
地域類型別にみた地域指標と内容別講座等受講者率の相関 

＊＊１％水準で有意 ＊５％水準で有意 

 

表３ ボランティア活動率と講座等受講者率の相関 

  45 道府県 高齢化：低 高齢化：中 高齢化：高 
 

受講者全体 0.62 ＊＊ 0.64 ＊ 0.512 * 0.672 ＊＊ 
 

教養関係 0.567 ＊＊ 0.663 ＊＊ 0.475   0.578 ＊ 
 

趣味関係 0.553 ＊＊ 0.679 ＊＊ 0.472   0.547 ＊ 
 

体育関係 0.386 ＊＊ 0.244   0.463   0.484   
 

家庭関係 0.589 ＊＊ 0.599 ＊ 0.47   0.738 ＊＊ 
 

職業関係 0.186  0.34   -0.16   0.108   
 

市民意識関係 0.543 ＊＊ 0.558 ＊ 0.216   0.739 ＊＊ 
 

指導者養成研修 0.468 ＊＊ 0.622 ＊ 0.251   0.587 ＊ 
 

 

表４  県財政の人件費割合と講座等受講者率の相関 

  45 道府県 高齢化：低 高齢化：中 高齢化：高 

受講者全体 -0.35 ＊ -0.002 -0.291 -0.104 

教養関係 -0.37 ＊ -0.038 -0.26 -0.054 

趣味関係 -0.41 ＊＊ -0.131 -0.167 -0.142 

体育関係 -0.26   -0.114 -0.52 -0.361 

家庭関係 -0.43 ＊＊ -0.173 -0.302 -0.365 

職業関係 -0.4 ＊＊ -0.449 -0.174 -0.157 

市民意識関係 -0.41 ＊＊ -0.086 -0.407 -0.192 

指導者養成研修 -0.29   -0.067 -0.025 -0.069 

 

表５  刑法犯認知率（人口 100 人当たり）と講座等受講者率の相関 

  45 道府県 高齢化：低 高齢化：中 高齢化：高 
 

受講者全体 -0.366 ＊ -0.37   -0.292   0.103 
 

教養関係 -0.445 ＊＊ -0.419   -0.013   -0.329 
 

趣味関係 -0.427 ＊＊ -0.452   -0.338   0.038 
 

体育関係 -0.15   -0.135   -0.517 * 0.104 
 

家庭関係 -0.408 ＊＊ -0.425   -0.448   -0.159 
 

職業関係 -0.354 ＊ -0.335   -0.193   -0.104 
 

市民意識関係 -0.435 ＊＊ -0.34   -0.331   -0.16 
 

指導者養成研修 -0.39 ＊＊ -0.546 ＊ -0.017   -0.241 
 



表６  県財政の警察費割合と講座等受講者率の相関 

  45 道府県 高齢化：低 高齢化：中 高齢化：高 

受講者全体 -0.378 ＊ -0.19   -0.247 -0.029 

教養関係 -0.436 ＊＊ -0.404   -0.273 -0.165 

趣味関係 -0.444 ＊＊ -0.426   -0.215 -0.052 

体育関係 -0.151   -0.022   -0.395 -0.349 

家庭関係 -0.413 ＊＊ -0.52 ＊ -0.271 -0.16 

職業関係 -0.428 ＊＊ -0.554 ＊ 0.098 -0.293 

市民意識関係 -0.427 ＊＊ -0.407   -0.143 -0.11 

指導者養成研修 -0.312 ＊ -0.211   0.024 0.097 

 

表７  受給対象者 1 人当たりの老人医療費と講座等受講者率の相関 

  45 道府県 高齢化：低 高齢化：中 高齢化：高 
 

受講者全体 -0.036 0.097 -0.171 0.064 
 

教養関係 -0.022 -0.116 -0.306 -0.011 
 

趣味関係 0.052 -0.148 -0.184 0.342 
 

体育関係 -0.012 0.206 0.057 -0.247 
 

家庭関係 -0.156 -0.215 -0.109 -0.149 
 

職業関係 -0.062 -0.494 0.049 0.198 
 

市民意識関係 0.055 -0.051 0.38 -0.091 
 

指導者養成研修 -0.033 -0.084 -0.007 0.017 
 

 

