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近年，地方都市において人口の自然減に加えて若年層の社会減が問題となっている．一方，スマートフ

ォンの普及や都市機能の集約化の動きは，人々の余暇環境を変化させているものと考えられる．本研究は，

若者の地方都市への地域定着や都市機能集約化を視野に，首都圏における20代～40代の就業者の余暇活動

の実態と意識を明らかにすることを目的とする．分析の結果，娯楽・文化活動の量を増やしたい若者が多

く，余暇活動を行うための施設数に対する満足度が北関東では低いことがわかった．また，余暇活動の種

類に応じて，年齢，居住地，性別，婚姻関係や交際相手の有無，子供の有無や年齢などの個人属性が余暇

活動の頻度，消費金額，場所に与える影響が異なることがわかり，地方都市への地域定着を視野に入れた

余暇活動機会の提供に関する示唆を得た．  
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1. はじめに 
 

(1) 研究の背景・目的 

日本は現在，人口減少社会を迎えている．多くの地方

都市では，少子化による自然減に加え，他地域への転出

による社会減により都市の存続が危惧されており，特に

若者の社会減が問題視されている例えば 1)．一方で，内閣

府の世論調査 2)によると，20代の若者は今後の生活にお

いて，住生活よりもレジャー・余暇生活を重視している

割合が高く，4 割以上の人が重視しているとの結果が出

ている．そのため若者の地域定着を促すためには，従来

重視されてきた職や交通利便性等に加え，余暇活動機会

の充実も今後重要になると考えられる．その余暇活動の

内容も，スマートフォンの普及等により，今までの余暇

時間の過ごし方と比べて変化が生じていることが予想さ

れる．  
一方で近年，人口減少社会に対応して都市のコンパク

ト化が必要とされている．都市機能の集約化の際には，

余暇活動のための施設(以下，余暇施設)は，地域によっ

ては考慮されない可能性が高いことが予想される．しか

し，余暇施設の立地や量などが地域定着と関係をもつの

であれば，集約化の際に余暇施設を考慮しないと，余暇

施設の観点からみたときの大都市と地方都市との格差が

ますます広がるものと考えられる．  
以上の背景から本研究は，首都圏における 20～40 代

の就業者の余暇活動の実態と意識を調査し，主に年齢と

居住地に着目した特徴を明らかにすることを目的とする． 
 

(2) 既存研究の整理と研究の位置づけ 

居住地選択に関する既存研究において，若者の意向に

ついての知見が得られている．例えば，田中・湯沢 3)は，

世帯属性の変化および生活環境の評価と居住者の定住・

転居意向の関係性を明らかにした．齊藤ら 4)は，若年層

の定着を促す要因として，通勤環境，子育て環境，自治

会に参加しやすい環境の 3 つを挙げた．山崎ら 5)は，個

人のライフスタイルと将来における居住地選好との関係

を分析し，住み替え意向モデルおよび将来の希望居住地

選択モデルを構築した．若年層や賃貸集合住宅居住者，
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同居人数が少ない人が強い住み替え意向を持つこと，住

み替え先の鉄道利便性を重視する人や現在の自動車利用

頻度の少ない人等は，東京区部や近郊駅勢圏内近傍に居

住意向を持つことが示された．近藤ら 6)は，現在の居住

地と勤務地および 20 年後の居住地と勤務地の選択意向

との関係，年齢と地域別の居住意向の関係を明らかにし

た．どの年齢層も，現在と同じ市区町で居住および勤務

を希望する割合が高いが，特に若者は，東京区部や業務

核都市および現在の居住地への居住意向が高いこと，東

京区部での勤務を希望する割合が高いこと，公園・自然

への近接性を重視していないことなどの知見を得ている． 
また，若者の交通行動に関する研究として，土井ら 7)

は，若者世代における活動の減少傾向が継続すれば，趨

勢以上にトリップ数が減少することを確認した．大森 8)

