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新規大卒者の Uターン移動と就職 

── 山形県庄内地域の事例 ──
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要　旨　　　本研究では，山形県庄内地域出身者を対象にアンケート調査を実施し，1980年代以
降の新規大卒者の Uターン移動と就職の実態について分析した。Uターン率について
は近年やや低下傾向にあり，入学難易度など進学先の大学の特徴によって差が生じて
いる。一方，Uターン時の職業は，かつては公務員や教員が主流であったが，長期的
な採用人数の減少傾向もあって，近年では会社員の割合が増えている。また，会社員
の職種は，ホワイトカラーから，かつて高卒者が多く就いていた現業職やブルーカラー
職にシフトしており，いわゆる学歴代替が生じている。さらに，卒業して職を得ない
まま Uターンするケースも増加傾向にある。  

　このように，庄内地域では近年，大学進学率が上昇する傾向にあるものの，Uター
ン率の現状，および，Uターン者の就業状況は決して良好な状態とはいえないため，
地域出身者の高学歴化が必ずしも地域の発展につながっていない可能性が指摘しうる。

キーワード　Uターン，大卒者，就職，山形県，庄内地域

　I.　は じ め に

　1.　問題の所在

　わが国で「地方の時代」という言葉が使われはじ

めてから 30年以上が経つが，地方が真に自立し発

展していくためには，その地域を支えていく人材，

特に若い世代の活躍が必要不可欠である。とりわけ，

人口減少地域においては，若年人口の流出による高

齢化やコミュニティの崩壊などが地域経済の衰退を

引き起こしており（和泉・守屋，1979 ; 藤井・ト

ロイ，1991 ; Pekkala, 2003 ; Grassmueck et al., 2008

など），そのような地域にとって，若年人口の地元

定着は喫緊の課題といえる。

　しかし，この点に関しては，地域で生まれ育った

若者が他地域での居住経験を持つことをまったく否

定するのではなく，そのような経験自体は評価した

うえで，いったん他地域に流出した若年人口が U

ターンするか否かを重要視する見方もある。たとえ

ば，二神（1971）は，「若年還流人口は，数年間の

大都会での生活において一定の都市的教養と技術を

身につけ，地方都市の生産，文化活動において極め

て有効に参加できる基礎的条件を持っている」とし

た上で，若年人口の流出現象を全く困ったことだと

嘆くことはないと述べている。また，山形県地域開

発史作成事務局（1993）は，Uターンする若年人口

を内地留学型の新しい開発可能性の芽として評価

し，「まちづくりの核に育てていくことが大切であ

る」と提言している。
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　地方圏出身者が地元で就職するか否かは地域の将

