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和文摘要
　本研究では、首都圏における 4 都県（東京都、

神奈川県、埼玉県、千葉県）を対象地域とし、

それぞれの都県ごとに、東京都心として定義し

た東京都千代田区から各市区町村までの距離と

合計特殊出生率の関係について検証を行った。

結果として、出生率の重要な決定要因である結

婚行動を表す合計未婚率の影響を除去してもな

お、東京都、神奈川県、千葉県では、東京都心

からの距離は合計特殊出生率に対して正の影響

を与える一方、埼玉県では、東京都心からの距

離と合計特殊出生率との間には有意な U 字の

関係が見られ、U 字の谷は東京都心から 30 ～

60km辺りの自治体であった。神奈川県、千葉県、

埼玉県における合計特殊出生率の分布の距離帯

はほぼ同じであるため、埼玉県のみ U 字型が

形成された点は特徴的であり、この根拠を明ら

かにした。東京都、神奈川県、千葉県で正の関

係が見られた根拠としては、東京都心から離れ

るほど機会費用が弱まるからと解釈できるが、

埼玉県ではこれに加えて、東京都心から 10 ～

30km 辺りに位置する都心から近い地域では子

育て環境が整備されている一方、30 ～ 60km 辺

りに位置する地域では通勤時間と保育所の立地

状況との関係から子育て環境が良好でないこと

が顕著に表れた可能性がある。これに関しては、

埼玉県の東京都心に近い地域に焦点を当てた実

証分析を行い、他都県で働く女性の割合が高い

ことが保育環境の整備を促進させ、結果として

この地域の合計特殊出生率を高め、このことが

東京都心からの距離と合計特殊出生率との間の

正の線形関係を歪めて U 字型にしている一因

となる可能性を明らかにした。また、保育環境

としては、通常あまり取り上げられない、居住

地と保育所との距離という地理学的な要因の重

要性をある程度まで示すことができた。これら

の結果は、様々な側面から保育環境を整備する

ことにより、通常機会費用が高く出生率が低い

東京都心から近い地域において出生率を高める

ことができる可能性を示しており、待機児童問

題等が深刻な東京 23 区を始めとして、都市的

な地域が効果的な少子化対策を行っていく際の

重要な検討材料になると考えられる。

はじめに
　わが国においては、合計特殊出生率（以下、

TFR もしくは出生率）が置換水準を下回る少子

化の状態が続いており、様々な角度から少子化

の原因およびその対策について論じられてい

る。こうした状況において、わが国で地理学的

側面を考慮に入れた分析は多くはない。特に、

東京都心からの距離帯に応じて出生率の分布を

検証し、都県ごとの特徴を明らかにした分析は

見当たらない。

　そこで、本研究では、首都圏における 4 都県

（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）を対象

地域とし、それぞれの都県ごとに、東京都心と

して定義した東京都千代田区から各市区町村ま

での距離と出生率の関係を明らかにし、自治体

ごとに距離帯に応じた出生率分布の特徴を明ら

かにするとともに、その背景要因について考察

する。また、特異な傾向が見られた埼玉県の背

景要因についても検証を行う。

　第一に、東京都心からの距離と出生率との関

係およびその背景要因について、散布図、分布

図、重回帰分析等から明らかにする。第二に、

4 都県の中でも特徴的だった埼玉県の背景要因

について検証を深めることにより、東京都心地

域を始めとする都市的な地域が効果的に少子化

対策を行っていく際の検討材料を提供する。
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1.  理論的考察
　東京都心からの距離と出生率との関係を考え