は，現代の若者の交通行動の変化について，携帯電話や

インターネット等による ICTの影響に着目した考察を行

っている．藤岡ら 9)は，東京都市圏パーソントリップ調

査データを活用して，若者の交通実態の分析を行ってい

る．日比野・佐藤 10)は，既存の複数の統計調査をもとに，

近年の若者の余暇時間の増加は，旅行以外の活動に費や

されていることを示している． 
一方，余暇活動に着目した研究として，前田ら11)は，

郊外と都心部の居酒屋の来訪者を対象とした実地調査か

ら，郊外居住者は娯楽目的のトリップ発生率が低いこと，

郊外に住む就業者は都心部で娯楽活動を行うことが多い

ことなどを示した．安森ら12)は，福岡市都心部の夜の繁

華街での活動に関するアンケート調査を行い，夜の繁華

街での活動を現状よりも増加させたいができない理由と

して，時間，金銭，体力，家族の制約の存在と程度を確

認し，夜の繁華街での活動を増加させる可能性のある複

数のシナリオに対する意向を把握した． 

また，スマートフォンなどの利用実態に関する調査は

存在するものの例えば13)，それらは一ヶ月の通話時間と個

人属性などといった利用実態と個人属性との関係を分析

したものが多く，地域定着や外での余暇活動の種類や頻

度等と関連して分析できるものとなっていない． 

以上，既存研究において，若者の居住地選択や交通行

動に関する知見や余暇活動に関する研究も少なからず行

われている．しかし，スマートフォンの普及や都市機能

の集約化などの余暇環境が変わりゆく現在，その変化を

捉え，若者の余暇活動について包括的に把握をすること

は，地方都市存続の観点からも極めて重要であるにも関

わらず，このような研究はみられない．そこで本研究は，

若者の地域定着や移住，都市機能の集約化を視野に入れ

つつ，現代における若者の余暇活動の実態と意識につい

て個人属性別の影響を明らかにすることを目的とする．  
この目的を果たすために，大都市と地方都市を含む首

都圏を研究対象として，まず2章で首都圏における若者

の社会増減の実態を確認した後，3章で余暇活動の実態

と意識，将来の居住意向等に関する独自アンケート調査

データを用いて，若者の余暇活動の実態と意識について

基礎的な分析を行い，地域定着と余暇活動の関係性につ

いて考察する．続いて4章では，余暇活動の頻度，消費

金額，場所に着目して，居住地および年齢，性別，世帯

構成等を含めたより詳細な個人属性と余暇活動との関係

を分析し，今後余暇活動に関する施策等を実施する際に

考慮すべき個人属性を把握することとする． 後に5章

で研究のまとめを行う． 

なお本研究では，2章以降，年齢が「20～34歳」を

「若者」，「35～49歳」を「壮年」と定義する．また，

余暇活動は，自宅外の施設で行う活動に着目し，仕事関

係の飲酒活動，私的な飲酒活動，娯楽活動，文化活動の

4種類を対象とした分析を行う． 

 

 

2. 首都圏における人口の社会増減の現状分析 

 

 本研究では，大都市およびその周辺都市，地方都市を

比較するために，首都圏[1]を対象に分析を行う．実際に

若者の余暇活動の実態や意識について把握する前に，首

都圏における若者(20～34歳)の社会増減の実態を把握し

た．具体的には住民基本台帳人口移動報告14)を用いて，

首都圏における各都道府県の転入超過数と若者の転入超

過数を算出した(表-1)． 

 その結果，東京圏[1]において転入超過となっており，

地方圏にあたる北関東3県等[1]において転出超過となっ

ていること，若者のみ抽出して算出すると，特に北関東

3県等において若者の転出超過が多いことが確認できた．

また，2010年次の転入超過数と比較すると，東京都では

転入超過数が2015年にかけて増加していること，それ以

外の県は2015年にかけて減少していることが確認できた． 

 
 
3. 若者の余暇活動に関する調査と基礎的分析 

 

(1) 調査概要 

若者の余暇活動の実態と意識および将来の居住意向と

の関係を把握するために，2015年12月に，インターネッ

ト調査会社(楽天リサーチ株式会社)のモニターで，20代

～40代の首都圏就業者の計1,000人を対象に，WEBアン

ケート調査を実施した．性・年齢・居住地別サンプル数

を表-2に示す．調査項目は，「個人属性」，「将来の居

住意向」，「余暇活動の実態と意識」等である．なお，

余暇活動については，自宅外の施設で行う活動に着目し，

以下の4種類を対象として実態と意識を質問した． 

・仕事飲酒：仕事がある日(平日)の夜に自宅外で行う飲
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酒を伴う活動，例）職場や仕事関係の付き合いで，居

酒屋・バーに飲みに行くなど 
・私的飲酒：仕事がある日(平日)の夜に自宅外で行う飲

酒を伴う活動，例）プライベートで一人または複数人

で，居酒屋・バーに飲みに行くなど 

・娯楽活動：仕事がない日(休日)に自宅外で行う娯楽的

活動，例）スポーツ，カラオケ，ゲームセンター，パ

チンコ・スロット，映画館，遊園地，スポーツ観戦な

ど 
・文化活動：仕事がない日(休日)に行う文化的活動，例）

博物館・美術館，動物園・水族館，公園，温泉など 
 

(2) 若者の余暇活動に関する基礎的分析 

将来の居住意向について，「将来どこかに移住したい

／移住することが決まっている」と回答した人を「移住

意向」にある人，「現在の都市で住み続けたい」と回答

した人を「定住意向」にある人，「将来どこに住むかに

ついて考えていない／考えたことがない／迷っている」

と回答した人を「未決定」の人として集計した．年齢

層・居住地別の将来の居住意向についての質問に対する 

 

表-1 首都圏における各都県の転入超過数 

 
都県名 

転入超過数(人) 
2010年 2015年 

全年齢 若者 全年齢 若者 

茨城県 944 -2,002 -4,826 -5,339
栃木県 -1,525 -965 -2,924 -2,138
群馬県 -1,298 -2,174 -2,149 -3,446
埼玉県 15,424 6,913 13,528 3,618
千葉県 14,187 3,725 10,605 3,446
東京都 48,331 41,960 81,696 72,560
神奈川県 14,887 11,141 13,528 11,511
山梨県 -1,368 -1,642 -2,553 -2,683

 

表-2 性・年齢・居住地別サンプル数 

性・年齢 

居住地 
男性 

若者 

女性 

若者 

男性 

壮年 

女性

壮年

計 

東京23区 90 87 169 77 423

東京圏23区外 98 79 145 116 438

北関東3県等 26 25 56 32 139

計 214 191 370 225 1,000

 

