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自分の中には､きっと､もっと大きな可能性がねむっている。

マルチメディアに触れるたびに､ネットワークへアクセスするたびに､新しい世界の扉が､次々と開かれていく。
本当にやりたかったことが､探していたなＩこかが､鮮やかに見えてくる。
あなたが新しい自分に出会う時､きっとそこにＮＥＣがいます。
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では、牛乳も日本酒もそこの水の美

ている。北陸能登半島のあるところ

できないが、そうではないかと思っ

り、ビール、牛乳についても確言は

よって銘酒、銘柄米の産地がきま

の給源地はきまっている。それに

だが、その日本でもいわゆる「名水一

「水と安全は無料一といわれる日本

て思いを深くさせられた。

応する他ないのだという現状につい

局、その質的、量的属性に従属、順

めて水とは偉大なもの、人間は結

究課題の討議に参加したが、私は改

の問題を取り上げるという。その研

協会では今度、「逼迫する水資源」

－

味しさで支えられたと聞いたし、焼

入して「宇佐美」と肩を並べる「島美

それを知った長島では大口の水を移

料に大口の水を使っての名産だが、

酒「宇佐美」は長島のさつまいもを原

れるのを待って、他で用意した苗を

と田植えは本田の耕作条件の用意さ

にぶつかって眼を開かれた。もとも

と思っていた私は二度田植えの現実

移植するのだが、ここでは雨期、本

田の方になかなか水が来ない。その

水の来るのを待っていては苗の準備

がおくれる。そこで中間的に移植し

た田の苗をさらに根分けして、最終

的な本田に移植するというわけであ

る。つまり、モンスーン期、広大な

デルタ地帯の場合、水の調整は唯、

降水、増水、それによる水かさの上

昇を待つ他なしという事態だったの

である。しかし、その水かさの上

昇、高さも必ずしも調整できるわけ

ではない。そうなると、それに順

応、適応できる稲の品種の登場を待

つしかない。それが浮き稲である。

今一つ、順応という点ではもう五

いう。これも水への順応、適応とい

て、それと競争的に稲丈が伸びると

｜日、三十センチもの増水に耐え

十数年も前のベトナムでの経験を思

うべきか。

人」を作ったという。
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酎についても同様の事実がある。銘

糖

い出した。田植えは一度限りのもの
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隆・元農水相（故人）が中心となって組織。さら

フォーラム（ＡＦＰＰＤ）」を一九八二年、佐藤

に危機感

超党派の国会議員（共産党を除く）で組織し

に桜井新・元環境相に引き継がれ、ＡＦＰＰＤ

牢嘘一

ている、国際人ロ問題議員懇談会（会長、中

」

山太郎元外相）は、我が国の厳しい財政再建

二九ヶ国が加盟）がいま人口・開発に関する世

一一

下で。、Ａも譽域としないｌという政府

界各地域の国会議員組織づくりに主導的役割

■■■■■■■

の財政支出見通しや、政治問題化しつつある

をはじめとする援助額は世界のトップクラス

を果たし、高く評価されている。こうした国

にあり、日本外交の貴重な”顔”となっている。

際平和に貢献する地道な議員懇の活動で、人

同議員懇談会は、激増する地球人ロが、貧

しかし、最近の厳しい財政事情や、爆発を

「少子・高齢化社会」など当面する諸問題にど

困をはじめ食料、水、エネルギー資源の枯

ロ・開発問題に対する我が国の国連人口基金

渇、環境破壊などを招き、平和を脅かす二十

続けるアジア、アフリカの人ロ増加とは逆

のように対処していくかについて、一斉に平

一世紀最大の政治問題になる、として岸信介

に、我が国では「少子・高齢化」が進み、国の

成九年度の部会活動をスタートした。

・元首相（故人）の提唱で、問題解決のために

将来に深刻な打撃を与える現象が起きている。

後の同議員懇の活動と成果が国際的にも注目

くか、立法府議員としての試金石であり、今

このような難問をどのように乗り切ってい

世界に先駆けて一九七四年に結成した伝統あ
同議員懇は、この活動を日本のみにとどめ

されている。

る国会議員組織である。

ず、世界人口の六割を占めるアジアに拡大し

土ロ

国際人ロ問題議員懇談会

藪

ようと「人ロと開発に関するアジア議員

､一斉にスタート
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国際人ロ問題議員懇談会〈国内対策・女性問題・合同部会〉