表８ 県財政の老人福祉費割合と講座等受講者率の相関 

  45 道府県 高齢化：低 高齢化：中 高齢化：高 
 

受講者全体 -0.244 -0.041 -0.306 -0.069 
 

教養関係 -0.249 -0.216 -0.306 -0.011 
 

趣味関係 -0.213 -0.094 -0.243 0.068 
 

体育関係 -0.254 -0.041 -0.438 -0.247 
 

家庭関係 -0.254 -0.17 -0.163 -0.203 
 

職業関係 -0.255 -0.285 0.045 -0.241 
 

市民意識関係 -0.273 -0.046 -0.282 -0.189 
 

指導者養成研修 -0.14 -0.06 -0.04 0.04 
 

 

 

 



表９  １勤労者世帯当たり実収入と講座等受講者率の相関 

  45 道府県 高齢化：低 高齢化：中 高齢化：高 
 

受講者全体 0.136 -0.116 0.514 * -0.171 
 

教養関係 0.102 -0.4 0.315   0.032 
 

趣味関係 0.138 -0.042 0.467   -0.181 
 

体育関係 0.09 0.122 0.365   -0.37 
 

家庭関係 -0.073 -0.499 0.124   -0.185 
 

職業関係 -0.004 -0.12 -0.325   0.193 
 

市民意識関係 -0.08 -0.508 0.217   -0.247 
 

指導者養成研修 0.063 0.077 -0.032   -0.197 
 

 

表 10  中高年者就職率（45 歳以上）と講座等受講者率の相関 

  45 道府県 高齢化：低 高齢化：中 高齢化：高 
 

受講者全体 0.33 ＊ 0.35 0.428 0.086 
 

教養関係 0.475 ＊＊ 0.171 0.341 0.441 
 

趣味関係 0.189   0.411 0.285 -0.234 
 

体育関係 0.225   0.445 0.428 -0.05 
 

家庭関係 0.229   0.165 0.068 0.195 
 

職業関係 0.06   0.368 -0.365 -0.02 
 

市民意識関係 0.351 ＊ 0.075 0.416 0.202 
 

指導者養成研修 0.271   0.291 0.256 0.019 
 

 

表 11  1 人当たり県民所得と講座等受講者率の相関 

  45 道府県 高齢化：低 高齢化：中 高齢化：高 

受講者全体 -0.117   0.131 0.558 * -0.12 

教養関係 -0.238   -0.148 0.236   -0.102 

趣味関係 -0.283 ＊ -0.062 0.431   -0.364 

体育関係 -0.008   0.2 0.224   -0.248 

家庭関係 -0.296 ＊ -0.402 0.149   -0.104 

職業関係 -0.315 ＊ -0.065 -0.159   -0.173 

市民意識関係 -0.344 ＊ -0.513 0.097   -0.117 

指導者養成研修 -0.153   0.148 0.128   0.151 

 

 

 



表 12  県財政（行政）の財政力指数と講座等受講者率の相関 

  45 道府県 高齢化：低 高齢化：中 高齢化：高 
 

受講者全体 -0.42 ＊＊ -0.402   0.243 -0.4 
 

教養関係 -0.4 ＊＊ -0.355   0.062 -0.124 
 

趣味関係 -0.48 ＊＊ -0.569 ＊ 0.2 -0.518 
 

体育関係 -0.21   -0.316   -0.047 -0.476 
 

家庭関係 -0.43 ＊＊ -0.454   -0.116 -0.268 
 

職業関係 -0.41 ＊＊ -0.106   -0.101 -0.409 
 

市民意識関係 -0.49 ＊＊ -0.547 * -0.065 -0.375 
 

指導者養成研修 -0.36 ＊＊ -0.404   0.095 -0.061 
 

 

  



地域指標と学習内容別学習率の相関 

 

 