る場合、女性の賃金を考慮に入れる必要がある。

すなわち、東京都心から離れるほど女性の賃金

は低くなると考えられるので、これに Butz and 

Ward（1979）の説明を援用すれば、東京都心か

ら離れるほど出産・育児の機会費用が低くなる

と推察される。

　この関係について詳細に見てみる。まず、東

京都心からの距離と女性の賃金との関係につい

て検証を行う。市区町村別の賃金データは得る

ことが難しいので、ここでは都道府県別の賃金

を用いた。データソースは厚生労働省 2009 年

「賃金構造基本統計調査」における一般労働者

の「きまって支給する現金給与額」と「年間賞与

その他特別給与額」の合算値である。また、都

道府県別で見る場合、東京都心からの距離を捉

えにくいが、ここでは東京都を東京都心として

捉え、東京都とそれ以外の道府県との距離と女

性の賃金との関係を見た。東京都からの距離は、

国土地理院が公表している県庁間の距離（http://

www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/kenchokan.html）を用

いた。図 1 は、この関係を示したものであるが、

負の相関を示しており、東京都から離れるほど

女性の賃金は低くなることが分かる。

　Butz and Ward（1979）によれば、女性の賃金

の低下は、出産・育児の機会費用の低下として

捉えることができるので、東京都心から離れる

ほど出産・育児の機会費用は逓減すると推察で

きる。また、Butz and Ward（1979）によれば出産・

育児の機会費用の高まりは出生率を押し下げる

ように作用するので、東京都心から離れるほど

出生率は高くなると推察できる 1）。

　上記の Butz and Ward（1979）の議論は、結婚

した夫婦の出産・育児の機会費用についての議

論であるが、その前段階の結婚行動についても

注視する必要がある。この理由は、わが国にお

いて出生行動にとって結婚行動が重要な要因だ

からである。例えば、岩澤（2008, 2015）は、合

計特殊出生率の変化量を結婚行動と夫婦出生行

動に要因分解し、それらの効果を計算している。

これによると、1990 年までは結婚行動の寄与

は 90％程度と大きかったが、2000 年までには

夫婦出生行動の比重が大きくなり、結婚行動

の寄与は 60％程度にまで縮小したが、その後

2005 年までには再び結婚行動の寄与が 80％程

度と大きくなり、それ以降さらに拡大している。

また、出産と同様に、結婚についても機会費用

が発生することは指摘されており、守泉（2007）

は、結婚と出産両方の機会費用についての計測

1） 大都市に居住する場合には、住宅事情の制約からそれが子ども数を抑制する要因になるとの分析もあ

る（八代他 1997）。
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注） 賃金は、一般労働者の「きまって支給する現金給与額」と「年間賞与その他特別給与額」との合計。

東京都からの距離とは、各道府県と東京都との距離。

図 1　都道府県別に見た東京都からの距離と女性の賃金
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を行っている。したがって、未婚率の上昇の背

景にも機会費用の存在があると考えることがで

きる。

　このように、結婚行動は人口学的に重要な要

因であるが、本研究では夫婦出生行動の決定要

因に焦点を当てて分析を行う。この理由は、結

婚行動よりも夫婦出生行動の決定要因について

の分析の方が多くの蓄積があり 2）、理論的な観

点からも定式化しやすいためである。また、出

生行動と同時に結婚行動の決定要因についても

分析を行うことは、本研究の範囲を超えるので、

結婚行動は出生行動の重要な決定要因の一つと

して推定モデルに組み入れるに留まるが、その

前提として結婚行動と東京都心からの距離との

関係を明らかにすることは重要なので、散布図

と分布図を用いてこの点を示すことにする。

2.  散布図、分布図による検証
2.1  東京都心からの距離に応じた出生率の分布
　本研究では、東京都心を東京都千代田区と任

意に定義して分析を進める。図 2 は、東京都、

神奈川県、千葉県、埼玉県における市区町村デー

タを用いることにより、東京都千代田区からの

距離と出生率との関係を散布図として示したも

のである。出生率は、厚生労働省「人口動態保

健所・市区町村別統計」の 2008 ～ 2012 年にお

けるベイズ推定値を用いる。自治体によっては

サンプルが小さく、それによる歪みを除去する

ため厚生労働省はベイズ推定値を算出している

が、このため 5 年間のデータとなる。図 2 では、

一次曲線から三次曲線までのうち最も当てはま

りが良かった 3）三次関数の近似曲線を設定して

いるが、上昇、低下、上昇を示している。

　次に、図 2 の散布図における都県ごとの分布

傾向を示してみる。図 3 は、図 2 を都県別に特

徴が分かるように明示するとともに、都県ごと

に近似曲線を示したものである。これを見ると

明らかなように、4 都県それぞれが特徴的であ

ることが分かる。まず、東京都心からの距離に

ついての特徴を示す。特徴的な都県は東京都で

あり、東京都における市区町村はだいたい 0 ～

40km という都心から近い距離帯に分布してい

る 4）。それに対して、神奈川県、千葉県、埼玉

県はほぼ同じ距離帯であり、だいたい東京都心

から 10 ～ 80km の間に分布している 5）。

　次に、都県ごとに東京都心からの距離と出生

2） 多くは、本研究と同じように出生率を被説明変数とし、結婚行動を始めとする諸変数を説明変数とす

るモデルを推定するという分析である。

3） 東京都心からの距離に回帰したモデルについて、東京都心からの距離が「一次の項のみ」、「一次と二

次の項」、「一次と二次と三次の項」それぞれのケースの情報量基準や自由度修正済決定係数から当て

はまりを判断した。

4） 東京都における檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、

青ヶ島村、小笠原村は、外れ値のため対象から除外している。
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図 2　東京都心からの距離と出生率の散布図（全体）
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率との相関の特徴について見てみると、東京都

は明確な正の相関を示している一方、神奈川

県、千葉県は明確な傾向は見られず、埼玉県は

U 字型の相関を示している。ここで示されてい

る近似曲線も、一次曲線から三次曲線までのう

ち最も当てはまりが良かった 3）近似曲線を設定

している。ただしここで注意を要する点は、距

離と出生率との関係について、東京都とそれ以

外の県を比較することは難しいということであ

る。これは、東京都の分布の距離帯だけが、東

京都心に寄っているためである。なお、これら

の傾向は分布図からも確認できる（図 4）。

2.2  東京都心からの距離に応じた合計未婚率の
分布
　先に示したように、出生行動にとって結婚行

動は重要な変数である。後で重回帰分析により

出生率を決定するモデルを推定するが、そこに

おける説明変数として最も重要な影響力を持つ

変数は結婚行動である。そこで、結婚行動につ

いても、東京都心からの距離に応じた分布を見

てみることにする。ここでは、結婚行動を示す
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図 3　東京都心からの距離と出生率の散布図（4都県ごと）