鐘蕊蕊蕊籔

回向対策・女性同題・合同印含騒騒覺鬮
少子・高齢化対策

り下げた論議を

に取り組み、協議を行いたい。」と述

べ、続いて南野知恵子・女性問題部会

長が挨拶のあと、同部会・副部会長の

能勢和子議員を紹介した。

経済力低下し

社会保障負担ふえる

会長卵持永和見・衆議院議員（自民）、

口問題議員懇談会の国内対策部会（部

町のキャピトル東急ホテルで、国際人

社会（その現状、問題点及び課題）につ

のテーマである我が国の少子・高齢化

情報化・地域政策推進室長から、部会

の椋野美智子（むくのみちこ）企画官、

本題に入り、厚生省大臣官房政策課

副部会長麺熊代昭彦・衆議院議員（自

いて概要説明が行われた。

六月四日午前八時半から東京・永田

民））と女性問題部会（部会長函南野知

場合、最低の東京都（一・二）をはじ

日本の合計特殊出生率は近年急速に

主題は〃我が国の少子・高齢化社会

めとして関東圏、関西圏、北海道で低

惠子。参議院議員（自民）、副部会長姫

について“で、現状、問題点及び課題

くなっているが、最高の沖縄県でも一

低下し、平成七年度はドイツ、イタリ

について討議した。南野議員の司会

・八七と、現在の人口を将来も維持す

能勢和子・衆議院議員（自民））の合同

で、持永和見・国内対策部会長が「今

るのに必要な二・○八を下回る数字と

アに次いで低い一・四二となってい

部会では、現在我が国において大きな

なっている。この少子化の進行と平均

部会が開催され、衆参合わせて一四名

問題となっている少子・高齢化に焦点

寿命の伸長によって、日本の総人口は

る。国内の出生率を都道府県別で見た

を当て、国内対策部会と女性問題部会

二○○七年をピークに減少し始め、二

の国会議員（代理四名）が参加した。

の両部会が共に、幅広い視点から問題

５

である超高齢化社会が予測されてい

り、国民の約三人に一人が六五歳以上

○五○年には現在の人口の二割減とな

ない」と明確な結論を持っていない人

が四割ある一方で、「どちらともいえ

化傾向についての見解は、否定的見方

下が指摘されている。しかしこの少子

働力供給の制約、卿子供の社会性の低

高齢者・女性の雇用、実労働時間の短

した問題としてへ労働生産性の向上、

する。同時に、経済・企業活動に関連

域活動への男女の共同参画などが関連

健、税制、住宅環境、家庭生活及び地

出産・育児支援、教育、年金・医療保

る。

が大半を占めている。

出生率低下の大きな要因は、女性の

く、その理由は養育費、教育費が高

理想の子供数（二・六人）よりも少な

二・二人前後に推移している。これは

下がり続け、昭和四十年代後半以降は

は、昭和十五年当時の四・二七人から

影響している。夫婦の平均出生児数

進行する中での未婚率の上昇が大きく

ついて」（エンゼルプラン）の策定を発

後の子育て支援のための基本的方向に

みを推進することを目的として、「今

上記四省庁が事業官庁としてその取組

る子育て支援の取組みを推進し、また

・職場、地域社会など社会全体におけ

大臣合意のもと、今後一○年間に企業

文部省、厚生省、労働省、建設省の四

政府では、平成六年十二月十六日、

「少孑化」についての本格的審議が本年

また、厚生省では人口問題審議会で

と背景Ｉ少子化問題を考えるｌｂ

（資料参照》厚生省制作「少子化の動向

などの検討も必要となっている。

縮、企業の制度見直し、外国人労働者

い、高齢出産を避けたい、等となって

二月から開始されている。六月までは

社会進出と経済力向上に伴う晩婚化が

いる。日本の女子労働力の特徴は、出

表した。

的影響としては、従来よりＨ経済活力

この少子化がもたらす社会的、経済

られている。

面、介護面における社会的支援が求め

は、家庭の役割としてある出産。養育

りが大切となっている。そのために

性が働きながら子育てのできる環境作

で、今後は女性の労働への支援と、女

応としては、国民生活における結婚．

ある。また、今後の少子化問題への対

のの、幅広い視点からの検討が必要で

生率に関連するかどうか明確でないも

げられる。これらの要素が直接的に出

動時間の割合が極端に低い点などが挙

本の特徴としては男子の家事・社会活

を取り巻く環境は各国さまざまで、日

このような少子化の背景にある家庭

いては、出生率向上政策をとるかどう

（別紙参照）。少子化対策のあり方につ

中間まとめを出す予定となっている

る。今後は論点整理を行い今年九月に

てディスカッションを目下行ってい

それを踏まえた「対策のあり方」につい

形成されていない「少子社会の姿」と、

リングを行い、未だ共通のイメージが

関連分野の学識経験者二名からヒア

での意見

人ロ問題寒驫密会

産に伴い就労を中断する人が多いこと

の低下、ロ社会保障負担の増大、曰労

６

国際人ロ問題議員懇談会く国内対策・女性問題・合同部会〉

い。但し、男女共同参画を進める

Ｈ直接的政策は取るべきではな

ゆとりがあるといったプラス面

措置は必要である。愛情で結婚

少子社会のイメージ

化社会を踏まえた対応」と「出生率に関

と、主に経済力問題に関するマイナ

し、子供を作ることを阻害してい

かまだ議論が分かれているが、「少子
する対応」の二つについて同時に検討
ス面の両面がある。

ロ超長期的に人口が減ることの影

は強制しない。

る要因だけを取り除き、それ以上

の必要性を提案している。進め方とし
少子社会への対策

Ｈ「人口は増えるもの」から「人口

て、前者は関連する幅広い分野ごとに
その方向のみを示し、具体的方策は各

は減るもの」への経済・社会の前

少は混乱を招くので、この期間は

関連省庁に委ねる、後者は人口問題審

口「技術革新の時代」から「ストッ

対策を高じるべきである。

響は分からないが、急速な人口減

いる。人口問題審議会は厚生大臣だけ

クの分配革新の時代」へ移行。

