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った人口関連団体関係者、学者の中に

く、前回のメキシコ会議に参加しなか

としては三回目であるが、前評判が高

される。今回は政府間レベルの大会議

で国連主催国際人口・開発会議が開催

一九九四年九月にエジプトのカイロ

かとの期待感があることも挙げられよ

界人口戦略が打ち出されるのではない

れまでとは違った、かなり建設的な世

対立が稀薄となり、今度の会議ではこ

ろう。そしてまた、冷戦が終って東西

強く認識されるようになったためであ

とはいっても世界は広く複雑である。

、７ｏ

達が多いのが目につく。

東西対立は解消しても、人口・
開発・環境に関する南北間の
コンセプト・利害の対立は根
深い。途上国の中には「持続

今回のカイロ人口会議が関心を呼ぶ

見出されることを切望するが、本当は

多い。カイロで南北問題解決の糸口が

68…にゅうすふお－らむ

１４…

今回は是非カイロに行きたいという人

底且．〉ケ

のは、国連事務局の周到な根回しもさ

日本は南と北の調整役たるべきだし、

巻頭言１．

可能な開発」といっても、そ

ることながら、やはり最近の地球環境

その立場にある数少ない国なのだ。し

一宮 。、｜《一 〉‐一

れは先進国に都合の良いスロ

の悪化がどうも只事ではないと世界各

かし現実にはそこまで至らないのは残

ーガンだと思っている人達は

国の政府関係者、有識者の間で深刻に

念である。

（河野稠果）

受けとめられ、さらにその環境悪化の

背景に世界人口の急増と、途上国の人
口増加による貧困の問題があることが

Ｉ
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●聞き手

と二

女性の役割り、とりわけ女性の地位向上のための

問題をめぐって活発な討議が行われました。

開かれました「第四回ＡＦＰＰＤ大会」でも”女性“

昨年十月、マレーシアの首都クアラルンプールで

を握っている、と言っても過言ではないと思います。

保健などあらゆる面で、女性がそのキー・ポイント

女性の教育初め、家族問題を含め、家族計画、母子

ズ・アップされております「人口・開発」問題は、

いま、地球上で大変重要な政治問題としてクロー

年に当ります。

ことしは、国連の「国際家族年」という意義ある

明けましておめでとうございます。

婦人議員、大いに語る

南野知惠子・〃（自民党）一

Ｍ緬美報寿」参議幟議員一似光一丘
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川橋幸子氏(社会）

立法化や女性に対する教育投資の充実などの必要性

について各国代表からさまざまな問題提起がありま
した。

そこで、新春に当りクアラルンプール大会に、日

本国議員団代表として参加された肥田美代子、川橋

幸子Ⅲ社会党－、南野知惠子－自民党－の三人の参

議院議員にお集り頂き、「女性と人ロ問題」につい

てお話を伺いました。（文中敬称略）

女性が問題解決の「主体者」

だということ。「女にできて男にでき

申しますと、女性が「子供を産む性」

川橋女性と男性の違いは、単的に

てまずどのようにお考えでしょうか。

人口問題における女性の役割りについ

は非常に重要で大きなものがあります。

でありますように、女性が持つ役割り

例えば出産一つをとっても女性が主体

広瀬人口・開発問題を考える場合、

は、女性の置かれている地位の低さや

など女性の脚立が進んでいない国々で

ないかと思われます。また開発途上国

は、男性主体型で行われているのでは

と思うのですが、特にアジアの国々で

どの選択は、女性の側に主体性がある

子供を産む（何人産む）・産まないな

についてみるとき、人口の増減、即ち

南野人口問題における女性の役割

が、基本なわけです。

者一ではなくて「主体者」であること

ない」ことが出産です。だから人口問

人生の価値観などとも関連しているよ

:雲霧菱

題は、女性が問題解決のための「対象

３
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南野知惠子氏(自民）

画の普及とその展開が第一です。

母体の健康を主体的にとらえた家族計

う期待が大きいわけですが、それには

ついては、その国々の子孫の繁栄を願

人口・開発についての女性の役割に

大きな因子があるとみられます。

に左右されることと共に、経済性にも

がみられ、このような結婚観や人生観

産は必ずしも結婚を前提としない現象

うです。近年の我が国においても、出

ない場合、多産多子は循環的に続いて

性に従うのみで自分の意思決定ができ

が不可欠のものとなります。女性が男

ないし、そのためにはある程度の教育

女性自身に意思決定権がなくてはなら

人公となるテーマです。そのためには

肥田人口問題は、まさに女性が主

ます。

を計画できるようになることだと思い

女性が賢くなり、自主的に自分の人生

望まれます。従って、妊娠前から健康

そのためには、母体の心・身の健康が

とは母性の大きな役割の一つですが、

南野次世代を健全に産み育てるこ

素となることが必要です。

女性の意見や人生観が基本的な決定要

て、ということですが、主体者である

社会をつくる。もちろん男女が協力し

家族をつくり、社会を構成して次代の

か。何人の子供を産み、健やかに育て、

いう価値観も含むのではないでしょう

に留意し、計画的に妊娠することがよ

いくことになります。

リ・プロダクションについての適切
な理解を得るためには、識字率を高め、

く、妊娠したら少なくとも定期的に検

診を受けることが心要でしょう。また、

職業をもっている人の場合には軽作業

り教育水準を上げることの重要性が指

広瀬女性の識字率を高める、つま

力」なんていう平板な日本語訳は使え

ました。含蓄のある言葉で、「再生産

ダクテイブ・ライフという言葉を学び

川野私、大会に参加して、リプロ

特に害となる麻薬は禁止したいもので

児に良い影響を与えないタバコとか、

ようにしていただきたいものです。胎

きな「子産み・子育て」が体験できる

休暇等の制度も十分に利用して、すて

心身ともに健やかに計画出産を

摘されましたが、女性に母子保健など

ない。司会の広瀬さんがおっしゃるよ

す。

に移るとか、産前・産後の休暇や育児

についての知識があれば、乳児の生存

うに正に「次世代を産み育てる存在」

ラスに入っております。極論すれば、

新生児死亡は世界中でも最も少ないク

我が国の母子保健事情をみますと、

率が向上するといわれます。リプロダ

ヒューマン・ライッ（人権）であると

ヒューマン・ライフであるとともに、

という意味なのでしょうね。
は大きいですね。

る存在）としての女性の果たす役割り

クテイブ・ライフ（次世代を生み育て

鍵
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子供の生存が難しいからです。

ます。多く産まないと、希望する数の

では、多産であることをみてもわかり

国など新生児・乳幼児死亡率の高い国

やすくなったとも言えます。開発途上

そのことは、欲しい子供の数を設定し

ケアの向上によるものでしょう。また

のでしょうか。周産期・新生児医療・

「生まれた生命は育つ」とでも言える

肥田女性が教育を受けると、人口

ます。

十分になければならないと思っており

的に母親の役割を支援するシステムが

ースは未然に防ぎたいものです。社会

幼児虐待、母親のノイローゼなどのケ

となってからも親らしくない行動とか、

また核家族から来る育児不安など、母

まれてくるものであってほしいのです。

三・四人となっています。

乳児死亡率五十六％、平均子ども数は

｜方、ケララ州では識字率六十五％、

亡率は百四十五、平均子ども数は六人。

最も低いラジャスタン州では、乳児死

も数は五人。それが識字率が十一％と

百二十六、女性が生涯に生む平均子ど

子どもの死亡率は出生一○○○あたり

をみると、女性の識字率は二十二％、

これらの数は、女性への教育のもた

らす効果がいかに大きいかを有弁に物

問題はどうなるかという一つの例に、

インドでの調査が参考になります。イ

語っていると思います。

そこで一つ考えてみたいことは心の
面です。調査によりわかったことです

ンドで調査の対象になった四州の平均

き様を見せてあげることが必要だと思

子供達に「親」としてのうしろ姿・生

南野母親だけでなく父親も同じく、

えでしょうか。

母親の影響についてはどのようにお考

広瀬次の世代を担う子供に与える

親を除外して母と子の絆のみを強調し

てゆく運命の絆で結ばれています。父

的問題もあり、共に親から子に伝わっ

宿命があります。また身体的には遺伝

ることは難しい」など、親子の役割と

になることはたやすいけれど、親であ

を選べるが、子は親を選べない」・「親

母子家庭にならないよう、親と子の絆

います。親の人生観や価値観を日常行

思います。諺にもあるように「親は子

ｌ父親よ家庭に帰れＩ

子育ての役割りは「両親」で

が、「妊娠の受容のあり方」です。妊
娠を知った時に本人は喜んだかどうか、
また夫の反応はどうだったかにより、

妊娠経過中も出産時もその後の子育て

民党、当選１回。

鍵

動の中に示し、伝達する役割があると

５

にも、心・身の反応として影響を及ぼ

●南野知惠子《のおのもえこ＞

すようです。全ての子供は望まれて生
参蟻院文教・決算各委員、霧液婦連盟顧
問、元日本赤十字看讃大学教授、阪大助
産学卒､鹿児島県･平成４年比例代表、自

いでしょうか。

みつつ、育まれる間柄にあるのではな

婦（親）の役割でしょう。親と子は育

を強め、温かい家庭作りは核となる夫

すぎて、晩年には「ヌレ落葉」とか、

仕事、妻は家庭」の役割分担意識が強

が希薄になっている。夫婦間も「夫は

すね。日本の場合は一般に、父子関係

父親の双方にあることを強調したいで

母体にも悪影響があるし、経済的自立

人も六人もの子どもを生むことになり、

しかし、母親に決定権がないと、五

自立できることだと思います。

肥田母親が望むのは、次の世代が

日々の生活における愛の積み重ねの中

り、何よりも大切な役割と思います。

の幸せを守ることは親業の第一歩であ

は残念です。子供を好きになり、子供

とです。だから「父親よ家庭に帰れ」

番良い家庭環境とは、両親が仲良いこ

な共同作業です。また子供にとって一

ては、夫婦の絆を強くする一番効果的

「定年離婚」なんてことになる。子育

にあります。

割りは、次世代を健やかに育てること

せることが可能になります。母親の役

き、健康に十分注意して教育を受けさ

の子どもならば母親が経済的に自立で

は、ほとんど不可能になる。一一、三人

近年、離婚率が高くなっていること

に、多くの役割を果たしてゆけるもの

と申しあげたい。

に対する教育投資はその子供に波及し、

広瀬繰り返しになりますが、女性

数も自然と少なくなります。さらに健

較的結婚年齢も高く、従って子どもの

さらに教育を受けている女性は、比

率も低くなるし、乳児死亡率が低くな

人口問題の改善に非常に効果的だ、と
ける女性の教育について………

ると、自分たちが望む家族の規模にす

康や衛生に気を配るために、乳児死亡

肥田読み書きのできる女性は、家

るために、子どもの数を少なくしよう

ｏ

族計画の知識を持つようになり、避妊

とすることにもなります。

子育てのほかに家族以外のことや、

川橋フィリピンのマダム・シャハ

器具を使うようになります。

いわれています。特に、人口問題にお

社会に関心を持つようになるのです。

女性への教育投資は男性の一一倍の効果

と思います。今の子供達は二十一世紀

選１回。

鍵iii鑿蕊

の主役であり、日本にとって、否、地
球にとっても大切な宝物です。子供た
ちが安心して心豊かに育ってゆける環
境を作るのは、社会人としての全ての
大人の役割かとも思います。

●川橋幸子《かわはＬ･さら二》

川橋子供を育てる役割りは母親と
参議院逓信委員、総理府婦人室長、所沢
市助役、労働省労働研修所長、東北大卒、
新潟県・平成４年比例代表、社会党、当

６

新春座談会・女性と人口問題

「女性への教育投資の効果は、少くと

二が面白い言い方をしていました。

ょう。男の子でも、女の子でも、それ

まれてくる子供達には迷惑なことでし

それぞれの「エゴ」のようですが、生

一一一一口われるように、女性の賢さや、知識

手に「産み．育てる」ことができると

々されています。賢い母親は子供を上

も男性の二倍だ」と。

・教養は生活面にもあらわれるもので

自身が理解するには、
自身が理解するには、字が諦めなけれ

ることにある。避妊や家族計画を女性

も世界共通のようですが、「三つ子の

の教育はほどほどにと思われているの

また男の子には勉強させて、女の子

広瀬アジアの多くの国々では、女

が、とても印象的でした。

人々の生活を垣間見せてもらったこと

くしか扱われていないと思うのですが。

とり残されており、女性の貢献度を軽

いる。男性中心の社会の中で、女性は

れない時間を、厳しい労働に費やして

を確保する収入を得るため、はかり知

飲料水、燃料等を提供し、日常必需品

肥田女性たちは連日、家族に食料、

伺いします。

会うこともない。地域社会の営みに参

る機会がない。夫や家族以外の男性に

ェクトがないと、女の人がまず家を出

されていた。こうした複合的なプロジ

ＩＰＰＦの家族計画普及の活動も展開

私たちを迎えてくれた。そこを拠点に、

族衣装で人なつこい笑顔の女性たちが、

が行われていた。見事にカラフルな民

縫製などの授産事業と子供の保育事業

公民館のような集会施設に、ミシン

川橋今回は、クアラ・ルンプール

おりますが、負担の平等化についてお

性が男性に比べて大きな負担を抱えて

郊外にある農村地域のイスラム文化の

【刀】二二

に還元されることがわかります。

女性への教育投資は、年を経て子孫

響を受けて育ちます。

あり、子供は知らず知らずのうちに影

ぞれに大切に育てたいものです。

ばならない。次いで、
ばならない。次いで、出産とか乳幼児

魂百まで」とか「胎教」の大切さも云

女性の教育の第一は、識字率を上げ

保育についての衛生、保健、栄養知識
保育についての衛生、

を学ぶことができる。
しかし、こういった直接的な目的の
ための教育ではなく、教育本来の目的

のために、女性への教育投資を保障す
る必要があるのでしょうね。昔は日本

でも「女に学問は要らない」と言われ
た。しかし、女性の教育水準の向上が、
家族や社会の幸福をもたらしたことが
日本でも実証されています。
南野歴史的に見てどの国も女子よ

り男子を大切にする傾向があります。
「家」を大切にする思想からは「男の
子」が生まれることを望みます。特に
中国における一人っ子政策では男の子
が喜ばれましたが、近年、高齢社会へ

突入しようとしている我が国では「女
の子」がいいなどと言う声を聞きます。

７
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が女の当り前の役割とされる風習をも

しでも女性の分担量が軽減されれば良

近年、日本では男性が優しくなった

加する機会もない、ということらしい

女性の就労が増えた国々では、家の

とも聞かされます。お互いに思いやる

いのにと思われます。

もちろん、マレーシアは経済成長の

内・外ともに仕事を担っているわけで

心で苦しみを分かち、喜びを倍加させ

つ国もあるようです。

めざましい国です。他のアジアの未だ

す。せめて家庭内では、家人の思いや

てゆくことが望まれます。

ですね。

開発途上の国々の女性の状態はもっと

りの中でお互いに作業を分担しい、少

用の間でも、かい雛があると思うので

広瀬制度的な不平等性と実際の運

もあります。しかし、まだまだ男・女

のみの職業を男性に開いた保健士など

近な問題でもあります。また逆に女性

女性の参政権を得て、ニュージーラ

すが。

本が再建されました。そしてやっとい

ンドでは百年目ですが、日本は遅れる

の距離は大きく、給与・労働条件”管

ろいろな制度や、男女の不平等などに

こと五十三年、女性が社会に認められ

南野日本では戦後から今迄、国の

手を加え始めたところであり、日本の

るのも、どのようなあゆみをして認め

理職への道、更に政・財界には程遠い

国際化とも関連して、他国の文化が導

られるかによるものと思われます。戦

復興に努力し、長年自民党政権下にあ

入され、日本人の考え方も行動も変容

後強くなったのは、くつ下と女性と言

男・女差があることも現実です。

してきたわけで、今、制度等の見直し

め合える社会を築きたいものです。

われますが、男・女ともにお互いを認
教育・職業についても、男女の雇用

中であるとも言えます。

り諸々の政策が功を奏し、今日ある日

機会均等法・産休や育児休暇などは身

制度は整備されても実態改善はこれから

大変なんだろうと思います。

貧しい国ほど食べることが優先課題
になり、性別分業が社会秩序となって
しまい、女性が男性の後回しにされる。
例えば、教育は男の優先で、女の子は
悲惨な例をあげると間引かれることも
ある。

南野色々な国の男・女の役割をみ
てみると面白いものがあります。ある

未開の国では、女性のみが働き、男性
はのんびり遊んで暮らす国もあると聞

きます。一般に、女性は家事労働・出
産育児をも含め多くの作業を担当して

おります。特に伝統的な社会では男性

が優位な立場にあり、家庭にあっても
妻として母としての二つの役割、また

二世帯同居家族では嫁としての役割を
もとりながら小姑等との生活の中で、
ますます作業量が増え、多くの負担を
担ってもおります。またそうすること

111i篝篝鑿，
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こったために、性別分業意識が地域の

う国です。あまりに急激な工業化が起

ちろん、徐々に改善されているし、女性

米先進国などの中では極端に低い。も

女性の管理職比率や議員比率も、欧

ようか。

中や、企業・役所の中など、社会全体

自身の問題も大きいと思いますが…。

に、まだ実態の改善はこれから、とい

に根強く残っている、ということでし

子供を生める条件整備を大胆に

二年の半ばには五四億八○○○万人、

る「世界人口白書」によると、一九九

南野国連人口基金から出されてい

てどのようにお考えでしょうか。

しております。この原因と対策につい

え水準を大きく下回るほど出生が減少

ります。日本などでは、人口の置き換

々と日本では異なった状況のもとにあ

ありましたように、アジアの多くの国

広瀬ただいま、それぞれご指摘が

万人となり、総人口の一三・一％を占

六五才以上の高齢者の人口は一六二四

二二才で世界一となっています。また、

寿命は男性七六・○九才、女性八二・

年連続で史上最高となりました。平均

才以上の人も四八○二人となり、二一一一

短年間のうちに高齢化が進み、’○○

○カ国となります。日本をみますと、

リアの順で、共に人口一億人以上で一

ラディッシュ、パキスタン、ナイジマー

ンド冨不シア、ブラジル、日ボー、バング

いで多い国は、旧ソ連、アメリカ、イ

経済的貢献が低くみなされてしまう。

’九九八年には六○億人に達する予測

めていますが、平成三一一年には、’’’’一

川橋制度上の平等が整備されてい

としかない、と考えられてしまう。

敬を得るには、子どもを数多く生むこ

入れる収入は、男の子より少ないので

の子は八・一時間です。ところが家に

日に働らく時間は五・二時間なのに女

ドネシアのジャワ島では、男の子が一

しかも長時間働きます。例えば、イン

男の子より幼ない年齢から働きはじめ、

そうなると、女性が何らかの地位と尊

が示されています。最も人口の多い国

七三万八千人となり、人口比率も二五

る日が来るわけです。更に、出生につ

は中国で一一億三九○六万人、インド

ても、実態に不平等があるのは日本も
同様です。日本の場合は、豊かな社会

界の約三七％を占めているとされ、次

・五％となり四人に一人が高齢者とな

簔篝篝ｉｉｉ

は八億二七○六万人と、この両国で世

子より男の子を望んでいる。女の子は

たが、多くの発展途上国の親は、女の

肥田南野さんが指摘されていまし

参瞬院文教・沖縄北方特別各委員、童鱈
作家、薬剤師、大阪薬科大卒、大阪府・
平成元年比例代表、社会党、当選１回。

になったのに、そして制度も整ったの

，

Ｉ

いてみると合計特殊出生率は一・五○

供を産むのに臆病になっている。

第一は、やはり仕事と育児の両立が

々社会的要因が大きいと思います。も

人と最低記録を更新し、労働力問題か

わが国の出生率は減少をたどり、平

っとも教育費の上昇など、親の側の教

難かしいこと。第二は、子育ての経済

成四年は年間一一一二万人の出生率とな

育過熱に原因があることもある。都市

らみても大変な時代の到来が予測され

っています。この原因などをみますと、

の住宅費の高騰はやはり政策責任の問

的コストが大きくなり過ぎたこと、等

女性の高学歴化、未婚化現象、出産の

題ですよね。

ます。

高齢化、就業者や結婚後の共働きなど

から政策的に解決しなければならない

育てやすい環境整備をいろいろな角度

豊かな国造りを目指して、子供を産み

れたのかとも思いますが、二一世紀の

婚や育児に対する価値観の変化もみら

ッズ」などの言葉が流行するなど、結

ようです。「ダブルインカム・ノーキ

で、それ以上は困難と考える人が多い

れます。共働きでもせめて子供は二人

かかるお金の問題が大きな理由と思わ

育所問題、中でも育児・教育費などに

女性の専権事項にしてしまった日本の

のでしょうか。とに角、家事、育児を

冷蔵庫から缶ビールをとり出す時間な

ップに注ぐ時間であり、夜、帰宅して

出ていました。朝起きてコーヒーをカ

ましたが、一日平均五分という結果が

ずさわっているか、という調査があり

肥田日本の男性が何時間家事にた

気がします。

れこそ、高齢化対策そのものだという

今こそ大胆にやる必要があります。こ

い夫婦の希望をかなえる条件整備を、

子供を産みたい女性や子供を持ちた

と思います。更に家庭生活の場にあっ

古く長いしきたりの女性の意見表明な

が増加することに加え、住宅問題、保

ても、家族共々に楽しく、協力し合う

のかもしれません。

女性が結婚しても、子どもが生まれ

ことが大切なことだと思います。

川橋出産適齢期の女性たちが、子
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ても、望むならばずっと仕事を続けて
いけるシステム作りをすべきでしょう。

フレキシブル・アワーの導入なども
その一つですが。

食糧と水であると思われます。上・下

水道開発にむけての協力は、どのよう

な支援にも同時または、先行してなさ

れることが好ましいと思います。

また、人口問題では、わが国の先輩

生まれているのか、人口動態も正確に

のではないかと思われます。年間何人

娠」の選択が女性に与えられていない

南野男性主導型の国々では、「妊

せ下さい。

すべき役割りについてお考えをお聞か

ます。この分野における、日本が果た

うまく反映されていないように思われ

では、出生に対して女性の考えがまだ

広瀬最後に、アジアの多くの地域

日本もまだまだ女性の社会的地位の低

言われ、ハツとしたことがあります。

が問題提起をしないのは不思議だとも

少ないことを、主体的立場にある女性

率をもつ国なのに家族計画の選択肢が

いた人が、開発国であり、十分な識字

がまだ行われていない日本の現状を聞

ます。家族計画に関して、ピルの解禁

選べるような社会状況が必要かと思い

家族計画に関する避妊方法を主体的に

からの生活改善も必要と思われます。

と思います。視野を広げ、色々な角度

・検討会をもつ。

今行っている事柄などについて報告

①日本が今迄行って来た方法、または、

れば、次のような方法があります。

いた今迄のあゆみが参考になるのであ

アジアの仲間たちに関して、成功に導

にもめざましい足跡を残しております。

あり、新生児・乳幼児死亡等、統計上

アは、医師、看護職等関係者の努力も

保健活動や、周産期、未熟児医療・ケ

をもっております。また、現在の母子

家族計画推進に効果をもたらした実績

各国に適した支援と女性による交流の機会を

知り得ない開発途上の国々があるわけ

い国であることを再確認させられまし

助産婦諸姉による草の根活動により、

ですが、大切な健康問題や育児も含め、

た。

はないかと思われます。これらのこと

には、特に開発途上にある国々の人が、

日本の役割についてみると、基本的

③物的・経済的支援については、適切

現地で話し合い、最も適した方法を

②その国の人々が望む目的は何なのか、

妊娠・出産に関する知識に乏しいので

を含めより良い生活を女性の手で主体

健康で幸せな生活にむけて発展してゆ

な機関を通し、適切な方法で必要な

事柄を進めてゆくこと。

支援する。

探し出し、共に方策を立てて活動を

的に進めるためには、識字率を上げ知

く為の支援が求められているのではな
いかと思います。健康生活の基盤は、

識を豊かにして社会進出し、女性の地
位の向上がはかられなければならない

JＪ

鑿篝議！

も適した方法で（宗教などの関連も

国の人々により、その国の人々に最

も主目的であると思われます。その

適切な人材を開発することが何より

果をあげるためには、現地において

れるべきだと思います。またその効

計画に関する専門家の派遣も考慮さ

④人的支援が必要であれば、特に家族

です。

動計画を実行していく責務があるわけ

ですから、日本はこの時の具体的な活

しました。海部総理も出席された会合

という世界の子ども達への約束をいた

能にするための基本的な保護を与える

べての子どもの心身の健全な発育を可

をできるだけなくすと共に、世界のす

○年までに、子どもの死亡や栄養不良

ことが、極めて大切だと痛感したとこ

性とアジアの女性の交流機会を増やす

す。そして、この分野では、日本の女

ちろん、資金的・人的支援を含めてで

て、謙虚に伝えることが重要です。も

ーリーとしてではなく、失敗例も含め

過去の日本の経験を、サクセススト

ていると思います。

短絡的な物の言い方をするのは間違っ

れないようにしなければならないと

あくまでも支援者であることを忘

子ども達に、きちんとした教育を受け

でいることになるわけですから、その

人のうち九人近くが発展途上国に住ん

ろです。

あり）目的達成されることが何より

思います。その国の文化を、その国

させ、非識字をこの地球からなくすこ

二○二五年には、世界の子どもの十

の人々を尊重する形での支援が大切

とが、ひいては地球を人口燥発の脅威

だと思います。

だと思います。

川橋アジアの人口爆発を抑制し、

広瀬お忙しいなか、貴重なお話し

から救うことになるのだと思います。

さが経済的自立を妨げ、ひいては家庭

環境と調和する開発を持続させること

を頂き、まことにありがとうございま

肥田男性に対する女性の地位の低
内の決定権も持たされない。

がグローバルな視点からの課題である

女性の地位を高めるためには、教育

女性の果たす役割りがいかに大きい

した。

が大きな効果を持つ。教育を受けた女
性は家族の健康、労働市場への参加、

「経済成長したければ人口抑制しなさ

たします。

皆さまの今後の益々のご活躍を期待い

か、を改めて理解いたしますと同時に、

いよ」とか「人口抑制する早道は女性

先進国のエゴととられる恐れがある。
’九九○年、国連で開かれた「子ど

の地位を向上させることですよ」とか、

人口堀加減速に大きな貢献をすること

ものための世界サミット」で、二○○

ができます。

しかし、日本がこれを主張すると、

ことは確かです。

広瀬次雄常務理事

'２

議」（正式名称、目（の曰胃ご息一

首都カイロで「第三回世界人口会

国連はことし九月、エジプトの

への戦略Ｉで日本はじめ中国

世紀における女性ｌ平和と繁栄

今回のメイン・テーマは「二一

開く。

るアジア国会議員代表者会議」を

北京で「第十回人口と開発に関す

で一一一月三、四の両日、中国の首都

家族計画連盟（ＩＰＰＦ）の協賛

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）、国際

表大会教育科学文化衛生委員会、

（ＡＰＤＡ）は、中国全国人民代

財団法人アジア人口・開発協会

シコの首都メキシコ市で開かれた。

ブカレストで、第二回会議はメキ

は一九七四年、ルーマニアの首都

要な国際会議である。第一回会議

（ＧＣＰＰＤ）等の国際機関代表

発に関する国会議員、世界委員会

計画連盟（ＩＰＰＦ）、人口と開

口基金（ＵＮＦＰＡ）、国際家族

オブザーバー国、専門家、国連人

カ国の国会議員代表と準会員国、

トナム、オーストラリアなど十七

ポール、スリランカ、シリア、ベ

フィリピン、パキスタン、シンガ

イ、ネパール、ニュージーランド、

ングラデッシュ、マレーシア、タ

インド、韓国、インドネシア、バ

なる財源確保ｌなどが主たる内

に向けた勧告案の採択⑥必要と

となる行動の検討⑤今後十年間

識促進④人口問題に関する中核

討議を深め、各国間の交流をはか

女性の地位の向上などについて、

幼児の死亡率の低減、母子保健、

マトをしぼり、出生率の抑制、乳

困追放、教育の向上などに論議の

から、テーマを〃女性〃とし、貧

題の解決が重要である」との認識

問題を解決するためには「女性問

族年」であることも踏まえ、人口

者が参加する。ことしが「国際家

する。

議Ⅱ国際人口開発会議Ⅲ）を開催

Ｄ）、人口と開発に関する国際会

○二四二・Ｃの『巴ＯＣＢの二（（ＩＣＰ

世界人口行動計画の目標並びに目

は①一九七四年会議で採択された

成長と持続可能な開発」で、会議

九日間、テーマは「人口、持続的

会期は九月五日から十三日まで

っている。

界の四百一団体が参加登録を行な

ている本協会（ＡＰＤＡ）など世

同会議には、人口問題で活動し

る。

ＣＯロ｛の円のごｎのＣロ勺。ロー一騨丘。■

同会議は、爆発的に増加を続け

的に関する成果の検討と評価②

容。

る世界人口をどのように解決する

行動計画の勧告実施対策の確認
③国際的課題である人口問題の認

かについて、各国政府間で協議す

るもので、十年に一度開かれる重

J３

,￣ｌＯｐＡＰＤＡ会
弟Ｂ□

曰Ｆ二
旱て８＝

1世脇UL□五
９月、カイロで開催
一ＡＰＤＡも参加登録一

“

iii鐘薑鬘篝篝:薑壽ii讓驫

鰯掌

制云式云鴇の日本議員団＝左から阿部、川梼
石

野藤、肥田、南野各灘Ｅ

開会式を前に民族音楽の演奏一
が場内を流れる

ーラム（ＡＦＰＰＤ）第四回大会」（主催Ｉ同議員フォー

ン・テーマに掲げた「人口と開発に関するアジア議員フォ

「二土世紀へのアジアの挑戦ｌ人口と開発」をメイ

アピールを行った。

を成功させよう」と力強い人口・開発への取組み、行動の

界に先がけて地球と人類の共生・共存のため「カイロ会議

ラム、共催Ⅱマレーシア人口・開発議員連盟、後援Ⅱ国連
人口基金、国際家族計画連盟）が、十月二十六日から三日
間、マレーシアの首都クアラ・ルンプールで開かれた。
日本初め中国、インド、インドネシア、タイなど会貝国