来性を計る一つの指標となりうる（細野，1996）が，

以上のように近年においては，他地域への流出から

Uターンに至るプロセスをキャリア形成過程の一形

態と位置づける論調が主流となっている（加茂，

1999）。

　しかるに，地方圏出身の若年人口の Uターン研

究は重要なテーマであるものの，わが国で人口移動

が把握できる既存統計である国勢調査および住民基

本台帳人口移動報告からは，そうした分析は極めて

困難である（山口ほか，2000）。また，そもそもUター

ンという現象自体が，その社会的，地理的重要性に

もかかわらず，定義や計測の困難さなどから人口移

動研究の分野において十分に考察されていないのが

現状である（Rodriguez et al., 2002）。

　こうした観点から，筆者らはかつて，厚生省人口

問題研究所（現在は国立社会保障・人口問題研究所）

が実施した第 3回人口移動調査（1991年）の個票デー

タを再集計することにより，地方圏において，Uター

ンも含めた就職時点での地元残留率が，1970年代

から 80年代にかけて上昇しているなどの知見を得

た（山口ほか，2000）。また，江崎ほか（1999，

2000）は，長野県と宮崎県の 1956～58年高校卒，

1966～68年高校卒，1976～78年高校卒の各世代を

対象としたアンケート調査から，三大都市圏に他出

した者が Uターンを選択する傾向は，学歴を問わ

ずこの間着実に強まっていることを明らかにした1）。

　一方で，江崎ほか（2007）は，山形県庄内地域に

おける，1976～78年高校卒，1986～88年高校卒，

1996～98年高校卒の各世代を対象としたアンケー

ト調査から，若い世代ほど Uターン率が伸び悩ん

でいることを明らかにした。また，同地域には通学

可能な高等教育機関が極めて少ないにもかかわら

ず，1976～78年高校卒と 1996～98年高校卒との間

で進学率が 10%近く上昇したこと，その影響もあっ

て，高校卒業後の地域外への流出率は世代が若いほ

ど高いことを指摘した上で，同地域からの若年人口

の流出率の上昇と流出者の Uターン率の鈍化が相

まって，同地域の若年人口の地元残留率低下が加速

する可能性を指摘している2）。

　2.　本研究の目的

　前述の山口ほか（2000）では，地方圏出身者の就

職時点での地元残留者のうち，どの程度が Uター

ンによるものかについては明らかにできなかった。

高卒者の進学率の上昇などによって，他地域に流出

した若年人口の Uターンにも量的，質的な変化が

みられると考えられるなか，このことは大きな課題

として残った。

　また，江崎ほか（1999，2000），江崎ほか（2007）

では，他地域流出者の Uターンについて学歴別の

傾向を考察しているが，今日では学歴別労働市場の

中心は大卒者である（苅谷，2010）ことを考慮する

と，今後は大卒者についてのより詳細な分析が必要

になるといえよう。

　より具体的には，進学した大学の特徴（入学難易

度など）によって Uターン率に差異が生じている

とすれば，大学進学による他地域への流出が，結果

的に Uターンを制約する場合もあることを意味す

るため，地方圏の発展にとってマイナス要因となり

かねない。また，大卒 Uターン者の職業や職種に

ついて世代間で変化が生じているとすれば，わが国

の大卒労働市場の変容のみならず，地方圏出身者の

大学進学による他地域への流出の意味についても再

考の必要性が生じるかもしれない。

　以上のような視点から，本研究では，地方圏の一

つである山形県庄内地域出身者を対象に，アンケー

ト調査により大卒者3）の Uターン移動について分

析を行い，その質的変化を解明することを目的とす

る。ただし，ここでは分析事項を初職時点で帰還す

る新卒 Uターンに限定する。その理由は，他地域

での就業経験を持つ既卒者の Uターンの場合，U

ターンまでの年数や前職の内容等によってその様相
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に大きな違いがあると考えられるため，新卒 Uター