提条件変化の認識。

でなく関係各大臣の諮問に応じて意見

曰資源の分配・有効活用。

議会で具体的議論を深める計画をして

を述べることができるため、各関連省

㈲生き方の多様性、柔軟な働き方

むべきである。

曰あらゆる手段を講じて、取り組

庁の担当課長が幹事となり幅広く議論

論点整理はこれからとなっている

るべきで、労災、医療保健、失業

だないが、安易な受け入れは避け

⑤外国人労働者（明確な意見は未

立できるように企業を変えるべ

組みを組み立てるべき。家庭と両

進社会で職業と育児を両立する仕

Ｈ（企業・労働問題）都市化した先

出生率向上政策の具体的な方法

が、これまでの学識経験者との意見交

保健、住宅、年金、教育等の権利

き。女性だけでなく、男性の働き

（時間、場所）の見直し。

換の場で出た意見としては以下の通り

を保障するつもりで受け入れるべ

を進めている。

となっている。

方を変える企業の意識改革が必

うな意見が出された。

この説明のあと、各議員から次のよ

ビーシッター制度など。

ロ（育児支援）社会的に容易なベ

要。

き）。

有識者の中に反対はないものの、

出生率の対策

パフォーマンス、等。

㈲質の高い教育と教育費のコスト

内地域の問題。

前提認識

「仮に将来出生率が向上しても、
今後少子化が進み人口が減少する。
そして高齢人口が年少人口を上回る

少子社会になる」ことを共通の合意
のもとに議論が進められている。

賛成は以下の三タイプに分かれた。

７

中山太郎議員（自民・衆）》

清水嘉与子議員（自民・参）》

取り組んできた。しかし対応策を設け

よりも女性に高いなど女性と人間社会

の問題、そして離婚、独身思考が男性

我が国には、育児手当ての給付制限

検討すべきである。データでも、家族

に、基本部分である「家族の在り方」を

ども、社会的支援の方策を考える前

い部分を社会が支援するのはよいけれ

子供を育てる際に家庭生活で足りな

事、育児、介護のあらゆる負担がか

いわゆる〃花子族〃が、結婚と同時に家

ままに生きてきた今の三○代の女性、

豊かで自由な生活を満喫してへ思うが

い。これは、高度成長時代に生まれ、

い根本的原因を解決しなくてはいけな

るよりも、現実的に子育てを楽しめな

の問題点がある。少子政策を決め、国

かってくるために、結婚や育児を楽し

「家族の在り方」の検討を

が実行し、成果が現われるまでのリー

生活への満足度が他国に比べて最も低

将来の基本的理想像を示せ

ドタイム（五～一○年）の間にも高齢化

い点はもっと改善が必要である。

いものと思えないと見なしている。ま

た、別の調査結果からも仕事を辞めた

の基本的理想像（モデル）、諸問題の関

ずに、日本の最適人口数の推計、将来

た、男性の絶対数が少ない中で、結婚

行わない男性が多いようである。ま

実際には、仕事とは関係なく家事を

事情を調べて改善していくことが非常

ている。政策もよいがこういった背景

ワークがなくなっていることも影響し

当たって、昔は存在した地域のネット

いる結果が出ている。更に、子育てに

女性の方が育児等に負担を強く感じて

連性の把握など長期的に見る場合の基

しない女性が増えていることが問題で

法的に子供の社会的認知を

桜田義男議員（自民・衆旨

が進むため、その間に国民の負担がか
さむ。従って、数学者によるモデル推
計を行うとよい。また、この問題への

礎データ、基礎理論が欠けているよう

ある。従って、アメリ力のように子供

に大切である。

解決に当たって、現象面だけをとらえ

に思われる。これらを提供して欲し

の社会的認知を法的にも認める必要が
あると思われる。

山崎順子議員（新進・参）卵

国内出生率のバラつきの分析を

日本は、子育てを楽しめない社会に

は、〃塾戦争”などの学校以外の教育費

る。大都市における出生率の低さに

国内の出生率にばらつきが見られ
を持つべきと思われる。そこで、これ

なっている。そこで住宅事情や男女共

の高さなど、経済的負担が影響してぃ

子育てを楽しめる社会に

持永和見議員（自民・衆）“

い。

また、高齢化は今後アジア諸国でも

進行し、いわゆる日本はこれらの諸問

題において先行している国である。

らの点について人口問題研究所の専門

通の労働規制等の政策が必要であると

従って、我が国がきちんと理想モデル

家等との話合いの場を持ちたい。

８

国際人ロ問題議員懇談会く国際協力部会＞

るょうに思われる。基本的に教育や住

居など国内の地域格差は問題であると

国際協力鄙念霞蕊
卿８

】｜□

。〈

対ｌ
極支出を

雪長が挨拶Ｉ

支出を図っていくことが、重要

削除し、必要な分野には積極的

ものではない。削除するべきは

なんでも削除すれば良いという

は極めて重要であるが、一律に

会長が開会挨拶で、「財政再建

部会は、まず、谷津義男・部

（代理四名）が参加した。

衆参合わせて二○名の国会議員

議院議員（新進））が開催され、

民）、副部会長印斎藤鉄夫・衆

長“谷津義男・衆議院議員（自

議員懇談会国際協力部会（部会

トル東急ホテルで国際人口問題

六月五日午前八時からキャピ

財政再建

思われ、これらの点についても掘り下
げた分析が必要と思われる。
桜田義男議員》

ご坦司ﾊﾞ▲さ-瓦

住居の問題は非常に深刻である。子

雷澪警霧譲鷲

供の数が一定以上増えた場合には、住

掻号誼

宅の増築費を貸すなどの考えも面白い
のではないか。

中山太郎議員卵

中国では一人っ子政策が取られて将

来高齢化問題が懸念されるが、憲怯で

露i…

Z＝｣率.､Fg5上.と

Pnir-･'t･&｣ぃ二．

親の面倒と子育てが義務付けられてい

■ｲｾﾞｰｰﾛ

る。そのために中国政府は将来の高齢
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化問題について余り危倶していないよ
うである。