 
図-1 年齢層・居住地別の居住意向 

回答結果を図-1に示す．年齢層別および居住地別の将来

の居住意向について比率の差の検定を行った結果，居住

地による有意差は認められなかったが，年齢層において

若者の方が壮年よりも「定住意向」が有意に低かった

（p<0.01）．  

 自宅外で行う余暇活動について，仕事飲酒，私的飲酒，

娯楽活動，文化活動の 4種類別に，普段行う頻度を質問

した結果を図-2 に示す[2]．仕事がある日の仕事・私的飲

酒の頻度よりも，仕事がない日の娯楽活動や文化活動の

頻度が高く，また，どの活動についても，壮年よりも若

者の方が頻度が有意に高い(仕事飲酒：p<0.01，私的飲

酒：p<0.05，娯楽活動：p<0.01，文化活動：p<0.10)こと

が分かった．また，4 種類の活動別に普段行う日数や時

間に対する増減意向(今より増やしたいか，減らしたい

か)を質問した結果を図-3 に示す．仕事飲酒を減らした

いと思っている人が約 25%存在すること，仕事および私

的飲酒活動よりも娯楽活動および文化活動を増やしたい

と思っている人の割合が有意に高いこと(p<0.01)がわか

った．また，増減意向を 1～5 点として分散分析を行っ

た結果，居住地ではどの活動についても有意差は認めら

れなかったが，年齢層では娯楽活動において有意差が認

められ，壮年よりも若者の方が娯楽活動を増やしたい傾 

 

図-2 年齢層別の活動頻度(若者：n=405，壮年：n=595) 

 

 

図-3 年齢層別の活動の増減意向 
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向が明らかとなった(p<0.10)． 

また，娯楽活動および文化活動の日数や時間を増やし 

たいと回答した人について，増やしたいのに増やせない

理由を制約の強いものから順に3つ選択してもらった．

選択した人の割合が高かった上位3つの理由「近くにお

店や施設がない」，「翌日の仕事に支障をきたす」，

「お金の制約がある」について，居住地別に比較した結

果を図-4に示す．この結果から，娯楽・文化活動につい

ては，お金の制約が一番強いこと，近くにお店や施設が

ないことを選択している人は約半数いることがわかった．

なお，居住地による統計的な有意差は認められなかった． 

日常生活圏における，4種類の余暇活動を行うための

施設数に対する満足度を質問した結果を，居住地および 

 

 
図-4 娯楽・文化活動を増やせない理由(上位3つ) 

 

 
図-5 各余暇施設数に対する満足度 

将来の居住意向別に比較した(図-5)．居住地別では，4

種類全ての余暇活動について，東京23区居住者と比較し

て北関東3県等居住者の方が，満足している人の割合が

有意に低かった(p<0.01)．続いて，各余暇施設数に対す

る満足度を1～5点として，移住意向と定住意向で平均値

の差の検定を行なった結果，私的飲酒(p<0.10)，娯楽活

動(p<0.10)，文化活動(p<0.05)について有意差が認められ

た．このことから，私的飲酒施設，娯楽・文化活動施設

数に対する満足度が，将来の居住意向に影響を与えてい

ることが明らかとなった． 

一方で，余暇活動の頻度および増減意向，増やしたい

のに増やせない理由についても，将来の居住意向との関

係を分析したが，有意差は認められなかった．このこと

から，余暇活動の実態や意識については，将来の居住意

向と関係があるものとないものがあることが示唆される．

それら将来の居住意向と関係のある余暇活動の実態およ

び意識，その種類等の詳細な把握は本研究では未調査の

ため今後の課題である．次の4章では，余暇活動に対す

る施策を実施する際に重要な考慮すべき項目であると考

えられる個人属性に着目し，より詳細な個人属性と余暇

活動との関係を分析した． 

 

 

4. 個人属性が余暇活動の頻度，消費金額，場所

に与える影響 

 

(1) 余暇活動の頻度の分析 

年齢，居住地，性別，婚姻関係および交際相手の有無，

配偶者の就業の有無，子供の有無および年齢などの個人

属性が，余暇活動の頻度に与える影響を分析する．ここ

では，各余暇活動の頻度を目的変数，個人属性を説明変

数として，分析ソフト NLOGIT5 を用いてオーダードプ

ロピットモデルによる分析を行なった．なお，この分析

は説明変数から目的変数を予測するためのモデル作成を

目的としておらず，余暇活動の頻度に有意な影響を与え

る個人属性を把握することで，今後，公共が施策を行う

際の参考情報を得ることを目的としている．各余暇活動

の頻度は，「年に数日以下」を 1，「数ヶ月に 1 日」を

2，「月に 1日」を 3，「月に数日」を 4，「週に 1日以

上」を 5の 5段階とした．説明変数は，個人属性を全て

ダミー変数で表現した．なお，世帯構成については，

「未婚，交際相手無，女性」を基準として，配偶者の有

無，末子の年齢，共働きか否か，性別，交際相手の種類

別，に 14分類した[3]．また，特に北関東 3県等では自動

車の利用可能性が余暇活動に影響を与える可能性が高い

ことや，自宅外余暇活動に関する情報収集や同伴者との

コミュニケーションに影響を与えるものと考えられる携

帯電話・スマートフォンやパソコン・タブレットの仕事
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以外の目的での使用時間も，仕事がある日と仕事がない

日に分けて説明変数に導入した．説明変数の詳細を表-3

に，分析結果を表-4，表-5 にそれぞれ示す．分析の結果，

モデル全体の説明力は低い結果となった．これは余暇活

動の頻度は，本モデルの説明変数とした個人属性以外に

も様々な要因が影響を与えていることを示しているが，

各余暇活動について有意となった説明変数に着目すると，

以下の点が読み取れる． 

・年齢：仕事飲酒と娯楽活動で年齢の係数が正で有意で

ある，すなわち，若者の方が壮年よりも仕事飲酒およ

び娯楽活動の頻度が高い． 

・居住地：仕事飲酒においては東京 23 区と東京周辺，

私的飲酒においては東京 23 区の係数が正で有意であ

る，すなわち，北関東 3県等よりも飲酒の頻度が高い． 

・世帯構成：仕事・私的飲酒において，世帯 3男，世帯

6 男・女，世帯 7 男の係数が正で有意であり，世帯 2

女の係数が負で有意である(仕事飲酒においては世帯

1男，世帯2男，世帯4男，世帯5男，世帯7女も正 

 