図 4　4都県の出生率の分布図

5） 2010 年までに消滅した自治体は分析対象から除いている。埼玉県鳩ヶ谷市は 2011 年に川口市へ編入、

埼玉県白岡町は 2011 年に市へ昇格しているので、本分析ではこの統廃合を反映させている。
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指標として合計未婚率を用いる。これは、総

務省 2010 年「国勢調査」の 15 ～ 49 歳における

5 歳階級別の未婚者数を総数で除すことにより

5 歳階級別未婚率を計算し、これを 5 倍して合

算することにより求めた。すべての年齢を含む

未婚数を人口で除したものを用いず、年齢階級

別に計算して合計した指標を用いた理由は、自

治体ごとの年齢構造の影響を除去するためであ

る。

　図 5 は、図 2 と同じ要領で、東京都心からの

距離と合計未婚率との関係を散布図として示し

たものである。これを見ると明らかなように、

一次曲線から三次曲線までのうち最も当てはま

りが良かった 3）三次関数の近似曲線を設定して

いるが、出生率とは全く逆の低下、上昇、低下

を示している。次に、図 6 は、図 3 と同じ要領

で都県ごとに東京都心からの距離と合計未婚率

との相関の特徴について示したものである。東

京都は、明確な負の相関を示している一方、神

奈川県、千葉県は正の相関を示しているが、そ

の程度は弱い。また、埼玉県は逆 U 字型の相

関を示している。ここで示されている近似曲線

も、一次曲線から三次曲線までのうち最も当て

はまりが良かった 3）近似曲線を設定している。

東京都と埼玉県の合計未婚率の分布は出生率と

全く逆となっているが、これは未婚が出生の逆

の現象であることから自明である。神奈川県と

千葉県については、出生率と同様に合計未婚率

の分布も明確な傾向を示していない。なお、こ

の傾向は分布図からも明らかである（図 7）。

　上記の結果を見ると、合計未婚率の地域分布

は出生率の地域分布に同調していることが分か

る。特に、東京都と埼玉県は明確な逆の傾向を

示しており、散布図で確認する限り、東京都で
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図 5　東京都心からの距離と合計未婚率の散布図（全体）

図 6　東京都心からの距離と合計未婚率の散布図（4都県ごと）
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は結婚行動についても東京都心からの距離との

関係において機会費用が発生し、埼玉県では機

会費用に加え後述する出生率と同じ背景要因が

存在している可能性もある。このことは、わが

国において、結婚の目的が限りなく子どもを持

つことと重なっていること、結婚意欲と出生意

欲に強い相関が存在すること等（岩澤 2015）か

らも推察することができる。例えば、出産・育

児の機会費用が高い場合、仕事を優先し機会費

用を避けるために結婚自体を避けるケースや、

居住地が東京都心から離れている地域（すなわ

ち U 字の谷の地域）に位置している場合、後述

するように保育所の立地状況が悪いと結婚・出

産と仕事を両立することが難しいと判断し、仕

事を優先し結婚自体を避けるケース等が考えら

れる。

　いずれにせよ、前記の出生率分布は単なる相

関であるため、東京都心からの距離以外の説明

変数で制御していない。もしも、出生率が同調

している合計未婚率で制御した場合、東京都心

からの距離は出生率に対して有意な影響を及ぼ

さなくなる可能性もある。そこで次に、出生率

に及ぼす諸変数の影響について重回帰分析から

明らかにする。

3.  重回帰分析に基づく分析
　ここでは、出生率を被説明変数とするモデル

について推定を行う。まず、4 都県のデータを

すべて用いて回帰分析を行った結果を示す。こ

こでは、東京都心からの距離以外の変数として、

合計未婚率、失業率、女性の家事従事者割合を

用いる。失業率のデータソースは総務省 2010

年「国勢調査」である。女性の家事従事者割合

とは、同「国勢調査」における女性の非労働力

人口のうち家事に従事している人口を女性の非

労働力人口で除すことにより求めたものであ

る。

　本来的には、出生率は単年のデータを用いる

ことが望ましく、それに影響を及ぼす社会経済

変数は 1 期程度のラグをとることが望ましい。

ただし、データの制約上、上記の通りそのよう

には処置できていない。この点には留意が必要

である。

　合計未婚率の計算方法は前述の通りだが、こ

れを説明変数に設定したのは、先に示したよう

に結婚行動が出生行動の重要な決定要因だから

である。失業率を説明変数に設定したのは、失

業率が高いほど出生率が低いという効果を考慮

するためである。この点については、多くの先

行研究について指摘されている（Bradshaw and 

Hatland 2006, Adsera 2004, 阿部 2005, 戸田 2007, 

樋口・阿部 1999, 樋口他 2007, 増田 2008, 松田 

2009）。女性の家事従事者割合を説明変数に設

定したのは、専業主婦が多い自治体ほど出生率

が高いという効果を制御するためである。ただ

し、この変数の計算方法から分かるように、家

図 7　4都県の合計未婚率の分布図
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事従事者の中には未婚の女性も含まれているた