（北畑記）

醤iii畠

都
Ｆ＝

K蕊蕊蕊雰j層Ｉ

勇護菫嚢
鍔ｉｉｉｆＰｉ1..蕊:

である」と述べた。

対する援助の概況について説明を行っ

に深刻な事態である。いずれかの方法

えると、米国の三分の一以下、人口問

最大であるが、二国間援助を含んで考

族計画連盟に対する拠出としては世界

説明を行い、「国連人口基金、国際家

る直接協力について、同じく外務省の

府がアメリカなどと協力して行ってい

際機構課長から、また、主に日本国政

国間協力の現状を外務省の粗（ほぼ）国

力について、国際機関等を利用した多

その後、人口分野に関する日本の協

を得なくなる」と苦しい実状が述べら

れば、任意拠出金を大幅に削減せざる

が続く中で国連分担金を維持するとす

得ない。もし、予算が削減され、円安

金を削減するような方法を取らざるを

も国連分担金を削減するか、任意拠出

ば、国際社会の猛烈な反発を招いてで

で、削減しなければならないとすれ

題に対する拠出を対ＯＤＡ比で見ると

吉田・調査計画課長がそれぞれ説明を

た。

先進一九ヶ国中、第一二位、またＧＮ

れた。「特に、ＵＮＤＰ（国連開発計

続いて、配布資料について事務局が

Ｐ（国民総生産）比で見ると第一三位と

した。

画）、ＵＮＦＰＡ（国連人口基金）、Ｕ

決して高くない」と日本の人口問題に

ＮＣＨＲ（国連高等難民弁務官事務

所）、ユニセフなどの国際機関運営に

おける日本の拠出の持つ意味というも

題と教育などを統合する戦略を取る必

く国連機関が出てくる。また、日本国

ればその活動が立ちいかなくなってい

拠出削減すれば活動できなくなる国際機関も
要があり、この点から言えば、ＵＮＦ

のは極めて大きく、もし拠出を削減す

まず粗課長が、「現在先進国に援助

の援助の趨勢が「顔の見える援助」とい

ｌ外務省が説明Ｉ

疲れが見えてきている。開発の成果が

うことで多国間援助から二国間援助を

況としては極めて厳しい。具体的に考

ＰＡの新開発戦略はその他の国連機関

また、日本のＯＤＡが財政再建大綱

えられる方策は各省庁にまたがって行

上がっていないこともその理由の一つ

で全体の一○％削減が決まったことに

われている援助を全体で調整し、無駄

をも巻き込み、実施されており日本国

こっており、これが紛争の原因とな

触れ、「円安でドルベースでの支出が

の無い形にして、効率化を図るしかな

重視する方向へと変わりつつあり、情
り、社会不安の原因となっている。そ

既に十数％減少している中で、一○％

の考え方とも合致する」と述べた。

こで、開発を行う場合には、開発だけ

い。さらに、大蔵省の所管する国際交

である。特に人口増の中でアフリカ地

を行うのではなく、人口問題に取り組

減は総額で三○％の減額となり、非常

域などは希少な資源の奪い合いが起

むことが不可欠である。また、人口間

ＩＤ

国際人ロ問題議員懇談会く国際協力部会〉

流基金を通じて行われた円借款などが
償還期に入り始めているのでこのよう

な資金を活用するなどの方策が必要で
はないか。また、いくら厳しい状況に

あっても死守しなければならない拠出

主なる、質疑応答は次の通り。

人口問題は唯一、

有効な”外交カード“

必要分野に

重点的に支出を

中山太郎・議員（自民・衆旨

中山会長は昨日自民党で開かれた外

ていると述べた。これまでこのＧＩＩ

た、ＮＧＯとの協力の下に事業を進め

間接協力を重点的に行っている。ま

大きくないが、教育、女性問題などの

り、人口に関する直接協力はそれほど

助はこのＧＩＩに基づいて行われてお

を説明した。現在、日本国の二国間援

（ＧＩＩどについて、その現状と成果

に関する地球規模問題イニシアティブ

問題に拠出するという「人口・エイズ

ドルを人口・エイズなどの地球規模的

の政府合意で取り決められ総額三○億

続いて吉田・調査計画課長が日米間

できる好機ともいえる。財政再建に聖

益々リーダーシップを発揮することが

今日、積極的な取組みがあれば日本が

本を含めて内向きの姿勢を強めている

ても好ましくない。また、先進国が日

退していくことは日本の国益から考え

響力を発揮しうる分野をむざむざと撤

カードとなっている。この、日本が影

持っている唯一の有効性のある外交

た、人口問題に対する取組みは日本が

に署名し、国際公約を行っている。ま

向けるという、いわゆる○・七％条項

でもＧＮＰの○・七％をＯＤＡに振り

日本国政府は世界社会開発サミット

る、と述べた。

分野に重点的にまわすことが必要であ

の結果を紹介し、支出の本当に必要な

であるという意見が出たと、合同部会

にすることで効率化を図ることが必要

省庁が別々に行っている援助を有機的

するべきであるということ。そして、

という意味から二国間直接援助を重視