表-3 モデルの説明変数の詳細 

説明変数 ダミー変数で1としたもの 
年齢 若者 

東京23区 東京23区居住者 
東京周辺 東京圏23区外居住者 
世帯1男 既婚，子供無，男性 
世帯1女 既婚，子供無，女性 
世帯2男 既婚，末子が6歳未満，共働き，男性 
世帯2女 既婚，末子が6歳未満，共働き，女性 
世帯3男 既婚，末子が6歳未満，配偶者が主婦，男性 
世帯4男 既婚，末子が6歳以上，共働き，男性 
世帯4女 既婚，末子が6歳以上，共働き，女性 
世帯5男 既婚，末子が6歳以上，配偶者が主婦，男性 
世帯6男 未婚，交際相手有（結婚予定），男性 
世帯6女 未婚，交際相手有（結婚予定），女性 
世帯7男 未婚，交際相手有（結婚未定），男性 
世帯7女 未婚，交際相手有（結婚未定），女性 
世帯8男 未婚，交際相手無，男性 
車保有 ほぼ自分専用の車がある 

平日 
スマホ 

仕事がある日に仕事以外の目的で1日1時間

以上，携帯電話・スマートフォンを使用 
(※仕事飲酒，私的飲酒，現在の活動のみで

説明変数として使用) 

平日PC 

仕事がある日に仕事以外の目的で1日2時間

以上，パソコン・タブレットを使用 
(※仕事飲酒，私的飲酒，現在の活動のみで

説明変数として使用) 

休日 
スマホ 

仕事がない日に仕事以外の目的で1日1時間

以上，携帯電話・スマートフォンを使用 
(※娯楽活動，文化活動，現在の活動のみで

説明変数として使用) 

休日PC 

仕事がない日に仕事以外の目的で1日2時間

以上，パソコン・タブレットを使用 
(※娯楽活動，文化活動，現在の活動のみで

説明変数として使用) 

 で有意であり，私的飲酒においては世帯 1女で負で有

意)．すなわち，交際相手がいない女性よりも既婚男 

 

表-4 仕事飲酒，私的飲酒の頻度の分析結果(n=1,000) 
 仕事飲酒 私的飲酒 

説明変数 係数 T値  係数 T値  

年齢 0.288 3.70 *** 0.582 0.76

東京23区 0.594 4.66 *** 0.529 4.31 ***

東京周辺 0.396 3.22 *** 0.177 1.50

世帯1男 0.769 5.55 *** 0.142 1.06

世帯1女 -0.068 -0.45  -0.241 -1.66 *

世帯2男 1.237 4.27 *** 0.348 1.22

世帯2女 -0.601 -1.67 * -0.863 -2.51 **

世帯3男 1.100 4.32 *** 0.530 2.09 **

世帯4男 0.707 3.93 *** 0.144 0.81

世帯4女 -0.071 -0.31  -0.107 -0.51

世帯5男 1.131 2.81 *** -0.123 -0.29

世帯6男 0.743 3.88 *** 0.563 3.00 ***

世帯6女 0.483 2.70 *** 0.404 2.31 **

世帯7男 0.770 3.78 *** 0.440 2.20 **

世帯7女 0.349 1.90 * 0.212 1.20

世帯8男 0.166 1.25  -0.135 -1.05

車保有 -0.041 -0.48  -0.096 -1.14

平日スマホ 0.262 3.53 *** 0.313 4.30 ***

平日PC -0.108 -1.40  -0.122 -1.62

定数項 -0.901 -5.30 *** -0.275 -1.70 *
 -1322.08 -1402.04 

 -1407.15 -1462.97 

※ ***：1%有意，**：5%有意，*：10%有意  

 

表-5 娯楽活動，文化活動の頻度の分析結果(n=1,000) 
 娯楽活動 文化活動 

説明変数 係数 T値  係数 T値  

年齢 0.251 3.35 *** 0.103 1.36

東京23区 0.126 1.08  0.156 1.30

東京周辺 -0.024 -0.21  0.023 0.20

世帯1男 0.145 1.12  0.154 1.16

世帯1女 0.009 0.06  0.115 0.82

世帯2男 -0.037 -0.13  0.298 1.04

世帯2女 -0.641 -2.20 ** -0.487 -1.58

世帯3男 0.344 1.37  0.777 3.08 ***

世帯4男 0.104 0.61  -0.036 -0.20

世帯4女 0.079 0.39  0.174 0.86

世帯5男 0.590 1.48  0.219 0.55

世帯6男 0.439 2.34 ** 0.657 3.55 ***

世帯6女 0.418 2.36 ** 0.279 1.59

世帯7男 0.247 1.25  0.284 1.42

世帯7女 0.300 1.72 * 0.345 1.99 **

世帯8男 -0.008 -0.07  0.148 1.18

車保有 -0.061 -0.75  -0.121 -1.47

休日スマホ 0.281 3.94 *** 0.253 3.49 ***

休日PC -0.096 -1.34  -0.063 -0.86

定数項 0.559 3.63 *** -0.015 -0.10
 -1535.81 -1491.25 

 -1575.06 -1522.82 

※ ***：1%有意，**：5%有意，*：10%有意  
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性や結婚予定の交際相手のいる男女の仕事飲酒・私的