め、専業主婦だけを表す変数でないことには注

意を要する。

　東京都心からの距離については、散布図の近

似曲線の形状に応じて、すべての 4 都県のデー

タを用いた回帰分析では一次の項から三次の項

までを説明変数に含め、埼玉県のデータのみを

用いた回帰分析では一次の項から二次の項ま

でを説明変数に含め、それ以外については一

次の項のみを含めている。東京都千代田区との

距離は、国土交通省が提供している緯度・経

度情報（http://nlftp.mlit.go.jp/cgi-bin/isj/dls/_view_

prefecturesmap.cgi）を用いて、表 2 の下に示さ

れている式に基づき計算した。各市区町村の緯

度・経度は、当該自治体庁舎の緯度・経度を用

いている。

　まず、4 都県すべてのデータを用いた回帰分

析結果を示す。表 1 を見ると分かるように、合

計未婚率は予想通り強い有意な負の影響を及ぼ

している。他方、失業率、女性の家事従事者割

合については有意な結果とはなっていない。

　東京都心からの距離については、一次の項は

有意に正であるが、二次、三次の項はそれぞれ

負、正と散布図と同じ傾向ではあるが有意とは

なっていない。図 3 を見る限り、一次の項の上

昇局面は主に東京都の影響であり、その後の二

次の項の下降局面と三次の項の上昇局面は主に

埼玉県の影響であると推察できる。ここから単

純に考えれば、二次の項と三次の項が有意でな

いということは、埼玉県の下降と上昇の両局面

が有意でない可能性も考えられる。しかし、こ

の結果は 4 都県すべてを含めたものであるた

め、埼玉県におけるこれらの効果を歪めている

可能性も否定できない。

　そこで次に 4 都県別個に推定を行ってみるこ

とにする（表 2）。東京都については、東京都心

からの距離と出生率は散布図ではある程度の正

の相関があったが、他の要因で制御しても有意

に正の影響を及ぼしていることが示された。ま

た、他の説明変数については、女性の家事従

事者割合、失業率は有意でなく、合計未婚率は

予想通り有意に強い負の影響を及ぼしているこ

とが示された。神奈川県については、東京都心

からの距離と出生率は散布図では無相関であっ

たが、他の要因で制御すると有意ではないがあ

る程度の正の影響を及ぼしていることが示され

た。他の説明変数については、女性の家事従事

者割合、失業率は有意でなく、合計未婚率は予

想通り有意に強い負の影響を及ぼしていること

が示された。千葉県については、神奈川県と同

様に東京都心からの距離と出生率は散布図では

無相関であったが、他の要因で制御すると有意

に正の影響を及ぼしていることが示された。他

の説明変数については、女性の家事従事者割合、

失業率は有意でなく、合計未婚率は予想通り有

意に強い負の影響を及ぼしていることが示され

た。

　埼玉県については、散布図では東京都心から

の距離と出生率との間に明確な U 字型の相関

が示されたが、他の要因で制御しても明確かつ

有意な U 字型の関係が示された。他の説明変

数については、女性の家事従業者割合は予想通

り有意に正の影響を及ぼしており、失業率は有

意でなく、合計未婚率は予想通り有意に強い負

の影響を及ぼしていることが示された。先の 4

都県すべてのデータを用いた推定では、東京都

心からの距離の二次と三次の項が有意とはなら

表 1   東京都心からの距離が出生率に及ぼす影響（全体）
被説明変数：TFR

4 都県

東京都千代田区との距離（km）
0.0048

（0.091）*

東京都千代田区との距離（km）の 2 乗
-0.0001
（0.296）

東京都千代田区との距離（km）の 3 乗
0.0000

（0.326）

女性の家事従事者割合（％）
0.0031

（0.131）

失業率（％）
0.0044

（0.435）

合計未婚率
-0.0530
（0.000）***

定数項
3.0335

（0.000）***
自由度修正済決定係数 0.634
サンプル数（自治体数） 237
注）括弧内は p 値。

*** は 1％で有意、** は 5％で有意、* は 10％で有意。
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なかったことから、4 都県すべてのデータを用

いると埼玉県特有の U 字の関係が表れにくく

なるものと考えられる。

　4 都県別に分析した上記の結果から、出生行

動の重要な決定要因である結婚行動で制御して

もなお、東京都心からの距離はおおむね出生率

に有意な影響を与えていることが示された。し

たがって、東京都心からの距離は出生率の決定

要因として重要な要素であることが示唆され

る。そして、東京都、神奈川県、千葉県につい

ては、東京都心から距離が離れるほど機会費用

が弱まるという Butz and Ward（1979）を援用し