十五カ国、フィジー、ヨルダン、ニュージランド、トンガ、
イエメンなど準会員国七カ国、カメルーン、キリ。ハス、ロ

シア、西サモアなど九カ国など三十一カ

国が参加、国連人口些金（ＵＮＦＰＡ）、

回開催）に向けて活発な討議を展開した。

・開発会議」（世界人口会議、十年に一

エジプト・カイロで開かれる「国連人口

非政府機関関係者も加わって、来年九月、

ッド・ザヒール・イスマイル・マレーシア下院議長、ハー

ラタナコーンＡＦＰＰＤ事務総長、桜井新同議長代行、モ

Ⅲ会長、イブラヒム・アリ大会準術委員長、プラソップ・

ットホールで行われた。共催国のマレーシア国人口議員連

二十六日の開会式は午前九時半から国会議事堂のバンヶ

国際家族連盟（ＩＰＰＦ）など国際機関、

世界人口の六割を占めるアジアが、卒先

フクン・マーラーＰＰＦ事務局長、安藤博文ＵＮＦＰＡ事

を行ない、参加者に深い感銘を与え、大きな拍手をうけた。

アの挑戦１１人口と開発」と題する基調講演（別項掲載）

団長の中山太郎元日本国外務大臣が「二十一世紀へのアジ

午後二時四十五分から全体討議に入り、日本国会議員団

が開会宣一一一一口を行って大会三日間の幕を明けた。

て有力なアンワール・イブラヒム・マレーシア国大蔵大臣

して人口と開発問題解決のために

プール」宣言を採択。アジアの地から世

の向上ｌを盛りこんだ「クアラルン

側教育に重点を殻いた女子と女性の地位

③バランスのとれた農村と都市開発

②貧困を徹底して追放する

る保健を増進させる

務次長が順次、挨拶を述べ、次期マレーシア首相候補とし

ＦＰＰＤ溌長代行

仙人口増加を抑制し、女性の出産に関す

開会式で挨拶する桜井新・Ａ

J６

ＡＦＰＰＤ第４回大会開く

基鯛講演をする中山太郎・日本繊員団団長
全体討醗の行われたポールルーム・マーコタ３

中山元外相の基調講演の
あと、質疑応答に入った。

日本はいま高齢化問題に直面しているが、いずれ何十年

かたてば、われわれの国も高齢化に直面する。日本での高

齢化対策はどうなっているか」と質問した。

これに対し中山元外相は「第二次大戦後の日本人の平均

会場から「人口増加は民
主々義をおびやかすか」と

寿命は五十才位だったが、現在は男性が七十六才、女性が

これだけの長寿国になった理由は、十分な食料に恵まれ、

いう質問が冒頭に飛び出し
かすと思う。だから家族計

メディカル・ケアのお蔭だ。しかし、日本では悲劇も起き

八十二才で、世界一の長寿国になった。

画が大切なのだ」と明快に

ている。親と子供が一緒に生活しないという社会現象が起

た。中山元外相は「おびや

答え、人口移動については

一番よいものだが、例えば湾岸地域に

っている。どこの国でも、自分の国が

果、所得水準が早いスピードで高くな

職と収入を求めて百万人近い労働者が入っている。
万人近い労働者が入っている。その結

うち男性は三十万人、女性の一人暮しは百万人をこえてい

ている。一人暮らしのお年よりは全国に百六十万人おり、

では、親と別々に住む、というのが結婚の条件にあげられ

仲良く幕らし、それぞれが面倒をみていた。しかし、いま

昔は、おじいさん、おばあさんと一つ屋根の下でみんな

きている。

は周辺やアフリカ北部から、地中海か

るのが現状だ。女性の一人暮しが多いのは男女の寿命の差

「マレーシアは七千万人を人口目標にしているが、
万人を人口目標にしているが、現在、

らはＥＣに、東欧から西欧にと、それ

だ。

高齢者は、病気になると病院や、老人ホームに入るが、

ぞれより良い生活を求めて人々は移動
する。これが世界の流れだ」と人口・
中山講演について、インド国人口議

で、二十五年後の日本はどうなるか。四人に一人が六十五

などをしているが、まだまだ不十分だ。老人がふえる社会

自分の家で一人幕しの人にはボランティアが一日サービス
連会長で、ＡＦＰＰＤ副議長のマヘン

才以上で、うち一人は学生、あと二人は働いて、他の二人

労働力移動について説明。

ドラ・プラサド氏は「中山先生の素晴

のために税金を払う、という姿になる。

中間施設に移すＩこういう構想を持っている．

病気のお年よりは老人医療病院へ、病気が良くなったら

らしいスピーチに感謝する。日本は人

口問題で成功したが、アジアの他の国
々はまだ多くの悩みを抱えている。

J７

バスの車中で熱帯病研究の国
立医学研究所の設立経緯につ
いて脱明する中山元外相

裳

日本では、六十五才以上の人は大抵リタイアしているし、

本国の資金拠出を柱に設置された施設で、訪問途中のパス

こうした状況の中で、高齢者の生活のための年金をどう

を結んだ一つの御
を結んだ一つの例だと説明、この面での一層の国際協力の

ヒューマニズム」の発露から行った国際的な医療貢献が笑

の中では、中山団長が目からマイクを握って「生命の尊さ、

するか、医療費をどうするか、健康老人の管理は……これ

必要性を訴え、

学生も労働力にならないので、日本の生産力は落ちる。

らはいずれも日本社会全体の大きな問題だ。

ろんな対策をたてているが、日本だけでなく、工業生産が

急激にふえることに伴なう対策が極めて重要だ。政府はい

画わく若い人が少なくなり年金、健康サービスをうける人が

らが働らいてお

若き医療技術者

大医学部からも

同施設では東

感動を与えた。

上がり、所得がふえたらどうするか、将来の年金はどうす

り、生みの親の

一一千三十一一年をピークに日本人口は下降線を辿るが、働

るか、注意深く、確実な手当てが必要だ」と、判り易く日

中山団長の来所

一行を案内した。

をこめて歓迎、

に所長以下、心

本の実態を説明、高齢化対策の重要性を述べた。

中山太郎元外相が生みの親の熱帯
病研究の国立医学研究所を視察
日本議員団は全体討

議ののち、午後五時か
ら、クアラルンプール

市内にある国立医学研

究所（熱帯病研究）を
訪問した。この研究所
は、中山元外相が、熱
帯病からアジアの人達

行。

の命を救おうと、日本
国政府に働きかけ、日

中山元外相が生みの親のクア
ラルンプール国立医学研究所
（熱帯病研究）を訪問した－

J８

－ｍ－５Gｺ閂守勺一閃切弓一屯￣勺■￣のＰＱ－仏式‐いね一企ＰＳ一●屍一一P郡二●シ承引功一浜尹●‐曰￣■￣□も～ｲも色Pep宅一～宅一◆〆包一～弓一曲伊弓&－牛曰皀Ｌ－包弓ヒーーーニニーニニミニーーーこ÷---ニニーーーニニ＝ｇ－－ｓ＝さ－Ｎ己宅

鰯，

鰯

二巳二Ｆ

ｇ

〆

臣信

４。

「

【・好』

汁昌

乱鐵

本来ならば、福田超夫元総 理が出席

い首都クアラ・ルンプールで開催され

活気に満ちたマレーシア国の緑美し

川蟄副
皿狂州Ⅷ璋珈一

ました「第四回ＡＦＰＰＤ大会」で、

され、基調講演をされる予定 でござい

ましたが、 やむを得ない事情 により残

いましたことに対し、深甚なる感謝の

念乍ら欠席させて頂くことに なりまし

た。福田先生からご列席の皆 様にお詫

意を表する次第であります。

名誉ある基調講演の機会をお与え下さ
をお与え下さ一
甚なる感謝の一

△７４少とエク
ぴ申し上げ、 今大会のご成功
と、皆様

今大会は三年に一度開かれるＡＦＰ

ＭⅡるＡＦＰ一

のご活躍をお祈り申し上げて いる旨の

と同時に、来一
ＰＤの重要な大会であると同時に、来

掲げたテーマが「二一世紀へのアジ
世紀へのアジー

て意義深い大会でもあります。

・開発会議）を成功に導くための極め
くための極め一
ます。一

す国連の「世界人口会議」（国連人口

『《酬い他唯一

メッセージがありましたこと をお伝え

ニ]二

年九月、エジプトのカイロで開かれま

Ｉトユ

いたします。

ｕ」

国轌

口調曰

一歩

アの挑戦ｌ人口と開発ｌ」であります。
」であります・一
力）アジアの人一

地球人口のおよそ６割をアジアの人

口が占め、世界に深刻な圧力を加えて
圧力を加えて｛

いるこの事実を厳しく受けとめ、私た
けとめ、私た一
解決に取り組一

ちはさらに真剣に具体的解決に取り組

と存じます。アジア各国において、政

み、実行してまいらなければならない

斜催紐蜆缶榴一

策立案に携わる私たち立法府議員の責

ます。一

務はいよいよ重大であります。

さて、この基調識波では、まず世界
は、まず世界一

増加の現実を一

情勢を鑑みつつ⑪、人口増加の現実を

1９

ＩＩＩＩＩＩ
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蝋
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最後に、われわれ議員がとるべき方策

てから川、人口に係る諸問題に触れ㈹、

見つめ⑪、更に、アジアの状況を考え

す。

ているのが実は「人口問題」でありま

すべての難問の最も基本的重圧となっ

問題が挙げられますが、その中でも、

では、人口増加の現状について見て

⑪人口問題の現状

取り組むべき時でしょう。

たが、今こそ「人口問題」へも真剣に

で世界の耳目が環境問題に集中しまし

たＵＮＣＥＤ（国連環境・開発会議）

昨年六月、ブラジルのリオで開かれ

について㈹、述べたいと思います。

口世界情勢
今日、米・ソを頂点とする東西両陣

営の政治的、軍事的対立は、ソビエト
連邦の崩壊によって解消し、冷戦構造
は一変いたしました。また、アジアに
おいてもカンボジアに平和の光が訪れ、
多年にわたる中東紛争もイスラエル、

おりますことは、ご同慶にたえないと

ら施縮へ、対立から協調へと向かって

のように、世界の大きな流れは軍拡か

明るい展望が開けてまいりました。こ

二○○万人にのぼり、世界人口の約六

ちの住むアジア地域の人口は三一億一、

五○万人であります。このうち、私た

九三年現在の世界人口は五六億一、三

国連の中位推計によりますと、’九

みましょう。

ころであります。しかしながら、この

制を占めております。アジアの人口の

パレスチナ双方の歩み寄りによって、

地球上ではいまだに局地的な紛争が後

行方が世界人口の帰すうを決める、と

計では、イエス・キリストの時代の世

を断たず、悲しむべき戦争が多発して

このような中、地球的規模で解決し

界人口は二億人といわれ、’九九○年

いわれるゆえんであります。学者の推
なければならない問題もふえてきまし

を経過した二○世紀初頭には一六億人

いることも事実であります。

た。環境、麻薬、エイズ、失業、難民

川繩ＭＩ嗜仙巫澤川佃脈Ⅶ四年凄他聿一

湖畑（ｍ沁朏打臥剛繩川材伽朏洲圷川一

億人、一一○五○年には一○○億人に達一

尹悸ゴハ疵掛枅田辨岼孵叫癖銅鄙』》耐、一

嘩斡ユ訓巫四鰔鮒↑朏岬州細鍛聯訊扣一

ますこの瞬間にも、地球上のどこかで、｛

おります。きょう一日で実に一一六万一、一

毎秒五人ずつの新しい生命が誕生して一

○○○人の地球上の仲間が増えていま―
す。新しい生命の誕生は、本来、お目一
Ⅲ硅肌朏麸疵州舸加肘季に》鋤挫北越一

して、幸せに生き、人間としての尊厳｛

が保たれなければならないはずです・一

２０
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す。束アジアの場合、この地域の人口

ぞれ人口転換の成果をあげつつありま

式な数字は出ていないようであります

も八五億人ともいわれております。公

きる食樋の限界は、およそ八○億人と

ますように、この地球が人口を扶養で一

の八五％を占めている中国の国をあげ

三％、東南アジアでは一・九％とそれ

ＰＰＤによる一九八一年の北京宣言、

ての努力の結果が反映されているもの

川アジアの状況

’九八四年のニューデリー宣言、一九

であり、中国の人口政簸に改めて敬意

であります。然し乍ら、残念なことに

同慶の至りであり、敬意を表する次第

に飛実に成采をあげつつあることはご

世界の他の地域に比べ人口問題の解決

ております。地域間におけるあらゆる

五％にとどまっていることも指摘され

低下しておりますが、南アジアでは二

去四○年間のアジアの出生率は六○％

ＵＮＦＰＡの人口白書によれば、過

さて、アジアにおきましては、ＡＦ

八七年の北京宣言、一九九○年のバン

を表したいと存じます。

まだまだ多くの問題を抱えていること

相互協力によって、成果をあげること

ところで、期え続ける人口によって、

の特徴は、人口の多くが貧困にあえぐ一

また一方、アジアにおける人口問題

②貧困（農村／都市）

なければなりません。

知を結集して、こうした局面を回避し

態であります。私たちは、あらゆる英一

栄養失調による衰弱死も数多く見られ―
るのであります。まことに愛うべき輌一

路上に横たわる人など、飢餓と貧困、

腹に耐え乍らうずくまっている人々、

どころか、満足な食事すら摂れず、空一

フリカの開発途上国では、栄養の補給一

されているといわれます。アジアやア｝

は人類の五人に一人は栄養失調におか一

今日においても、世界銀行の推定で一

恕されます。

紀に入って間もなく、人類は飢餓の状一
態の中で最悪の局面を迎えることが予一

が、いずれにしても、このままのスピ

Ｉドで人口期加が進むならば、二一世一

コク宣言に沿って、各国の努力の結果、

も事実であります。
生率が続いております。妊産婦死亡率

果たして人類は、有限の地球とこのま

が必要であります。

も南アジアでは実質的にはほとんど変

ま共生、共存していくことができるの

南アジア、西アジアではなお高い出

化がない、ということであります。現

でしょうか。

地球上のすべての資源が有限であり

「食糊」問題であります。

まず、ここで問題になってくるのが

①食樋

伽人口に係る諸問題

在、南アジアにおける合計特殊出生率
〈ＴＦＲ）は四・四人、西アジアでは
四・七四人と非常な高水準にあります。

その結果、南アジアの人口墹加率は二・
二八％、西アジアでは二・七五％と高

く、食糧、経済、社会情勢に深刻な打
撃を与えております。

一方、束アジアの人口増加率は一・

－国一一℃－もP蕗究一ｓ‐づら――詫少いＦｐ￣らPb&尹屯‐も一一℃￣◆ダメジやげり竺仏ｹﾞ､￣的ご＝￣■手ら￣①ワの￣｡￣詮究一己G－い■号些呵￣もＱ少゛完－＄げら￣￣b￣｡￣S￣ムゲＤＣ少凸伊匂学的一己一■ゲェ餌■‐盟訶￣ＳＥ＞い、￣－勺一■￣わ￣凸夕窕少いPで&←埠旬一一勺一◆グ､６ｺ印字己一■￣S￣■内毛尹●ﾃﾞ、

で職がなく、食べられない人々が職を

生しているのであります。そして農村

豊かになっても人口の高齢化のような

との戦いｌという量的重圧の一方で

以上のように、人口問題には、貧困

す。高齢化対策も、アジアではこれか

求めて都市へ移動します。しかし大都

年齢鱗造の変化や、有限の生活空間で

農村地帯で生活しているという実態で

市への過度の人口集中によって失業が

の過密化といった人口の質的圧力ｌ

ら重要な課題となってまいります。

発生Ｌ都市のスラム化が起きるｌ

といった問題が立ちはだかります。

あり、人口の激増もこの農村地帯で発

アジアに住む者にとって二つの不幸と

いわざるを得ません。

開発を行ない、食糧の自給を確立一
し、農村での雇用機会を創出する。一

［第三］は、所得の増大を通じ、》

人的資源として、また次世代を青｝

てる重要な役割を担う女性の地位一

を向上させる。その第一歩として一

女性の教育（識字率）を高める。｝

以上の施策を実施するに当っては、一

基礎的医療、公衆衛生の普及を促進し、一

例えば安全な飲料水の確保、回虫駆除』

助産婦の増員や、農業用水の確保など一
それでは、アジアにおける人口問題

な対策の浸透を図ることが必要であり｛

、とるべき方策

人口問題は、申すまでもなく、まこ

を解決するために、われわれ立法府議

ます。

③高齢化
とに複雑かつ厄介な問題を抱えており

員はどのような方策を実施すべきであ

具体的かつキメ細かい徹底した総合的一

ます。それは、出生率が低下し、死亡

すでに高齢化社会に突入し、医療、年

アジアで人口転換を達成した日本は、

まで低下させる。乳児死亡率を出

域では合計特殊出生率を二・一一に

二○一○年までに出生率の高い地

の地球は、今地球に生きるわれわれだ》

開発を行なわなければなりません。こ｛

めに、地球の持続可能性を維持できる

ん。次の世代にこの地球を引き渡すた

問題が発生します。われわれには地球一
の生命を奪うような開発は許されませ｝

しかし乍ら、開発には環境破壊という》

口の安定化を図るためにも、経済発展

を図るためにも開発は必要であります一

環境問題と密接な関係があります。人一

人口問題はいうまでもなく開発問題、一
るかＩ．

［第一］は、総合的かつ強力な家

率が低下すると高齢人口が増えて高齢

化社会がくる、という、「エイジング」

金、福祉などの問題が顕在化し、労働

生一、○○○人当たり四○人以下

族計画の一層の普及実施により、

力の点から産業構造の変化による対応

にする。妊産婦の死亡率を少なく

の問題であります。

も視野に入れなければならなくなって

［第二］は、貧困を追放するため

とも半減する。

れから中国、インドネシア、タイなど

に、合理的で自主的な農村・農業

きております。やがてこの問題は、こ

の国々で加速されることが予想されま

２２
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ます。より多くの人々に理解と協力を

は、社会的な認識の啓発が必要であり

これらの施策を実行するに当たって

であります。

子孫からの大切なあずかりものだから、

けのものではありません。われわれの

が望まれるところであります。

援助するとともに途上国の一層の努力

とする先進国が資金と技術を積極的に

れるわけでありますが、日本をはじめ

ります。各国の自主的な努力が要求さ

な金額は年間九○億ドルといわれてお

世界の人口問題を解決するために必要

実現しなければなりません。

平和で人間の尊厳を保ち得る社会」を一

幸せに生きることのできる地球をつく一

生まれてくる子供たちが祝福され、一

共生、共存」「各国国民の福祉を守り、一

主義、信条を乗りこえ「地球と人類の一

得るためには、可能な限りのマスメデ

剛叱川訓劉吋岫州は鮴話此群抓才Ⅲ“州一

ーン（タイ）

◇副事務総長イブラヒム・アリ

（マレーシア）

◇財務担当コリン・ホリス

中国の胡克実氏、王偉氏、日本の桜井

新氏の順でそれぞれ議長代行を務めて

きた。

新役員の顔ぶれ次の通り。

◇識長桜井新（日本）

◇副議長ハオ・イチュン女史

（中国）

〃マヘンドラ・プラサド

（インド）

|＿

（オーストラリア）

ィアの協力を得ることが大切でありま

も粘り強く、｜つ一つの施策を実行し、一

人口の安定化と、均衡のとれた経済発一

◇事務総長プラソップ・ナタナコ

おわりに

（ベトナム）

ご静聴有難うございました。一
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Ⅷ刑畷幟肌し好”ず酎川、睾評伽沖珊一

〃グエン・チ・タン女史

また、人口問題を解決するためには、

が選出された。同議長は、故佐藤隆氏

アジアには、それぞれの国に長い伝

民､国際人口問題議員懇談会代表幹事）

活動の原動力となる巨額の資金が必要

議長に日本の桜井新氏（衆院議員・自

統と優れた文化があります。われわれ

に伴なう役員改選を行なった結果、新

です。アムステルダム宣言で採択され

第４回ＡＦＰＰＤ大会で、任期満了

はこの文化を生かしつつ民族、宗教、

（シリア）

｡

ておりますように、二○○○年までに

が三選されたが、佐藤氏の死去後は、

１１１１

〃ガッサン・タヤラ

す

《クアラルンプールｌ大会では人ロ・開発問題に関する四つのテーマ、Ⅲ家一

一族計画、母子保健ｌタイのサクセスストーリー、②国家開発における女性の一
一役割函夫婦間の労働分業》雇用、育児および家事ｌフィリピンのケーススター

ー舗机附州川沖噌醐ｉ鯛洲靴聴川勿燗牌、。Ⅲ阯犯シⅧⅦ＃醜州腓鮴四Ｍ叶蝋Ⅷ一
一報告が行われ、活発な討識を展開した。

●第１分科会

家族計画・母子保健
ｌタイのサクセス・ストーリーＩ

（スリランカ）

・議長》ハリンドラ・ダニュウイル
・リーソス・パーソン皿

れらの病気の発生を引き起こすものは

周産期時の生活環境です。また、母親

の死亡の主因は妊娠期と出産における

産褥でした。

一九九二’九六年の第七次五か年国

家家族計画プログラムの内容は、人口

増加率の減少と生活の質の向上及び人

口分布の不均衡の改善を目的とするも

のです。

この目標を実現するためには家族計

画の質の向上が必要となります。具体

的には、Ⅲプログラム管理の改善、②

家族計画サービス実施者の能力の向上、

③両生産年齢集団に対する避妊サービ

策とタイの国家家族計画戦略に焦点を

母子の疾病と死亡に対する極々の政

うな社会的方法の導入など、となりま

を通して一家族子供二人が普及するよ

の協力体制の確立と維持、⑤家族計画

ス実施率の向上、側ＮＧＯと地域社会

当てて報告いたします。一九七二年と

す。

ウタイ・サドウカ（タイ）

八四年に実施された世界出生力調査が
隔が長くなっていることがタイの乳幼

タイの国家家族計画政策によって、

Ⅲタイの家族計画プログラムの成果

明らかにしたところによれば、出生間

児死亡の減少に重要な役割を果たして

加率が一九九三年には一・一五％に減

’九七○年に一一一・三％であった人口増
一九八二年の乳児死亡の重要な原因

少しました。その結果、当初の予相しよ

おります。

は、急性肺炎と消化器系の疾患で、二

評
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〔写真・右〕第１分科会(母子保健・

家族計画、女性の地位向上と健康）
肥田、川橋の日本鰄員団の婦人代

で熱心に肘灘する＝左から南野、
表。

なったのです。つまり、投資としてみ

は当初予想より明らかに少ないものと

衆衛生、社会サービス等に対する支出

は一三○○万人少なくなり、教育、公

り都市人口は四○○万人、子供の人口

要になってきます。

して女性の活用を図ることなど、が重

族計画サービスの供給を行う担い手と

密接な連携のもとで活動すること、家

ルスケアポランティアの協力を仰ぎ、

支援を受け、ＮＧＯとプライマリーヘ

おります。

ができないか、という事が検討されて

ますが、民間部門の比重を高めること

は公共部門が中心となって行っており

ます。更に、現在家族計画のサービス

たスタッフ、良く考えられた家族計画

族計画の方法の多様化、良く訓練され

には、まず強力な政治的サポート、家

いのです。このような成功を得るため

公共活動に対する投資よりも効率が高

ます。三つの領域とは⑪現在まだ充分

つの領域を重点とする、とされており

象としては、まだ改善の余地のある三

成し、避妊普及率を七七％にする、対

では、まず出生率の置き換え水準を達

タイの国家家族計画政策の将来計画

これらの要因を考慮に入れて変化して

慮にいれ、時代の変化と辻ｐト変化する

能な開発との間の密接な関係などを考

康と福祉、人口・資源・環境と持続可

口移動、人口都市化、女性と子供の健

ば、人口高齢化と人口術造の変化、人

人口政策は広い範囲の問題、たとえ

た場合、家族計画に対する支出は他の

に対するプログラムとその管理が必要

いかなくてはなりません。

農村および遠隔地では不妊手術サービ

進展させるためには、実施が困難とな

また、人口家族計画政策をより一層

地の人々も含め、全ての人々が利用で

族計画、健康管理のための設備を遠隔

層進展させるためには、母子保健、家

このことは、人ロ家族計画をより一

つの活動は同時に進行することになる。

児死亡と出生率を共に下げるという一一

関係である。従って、妊産婦死亡・乳

題は不可分なものであり、表裏一体の

家族計画プログラムと母子保健の問

十分な予算を‐

教育・健康、家族計画に、

■討議

に普及していない地域に家族計画サー

育を行う、③自発的な不妊手術を促進

ビスを普及させる、②青年に対する教

となってくるのです。

②今後の人ロ・家族計画政策

ス、母子保健サービスおよび家族計画

っている、工場で働く若い女性を含む

する、というものです。

のサービスは、不適切なトレーニング

グループ、社会的に恵まれていないス

また、このような成功にも関わらず、

を受けたスタッフのために難しい問題

ラム住人などのグループ、その他の普

及が困難なグループにまで拡大しなけ

を生じております。今後、遠隔地での

効果的な家族計画活動を促進するため

ればなりません。
スから費用を取る可能性を探っており

このほか、将来的に家族計画サービ

に、地域とのコミュニケーション、村

落レベルでの実施に当たり、ＵＮＦＰ
Ａ、ＩＰＰＦ及び他の国連機関からの
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作業部会はまた、エイズの増加と共

う一回、公賀で負担をして検診を行っ

すと一一回、問題がある場合には更にも

出産までの妊娠期間中に通常の場合で

ことであり、加えて、政府、ＮＧＯ、

に、特に女性と子供の間でエイズが増

ております。」と発言。

た。

ボランティアのヘルスワーカーが有機

た。エイズ蔓延を防止するためには、

大していることについて懸念を表明し

きるようにしなければならないという

的に連携し参加する、良く調整された

リソｉスパーソン”ウタイ氏

この発言に対し、

家族計画プログラムを立案することが

エイズ防止プログラムを優先的に実行

「乳児死亡率の低下に関しては、日

必要になってくる。

すると共に、避妊方法としてコンドー

タイでは、この妊娠期間中に四回の検

本の成功に学びたいと思っております。

またこの作業部会では出生率を減少

コンドームはエイズだけではなく、他

ムを使用することが必要となってくる。

診を行うという、目標をたてておりま

させるさまざまな方法が提示された。

の性病の感染を防ぐ効果もある。加え

特に女性に避妊を普及させるためには、
教育が重要であるということについて

す。」という応答があった。
イマリー・ヘルス・ケアのボランティ

かけなければならない。また、．経済関

を持っております。この制度によって、

「日本では妊婦は全て母子健康手帳

について発表いたします。

におけるフィリピンのケーススタディ

間の労働分業》雇用、育児および家事

国家開発における女性の役割》夫婦

（フィリピン）

セシル・ホアキン・ヤサイ

・リソース・パーソン》

・議長皿フー・ヤメイ（中国）

ｌフィリピンのケーススタディ

および家事）

・夫婦間の労働分業（雇用、育児

国家開発における女性の役割

●第２分科会

て、エイズ教育の重要性を訴え、プラ

トンガの談員からはこれまでとは異

アをエイズ防止キャンペーンに活用し

は意見が一致した。

なった、教育の方法を考えなければな

また、家族計画の方法としての男女

なければならない。

ラジオ等のマス〆ディアを使用した教

の不妊手術に関し、その実施率を高め

らないという提案があり、特にテレビ、
育が費用が余りかからず効果的である、

与える方法が提案されたが、あまり効

るために報償金等のなんらかの助成を

また、この作業部会の討醗では、特

た。

果的ではないという意見が大勢を占め

という指摘があった。

に初等教育のために予算を確保するこ

日本殿員の発言としては、南野麟員

とが最も重要である、そのためには、

政治家と立法者は国家人口政策及び国
家計画のなかで教育、健康及び家族計

係の省庁が保健関係の省庁の活動に対

全ての妊婦をカバーし、健康な出産が

が、

して理解を深めるように働きかけなけ

できるように配慮いたしております。

画に充分な予算を配分するように働き

ればならない、ということも指摘され
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ルがほぼ同程度である場合、家庭内の
負担の分担は最も公平な分担となり、