飲酒の頻度が高く，既婚で 6歳未満の子供がいる女性

は頻度が低い．娯楽・文化活動において，世帯 6男，

世帯7女の係数が正で有意である(娯楽活動においては

世帯 2女，世帯 6女も正で有意であり，文化活動にお

いては世帯3男も正で有意である)．すなわち，娯楽活

動は，既婚で末子が 6歳未満の共働き女性の頻度は低

く，結婚予定の交際相手がいる人は頻度が高い．文化

活動は既婚で末子が 6歳未満でかつ配偶者が主婦の男

性，結婚予定の交際相手がいる男性，結婚未定の交際

相手のいる女性の頻度が高い． 

・スマホの使用時間：全ての余暇活動において，スマホ

の係数が正で有意である，すなわち，仕事以外の目的

での携帯電話・スマートフォンの使用時間が長い人は

頻度が高い． 

以上，若者，男性，東京圏居住者は，相対的に余暇活

動，特に仕事飲酒や娯楽活動の頻度が高く，独身の場合

には交際相手がいるほど，また携帯電話・スマートフォ

ンの私的目的の使用時間が長いほど余暇活動の頻度が高

いこと，共働きで末子が6歳未満の女性は飲酒と娯楽活

動の頻度が低いことが明らかとなった． 

若者の方が仕事飲酒や娯楽活動の頻度が高いのは，体

力が一つの要因として関係していることが考えられる．

仕事飲酒については，付き合い上断れないといったこと

も要因であると考えられる．また，携帯電話・スマート

フォンの私的目的での使用時間が長いほど余暇活動の頻

度が高い結果が得られたが，これは，西堀ら15)が指摘

している休日の仕事以外目的でのネット利用時間が

長いほど外出回数が多くなるという知見と整合する

ものであると考えられる． 

 

(2)  個人属性とよく行う娯楽・文化活動との関係 

現在，よく行っている娯楽・文化活動の具体的内容を

大3つまで選択してもらった結果，選択した人の割合

が高かった上位5つの活動は「映画館」，「温泉」，

「カラオケ」，「屋外で行うスポーツ」，「公園」とな

った．また，上位5つの活動を年齢層別に比較した結果，

若者は，「映画館」と「カラオケ」，壮年は「映画館」

と「温泉」が特に多く，若者と壮年では「カラオケ」

(p<0.01)と「温泉」(p<0.01)で有意差が認められた(図-6)．

続いて，その中でも特に，現在の活動頻度が高い人が多

かった上位3種類の活動である「カラオケ」，「映画

館」，「温泉」について，個人属性との関係を分析する．

各活動をよく行っているかどうかを目的変数，個人属性

を説明変数として，二項ロジット分析を行う．説明変数

の詳細は表-3と同じであり，分析結果を表-6に示す．娯

楽・文化活動頻度を説明するモデルと同様に，モデル全

体の説明力は低いものの，有意な説明変数が得られた． 

・「カラオケ」は，若者の方が頻度が高い． 

・「映画館」は，世帯6女，世帯7女の係数が正で有意で

あり，世帯1男，世帯8男の係数が負で有意である．す

なわち，交際相手がいる女性は頻度が高く，既婚で末

子が6歳未満の共働き男性，未婚で交際相手がいない

男性は頻度が低い． 

・「温泉」は，北関東3県等居住者と比べて，東京23区

居住者の方が頻度が高く，東京周辺居住者も高い．世

帯 1女，世帯 6女，世帯 7女，車保有が正に有意であ

り，年齢が負に有意である．すなわち，既婚で子供無

の女性，未婚で交際相手がいる女性，ほぼ自分専用の 

 

 

図-6 頻度の高い余暇活動(上位5つ)

 

表-6 活動頻度の高い娯楽・文化活動の実行に影響を与える個人属性の分析結果(n=1,000) 

カラオケ 映画館 温泉 
有意な説明変数   有意な説明変数   有意な説明変数   

＋：年齢*** -465.3 -434.2 ＋：世帯6男***，世帯6女* 
  世帯7男**，世帯7女** 
  休日スマホ*，休日PC** 
－：世帯8男*** 

-595.8 -563.6 ＋：東京23区**，東京周辺*，世帯1女* 
世帯6女**，世帯7女***，車保有*** 

  休日スマホ* 
－：年齢*** 

-561.2 -539.2 

※ ***：1%有意，**：5%有意，*：10%有意 

表-7 各余暇活動における消費金額の分析結果(n=1,000) 

活動種類 有意な説明変数   

仕事飲酒 ＋：東京23区**，世帯1男***，世帯2男*，世帯4男**，世帯6男**，世帯7男* -9143.2 -9125.2 

私的飲酒 ＋：東京23区***，世帯1男***，世帯4男*，世帯6男*，世帯7男*，平日スマホ*** -9419.4 -9394.0 

娯楽活動 
＋：世帯1男***，世帯6男**，世帯7男***，休日スマホ**， 
－：年齢*** 

-9924.4 -9902.9 

文化活動 ＋：東京23区**，世帯1男** -9329.0 -9314.9

※ ***：1%有意，**：5%有意，*：10%有意 
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車がある人，若者よりも壮年の方が頻度が高い． 