た議論に基づく結果となっている。他方、埼玉

県については、東京都心からの距離と出生率と

の間に有意な U 字型の関係が示され、他の都

県とは異なる傾向を示している。神奈川県、千

葉県、埼玉県は出生率分布の距離帯がほとんど

同じであるにも関わらず、埼玉県だけ U 字型

の関係を示しているため、埼玉県特有の要因が

背景にある可能性がある。次はこの点について

検証を行う。

4.  埼玉県における出生率高低の背景要因
　埼玉県のみ東京都心からの距離と出生率との

間に U 字型の関係が見られた原因について検

証を行う。ここで重要なことは、図 3 が示す通

り、埼玉県の U 字の谷の左において出生率が

高い自治体が多いことと、U 字の谷において出

生率が低い自治体が多いことである。この背景

要因として、ここでは二つの仮説を考えること

とする。第一に、U 字の谷の左の地域において

子育て環境が他都県よりも整備されているた

め、機会費用が抑制されていること。第二に、

U 字の谷における地域において、通勤時間と保

育所の立地状況との関係から、相対的に機会費

用が高い U 字の谷の左の地域よりも出生率が

表 2   東京都心からの距離が出生率に及ぼす影響（4都県ごと）
被説明変数：TFR

東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県

東京都千代田区との距離（km）
0.0037

（0.047） **
0.0009

（0.124）
0.0023

（0.001） ***
-0.0076

（0.001） ***

東京都千代田区との距離（km）の 2 乗
-
-

-
-

-
-

0.0001
（0.001） ***

女性の家事従事者割合（％）
0.0074

（0.282）
-0.0026

（0.303）
0.0039

（0.354）
0.0066

（0.097） *

失業率（％）
0.0085

（0.605）
0.0130

（0.204）
-0.0064

（0.490）
0.0110

（0.270）

合計未婚率
-0.0538

（0.000） ***
-0.0406

（0.000） ***
-0.0420

（0.000） ***
-0.0559

（0.000） ***

定数項
2.9092

（0.000） ***
2.7858

（0.000） ***
2.6927

（0.000） ***
3.2315

（0.000） ***
自由度修正済決定係数 0.641 0.589 0.383 0.775
サンプル数（自治体数） 51 56 59 71
注）括弧内は p 値。

*** は 1％で有意、** は 5％で有意、* は 10％で有意。
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低くなっているということである。

4.1  U字の谷の左側の地域において出生率が高
い要因
　U 字の谷の左の地域において、子育て環境が

他都県よりも整備されているかどうかについて

検証を行う。まず、東京都心からの近さにつ

いて、都県間で比較を行う。当該都県におけ

る全自治体数に対する、東京都心からの距離が

例えば 17km 以下 6）の自治体数の比率を計算し

たところ、埼玉県 8.5％、神奈川県 3.6％、千葉

県 3.4％、東京都 45.1％となっており、東京都

を除くと埼玉県の高さが顕著である。ただし、

東京都の高さはすべて 23 区によるものであり、

23 区を除けばほとんどが 20km 以上の自治体で

あり、17km 以下の自治体は存在しない。この

ように、埼玉県における U 字の谷の左の地域

では東京都心からの近さが特徴的であり、この

ことが出生率の高さに対して何がしかの影響を

及ぼしている可能性はある。考えられるのは、

埼玉県のこの地域では東京都心に近いが故に、

東京 23 区のように保育環境が「都市的な」高い

質を保ちつつ（すなわち保育環境が様々な点か

ら良質）、他方、東京 23 区で顕著な待機児童問

題のような保育需要超過に陥っていないという

好条件がある可能性が考えられる。

　保育環境が「都市的な」高い質を保っている

場合、そのインセンティブとして、他都県にお

ける女性の従業者割合の高さが影響を与えてい

る可能性がある。すなわち、こうした自治体に

おいては、出産・育児と仕事の両立を望む女性

が多いと考えられ、その結果として保育環境が

6） この 17km 以下という基準は任意に設定したものだが、データを見る限り、東京都心からの近さが明

確なグループとして捉えることができたので、この水準を設定した。
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図 8　東京都心からの距離と他都県における女性の従業者割合の散布図