ＡＦＰＰＤにおいて女性の地位向上
を通じて持続可能な開発を行うという

小家族を指向するようになる、という

う。なぜなら、国会に女性のメンバー

の安定を立法を通じて導くことができ

が増加することで、社会の変革と家庭

他の活動を通じて女性の教育、有利な

点は共通の認識となっております。こ

雇用、地位の改善に対して政治的な意

るからです。加えて国会議員は立法や

一方、子供の数が増大すると、都市

志を持つべきです。なぜならば、立法

結果が出ています。

の主婦の場合、経済活動及びレジャー

の研究はまた、本年二月にベトナム国
に関するアジア国会議員代表者会議」

の時間が犠牲になり、農村地帯の主婦

ハノイで開かれた「第九回人口と開発

（財団法人アジア人口・開発協会主催）

の場合には、過大な育児と家事に対す

げた目的が実現されるからです。」

をもつことで、法制化され、ここに掲

者としての国会識員がこのような意志

での決議事項に基づいて行われた研究

る負担となって、彼女らが収入増加に

またこの作業部会では、育児と夫婦

間の問題について以下のような発言が

あった。

「夫婦間での家庭内の貴任の平等な分

担という目的は合意されたとしても、

育児によって主婦が自らの仕事を諦め

ざるをえなくなる場合がしばしばあり

「フィリピンの事情について補足し

レンダ・エクレオ

フィリピン下院女性委員会委員長グ

が必

女性の地位向上に立法

■討醗

いう結果も報告されているのです。

果たしている役割を大きく損なう、と

です。

この研究によると、フィリピンの女
性の地位については喜ばしい変化が生
じております。それは女性の活躍の場

が、単純な家庭内労働から経済活動分
野へと移行してきているのです。
このような喜ばしい変化にも関わら

ず、伝統的な束縛として育児や家事の
負担が主婦に覆いかぶきっており、主

婦は夫に比べて三倍もの育児及び家事

あり、女性の地位の低さから出産が強

いられるようなことがあってはならな

ます。出産というものは女性の選択で
女性に対する法案作成と法案成立のた

いのです。その意味で女性の地位の向

たいと思います。フィリピンでは現在、

また、共稼ぎで高収入の夫婦ほど、

めの活動を下院で進めており、この立

の負担を強いられております。

より多くの時間を経済活動のための活

上に対する立法をはかるべきです。同

ことは母親の権利でもあります。この

時に、生まれてくる子供の面倒をみる

全ての国が国会職員の男女の構成比に

母親が新生児の世話をできる権利を守

の権利と責任を確保するつもりです。
ついて努力しなければならないでしよ

法化の措置を通じて国内における女性

動に使い、家事負担の平等化が進んで
おります。さらに、夫婦間の教育レベ
ルが経済的責任、家庭内の負担の分担

を決めておりまして、夫婦の教育しべ
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またフィリピン譲員団より「女性の

らない、という意見が表明された。

の措置を講じている会社等もあります

移民労働者の権利と、福祉の問題も発

です。また、出勤、退社時間の優遇等

生してきております。とくに家事労働

授乳を通じて母子の重要な絆が作ら

し、中には保育所などを会社の中に併

者についてはｌＬ０憲章の中に条項が

るように立法するべきです。
れるのです。また同じように幼児の発

設し、働く母親の便宜を図っている会

なく、移民労働者を受け入れる国の側

達における父親の役割も重要となって

しかし、現在のところ、日本には管

で移民女性労働者を保護するための適

社もあります。

理職の一定割合を女性にしなければな

人口増加、高齢化
および青年

●第３分科会

された。

しなければなりません」という指摘が

切な法制化をはかり、労働調整に努力

南野溌員

らないという制度はありません。」

きます。」

女性と労働についてその他の重要な
方策についても繊論が行われ、出産休
暇の拡張、育児をしながらでも仕事が

「日本では高齢化社会の中でどのよ

続けられるように就労時間の柔軟性を

高めること、働く母親のための保育園

くかが問題となっております。子供に

対する母親、父親、社会の姿勢が問わ

うに赤ちゃんを健康に生み、育ててい

れてくるのです。また、出産・育児に

し、育児における働く両親の負担を軽
減するために、祖父母または高齢市民

対して男性も女性と負担を分かち合う

や幼稚園等の育児のための施設を拡充

が重要な役割を果たすこと、などが討

・議長》モハマンド・ガッサン・タヤ

ラ（シリア）

・リソース・パーソン》

女性を保護し出産しても仕事が続けら

男女雇用機会均等法があります。また、

確保し均等化するための制度として、

き注意を払い続ける必要があるという

男女問の平等の問題について、引き続

国連女性の十年を通じて喚起された

この発言に引き続いて、

人口流出の四つの要因に分けることが

人口増加は、出生、死亡、人口流入、

きます。」

男性も一年間育児休暇を取ることがで

べきであるということから、日本では

識された。

ここで、日本識員の発言があり、日
本の制度についての紹介が行われた。
川橋蝋員

れるように出産・育児休暇制度が法律

ことが指摘され、特に男性識員が女性

黒田俊夫（日本）

で定められております。育児休暇制度

の地位向上に対する確実な活動計画を

「日本には男女の雇用機会を法的に

と申しますのは、出産後一年以内の休

支援し続けるように議論しなければな

標としては単純なものです。しかしな

こされるのです。この四つの要因は指

きって人口の増加または減少が引き起

できます。この四つの要因が組み合わ

暇に対して雇用を確保するための制度
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加と高齢化と青年」

第３分科会「人口増
でレクチュアする黒

田俊夫博士㈲

のなのです。

衆衛生政策によっても変化してくるも

政治的、文化的要因ならびに人口・公

がら、これらの指標は社会的、経済的、

その時の経済成長率は年率四％、人口

本は「経済的離陸」を経験致しました。

験から申しますと、一八九○年代に日

口増加率で割ったものです。日本の経

いう考え方で、これは経済成長率を人

一つは「人口学的弾力性（指数）」と

上で有用な二つの考え方があります。

める前に、強力な人口家族計画を実施

てみるとそうではない。経済成長を始

ます。しかしながらアジアの経験をみ

人口増加の抑制はできないことになり

この理論では、経済成長なくしては

を刺激するという理論です。

抑制し、その結果として再び経済成長

でして、急速な経済成長が人口増加を

経済発展と人口増加の関係を考える

増加率は年率一％でした。この経済成

加率の低下が刺激となって経済成長を

し人口増加の抑制を行い、この人口増

「四」という数字が出ます。この数字

達成している例があるということです。

長率を人口増加率で割ってみますと、
が高いほど国の経済発展にとって有利

成長率を上げること、②人口増加率を

あるということです。つまり、Ⅲ経済

済成長をとげるためには三つの方法が

この簡単な公式から判ることは、経

造のドラスティックな変化を引き起こ

高齢人口が蒜実に増えるという人口擶

低下は、若年人口を急激に減少させ、

齢化を生み出します。急速な出生力の

と思います。出生力の低下は人口の高

次に、高齢化についてお話ししたい

下げること、③その両方を同時に行い、

します。

であるということになるのです。

経済成長率を上げながら、人口増加率
第二は、人口転換理論または仮説と

指数とは一五歳未満までの若年従属人

指数の低下をもたらします。従属人口

この出生力の急速な低下は従属人口
呼ばれる考え方です。これは人口転換

口と六五歳以上の高齢従属人口を加え

を下げるという三つの方法です。

の各段階、高出生・高死亡から高出生

た従属人口が一五歳から六四歳までの

」

・低死亡、そして低出生・低死亡と経

生産年齢人口に占める割合ですが、こ

の比率が低ければ低いほど経済活動に

済水準に関する理論です。この理論は
主に西欧の経験から導き出されたもの

2９

宍壺箇
国璽

携わる人口の比率が多いということで
す。出生の急速な低下にともなって、

この従属人口指数が低い期間が非常に

ならない。女性の教育に対する投資は、

が異なった他国の経験を学ばなければ

を変えることになろう。

高齢者に対する態度、特に青年の態度

の良い面に対する認識と知識を深め、

高齢者は価値ある

リ（サモア）

・議長卵アファマサガ・ファッウ・バ

人口・環境・食料

●第４分科会

未来を造る最良の社会的投資の一つで
ある。なぜならば教育を受けた女性は、

従属人口を沢山の経済活動人口が支え

の生活の質を高めようとするからだ。

少ない子供で充分であると考え、彼ら

長く続くことになります。この少ない

るこの時期こそ経済・社会開発のため

指数が低い期間は充分に長く続きます

人間資源

の好機なのです。また、この従属人口
ので、この時期にやがてくる高齢化社
会に対する準備を行う事が必要となる

また拡大家族（大家族）は高齢化社

アリ・アプール・ハツサン・ピン

のです。

と考えることができる。加えて、高齢

・リソース・パーソン窪

アジア地域には様々な発展段階の国

者を社会的負担としてみるのではなく、

・スレイマン（マレーシア）

会に対する最高の社会保障形態である

々が存在しております。また、このよ

価値ある人間資源としてみるべきであ

ラビ・Ｐ・ローヤン代読

Ⅲアジアにおける人ロと開発

階にありますが、全体として出生力は

アジアの国々は様々な人口転換の段
対するニーズを充分に考慮することが

があります。

場合でも、その出生率には明らかな差

の発展段階が同じ程度の国々と比べた

の半分以上を占めていますが、同地域

ジア地域の人口増加は世界の人口増加

低下してきつつあります。現在でもア
各国は高齢化が進展する前に、急速

できるかどうかが問題となる。

場合でも高齢者の雇用、安全、健康に

てられるのかどうか、また立てられた

ない。問題は、政策やプログラムを立

それほど大きな影響を与える問題では

る。高齢化の問題はそれ自体としては

うな人口構造の変化に備えるためにも、

各国の経験の交流を促進することが必
要で、この相互交流を通じて各国の人
口・開発政策をよりよいものとするこ
とができるでしょう。

■肘霞

女性への教育投資は未来

な人口高齢化の過程がどのようなもの
障や年金制度について充分に注意深く

を造る最良の社会投資
アジアの各国は、全く異なった経済

考えなければならない。それが高齢化

であるかということを理解し、社会保

発展段階にあり、文化的・社会的背景

3０
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り、その結果として農村地域から都市

シティ（巨大都市）が増加してきてお

人口増加と経済成長によって、メガ

ております。

染などの深刻な環境問題が発生してき

壌流出の増大、洪水、水及び空気の汚

空間の減少、土壊の生産力の低下、土

展の結果、森林破壊、野生動物の生活

どのニーズを増大させることになると

インフラストラクチャー、雇用機会な

一層の圧力となり、土地、水、社会的

です。このことは環境にたいしてより

にあることになると考えられているの

ガシティ（巨大都市）の半分はアジア

況が続けば、二○○○年には世界のメ

大すると予想されています。現在の状

国によっては七○％～九○％にまで拡

均四○％に満たない都市人口比率が、

を与えることになるでしょう。

んし、最終的には人々の健康にも影響

や生態系に影響を与えずにはすみませ

うな農業用化学製品の大量投入は環境

学製品の大量投入を必要とし、このよ

術は化学肥料及び殺虫剤など農業用化

があるとは申しましても、これらの技

技術の発達によるこのような可能性

能であると考えられているのです。

一○○億人の人口を扶養することが可

農業分野の発展に伴い、化学肥料や

棄物が増えています。

し、土地の利用密度が高まり、産業廃

教育、雇用創出に対するニーズが増大

のような予測からわかることは、適切

る貧困世帯であると考えられます。こ

の大きな影響を被るのは都市に居住す

影響を与えることになります。特にそ

この都市化の進展はまた、家族にも

衡である、という問題なのです。

いう問題ではなく、食料の分配が不均

の問題は食料その物が不足していると

多く存在します。従がって、食料不足

には食料不足にみまわれている国々も

はいっても、購買力がないために世界

同時に、アジア地域の急速な経済発

への人口移動がおこり、都市部ではス

考えられます。

農薬に対する過度の依存もまた生じて

で効率的な保健、住居、教育、社会的

また、食料が充分に存在していると

ラムなどが拡大し、ヘルスサービス、

きており、これらの過度の使用は、土

サービスが必要となるということです。

側マレーシアのシナリオ

製や食物生産に対して影響を与え、最
終的には人々の健康に対して影響を与

で、一九九三年現在、推計で一九○○

現在のマレーシア人口は僅かなもの

地球全体から考えると、「緑の革命」

万人程度であると考えられております。

③食料安全保障
と呼ばれる農業技術の進歩によって食

これまでの一○年間の人口増加率は二

えることになります。

料増産の伸び率は人口増加よりもはや

②都市化、人ロ及び環境
より一層の経済発展は、都市化と人

・六％程度でしたが、これから一○年

の人口増加率は二・三％程度で推移す

い速度で伸びてきています。現在の農
業技術をもってすれば、この地球上の

口移動を更に拡大することになります。

その結果、今後一○年の間に、現在平

３Ｊ

るものと予想されております。人口構

成は若く、中位数年齢は二二歳にすぎ

⑤国会議員の役割
最後に国会議員の役割について申し

効率的使用など共通の関心となった問罪

マレーシアは生活の質の改善をその目

いくかということです。首尾一貫して

よび環境をどのようにバランスさせて

での問題点は、人口増加、経済成長お

大するものと考えられています。そこ

は工業化の一層の発展によってより拡

域に住んでいます。この都市人口比率

マレーシアの人口の約半数は都市地

境に関する知識と関心は個人レベルで

が必要になってくるのです。結局、環

の人口問題を人々に広く訴えかける事

管理を行い、人口の質という観点から

ます。環境を守りながら人口に対する

を向上させるという役割があると思い

関係に対する関心を引き起こし、知識

問題、経済成長、環境問題の間の相互

国会議員の役割の中には、人々に人口

いうマレーシアの政策は、世界的な共

バングラデシュ“人口を増加させると

題について討議が行われた。

的として参りました。このような生活

持っているばかりではなく、草の根レ

よいのでしょうか。また、このように

述べきせていただきたいと思います。

の質の改善は、政策と法規制を含んだ

ベル、国家、国際社会の全てのレベル

全ての国で同じ産業を起こした場合、

ません。

適切な計画、人口増加の中でも相対的

で持っておく必要があるということな

資源のむだ使いとなるのではないでし

ょうか。

場合、市場はいったいどこに見出せば

車を作る。全ての国で自動車を作った

ば、エ業化といえば、全ての国で自動

考えるべきではないでしょうか。例え

アジアの諸国で産業の適正な配分を

インド“アジアの産業分散

ょうか。

考え方に逆行しているのではないでし

通の目標となっている人ロ抑制という

に環境を維持すること、経済成長、人

のです。

中山太郎叩

現在、世界の流れの大勢は軍拡から

軍縮へと変化しております。この時期

による規制、人ロ移動と都市化、地域

の質、技術移転、政策の重要性と政府

食粗安全保障、生活の質、特に人口

金が不足しているなかで、軍事費を増

したが、このように、人ロ・開発の資

源と資金が不足しているというお話で

ている国があります。人ロ・開発の資

に途上国の一部で軍事賀の増大を進め

協力とその調整、資源の効果的移動と

を人口開発資金に

一部の途上国は軍事費

■討議

口増加、環境の間のバランスをとうし
て実現されると考えております。特に

環境保護に関しましては、環境を守る
ような計画案を作り、中央省庁から地

方出先機関まで全てのレベルの政府機
関に環境を守るように働きかけました。
これらの全てが第六次マレーシア・プ

ラン（開発計画）に反映されておりま
す。
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り向けるべきではないでしょうか。

しているのでしょうか。軍事費から振

・開発のための資金はどのように調達

大させているのです。人口・家族計画

産できるのかという問題は別問題です。

ながら、この場合どのような食料を増

を扶養できるかも知れません。しかし

ているかも知れませんし、一○○億人

なぜならば、食料は確かに増産され

思っておりません。

ＦＰＰＤの考え方と矛盾しているとは

問題・開発問題のいづれにおいてもＡ

政府は厳しい規制を行っており、人口

支える環境の保謹に対してマレーシア

ありません。むしろわれわれの生存を

を引き起こそうと考えているわけでは

インド加環境を守るためにも各国で環

我々の食生活を維持しながら無条件に

スリランカ》環境保護と開発に関して

ですが、環境関係省の認可がなければ

開発を推進できないようにすることが

重要ではないでしょうか。

インド”インフラの整備はむしろ環境

保護に逆行します。また、環境を破壊

している汚染物質を出している国々が、

境資金を各国で分担するべきではない

その鼠に応じて澪染者負担の原則で環

でしょうか。

シンガポール叩環境規制の問題に関し

利益につながらない環境規制の問題は

基づいていると思います。

の方の発表は余りにも楽観的な仮定に

うな点から考えましても、マレーシア

になるのではないでしょうか。このよ

は飢餓を予想よりも早くもたらすこと

ーシアの方の発表のような食料の増産

ではないかと言われております。マレ

な人口は八○億人から八五億人が限界

地球の資源は有限であり、持続可能

収趾は非常に大きく変動致します。

あります。気候の変動その他の要因で、

のような食料の増産は非常に地域差が

楽観的ではないでしょうか。また、こ

食料増産ができるというのは余りにも

境規制が必要なのではないでしょうか。

例えば、自動車でも紙でもこんなに必
要でしょうか。森林破壊の影響で洪水
に苦しむインドやバングラデシュでは
復興資金がありません。アジアの他の
国々もこうした苦しみが多いと思いま
す。

中山太郎ニラは国際的な資金不足です。
とりわけア〆リカ、日本の不況は深刻
です。こうした状況下で、いかにして
地球と人類のために資金を捻出するか、
これが大きな問題です。
カメルーンザマレーシアのリソースバ

マレーシア“そのような変動の要因や、

民間の善意に負うわけにはいかないの

ては政府が主体になって行うべきです。

びが人ロ増加を上回っている、従って

現実に実現できるかという点に関して

です。

ーソンの発表のなかで、食料生産の伸

適切な計画と理性に基づいた政策があ

ております。マレーシアの政策におけ

スリランカ⑪現在食料は充分にあるの

厳しい現実があるということは承知し
る人ロ増加は非常に長期的な目標であ

です。その分配が不平等であったりう

というお話がございましたが、これは

現実を無視したものであると思います。

りまして、急激な人口増加や環境破壊

れば、人ロを増加させても良いのだ、

食料が十分というのは楽観的すぎます。
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まく行われていなかったりすることが

受入れ国が厳しい

う国立医療研究所を作りましたが、今

病気に対する熱帯医学研究を共同で行

中山太郎二○年前には三○○○○人

か。

労働者を入れるべきではないでしょう

バングラデシュ“日本はもっと外国人

ると思います。

のをもっと重要視して考える必要があ

社会問題となりました。その後、日本

海が汚染し公害問題が発生し、深刻な

な産業構造の変化のなかで空気、水、

四○年間にエ場がたくさんでき、急激

等が主要な輸出品目となっております。

種電気製品、マイクロチップ、自動車

出品は生糸、絹、綿、茶、真珠等これ

中山太郎二九四五年、戦後日本の輸

た使われ方をし、その結果として日本

る法律が未整備で注意を怠ると、誤っ

ましても受け入れ国の環境規制に対す

しながら日本がどのように注意を致し

いよう慎重に対応しております。しか

独自の基準を作りまして公害を出さな

が供与するＯＤＡに関しましては日本

円各国に供与しております。この日本

せてＯＤＡだけでも年間三、○○○億

と思っております。

とで途上国の皆様方のお役にたてれば

後も技術援助と共に病気を克服するこ

法・非合法あわせておよそ一○○万人

前後であった外国人労働者は、現在、合

のための法律を作り同時に企業も努力

は環境専門の役所を作り、厳しい規制

は公害を輸出しているという避難を受

公害規制をＩ

と考えられております。また、国連高等

し国民も関心を持つという、これらの

けることになるわけです。そこで、受

ら考えましても、分配や流通というも

現在の飢えの原因なのです。その点か

難民弁務官事務所（ＵＮＣＨＲ）の推計

ることができました。

努力が実って日本は公害をほぼ克服す
いま、先進国に対して、食料技術、

分の国の環境を守るためどれだけ公害

け入れる各国の方々が立法者として自

現在、日本は無償援助と技術協力併

によりますと日本が受け入れておりま
といわれております。この点から考え

環境技術をもっと途上国に援助してく

だけでした。それが一九九三年では各

す、難民の数は一○、○○○人である
ますと既に日本は相当な数の労働者を

桜井新卯消費をするということには再

ントだと思います。

しても、農業技術に関しましては熱帯

生可能な範囲というものがあると思い

規制を厳しくしていくか、ここがポイ

ベトナム如人ロ規模を抑制して人ロの

農業研究所、環境技術に関しましては

ます。ここで大事なことは、全ての資

れというお話がございました。これは

質の向上に振り向ける必要があります。

れを行いその技術協力を稲極的に進め

国立環境研究所等々で専門家の受け入

もっともなことで、日本国といたしま

これはお願いなのですが先進国は途上

源というものは限界まで使用してはな

受け入れている、ということです。

国に対して、どのような環境援助がで

ております。医学に関しましてもここ

らないということです。

きるのか教えて下さい。

マレーシアで途上国の熱帯地域特有の
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－前
、

各国は、持続可能な方法で生活の質を向

発の間のよりよい調和を促進する強制力

上させるために、人口、資源、環境、開

のある施策を策定すべきであることを確

認する。

文

る（女性ひとり当たり生涯にこども二・

ために、置き換え水準の出生力を達成す

煙妊産婦死亡率を少なくとも半減する

権を有することを再確認する。

自の人口目標や政策、計画を実施する主

能な開発という目標に関して、その国独

と政策目標を抱えており、地球の持続可

開弗

一九九三年十月二六’一一八日にクアラルン

二人出産〒
二人出産）との同宣一一一一口に採択された目標

二十一世紀へのアジアの挑戦

プールで開かれた人口と開発に関するアジ
を尊重する。

どの国も、その国固有の特殊な人口問題

ジア二四ケ国の国会議員は、人口と開発に

ア議員フォーラム第四回大会に出席したア

する上において決定的に重要な役割を果

人口は、環境を守り、持続的開発を遂行

きであることを認識する。

組みの中で権利を有することを理解すべ

家、地球社会の一員であり、それらの枠

政策は、個人、家族や共同体、社会、国

人間の幸福に配慮するにあたって、人口

人口と開発に関するアジア議員フォーラ

のあらゆる側面に人口への十分な配慮が

たす。したがって、計画策定と政策立案

関する諸問題に取組みつつ、

二九八七年）、バンコク（一九九○年）

貧困は、人口、資源、環境、開発の間の

準備過程の一環として採択された人口と

イロで開催予定の国際人口・開発会議の

において一九九四年九月にエジプトのカ

で開かれた第四回アジア太平洋人口会議

に、それを適切に管理し、機能的に調和

関係があることを十分に認識するととも

開発には、人口、資源、環境、開発間の相互

確保するための手段としての持続可能な

人々が、幸編を等しく享受できることを

なおかつ、現在から将来にわたる全ての

る。

戦略を採用することであることを認識す

めの諸々の取組みを調和させる総合的な

和し、環境に危険な消費形態を減らすた

化させ、人口分布を適正化し、貧困を緩

均衡をとる最善の方法は、人口増加を鈍

さらに、人口、資源、環境、開発の間の

同する。

なされなければならないとの同宣言に賛

ムのニューデリー（一九八四年）、北京
宣言を想起する。

持続的開発に関するバリ宣言に注目する。

の取れた均衡を図る必要があることに賛

不均衡を助長することを認識する。

二○一○年までに、乳児死亡率を出生一

同する。

一九九二年八月にインドネシアのバリ島

○○○人当たり四○人以下に減らし、妊

産婦の死亡率が高い国々や地域において
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西暦二○○六年中には四○億人を突破する

四、開発の過程において、基礎となる地球の天

人ロ・環境・開発

測されている。

と予測されている。人口増加率は、向こう

二○○○年までに三七億人に達し、さらに

社会がなし得るコスト効果が蛾も高く効

二○年間に、現在の年一・八％の水準から、

家族計画は、社会・経済的開発において

上述のような総合戦略の不可欠な要素で

率的な投資のひとつであることを確認し、

のままであっても、開発は持続できない。

が増え続け、消費と資源利用の形態が不変

然資源を破壊してしまっては、開発は持続

一○億人増加するとみられる。このうち半

・不可能である。また、現在のペースで人口

分をはるかに上回る増加が南アジアで起こ

一・三％に低下すると見込まれるが、今後

母子健康を促進し、家族計画サービスを

西暦二○一○年までに、同地域の人口は約

普及し、質を向上させ、身近に利用しや

ジアを追い抜くであろう。

り、現在アジアの中で雌も人口の多い束ア

なければならないことを強調する。

組みを支援する必要性を認識する。

すくするために、さらに踏み込んだ取り

ばならないことを強調する。

演じ、その決定に全面的に参加しなけれ

べての意思決定において、中心的役割を

女性は、人口と持続的開発に関連するす

住者を抱えていた。これは、低開発地域の

地域よりも多い八億七九○○万人の都市居

同地域の低開発諸国では、世界の他のどの

化革命の真っ只中にある。’九九○年に、

でいる。しかし、アジア地域は目下、都市

三、アジアの人々の三分の一以下が都市に住ん

の雇用に就きがちである。

金の非公式部門（インフォーマルセクター）

いる。都市部での貧困府は、不安定で低伐

すだけの所得を得られない世帯に集中して

いは不十分にしか持てず、貧困から抜け出

農村地帯における貧困は、土地を全くある

な原因は土地不足と就労機会の不足にある。

五、現在、貧困が深刻化してきており、その主

なおかつ、人口と開発の分野においては、

の三九％に各々相当する。アジアの都市居

都市人口の六三％に、また世界の都市人口

移住者を追い立てている。その結果起こる、

海岸線沿いのような手近な地域へと農村の

的に脆弱な辺境地帯や、道路に近接したり、

用や、ひいては土地の疲弊を招き、生態学

う。これが結局、農民による土壌の過剰利

食い尽くし、良質な農地をだめにしてしま

している。急速な都市化は、周辺の田圃を

ど、すべて密接に連関した事象により悪化

農村から都市へ、農村から農村への移動な

このような諸条件は、急速な人口墹加と、

分野において、国際社会が行う貢献や支

住者の数は、西暦二○二五年までに現在の

国際協力が必要不可欠であり、これらの

ならないことを強調する。

援にはいかなる政治的条件も付帯しては

三倍に当たる二五億人になる見通しである。

ル、北京、カルカッタ、大阪の七都市がア

都市のうち、東京、上海、ボンベイ、ソウ

現在、世界で最も人口が集中している一三
一一、一九九一一年のアジアの人口は三二億人で、

ルタ、天津、マニラの三都市がこのリスト

ジアにある。’九九四年に、新たにジャカ

人ロ情勢

口の多い上位一○カ国中、六カ国がアジア

一○年には世界で最も人口の集中した二六

に加わる見込みである。さらに、西暦二○

世界人口の約五九％に相当する。世界で人

の一一大国の人口を合わせると世界人口の三

都市中、一四都市がアジアに存在すると子

にあり、股大の人口を抱える中国とインド
八％を占める。アジア地域の人口は、西暦

－５－－

ノ、

、
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に過度の開墾や森林作物の乱獲、遠隔地や

これらの地域の人口密度の増加は、移住者
て概して低い優先順位しか与えられていな

ルスケア全般には、国家予算の配分におい

るための取組みに対し、より一層の注意

図り、女性の出産に関する保健を改善す

おいては、女性が従属的な地位にあること

み。

貧困に対する直接的かつ徹底した取り組

を払う。

い。女性の地位が低く、育児が女性の社会

が問題である。

的機能の主要部分とみなされている国々に

急峻地帯への定住拡大を強いている。

クティプ・ヘルス）・女性の地位
七、家族計画によって、すべての夫婦や個人が、

教育に重点を置いた、女子と女性の地位

発への移行。

男子優遇の社会では、幼い頃から性差別が

自尊心を高め、出産の選択の幅を広げる。

ての女性の尊厳を高める。しかも、女性の

的に保健、特に女性の出産に関する保健を

の決定的向上。

三、法の下での平等な待遇は、対等な人川とし

改善し、教育の質を改善し、教育機会をと

はじまる。しかし、自己を男子と対等な者

自由に責任をもって子供の数や出産間隔を

りわけ女子に対して均等化し、社会および

ってより積極的に家族計画を取り入れる傾

と見なすよう育てられた女子は、大人にな

包括策の一部として行われれば、家族計画

福祉、経済の諸施策を盛り込んだ拡大総合

重要性をより理解しやすい。

を与え、自己の出生に関するへルスヶアの

向がある。また、男児と女児に平等な価値

簸やプログラム、限られた国家予算の中で

っている。その目的は、家族規模、人口政

国家、世界にとっての選択と責任にかかわ

結局、持続可能な開発は、個人、共同体、

開発過懸の双方における女性の役制と地位

決めることができる。貧困を緩和し、総合

よりバランスの取れた農村および都市開

家族計画・女性の出産に関する保健（リブロダ

’ ’一一、

を向上させることを目的とした社会、健康、

の効果は高まる。

セス、普及、利用を容易にする法的、社会

八、効果的な家族計画プログラムが、そのアク

放するため、男性は育児と家事の責任を分

受けるのに伴い、女性を二重の負担から解

二、女性が家族の扶養により大きな責任を引き

ことである。

り、開発の理念と実践における選択を行う

いう選択の自由（幅）を拡大することであ

の機会がある中でどのように選択するかと

の数多くの競合する要求などの様々な選択

的、経済的施策を伴って導入されれば、効

担する必要がある。

べての男女の自発性と責任に韮づいた十分

共同体は弱者や不利益を被りやすい人々に

女は避妊と育児に、個人はその消費形態に、

西、言うまでもなく、選択には責任が伴う。男
の間の持続的均衡を図るには、ただちに以

三、アジアの人口と、人々が消費する資源量と

対して、国家は国民の福利厚生に対して、

」

社会部門の、とりわけ人口増加の抑制を

る開発と環境との均衡を取ることに責任を

国際社会はその他のあらゆるものが依存す

下の四つの領域に注目する必要がある。

行動計画

果は倍増する。これらのプログラムは、す
かつ平等な参加を促進しなければならない。

九、意志に反した計画性に乏しい妊娠を女性が
回避できれば、妊産婦の死亡の二五～四○
％は未然に防げると推定されている。しか

し、家族計画サービス、ひいては女性のへ
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もたなければならない。

