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教育の地域格差



研究の概要

・大学進学率の地域間格差に関する研究
◆親の共働きが子どもに対してどういう影響か調査



教育経済学の概要

経済学的方法を用いた教育事象の研究の総称である

教育の経済的効果

→所得向上による国内経済の安定化、成長効果の期待

教育の費用負担

→大学の学費、塾などの追加費用

出典：日本における教育経済学の展開 小林雅之著 1995-03-30



平均 39%

分散 0.005

最大値 60%

最小値 27%



地域によって大学進学率がなぜ違うのか？

大学進学の要因
大卒者の所得向上
教育の負担

進学率の格差の要因
大卒者の所得向上が地域によって違う？
教育の負担が地域によって違う？

↓

家庭での教育の負担(共働き)の影響かも



共働きは教育を阻害するか？

共働き世帯:親が家にいない時間が長い

↓

子どもに対する教育が少なくなる可能性

↓

大学に進学しにくくなるかも



平均 ５８％

分散 ０．００１

最大値 ７０％

最小値 ５０％



共働き世帯割合（分析）

出典:国勢調査産業等基本集計(夫婦の一般世帯)

北海道 50.4% 栃木県 60.8% 石川県 58.3% 滋賀県 62.7% 岡山県 57.2% 佐賀県 60.0%

青森県 56.3% 群馬県 60.0% 福井県 58.9% 京都府 58.7% 広島県 56.2% 長崎県 54.7%

岩手県 55.8% 埼玉県 62.5% 山梨県 58.6% 大阪府 59.6% 山口県 51.6% 熊本県 57.0%

宮城県 60.0% 千葉県 59.9% 長野県 56.4% 兵庫県 59.1% 徳島県 55.2% 大分県 53.3%

秋田県 52.7% 東京都 58.4% 岐阜県 59.2% 奈良県 59.2% 香川県 55.1% 宮崎県 53.2%

山形県 57.0% 神奈川県 60.8% 静岡県 59.0% 和歌山県 55.0% 愛媛県 53.4% 鹿児島県 52.8%

福島県 58.4% 新潟県 58.0% 愛知県 61.7% 鳥取県 57.3% 高知県 53.2% 沖縄県 69.6%

茨城県 60.1% 富山県 58.5% 三重県 57.3% 島根県 52.1% 福岡県 59.0%



先行研究



先行研究の紹介/豊田(2019)

「大学進学率の地域格差はなぜ縮まらないのか？」

分析内容:人口移動と世代間の学歴再生産が大学進学率の地域格

差を拡大させているのではないか

被説明変数:大学進学率

説明変数:大学収容率、世帯の所得水準、親世代の大学卒業率、

親世代の大学進学率、大卒人口の男女比

結果:大学へのアクセシビリティと地域の学歴別人口構成が強く作用している



豊田(2019)との違い
豊田(2019)
目的:人口移動と世代間の学歴再生産→教育の地域格差
説明変数:
所得水準,親世代の大学進学率,大卒人口の男女比,大卒人口の男女比,
大学のアクセシビリティ

使用データ: 1990～2010年・都道府県別データ

本研究
目的:共働き世帯の地域差→教育の地域格差
説明変数:
所得水準,親世代の大学進学率,共働き世帯の割合,児童扶養手当の割
合,生活保護受給者の割合,初任給

使用データ:都道府県別データ



学術的意義

豊田(2019)を基本モデル
共働き世帯の割合の変数を追加



モデル



豊田(2019)のモデル

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 + 𝛽3𝑥3𝑖 + 𝛽4𝑥4𝑖 + 𝛽5𝑥5𝑖 +𝛽6𝑥6𝑖
𝑌𝑖 :都道府県別大学進学

𝑥1𝑖 :大学収容率のアクセシビリティ

𝑥2𝑖 :所得水準

𝑥3𝑖 :親世代の大卒者率

𝑥4𝑖 :親世代の大学進学率

𝑥5𝑖 :大卒人口の増減率

𝑥6𝑖 :大卒人口の男女比



本研究のモデル
・𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 +⋯+ 𝛽6𝑥6𝑖 + 𝛽7𝑥7𝑖
𝑌𝑖 :都道府県別大学進学

𝑥1𝑖 :親世代の大学進学率

𝑥2𝑖 :県民所得

𝑥3𝑖 :共働き世帯割合

𝑥4𝑖 :初任給(大卒と高卒の差)

𝑥5𝑖 :児童扶養手当割合

𝑥6𝑖:生活保護受給者の割合



推定



推定方法
・OLSで推定

・クロスセクションデータを使用

・２０１０年の各都道府県データを使用

当該データが見つからなかった場合、前後２年のデータを使用

児童扶養手当(平成１０年度)



係数 P-値

切片 -0.21 0.09

一人当たりの県民所得 0.0001 0.0005

親世代の大学進学率 0.40 0.002

初任給（大卒と高卒の差額） 0.001 0.56

児童扶養手当割合 -7.67 0.17

生活保護受給率割合 0.70 0.78

共働き世帯割合（子供あり） 0.43 0.01



分析結果
⚫影響あり(正の関係)

⚫ 所得
⚫ 親世代の進学率

⚫ 共働き世帯の割合

⚫影響なし
⚫ 初任給、生活保護受給率、児童扶養手当

→金銭的な変数が効いてない

親世代の影響が強い



結論
この結果によって・・・
共働きによる子供の進学率上昇がみられる
親が社会に出ていることの重要性
子供の大学へ進学させることへの意欲

↓

共働きは大学進学を低下させる

共働きは教育面でも良い印象がある
大学進学に良い影響を与えている



出典



データ出典

・一人当たりの県民所得：県民経済計算

・親世代の大学進学率:学校基本調査

・大学/高校初任給:賃金構造基本統計調査

・共働き世帯割合:平成２２年国勢調査結果

・生活保護受給者割合:厚生労働省被保護者調査

・児童扶養手当：厚生省福祉行政報告例
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ご清聴ありがとう
ございました。