表 13  ボランティア活動率と 

   学習率の相関 
 

表 14  刑法犯認知率（人口 100 人当たり） 

   と学習率の相関 
 

全体 -0.538 
 

全体 0.567 
 

教養的なもの -0.386 
 

教養的なもの 0.288 
 

趣味的なもの -0.011 
 

趣味的なもの 0.441 
 

健康・スポーツ -0.457 
 

健康・スポーツ 0.297 
 

家庭生活技能 -0.316 
 

家庭生活技能 0.105 
 

育児・教育 0.278 
 

育児・教育 0.018 
 

職業上の知識技術 -0.009 
 

職業上の知識技術 0.237 
 

パソコン・インターネット -0.262 
 

パソコン・インターネット 0.339 
 

ボランティア関係 0.332 
 

ボランティア関係 -0.321 
 

自然体験等 -0.194 
 

自然体験等 -0.126 
 

学校の正規課程 -0.26 
 

学校の正規課程 -0.083 
 

その他 0.155 
 

その他 -0.31 
 

 

 

表 15  受給対象者 1 人当たりの 

  老人医療費と学習率の相関 
  

表 16  県財政の老人福祉費割合 

   と学習率の相関 
  

全体 0.33 
  

全体 0.154 
 

教養的なもの 0.058 
  

教養的なもの -0.361 
 

趣味的なもの -0.384 
  

趣味的なもの 0.092 
 

健康・スポーツ 0.524 
  

健康・スポーツ 0.086 
 

家庭生活技能 0.391 
  

家庭生活技能 0.109 
 

育児・教育 -0.385 
  

育児・教育 0.124 
 

職業上の知識技術 -0.02 
  

職業上の知識技術 -0.172 
 

パソコン・インターネット -0.036 
  

パソコン・インターネット -0.094 
 

ボランティア関係 -0.143 
  

ボランティア関係 -0.515 
 

自然体験等 0.243 
  

自然体験等 -0.356 
 

学校の正規課程 0.452 
  

学校の正規課程 -0.177 
 

その他 0.347 
  

その他 0.145 
 

 

 



 

 

表 17  １勤労世帯当たり実収入 

   と学習率の相関 
  

表 18  中高年者就職率（45 歳 

  以上）と学習率の相関 
  

全体 -0.161 
  

全体 0.339 

教養的なもの -0.036 
  

教養的なもの 0.309 

趣味的なもの 0.062 
  

趣味的なもの 0.073 

健康・スポーツ -0.24 
  

健康・スポーツ 0.529 

家庭生活技能 -0.237 
  

家庭生活技能 0.182 

育児・教育 0.574 
  

育児・教育 -0.297 

職業上の知識技術 -0.059 
  

職業上の知識技術 0.399 

パソコン・インターネット 0.062 
  

パソコン・インターネット 0.298 

ボランティア関係 0.116 
  

ボランティア関係 0.685 

自然体験等 -0.345 
  

自然体験等 0.696 

学校の正規課程 -0.423 
  

学校の正規課程 0.183 

その他 -0.016 
  

その他 0.029 

 

 

   
表 20  県財政（行政）の財政力指数 

と学習率の相関 表 19 1 人当たり県民所得と学習率の相関 

全体 0.276 
 

全体 0.355 

教養的なもの 0.339 
 

教養的なもの 0.468 

趣味的なもの 0.488 
 

趣味的なもの 0.46 

健康・スポーツ 0.051 
 

健康・スポーツ 0.098 

家庭生活技能 -0.393 
 

家庭生活技能 -0.328 

育児・教育 0.091 
 

育児・教育 -0.103 

職業上の知識技術 0.431 
 

職業上の知識技術 0.46 

パソコン・インターネット 0.277 
 

パソコン・インターネット 0.326 

ボランティア関係 0.019 
 

ボランティア関係 -0.076 

自然体験等 -0.202 
 

自然体験等 -0.115 

学校の正規課程 -0.205 
 

学校の正規課程 -0.011 

その他 -0.357 
 

その他 -0.454 

 