助に際し日本の顔の見える援助を行う

あるという見解を持っていること。援

ず、大蔵省がＯＤＡを削減するべきで

交などの合同部会について述べ、ま

は政府の公約として、厳しい財政環境

域はないということなので、逆に説得

東祥三・議員（新進・衆）》

の中でも増額が図られてきた。しかし

力のある分野に関しては積極的支出を

がある」と述べた。

ながら、財政再建大綱で総額の一○％

行って欲しい。

らの会議が内容的には密接な関係があ

議に出る機会があった。ところがこれ

ここ数年、いろいろな国連主催の会

桜井新・議員（自民・衆）⑪

内部改革すべきだ

国連はバラバラ、

削減という大枠が決められたことに

よって、今後厳しくなることが予測さ
れる」と述べた。

Zｒ

るにもかかわらず、国連機関の間の連
携が取れておらず、バラバラでセク
ショナリズムとなって自分の所管以

性を改めさせ、また国際社会に対する

越えた深刻な環境汚染・破壊、世界レ

ベルでの食料不足などを引き起こして

います。地球問題部会は、これから世

発言権を維持するためには、拠出を確
保することが必要である。したがっ

界の人口問題と、関連する諸問題につ

おり二○○○年までに四○○○万人と

現在エイズ感染者は、年々増加して

［人口協力の三本柱］

アティブ」について概要を説明した。

・エイズに関する地球規模問題イニシ

力局調査計画課長が、我が国の「人口

議題に入り、吉田雅治外務省経済協

依頼した。

部会長に会長代行として当部会運営を

部会長が文部大臣在任中は武見敬三副

に就任の武見敬三議員を紹介、小杉陸

言してまいりたい」と挨拶。副部会長

いて積極的に勉強会を開催し世界に提

いて関係省庁はじめ専門家を講師に招

て、東先生の新進党などの野党にもご
協力頂いて、積極的に働きかけていか

外、全く知らない。自分で利益を得て
いるわけでなく各国の拠出で運営され

なければならない。

（楠本記）

政府に働き掛けることを取り決めた。

このあと、全員でこの問題について

ている国連自体に、危機感があまり無
いのではないか。まず国連は無駄を省

いて内部から改革すべきである。こ
の、国連の非効率性を改めるよう日本
が強く働き掛けていくことが重要であ
ると指摘した。そして、国連の非効率

露艤観鶴騨認識擬蟻鱗議鑓縢騨鰯鱗蝋騨
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（ＵＴ１Ｔ１

なり、その九○パーセントが途上国で

発生すると予想されている。我が国

題イニシアティブ」（ＧＩＩ）を発表

は、「人口・エイズに関する地球規模問

「地球規模での人口問題は、多岐にわ

総額三○億ドルを目途に途上国への積

での七年間で、政府開発援助（ＯＤＡ）

し、一九九四年度から二○○○年度ま

口集中によるスラム化、さらに国境を

越えた国際労働人口移動や都市への人

たっており、貧困問題はじめ、国境を

小杉陸地球問題部会長が開会挨拶で

が参加した。

⑫力国重点に３分の２を消化
六月十一日午前八時からキャピトル
東急ホテルで国際人口問題議員懇談会

地球問題部会（部会長》小杉隆・衆議
院議員（自民）、副部会長頤武見敬三・

参議院議員（自民））が開催され、衆参
合わせて二三名の国会議員（代理五名）

１２

国際人ロ問題議員懇談会く地球規模問題部会〉
地球規模問題部会

広報と人口統計からなる人口直接協
力、基礎保健医療、初等教育、女性を

対象とした職業訓練・研究への協力か
らなる人口間接協力、予防に関する啓
蒙・教育、検査技術の移転、エイズに
関する調査・研究への協力からなるエ
イズ分野における協力である。九六年

度の分野別実績でみると、人口直接協
力が一二・四パーセント、人口間接協

力八三・七パーセント、エイズ関係一一一・
五パーセント、その他が○・四パーセ
ントとなっている。人口間接協力の比

率が高いのは、病院案件を中心に保健
医療案件が形成されたことと、基礎保

健医療の一環としてポリオ根絶全国一
斉投与日への案件形成がすすんだため
である。

［国際機関との協調］
日米コモンアジェンダの一環である

り緊密な連携を図っている。ＧＩＩの

紀に向け日米コモン・アジェンダによ

極的な協力をすすめると共に二十一世

間協力として、ＵＮＦＰＡやユニセフ

を行っている。また、人口分野の二国

ＮＦＰＡ）とＷＨＯを中心に資金協力

の協力として日本は国連人口基金（Ｕ

露

アプローチは、三本柱から成り立ち、

と協力し、人口・家族計画及びワクチ

人口・エイズ分野における国際機関と

母子保健・家族計画、家族計画教育．

１２のGⅡ重点国幾国篇篝團亀彗
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国後ネ、図形ロエた件な国こ選のら域、ジ１性の重て機