表 3　「埼玉県東京都心近郊地域の他都県における女性の従業者割合」が
「保育所からの距離が 100m以内の世帯数割合」に及ぼす影響

被説明変数：保育所からの距離が 100m以内の世帯数割合

埼玉県

他都県における女性の従業者割合×東京都心から 30km 以内ダミー
0.0406

（0.000）***

定数項
0.7121

（0.000）***
自由度修正済決定係数 0.282
サンプル数（自治体数） 71
注）括弧内は p 値。

*** は 1％で有意、** は 5％で有意、* は 10％で有意。
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充実している可能性があると考えられる 7）。東

京都心近郊地域における女性の他都県での働き

先として最も多いのは東京都であるため（紙面

の都合上結果は割愛）、この割合の高さは東京

都で勤務する女性が多いことを意味する。東京

都、特に東京 23 区を中心とする東京都心地域

まで働きに行く女性には、専門的能力を生かし、

比較的規模の大きな企業において被雇用者とし

てフル・タイムで働くいわゆるキャリア・ウー

マンが多いと考えられるが、こうした女性に

とって出産・育児と仕事の両立は重要である場

合が多く、こうした女性の割合が高いと、保育

環境の整備に対する需要を高め、結果として出

生率を高める可能性がある。このことは、今日

の保育環境の整備が、（特に待機児童問題が顕

著である東京 23 区において）子どもを持つ女

性による保育需要の増加に呼応して行われてい

る点からも推察できる。

　図 8 は、東京都を除く 3 県の市区町村データ

を用いて 8）、東京都心からの距離と他都県で働

く女性の割合との関係を散布図で示したもので

ある。これを見ると明らかなように、どの県も

東京都心に近づくほどこの割合は上昇している

が、埼玉県については東京都心に近い地域にお

いて、この割合の高い自治体が相対的に多く

なっている。

　そこでまず、埼玉県の東京都心近郊地域にお

いて、他都県における女性の従業者割合の高さ

が保育環境の整備を促進させているかどうかに

ついて検証してみることにする。他都県におけ

る女性の従業者割合とは、総務省 2010 年「国

勢調査」における他都県における女性の従業者

数を女性の従業者総数で除すことにより計算

したものである。ただし、ここでは東京都心近

郊（すなわち U 字の谷より左の地域）の他都県

における女性の従業者割合の高さが有意に保育

環境の整備を促進しているかを見るために、東

京都心から 30km 未満の市区町村を 1 とするダ

表 4　東京都心からの距離が出生率に及ぼす影響（埼玉県のみ）
被説明変数：TFR

埼玉県

東京都千代田区との距離（km）
-0.0076
（0.001）***

-0.0035
（0.207）

0.0014
（0.007）***

東京都千代田区との距離（km）の 2 乗
0.0001

（0.001）***
0.00005
（0.000）***

-
-

女性の家事従事者割合（％）
0.0066

（0.097）*
0.0088

（0.026）**
0.0072

（0.064）*

失業率（％）
0.0110

（0.270）
0.005

（0.637）
0.003

（0.763）

合計未婚率
-0.0559

（0.000）***
-0.058

（0.000）***
-0.062

（0.000）***

他都県ダミー
-
-

0.067
（0.013）**

0.091
（0.000）***

定数項
3.2315

（0.000）***
3.160

（0.000）***
3.273

（0.000）***
自由度修正済決定係数 0.775 0.792 0.785
サンプル数（自治体数） 71
注）括弧内は p 値。

*** は 1％で有意、** は 5％で有意、* は 10％で有意。

左から 2 列目の推定結果は前掲のもの。

7） 例えば、埼玉県は、全国的にみて送迎保育の導入が早く、東京都心から近い自治体を中心に複数自

治体で実施されており、送迎保育の点において保育環境が充実しているとの指摘がある（木内・宮澤 
2013）。

8） ここで東京都を対象としないのは、最も多く女性が従業している他都県が東京都だからである（結果

は割愛）。
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ミー変数と、他都県における女性の従業者割合

を乗じた変数の影響を見ることにする。また、

保育環境の整備を表す変数としては、データの

制約を考慮に入れ、様々な保育環境を表す変数

の中から、「保育所からの距離が 100m 以内の世

帯数割合」を用いて検証を行うことにする。こ

の割合は、居住地と保育所との距離が近い（す

なわち 100m 以内の）自治体の割合を示したも

のだが、居住地と保育所との距離は、後述する

ように女性が出産・育児と仕事を両立しようと

する際に重要な要件となる。例えば、先進諸国

の中でも出生率が相対的に高い緩少子化国であ

るスウェーデンでは、ストックホルム郊外に

あるナッカ市においてすべての保育所が居住

地から 500 メートル以内に位置している（田中 

2009）。「保育所からの距離が 100m 以内の世帯

数割合」は、総務省 2008 年「住宅・土地統計調

査報告」を用いて計算している。

　表 3 は、「保育所からの距離が 100m 以内の世

帯数割合」を上記の東京都心から 30km 未満の

市区町村を 1 とするダミー変数と、他都県にお

ける女性の従業者割合を乗じた変数に回帰した

結果を示したものだが、パラメータは有意に正

となっている。この結果は、東京都心近郊地域

の他都県における女性の従業者割合が高い程、

これがインセンティブとなって、保育環境が整

備されている可能性を示唆している。ただし、

「保育所からの距離が 100m 以内の世帯数割合」

を表 2 の推定モデルにおける出生率の説明変数

に加えて推定を行ったところ、有意に正とはな

らず、また後述する関連した分析（表 4）で示す

ような、この変数を入れることにより東京都心

からの距離のパラメータの影響力を変える（弱

める）状況には至っていない（紙面の都合上結

果は割愛）。すなわち、東京近郊地域の他都県

における女性の従業者割合は保育環境に対して

有意に正の影響を与えているが、その影響を受

けた保育環境は、出生率に対して有意な正の影

響を与えていない（すなわち、他都県における

女性の従業者割合の上昇によって保育環境は整

備されるが、それが出生率の上昇には十分に結

びついていない）ということである。このこと

は、「保育所からの距離が 100m 以内の世帯数割

合」では十分に保育環境を捉えきれておらず、

他の保育環境を表す様々な変数を用いて分析

を行う必要があることを示していると考えられ

る。

　そこで視点を変えて、他都県における女性の

従業者割合を直接出生率の説明変数として考慮

に入れて推定を行ってみることにする。もしも

ここで有意に正となれば、他都県における女性

の従業者割合が、何がしかの保育環境に関する

変数を介して出生率に有意な影響を及ぼしてい

る可能性を考えることができる。すなわちこの

場合、もしも「保育所からの距離が 100m 以内

の世帯数割合」以外の保育環境に関する影響力

の強い変数を用いれば、他都県における女性の

従業者割合の上昇が有意に保育環境の整備を促

進させ、これが有意に出生率を押し上げるとい

う影響経路を導出できる可能性がある。

　ただしここでは、他都県における女性従業者

割合を直接変数として用いるのではなく、さ

いたま市の区以外は、20％以上の場合に 1 をと

るダミー変数（以下、他都県ダミー）として説

明変数に加えた。この理由は、おおよそ 20％

以上であると他都県ダミーが有意となる一方、

20％未満の水準も考慮に入れた他都県ダミー

や、直接この割合を説明変数に加えた場合には

有意とならなかったからである。なお、さいた

ま市の区については、20％以上であっても 1 で

はなく 0 と設定した。この理由は、同様にこれ

らの区を加えると他都県ダミーが有意とならな

かったからである。図 8 から分かるように、他

都県で働く女性が 20％を超えている自治体は

東京都心から 10 ～ 30km 辺りの地域に集中し

ているため、他都県ダミーの影響は、U 字の谷

の左の地域におけるこの割合の高さが出生率を

高める効果として捉えることができる。

　表 4 はその推定結果を示したものだが、まず

右から 2 列目を見ると、上述の通り他都県ダ

ミーは有意に正であり、他都県で働く女性が多

い東京都心に近い埼玉県の自治体では出生率が

有意に高いことが示されている。他方、東京都

心からの距離の一次の項のパラメータは負であ
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るが有意でなくなっているため、東京都心から