違いに留意し、各国の国家主権を尊重しな

三、アジア諸国の社会・経惰・政治的諸条件の

にする。

サービスの質を向上し、多様な方法を提
供することに重点を置く。

出産に関する選択と妊産婦と子供のヘルスケア

毛、すべての男女は、出産の選択、権利、責任

の強化

を有すると同時に、女性は出産に関する適

出産の権利には、男女双方が平等に負担す

正かつ適切な保健を受ける権利を有する。
女性を対象とした女性が運営する施設の

べき責任ある家族計画や育児を含む、出産

がら、我々、国会議員は、立法府議員であ
り共同体の指導者としての二重の立場にお
利用を盛んにする。

青年に伝わるような新鮮で革新的な方法

男性や青年、新婚者を巻き込み、職場の

された上での選択を助け、支援する法・社

数や出産間隔に関する自由で、事前に知ら

に関する責任が伴う。社会もまた、子供の

いて、国内の法案を推進し、この行動プロ
グラムに盛り込まれた勧告に対する政府お
よび公の支持を取りつけることを誓約する。

会・経済・文化・政治的環境を創出する責

任を有する。このためには、とりわけ、以

を採用する。

下を要する。

一一へ人口増加を鈍化させ、出生率を低下させる
マリ１ヘルスケアのサービスを充実させ

すべての健康サービス、とりわけプライ

家族計画プログラムへの投資

上で、最も対コスト効果が高く効率的な手

社会的性差による男女の役割は多様で、
従来の個人を対象としたアプローチに加

不公平な権限や権力が行使されている現

社会的性差としての男女の関係において、

変化しつつあることを認識する。
え、とりわけ南アジアにおいては、共同

る。

段は、強力で断固とした家族計画プログラ
ムに投資することである。事実、出生率の
サービス・情報の利用によってのみ実現さ

体を対象としたアプローチを奨励する。

永続的な低下は、広範で自発的な家族計画

れ得る。強力な家族計画プログラムは、国

他の社会的プログラムに対し比較優位に

具体的な対策を識ずる。

実を確認し、これらの不平等に対処する

家の開発のいかなる段階においても重要な

の程度にかかわらず、適正かつ適切な家族

ある人口・家族計画の相乗効果を最大化

効果をもたらす。夫婦は、その所得や教育

するために、政府、非政府、民間部門の

家族計画や育児、家事をはじめ、家族と

り小さな家族を選ぶ。家族計画プログラム

しての責任のあらゆる側面において男性

計画の情報やサービスが得られる場合、よ

間の連携を強化する。

特に若い女性に対し、出産間隔をあける

保護するための施策を取り入れる。

若年の女性の出産に関する健康を促進・

の積極的な参加を奨励する。

が効力を発揮するためには、政府による全
十分に調整、統合された国家戦略の一環と

利点を強調する。

面的な支援と取組みがなされねばならず、

として以下に配慮しなければならない。
情報やサービスが身近に受けられるよう

3８

クアラルンプール宣言

により一層の注意を向ける。

これまで省みられなかった妊産婦の死亡

形態の差別や暴力から保護する。

女性を、経済的差別をはじめ、あらゆる

ようにつとめる。

生産性が高く有利な雇用に女性がつける

このような状況に対処するために、以下の

し、その国家経済への貢献が低減している。

増大し、失業・不完全雇用の移住民がスラ

恩恵を求めて来る。その結果、巨大都市が

ムや臨時定住地にあふれ、農村部門は衰退
公共の健康問題であることを認識する。

危険な中絶は、主要かつ必要性を帯びた

妊産婦の死亡や疾病、中絶、不妊、性病

族計画のサービスを提供する。

に行き渡る妊産婦と子供の健康および家

な一部分として、効果的ですべての人々

女性の出生に関するへルスケアに不可欠

賃金を保証する法律を制定、強化する。

同一の労働に対する平等な雇用と平等な

廃する。

あらゆる法律、行政、社会上の障害を撤

を含む、女性の権利と経済的自立を阻む、

自己の財産を所有し、信用を受ける権利

の連携を強化すること。

都市中心部とその周辺地域の経済・制度

衡を図る国家政策を開発すること。

りは、むしろ農村部と都市部の発展の均

農村部から都市部への移住を制限するよ

ような施策が必要とされている。

を減らし、ＨＩＶ／ＡＩＤＳの蔓延を防
子供の健康や女性の出生に関するへルス

男児に社会的性の平等と調和した行動規

女児の地位、平等、健康福利を推進し、

の配慮を織り込む。

開発計画のあらゆる側面に社会的性差へ

移住民の所得能力を向上させること。

用できるようにして、非公式部門に働く

職業訓練を行い、また信用貸し制度を利

開発計画および運営能力を開発すること。

地方自治体へ権限を分散して、その都市

止するための取組みをはじめ、妊産婦と
ケアを総合的にとらえる政策・プログラ

範や価値観を教え込む政策やプログラム

ムを策定する。

元、女性に権限を付与するとは、女性に男性と

を策定する。

女性に権限を付与する
同等の地位を与えることである。また、あ

家族計画サービスを含む基本的な社会・

農村・都市両地域において、母子保健や
磯村部および都市部の発展の均衡を図る

らゆる職業とあらゆる部門において女性に
均等な機会を与え、男性と同等の条件を保

保健インフラストラクチャーを整備、拡

してくる。多くは貧困、多産、環境破壊に

事とよりよい生活を求めて町や都市に移住

奨励、促進すること。

小規模な町や都市への民間部門の投資を

張すること。

て、国内で以下の立法化を働きかけること

を意味する。このデリケートな領域におい

追いつめられてのことであり、その他は、

毎年何百人もの世界の最も貧しい人々が仕

元、都市化は不可避、不可逆的なものである。

により、国会議員が果たすべき役割はきわ

都市の市場や輸出市場に有利な開発政策の

男女間で家事の責任を平等に分担すること

証し、同一労働に対する同一賃金を払い、

めて重要である。

３９

は無知や非識字、女性の低い地位、限られ

にとっての大きな挑戦となっている。貧困

一二広く拡大した貧困は、人口および開発努力

貧困の緩和

の課題に挑むためには、以下の施策が必要

済、心理的な保障を与えることである。こ

ジアの高齢人口に、ヘルスケア、社会、経

速に変化する世界に適用を迫られているア

技術的資源や資金を提供する鍵は、政治的

ば実効をあげられない。そのような人的・

とも、それを実施するための資源がなけれ

一一一一一、行動計画がいかに総合的で野心的であろう

資源の動員西国の行動と国際協力

人口の高齢化がもたらす社会・経済的影

いう公約と、この公約を実行する意思であ

口・環境・開発政策と計画を採択しようと

意思と公約にある。すなわち、統合的な人

とされている。

た保健・家族計画サービスへのアクセスな

響を明確に考慮した総合的な長期開発戦

どが伴う。これらの問題はすべて出生率、
いヲＤＣＬ
いる。また、大家族と永続する貧困の悪循

罹病率、死亡率を引き上げる原因となって

高齢者の雇用・年金の権利を保護し、無

べての部門の資金投入を結集するものでな

なければならず、政府、非政府、民間のす

一両その公約と意思はあらゆるレベルに存在し

る。

略を策定すること。

あるいは低料金の住宅へのアクセスを保

料あるいは低料金の医療を提供し、無料

｝」いづ色。

環が、》
環が、環境破壊と資源の枯渇を一層促進し

地加を抑え、貧困や不利な立場にある人々

ければならない。国は、総合開発戦略の一

部として国家政策やプログラムを策定し、

れらを実施するために必要な人的資源を提

社会部門への予算の割り当てを轍額し、そ

障する法律を制定すること。

三、従って、貧困と徹底的に闘うことが、人口
の経済的機会を増大し、貧困に苦しむ人々

望する者には、専門訓練プログラムを設

定年を引き上げ、定年後も働くことを希

の基本的な保健・教育・社会的ニーズを満

たすために一層の努力を図る上で不可欠で

供しなければならない。南南協力を通じて、

地方レベルにおいて、活動的な高齢者を

なければならない。そのような交流は、ま

資源１人的賛源および餐金ｌを配分し

識、専門技術を共有し、そのために必要な

発展途上諸地域の国々は、吐重な経験、知

グラムを開発すること。

主流の社会・経済活動に組み入れるプロ

け、労働の機会を創出すること。

ある。これには有効な家族計画プログラム
と、農林業、再植林、段畑の造成などの雇
用創出ができる環境保謹活動を同時に進め、
相互作用を高めることが必要である。
高齢者の保障

ると共に解決すべき課題を呈するものでも

に増大しており、これは、可能性を提供す

って身内の高齢者の世話をすることがい

と理解を育成し、個人ならびに社会にと

とりわけ若者の高齢化問題に対する認識

新たな資金を動員するためには、国際社会

一三、世界各国の人口プログラムの支援に必要な

ろう。

ある諸国にとって、大きな助けになるであ

だ人口学的な目標と目的を達成する途上に

ある。機会とはすなわち、大半の高齢者が

かに重要なことであるかについて若者を

の強力な支援が必要である。かかる資金の

一一一一、国の人口に占める高齢者の数と割合は着実

家族や地域社会に貢献する多大な潜在力を

教育すること。

動員は、資金提供国がＯＤＡの四％を人口

有する点である。課題とは、その特徴とし

て社会的移動性と家族離散が益々高まる急

ｲ０

クアラルンプール宣言

プログラムに配分すれば可能となるであろ
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》行動への呼び掛け一
雪………・・・……………・・雪，．…大会は以下を要請する…・………………震．

う。この援助を仲介する肢も適切な機構は
国連システム、とりわけ国連人口基金であ

｜、アジアの立法府識員

と。

国家予算および人材を十分に配分するこ

国の人口プログラムの独立性を作ること

貧困を緩和するための国家戦略に不可欠

を目標とする長期計画を開発すること。

一般市民の認識と理解を一層促進するこ

に関する立法府議員、政府高官、および

Ｉ人口と持続可能な開発の複雑な相互関係

ろう。特に国際家族計画連盟（ＩＰＰＦ）

Ｏは、人口政策とプログラムの実施を支援

をはじめ、他の国連機関、国際機関、ＮＧ
すべきである。

なものとして人口増加を低減する努力を

の排除を強調する倫理的次元を組み入れ

他人への敬意、非暴力、協力および浪灘

含むこと。

に権限を付与し、母子および女性の出産

本宣言の行動プログラム、とりわけ女性
に関する保健を改善する施策を支援する

た統合的アプローチにより、人口埆加、

区ることを目指す統合的な人口・環境・

資源の活用および経済社会発展の均衡を

社会プログラムを開発すること。

法的捲搬を含む適切な捕撒を識ずること。

政府および非政府組織（ＮＧＯ）間の定

女性の権利と経済的自立を阻む、存続す

ムの開発において政府の協力とＮＧＯの

期的な交流を奨励し、革新的なプログラ
朽用を促進するために尽力する。

障害を撤廃すること。

るあらゆる法律・行政・経済・社会上の

バリ宣言に明記された人口目標を支持し、

とりわけ、母子保健や家族計画サービス

それらの目標の達成を促進する法律を推
と。

進、支持することを立法府に奨励するこ

高齢者に十分なケアの提供を保障するた

を開発すること。

部と都市部の開発の均衡を図る国家政策

ラクチャーの整備・拡大を通じて、農村

を含む基本的な保健・社会インフラスト

Ｉ人口、環境および開発問題、とりわけ家

二、各国政府

対する有効で総合的なアプローチを達成

めの諸計画を策定すること。

族計画および女性の出産に関する保健に

することを目指す活動の促進と支援に、

“

●●』／｝〈》

大会を終えて勢揃いした各国参加職員

とりわけ母子保健、女性の生産に関する
とりわけ母子保健、女性の生産に関する六、アジア識員フォーラム〈ＡＦＰＰＤ）事務局

グラムの質ならびに効果を高めるために、

保健、家族計画プログラム、および女性
保健、家族計画プログラム、および女性ｌアジア地域における人口・家族計画プロ

立法府議員等の間での情報や専門知識の

バリ宣言の中で採択された人口目標の達

の地位向上のための財源を生むことを目

・・・・・，？・・；．．…；……傷く．・・厭・・ｉｉｉ‐…‐・……．．…；．．…圏…！；ｉｆ懇．．！…”

定期的な交換を促進すること。

的とした負債削減計画を模索すること。

成に努めること。

三、非政府組織
Ｉ地域社会の参加を土台とした草の根レベ

人口プログラムの経験に関する南南協力

我々は、立法府議員、地域社会の指導者、ある

ルのネットワークや戦略を通じて、国の

》新たなる献身》

避妊法に関する科学知識や技術情報の伝

を推進する一）と。

播を通じて、国の家族計画プログラムを

いは国民の代表としての立場で、人口増加を抑

人口プログラムを支援し続けること。
とりわけ家族計画サービスの実施の分野

支援すること。

アジア議員フォー，ラム第四回大会に出席１）た
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において、政府の担当組織との定期的な

環境の面からみて危険な燗一一Ｗニーパタ１ンを削減す

制し、人口分布の合理化を図り、貧困を緩和し、

たらすべく、弛まず努力・専心する。我々はそ

のために、家族計画プログラムへの投盗、母子

るために力を結集し、真に持続可能な開発をも

保健および女性の出産に関する保健の向上、女

ムをはじめとする国の人口政策やプログ
拡大することを目指した活動を奨励・支

を見極め、それを拡大し、国際協力の効

活動の重複を避け、成功するプログラム

援することを誓う。

資源の結集を目的とする政策やプログラムを支

均衡化、貧困の緩和、商船者に対する保障供与、

に、他の資金提供国と緊密に協力するこ

率性とその協調ある活用を保証するため

性に対する権限付与、農村部と都市部の成長の

援すること。

ラムを策定・開発・実施する能力を強化・

発展途上国の、特に訓練・管理プログラ

交流を開始し、促進すること。

四、報道およびメディア
係に関する認識を形成すること。

ー人口ｌ環境ｌ資源Ｉ開発の複雑な相互関

特に次回の人口と開発に関する世界会議
に関連して、人口問題を積極的かつ建設
的に報道すること。

Ｉアジア地域における人口問題への援助要

五、国際社会

そのために、我々は、人口増加、社会・経済

ログラム」を成功樫に実施するべく、あらため

い調和を確保できることを期待しつつ、「行動プ

と。

て、援助レベルに関する指針および勧告

国民総生産や政府開発援助の割合に応じ

開発、資源利用および環境保護の間に、より良

ＰＦを中心とする非政府組織の財源を増

び二国間組織、およびＵＮＦＰＡやＩＰ

求の増大に応じられるよう、多国間およ

やすこと。

て惜しまず努力する。さらに、人類全体のより

良い、平和な未来のために努力することを誓う。

を制定すること。

策およびプログラムへの支援を促すこと。

すべての国連機関・組織に対し、人口政

ｲ２

炎天下のｾﾗｿｺﾞｰﾙマラッカを訪ねて

－－７／教育と宗教が家族計画の壁／￣＜

〃栗原博久(自民）
参議院議員斉藤鉄夫(公明）

〃肥田美代子(社会）

〃川橋幸子(社会）
〃南野知惠子（自民）

会プロジェクトと、マラッカ家族計画

セランゴール・エステイト家族計画協

にあるマレーシア家族計画協会翼下の

の厚意で、クアラ・ルンプール市近郊

際家族計画連盟・本部、英国ロンドと

続き二九、三○の両日、ＩＰＰＦ（国

Ｄ議長ら日本国国会議員団六人は、引

ラム大会」に出席した桜井新ＡＦＰＰ

人口と開発に関するアジア議員フォ１

一○月二五日から四日間、「第四回

衆議院議員桜井新（自民）

協会プロジェクトを視察した。

や、ポッンポッンと現われる真っ白な

－ＰＰＦ・セランゴールヱステイト（大農園）プロジェクト
雨期とは名ばかり、南国のギラギラ

建物が目に痛い。ここが果して途上国

この地域をみる限り、他のアジアの

する炎天下の首都クアラルンプールを

現地までの行漉は約一○○Ｍ．道路

途上国にない発展の力強さが感じられ

なのだろうか１１．

は見事に舗装ざれ道幅も広く、日本ご

る。

二九日午前九時、パスで出発。

自慢の東名高速や中央高速よりも遙か

豪勢なマンションも建ち並んでいる。

海岸リゾート地に直結しているので

に快適である。
空はあくまでも青く、車窓の両側に

セランゴール・エステイト家族計画協会プロジェクト

外人向けにも３ＤＫ一室が二千万円位
のオイル・パーム生産地区現鰯を視察する日本職員団

広がる景色と南国情緒豊かな椰子の林

で売り出されている。

これが人気の

パーム・オイル……

目的地のブキット・クロー・ジャラム

・エステイトに到着したのが午前三

時を少し過ぎたころ。ここではオイル

・パ１ム（ヤシ油）生産のエスティト

（大農園）を視察する。

一・八四一願の椰子の林があり、一

一四軒に八○○人が住んでいる。ほと

んどがインド系の低所得者だ。二五五

４３

マレーシア人ロ・開発事情視察議員団

○○ｔのオイ

年間四五、○

人の労働者が

めており、市場での人気が高いそうだ。

ので、ヘルシー食品としても注目を集

く、含有ビタミンが豊富で値段も安い

パーム・オイルはコレステロールが低

家族計画

絵で説明する

ル・パームの

実を収穫する。
一個の椰子
二○雌前後で

この地区のプランテーション・クリ

の実は、大体

値段は二二○
個の実から石

にわたり労働者やその家族の健康管理

旧植民地時代からずっと一世紀以上

ニックを訪問する。

けん、化粧用、

をしており、伝続は古い。

円位。この一

食用の油が凹

ーム・オイル

世界肢大のパ

レーシアは、

・アシスタントという若い男性が一人

ージャラムのクリニックでは、ヘルス

病院があるそうだが、ブキット・クロ

入院患者、外来を受入れるエステイト

唯一の村の診療所で、ここのほかに

生産国だけに、

常駐しているだけ。医師の巡回は月二

囎採れる。マ

ここで働く人

回。受診料はすべて無料で、入院灘も

非識字率の高いセランゴール・エステイト

家族計画協会のプランテーション・クリニ
ックでは絵を使って家族計画や病気を指導

している。

この地区の思者の病名は、栄養不良、

助産婦さんがいないので、いざ緊急の

達の表情も真
｜人当り一日

寄生虫、急性呼吸器疾患、外傷、筋肉

場合には極めて心細い。

さまざまだ。ヘルス・アシスタント一
一ｔから一・

痛、皮膚病、下痢、栄養不良貧血、ア

エステイトの負担だ。

五ｔを収極す

ルコール依存症、高血圧、糖尿病など

エステイト病院では、看護婦さんが

人のここのクリニックでは、肴漣婦、

るそうだが、

剣そのもの。

ロnＦ■
■■ロ
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セランゴール・マラッカを訪ねて

〔前頁・写真右〕オイル・パームの実を拾
う現地の人達の手伝いをする桜井新・Ａ
ゴールで

ＦＰＰＤ議長（右から２人目）＝セラン

ントがピルやコンドームを無料で与え

のような施設では、ヘルス・アシスタ

母子保健に力を入れているが、この村

具合。

貼って、どちらがいいかｌといった

ニコ文化生活をしている絵ｌなどを

の家庭は綺麗な衣服を着てみんなニコ

口動態を決定的に左右するからだ。

を実感する。ここでの指導の成果が人

管理が、いかに大変で、重要であるか

途上国の末端での家族計画や、健康

を目ざして午前八時、宿舎のイスタナ

バライ・パンジヤン・タンバック村

ＩＰＰＦ・マラッカ家族計画協会

て家族計画を指導している。

ここで働く人とのほとんどが文字を
読めないので、主として絵を使って家

族計画の大切さを説明している。

視察二日目の三○日は、海の美しい

例えば、子沢山の家庭は、みんなポ

ロをまとい、栄養不良で痩せ細って粗

・ホテルをバスで出発。同十時過ぎ協

ら子供を授かることができるか１種

けることや、不妊症の婦人がどうした

母子保健の面からは、出生間隔を空

その実行に汗を流していた。

どのようにはかるかｌなどに薑

庭を作るか、人口と経済のバランスを

目標を、先ずどのようにして健康な家

れが自分の仕事を持ちながら、活動の

活動はすべてボランティア。それぞ

の活動状況の説明を受ける。

会幹部に迎えられ、協会事務所で管内

マラッカにあるマラッカ家族計画協会

罰“謡虚一釦

離罐塾

蝋縦纈螂》一》・』Ｊγ
剛蠅鮒徽繍》一鯨一『仙州雨
識鍵

蔓霊薑騨
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政が苦しく、活動が思うようにいかな

労話が多い。いま悩んでいるのは、財

ど、非識字者の女性が多いだけに、苦

|l lI li lI

いことで、先進国の援助が頼りである

ｲ5

末な家に住んでいる絵。子供が二人位

園■i；蕊驫憲讓霧壼譲憲;宗霧蕊轤霧霧雲露

腱

〔前頁・写真左〕二れがオイル・パーム

〔写真・上〕家族計画（早婚、高令出産、多産をいましめ
ている図）と〔写真・下〕避妊の方法を図解

会の制服プロジェクトの婦人たちと

〔写真右〕陽気なマラッカ家族計画協

子供たち

〔写真・左〕人なつっこいマラッカの

ことを強調したい。

同協会の創立は一九五七年
九五七年、会員数
一夫婦当り平均子
は二一六人。管内の一夫婦当
供数は八人から九人というか

子沢山だ。男性は労働者、女
んどが非識字者。

マラッカから約六ｍ離れた
パンジャン・タンバック村の
問する。人口は約一、八○○

のほとんどがマレイ系で、工
か稲作農家。

陽気にミシンを踏ん
所得をふやす
マラッカ家族計画協会
はいま、ニュージーラン

ド政府の基金をもとに、

同村で女性開発プロジェ
クトとして、所得増進の
ため、婦人たちに学校制

服づくりを奨励している。
底抜けに明るい婦人た

ちは、せっせとミシンを
踏んで精を出していた。

〔写真・右〕ミシンを踏み、所得増進活動に励
む婦人たちを視察する一行。〔写真・左〕作業

は笑顔とリズムに乗って……共にマラッカ家

族協会で

“

セランゴール・マラッカを訪ねて

肥田瓢員（右端）と－人お

シンガポールのＫ･Ｋ病院で
いて川橋議員

難なことだという。

族計画について直接的な話し合いが困

るのが、イスラム教徒が多いため、家

同協会が現地で最も頭を悩ませてい

られないことが印象的だった。

屈託なく、生活の憂いなど微塵も感じ

しように身をまとった婦人たちは全く

しかし、美しい色とりどりの民族衣

シンガポール・カンダン・ケルバウ（Ｋ・Ｋ）病院の視察

ヨーク・ランさんが病室などの施設を

案内してくれる。

病院システムは、すべてが英国式。

院内は明るく、病室のスペースも広い。

設備は完備されて衛生的、日本の国

立病院に比べると雰囲気が良い。病院

の外観はマンションと見違えるほどだ。

一九二四年、三四ベッドでスタート

した同病院は、いまでは五一四床（Ａ

ＩＩＩＩＩＩＩＩＩ０ｌＩ０ＩＩＩＩＩ９００００‐０■Ⅱ０．０１・●００－１１－■０ＩＩＩＩＩＩ１ＩＩＩＩＩＩＩＩｌ

－視察議員

級の個室六八床、Ｂ１級の四人部屋一

修人一一一一五人、事務一七二人合計一、

婦五三七人、薬剤師七四人、清掃、補

病院スタッフは医師一三○人、看護

ＩＣＵ二二床）を有する大病院である。

級の大部屋九○床、新生児用一二四床、

一七床、Ｂ２級の六人部屋九三床、Ｃ

一肥田美代子・参議院議員
（社会）一

（社会）一

一川橋幸子・参議院議員

ワンダフル〃

えた議員団のうち、肥田、川橋両議員

マレーシアでのフィールド視察を終

Ｂ１級一三○ドル（九、六二○円）、

ガポール・ドル（約一七、七七六円）、

入院費は一日当りＡ一級二四○シン

一三八人。

は最後の視察先であるシンガポールの

Ｂ二級一一一五ドル（二、五九○円）、Ｃ

Ｋ・Ｋ病院

カンダン・ケルバウ（Ｋ・Ｋ）病院に

級一九ドル二、四○六円）で、平均

ガポールドル（約四四、四○○円）Ｂ

出産費用は第一子、Ａ級六○○シン

入院日数は三・七日。

足をのばした。

Ｋ・Ｋ病院は、シンガポール国立の

婦人科、産婦人科専門病院で、日曜日
にもかかわらず、総看護婦長のリー．

４７

〔写真・上〕３年後に生まれ変わる
Ｋ・Ｋ病院

〔写真・下〕入院患者にはすべて平
等に、親切に－（Ｋ・Ｋ病院産
婦人科病棟で）

（七四、○○○円）、第五子は同一、

なると各級とも一律に「○○○ドル

第二子からは順次高くなり、第四子に

Ｃ級二五○ドル二八、五○○円）で、

Ｂ２級三○○ドル（二一一、一一○○円）、

一級四五○ドル（一一一一一一、三○○円）、

Ｖも借りられる。

電話つきで、Ｔ

エアコン、浴室、

つき。Ｂ１級は

具、電話、ＴＶ

コン、浴室、家

Ａ１級はエア

Ｂ２、Ｃ級は

三○○ドル（九六、二○○円）に引上
げられる。

エアコンはない

が、換気施設が
整っており、共

同浴場を使う。
Ａ級は全額自

己負担、Ｂ１級
が八○％、Ｂ２

級が三五％、Ｃ
級二○九がそれ
ぞれ自己負担。

社が経営するシステムで、病院経営の

管轄し、ヘルス。．Ｉポレーション会

にはリハビリ用のプールやジムなどさ

な素晴らしい病院に生まれ変る。内部

同病院は、三年後に（写真）のよう

善が大きな問題となっていた。

六○％が人件費によって圧迫され、病

まざまな施設を備えるそうだ。

シンガポールの国立病院は、政府が

院統合によってサービス、財政、スタ
ッフの充実強化を目ざしている。

ここでも看護婦さん不足と、待遇改

＃８

ナプシア・オマール国民統合・社会
開発大臣を表敬した日本醗員団

第４回

ＡＦＰＰＤ大会参加
曰本国会議員団

団長中山太郎（衆院離日･自民）

部井藤原田橋野

●●●●●●●

阿桜斉栗肥川南

似

昭吾（衆院議貝･社民連）
新（衆院議員･自民）
鉄夫（衆院議員･公明）

博久（衆院議員･自民）
美代子（参院議員･社会）
幸子（参院縦貝･社会）

知惠子（参院縦貝･自民）
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第４回ＡＦＰＰＤ大会に参加して