じまったＧＩＩは、最初の二年間で約

全ての調査を終了した。九四年度には

が厳しい折、今後先生方のご指導、ご

ると二パーセントと低いので財政事情

ジェクトに何人参加したか、どの程度

協力したか、あるいは家族計画プロ

評価は地元のＮＧＯの方々とどの程度

吉田課長卵

はないか。

お金の使い方としては適正でないので

だけ投入されたかわかりませんでは、

し、残り二割・三割となった時にどれ

人口・エイズに七割近い額を投入

河野議員⑬

る状況である。

の数字が上がったかなどを把握してい

支援をいただきたい。

内容がどのように達成されたのか。

どの額を投入したが、目標に対しその

最初の三年間で一一一○億ドルの七割ほ

河野太郎議員（自民・衆旨

を示せ

達成目標

このあと質疑応答に移った。

一○億ドルの実績をあげ、三年度目の
九六年度は暫定値で約九・五億ドルと
大きな増加をみた。これによりＧＩＩ

実績は、三年間で約一九・五億ドルと

なり一一○○○年までの目標のほぼ三分
の二を最初の三年間で達成した。人口
・エイズに関し先般の日米次官クラス

の会合でその実績が高い評価を得た。
〔ＮＧＯとの連携］
ＧＩＩを推進するため外務省は、ケ
アー・ジャパン、ジョイセフなどのＮ

ＧＯと定期的に懇談会を開催してい

二カ国での成果と評価を行っている。

日米間及び国際機関の協力を得て一

の意見をくみとってきた。

Ｏから参加してもらい、現地のＮＧＯ

ネシア、フィリピンなど調査団にＮＧ

査団」に参加している。また、インド

「人口・エイズ・プロジェクト形成調

に人口増加率やエイズ感染率が低下し

プロジェクトは三年余りであり具体的

口協力を行ってきたが、人口・エイズ

かかげている。これまで我が国は、人

妊産婦死亡率を四分の一にする目標を

一五年までに乳児死亡率を三分の一、

会（ＤＡＣ）は新開発戦略を採択し二○

人口問題に関し、昨年開発援助委員

価を行いたい。

果が出てくる段階で、さらに詳細な評

額であり、これからプロジェクトが効

ち上げの段階で二○億ドルはコミット

まったのではなく、プロジェクトの立

作っていこうということで、使ってし

間で三○億ドル程度のプロジェクトを

終了ということではありません。七年

三○億ドルの内七割を使ってそれで

人口・エイズプロジェクトに関しベト

たという評価は出ていない。現在は、

吉田雅治課長や

ナムなどに重点国をさらに拡充した

案件の立ち上げの段階で、これまでの

る。懇談会の検討結果によりＮＧＯが

い。医療分野の協力は他の分野に比べ

“

国際人ロ問題議員懇談会 <地球規模問題部会＞

協力は厚生省、文部省などがすすめて

理由は何か。また、従来人口分野への

にすすめなければならない。具体的に

を予定しており、あくまで途上国主体

河野議員北

量から質への転換とは、お金の額を

は、エイズスクリーニングなどの機材

る。さらに、医療行政、厚生行政につ

いるが、これらの協力も三○億ドルに

ＧＩＩとして米国と協議をしてコモ

いて病院の運営からはじめ今後の協力

いくらにコミットするかということで

ンアジェンダの一部としてすすめてお

にあたりたい。

供与、日本への研修生の受け入れ、専

り、文部省、厚生省の方々に専門家と

ＧＩＩに関し、いただいた予算の中

は入っているか。

ルを七年間で達成することはこれから

して参加してもらいフィリピンなどで

で重点配分をしてきたし、今後もマイ

はなく、どのようなことを達成するか

できなくなる。どのようなことを現実

このプロジェクトを行っている。ＧＩ

ナス’○パーセントを上回らない中で

門家の派遣で、現地で指導行ってい

的に連成するかの目標を外務省は持つ

Ｉの年限に関しては九四年度からなの

取り組んでいく。

吉田課長聰

べきである。

で、文部省、厚生省がこれまで家族計

ということへの転換である。三○億ド

人口問題に関し、ＤＡＣ等の開発戦

画等で協力いただいた件は二○億ドル

吉田課長理

略を目標にすすめている。質の面で地

三分の一、妊産婦死亡を四分の一まで

略の中の二○一五年までに乳児死亡を

これからの評価に関し、ＤＡＣ新戦

吉田課長皿

ているのか。

ネフィット、
フィット、その評価体制はどうなっ

ＧＩＩに関し、使った額とコストベ

加藤修一議員（平成・参）

評価体制は

費用対効果の

の中にはあまり入っていないと思う。

このプロジェクトは二○○○年まで

吉田課長函

極めなければいけない。

われるのか、また効果があるのかを見

今後、これらの予算がどのように使

清水議員年

見極めが大切

使途、効果の

についたＮＧＯの方々に参加してもら

い、また国際機関や現地のＮＧＯと協

議し二○’五年までの乳児死亡率の低
下等の目標をフォローしたい。

対象国を

決めた理由は
清水嘉与子議員（自民・参）
人口。エイズプロジェクトは良いと
思うが、この分野ではどの途上国にも

該当する。対象国を一二カ国に絞った

石

削減、さらに、どこでも医療サービス
を受けられる体制づくりなどを目標と
している。
また、インドネシアのスラヴェシな

ど具体的にプロジェクトを実施してい

る地域の人口指標、感染指標と灰壺療事情
の向上についてモニターしていきたい。

などの経済インフラに比べ医療分野の

た数字を示して欲しい。

り、このような会合では、きちんとし

スに送りフランスの専門家の協力を得

この分野のマルチ・パイの協力が最

部会を開催したい。

（遠藤記）

次回は保健医療分野の協力について

ます。

先生方のご協力がますます必要になり

分野として大きいことは事実であり、

我が国がこの問題に果しうる役割は

論法でないと説得力に欠ける。

後どれだけの予算が必要であるという

い、どれだけの評価を得た、故に、今