の距離の負の効果（すなわち、U 字の谷より左

の部分）の背景には、他都県における女性の従

業者割合の効果が介在していたことになる。こ

のことは、他都県ダミーを含む、東京都心から

の距離の二次の項を除いた推定結果（右から 1

列目）において、東京都心からの距離が有意に

正となっていることからも明らかである（すな

わち、他都県ダミーは、東京都心からの距離の

正の効果を減じるには至っていない）9）。なお、

前述の通り、他都県ダミーは他都県における女

性の従業者割合が 20％以上のみを 1とし、かつ、

さいたま市の区はすべて 0 としているため、出

生率に影響を及ぼす他都県における女性の従業

者割合は高い水準であり、また、さいたま市の

区ではこの効果は見られないと解釈することが

できる。

　この結果は以下の可能性を考えることができ

る。すなわち、さいたま市の区を除く東京都心

に近い埼玉県の自治体のうち、他都県における

女性の従業者割合が 20％以上の自治体に焦点

を当て、これらの自治体における「保育所から

の距離が 100m 以内の世帯数割合」が出生率に

及ぼす影響を見れば、有意な正の影響を及ぼし

ているかもしれないということである。このこ

とを明らかにするため、表 4 の回帰分析におい

て、他都県ダミーの代わりに、他都県ダミーと

「保育所からの距離が 100m 以内の世帯数割合」

を乗じた変数を説明変数として推定してみたと

ころ、有意に正とはならず、また表 4 の結果の

ように、この変数を入れることにより東京都心

からの距離のパラメータの影響力を変える（弱

める）には至らなかった（紙面の都合上結果は

割愛）10）。この結果からも、他の保育環境につ

いての様々な変数を用いて分析を行う必要のあ

ることが分かる。

4.2  U字の谷の地域において出生率が低い要因
　次に、U 字の谷の地域において、通勤時間と

保育所の立地状況との関係から、出生率を低め

る要因について考察を行う。東京都心から 30

～ 60km 辺りの U 字の谷は、当該市区町村から

東京都心まで電車通勤でおおよそ 1 時間から 1

時間 30 分程度要する地域であり、東京都心ま

で通勤する距離帯の限界地点と捉えることも

できる。こうした地域において、居住地、職

場、最寄り駅の近くに保育所がないと、働きな

がらの子どもの保育所の送り迎えは肉体的・精

神的にきつく、また延長保育等フレキシブルな

保育が実施されていない場合、通常の勤務時間

では閉園までに保育所から子どもを連れて帰る

ことが難しくなることが指摘されている（岡本 

1995, 宮澤 1998, 宮澤 2005, 田中 2009）。

　また、延長保育を行っていたとしても、自宅、

駅、職場等から近いという効果的な場所に立地

していないと、延長保育は必ずしも効果がある

とは限らないとの指摘がある（宮澤 2005）11）。ま

た、勤務地が保育所から離れている場合は、「駅

との近接性」が重要な要素になるとの指摘もあ

る（宮澤 1998）。

　こうした状況において、東京都心から離れた

地域でフル・タイムの共働きを続けていきたい

という夫婦にとって残された道は、子どもを持

たないという人生選択をするか、東京都心地域

（もしくは居住している県における東京都心に

近い自治体）にある保育施設の近隣に居住地を

移動せざるを得なくなる（岡本 1995）。すなわ

ち、東京都心から離れている U 字の谷の地域

においては、通勤時間や保育所の立地状況の点

から、東京都心から近い U 字の谷の左の地域

9） なお、この他都県ダミーと東京都心からの距離との相関は弱く、多重共線性の関係は認められない。

10） ただし、この結果から、居住地と保育所との距離が出生率に対して全く影響を与えていないと判断す

るのは早計だと考えられる。例えば、保育所の立地状況いかんによって、効果は変わってくる可能性

もある。例えば、出産ピーク年齢の既婚女性が多く住む居住地の近くに立地していれば、出生率に対

する効果は強まると考えられる。

11） 延長保育については、0 歳児だと 17 時以降も保育を行う保育所が少ない、駅に近くても認可外保育

所だと問題が多い、等の問題が指摘されている。
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よりも出産・育児と仕事を両立することが難し

い可能性がある。

　なお、上述の保育所の立地状況についての説