アジア国会議員人口と開発に関するアジア・フォーラム第四回大会に参加して

きないからである。このような視点は、

の市民からの協力合意なしには解決で

力が必要である。人口問題は国民全体

めには、国民を代表する国会議員の協

してより長期的な視点から推進するた

ムの作成等にあたって、より効果的そ

であるが、政府の政策策定、プログラ

カレスト会議の一九七四年であり、世

会一を結成された。それは奇しくもブ

直ちに日本に「国際人口問題議員懇談

岸先生が□自席『の呼びかけに応じて

ープの結成を世界に説いた。日本では

口問題の理解、政策推進のためのグル

あった。□「ｇの『は国会議員による人

口問題を背負って立った偉大な人物で

くこの議員懇の人口の分野だけではな

ーダーシップをとっているのはおそら

アジアにおいて日本がなんらかのリ

んでいったようである。

と献身的な労力は先生の健康をむしば

藤先生の少巴目甸・『■ョに対する情熱

致のすいせんによるものであった。佐

ることとなった。各国議員団の満場一

アジア意識の形成へ

ｌｌｌｌｌｌＭⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ川糾ⅢＩＩＬ津》》》一一｝｝棡匪作》｛唯飛田』州小千列劉割
世界の人口問題の解決に情熱を注ぎ尽

いであろうか。佐藤先生亡きあと、

ていた。しかし、幸いにして佐藤先生

界で最初のものであった。本年は丁度
議員懇と呼ばれる日本のこの組織は

の役割を引継いでおられた桜井新先生

した二人の先覚者によるものであるこ

アメリカの三一一一一餌ヨワ日已の『］『・将軍と

この二○年間にめざましい展開をみせ

が今回のクアラルンプール会議で満場

シ⑪国］〕句。日日の議長席は空席となっ

丙四｛四①一ｍ四一易博士である。前者は国連

ることになる。それはアジアにおける

一致で議長にすいせんされた。

二○年目にあたる。

人口委員会のアメリカ代表であり、一

人口・開発を対象とする団体の結成を

とを私共は忘れてはならない。それは

九七四年の歴史上特筆すべき世界人口

アのすべての国から期待されているこ

人口問題に対する日本の役割がアジ

促進していったことである。そして議
員懇の幹事であった佐藤隆議員（元農

会議の議長であった。後者は国連人口

基金の初代事務局長であり、世界の人

S３

あるとしても、日本側が直接責任ある

とから、桜井先生の議長就任は当然で

体であるだけに、政治的色彩の強い議

を発展である。がんらいが政治家の団

来の活動について期待をのべておこう。

最後に、このフォーラムに対する将

決して少なくないことがうかがわれた。

提言、勧告を強力に実行することが必

論や「人口・開発」の核心から離れた

しかし、さすがに政治家の現実に対

要である。第二は議長国である日本の

地位をもって積極的に協力体制をとっ

以上はシの一目『○日目についてまず

する理解度も高いだけに、句・日日の内

積極的な発言が必要である。アジアで

第一は政治家の立場から政策論の具体

指摘しておかなければならない重要な

容は急速に高度なものに発展していっ

唯一の人口・経済の成功経験をもつ日

興味本位の話題がとりあげられたりし

特徴である。

た。今回のクアラルンプール会議では

本の観点からの具体的な発言、提案を

ているのは、この分野以外にはない。

第一一点はシ⑩一目句。日日自体の成長

四つの分科会の下にそれぞれ「家族計

行なうことが望ましい。財団法人・ア

化に重点をおくことがフォーラムの性

である。当初はもっぱらシ巴目司。Ｂョ

画と母子保健」、「国の開発における女

ジア人口・開発協会はこのような国会

た。北京会議の際、リソース・バーソ

の形成自体が課題であった。特に、北

性の役割」「人口増加、高齢化と青年」

議員の活動を支えるために故佐藤隆議

この分野こそ日本が果さなければなら

京会議にインドが参加するかどうかが

「人口、環境と食枇」が専門家により

長によって創立され、その果してきた

質から望ましい。研究成果をいかに政

政治的な側面もあり、インドは当初北

報告され、討論された。また「クアラ

役割は極めて大きい。しかし、これか

ンとしての私は分科会の議論の進行の

京参加を拒否した。しかし、インドの

ルンプール宣一一一一口」が採択された。分科

らのシ叩一目句○日ョの議長国としての

ない、果すことのできるものであるこ

参加しないシ望目句・日日はアジアの

会の報告内容は国際社会に匹敵するも

日本、そしてまた世界的に、人口と経

府の政策に具体化するかの検討、その

名に相応しくないし、将来の発展に重

のであり、宣言内容は国連の人口会議

済の両分野において牽引車の役割を負

調整まで担当したことがある。

大な障害となることが十分予想される

などで行なわれるものと決して遜色の

とを私共は自覚しなければならない。

だけに、佐藤議長は北京・ニューデリ

すると、ＡＰＤＡの拡充化を計り、議

っているアジアの重大な転換期を考慮

今回の総会にはアフリカからカメル

員団の活発な活動に盃することが必要

ない立派なものであった。
ーン等のオブザーバーが招待されてい

である。

ー間を往復しながら両者の合意にほん

たが、アジアに対する関心は高く、こ

定されたことは忘れてはならない重大
第三点はシ⑰一目甸○日日の内部にお

の会議が後続するアフリカへの影響も

な過程であった。

ける人口問題の理解と知的水準の急速

卸

Ａ賛助会員
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ＡＰＤ
～ｊ…ご入会のお願

解決する方策をさぐり協調するため、日夜、真剣に努力を続けています。

ＡＰＤＡ（アプダ）は、官民及び国際機関の協力を得て、これらの問題を有効に

これらの根源は、すべて〃人口〃問題に帰結されます。

社会・経済問題も発生しています。

とがもたらす高齢化現象に伴う労働力不足や福祉費の増大など、さまざまな重大な

本などのように、これ以上子供が欲しくないという夫婦がふえている地域、このこ

ところにきています。また、人口問題では爆発的に人口の増加を続ける地域と、日

産業公害を引き起こし、地球環境の悪化は、もうこれ以上放置できないギリギリの

どは森林破壊をもたらし、一方では急速な工業化は大気汚染や水質汚濁など多くの

のです。人口増加に伴う食料不足を補うための焼畑農業や、燃料としての薪伐採な

いま、世界各地で叫ばれている〃環境問題〃も、人口の増加が大きな根本原因な

といっても過言ではありません。

世界人口の大半を占めるアジア人口の行方が、人類生存のカギを握っている１１

人口の増加は、あらゆる社会・経済問題に深刻な影響を及ぼします。

されております。アジアの人口はこの急増する世界人口の六○％を占めております。

います。一九九三年の世界人口は五五億人、一九九八年には六○億人を超えると推計

人口問題は、二十一世紀の人類生存を左右する地球上の最も重要な課題となって

（

何卒、あすの人類の明るい未来と、共存のために皆さまの尊いご協力を心からお
願いいたします。
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私たちは今、歴史的な一○年間の真

っただ中にいます。一九九○年代に世

界の人口は約一○億人増加するとみら

れています。これは一○年間における

人口増加では過去最高です。世界の人

口は一九九四年だけで九、三○○万人

という記録的な増加によって五七億人

シーグル博士は、地球の人ロ問題、

した特別セミナーを開いた。

の現状ｌ新避妊薬の開発Ｉ“と題

”開発途上国における人ロ・家族計画

ェルダン。Ｊ・シーグル博士を招き、

国ポピュレーション・カウンシルのシ

五日、東京・千代田区の如水会館で米

「人ロフォーラム別」は、十二月十

持続的な効果を特徴とする皮下埋め込

妊薬）やＩＵＤの研究にたずさわり、

機関）の科学グループでピル（経ロ避

百五十以上に及び、ＷＨＯ（世界保健

礎的リサーチをテーマにした論文は二

同博士の生殖生物学と避妊に関する基

題の対処に応用しようと努めてきた。

問題に注目、近代医学を地球規模の問

る人ロ急増が引き起こしている深刻な

の一人で、早くから開発途上国におけ

口がわずか二○億人にも満たなかった

を向けてみると、今世紀初め、世界人

しかし一方、人々の生活の質にだけ目

う人口は大きな気がかりとなります。

問題を考えると、確かに何十億人とい

の供給、そして持続可能な開発などの

熱帯雨林の破壊、工業汚染、新鮮な水

意味も持たないのです。地球の柵暖化、

ことはできません。数字だけでは何の

ちょうどよいのかは、誰にも判断する

のが多いのか、少ないのか、あるいは

に達します。世界人口が五七億人という

家族計画、避妊テクノロジーの権威者

み式の避妊薬の臨床実験を手がけ、同

時期に比べると、それははるかに向上

同博士は一九八四年、避妊薬の開発

す。このことは最近の各国の歴史を見

上の障害にはならないことが分かりま

しており、必ずしも人口増加がその向

と家族計画の普及促進の功綱で、国連

ても、はっきりと表れています。

シーグル博士の講演要旨次の通り。

人ロ賞を受賞している。

”ノープラント〃を開発した。

博士の指導で世界の研究者チームが、

シェルダ･」･シーグル博士
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開発途上国における人ロ・家族計画の現状

ます）、経済は急成長を続け、今やＧＮ

を一部の人は「人口燥発」と呼んでい

約三倍に増えたにもかかわらず（これ

し今日、一九四七年当時に比べ人口は

節風）の被害にあっていました。しか

国の食櫛供給は毎年のモンスーン（季

の多くが非識字者であるのはもちろん、

短く、乳児死亡率は二倍でした。人々

ば当時、平均寿命は今よりも二○年も

インドが独立を勝ち取った今世紀半

しれないのです。

なく、その半分に抑えられていたかも

は、現在予測されている一○億人では

ていたなら、二○○○年における人口

計画プログラムが、より成功をおさめ

だった、一九五二年に始められた家族

す。インドの人口がまだ三億五千万人

ンドの多くの指導者たちは考えていま

の発展をもたらしていただろうと、イ

業、そして技術革新の進歩がより多く

によれば、現在開発途上国の女性は平

重要な役割を果たしてきました。国連

公衆衛生における疾病の克服と同様に

ました。農業分野における緑の革命や、

発途上国でめざましい笑絨を作ってき

過去三○年間、家族計画は多くの開

い政策であることは間違いありません。

ても、本質的であり、対費用効果の高

ると、家族計両がどの国の発展にとっ

る、という人間の可能性に注目してい

歩と社会組織によって導くことができ

したのではありません。技術革新の進

ない説明として、インドの例を持ち出

人口の多いことが成長の妨げになら

物の薪えも可能になりました。

農業生産は需要を満たすばかりか、穀

リカに次いで二位の四五○万人に達し、

すには、人々の需要と供給可能な資源

増進という、国としてのゴールを目指

くるのです。生活の質の向上と健康の

す早く疾走しなければならなくなって

うに、現状を維持するために、ますま

ちょうど『不思議な国のアリス』のよ

事態に見舞われている開発途上国は、

とも否定できません。人口急増という

の向上にとってマイナス要因となるこ

もちろん人口の多いことが生活の質

にまで引き下げる中間地点を通過する

である、出生率を人口の置き換え水準

はわずか三○年の短期間で、最大目標

しい実績が見られました。開発途上国

ジル、そしてバングラデシュでめざま

、不シア、メキシコ、コロンビア、ブラ

驚くべき進歩です。特にタイ、インド

を実践していなかったことを考えると、

上の子供を産み、わずか八％しか避妊

ています。一几六五年には平均六人以

の女性が何らかの〃法で避妊を実践し

均三・五人の子供を産み、，約半数以上

ただきたい。未だに貧困と識字率の低

との間の、持続可能なバランスを取る

までになったのです。

Ｐは三、○○○億米ドルと世界のベス

さに悩まされているインドが、もしも、

ことが鍵となります。家族計画だけで

ト一○に食い込み、大学入学者はアメ

この四○年間に人口政策のより効果的

族計画に関して効果的な投資が行われ

このことはこれから先何年間に、家

このバランスを取ることは不可能です

が、過去数十年の歴史を振り返ってみ

な導入に成功していたら、国民の生活
の質の向上に貢献する教育、保健、農

5７

まうということに、重要な影響を与え

一五○～二○○億人に膨れ上がってし

億人、そして二一○○年までの間には

○四五年までの間には一○○～一二○

五七億人の世界人口が、国連推計の二

能だと言えます。これは一九九四年に

れぱ、さらに出生率を下げることが可

す。

グラムを推奨している国に住んでいま

九○％以上の人は、公的家族計画プロ

います。また、開発途上国の全人口の

発途上国では避妊サービスを提供して

かったということです。ほとんどの開

こと、そしてそれが政治的リスクがな

の要因は、家族計画政策を受け入れた

一人当たりのコストが増加します。

らの改善は、現存のプログラムよりも

実に向上させる必要があります。これ

家族計画プログラムそのものの質を確

教育など生活水準の向上だけでなく、

口を六七億人を、それ以内に止めよう

もしも一○年後の国連推計の世界人

ることになります。

ア、エジプト、ジンバブエなど避妊実

く出生率の高い国はありますが、ケニ

どの開発途上国では、避妊実行率が低

ハラ以南のアフリカやイスラム世界な

よって実現されてきました。依然、サ

の家族計画サービスの能動的な利用に

によるものではなく、主に公共、民営

下がっています。この下降は強制手段

実際にはそれよりもかなり早い速度で

家が予測していた世界人口の増加率は、

ます。一九六○年代後半、多くの専門

て、楽観的に考える確かな理由があり

人口問題に関する様々な懸念につい

べてのグループに避妊をさせるには、

えていることが理由です。これらのす

ること、子供を持つ年齢層の人口が増

伴い、避妊を実行する夫婦が増えてい

供を持つことを望まない夫婦の増加に

年々増えています。これはこれ以上子

負担しています。しかし、この支出は

ます。このうち一三億ドルは援助国が

を含む活動に、七二億ドル支出してい

人口統計学調査と情報提供キャンペーン

上国は家族計画とそれに関連した調査、

られます。国連の推測によると、開発途

が、わずかの投資でできることが挙げ

要な要因として、出生率を下げること

避妊革命を成功させたもう一つの重

す。日本をはじめ西側諸国は、’九九

援助国も援助を拡大する必要がありま

って負担されなければなりませんが、

迫した状況にある開発途上国自身によ

この増加する費用の大部分は、ひっ

まう計算になります。

避妊だけで年間六○億ドルかかってし

用が膨れ上がることを意味しています。

開発途上国の家族計画プログラムの費

の埋め込みが必要になります。これは

避妊器具の装着あるいはノープラント

○○万件の不妊手術、四億件の子宮内

妊薬二○億サイクル分、一億七、八

えば、コンドーム五○○億個、経口避

後一○年間で物資とサービスだけでい

とするなら、開発途上国に対して、今

行率が高まりつつある国もあります。

乳児と妊婦の死亡率引下げ、女性への

この避妊革命を可能にしたまず第一
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開発途卜園における人口・家族計画の現状

四年カイロで行われる国際人口・開発

者がいます。現在、ノープラントの研

族計画プログラムに対する十分な援助

束をすることが求められています。家

プログラムに対し、援助を拡大する約

国連人口基金、その他の人口問題援助

万人が使用しています。世界では一時

開発が進み、現在では中国で六○○○

礼氏が世界で初めて開発され、その後

（子宮内避妊器具）は、日本の大田典

避妊の研究をみますと、まずＩＵＤ

り、男性はわずか三十パーセントにす

ーセントの避妊は女性によるものであ

男女の避妊をみると、世界の七十パ

チューブで一年間有効のものを開発中

期間が三年間のもの、さらに、一本の

方を選択するか」にかかっています。

を怠った場合、そのつけは世界人口が

期一億人の女性が使用したこともあり

ぎない。しかし、日本は特別で男性主

究開発が進み、二本のチューブで有効

安定するまでに、新たに何十億人の人

ます。ＩＵＤの避妊効果をみますと失

導型で全体の約八十パーセントの避妊

会議においてリーダーシップを発揮し、

口増加という数字になって表れてくる

敗は百分の一で、これは、不妊手術と

がコンドームによるものです。

自ら持続可能な発展のための政策に着

効果の高い援助をバネに、開発途上国

楽観的な見方をすれば、この対費用

率を低下させる研究が進められていま

近では、特に子宮癌をはじめその発生

生率が高いとされておりましたが、最

ピル（経口避妊薬）は、従来癌の発

いる。

男性用のノーブラントの開発を進めて

し、一部使用している。ＷＨＯでは、

が綿花を原料とする男性用ピルを開発

男性の避妊薬の研究開発では、中国

です。

でしょう。

同じ効果があります。

手し、世界人口が二一世紀半ばまでに、

す。

誰にも予測することはできません。し

か、現時点では科学的徴密さをもって、

体にどのようなインパクトを与えるの

う数字が、地域、地方、そして地球全

えます。世界人口一○○億人以上とい

くというシナリオも、実現可能だと言

避妊効果は五年間有効です。現在、ノ

妊するものです。一回の埋め込みでの

イズのホルモン剤を六本埋め込んで避

は、女性の皮下にマッチ棒の半分のサ

開発を進めております。ノープラント

ポピュレーシコーン・カウンシルが研究

ノープラントの研究は、オランダと

薬で、中国で開発研究中です。

て、ゴシプルという綿花から抽出した

また、男性が服用する避妊ピルとし

たって防ぐ女性用ゼリーも研究中です。

最後に、エイズの感染を長期間にわ

一○○～一二○億人のレベルで落ち着

かし、今言える確かなことは「人口が

ープラントの使用状況をみますと、米
国で百万人、世界では二百万人の使用

何人であるか」ということよりも、す
べては「私たち人類がどのような生き

５９

曰本の先住民としての｢ヨーロッパ人」
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ていることはよく知られているが、ヨ

ーロッパ系の人々がいることは、忘れ

られることが多い。東京都の小笠原諸

島には今でも一三○名ほどの欧米系日
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日本の先住民としての「ヨーロッパ人」

の一部を紹介する。

り調盗を行ってきたので、ここてばそ

発問題といったことについての聞き取

生柄様式、歴史、さらには小笠原の開

奨励研究⑧の予算を得て、彼らの文化、

いる。平成二年度の文部省学術国際同

本人（屈巨『ｇの旨’］：巴］の⑩の）が線らして

る。一八三○（天

氏族の人々であ

本領土内の先住

その愈味では日

移住しており、

前に、この地に

脱に定住する以

リカのマサチュ

より東京都立羽田高校教諭。

イアーノし

たとて大鵬はった○でな胃

メガ計
あ給と・10,様に総計|iﾄﾞﾙ量ボ
つ地したにで、やし二ｈヒルリフ
92年）／その他力、、Ｚ・

ジェリー・セーボレー氏(78才)……自分は日本
人でも、ヨーロッパ人でもない。、小笠原島民〃

〈丈久二）年、八丈島より一一一八名の人

ことを危棋した江戸雑府は、一八六二

近に欧米の飛地ができあがってしまう

しておけば、本州より一○○○ｍの典

宣言をする事態となり、このまま放置

で、ロシア、アメリカもそれぞれ領土

イキリス弧を汀冒していた。あいつい

号が小笠原に奇烏し、測量を済ませ、

年には、イギリスの川斌船ブロヅサム

的進出の時代であり、早くも一八二七

時はまさに欧米列強諸国の帝国主義

だという。

保並）年、アメ

川小笠原のヨーロッパ系日本人

ーセッツ州から

捕鯨船に采って

セーボレー、ワシントン、ウェッブ、
ゲレー、ゴンザレスといった潴前はい

やって来たナサ

の先祖は、現在では多数派となった日

ニエル・セーボ

ずれもヨーロッパ系の人々の家名であ

象脅尻；

系日本人（］：自句の⑦‐］昌冒の⑩の）が小笠

問題研究会1992年）／「小笠原の在来島
民(European-Japanese)研究(その１）
－そのマイノリティーとしての特質と宗ハタレニ

教一」（黒須伸之・服部慶亘共著解ワリ｜エ

放社会学研究６日本解放社会学会１９

り、明流１年代に日本の国繍を僻て「日

【験文等】「東京都青ヶ島村のｒ地域」
と「家族Ｊ－島嘆社会に見られる家族小た人亘
の諸問題一一」（家族研究年報Nol7家族笠日・々日

本人一となった人々である。この人々

；『を鰯
【略歴】1958年生れ。1980年専修大学法
学部卒。1982年専修大学文学部卒。１９８９
年日本大学大学院博士課程修了二1986年

:

々をこの地に移住させた。しかし、こ

６Ｊ

薑蟇鋪
●黒須伸之《<ろす･の.…〉

よし、平んなて。人あど§

うて船洋にいき被がるの＝
て゛のＷ１のながたらこ力欧そ
あ必の捕り、由がの十米の
る要薪鯨つこ米こ島力系他
･性水基つの｜よのに人人、
はドili地あ時一胤到のとイ

、

笠原は日本領である」旨を告げたが、

の文書などを示して、各国大使に「小

（実際には伝説にすぎない）、林子平

原負頼によりこの島は発見されたこと

九）年、政府はすでに一六世紀、小笠

引き継ぐことになる。一八七六（明治

明治政府は、この「日本化政策」を

に総引き揚げをしている。

失敗におわり、翌年には全員が八丈島

の不自然な「小笠原の日本化政策」は

にもピューリタンの家庭の人々といっ

男性の服装もきちんとしており、いか

付きのスカートにリボン付きの白帆子、

民の写真を見ると、婦人はコルセット

ていくのである。明摘の頃の欧米系島

ッパ系の人々は、マイノリティー化し

はじめることになる。と同時にヨーロ

力におし出された人々が続々と移民し

い土地には、八丈島や青ヶ島の人口圧

○○円であったことがある。この新し

対し、小笠原鳥民の平均月収が五、五

ことをアピールすることは統治政策の

々の住民はアメリカ人である一という

の統治下におかれ、この時期には「元

和四三年に至るまで小笠原はアメリカ

よく知られているとおり、戦後、昭

は辛酸の時代であった。

ても欧米系島民にとっても、この時代

制疎開をさせられる。日系島民にとっ

九）年、小笠原島民は全員、内地へ強

とがあったという。一九四四（昭和一

と答えたところ平手打ちをくらったこ

の疎開生活は辛いものであったが、帰

反論がなかったので、この年に小笠原

欧米系島民にとっても、日系島民に

島が許された結果、当時では世界最高

上からは都合がよく、そのために欧米

とっても悲劇となったのは、大平洋戦

水準であったアメリカンースタイルの

た様子であるが、昭和期になると和服

争である。長い間、狭い島の中でとも

消費生活を二一一一年に渡って享受するこ

諸島（団・己ロー房］：烏）は日本領である

小笠原諸島は気候的には亜熱帯に属

に暮らしてきた両者であるが、ときの

とができたのである。

系の島民だけが帰島を許されることと

しており、内地では季節はずれのトマ

政府の鬼畜米英スローガンによって亀

を着た婦人の写真なども見うけられる

ト、サトウキビ、熱帯性の果実類が栽

裂が入れられることになる。ある男性

②小笠原のプロテスタンテイズム

ことが確定した。さらに同年には、横

培可能であり、また海洋では捕鯨、鰹

は、小学生のとき内地からやって来た

小笠原の欧米系島民の信仰の主流は、

なった。欧米系の島民にとって内地で

節用の鰹がとれることから、本州から

先生に教壇の前に呼ばれ、「貴様の母

新教キリスト教（プロテスタント）で

ようになる。

遙かに離れているにもかかわらず経済

親の名前はなぜワシントンという」と

あり、父島の中心地の大村には、セン

浜と父島を結ぶ定期航路が開通し、こ

的には活況を呈することになる。戦前

詰問され、子供だったので親の名前の

トージョージ教会という日本聖公会

のときより日本人の本格的な移住が始

のある時期には、内地のサラリーマン

由来が答えられず、「わかりません」

まるのである。

の平均月収が一、五○○円であるのに
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大村にある「セント・ジョ
ージ教会」

の教会がある。よく知られているとお

（シ■ぬ一一８口Ⅱ、言『：イギリス国教会系）

タンテイズムの倫理」であったことを

精神的原動力になったのは「プロテス

プロテスタンテイズム」と経済、人口

初、調査を始める前には、「小笠原の

盤を照らし出してみようと試みた。最

の社会的増加にはなにか関係があるの

証明している。
小笠原諸島の現在の人口は約二、○

ではないか、という仮説をたてていた。

り、社会学者のマックスーウェーバー

（二受乏のすの『一八六四～一九一一○）

○○人ほどであるが、この人口は日本

にもかかわらず人口の流入が続いてい

いのに対して、小笠原ではその隔絶性

ては人口流出が極めて深刻な場合が多

くの隔絶した島蝋地域の自流体にとっ

返還以来、常に増加してきた。他の多

のだということが分かった。同じくプ

するアングリカンーチャーチに属する

の教義や礼拝形態はカトリックと顛似

かに「新教」には属してはいるが、そ

小笠原のプロテスタント教会は、たし

しかし、実際に調査を始めてみると、

は「プロテスタンテイズムの倫理と資
本主義の精神」や「経済と社会」とい

るのはなぜか。このことを明らかにし

ロテスタント諸派のなかでも、ルター

？】

う大著の中で近代資本主義を生み出す

ようとすることが、今回の調査の一つ

派（ルーテル教会）は、「あらゆる全

は、世俗の職業をとおしてこの世に神

の目的であったのだが、島のプロテス

調査票の質問項目のなかに、「日常

の栄光を実現することが務めだと教え

ての世俗的職業は神の定めたものであ

の生活で、「信じていること』、『信

る。こうした生き方Ｉエートスが、結

タンテイズムとの因果関係はないだろ

条』、『信仰』はどのようなことです

果的に合理的で勤勉な社会、利潤を効

って、まったく平等に貴いもの」であ

か、〔どのような生きかたを良いと信

率的に追求する社会、すなわち資本主

うかということで、いくつかの聞き取

じるか、また、してはいけないと思う

義の経済システムを生み出したのだ、

るとし、カルヴァン派（改革派教会）

こと、理想の社会のありかた、格一一一一口と

というのがウェーバーの学説である。

りを行ってみた。

している聖典（聖書）など。〕という

では、小笠原社会において、アングリ

ヵンーチャーチが来たしてきた役割は

項目を入れて、ここから島民の精神的

意識榊造、経済的エートス、文化の基
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小笠原愛作（アイザック・ゴ
ンザレス）牧師と日曜学校風
景

あったようだ。日硴学校では、聖書の

て、威信の高い家庭では基本的な艦で

されたという。敬虚な家庭は当然とし

的に日曜学校の巨己自の、ゴ。。｝に通わ

してきた人々の多くは、親から半強制

欧米系の島民で戦前に幼年期を過ご

て日雌日の礼拝は進められる。そのた

書」があり、このテキストにしたがっ

の伝統的にマニュアル化された「祈臓

リカンーチャーチには、その創始以来

めの知恵であったという。このアング

まざまな異なる人々がともに暮らすた

ということである。狭い烏の中で、さ

じムロいなさい」（弓『こ黒の冒す。岳の『）

てほぼ共通に答えるのが「お互いに信

されていた人々が、「信条」「信仰」とし

えてきた。しかし、この日硴学校に通わ

の人々は、「よく覚えていなどと答

を学んだか」とたずねてみても、大半

のであるが、彼らに「どのような言葉

リスト教的文化に属しているのである。

への献金もするという。すなわち、キ

なく、クリスチャン」だと言い、教会

しかし、その人も「自分は仏教徒では

どいるわけがない」という人もいる。

なのではなく、｜神は信じない。神な

烏氏のすべてが、こうした敬慶な人々

せている。もちろん、小笠原の欧米系

違う」と言って、屈託のない様子を見

それを知っているのと知らないのでは

せよ〃というのはなかなかできないが、

腕を失った男性は、７仇（敵）をも愛

た、戦争時に日本兵として出征し、片

と自らの生活信条を語ってくれた。ま

ら「私たちの教えは隣人愛です……「｜

何であったのだろうか。

お話やイエスーキリストについて学ぶ

め、このテキストの内容を見ればこの

教区のため」にでてくる「一致親愛」

いう規範は、諸祈祷の第一の「教会・

とができる。白日の〔３９．ｓＲ言と

「規範」を受け入れてきたかを知るこ

民のなかには、やや羨む気持ちも含め

難であるのと対照的である。日系の肪

ティーヘのインタビューが、極めて困

のなさであって、国内の他のマイノリ

一見して感じられるのは、｜こだわり」

欧米系の川比にインタビューをして、

という言葉が、その淵源であることを

て、「彼らは威張っている」と認識す

川の欧米系｛励比が過去にどのような、

見てとれる。

の根枠の一つを形成しているのは、教

ることも見られるが、彼らの心的姿勢

編祉活動に従事してきたある婦人は、

会での告解ｎｏ員の印⑭一○コである。一年

日本返還以来、今日に至るまで社会

聞き取り用のテープを回し始める前か

“

日本の先住民としての「ヨーロッパ人」

うための祈りをする」のだという。

時に、悪いことについても許してもら

してきたよいことを神に報告すると同

という、ある男性は二年間、自分が

に一度、クリスマスにだけ教会に行く

治の初めに八丈島や青ヶ島などから移

ッパ系島民の子孫、②「旧島民」１明

Ⅱ欧米系肪民、般初に定住したヨーロ

ことがある。すなわち①「在来島民」

順序に従って三つの類型に分けられる

組かのカップルがやってくるという。

結婚式をこの教会であげるために、幾

イントとなっており、内地からは毎年、

は、その禰酒なたたずまいから観光ポ

中心に位置するセントージョージ教会

宅は日本時代に入って帰島することに

「在来島民」だけであったし、都営住

リカ統治時代に居住できたのは、①の

に根拠をもつものである。例えばアメ

的なものではなく、これまでの諸政策

こうした住民の区分は、単なる慣習

住してきた日本系島民の子孫、③「新

しかしながら、この島の教会とプロテ

なった②の「旧島民」の為に建設され

結果として、小笠原のプロテスタン

スタンデイズムがなしてきた最大の役

たものであって、この人たちに入居の

生活を夢みて帰島した人がいる。しか

島民」１日本返還後、小笠原の自然の

割は、このマイノリティーである欧米

優先順位が認められていた。この①②

し帰ってみると、亜熱帯特産の農業や

テイズムからは、小笠原社会に「総済

系の島民に、他の国内の少数民族がか

③の島民の比率はおおよそ一》八二

水産業は競争力を失っており、見る影

美しさに魅せられるなどして、新しく

かえているような諸問題に陥らせしめ

であるとされる。小さな島社会である

を失っているありさまであった。今日、

的な発展」をもたらすようなエートス

なかったことであり、そうした倫理的

が、この小笠原社会はモザイク的様相

小笠原の最大の産業は、他の多くの離

移住してきた人々、の三分類である。

淵源としての役割を果してきたことだ

を呈しているのである。

は見出されなかった。もちろん、村の

といえる。

期の二三年間、内地に残されたままて

主財源は約一○％に過ぎない。経済的

村の歳入の年間約三二億円のうち、自

島部と同じく「公共事業」であって、

③小笠原社会と開発問題

あった人々であり、かつての繁栄した

「旧島民」の人々は、アメリカ統治
小笠原の住民は、その移住してきた
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白砂の美しい大村海岸