ンとは区別して分析する必要があることが挙げられ

る4）。また，わが国の労働市場は学歴にかかわらず

新卒者の流入によって特徴づけられ（池田，1966），

その形態は今日でも大きく変化してない（苅谷，

2010）ため，本稿で考察する大卒者の新卒 Uター

ンも一定の規模が期待される。したがって，以下本

稿では，Uターンという表記は新卒 Uターンを指

すものとする。

　II.　アンケート調査の方法

　1.　調査対象地域

　本研究では，山形県庄内地域出身の男女に対して，

高等学校卒業後の居住経歴や職歴などをたずねるア

ンケート調査を郵送形式で行った。

　同地域を研究対象としたのは以下の理由による。

　まず，山形県庄内地域は山形県の北西部にあり，

北，東，南を，1,500 mを超える山々がそびえる山

地に囲まれ，西は日本海に面している。こうした地

形的条件に加え，江戸時代は庄内藩として栄えたこ

とから，2000年国勢調査の人口は 32万 565人，面

積は約 2,400 km2という大きさにもかかわらず，全

自治体が参加して広域行政組合を構成するなど，地

域としてのまとまりが比較的強い5）。

　また，学校基本調査（山形県）によると，庄内地

域全体における大学進学率は，1970年代後半は約

20%であったが，1990年代後半には約 30%に上昇

している。こうした進学率の上昇にもかかわらず，

庄内地域の大学は，2001年に東北公益文科大学（酒

田市）が開学するまでは，山形大学農学部（鶴岡市）

のみであった6）。したがって，前述の地形的条件等

から，進学希望者はほぼ全員が親元を離れて地域外

へ流出する必要があった。そして，大学進学者の地

元就職は，すなわち Uターン就職を意味した。

　一方，社団法人経済同友会が 2006年に公表した

提言書「基礎自治体強化による地域の自立」では，

基礎自治体の人口規模をおおむね 30万人と想定し

ており，これは庄内地域の人口とほぼ合致する。

　したがって，地域特性および地域スケールの面か

ら，山形県庄内地域は本研究の調査対象地域として

適当であると考えられる。

　2.　調査対象者

　本研究における Uターンの定義は，高校卒業時

の居住地と，初職時の居住地がともに庄内地域の場

合である。ただし，前節で述べたような地域的まと

まりの観点から，両居住地が異なる自治体に属して

いても Uターンとした。

　調査対象者の抽出にあたっては，庄内地域の高等

学校の卒業生名簿（同窓会名簿）を参照し，名簿記

載の住所にアンケート票を郵送した。

　名簿については，山形県庄内地域の全高校（20校）

に入手の可否をたずね，協力の得られた 12校，す

なわち酒田東，酒田西，酒田南，酒田北，酒田中央，

酒田商業，酒田工業，鶴岡南，鶴岡北，鶴岡工業，

庄内農業，山添の各高校から入手した。20校中 12

校から名簿を入手できたことで，地域的分布や進学

率（就職率）に基づく各校の性格など様々な点から

みて，本調査においては満遍なく調査対象者を抽出

することが可能となった7）。

　本研究の調査対象者は，江崎ほか（1999，2000）

との比較可能性も考慮して，1976～78年高校卒，

1996～98年高校卒の 2世代の男女とした。

　調査票は，2004年 6月から 8月にかけて郵送，

回収した。1976～78年高校卒には 5,000通送付し，

1,092通を回収（回収率 21.8%），1996～98年高校

卒には 7,000通送付し，699通を回収（同 10.0%）

した。また，本研究で分析対象となる大学進学者の

サンプルは，1976～78年高校卒が 300人（男子 182

人，女子 118人），1996～98年高校卒が 301人（男

子 134人，女子 167人）であった。
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　III.　大卒 Uターンの特徴とその変化