以上のことより，娯楽・文化活動の種類によって，頻

度が高い個人属性は異なることがわかった．地域定着や

移住を視野に入れ，余暇活動機会を提供する際には，対

象とする個人属性による余暇活動の特性を十分に考慮す

ることが重要である可能性が示唆される． 

 

(3) 余暇活動の消費金額の分析 

続いて，各余暇活動に費やす一ヶ月の消費金額を目的

変数，個人属性を説明変数(表-3)として，トビットモデ

ルによる分析を行なった．トビットモデルを利用してい

るため目的変数は連続変量である．なお目的変数は，ア

ンケート調査の回答値を都道府県単位で物価補正[4]を行

なった値を用いている．クロス集計の結果を図-7に，ト

ビットモデルによる分析結果を表-7にそれぞれ示す．モ

デル全体の説明力は低いものの，各余暇活動について有

意となった説明変数が存在し，以下の点が読み取れる． 

・年齢：娯楽活動において，年齢の係数が負で有意であ 

る．すなわち壮年の方が一ヶ月の消費金額が高い． 

・居住地：仕事飲酒と私的飲酒，文化活動において，東

京23区の係数が正で有意である．すなわち，北関東3

県等よりも東京23区で飲酒，文化活動における一ヶ月

の消費金額が高い．一方で，娯楽活動は図-7からもみ

てとれるように居住地による差はほとんどみられず， 

 

 

図-7 居住地別の消費金額(n=1,000) 

他の活動と比べて一ヶ月の消費金額が高い． 

・世帯構成： すべての活動において，世帯1男の係数が

正で有意である．すなわち，交際相手がいない女性と

比べて既婚で子供がいない男性の方が一ヶ月の消費金

額が高い．また，仕事飲酒と私的飲酒においては，世

帯4男，世帯6男，世帯7男の係数が正で有意である(仕

事飲酒においては世帯2男も正で有意)．すなわち，交

際相手がいる独身男性，末子が6歳以上の共働き男性

で消費金額が高い．娯楽活動においては，世帯6男と

世帯7男が正で有意であり，交際相手がいる男性の消

費金額が高い． 

・スマホの使用時間：私的飲酒と娯楽活動において，正

で有意である，すなわち，仕事以外の目的での携帯電

話・スマートフォンの使用時間が長い人は消費金額が

高い． 

・車保有，PC 使用時間：すべての活動において，車保

有および PC が有意にならなかったことから，ほぼ自

分専用の車の有無や私的目的での PC の使用時間は消

費金額にほとんど影響を及ぼさない． 

以上，東京 23 区居住者は，余暇活動の消費金額が高

いことが明らかとなった．世帯構成については，独身

で交際相手がいない女性よりも，独身の場合には交際

相手がいる方が，既婚の場合には子供がいない男性の

消費金額が高いことが明らかとなったが，その他，末

子の年齢や共働きかどうかの組み合わせによる違いは，

所得も関係している可能性があると考えられる．また，

携帯電話・スマートフォンの私的目的の使用時間が長

いほど私的飲酒・娯楽活動の消費金額が高いことが明

らかとなった．一方で自分専用車保有の有無や PC の使

用時間は消費金額に影響を及ぼさないことがわかった． 

 4 章(1)の結果からわかるとおり，スマートフォン等の

使用時間が長い人は余暇活動の頻度も高い傾向にあり，

頻度が高い人ほど消費金額も高くなることが推測され

ることから，スマートフォン等の使用時間が長い人は

消費金額も高いことが考えられる． 

これらのことから，本研究の目的の一つである携帯電

話・スマートフォンの普及という変化が余暇環境に与え

 

表-8 各余暇活動を行う場所の分析結果(n=1,000) 

活動種類 有意な説明変数   

仕事飲酒 
＋：年齢**，車保有*** 
－：東京23区***，東京周辺***，世帯6女** 

-621.4 -569.3 

私的飲酒 
＋：世帯2男**，車保有** 
－：東京23区***，東京周辺*** 

-710.7 -673.2 

娯楽活動 
＋：世帯1男**，世帯1女*，世帯2男**，世帯3男***，世帯4男***，世帯8男***，車保有*** 
－：東京23区***，東京周辺* 

-1030.1 -960.1 

文化活動 

＋：世帯1男***，世帯1女***，世帯2男***，世帯3男**，世帯4男***，世帯8男***， 

車保有***，休日スマホ* 

－：東京23区***，東京周辺* 

-1040.4 -971.7 

※ ***：1%有意，**：5%有意，*：10%有意 
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図-8 居住地別の活動場所(東京23区：n=423，東京圏23区外：

n=438，北関東3県等：n=139) 

 

る影響を，余暇活動の頻度や消費金額の観点から確認で

きた． 

 