空港建設予定地の1つにあげ
られる兄島、手前は父島で橋
梁の架設が考えられている。

る定期交通路

いる。いまあ

が検討されて

れ、その建設

みであるとさ

のは小笠原の

持っていない

現在、空港を

島蝋のなかで、

国内の主要な

題」である。

ているのは、

現在、この小笠原で最も問題となっ

や社会生活に与える影響は大きい。

この「観光業」のいかんが島民の経済

ほどの観光客がこの島を訪れている。

並んで観光業であって、年間約二万人

的経済の柱となっているのは、漁業と

のが実際である。現在、小笠原の自主

自立を実現するのはかなり困難である

の多くは、この両立不可能な選択肢を

ないなどの指摘がなされている。島民

どの面でのキャパシティーが島内には

あるのか。観光客が増えても飲料水な

大な費用をかけてまで建設する価値が

壊されてしまっては元も子もない、莫

もある。反面、建設によって自然が破

にはどうしても空港が欲しいと望む声

声があり、また産業を活性化するため

に飛行機で行けるようにしたいと望む

なかには、病気のときにすぐに大病院

よる自然破壊が憂慮される。高齢者の

物が残されている地域であり、開発に

は小笠原諸島で唯一、その個有の動植

島への建設が考えられているが、兄島

問題があり、現在、父島のとなりの兄

があげられたが、いずれも立地条件に

の渦走路跡地など、いくつかの候補地

問題があるとされる。かつての日本軍

航空路の設置にはむ｜「いくつかの困難な、

間を要する情況である。しかしながら、

あって、しかも東京と父島間で二八時

付記する。

年）が専門に担当して、分析したことを

石井和平氏（日本大学大学院博士課程三

士課程一年）「言語の特質」については

ついては服部慶亘氏（日本大学大学院博

鋪今回調査の「マイノリティ１問題」に

える。

は、たいへんに大きいものがあるとい

さな移民社会から、私たちが学ぶこと

調和も含めて、小さな小笠原社会の小

ら要請されている。自然保護と開発の

人」としての自覚を持つ必要を世界か

会に住む私たちは、一人一人が「国際

出会う接点でもあった。今日、日本社

平洋世界、さらにはヨーロッパ世界が

しこの島は、歴史的にアジア世界と太

に心を奪われるであろうと思う。しか

礁の白い海岸、亜熱帯の鮮やかな植物

バルトーブルーの海、澄んだ空、珊瑚

小笠原を始めて訪れる人は、そのコ

おわりに

は、実質上、

前にして心が揺れているのである。

「空港建設問

五日間隔で運

航されている
定期船のみで
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(1)倉田洋二「写真集．小笠原一発見から戦前まで－」アボツク社、1983゜
(2)下表「人口の推移」

人ロの推移
(鼠位：人）

３５年

４５年

４０年

人ロ

世帯数

価絶致

9.683.802

2.4肌.830

囚郎

380681

9.575

大曲町

12090

3,285

人ロ
(112.2）
10.閃9.別４

(92.0）

35.592

(95.5）
11.別０

５０年

世帯敗

人口

世帯数

3104.749

(117.8）
11.408.071

3.584.089

9.740

ａ⑪３

(晩.7）

(Ｂａ7）

33.濁７

(901）

lq889

10.113

3.506

(70.9）

利島村

354

8６

Wfgb本村

4.個８

951

(田.2）
３９１３

945

神津』b村

2.667

522

(師.2）
２３２８

530

(78.0）
２０８１

532

三宅村

6.625

10704

(85.0）
50629

1.628

(73.3）
408師

1,568

鍾口■村

287

106

八丈町

11,818

2.819

青ヶ且村

402

102

9８

300

２９５９

(8ｑ６）

324

8１

小笠冊〔村

７

11.315

(87.3）

10.316

(77.4）

(830）

782

189

1.002

3.685

(78.5）

584

２０９３

(69.9）

10629

4,631

(61.7）

9４

177

(87.3）

3.375

10.318

(51.0）

7８

205

(1927）

501

1.507

人口

世帯数

4.32ｕ207

（122.2）
11.8290363

4.511.423

(120.0）

115

汀４

６０年

世帯数

11.618.281

3.753

11,097

7１

人口

11.131

(91.8）

3.明２

234

a989.787

(87.9）

9１

(5ａ２）

世帯数

330937

991

3,654

０

(9s7）

(８２３）

の、

9８

関３

(12,.5）

11.碗3.5別

103

弱１

く

(84.7）

人ロ

５５年

(57.1）
33,674
(8ａ８）
10.7鋼
(78.5）
２７８

(83.0）

3.6Ｍ

(８２９）

2.210

(６３８）
4,228

(７３４）
蛇５

(86.7）
10.244

(48.3）
194

(240.3）
1.879

(86.8）

12.308

33.587

(85.8）

3.978

10.377

(閏.９）

126

297

(82.3）
3.6罰

lp124

(85.5〕

617

2.281

(629）

1,“】

4.167

(90.6）

119

260

(84.8）

3.6鴎

10.024

(56.0）

9０

塑５

〔2肌.５）

蛇６

２３０３

12.631

３９６１

139

1.128

651

1０７１５

131

3.806

114

986

．（）内の数値は35年を100とした伸び率。ただし、小笠原村は45年を１００とする。（単位：％）
・各年国勢調査。
（「伊豆諸島・小笠原諸ﾋﾟﾙの概要」－平成２年一束京都総務局行政部地域振興課よ')）
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琳財綱川野重任氏一韓誉教迩

文化功労者に選ばれる

ｕ

本財団理事の川野重任氏（八二）Ⅱ東京大学名誉教授・農州

Ⅱ

業経済学Ｉが、文化功労者に選ばれ、’一月四日、東京・霞鵬

ケ関の国立教育会館で顕彰式が行われた。

鈩

川野氏が栄誉ある文化功労者に選ばれたのは、多年にわた州

る農業問題、人材育成問題をめぐる国際交流推進につくした“

Ⅱ
Ⅲ

川野氏は「先輩や、友人の皆さまの多年にわたる一一高教の州

功織が高く評価されたものである。

たに微力をいたしたい」と語っている。

賜であり、心から感謝申しあげます。今後は、さらに心を新川

新理事に

小澤大二氏

財団法人アジア人ロ・開発協会は、平成五年九月二○日理“

事会を開催し、平成六年度収支予算・事業計画案を可決した。岬

役員改選では、西野世界理事（国際協力事業団理事）の辞任“

小澤大二新理事は、外務省を退職後国際協力事業団の沖繩“

に伴う後任に国際協力事業団理事小澤大二氏を選出した。Ⅷ

どを歴任、平成五年八月一日付で国際協力事業団理事に就任。州

国際センター所長、筑波インターナショナルセンター所長なⅡ

呂『『】貿菖■。。』菖夏』三一・二三三三芒・二三■ｏ二言》・呂菖Ｔ二三｝・ニヨ一・（【言）・二言・二言Ｃ・鼻置Ｚ言『一・二菖了呂冒マニ罠宕。（菖三Ｚ『蔓萬冒》・岳『『】Ｚ『蔓Ｚ冒了曼詫前

6７

轤寳

にゅうすふぉｌらむ
日本の九二年ＯＤＡ実績一一額

一カ国加盟）のデータを集計した

の開発援助委員会（ＤＡＣ、二十

３Ｊ度目の世界一
外務省は三十日、九二年の政府

国別では米国は、昨年に続き二

だった。

位で百七億六千一一百万芯。米州開

世帯人数の移り変わり（単位:百万世帯）

発銀行（ＩＤＢ）向けの拠出が二

に比べ、一四・四％の大幅増とな

十億ｒ鵬増えたことなどから、前年

った。

（朝日新聞一九九三・七。｜）

一・・世・帯人数三人を切る■■己■■■■■Ｌ・

Ⅱへ。＄。。■し■蝋捧一口■高齢・者悩口瀞悶樹増

■」、プ■

ナケ）キ｜『・一口シ｜和。ご次・

〉一念がＰ『）抑》・・苧・

醸湿鰯

免我．‐・〉・詫虻雫蕊維坤

翔盈Ａ憾鰯村

。。］’ごＧもｑが‐０‐、ｈ戸

・向・・・転回〕叫叫鯵岼Ｉ
・・けも．Ｙ，仇甘移”

Ｆ５』ザ。。１，，０

（鷺＆奄匠”．’

・鱒ａ鰯

．、一万Ｍ●暉烈ぶべ慨

査区域を基に全国

調査は、国勢調

代〃が到来した。

ない”超核家族時

三人家族よりも少

高齢化が進む中、

のないスピードで

％に。世界にも例

全世帯の二・八

世帯」も急増し、

分かった。「高齢者

二九九二年）で

国民生活基礎調査

省が二日発表した

ったことが、厚生
世帯の平均人数が一一一人を割り一一・九九人になったことが、

額扣ｗ

》》

釦懸

から無作為抽出し

た約二十五万世帯

世帯数は四千百

’七月実施した。

を対象に、昨年六

…鍵『

92年

ｇｏ

の途上国援助（ＯＤＡ）の国別実

もの。それによると、日本の実績
四千九百万ぱ（前年比一・八％増）

の世界一となった。

で、八九年と九一年に続き三度目
ＤＡＣ全体の実績額は、六百十
四億二千百万ドルで、前年比八・四

，了７．

7５

％の伸び。日本の占める割合は前

ｔ、

5.0

8５

へ．,．§零､｡ノヂ!､
，どＬ：ｉ才介や二;＜:(；,f内靜１，．．－￣

甥

６．８

蕊

Ki鰯；

:け.３

蕊

８．９

鎌

1965

9.0

8.5

5.1

；;鱸

綴
.】P,,

③鰹#５１

１鋸穐
8.1

露､；

年から一・一汀落ちて一八・二％

に対する比率は、ＤＡＣ平均が○・

となった。国民総生産（ＧＮＰ）
三一一一％・日本は○・一一一％で十五位

灘!；

６

2.8

灘
⑤L1D旨▲一･･ケ■

9.3

震
ｑＱ－Ｕ・'~,｡<

７．５

稗灘

4.9

績を発表した。援助国の集まりで

順位１２３４５６７８９ｍ

蕊iiililili

８．６

8.8
3.4

額は、東欧向けを除いて百十一億

ＯＤＡ実績

ある維済協力開発機櫛（ＯＥＣＤ）

92年のＤＡＣ各国の

6８

にゅうすふぉ－らむ

二十一万世帯で、前年より約七十

帯減）で全体の三六・四％を占め

ったｃ

いるのは半数近い四七・○％に上

二一・八％を占めた。四人以上の

（毎日新聞一九九三・七・’一一）

た。このうち母親が仕事を持って

世帯はいずれも減少。この結果、

万世帯増えた。二人世帯が最も多

●０ＤＡＣ３度目の世界一…閉

平均世帯人数は二・九九人となっ

く二二・○％、次いで一人世帯が

●一世帯人数一一一人を切る……閉

た。第二次ベビーブーム世代が就

膳している高齢者は九百十二万人

七五年の三倍となった。子供と同

世帯（前年比十七万世帯増）で、

「高齢者世帯」は四百八十八万

みられている。

のため、’’二人世帯が増えたと

職や進学で親元から独立する時期

●国際間の移住一億人時代…田

●人ロ問題への新しい挑戦…刀

●東京人口集中緩和の兆し…加
●農耕地アラスカ州分減少…刀
●米・四人に一人未婚の母…刊

●イラン食料危機で避妊……だ
●人口食料生産の伸び一超す…た
●避妊奨励に教会激怒………ね
●日本女性八二・二二歳……ね

は約一億人に達している。サハラ

以南のアフリカにおける移住者は

三千五百万人で、千三百「千五百

国連人口基金（ＵＮＦＰＡⅢ本

考えられていたが、実際には半数

これまで、移住者は男性中心と

万人が西ヨーロッパと北米の移住

夫婦二人暮らしは四百四十一万人

九九三年の「世界人口白書」を発

部ニューヨーク｝は六日付で、一

近くが女性となっている。インド

●百歳以上が四八○二人に…渦

在宅の寝たきり高齢者は三十三

った。

らないような政策が必要としてい

摘、女性がさまざまな不利益を被

住者の半数は女性であることを指

次ぐ額、となっている。とくに移

地位の低さも移住に駆り立てる要

決めているが、社会や家庭内での

者の半数が経済的な要因で移住を

南アジアやアフリカでの女性移住

●妻。｜人産むなら女の子…泥

●８月横浜でエイズ会蟻……羽

三年以上寝たきりの人が四九・二

（朝日新聞一九九三・七・七）

因になっているという。

万人で、人口千人当たり二・九人。

る。

にあたる五千万人が自国以外に住

八九年には、世界人口の約一％
「児童のいる世帯」は過去肢低

んでいると推計したが、九二年に

負担軽減が求められる。

％と最も多く、家族など介護者の

●ベトナムへ帰還５万一人超…即
●雇用の外国人９万７千入目・加
●宗教と家族計画が対立……別

、東京圏人口流入ブレーキ…鯛

Ｃ人口鋤翻日本の一鴛迦要露一℃由一

●最大の遮産？屹憾の民……唾

●老世帯二ｏｌｏ年１丁に．…・配

者とみられる。

（二七・六％）、一人粋らしは百八

表した。国際間の移住民は約一億

で、六十五歳以上の五七二％・

十六万人二一・七％）で年々琳

人に達し、本国への送金額は六百

●人口一億二三九五万人……洞

子供の六割が、高齢の親と同一市

加している。また、別居している

のうち女性が七八％を占めていた。

ネシアでは、八八年に登録移住者

●南米外国人人ロの１％台…洞

●マルクスからマルサスヘ…力

六十億㎡で、国際貿易では石油に

93年世界人ロ白書

区町村内に住んでいることが分か

１億人時代に

●中絶に占める未婚者増……犯

国際間の移住

の千五百万世帯（前年比五十万世

6９

杖じ

要望が強かった会議である。わが

でありたい。

国から前向きな提案ができるよう

メ細かい対策が望まれる。ここで
は第二次大戦後、奇跡といわれる

％、一億人。その半数は女性だが、

る国際移住者は地球上人口の約二

難民、出かせぎなどの理由によ

した開発を図る。それには相手国

後退させることなく、環境に調和

がら、しかし福祉と人権の尊重を

きだ。現地のニーズをくみとりな

できるような援助が中心となるべ

来年はカイロで世界人口会議が開

も一層の努力を払うべきである。

団）などが中心となってこの面で

わが国のＪＩＣＡ（国際協力事業

査研究、情報交流も未整備である。

があるとはいえ、人口に関する調

国連人口基金などの地道な努力

と認識すべきである。

日常の現実問題を発生させている

百億に達する人口は、わが国にも

○○○年に六十二億、五○年には

入国させた漁船が発見された。二

い先日も北海道で中国人百人を密

不法滞在者は約三十万人いる。つ

わが国には難民の定住は少ない。

成功を収めたわが国がよりよいモ
デルとなり、リーダーシップをと

統計においても議論においても無

との綿密な政策対話を行うべきで、

れるはずだ。

視される傾向にある１１このほど、

双方のＮＧＯ（非政府組織）の役

人口問題への
刀ィ口新了しい挑口■戦

国連人口基金は世界人口白書を発

が効率がよい。それには欧米諸国

東京への人口の一極集中に緩和

地価安い郊外へ転出者５年ぶり増加

口集中緩和の兆し

一九九三・七・八）

（日本経済新聞

表した。経済難民、環境難民、あ

催される。もともと日本での開樅

との役割分担も検討すべきだ。た

援助資金は集中的に投入した方

割も重要となる。

口移動」というテーマは、改めて

ごとととらえがちなわが国に、「人

るいは民族紛争などを外国の出来

人口問題に対する新しい取り組み

とえば中南米については米国が、
そしてアジアについては日本が中

の兆しがみえている。都の調査に

アフリカについては欧州各国が、

の人口問題に対する支出額は多く

心となる。中国とインドの二国で

よると、九二年の他道府県への転

昨年一年間に区市町村の境界を

援助大国といわれながらわが国

を迫っている。

見秋もって八千万㎡という。米国

二十億人が対象になることを考え

越えて移動した人の数は前年比一

入者も減少傾向が続いている。特

ぶりに轍加に転じた。都内への転

九十一万九千九百二十四人。

人。うち他道府県との移動者数は

・四％減の百三十一万七千九百七

めとみられる。

用機会を求める人が増えているた

の三億五千万ぱに近づく努力が望

八万五千三百六十人となり、五年

が多いこと、搾取の対象となりや

ちな女性は、妊娠可能期の年齢屑

いる。比較的地価の安い郊外へ住

に、区部での転出超過が目立って

〃陰の移住者“として扱われが

に配慮しつつ、現地での産児計画

すいことなどが問題である。人権

という過程をたどる。その地の人

的自立への支援、識字教育などキ

の普及、保健・衛生の普及、経済

え、長引く不況の影響で地方に雇

居を求める人が増えているのに加

十人と五年ぶりに増加の傾向を示

○・三％増の四十八万五千一一一百六

多くの場合、人口の移動は農村
の疲弊、都市への流入、スラムの

々が定住して生活していくことの

内訳をみると、転出者が前年比

形成、そこからあふれ出て外国へ

やすなどの工夫がほしい。

の中から人口問題に回す支出を増

出者数は前年比○・三％増の四十

人

れば、その効率性は明らかだ。

Ⅲ92年｣調査

まれる。ＯＤＡ（政府開発援助）

東京都

7０

こゅうすふお－らむ

した。転入者も前年比二・九％減移動が進んでいることがわかる。（日本経済新聞一九九一一一・七・’四）
の四十三万四千菰百六十四人と六人口の一極集中の緩和が進んだ

みている。

・１缶米の出産状況・黒人は閲％上）

蓬続で織少している．不況の度』」とについて馴霧局は「近年の四人に一人が未婚の母

合いの高い東京を離れ、地方への地価高騰に加え、多摩地区などで
ためと見られる。

一雇用機会を求める人が増えているの住宅整備などが進んだため」と八

一方で、都内間の移動状況を兇同調査は人口移動の状況から経【ワシントン川日Ⅲ大内佐紀】していることが明らかになった。

ると、五万八千八百五十人の転出済動向を探るのが目的。総務庁の米国で九二年母親になった女性の報告書によると、九二年に未婚

町村部は八千五十四人の転入超過内分のデータを抽出してまとめた。米統計局は十四日、女性の出産状の女性は約三百九十万人にのぼり、

超過となっている区部に比べ市住民繼本台帳人口移動報告から都実に四人に一人は未婚の母－．の母となった十八歳から四十四歳

母が急増、また共稼ぎ家庭も増加一人にあたる二三・七％を占めた。

となっており、比鮫的住宅が手に調森は一九五四年以来毎年実施し況に関する報告書を発表。未婚の同年、出箙した女性のほぼ四人に
入りやすく住環境のいい郊外へのている。

し鮒なくなる。ＦＡＯは各国政府に対分が枯渇して農作物が育ちにくく五％、ヒスパニック系の三三％、

で当する一億四千万鯵で腱耕ができに土が流出したり、土製内の栄養人種別にみると、無人の五五・

十年間でアラスカ州の大きさに相過度の放牧や森林伐採で大雨の際だった。

ⅢⅡⅢⅡⅢⅢ１ＮⅢⅢⅢⅡⅢⅡⅢⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅢⅡ！ⅡⅡⅡⅢ！ⅢⅡⅢⅢⅡⅡⅢⅢⅢⅡⅡⅢⅡⅡⅡⅢ１冊ⅡⅡこの比率は八二年には一五・一％

伽剛

Ａ放（方針だ。

開墾が限界に近づいており、特に一一・五％、大学中退が一一・一一一％、

。駒吟先課題とするよう呼びかけていくアジアでは農耕に使える土地の高校中退が四八・四％、高卒が一一一

轍酬・蝋蹴馴へ牡弛鑑鯉榔鮭繊繊認髄賦薙七百万鯨のぺ‐白人の一四六％が未婚の細だ。

鍬ラ
のが

．ＡＯが各国のデータを集めて作成ンクマン部長は、政府が農作物へ年に出産した約三十一万人のうち、

Ｆのこの調査はオランダに本部を置中国、インド、タイ、ベトナムで大卒が八・三％となった。
田介『樺十「牽燥
叫山如皿祠週く国際土製研究情報センターとＦ地衝が著しく悪化している。ブリまた、十五歳から十九歳で九二