　1.　大学による Uターン率の違い

　Uターン率は，大学によって異なると考えられる。

既存研究をみると，岡崎（1976）は，全国から学生

が入学する首都圏の私立 H大学と，同じく首都圏

にある，旧帝国大学の流れをくむ国立 T大学の卒

業生の Uターン率8）を比較し，前者が約 4割に達

するのに対して後者は約 1%に過ぎないことを明ら

かにした。また，池田（1993）は，地方圏出身者が

過半数を占める同じ首都圏の大学でも，受験偏差値

の高低によって卒業後の Uターン率が大きく異な

ることを検証し，そうした差異を「大学の地位や伝

統によって構造的に発生するもの」と結論づけてい

る。

　しかしながら，これらの既存研究は，特定のエリ

ア（首都圏）に所在する特定の大学を事例として比

較したにとどまっていること，また Uターンの範

囲が道府県レベルとやや広いことが問題点として指

摘される。

　そこで，本研究では，回答者のうち卒業大学が把

握できる者（1976～78年高校卒 : 300人中 241人，

1996～98年高校卒 : 301人中 211人）について，

いくつかのグループに分類して庄内地域へのUター

ン率を比較した。

　ただし，大学分類にあたっては標準的な手法が存

在しない（平沢，2010）ため，以下の手順によって

行った。

　まず，卒業大学の所在地が県内か県外かによる分

類である。「県民性」（Prefectural Identity）という

言葉が既存研究（佐藤・高木，1999 ; 山口，2005

など）においてしばしば用いられるように，進学に

よる地域外への流出も，県内大学と県外大学とでは

本人の心理的距離が異なると考えられる。したがっ

て，行政界を一つの分類基準とすることには相応の

意味があるだろう。そこで，県内大学をグループ I，

県外大学をグループ IIとする。

　次に，県外の大学を，国公立大学および代表的な

難関私立大学である早稲田大学，慶應義塾大学（グ

ループ IIa）と，その他の私立大学（グループ IIb）

に分類した9）。このような分類を行ったのは，庄内

地域を含む山形県では大学選択における国公立志向

が強く，高位学力者の多くは国公立大学に進学する

傾向にあるためである10）。

　分類の結果，1976～78年高校卒はグループ Iが

40人，グループ IIaが 65人，グループ IIbが 136人

となり，1996～98年高校卒はグループ Iが 31人，

グループ IIaが 94人，グループ IIbが 86人となっ

た11）。

　第 1表は，1976～78年高校卒および 1996～98年

高校卒の，各グループの庄内地域への Uターン率

を算出したものである。これによると，グループ I

は県内移動であることから，男女とも比較的 Uター

ン率が高い。また，県外移動をともなうグループ

IIa，グループ IIbをみると，IIaでは男女とも Uター

ン率が 3グループで最も低く，世代間の低下幅は男

子の方が大きい。一方，グループ IIbについては，

男子の方が女子より Uターン率が高く，1996～98

年高校卒ではその傾向がいっそう顕著にみられた。

　次に，第 1表の結果について 2群の比率の差の検

定を行ったところ（第 2表），各グループの Uター

ン率の世代変化についてはいずれも有意差が認めら

第 1表　出身大学グループによる Uターン率の違い

グループ
高校卒業年

1976～78年 1996～98年

男子
I 40.0% 38.5%

IIa 23.4% 14.0%

IIb 38.1% 40.5%

女子
I 50.0% 50.0%

IIa 16.7% 15.7%

IIb 28.8% 18.2%

　アンケート調査に基づく



山口ほか：新規大卒者の Uターン移動と就職

215

れなかったものの，1996～98年高校卒の男子にお

ける，グループ IIaとグループ IIbの Uターン率に

は有意水準 1%で差があることが確認された（両側

P値 0.006）。1976～78年高校卒ではこのような有

意差は認められなかったことから，男子については，

県外の大学に進学した場合，大学の特徴（主に国公

立か否か）によって Uターンが制限される傾向が

強まっているといえる12）。

　また，1996～98年高校卒のグループ IIbにおける，

男女の Uターン率も有意水準 5%で差があること

も確認された（両側 P値 0.023）。これについては，

大都市圏に所在する私立中堅大学の女子学生の就職

を研究した筒井（2010）が参考になる。筒井は，男

子学生にはほとんどみられない，女子学生の就職環

境の特徴として，一般職での採用が多いことと，親

元を離れて暮らしている場合，企業人としてやって

いけるという意味で企業が高く評価していることを

挙げているが，本研究でみられたような，グループ

IIbでの Uターン率の男高女低の有意差には，そう