(4) 余暇活動をよく行う場所の分析 

同様に，各余暇活動をよく行う場所について，オーダ

ードプロビットモデルによる分析を行なった．場所は，

「駅前や中心市街地」を 1，「駅前や中心市街地から少

し離れたところ」を 2，「郊外」を 3の 3段階とした．

単純集計結果を図-8，図-9 に，オーダードプロビットモ

デルによる分析結果を表-8に示す．図-8から大都市圏ほ

ど駅前の繁華街や中心市街地で各活動を行うことが多い

こと，それは娯楽・文化活動よりも飲酒活動の方が顕著

であることがわかった．このことから大都市と地方都市

で，飲酒施設と娯楽・文化施設との違いを考慮した上で

立地を進めていくことが必要であると考える．また図-9

において比率の差の検定を行った結果，娯楽活動におい

て，定住意向の方が移住意向よりも中心部で余暇活動を

行っている傾向がわかった(p<0.10)．また表-8 より，モ

デル全体の説明力は低いものの，各余暇活動について有

意となった説明変数が存在し，以下の点が読み取れる． 

・年齢：仕事飲酒のみ正で有意である，すなわち，若者

の方が壮年よりも郊外の方で活動している． 

・居住地：全ての余暇活動において，東京 23 区，東京

周辺の係数が負で有意である，すなわち，北関東 3県

等よりも駅前や中心市街地の方で活動している．特に

娯楽活動と文化活動においては，東京 23 区の係数の

大きさは東京周辺の約 3倍であり，北関東 3県等より

も東京周辺，さらに東京 23 区ほど，駅前や中心市街

地で行う傾向が強い． 

・世帯構成：仕事飲酒において，世帯 6女の係数が負で

有意であり，私的飲酒では世帯 2男の係数が正で有意

である．すなわち，仕事飲酒において交際相手がいな

い女性よりも結婚予定の交際相手がいる女性の方が中

 
図-9 居住意向別の活動場所(移住意向：n=194，定住意向：

n=421，未決定：n=385) 

 

心市街地の方で活動しており，私的飲酒においては 6

歳未満の子供がいる共働きの男性の方が郊外で活動し

ている．また，娯楽・文化活動においては，世帯 1

男・女，世帯 2男，世帯 3男，世帯 4男，世帯 8男の

係数が正で有意である．すなわち，娯楽活動・文化活

動においては，既婚で子供がいない人，既婚で末子が

6 歳未満の男性，既婚で末子が 6 歳以上の共働き男性，

交際相手のいない男性は郊外の方で活動している． 

・自由に使える車：全ての余暇活動において正で有意で

ある，すなわち，ほぼ自分専用の車がある人の方が郊

外で活動している． 

・スマホ，PC使用時間：すべての活動において， PCが

有意にならなかったことから，私的目的での PC の使

用時間は活動場所にほとんど影響を及ぼさない．また，

文化活動においてスマホが正で有意である，すなわち，

スマートフォンの使用時間が長い人の方が郊外で文化

活動を行っている． 

以上，余暇活動を行う場所に関しては，東京圏居住者

は相対的に駅前や中心市街地の方で活動する傾向にある

一方，ほぼ自分専用の車を持つ人が郊外の方で活動する

傾向にあり，子供の年齢や共働きかどうかも余暇活動を

行う場所に影響を与えることが明らかとなった． 

 
 
5. おわりに 

 

本研究では，地方都市における若者の地域定着や地方

都市への若者の移住を視野に，若者の余暇活動の実態と

意識，および年齢，居住地，性別，婚姻関係および交際

相手の有無，配偶者の就業の有無，子供の有無および年

齢，自動車保有，私的目的での ICT使用時間等の個人属

性の影響を分析した．はじめに，首都圏をケーススタデ

ィに人口移動に関するデータの分析から，北関東 3県等

において若者(25～34歳)の人口流出が社会減の主な要因
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であることを確認した．続いて，首都圏全域を対象とし