国連食糊農業機関（ＦＡＯ）はしたもので「多数の専門家が参加の補助金制度や肥料価格の調盤を六五％が未婚の母だった。このう

一方、この調査によると、九二

未婚の母の比率は約九四％に上つ

十三日、世界の農地に関する最新した本格的な土壌に関する調査は通じて豊かな土地の維持を重視すち、黒人は八万一千人だったが、

の調在結果を発表した。それによ初めて」（ブリンクマンＦＡＯ土壌るよう提言している。
ると、土壌流出や地質の変化で農管理保護部長）。調査によると、現

（ワシントン支局）た。

’九九三・七・’四）年に共働きで子供がいない世帯は

業に適した土地は世界中で急速に在世界で農耕に最適な土地は全体（日経済新聞
減っており、このままでは今後二のわずか二％に過ぎない。一方、

7１

全体の一一一一・一一％（八二年一二％）

と微増にとどまっているものの、
共働きで子供がいる世帯は四七・
二％（同一一一二・八％）と、急墹し

｝」いプＤＣ

一九九三・七・一五）

（読売新聞夕刊

イラン食■■料口危一・機蓬懸■念■・

億いァ（約十三億五千万円）の予算

制に取り組み始め、今年度は二百

ン・イラク戦争の停戦後、人口抑

人当たりの穀物生産は八四年に、

という報告書を発表した。人口一

科生産の増加率を完全に上回った

九年にそれぞれ増加から減少への

食肉生産は九○年に、漁獲高は八

明確な転換点を迎えたという。人

宗教界からは、｜部で中絶や避

を投入することを決めた。

妊手術に反対する声が上がってい

万人ずつ埆加する地球人口に食料

口抑制と並んで一人当たりの食料

を回せなくなると訴えている。

消費を削らない限り、年間九千百
イスラム教シーア派の神学者の一

報告書では一人当たりの食料生

については議論が起きていない。

人は「妓高指導者ハメネイ師が人

産の減少が耕地や農業用水の不足、

るが、ピルなどその他の避妊方法

ん（一一一二）によると、避妊の説得は容

口抑制を是認する姿勢を示してい

口Ⅲ蒙塵雷電避妊蝋得。人口抑制に躍起
【テヘラン旭日－平井正夫】イ

るので、公に反対するのは難しい」

肥料の投入効果の低下などの構造

の一は「避妊」と言っただけでド

要因に起因していることを問題視

易ではない。訪問した家庭の三分

と話す。人口増加問題は、宗教的

このまま人口増加が続けば、飢餓

な議論を許さないほど深刻になっ

している。しかも報告書は「穀物

イランの人口轍加率は発表のた

アを閉めてしまう。

ランが人口抑制に力を入れている。
が起きかねないとの危機感が政権

ているといえるかもしれない。

内部に強まっているからだ。国民

いることは、十四年前のイスラム

びに数値が変わる。はっきりして

人口抑制計画に取り組んでいる。

ニさんら三人の医師が三年前から

ターでは、二十七歳の女医、マダ

率が六割を上回るという。保健省

信によると、米世紀初めには同比

入に頼っているが、イラン国営通

イランは現在、食料の三割を輸

ルドウオッチ研究所（ワシントン）

は十八日、世界の人口の伸びが食

一九九三・七・一九）

（日本経済新聞

（ワシントンー前田記者）

性が一段と高まると訴えている。

を中心に、飢えに脅かされる可能

くようだと、世界の最も貧しい層

一人当たりの食料生藤の減少が続

抑制が急務」と強調。もし今後も

問題の解決には、「人口の伸び率

い」と述べている。

性を持った技術が全く見当たらな

ースの年率三％に回復させる可能

生産の伸びを八四年までと同じベ

いるが、生活が苦しいため、子供

女性ボランティアが家庭を訪問し

ル氏（四一）は「将来、深刻な食料不

人口家族計画局長のアサッドプー

‘が報「告閲書

には避妊に対する抵抗感が残って

革命時に三千数百万人だった人口

て避妊の重要性を説明し、センタ

足に見舞われる可能性がある。人

剥き環境研究;機関

環境問題の有力研究機関、ワー

鯛生産〈Z)伸び超す

（朝日新聞一九九三・七・一六）

々に広まっている。

の数を少なくしようとの風潮が徐

が今約五千七百万人になったとい

１に来るように説得する。今では

口抑制以外に選択肢はない」と警

うことだ。

一日に三十人から四十人が無料で

告する。

テヘラン南部のバダル保健セン

にやってくる。

イラン政府は一九八八年のイラ

配られる避妊具やビルを受け取り
ボランティア歴二年のラザピさ

}世界のI人口増ｶﾛ率。

7２
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避妊で食い止めようとする政府と、

増加率が高い国の一つだが、人工

ンは現在、アジアの中で最も人口

【マニラ４日大野俊】フィリピ

との立場を表明した。

大統領の呼び掛けを無視すべきだ

わねばならない」との声明を出し、

機卿は「我々は人間よりも神に従

カトリック界最高指導者のシン枢

るよう警告を発した。フィリピン・

長寿を保っていることが九日、厚

１９１

2２

0９

９；
7５

（八十・四一歳）を大きく引離し

香港（八十・五歳）、スウェーデン

女性はフランス（八十・九四歳）、

○二歳下回った。

歳は前年（七十六・二歳）を○・

一一歳延びた。男性七十六・○九

前年（八十二・一一議）より○・

女性の平均寿命八十二・一一二歳は

九二年の簡易生命表によると、

だった。

中、日本女性の長寿が一段ときわ

過去岐高。高齢化社会が到来する

の差は六・一三歳となり、これも

8０

９０９１９２年

8５

8０

避妊奨励に教会激怒
献酬艫鮎不服従運動を宣言

これに反対するカトリック教会の

弗出

歳寿

た肥乃界

剛一歳川瀧

（毎日新聞一九九三・八・五）

対立がエスカレート。教会側はつ
いに政府の方針に従わぬよう国民
に呼びかけるなど、対政府不服従
運動に乗り出した。

同国は国民の八五％がカトリッ

ク教徒だけに、教会の影響力は絶
大。歴代の大統領は教会が強く反

対する人工避妊策にはあまり力を

スタントのラモス大統領は、年率

入れてこなかった。しかしプロテ

二・五％という高い人口増加を低

■・搬肌・■》純

日本人の平均寿命が女性は過去

男性は昨年をわずかに下回ったが

最高を更新して八十二・二二歳、

は困難として、人工避妊を国民に

下させることなしに、貧困の解消

テレビ、ラジオを通じ呼びかけて

奨励。コンドームを無料配布し、

タブーに挑戦するラモス大統領

生省が発表した二九九二年簡易

七十六・○九歳で、ともに世界最

は先月十九日、政府の避妊奨励方

生命表」で分かった。男女の寿命

いる。

針に従えない保健省職員は辞職す

て一位。男性も

アイスランド（七

十五・七一歳「

香港（七十四・

テン（七十四・

九歳）、スウェ１

八一歳）などを

抑えて一位だっ

た。

九二年に生ま

れた者のうち、

八十歳まで生存

すると予想され

るのは男四七・

五％、女六九・

○％。また、九

は八・九五歳も平均寿命が延び、

点からさらに男は九・三○歳、女

三つの死因が克服されれば、現時

脳血管疾思が上位を占めた。この

とも、悪性新生物（がん「心疾患、

表す「死因別死亡確率「一では男女

将来どの死因で死亡するか、を

九歳まで生きると期待されている。

・二九歳、女の半数か八十五・一

二年に生まれた男の半数が七十九

7０

（毎日新聞

「人生九十年時代」になるという。

一九九三・八・｜ｏ）

7３

８５

7５

7０

1965

６５

戸■

睦展
(歳〉

フィリピン

今０年３月31日現在
住民基本台帳調査

る。

万九千八百十二人、女性が六千三

男女別人口は、男性が六千九十一

の○・三一一一％をさらに下回った。

・三○％・過去最低だった九○年

一年前に比べた人口増加率は○

る人口の頭打ち傾向が強まってい

数も減少に転じ、子供の減少によ

賊低だった。九二年度中の出生者

哨加率は六八年度の調査開始以来

三十七万百六十一人増えたものの、

百五十八人で、前年同期に比べて

口は一億二千三百九十五万七千四

動態の調交結果をまとめた。総人

の人口・世帯数と九二年度の人口

台帳による今年三月一一一十一日現在

目沿省は十二日付で、住民基本

増加率最低0.30％

百三万七千六百四十六人。女性の

離職緤li都を鰄鰡|淺九＃：都道府県別人ロ

三も埼口ド加つ県。田け死一前・度百：人口謹鰄I鵜ヂ
十股、人で増減府た秋続ら十、は年二；

（Vは減少）

ーてで゜圏はが道つ、りかこじ数－約！

人口1億2395万人

騨蟇鯏噛購蕊|鑿1111灘

鱒i1瀧輔蕊''''''''''１１１１

蕊騨lillli:織
つなた○が二

騨瀦灘jil擁|蕊!|lllI

llli灘Jlil灘ｌＵ

も主な者一
多主つの方
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労が認められている人。しかし、

法残留者は約二十九万二千人で、

違っている。昨年十一月現在の不

この中には外国人登録の期間（五

者④留学生⑤就学生⑥研修生⑦就

年間）を過ぎて残っている人も含

「特別永住者一は五十八万五千百

実際には九十日の観光ビザで入国

まれる。

から日本に住む人と、その子孫の

し、期限後も日本で働いているケ

く、六十八万八千百四十四人で全

ースも多く、外国人登録者統計は

七十人いるが、減少傾向にある。
一方、ブラジルは八六年末には

体の五三・七％。次いで、中国十

わずか二千百三十五人、ペルーは

九万五千一一一百三十四人（一五・二

（一一・五％）、フィリピン六万二

％）、ブラジル十四万七千八百三人

一九九一一一・八・二｜｜）

イラン人やタイ人が少ないなど、

（朝日新聞

日系人や家族の帰国、定住が増え、

五百五十三人に過ぎなかったが、

「日本にいる外国人」の実態とは

千二百十八人（四・九％）、米国四

それぞれ六十九倍、五十六倍に急

万二千四百八十二人（’一一・一一一％）、
ペルー三万一千五十一人（二・四

５００

百歳以上が四、八○二人に

1０００

ｌ加年で別倍増

1５００

増した。

「日本人の配偶者等」が埆え、二・

蓮j1l

％）の順となっている。

三倍になった。フィリピン出身者

赤『

､

また、中国からは留学、就学や

には七八・二％を占めていたが、

敬老の日を前に厚

（長寿番付）を発表

￣

独占、十三位の渡名喜元完（とな

古屋市）。以下十二位までを女性が

れ、百十四歳の猪飼たれさん（名

者は二年連続で、明拾十二年生ま

一日現在で集計したもの。妓高齢

時点で百歳以上になる人を、九月

３５００

韓国・北朝鮮出身者は八六年末

アジア以外の出身者の伸びが著し

も一一一・三倍になった。特に、フィ

千二百九十九人に過

した。百歳以上のお

二十三年連続で最多

千八面二人となり、

六百五十人増えて四

年寄りは、昨年より

ぎなかったが、九二

〈注〉九十日を超

倍に拡大した。

蛇年末には二万八千三
引百五十一人と五・四
９

０

た昭和三十八年当時（百五十三人）

態が改めて浮き彫りになった。

ますます加速する高齢化社会の実

と比べると、三十一倍の伸びで、

名簿の発表が始まつ５ｌ４４

記録を更新。長寿者皿幻迩血

■■女□男
この名繩は、毎年九月三十日の

昭和

（注）海外在留邦人を除く

８外国人は、外交官を

９して日本に在劉する

百歳以上長寿者の推移
明除き、登録しなけれ

７ばならない。在留資

耗格は、①永住者②日

年本人の配偶者や子供
６

．ンナ難民などの定住

卯③日系一二世やインド
００℃〔』Ｅ記司’’一杜．ペィンー
〔二

7５

６０元５
平成(年）

5５

5０

３８４０４５

０

いため、全体に占める割合は年々

4０

２０００

小さくなっている。このうち戦前

6０

ピコ

「全国高齢者名繩」

8０

2500

生省は七日、恒例の

人

可亨

は、八六年末には五

1００

3000

リピン出身の一日本人の配偶者等」

万

iiilliili
１２０

き・げんかん）さん（沖繩市）が

の百歳以上の数を見ると、沖繩が

百歳以上の年齢別では、百歳が

埼玉二・四六人）、秋田（一・八

九一人）の順で、逆に少ないのは

で島根（十・七一人「高知（九・

六人）の四倍以上でトップ。次い

二千百三十人と最も多く、百一歳
九人）、大阪二・九六人）など。

十六・六四人と全国平均（三・八

は千二百十二人、百二歳は六百九

百八歳で、これも二年連続の男性

十八人、百三歳一一一百六十人で、百
ている。

長寿県は、依然西日本に多くなっ

鼠長寿者となった。

が大半で、八○・四％を占めてい

十歳以上は四人。相変わらず女性

（読売新聞一九九三・九・七）

一人産むなら女の子

都道府県別で人口十万人あたり

る。

凄の

希望

在

蝿繍耐函拙欄柵
の９
か在

想・
理之

勤鞠、却皿禰贈鮒騒

を町３６８１５４後を

・わ８
たせ
ち症％％％ねわ
ど鯛５５β刊０〃１２汀尋合
児年副州８腿８０駆珊０をみ
女皿
数組
と人人人供の

児１１２子児
男児児児る女

勤吹亟痙認

の人人人人人人人想す

供２１２３２１３理と

肝児児児児児児児児児：

ら二人台で推移しており、今回も

二・二一で七一一年以来、ほとんど

変化がない。

しかし、結婚年数ごとに子供が

いない夫婦の割合を十五年前と比

から三九％、結婚五’九年だと四

較すると、結婚四年までが二八％

％から九％にそれぞれ増えている。

結婚十五’十九年になると、十五

ち着く。結婚してからはしばらく

年前とほとんど変わらず三％に落

は子供をつくらない状況がうかが

える。

さらに理想とする子供の数が一

人の場合、男児と女児のどちらを

希望するか、の質問には、回答し

た妻の七六％が女児と答えており、

ている。昨年七月、年齢五十歳未

十年前とほとんど変わらない。に

性が一一十五歳、女性が一一十一一歳で

児二人は一三％と、ここでも女児

希望する妻が三％なのに対して女

供数が二人の場合も、男児二人を

合が逆転している。理想とする子

十年前の男児五二と女児四八の割
満の夫婦の妻にアンケートを実施、

もかかわらず、結婚するまでの交

１２３

瑚咄個川川臘

一人だけ子供を産むなら七六％が

際期間は、十五年前までに結婚し

この調査は、五年ごとに行われ

めてデータで裏付けられている。

住宅員担大きいと子は少なめ
肢近の晩婚化の原因の一つには

女の子を望んでいる１．こんな

た。このうち、初嬬の八千八百四

全国の九千九百八人から回答を得

交際期間の長くなったことがあり、

た厚生省の出生動向基本調査で浮

一方、都市部でとくに問題にな

志向が強まっている。

最近の夫婦像が、八日に発表され

た夫婦は一・九七年だったが、八
七年から九二年にかけて結婚した

十四人を集計して分析した。

それによると、見合い結婚は、

き彫りにされた。ひと昔前なら、

っている住宅問題と出生との相関

後継ぎとして男児を望む妻が多か

関係をみると、親の家に住んでい

てもらったりしている夫婦は、ま

たり、住宅購入資金を親に援助し

いる。

出生率の低下が指摘されている

夫婦は二・九七年へと一年延びて

が、結婚十五’十九年の夫婦の平

は一五％に減り、特に都市部では
二一一％から一一一一％に減少している。

均出生児数は一九六二年調査時か

五年前は二四％だったのが、今回

肢近十年間に恋愛結婚した夫婦

ったが、核家族化が進む中で老後

すっかり女児志向へと逆転した形。

が出会った時の年齢をみると、男

の話し相手や介誕を期待してか、

都市部では住宅の負担などが出生

ったく援助を受けていない夫婦よ

数に影響を与えていることも、初
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にゅうすふぉ－らむ

なしは平均一
七六人となってい

Ｌ

九九三・九・九）

、援かか後以を想世のよか少れ国失生乱途
lｌｉｌでｌｊｉ１らか外イ'１F像紀まうら塵たとつす極上
述きは少らでび゛で末まに光少人先たるに｜盃｜
はる、産、初るきの繩激巡クピロ進人余よ’こ
－，数途少わめユな人ｉパし｜]ｉｌの問｜玉１々裕’）お
[111少上死ずてかロト1ドさへ地題ははを、け
迎な’玉｜ヘか、つ問洲をの域に犬都奪水る
人いのの+した題の加入が１脚とＴｌｉうや人
l」存苦転数か腹はｌｌｉ１えＩ」併む地に゛土口
１１tイ'１悩換年も縦、もる移存．ほな生や急
でををで第多マあ゜鋤し多どだき動期
をあ理遂多二Ⅲ皮ルる多は、産にオしる杣は

（朝日新聞

る解げ産次なサ藤奔途多懸込蝋物乱

先゜した多大両様スニ少流ｊｚタヒけ進む境が伐開
週文わ死戦欧J1:１１も十兆の｜Ｆ１と雛」ｚ・を再と発

りも子供が多い。親から援助を受

人こ］［人人わ柵ｉ、力々界ルにし蝋後力表

る。

億、ま三は終の住産え世マ末ににの、代

人ロは幾何級数的に増加するが、
食糧は算術級数的にしか増加しない

ＩｊＷｔ減鮴笏蝿蜷Ｉｋ蝋､:鰍駈
百はい仁のにス穂２１２，恩の．紀的的史はに

けている夫婦は平均二人強の子供

゜は千人兆今

をつくっているのにくらべ援助

輔蕊難醗鱗：
県蝿ｉｉ１Ｍ〔さlllii：ＩｌｌＷｉｉｌｉ欝鑑＃ｈ

マルクスからマルサスヘ

にの十の口つく産拡をサ発か加蛾｜さ
達ま１K割燦だた悲児大廠改スせ期すしにルオし東
すま憶合発か・劇Ｉｉｉｌｌ、髄めのら加るか辺・る西

画口/し女かどき青たむ人件にではま臓一たい化論ぐつ毎
案・来る性多に、なＴ１ｉ－,平Ｌ近を人、半つ成回一°さを調かた日
に開秋、で厳す理がの少均だ年作Ｌ１私数たし調九ざ迫査ら･新
は充、とあもる魁ら高一｢･子がのつ燦たに・た侮五か跡は半受聞

一会力言る少゜をｆ騰化供、綱た発ち」Zそがで○だし、世ｒ（社
ＩｌＩ義イうぐ）Ｎｉｌｌｌｌ青、Ｌ数現代･を日がの、は_が、少紀理・
ｌｋヘロノｊ女もむて狭をは笑は抑本る‐|一笑産昭促ｌｉｉｌ産近由人

力向でか性、社すい浮一に司Ilill人・ｉｆ行児和進時少〈のロ
ー什開ＪｌＺの力会る往き・女理しは戦年は制二すに死続ひ問

とてか確権ギ的ilI1i届Ｍ〉五性想、産後後二限十る、ヘくと題

いのれだ利を要し、りまが丁．Ｗ児のに○Ⅱこ五力その家つ調
う斬るろにＩｌｉｌ因さ女にて，４ｋ供起制荒計％六一にの劇族、査

蹴繩ｉ嬬iiiｌ禁Lli1ii蝋丙灘１W關ｊｉ蝋Wiilil:倉
はｉ汁人ざはらな伽致し産三条軸Ill産どは第つを変世す贈
ほとんど姿を消した。代わって一リ

ブロダクティブ・ライト」（妊娠と

出産に関する権利）や「リプロダ

クテイブ・ヘルス」（妊娠と出産に

関する保健）が随所に見られる。

母体を大事にしながら、何人の

子を持つか、それをｎ曲に決める

権利を保障しなければならない。

を産み、大切に育てる中で、自然

国家が個人を縛るのではなく、子

に多産を避ける道を探し求めたい、

との思いが新しい言葉に込められ

ている。

昨年のリオデジャネイロでの川

連環境開発会議（地球サミット）

を契機に「人口こそ肢大の環境問

迦」との認識も広まった。カイロ

会議では「人口一と「開発」に加

え「環境係巡一か亜要課題に挙が

る。

マルサスの一丁一一ｍは、途方もなく

重いが、十八世紀末には予想も出

肚紀末にあることが、私たちを殉

来なかった「国際連帯」が、この

一九九三・九・一一一）

気づけてくれる。

（毎日新聞
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中絶に占める未婚者増える

で、中絶を未然に防ぎ、理想的な

「中絶の背餓を明らかにすること

今までほとんどなく、木村さんは

認可されていないことを指摘し、

が行われているが、避妊用ピルが

エイズ対策としてコンドーム教育

一つではあるが、正確に使うのが

｜コンドームは有効な避妊法の

（毎日新聞

一九九三・’○・｜）

か」と話している。

一女性主導の避妊法であるビルと

が簡単」が既婚、未婚とも最も高

難しいことを再認識。若年屑で感

の二本立てで考えるべきではない

く、六判以上を占めた。「避妊効采

情的になる傾向もはっきりした。」

っかけを語る。

未婚、既婚を問わず、コンドー

が高い」は既婚で二六％、未幡で

家族計画を探ろうと考えた」とき

ムによる避妊の失敗が多いことが、
五三％と意識のずれがみられた。

失敗多いコンドーム、ピル併用勧める

九月三十日、十Ⅱ一日に山形市で
中絶の理由として挙げられたの

一，健康上の理由」が多く、未婚者

ついての調査は、わが国では既婚

十三人を対象に調べた。避妊法に

のが、八九年に三削を超え、昨年

ら八六年にかけては一割強だった

近年著しく端えている。八五年か

みられる。未幡者の占める削介が

中絶件数は年ごとにバラつきが

エイズ感染者で、感染者同士が連

れがちだが、実は参加者の一判が

開かれる。単なる学術会議と思わ

回国際エイズ会議が来夏、横浜で

雌先端の研究成采を発表する第十

世界のエイズ研究者らが集まり、

来年八月七’十二の六日間、枇浜

健機関（ＷＨＯ）などの共倣で、

催まで未解決の難問が山稜してい

ｌ麻薬、売春経験者入国参加に論議Ｉ

例年８月横浜で国際エイズ会議

行われている日本母性衛生学会で
発表された。

助会三楽病院の産婦人科部長、木

は「結幡前の妊娠「希望しない妊

は、既婚者は「希望しない妊娠一

村好秀さん。一九八ｎ年一月から

娠」「経済的理由」が多かった。

調査したのは、東京都教職員互

九二年十二月までの八年間、同病

者を対象とした毎日新聞社の家族

は六割を突破した。

院で妊娠中絶を予約した人四百六

計画世論調査などがあるが、未峪

最も多かったのはコンドームで、

った：危ないと思ったが感怖にま

未婚で四六％と楽観した人が多か

大丈夫と思った」は既婚で六六％、

誤りがあった」は約一割。「避任は

妊娠に際して、「避妊具の使用に

グレッシブ（攻蝶的）｜な外国の

化されれば、差別問題に敏感で「ア

国を認めない」と明言。規制が強

こうした犯歴を持つ感染者の「入

乱用者や売春婦も多く、法務省は

ある。だが海外の感染者には麻薬

帯して存在をアピールする場でも

額十三億五千万円。「基礎研究」

人程度を占める見込み。予算は総

一万人が参加し、うち感染者は千

議には世界百四十カ国以上から約

務を担当する厚生省によると、会

・バンフィコ横浜で行われる。小

市みなとみらい地区の国際会議場

会議はエイズ予防財団、世界保

る。

者を含む中絶希望者を調べたデー

既婚女性の五四％、未婚女性の四

かせた」は未婚者の四六％を占め、

会・教育」の四分野で、研究成果

「臨床・摘療」「疫学・予防」「社

妊娠してしまった際の避妊法で、

五％に上った。雅礎体温を測るオ

十代では七○％、二十代では四七

タはほとんどないという。

二％、未婚者は性交中断法が三四

ギノ式は既婚が二四％、未婚が二

予想され、アジアで初の同会議開

感染者による大規模な抗議行動も
中絶者の実態を調べたデータは

％に上った。

コンドーム使用の理由は、「使用

％と商いのが特徴。
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こゅうすふお－らむ

ワーヵー（性産業労働者Ｅの石板

含む売春婦グループが「セックス・

ネリストの医師に抗議する場面も。

なぜだ。我々を無視するな」とパ

エイズ袷療研究が遅れているのは

ない、と規定している。

たことがある人は日本に上陸でき

刑に処せられたり、光森に従躯し

民認定法）は麻薬に関する法律で

が発表されるが、鼓も熱気に包ま
れるのが感染者やボランティアが

また、会期中、会場周辺でエイズ

法務省入国在制課の名取はにわ

いから、私たちはエイズでも差別

補佐官は「麻薬、売春について厳

を掲げ、「売春を職業として認めな

的にデモ行進し、エイズが特定の

感染者や市比団体メンバーが断続

だ。

に帯しんている」と訴えた。麻薬

多く参加する「社会・教育一分Ｗ

中毒のエイズ感染者が「中毒者の

格に法を適用してきた。会議の参

考えはない一と話す。売春婦の場

人だけに感染する病気ではないこ
あと十カ月後に辿った会議に向

合、現実には入国カードの職業欄

加者だからといって例外を認める

る横浜市内、東京都内のホテルの

け、厚生省職貝らは宿柏施設とな

婦グループのように自ら職業を名

ックは難しいが、ベルリンの光作

來った場合、空港で「人倒させろ」

確保、その従業貝教育の指導など

に「売春」と記載しない限りチェ

とをアピールした。

今年六月、ドイツ・ベルリンで

ｊ

想
予

く

患者の感染経路

の第九回会議ではエイズ感染者を

Ｊ

へ
・し
上
数
以
者叩的卯、加加加加加加

ロ３０００００００００
力，，，，，，，，．，

リ

は、ベルリン会議でも活発に行動

準備作業に追われているが、問題

－させない」のトラブルは避けら

(厚生省調べ､今年８月末現在）

日本で会議を附くのは時期尚早」

染者受け入れ態勢が整っていない。

文援ボランティアの間からは「感

込む。だが国内のエイズ感染者や

てきるかどうかの試金石」と意気

策に日本がリーダーシップを発揮

れ、厚生省は「アジアのエイズ対

アジアで感染燥発が起きるとみら

アジアで初の会議。エイズは今後

脚際エイズ会議は来年の枇浜か

れそうにない。

した売春婦や麻薬乱用の犯歴者の

入国。入管法（出入国管理及び雌
染

参２３７８８，８狙辿、

１１１１１１１１１１

そ

ン

Ｊデｊリ
ス一ＪアダＪ
ＪンＪエダＪリンツＪ
国ラ国ウナ国タライ本
米フ米スカ米イオド曰
くくくくくくくくくく

コ

ムルスム
ル｜シエダ
市タンホオンツル
部ントクリランテン
龍ランットフレスリ

關トリシトンンイムル浜
アパワスモサフアベ横
年年年年年年年年年年

５６７８９０１２３４
８８８８８９９９９９

９９９９９９９９９９

回回回回回回回回回回
１２３４５６７８９ｍ

日本でエイズ感染者であること

との声も。

を向ら公表（カミンク・アウト｝
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◇これまでの国際
エイズ会殿◇

国内のエイズ感染者数、

者に話を開くと、カミング・アウ

は「同じ病院に通院している感染

府機関の英語教師のバーナーさん

大石敏寛さん（一一五）Ⅱ八月Ｉら。政

・バーナーさん（正一一一）Ｉ今年五月▽

は昨年十月▽米国人のローレンス

したのは、平川蝋さん（一一一八）Ⅲ公表

は「会議を機に、アジアで市民レ

大石さんが就任した。池上部会長

代表、感染者のスポークスマンに

報センター東京支部の池上千寿子

ンティア団体・ＨｌＶと人椛・怖

部会が設けられた。部会長にボラ

ニティ・リエゾン（趾Ⅲ団体調蝶）

（夕刊毎日新聞一九九三・’○・八）

況で、ここでも悩みが尽きない。

の寄付が集まらない」（厚生省）状

｜不餓気で、当てにしていた企業

用の一部一肩代わりを検討中だが、

も難しい．実行委員会はこれら批

ない国では渡航費、宿油澱の工面

と抱負を話すが、総淡的に忠まれ

さにつられてこの奥、日本を目指

けば二千㎡もらえる」といううわ

は六百九人で、大半は一日本に行

今年九月までのボートピープル

に減緬されるためとみられる。

は、十一月から手当が二百四十ｊ

十月、帰還者がとくに多かったの

し付けなどの蛎堆を行っている。

ことがわかれば収まる」とみてい

事務所は「うわさか事実と異なる

した人たちだ。ＵＮＨＣＲハノイ

ベルのネットワークを作りたい」

弘ボートピープル帰還５万人超す

る’

いない場合は、第三国への定住の

政論的迫害などの要件を櫛たして

帰還に応じない人たちへの対策を

一川にジュネーブで会議を開き、

三千人残っている。関係国は来年

いボ１トヒーブルは各地に約七〃

だが、第二一国定住の見込みがな

【ハノイ１日Ｉ水野孝昭】香港

道が閉ざされ、自発的州迷を奨励

十一月から援助減額のため十月は増

など東南アジア各地の難民キャン

する措置が導入された。帰還者に

べ

卜

トすると職を失う、アバ１トを追
い出される、家族から見放される、
と悩んでいる。私は職場の理解を
得られたが、感染者を受け入れる
医療施設も少なく問題は深刻一と

プからベトナムへの州迷者が先月

話す。

染者のショーン・デュヶーさんが

末までに五万人を超えた、と国連

昨年九月にハワイからエイズ感
来日した際、都内のホテルで宿油

協議する予定だ。

（朝日新聞一九九一一一・一｜・二）

は三面六十ｒ心の手当が支給され、

民間援助団体が職業訓練や資金貸

靴氏商等弁務官事務所（ＵＮＨＣ

一月から帰逮援助手当が減額され

Ｒ）ハノイ事務所が発表した。十

は直後に、感染者を宿泊折否しな

いよう通知した。来年の会議で予

事業所で雇用の外国人「９万７千人」》

によると、今年六月一日現在で外

ることもあり、先月は八九年に自

国人を直接雇用している事業所は

発的蹄逮計画か始まって以来過去

増加する来日外国人労働者の一雇

えば他の宿泊客との間でトラブル

用状況を把握するため、労働省が

一万千六百二十四事業所で、雇用

別しない」と約束しているが、例

ボートピープルは八九年までは

されている外国人労働者は九万六

日系「人口に対し、Ⅲ雇用ｎＦ調整、偲口％
無条件に難民と認められ第三国へ

た初めての外国人雇用状況報告の

今年度から事業所を対象に実施し

五万三百六十七人になった。

の定住を申請できた。が、受け入

最高の二千四百十八人が帰還し、

れ国の間で「出国熱をあおってい

ニュアルは作っていない。厚生省

から指示もないので・・・…」（横浜市
内のホテル）というのが現状だ。
国際エイズ会議には市民団体と

る」との批判が出たため、以後は

千五百二十八人だった。しかし、
ルがある。今回の会議でもコミュ

感染者が会議運営に参加するルー

結果が十六日、まとまった。それ

が起きた場合の対応について「マ

定される宿狛施設は「感染者を差

を拒否される事件が起き、厚生省

0句い､
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現在約六十万人の外国人が国内で

同省は不法就労労働者も含めて、

の雇用調鑛を実施していたことが、高かった地域は、静岡県（二七％）、

三カ月間に日系人に対して何らか配転、一時休業の順。実施判へ、が

事業所の一三％が今年七’九月の契約の停止、休日の増加、出向・

アリング調在の結果でわかった。は、従業貝三百人以上の小葉所が

労働省が十六日に発表した緊急上愛知県二八％）など、規模別で

働いていると推計しており、今回
ど合法労働者を雁っている企業な

搬告書を提出したのは、日系人な

ヒアリングは九月末に、日系人一九％、三百人未満が一一％で、
を雁っている金剛の九両蛎業所を規棋が大きいほど服用洲催を笑施

対象に実施した。雇用調擦の内容している割合は高かった。

発表によると、報告のあった外

ど一部にとどまったとみられる。

国人は、男性が約六万四千人で、

Ⅱ”

ン
ビ

として多かったのは残業規制、再（朝日新聞一九九三・｜｜・’七）

し』

櫛人口急増で運動

女性は約三万二千人。全体の約五

万九千人か日系人だった。出身地

域別では、中南米が約六万千人｛六
三％）と多く、火アジアも含めた

Ｑフィリピンでラモス大統領Ａ人工的な手段を用いた避妊

国の主導に教会反発刀

が家族計画キャンペーンを展開しは一切認めない、というのがカト

數》
含示

サービス業、卸売り・小売り・飲

ているそうだね。

働いている事業所は、製造業、

二地域で、全体の八割を占めた。

食店の順に多く、地域別に兄ると、

加率は年平均二・一％二九九○どは避妊はまさに新しい生命の姉

Ａうん。フィリピンの人口増とえばローマ・カトリック教会な

リヅクの伝統的な方針なんだ。た

来京都が約二千八両躯業所で全休

の四分の一に達し、大阪府、愛知
県、神奈川県、脚岡県か続いた。

えそうな勢いなんだ。そこで、大としている。フィリピンのカトリ

万の人口が三十年後には一臆を超絶などと何じょうに非人間的だ、

年’九五年）で、現亦約六千五百まりを防ぐことで、不妊手術、中

ると、合法的に働く外国人と、不

法務省や外務省の調査などによ
法枇労の外国人は約三十万人ずつ。

七千人の家族計画の普及指導貝らも「人Ⅲより神の懲思に従うべき

統領が地方の農村部を中心に、約ツク教会の有力指導者シン枢機卿
を配置して、コンドームなどを無だ一と、今回のキャンペーンに対

人などを除く雁用外国人労働打は

料配布しようとしているんだ。する不服従を国民に呼びかけた。

合法就労者のうち、フリーで働く

約二十万人と推定され、今回報告

Ｑところが、それにカトリッちなみに、大統徹はブロテスタン
Ｑへえでも、そもそも家族

ク教会側が反発しているんだろう。卜なんだ。
どうしてなの。

８Ｊ

されたのは、この中のほぼ半数、
と労働省はみている。
又、日系人労働肴を一脈っている

人力け教大を趣いなれ国へる政報で巴ljIL認はしや人や蛾計
の卜止はき与ＡはＱ状家以でＷん府やは情で織ミて個厳Ａな１１：画
良りめ同なえ複態族上はＨしか教、かもに胴も人むいしを
心ソ方し力る宗雑宗な計産三ｏや岐育家達、な人、だかそかた政
にクはでをし教に教んＩＨＩみ億一な仏、族うﾘﾉじつの家よをのな’）府
柾の随も持、はながだサた組のい’吸安Ｉｉｌ・こ進て基族ね決通。すか
せ中分ｕｉ１つ家、つかつ’〈の靴か、価iilIiと国い本iil・・ぬ’）る椎
るでとやか教人てらてビな夫告な捉なにもとる的ｌ１１ｌｉ国る《二の進
べも述地ら折々〈／し゜スい州に。供サ関確、。なを際の子つし
き家う域ね弊のるでをＬがよ世すＩすか途椎行的は供てた
だ1族・に。稀行ね〈，父の司る界るビるだ」二利うな、を、’）
、iil‐たよたの動・るけに子と保必スＪｌｉ・隆’Ｌかす力い何、
とＩｉ１ｌｌとつだ発にとら、供、健要なし途ととどうツつか宗
いはえて、誌彩、ｊＬ適を途機がどい上でいう勢プ、変教
うＩｈ１ば'受宗は禅間な‐切こ」２関あをＷｊｌ正ｌはうかとルイIリしが