もって、実際お金をどのような形で使

く、それがそれぞれどのような目的を

を使いましたという観点だけではな

員に説明する場合は、これだけのお金

河野先生がご指摘のように、国会議

査定は難しい。
加藤議員諏

エイズの検査技術はどうなっている
か。

吉田課長坤

ている。また、エイズの広報活動も

血液のスクリーニング機材をフラン

ＷＨＯの勧告に関し、エイズ以外の

加藤議員誼

感染症について外務省はどのような取

使途Ｉ評価Ｉ今後の

長灯っている。

医療分野の費用対効果の

必要額を明確に

り組みを行っているか。

査定は難しい

も求められており、ＮＧＯとの連携が

武見敬三副部会長（自民・参）卵

西太平洋地域ではポリオが減ってき

吉田課長抑

ている。日本はこれまで消耗品の供与

最も効果的に行われる分野と従来から
個別の医療援助が結果としてどの程

ができなかったが、九七年度から子供

度効果があるのか評価することは大変

言われている。

び南西アジアにおいてＷＨＯ、ユニセ

の無償協力として、インドシナ三国及

フの現地職員と協力してワクチンを供

難しい。国連等のデータからある程度
積算することは可能な状態になってぉ

与する。

費用対効果は、道路、橋、空港建設

J６
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－久氏

黒田俊夫 氏森

韓国はアジア発展のイニシアティブを

森氏は、京大理学部在学中の終戦の年

め｛られたものである。

久副会長（七十一）が、四月二十一日、ソ

の八月、郷里の広島に帰省中に被爆、両

本財団理事で、日本原子力会議の森一
ウルで金泳三大統領から、日本人では初

親はじめ肉親を五人も失うという悲運に

日本がまずい関係になったのは歴史的に

の国民勲章石榴（せきりゅう）章を授与さ
外国人が同章を受けるのは異例のこと

日本の責任が明白である。アジアの発展

遭遇している。受賞に際しては「韓国と

とされ、日本原産会議の設立にかかわ

のために韓国のイニシアティブに期待す

れた。

り、産業界における原子力分野での取り

る」旨の次のような挨拶をした。

だ、わが日本では二十年位前までは、

まとめ役の森氏が、その経験を生かして

韓国原産会議の設立に協力した功績を認

本日貴国政府より国民勲章石榴章と

「国際協力」といえば、アメリカ中心の

えていた中にあって、私が原爆で両親

いう身に余る褒章の栄に浴し、恐縮の
私の受賞の理由として、貴国を始め

はじめ五人の家族を失った経験のため

先進国に「おねだりすること」と皆が考
とする各国との原子力国際協力への功

でしょうか、原子力はもう決して軍事

極みに存じ、感謝に耐えません。

績があげられていますが、これは、私

に使ってはいけない、平和利用に徹

し、国内のみならず世界中の人々の幸

が四十年来、当然の仕事として当たり
前のことをしただけであります。た

1７
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受賞した森氏と夫人

聞こえないブリをして、先進国以外の

力が何になるのか」といった陰口など

続けて来ました。そして、「そんな協

福に役立てなければならない、と考え

れは今では日本人の間で隠れたベスト

うことです。「閏妃暗殺」という本（こ

ずい関係になってしまったのか、とい

陸「何故」韓国と日本とがこんなにま

東アジアで、「統合」ないし「連合」の動

んでいます。何故文化的にも似通った

した。世界は各地域でブロック化が進

州は既に一つの共同体ＥＵに統合しま

ことは、皆さんも同意されるでしょう。

きがないのか。もしそれが出来たら、

私は、我が家の「系図」の冒頭部分の

話を早く終わらせるため、例示に止

セラーになっています）を、出発前私

きています。それによ
コピーを持ってきています。それによ

めます。ＥＵ統合のときイニシアティ

いくつかの国との間に道を開いてきま

》の祖先は、「新羅三郎
ると約九百年前の祖先は、「新羅三郎

ブをとったのは、フランスと西欧の賢

その力のすばらしさは（軍事力でな

義光」という半島から

人でした。ドイツは力はあっても（日

はもう一度読みなおしてきましたが、

の渡来文化人なので

本と同じ理由で）イニシアティブをと

した。しかしこれも、韓国の場合と同

す。このように血統上

る資格がなかった。同じく不幸な悲惨

く、技術的に経済的に文化的に）他の

も濃密な関係にある両

な歴史を乗り越え、じっくりと話し合

歴史的に日本の責任は明々白々で、暗

国民が何の運命で、こ

いを積み上げ営々と努力を重ねた、

ブロックに勝るとも劣らないであろう

んな不幸な関係を続け

ヨーロッパの英知は、人類史上最高の

様、相手国の方に、皆さんのような、

ているのか、歴史の中

ものでした。私が貴国に何を期待して

濾たる気持ちに襲われるばかりです。

に教訓を見いだすこと

いるか、もう分かって下さるでしょう。

二国は安閑としていて

あまり大きくない我々

の情勢を見渡すとき、

ます。

皆様の末永きご発展をお祈り申し上げ

たします。韓国原産ならびに御臨席の

を設けて頂いたことに、心から感謝い

最後に私のため、このすばらしい席

いいのでしょうか。欧

しかしながら、世界

も大切でしょう。

心温かく先見ある友達がいてくださっ
たお陰で成功したのであって、決して

私独りの力ではありません。
さて、いつも私の頭を去来する問題

霧
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本財団理事・国際的栄誉に輝や〈
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アジア人口学者の最長老」
黒田博士に敬愛の拍手