明は東京都心から離れている地域だけではな

く、東京都心地域を始めとする都市的な地域に

ついても関係している。例えば、東京都中野区

の認可保育所 8 か所の利用世帯を対象にしたア

ンケート調査によると、保育所を選択する際に

最も重要視した要素は、「自宅との近接性」、「駅

との近接性」、「職場との近接性」となっている

（宮澤 1998）。

　以上は、通勤時間や保育所の立地状況につい

ての議論だが、他の観点からの議論も存在する。

すなわち、東京都心から離れると夫の通勤時間

も長くなるが、この場合夫の時間的余裕を制約

することにより、家事育児参加を抑制し、夫婦

の心理的共有度の制約を通じて出生行動を抑制

する可能性がある。例えば、夫の通勤時間は第

1 子出産に対して負の影響を及ぼすとの分析が

ある（樋口他 2007）。

　以上の関係は図 9 のようになるであろう。こ

れは、上述した様々な要因が、東京都心からの

距離と出生率との関係を媒介している状況を示

している。これらの媒介要因は、両者の正の線

形関係を歪め、U 字型を導出させている可能性

がある。

　このように、東京都心から 30 ～ 60km 辺り

の U 字の谷に位置する自治体では、上述の通

勤時間や保育所の立地状況により、必要以上に

出生率が低められている可能性がある。すなわ

ち、埼玉県に限っては U 字の谷の地域におい

て出生率を低める効果が、東京都心近郊地域の

機会費用を上回っていると解釈することができ

る。いずれにしても、この点については更なる

検証を行う必要があるが、現状ではデータの制

約上難しい。今後の課題としたい。

おわりに
　本研究で得られた重要な示唆は、出生率の重

要な決定要因である結婚行動を表す合計未婚率

の影響を除去してもなお、神奈川県、千葉県、

東京都では東京都心と出生率との間に有意な

正の関係が見られる一方、埼玉県では有意な U

字型の関係が導出された点である。そして、埼

玉県の U 字の谷より左の地域では、女性が他

都県で多く働くことがインセンティブとなって

保育環境の整備が促進されている可能性、U 字

の谷の地域では通勤時間と保育所の立地状況と

の関係から保育環境が良好でない可能性が指摘

されたが、これらのことが、他の都県のように

都心からの距離に応じて機会費用が低下する

（出生率が上昇する）という関係を歪めている

可能性があることを指摘した点も重要な示唆で

ある。また、保育環境として、通常あまり取り

上げられない、居住地と保育所との距離という

地理学的な要因の重要性がある程度まで示され

たことも意味のある示唆である。この効果は、

埼玉県さいたま市の区では見られていないが、

図 9　東京都心からの距離と出生率との関係の概念図
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それ以外の東京都心に近い地域だけでも導出さ

れたことの意味は大きく、一般的に見て女性の

出産・育児と仕事の両立が難しい東京都心地域

を始めとする都市的な地域において、効果的な

少子化対策を行っていく際の重要な検討材料に

なると考えられる。

　ただし、埼玉県の東京都心近郊の他都県にお

ける女性の従業者割合の高さは、居住地と保育

所との距離に対して有意な正の影響を与えてい

たものの、居住地と保育所との距離は出生率に

対して有意な正の影響を与えていなかったた

め、他の保育環境に関する変数も用いて分析を

行う必要がある。例えば、前述したように、保

育所との距離は居住地からだけでなく、最寄り

駅や職場からの距離も重要であるため、これら

を考慮に入れた分析も行う必要がある。また、

延長保育、夜間保育、送迎保育等フレキシブル

な保育を考慮に入れた分析も重要である。これ

により、埼玉県の東京都心近郊の他都県におけ

る女性の従業者割合の高さが保育環境の整備を

有意に促進させ、出生率を有意に高めるという

影響経路を導出できる可能性がある。このこと

は、地理学的な要因も含めた様々な側面から保

育環境を整備することにより、通常機会費用が

高く出生率が低い東京都心地域を始めとする都

市的な地域の出生率を高めることができる可能

性を示していると言える。これらについての分

析はデータの利用可能性から容易ではないが、

今後の課題としたい。
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