したことも背景にあると考えられる。

　加えて，県外に進学した女子の学卒 Uターン率

が低下している点も，既存研究の結果とも符合して

いる。中川（1996）は，コーホートの分布変動から，

30歳前後における大学卒業人口の分布状況が，そ

の後の居住分布に決定的な意味を持っているとした

上で，女子の方が大学卒業人口の東京圏集中傾向が

男子よりも強いことを実証した。また，中川（2005）

は，女子の大学卒業人口の東京圏集中傾向が顕著な

要因について，サービス経済化が進展し，高学歴女

子の雇用機会が男子以上に東京圏に集中しているこ

となどを挙げている。

　2.　Uターン時の職業

　次に，Uターン者の職業13）の変化を示したもの

が第 3表である。これによると，1976～78年高校

卒では男女ともに「公務員，教員」の割合が最も高

く，岩手県を事例とした同時期の研究である水谷

第 2表　2群の母比率の差の検定
男子，グループ IIの ab 差

1976～78年高校卒 IIa IIb

サンプル数 47 84 統計量 : z 1.718

Uターン率 23.4% 38.1% 両側 P値 0.086

1996～98年高校卒 IIa IIb

サンプル数 43 42 統計量 : z 2.752

Uターン率 14.0% 40.5% 両側 P値 0.006**

グループ IIbの Uターン率の男女差

1976～78年高校卒 男子 女子

サンプル数 84 52 統計量 : z 1.102

Uターン率 38.1% 28.8% 両側 P値 0.270

1996～98年高校卒 男子 女子

サンプル数 42 44 統計量 : z 2.276

Uターン率 40.5% 18.2% 両側 P値 0.023*

＊＊ 1%で有意
 ＊ 5%で有意
アンケート調査に基づく
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（1981）の結果とも一致していた。特に，男女を合

わせたグループ I，グループ IIaでは 8割前後が「公

務員，教員」であったのに対し，グループ IIbでは

約 3分の 1にとどまっており，検定においても有意

水準 1%で差が認められた14）。したがって，この時

期には「高位学力層の Uターン=公務員または教員」

という構図が存在していたと考えられる。

　しかし，1996～1998年高校卒では，「公務員，教

員」の割合が男女とも低下し，男子では逆に「会社

員」が過半数を占めることとなった。これは，山形

県あるいは庄内地域における公務員，教員の長期的

な採用減が影響していると考えられる15）。グループ

別にみても，各グループの「公務員・教員」の割合

は 35%前後でほとんど差が無く，「高位学力層の U

ターン=公務員または教員」という構図は弱まって

いる。

　一方，とりわけ男子において，無業の状態でUター

ンする割合が増えている点も見逃せない。1976～78

年高校卒が 6.3%だったのに対し，1996～98年高校

卒では 14.7%と，約 7人に 1人が大学を卒業して

も職を得ないまま Uターンしている16）。基本的に

新卒を対象としているわが国大卒労働市場の特性

（本田，2010）において，大都市圏を中心に大卒無

業者が滞留していることはすでに問題視されている

が（週刊文春編集部，2000など），今後，地方圏へ

の Uターンにもこうした潮流が顕著になるとすれ

ば，地域の発展にとって大きな問題となるだろう。

　3.　Uターン時の職種

　最後に，Uターン時の職業が「会社員」であった

人について，その職種の変化をみたものが第 1図で

ある。ただし，女子については 1976～78年高校卒

の「会社員」が 6人で，うち 3人の職種が「その他・

不明」であるため，世代間の比較が困難である。し

たがって，ここでは男子のみについてみることとす

る。

第 3表　大卒 Uターン者の職業

高校卒業年

1976～78年 1996～98年

男子

会社員  41.5%  51.4%

公務員，教員  43.1%  25.7%

自営業   4.6%   2.9%

非正規雇用   3.1%   0.0%

無業   6.2%  14.3%

その他，不明   1.5%   5.7%

男子 計 100.0% 100.0%

女子

会社員  16.2%  29.3%

公務員，教員  59.5%  43.9%

自営業   0.0%   0.0%

非正規雇用  10.8%  12.2%

無業  13.5%  14.6%

その他，不明   0.0%   0.0%

女子 計 100.0% 100.0%

アンケート調査に基づく

第 1図　「会社員」の職種（男子）
　　　　アンケート調査に基づく
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　1976～78年高校卒では「事務，管理職」や「技