た WEB アンケート調査を行い，若者の自宅外での余暇

活動について，仕事飲酒，私的飲酒，娯楽活動，文化活

動の 4種類別に実態と意識を明らかにした．分析の結果，

若者(25～34歳)は壮年(35～49歳)と比較して，全ての余

暇活動について頻度が高く，特に娯楽活動や文化活動の

日数や時間を今よりも増やしたい人の割合が高いことが

明らかとなった．東京23区居住者と比較して北関東3県

等の居住者の方が，余暇活動施設数に対する満足度が低

く，私的飲酒，娯楽・文化活動施設数に対する満足度が，

将来の居住意向に影響を与えている傾向が明らかとなっ

た．  

さらに，個人属性によって余暇活動の実態がいかに異

なるのかを把握するため，オーダードプロビットモデル，

ロジットモデルおよびトビットモデルによる分析を行な

った．その結果，余暇活動の頻度について，若者は相対

的に壮年よりも頻度が高く，特に飲酒は東京圏居住者の

方が頻度が高いことが明らかとなった．また，既婚者で

は男性，独身の場合には結婚予定の交際相手がいるほど

余暇活動の頻度が高く，末子が6歳未満の女性は余暇活

動の頻度が低いことが明らかとなった．次に，活動頻度

の高い娯楽・文化活動である「カラオケ」，「映画館」，

「温泉」について，活動頻度が高い個人の属性を分析し

た結果，性別，年齢，世帯構成，居住地等，それぞれ異

なる個人属性によって頻度が高い余暇活動が異なること

が明らかとなった． 後に，余暇活動に一ヶ月に費やす

消費金額，余暇活動を行う場所について，個人属性との

関係性を分析した．その結果，消費金額については，男

性，東京23区居住者は，消費金額が高いこと，活動場所

については，東京圏居住者は駅前や中心市街地の方で活

動していること，定住意向の方が移住意向よりも駅前や

中心市街地で娯楽活動を行っている傾向がが明らかとな

った．また，全ての分析においてパソコンの項目が有意

とならなかったことから，スマートフォンが普及した現

在，私的目的でのパソコンの使用時間は外での余暇活動

の頻度等に影響を及ぼさないこと，一方で私的目的での

携帯電話・スマートフォンは使用時間が長いほど余暇活

動の頻度や私的飲酒・娯楽活動の消費金額が高くなるこ

とがわかった．  

以上の結果から，若者の地域定着や移住に余暇活動施

設数の満足度は少なからず影響を与えていること，各余

暇活動の頻度が高い個人属性および，消費金額が高い個

人属性，中心市街地で活動する個人属性が明らかとなっ

た．このことから地域定着や移住を視野に入れ，魅力的

な余暇活動機会を提供する際には，対象とする個人属性

による余暇活動の嗜好の違いを十分に考慮することが重

要である可能性が示唆される．特に，将来の居住意向が

未決定の人に対しては，現在居住する都市における将来

の余暇活動機会の種類や立地が，定住および移住の意思

決定を行う上で重要な要因になるものと考えられる． 

今後，余暇活動を重視する若者の余暇活動活性化の視

点から，公共の施策や民間企業の戦略として，交際相手

がいる人や，携帯電話・スマートフォンの私的目的での

使用時間が長い人ほど活動頻度が高くなることから，デ

ートスポットとなる場所の提供や携帯電話・スマートフ

ォンを用いた情報発信が有効であると考える．特に携帯

電話・スマートフォン使用時間が長い人ほど私的飲酒・

娯楽活動の消費金額が高くなることから，現代社会にお

いて携帯電話・スマートフォンは余暇活動の実行に重要

な影響を及ぼしているといえる．さらに，余暇活動頻度

を増やしたくても増やせない理由として，近くにお店や

施設がないことを挙げている人が約半数存在することか

ら，公共は今後，都市のコンパクト化政策を進めていく

上で，例えば都市機能誘導区域の設定においても，都市

ごとに住民の嗜好性の違いをきめ細かく把握した上で，

余暇活動の種類に応じた施設の立地を適切に検討するこ

とが重要であるものと思われる．その際には，店舗や施

設までのアクセスを向上させることも重要であり，特に

地方都市において「コンパクト＋ネットワーク」の実現

は，若者の余暇活動活性化にも貢献することが示唆され

る．また，公共は民間企業に対して，その地域を訪れる

若者の特性に関する情報を提供するなど，公共と民間が

協力してまちづくりを進めていくことも重要である． 

今後の課題として，本研究で扱えなかった職種や給与，

人間関係，スマートフォン等ICTの具体的な使用内容と

その内訳，TVの視聴内容及び時間，登山やハイキング

等の施設を必要としない余暇活動など，より詳細な個人

属性や余暇活動に関する情報を収集した上で同様の分析

を行うことを挙げる．また，本研究では余暇活動と将来

の居住意向に関する分析を試みたが，私的飲酒，娯楽・

文化施設数に対する満足度，娯楽活動の場所以外は，将

来の居住意向との有意な差は認められなかった．今後は，

余暇活動そのものに対する満足度など将来の居住意向に

深く関係する可能性がある余暇活動の意識や実態および

具体的な移住先等を調査・分析することで，余暇活動が

どの程度将来の居住意向に影響を与えるのかを詳細に把

握することも課題である．また，4章におけるモデル全

体としての説明力の向上も今後の課題としたい． 
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補注 

[1] 本研究における首都圏および東京圏は，首都圏整
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備計画16)に従い，首都圏は茨城県，栃木県，群馬県，

埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，山梨県の1都7

県のことを指し，東京圏は埼玉県，千葉県，東京都，

神奈川県のことを指す．東京圏以外の首都圏の県は，

一般的には地方圏に含まれるが，地方圏には首都圏

以外も含まれるため，茨城県，栃木県，群馬県，山

梨県を北関東3県等と表記した． 

[2] 余暇活動の実態や意識を把握する上で，現在の居

住地に自ら選好して住んでいるのかを把握すること

は必要であると考え，現在の居住地に転居した際に

自分の意思がどのくらい含まれていたのかを尋ねた．

しかし，この結果と余暇活動の頻度とでクロス集計

を行なったが相関はみられなかった．このことから，

自らの意思で居住地選択を行なったかどうかは余暇

活動の頻度に影響を及ぼさないことがわかったため，

分析では考慮していない．これは，現在の居住地へ

の移住が他人の意思であったとしても余暇活動を行

わない訳ではないことが要因であると考える． 

[3] 配偶者が主夫な女性のサンプル数が0人だったため，

分類からは除外している．言い換えると，表-3など

において「世帯3女」，「世帯5女」を説明変数とし

ていない． 

[4] 消費金額に対する物価補正は，小売物価統計調査

(構造編)年報平成27年を用いた．この調査は，全国

平均を100としたときの各都道府県および都道府県

庁所在地の物価地域差指数を算出しており，本研究

の対象地における物価地域差指数は単純平均で東京

23区で104.3，東京圏で102.3，北関東3県等で98.0とな

っている．  
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LEISURE ACTIVITIES OF YOUNG PEOPLE 

—TOWARD SETTLEMENT IN LOCAL CITIES— 
 

Eiji MORIMOTO, Nobuaki OHMORI, Takeru SUGENO and Teppei OSADA 
 

Recently, local cities are suffering from rapid depopulation. The outflow of young people tend to  
accelerate the population decrease. Also the rapid spread of smartphones and the shift to compact cities 
have been changing human leisure activities. The purpose of this study is to investigate behavior of and 
attitude towards leisure activities of young people. As the result of a web-based questionnaire, it was found 
that some young people wish to increase the volume of leisure activities and are not satisfied with leisure 
opportunities. In addition, the leisure activities are affected by their age, gender, marital status, having or 
not having children, youngest child’s age and living location. It would be important to provide leisure 
activity opportunities in local cities taking into account of individual socio-economic characteristics of 
young people. 
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