流れもある。それに家族計画には

宗教だけでなく、社会慣習とか文
化とか、ほかの様々な要素も関係
Ｑと、いうと？

してくる。

鶴
り

寄
お

年

Ａたとえば、子供をいつ、何

の

年

人産むか、という決定権が女性に

なく、夫や親、あるいは社会によ
０
２

０

って決められる場合がある。女性

二○一○年には、お年寄り世帯

の地位が低く、子供、しかも後継

（世滞主が六十五歳以上）が、現

顕著なのは世帯主が六十五歳以

には四百六十三万世帯と二・九倍、

○年にはこの二つの形態が高齢者

「高齢夫婦のみ」世帯が五百三十

世帯全体の三分の二を占め、子供

万世帯と二・五倍になる。二○’

には千四百七十九万世帯と二・三

が世帯主である廿滞などに身を撒

の六百五十八万世帯が二○一○年

倍。結果的に、高齢者世帯が総世

く老人は低下し続ける。

上の高齢者世帯の増加で、九○年

から二○一○年には三○％に達す

一九九三・｜｜・’九）

（毎日新聞

帯数に占める割合は現在の一六％

特に、独居老人世帯が二十年後

る。

最大の遺産？、億の民
毛沢東が現代中国に残した最大

毛沢来は「帝国主義者」との人獅

冷戦が厳しかった時期でもあり、

ｌ中国・毛沢東Ｉ多産世代が重荷
の「過産」は巨大な人口だ、とい

三世帯に一世辮となるｌ厚生省

た「日本の世帯数の将来推計の概

人口問題研究所が十八日にまとめ

在の六世帯に一世帯の割合から、

Ｑ望まない妊娠をした女性が、

んてこの次になってしまうんだ。

ヤミ医者を紙ったり、危険な方法

戦術要員として、多くの人口に期

待をかけていた、という説もある。

う見方がある。

公式統計によれば、建国時に五
二十年後の家庭像が示された。核

北京大学の学長まで務めた経済学

要」で、高齢化社会へと加速する

者の馬武初による一年率二％以上

で自己堕胎を試みたりする、とい

七年に傭期。昨年末は十一億七千

の人口増加は経済成長を妨げる」

億四千万人だった人口は、’九八

万人に達した。これだけ大規模、

五五人にまで下がる。

家族化が進み、平均世帯人数は二・
施設入居を除く一般世帯数は九

という懸告を、毛沢東は激しく攻

中国か「一人っ子政簸「｜を開始

撃した。

したのは七九年。都小平の改革・

かつ加速度的に人口が端え続けた
急堀の引き金になったのは、毛

国家は、世界史に例がない。
沢東が五○年代に唱えた「人口資

一○年には五千十八万世帯と約一
千万世帯噌え、世帯期加率は人口

開放政策により、経済建設が本格

○年の四千六十七万世帯が、二○

増加率の四・三倍になる。独り暮

化した年でもある。

Ａ来年九月にカイロで国際人
口・開発会議が開かれるんだが、

つだが、働く手は二本。人口増加

本説」だ。「モノを食べる口はひと

多子を奨励した。

いるが、耕地や住宅、エネルギー、

中国経済は大きな発展を遂げて

めで、｜世帯の平均人数は九○年
二・五五人に減少する。

は経済発展の原動力だ」と述べ

らしや夫婦だけの世帯が増えるた

ます重視されそうだ。

大原悦子（外報部）

（朝日新聞一九九三・｜｜・’九）

の二・九九人から二○一○年には

「女性」「人権」という点がます

上、という視点が大事だね、

Ｑ女性の権利とか、地位の向

もあるんだよ。

が命を落としている、という報告

Ａそれで毎年十数万人の女性

う話も聞いたことがあるな。

所では、女性の健康や家族計画な

ぎとなる男の子を産むことこそが

厚生省'推已計

女性の価値である、というような

全世帯の3分の1に
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など、過剰人川がもたらす問題の

水資源、資金などの不足、就業雛
五○’六○年代生まれの人たちが

なる、という予測が出ているほか、

会は、これまでとは違ったものに

にあたる避妊具や避妊薬を無償で

している。ワース顧問は云澗耗舳

などの耐久消費財の提供を原則に

人は現地政府に腋せ、建物や設備

日本の無償援助は、消耗品の職

かし十’十二月の間については、

超過」は約一万七千人だった。し

までの間の一東京圏」への「転入

それによると、今年一月から九州

口移動報告季報をもとに行われた。

解決は難しい
老人になるころの高齢肴対策も、

未世紀の中国を悩ませそうだ。

提供できるように、援助原則の変

も、転出者数が転入者数を上回る

九○年から昨年までの過去三年と

人口抑制のひずみを指摘する声

もあがり始めた。｜人っ子たちが

更を要請した」と語り、二月に予
変更を実現してもらいたいと述べ

は柾年広がる傾向が続いている。

この倣向が続くと仮定して、三カ

国土庁は、今年の十’十二月期も

月間の一転出超過」を一万五千人

となるが、それでも一万人を割る。

は、年間で約六千人の「岻入超過一

期の笑紬並みにとどまった場合に

十二月期の「転出超過一が昨年同

過」にとどまることになる“十‐

年間では千六百人経度の「転入超

余りとはじき出した。差し引き、

外務省は米側の要諭について、
している柿

（朝日新聞
一九九一一一・’二・九）

「今後、対応を検討していく」と

た。

「転出超過」で、しかも、その幅

（朝日新聞一九九一一一・’二・六）

ため、八日の日米協議でも、「日本

定されている日米首脳会談までに

つくりあげる二十一世紀の中国社

日本の援助拡大要請
鰍国務隙「避妊具など提供曇を」
に無償援助による人口抑制支援の

目標達成には巨額を資金が必要な

ム・ワ１ス米国務省職問は八日．

大幅拡大を求めた」と語った。

日米新経済協議で来日中のティ

世界の人口の伸びを抑えるため、

東京圏人口流入にブレーキ

朝日新聞記者と会見したなかで、
米側が日本に一大幅な援助額の拡
大」を求めていることを明らかに

した。また、家族計画に必要な避

圏」から転出した人の数を多くて

に転入してきた人の数は、「東京

神奈川、千葉、埼玉の一都三県）

しにくくなったところに、教育機

いる。地価の高騰、物価高で藻ら

近は八八年以降減少傾向が続いて

要因だった「転入超過一だが、最

歴年首都圏への人口集中の大きな

年間約三十八万八千人に達して、

入超過」は約四万人だった。

昨年は約九十五万人。昨年の「転

七年を境に減人から増加に極じ、

約五十九万人。一〃、転出者も八

は八八年以降減少が続き、昨年は

「来京闇」への紘入者は岐近で

ワース顧問は、来年九月にカイ

も六千人確度しか上回らず、一九

関や工場の地方への展開も重なっ

転入超過、初の１万人未満か

ロで国連人口開発会議が開俄され

五四年に統計を始めて以来初めて、

ＤＡ）で提供するため、日本が耐

妊具などを政府の途上国援助（Ｏ

るなど、人口抑制政策が重要課題

糎入超過」は一〃人を切るｌ

この推計は、住民雑本台帳の人

てのこと、と国土庁当局者はみる。

今年一年間に「東京圏」｜東京、

になっているとし、「二○五○年ご

国土庁が二十八日、こんな推計を

の原則を改めるよう求めた。

ろに世界人口を安定化させること

発表した。ピーク時の六二年には

久財の職人に限っている無償援助

を目標にする」と、米国の基本方

一九九一一一・’二・一一九）

（朝日新聞

針を説明した。そのうえで、この
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Repo｢1ontheSurvevofRuralPopulationand

AgriculturalDevelopmentinAsianCountrles
-Thailand-（英磯版）

⑫

２．東南アジアiifHml等人口・１１M発飛礎調森報告ilド
ー'１１鱗人氏共和国－

６．スライドⅡ本の産蕊I剥発と人Iもｌ
－そのIli《鋤ブル地気一（日本iili版）

ReIx)rIontheBasicSurvevofPopulationand

］n.us[riaIDeveloI〕ｍｅ【ItaI1dPopuklIioninJnI〕曲ｎ

DeVclOl〕men［ｉ】】SoutllCflStASi【Ｉｎｃ(〕untric邑

－ＴｈｅＰＪ･imGMovcr･EleCtricity-（英譜版）

一Chiha-〈災譜版）

Ⅱ本的汗止没腱５人1ｺ
－其Ijii助力一'1.'(－（'１１国iM微）

３．アジア瀦国からの労働力流出に11Uする調従研究報併iIド
ータイ国一

PcmbanguI1(lnlndustridankcpendLIdukaMi化pang

-PenHgcr5:ｋＣＩＥｌｍａ､TengaLlsLrik（インドネシア語KM）

４．日本の人ロと家縦

Populationand【ｈｅＦａｍｉＩｙｉｎｊｆＨｌ〕aｎ（共,Ni版）

７．ネパールlilIil人口家llXiil極弗二次潅礎iiMIof

CpmplemenlaryBasicSuweyReporlonPoI〕ulatlon
５．アジアの人ｕ転換と開発一統i;|雄一

andFamilyPIannin円ｉｎｔｈｅｋｉ１]gdomofNepaI

DemographicTransitionandDevelopmeI】tlnAsian
Countries-OverviewandStatistical・rables-

（英諦版）

昭和62年度
１．アジア諸liiIの腱村人I」と農業ｌｌｌｌ苑にlllける調盗報(#ｒｉｌＦ

６．スライド

－１１ｕ華人lE共flI[[l-

日本の人口と家族（ロ本締版）

RePor［ｏｎＩｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｒａｌＰｏｐｕｌｉ１Kiona1l〔l

FamilyandPopulationiIIJal〕Zm

Agricullul･alDevclol)ｍｃｎｌｍＡｇｊａｎＣ()ullt｢ies

-AsianExpcrience-（英鵡版）

-China-（英織版）

日本的人口与家唾（中lnlIMi版）
Penduduk＆’《eluaU･gaJepang（インドネシア譜版）
７．ペルー共ｷﾞⅡ国人'二I蒙族iH･iiHiJf礎iiM在

２．束i櫛アジア,i#圃等人l小ｌｌｆＩ苑LlL礎調jif洲』告ilI：
－ｉＩｊ糀人Iも共和l却一

RepDr1olUIhcBasicSurvey｡ｆ1.0pLIlatjonand
DcvelopmenIinSouUleastA3iimCounIris
-Chjna-（英鑑版）

平成元年度
１．アジアIiIi国の腱村人口と農獺開発に関する繊洗報告iIド
ーバングラデシュ国一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｗｅｙｏｆＲｕｌ･alPonulfI[ionan〔l
AgricultuYall)eve10pment－Banglfldesh（英語版）
２．東南アジア諸ＩＦ1輪;人１．．'1M発些礎iiHMf報告i1＄
－ネパールHM-

ReportontheBasicSurve)’０fPopuialjonand

３．アジア諸凹からの労鋤ﾌﾞ｣流出'二ＩＩＬIするBlMTf研究靴告醤
一フィリピンlヨー
４．１１ｲﾐの人I】と農業IMI光

Pol〕ulationandAgrにulturall)evclopmenljnjflpan
（災艦版）

５．ネパールの人I小1W１発・県境

１ｺDpula[ion，DevelopmcI1UandEnvironmen【ｉｎＮｅｉＰ２ｌＩ
（蛎綴版）

DevelopmentinSoulheasLAsifmCountries

-NePaI-（英語版）
３．アジアiilf凪からの労如力流出にＩＩＬIするiiM従研究鞭告iIド
ーマレーシア脚一

４．日本の人口榊造変動と開発
一測締化のアジア的視点一

ｓ[ructumlChanFGinPoI〕LIlationfIndDevelopmcnl
-japan,ｓＥｘＩ〕crienceinAging-（災鵠駈）

６．スライド

［14Nの人Ll絶jIijIと繩i月発腱（Ⅱイ毘語駁）

TheMigruloryMovemen【ａ[XdIZconomicDevelop‐
ｍｅｎｔＩ【１Ｊ［11〕iｌｎ（英編版）

Ｈｲ円的人口稗功与錨Ihi幽腱（『|，Ｍ譜版）

１.crI〕iI1d2lha11PendudukDanPerkembaI】寧ｎＥｋｏｎｏｍｊ
Ｄｉ」epang（インドネシア謡版）
７．トルコ111人Izl家族iiI･uIIi堆繼iiHllot

５．スライド

iWi齢化社会への11本の挑戦
一生きがいのある老後を目指して－（|J本籍版）

，．アジア識111の農村人L,と腱業11}１発に１１Mする調迩靴皆譜

Aginginjapan－ChaIlengesandProspects-

一ネパール{ll-

辺人il1li鹸化社会的Ｈ本正iiiill闘挑銭

AHriculturall)eveIoI)I1uentinAsianCountries

（英語版）

一迫求具生命意又的老年生瀧一（中Ejliili版）

砧

昭和63年度

Rcp〔)ｒｔｏｎｔｈｅＳｕｗｅｙｏｆＲｕｍｌＰｏｐｕｌａｌｉｏｎａｎd

-lYepal-（英締版）

3．ナジア溺国からの労働力流出に関する捌査研究報告書
一中飛人民共和国一一
４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

RegionaIDevelopmentandPopulallonlnJapan

-TrendsandProspectsｊｎｔｈｅｌ９９０ｓ－
（英語版）

TanianganMasyarakatLanjutusiaJepang
〈インドネシア譜版）

６．アジア諸IEIの農業開発－５ヵ国の比較一

ｓtraIegicMeasuresfortheAgncultu｢alDevelopmenI
-Compa｢atjveStrudiesoI1Fn'eAs1anCoumrles（英繍版）

５．スライド

日本の地域開発と人口（日本語)版）

（本作品は、1990年(Iil)日本視聴覚教育協会主惟優秀映
像教材選奨社会教育部1Ｗで優秀賞を受賞｡）

ReginalDevelopmentandPopulationinJapan
（英語版）

日本的区域升度和人ロ（中国語版）

PermbangunanDaerahdanPopulasidiJapang
（インドネシア版）
６．アジアの労働力移動

LaborMigrationinAsia（英譜版）

平成４年度
１．アジア,１１１国の艇村人ｕと農紫11}１発に|則する鋼IIf報告Ｔｌキ
ーマレーンア国一

ReportontheSurveyofRuralPopulatjonand
AgriculluralDevelopmenr－MaIaysia（英語版）

平成２年度
１．アジア諸同の農村人[lと鰹粟l#1発に関する調盗報告iIIE
-フィリピン国一

Ｒｅｐｏｒｌｏｎ１ｈｅＳｕ八'ｅｙｏｌＲｕ｢alPopula1ionaIld

Agrlcultu｢alDevelopment－Philippine－
（英総版）

２．東南アジアiIhlFiil等人口・開発jlL礎調森報告tlド
ーバングラデシュー

ReI〕orlonlheBasicSurvevofPopulatlonand
Devclopmel｢】I1nSouIheastAsianCountries

-Bangladesh-（英語奴）

３．アジア諸岡からの労働力流111に|劉する綴査研究報告ilト
ーインドネシア征1－

２．東南アジア識lK1等人口・開発)JL礎調在慨告書
一一ベトナムＩＩｉ１－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｌｈｅＢａｓｉｃSurvevofPopujallonand
DevelopmentinSoutheastAsianCountrieｓ
－ＶｌｅｔＮａｍ－（英語版）

３．アジア緒国からの労働ﾌﾞj流出に関する１MM在研究報青評
一スリランカ画一

ルアジアの産業枢換と人｢l

lndust｢ialTransi[ionandPopulationinAsia
（英語版）

班日4Ｋの人１１・開発・環境一アジアの経験一
Populatlon，DevelopmenIandEnvironmentin

Japar1--As1anExperlence-（英語版）
５．スライド

日本の環境・人口・IlH発（Ⅱ本譜版）

Environmen1・PopulationandDevcIopmenlm
JaPa、（英絡版）
Ｈ本的坏境・人I如汗友（中lK1譜版）

Lmgkun野叩，Pendu(lukdanPembangunanJepang
（インドネシア譜版）

（本作品は、1991年鋤日本視聴覚教育協会主雌優秀映
像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）

５．スライド

明日に生きる－日本の産業転換と人Ｉ－ｌ－
（日本繍版）

LivingforTomorrow－Indust｢ial

６．アジアの人口郁市化一統i汁柴一

Ｐ｢ospecIsoIUrbanizaIioninAsia（英語版）

TransitionandPopulationmJap〔1,（英語版）

生活ｲ11明天一日本的浜止蒲換ワノ」二１－
（中国繍版）

HidupUn[uｋＨａｒｉＥｓｏｋ－PeI･alihanSt｢uktur

IndustriDanPopulasiDiJepang（インドネシアル齢

平成３年度
１．アジア諸国の農村人にIと農業開発に側する調森轍告普
一一スリランカ国一

ReIx)rlontheSurvevRura］Populationand
Ag｢jcultulalDevelopmenl--Snlimka-、
（英語版）

２．東南アジア蹄同等人I非開発堆礎調jllf報告;1ド
ーフィリピンｉｊＥ１－－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｌｈｅＢａｓｊｃＳｕrveyofPopulationand
Developme1】【inSouLheastAsjanCounmes

--Philippines--（英語版）
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７月５日

ｑ〉日刎？】［ロ
～８口Ⅱ

９月３日

９月、日

皿月５日

ｎ月７日

ブラソヅプ・ラタナコーンＡＦＰＰＤ事務総長来日。
桜井新ＡＦＰＰＤ議長代行・本協会理躯、安藤博文
ＡＦＰＰＤ大会開催について協議。

ＵＮＦＰＡ事務局次長、広瀬次雄常務理事と第４回

平成５年度「東南アジア諸国等人口・開発雅礎調森」
調査団をスリランカ国に派遣。（団長・桐生稔・大塚
友美、遠藤正昭）

平成５年度「アジア緒国の人間資源開発と労働力に
関する調査研究一調査団をフィリピン国に派遣。（団

長・菊池嵐夫、大脚昭彦、渡辺真知子、脚本和彦、
楠本修）

平成５年度「アジア諸国の農村人口と農業開発に関
国に派遣。

する調森」予備調査に楠本修主任研究貝をベトナム
安藤博文ＵＮＦＰＡ事務局次長来所、広瀬次雄常務
理事と懇談。

、月》７日

、月妬日

ハーフダン・マーラーＩＰＰＦ事務局長及びマーク

ラスキン同躯務局長補と広献次雄常務理辨懇談。

於坤マレーシア・クアラルンプール

第７回ＡＦＰＰＤ運営委貝会

ＡＦＰＰＤ第４回大会開雌

開催日》マレーシア・クアラルンプール

参加国亜ｎヵ国

一クアラルンプール宣言」を採択。

役員改選議長、桜井新〈日本『副議長》ハオ・

イーチュン（中国）、マヘンドラ・プラサド（イン

ド）、ガッサン・タヤラテンリア）、グエン・チー

・タン（ベトナム）、事務総長皿プラソップ・ラタ

ナコ１ン（タイ）、副事務総長』イブラヒム・アリ

（マレーシア「財務抑当坤コリン・ホリス（オー

ストラリア）。

マレーシア及びシンガポール人口・開発事情視察の

於準マレーシア・クアラルンプール

第１回ＡＦＰＰＤ運営委員会

ｎ月型日

皿側・泌日

「役員改選

⑫月１日

理事と懇談。

安藤博文ＵＮＦＰＡ事務局次長来所、広瀬次雄常務

所、本協会事業について懇談。

ミシマール・グォーＣＩＤＡ日加ＯＤＡ協力調整官来

懇談。

川口雄二ＷＨＯ政策部長来所、広漸次雄常務理事と

ルに派遣。

ア（セランゴール、マラッカ他）、２名をシンガポー

ため国際人口問題議員懇談会視察団８名をマレーシ

日

～ｎ月１日

本協会理事会開催

２８日

二、平成５年度上半期蝸業進捗状況報杵

一一一、平成６年度事業計画・収支予算
於孵赤坂プリンスホテル

平成５年度「アジア諸国の農村人口と農業開発に関

する調査」調査団をベトナム国に派遣。（団長・福井
清一、大塚友美、楠本修）
マーク・ラスキンーＰＰＦ事務局踵補来所、広瀬次
雄常務理事とマレーシア視察について打合せ。
国際人口問題議員懇談会総会。来日中のハーフダン
国際人口問題議員懇談会総会。未！

・マ１ラーｌＰＰＦ蠣務局及が識滅。
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月

１９
日
１４
日

７日
日

２日
日

１２６

１１

月

７

月

１９

１０

１１

１２

１１２
２６日
日

１７

８月
月２５

１０月
月２０

■■■

曰誌
■■■

ＡＰＤＡ

え自助努力で危機を乗り越えよう
とする国、専ら先進国に盗金援助
を頼る図など、その姿勢に〃濃淡”
が浮き上がったことです。
ったのはうれしいことでした。団

◆日本国国会議員国の活躍が目立
低の中山太郎尤外机は、雅調識滅

◆献寿。いささか暗い気分の新春

ですが、先ずは明けましておめで
で優れた見識を表明して大きな拍

それでも貧困と、飢えと、人口琳

◆この大会肢終日に桜井新代議士

記螂参照『

さすがでした。（本号特雌の分科会

る正論で日本の立場を説いたのは

手をうけ、全体討議でも説得力あ

とうございます。

政桔がグラつき、底なし不況で

加に苦しむアジアの途上国を歩き、

す。さっぱり先きが読めません。

実態をよく兄ている私達には、日

が、名誉あるＡＦＰＰＤ議長に選

志半ばにして倒れた故佐藤隆元農

本の政治や経済のあり方の良い悪

水相の後任だけに、桜井新議長の

ばれました。ＡＦＰＰＤ議長は、

１というのが率直な実感です。

これからの活躍が期待されます。

いは〃別“として、この国ほど平

◆マレーシアのクアラルンプール

◆年賦を飾る新春座談会を、現在、

な偏紋と支持をうけて三選され、

で開かれた第四回ＡＦＰＰＤ大会

創設者として、アジア各国の絶大

は、本年九月、エジプト・カイロ

国会議貝として「女性と人口問題‐一

この地球上にないのではないか１

で開かれる一国連人口・開発会議「｜

にご活躍中であり、クアラ・ルン

マレーシアのlli1進は目ざましい。政

iihは非常に安定し、絲済もイ｢油、天然
ゴム、木材、パーム油、錫などの一次

産品に依存する典ﾉﾛ的な一次産INI輪ｌｌｌ

国だった70年代に比べ、いまはＧＤＰ

に占める工業製品比率が、ｍＩｌＩ関連ＩＲＩ

を除く一次産品比率を追い抜き、着実
し華やかな民族衣裳をまとい
花を捧げて開会式を盛り上げ
るマレーシアの婦人たち

たマレーシアの婦人たち。

文化印刷株式会社

ル・イブラヒム蔵相の先導役として、美しい

ＦＡＸ（03）３５８１－７７９６

写真は第４回ＡＦＰＰＤ大会の開会式に出

lHiする次期大統領の有力候補であるアンワー

〒１００来京都千代１１１区水H1il1J2-10-2
水ｌＩｌＨＩＴＢＲビル710号
ＴＥＬ（03）3581-7770㈹

られる。

財団法人アジア人口･開発協会

械極的に取り組む政府の姿勢にも勢いが感じ

●編集発行

氏族衣裳をまとい、花を捧げて壊上に現われ

●印刷

和で、すべてに恵まれている国は

を成功させようという意気込みに

プール大会に参加された三人の婦

しを伺ってみてｎ世紀の平和と繁

人議員にご登場頂きました。お話

会議では、この問題に取り組む

の実感をますます強めた次第です。

栄を握るのは「女性」である、と

した。

各国の〃素顔“がはっきりしたよ

溢れ、深みのある討議が行われま

うに思います。先進国の援助に加

表紙の写真説明

に工業|玉|家へと変わりつつある。

ＡＰＥＣをめぐり、アメリカに気骨のある
ＥＣをめぐり、アメリカに気骨のある

人ロと開発･冬季号く通巻46号〉

ところを見せたマハテイール首相の支配力は

1994年１月１日発行く季刊〉

いささかも変えず、2020年までにマレーシア

を先進国にしようという「ビジョン2020」に

8８

ﾛ

マングローブの苗木を植樹する､インドネシアと日本の若者たち。

やさしい想い、地球にも。
TＯＧＥＴＨＥＲＴＯＴＯＭＯＲＲＯＷ

地球が与えてくれた、豊かな自然と資源を糧に､めざましい進歩と発展をとげた人
類｡しかし､その繁栄とともに失われつつある､かつての美しい地球の姿を､忘れて

はいけません。地球環境問題が､世界的にクローズアップされている現代。日本船
舶振興会は、この問題に早くから取り組み､環境問題の先駆けとして活動してきま
した｡大切な地球を守るため､私たちはこれからも､環境問題の研究･事業に取り組
ノリでいきます6ＴＯＧＥＴＨＥＲＴＯＴｏＭＯＲＲｏＷ､あなたもぜひご一緒に。

財団法人曰本船舶振興会企及ｉ';l'|良
l￣

ｈ

■￣＝函由るU■内--＿

CFrode｢hckWDunc5hCoLYdLocGn5cdbyFukuInknnShoXon

1ヵ月あれば。１０万円あれば。

１ヵ月さきが楽しみな
ピーターラビットです…。
三菱信託銀行

－－－＝￣￣

●お預け入れは１０万円以上､1万円単位とお手軽。

●1カ月たてば､いつでも自由にお引き出してきます６

●お利息は年２回､半年複利でふやします－６変動金利型。
●毎月26日に予定配当率を見直します６
＊元金の禰てん契約はありませんが信託法に基づき当社が黄任をもって運用します。

お近くの三菱信託へお電話ください。
本店
丸の内支店

日本橋支店
虎ノ門支店
新宿支店
新宿新都心支店
上野支店

TELO3(３２１２)１２］l

TELO3(３２１２)１ＢＳ１
ＴＥＬＯ３(８２７１）１４B1
TELO3(８５０１)Ｅ２１１

ＴＥＬＤ３(FPnR)O14B
TELO3(3342)B401

町田支店

川崎支店
横浜支店
横浜駅西口支店
上大岡支店

宵葉台支店

TEL０４２７(2Ｂ)１２１］

TELO44(244)B541
TELO45(222)５］１１
TELO45(３１１)BgB1

TELO45(B45)oS21
TELO45(982)o0m

TELO3(3Ｂ３１)O116
TELD3(aB44)５１S1
TELO3(3BB4)Ｂ１１１

藤沢支店

厚木支店
千葉支店

TELO4SB(26)Sgll
TELO4B2(２１)４４１１
TELO43(224)４１１１

魂田沼支店

TELO474DB)a131

中野支店

ＴＥＬＯ３(３４９２)１４１１
TELＯＳ(３７１８)５１１１
TELＯＢ(３４００)a131
TELO3(3707)７２１１
TELO3(ＥｌｎＲ曰)Ｅ７１１

吉祥寺支店

ＴＥＬＯ４２２(22)１７ll

上野支店浅草特別出吸所

■戸支店
千住支店
五反田支店

自由か丘支店
渋谷支店
玉１１１支店

池袋支店
府中支店
立）1１支店

八王子支店

ＴＥＬＯ３<ａＲＢＢ)Ｓ４１１

ＴＥＬＯ３(39日4)Ｂ２１１
TELO423(ＢＯ)５１５１
TELO425(24)ｌ４Ｂ１

ＴＥＬＯ４２Ｂ(４２)１８１１

市川八幡支店

伯支店

iili和支店
大宮支店
所沢支店
春曰部支店
札幌支店
(１１台支店
民野支店
澗水支店

TELO473(３３)７１１l
TELO471(４５)１１２１
TELO4B(８２ｓ)E7Bl
TELO4B(645)a171
TELO42B<25)７B11
TELO4B(763)１ｇ１１

ＴＥＬＯ１ｌ(２６１）１２１１
TELO22(ＢＢＢ)Ｂ］l1

TELO2B2(２３)B121
TELO543(52)Ｂ１３１

Ａ三菱信託銀行
劃一二

静岡支店
浜松支店

名古屋支店
名古屋駅前支店
京都支店
高槻支店
大阪支店

TELO54(253)Ｂ１１１
ＴＥＬＯ５Ｂ(４５４)５３］１
TELD52(951)４７１１
TELO52(581)ＢＢ１１

ＴＥＬＯ７５(２１１)７１B1
TELO72B(81)a881

TELOS（252)１３４１

梅田支店 TELOＳ（３１３)B5B1
難波支店 TELOB（633)o721
阿倍野支店 TELOS（649)B601
堺支店 TELO722(２１)Ｂ１Ｂ１
神戸支店

岡山支店
松江支店
広凰支店

ＴＥＬＯ７Ｂ(ｓＳ１)ＢＢ２１

ＴＥＬＯＢＢ<281)B111
TELOB52(２１)ｇＢ１１

ＴＥＬＯＢ２(221)B137

高松支店 TELO87B(３８)２１５１
福岡支店 TELOg2(741)３０３１
北九州支店 TELOg3(521)sSB1
長醐支店 TELOg5B(22)o151
鹿児風支店

TELOSg2(22)Ｂ４１１