術職」といった管理権限や高度な技能を要する職種

に就く割合が高かったが，1996～98年高校卒では

これらが大きく減少し，代わって「営業，販売，接

客職」が過半数を占める結果となった。

　これを，大学という高等教育の位置づけから考察

すると，1976～78年高校卒の時代は，全国的にも

大学進学率が今ほど高くはなく，大卒者に求められ

る知識や技能が明確であった（山口，2002）。しかし，

その後の大学数（入学定員）の増加17）によって，

大学のヒエラルヒーが一層顕著になり，その裾野も

拡大した。換言すれば，この拡大部分に相当する大

学に，増加する大学進学者の多くが吸収されていっ

た。つまりは，以前であれば大学に行かなかった層

が，こうした大学に進学することとなった。

　一方，この間におけるわが国の産業の高度化とい

う背景を考えると，大卒労働市場に参入する企業の

規模やタイプ，大卒就職者に期待されるスキルや能

力といった面でも変化が起こったため，裾野部分に

相当する大学においては，そもそも大卒労働市場へ

の参入自体が困難になるという現象すら生じた（苅

谷ほか，2006）。

　したがって，いわば当然の帰結として，かつては

高卒者が主に就いていた職種に大卒者が就くという

学歴代替が起きた。第 1図は，そのことを如実に示

している18）。

　IV.　お わ り に

　本研究では，山形県庄内地域を対象にして，1976

～78年高校卒と 1996～98年高校卒における新規大

卒者の Uターンの動向を大学のグループ別に明ら

かにし，Uターン者の就職の質的変化について考察

を行った。

　結果は以下のように要約される。

　まず，分析対象者の卒業大学を，県内大学（グルー

プ I），県外大学のうち，高位学力層を中心とする

国公立大学および首都圏の難関 2私大（グループ

IIa），その他私大（グループ IIb）に分け，グループ

別の Uターン率を比較したところ，グループ間，

世代間で違いがあることが明らかになった。中でも，

男子の県外大学卒業者では，グループ IIaの Uター

ン率の低下傾向とグループ IIbの Uターン率の上昇

傾向があいまって，若い世代（1996～98年高校卒）

では両グループの Uターン率に有意な差が生じて

いた。また，若い世代では，グループ IIbの男女の

Uターン率にも有意な差（男高女低）が生じており，

大卒労働市場における男女の環境の違いが推察され

た。

　一方，Uターン後の職業については，かつては公

務員や教員が主流であったが，長期的な採用人数の

減少傾向もあって，近年では会社員の割合が増えて

いる。だたし，男子では，卒業して職を得ないまま

Uターンするケースも増加傾向にある。また，会社

員就業者についてその職種をみると，ホワイトカ

ラーから，かつて高卒者が多く就いていた現業職や

ブルーカラー職にシフトしており，いわゆる学歴代

替が生じている。

　このように，庄内地域出身大卒者の Uターンに

ついては，とりわけ県外の大学を卒業した高位学力

層の相対的な比率の低下傾向がみられると同時に，

Uターン時の無業者も増えているなど，就業状況も

決して良好とはいえない。したがって，庄内地域出

身者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が指摘されう

る。

　なお，本研究は庄内地域に東北公益文科大学が開

学する前の世代を分析対象としたが，同大学の開学

によって，地元の大卒労働市場で Uターン就職希

望者と同大学出身者との競合が発生していることは

容易に考えられる。このような雇用情勢のさらなる

変化をふまえて，新規大卒者の Uターン就職の変

容について考察を加えることは，同様の地方圏の新
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設大学が続々と卒業生を地域労働市場に送り出して

