 年）」による。
なお，同調査による山形県のコメ収穫量は全国 4 位

（42.3 万トン）であることから，庄内地域は全国でも
有数のコメ生産地といえる。

4）山形県が 2015 年 12 月 21 日に公表した，2015
年国勢調査の速報値によると，庄内地域の人口は
279,506 人で，同研究所の推計値（277,271 人）にほ
ぼ近い結果となった。

5）2005 年から 2010 年における「10–14 歳から 15– 
19 歳」と「15–19 歳から 20–24 歳」のコーホート変
化率は，それぞれ 0.84，0.64 である。

6）「コーホート」とは，ある期間に婚姻・出生等何ら
かの事象が発生した人を集団としてとらえたもので
あり，出生によるものを「出生コーホート」と呼ぶ

（厚生労働省「出生に関する統計（平成 22 年度）」よ
り）。

7）渡辺（1985）は，1970 年代における全府県間移動
の 15％弱が県外への進学・就職移動であるとしてい
る。一方，谷（2000）は，地方圏から大都市圏への
移動に限れば，1970 年代以降，3 割前後が就職・進
学移動で占められるとしている。さらに山口・松山

（2015）は，地方ブロック（北海度・東北，北陸・甲
信越，中国・四国，九州・沖縄）によって差はある
ものの，2000 年代以降も地方圏から大都市圏への移
動の 20–30％は就職・進学移動によるものとしてい
る。

8）庄内地域の高校進学率が 80％を越えたのは 1969
年である。

9）厚生労働省（旧労働省）職業安定局のデータによ
ると，1999 年 7 月（2000 年 3 月高校新卒者）の求
人倍率は東北が 0.32 倍，京浜（東京，神奈川）が
1.26 倍であったのに対し，2009 年 7 月（2010 年 3
月高校新卒者）の求人倍率は東北が 0.29 倍，京浜が
1.83 倍であった。

10）なお，本社が庄内地域にあっても，庄内地域外の
事業所等に配属されるケースもあるので，必ずしも
全員が庄内地域に就職したとは限らない。

11）生徒数は山形県学校名鑑（平成 27 年度）による。
12）父親欄が未記入の調査票（23 通）を母子家庭のも
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の，母親欄が未記入の調査票（4 通）を父子家庭の
ものと考えることには注意を要する。なぜならば，
例えば，回答が母親だけであっても，父親が単身赴
任などで回答できないケース（実際には母子家庭で
はない）がある一方，父親欄に記入があっても，離
死別した父親について，母親がわかる範囲で回答し
ているケース（実際には母子家庭）が混在している
可能性があるからである。回答が父親だけの場合も
同様である。ゆえに，以降のアンケート調査の分析
では「両親」という概念は用いず，父親と母親をそ
れぞれ別個の存在として扱うこととする。

13）管見の限り同様の研究がみられないので，この数
字の高低について現段階で論じることはできない。
なお，参考までに「高校 3 年生の子ども」が含まれ
る1996–2000年出生コーホートの人口変化について，
国勢調査の実データと国立社会保障・人口問題研究
所（2013）の推計データをみたところ，2000 年（0–4
歳）を 100 とした場合の，最終推計年である 2040
年（40–44 歳）の人口指数は 73.5 であった。

14）息子を「長男」と「次男，三男等」に分けて同様
の検定を行っても，有意差は確認できなかった。

15）庄内地域で最も難関校とされる鶴岡南高校と酒田
東高校を指す。
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