いる昨今，重要な知見を提供することになり，今後

の課題となるだろう。

　また，本研究では考察できなかった，転職などを

ともなう大学既卒者の Uターンも決して無視し得

ない存在であり，そうした形態の移動についても研

究が必要であろう。

　付　　　記

　本研究の遂行にあたり，卒業生名簿（同窓会名簿）

の利用をご許可下さった，山形県庄内地域の高等学

校関係者の方々に，この場を借りて厚く御礼申し上

げます。なお，本研究では平成 15～16年度科学研

究費補助金（若手研究（B），研究代表者 : 江崎雄治，

課題番号 15700548）および平成 15年度専修大学研

究助成（研究代表者 : 江崎雄治）を利用した。また，

本稿の骨子は 2005年度日本地理学会春季学術大会

（青山学院大学）において発表した。

（2010年 9月 28日　受理）

注

 1）　若年人口の Uターン傾向の強まりは国外でも観
察され，たとえば，DaVanzo and Goldscheider（1990）
は，同一の調査対象に繰り返し行われるパネル調査
であるアメリカの NLS-72（The National Longitudi-

nal Study of the High School Class of 1972）を分析し
て，いったん親元から独立した若者が，その後親元
に戻るケースが次第に増えている事実を確認してい
る。

 2）　このほか，一時点ではあるが，新規大卒者の U

ターン就職を分析した研究として水谷（1981），川
田（1992，1993）などがある。

 3）　大学院修了者を含む。なお，以降の文章で「大学」，
「大卒」などの表現を用いる場合，特に断りのない
場合は大学院を含む。

 4）　亀野（2003）は，転職をともなう Uターンに着
目し，とりわけ地元企業の中途採用に対する取り組
みや考え方の分析に力点を置いている。

 5）　1972年に地域内の全 14市町村で構成された「庄

内広域行政組合」（平成の大合併により，現在は 5

市町）は，県や市町村の行政枠を越えた独自の条例
や総合計画を持つ。また，同地域のほぼ中心を最上
川が流れ，下流域には庄内平野が広がることから，
地域の地形的一体性も強い。

 6）　山形大学の定員約 2,000名のうち，農学部の定
員は 155名（2005～2009年度）である。一方で，
山形大学の入学者全体に占める，山形県内高校出身
者の比率はおおむね 20%台後半で推移している（山
形大学パンフレットより）。したがって，庄内地域
の高校を卒業して山形大学農学部に進学する者の割
合は，同地域の大学進学者全体の中では小さいと推
測される。また，山形大学は，鶴岡市にある農学部
の他に，工学部が米沢市，その他の学部が山形市に
あるが，いずれに通うにせよ，距離や地形，交通な
どの問題から，親元を離れて地域外に出なければ通
学は困難である。なお，農学部生も 1年次は（2年
次までの時期もあった）山形市のキャンパスに通う
ため，進学時はいったん地域外に流出する必要があ
る。

 7）　庄内地域の高校は大半が鶴岡市と酒田市に集中
するが，調査対象とした高校がどちらか 1市に偏っ
ていることはなかった。また，大学進学率について
みても，いわゆる進学校に偏ることはなく，さらに，
1校を除いてすべて共学校であり，12校全体の男女
比もほぼ 1対 1となった。

 8）　非大都市圏出身で，卒業後に再び出身県へ帰還
した人の割合。新規学卒者だけでなく，既卒者の転
職などによる Uターンも含む。

 9）　大学院修了者は，県内は I，県外はすべて IIaに
分類した。

10）　学校基本調査では，都道府県別の大学進学者を
「国公立」と「私立」に分類して集計している。こ
れによると，山形県内の高校を卒業した大学進学者
のうち国公立の割合は，1976～78年が 27.8%（全国
21.0%，東京都 10.7%），1996～98年が 38.1%（全国
22.0%，東京都 9.0%）であり，全国や大都市圏と比
較して高い水準にある。

11）　1980年代までは，山形県内の大学は山形大学の
みだったため，1976～78年高校卒のグループ Iは全
員が山形大学卒業者である。また，1990年代に，
山形市内に東北芸術工科大学が開学したが，入学定
員は山形大学の 5分の 1以下であり，実際 1996～
98年高校卒のグループ Iも 31人中 30人が山形大学
卒業者であったことから，グループ Iはほぼすなわ
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ち山形大学卒業者である。一方，グループ IIにつ
いては，サンプル数を大学数で割った「1校あたり
の平均人数」を算出したところ，グループ IIaは
1976～78年高校卒が 2.1人，1996～98年高校卒が 1.8

人，グループ IIbは 1976～78年高校卒が 2.0人，
1996～98年高校卒が 1.5人であった。したがって，
世代間において各グループ内の大学が特段多様化し
たとはいえない。以上から，本研究で，1976～78

年高校卒と 1996～98年高校卒の各グループを，そ
れぞれ同じ属性を持ったグループとして扱うことに
問題はないと考えられる。

12）　これが本人の意思によるものなのか，本人を取
り巻く社会的，経済的環境によるものなのかは明ら
かではなく，今後の課題である。

13）　会社員には公的企業（旧国鉄，旧公社など）お
よび団体職員（農協，財団法人など）を含み，自営
業には農業を含む。また，非正規雇用はアルバイト
等からなる。

14）　グループ Iとグループ IIbとの差の両側 P値は
0.0004，グループ IIaとグループ IIbとの差の両側 P

値は 0.0032である。
15）　国勢調査から，山形県の 20～24歳就業者に占め
る「公務」の割合（男女計）をみると，1980年お
よび 1985年においてはそれぞれ 4.3%，4.2%であっ
たのに対し，2000年および 2005年においてはそれ
ぞれ 3.6%，3.4%であった。また，庄内地域の人口
の約 3分の 2を占める鶴岡市，酒田市における，大
卒者を対象とした新規職員採用数をみると，1980～
85年の両市の合計が 104人であったのに対し，
2000～05年の合計は 76人であった。

16）　無業者で卒業大学が判明する者の内，半数以上
がグループ IIbに属していたが，クロス集計によっ
てサンプル数が僅少となるため，「無業での Uター
ンはグループ IIbに特徴的な傾向」と結論づけるに
は注意を要する。

17）　学校基本調査によると，全国の 1976年度の大学
入学者は 420,616 人であったが，1998 年には
590,743人と，約 1.4倍に増加している。

18）　1996～98年高校卒の女子の「会社員」も，男子
と同様に「営業，販売，接客職」が過半数を占めて
おり，本節で述べた内容は，女子についてもある程
度当てはまると考えられる。
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Return Migration of New University Graduates and their Job Seeking Processes :  

A Case Study of Shonai Region, Yamagata Prefecture

Yasufumi YAMAGUCHI＊, Yuji ESAKI＊＊ and Kaoru MATSUYAMA＊＊＊

　　Most of the peripheral areas in Japan are now facing demographic decline.　Therefore, promoting 

young people to settle down locally is crucial for the future of these areas.　It is important to clarify the 

actual circumstances of movements related to job seeking, including return migration, among new univer-

sity graduates who were originally from peripheral regions.　In this research, a questionnaire survey of 

1976-1978 and 1996-1998 graduates from 12 high schools in Shonai region was carried out to estimate the 

tendency of return migration to this region.

　　Results from the survey showed that, compared with the 1970’s, the percentage of students who 

advanced to higher education in the 1990’s had risen both in males and females.　At the same time, the 

rate of return migration to Shonai had declined, and this tendency was more apparent among people who 

graduated from prestigious universities.　The number of graduates who returned without any job also 

increased.　Regarding occupational status after returning, public servants and teachers were previously 

the main job types, but partly because of decreasing numbers of these kinds of jobs, people working in the 

private sector now comprised the largest job group.　The job category had changed, as well.　In the past, 

most of the university graduated return migrants got white-collar jobs.　Recently, return migrants worked 

more in blue-collar jobs and were replacing high school graduates in these positions.

　　Thus, the number of return migrants to Shonai has reached a plateau, and job opportunities in this 

region are still not adequate.　Although the rate of higher-educated people who have roots in Shonai has 

increased, it may not necessarily bring greater development to the region.

Key words : return migration, university graduates, job seeking process, Shonai region, Yamagata Prefec-

ture
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