コフィ・アナン国連事務総長(中央)から「国連人ロ賞」を受賞する

など関係者が詰めかけた。今年は受賞

者がラテン・アメリカとタイから選ば

れたため、会場は民族衣装でとりわけ

華やいだ雰囲気に包まれた。

式は「人口賞委員会」のマルチニ・ア

国際連合が毎年、人口問題に功績の

やさないコフィ・アナン国連事務総長

司会で開会。いつも穏やかな表情を絶

ルマンド議長（グアテマラ国連大使）の

あった団体と個人に贈る「国連人口賞」

が「今年は国連人口賞が創設されてか

エル・サルヴァドルのファースト・

の授賞式が六月十日ニューヨークの国

人口研究所名誉所長）、タイのミッ

レディで、国家家族局長のカルデロン

ら十五周年に当たる」と前置きして三

チャイ・ヴィラバイデイヤ上院議員

・ソルさんについては、一九九四年の

連本部で行われた。’九九七年の受賞

（人口・地域開発協会事務局長）、エル

国際人口開発会議（カイロ）、一九九五

人の受賞者を順次紹介する。

・サルヴァドルの大統領夫人、エリザ

学者の最長老」という表現で黒田氏が

年の第四回世界女性会議での指導的役
六月の初めからぐずついていた

紹介される。「最長老」ｅの目）という

ベス・カルデロン・ソル国家家族局長の

ニューヨークのお天気も次第に回復

いかにもアジア的な表現と黒田氏の風

割が強調された。次いで「アジア人口

し、授賞式当日は国連本部前の万国旗

貌が共感を呼んだと見えて、会場から

三氏。

者はわが国の黒田俊夫博士（日本大学

財家族計画国際協力財団参与尾崎美千生

黒田俊夫博士(左）

蕊

国

一一

夕
Ⅱ■月

は爽やかな初夏の太陽を浴び、微風に

敬愛の情を込めた拍手が贈られる。最

後にタイで家族計画を成功させ「キン

はためいていた。

午後五時、国連国際会議場の信託統

グ・オブ・コンドーム」というニック

ネームで知られるミッチャイ上院議員

治室にしつらえられた授賞式には、開

始前から大勢の招待客や受賞者の家族

J,

0１
凸禰f晤

鑑溌

】:

却

T

凸凍

時

人おいてミッチャイ上院議員、カルデロン･ソル国家家族局長
祝福を受ける受賞者、左から黒田博士

1 1l i il
；

が、家族計画、エイズ予防面で果たし

合ったアジアの若き学徒たちへの感謝

各受賞者に手渡される。アナン事務総

ン」の言葉と共に表彰状と金メダルが

マックスへ。「コングラチュレイショ

総長が立ち上がり、授賞式はクライ

委員会事務局長に促されてアナン事務

続いてナフィス・サディック人口賞

五億人だった世界の人口は今や六○億

たこと」として、研究を開始した時二

特権は世の中の様々なことを観察でき

であります」と笑わせながら、「長寿の

を迎え、いま自ら高齢化問題を実験中

したくだりでは、「私は今年八十八歳

世界規模で始まる高齢化問題を指摘

の気持ちを淡々と述べた。

長のグレイのあごひげと各受賞者の紅

人に迫ろうとしていることや、最近の

た業績とともに紹介される。

潮した表情にカメラマンのフラッシュ

人口推計に現れた死亡率の上昇傾向に

警告。アナン事務総長が陣頭に立って

が光る。

二番目に「アクセプタンス・スピー

このあと国連内のレストランで開か

「宇宙船地球号」の人口と資源の間に良

時、だから私は人口学者としては〃遅

れた祝賀レセプションには、ニュー

チ」（受諾演説）に立った黒田博士は、

咲き“でした」ｌトップバックーの

ヨークに事務所を置く邦人企業の人た

きバランスが保たれるよう努力して欲

ソルさんが女性の自立を強調する少々

ちも詰めかけたが、「アジアの最長老」

ゆっくり、しかし確かな英語で聴衆に

長い演説口調だったせいもあって、人

は見知らぬアジア、アフリカ、中南米

しい、と人口問題に対する国連の役割

間丸出しの〃黒田節“がかえって受け

の人々からも気軽に「おめでとう」の声

語り始めた。「私が人口研究を始めた

たようだ。シカゴ大学のハウザー、プ

を掛けられ、国際親善の輪が広がっ

を強調して大きな拍手を受けた。

リンストン大学のノートシュタイン、

た。

のは第二次世界大戦後の三十七歳の

フランスのソービー各教授など人口学

の研究で出会った先達や、ともに語り

２｡

少子化問題対策は日本の国家百年の計

●熊代昭彦（衆議憾議曇

憾日承の

｝】」》一｝｝一に‐’’’一

○○万人）になる。前回平成四年九月

○万人（中●位推計。低位推計では五一

（二一○○年）には日本の人口は六七○

公表した。これによるとへ一○○年後

になっている「日本の将来推計人目を

今年の一月、厚生省は五年毎の恒例

○○万人に！

なく五一○○万人になると覚悟を決め

ば一○○年後には日本の人口は間違い

だろう。今後もこのまま無策を続けれ

計で推移すると考えなければならない

の方に近いから、今後も事態は低位推

回の中位推計よりも、前回の低位推計

である。そして今回の中位推計は、前

が正しいとすれば、大きく外れたわけ

万人であった。中位推計は今回の推計

は九六○○万人、低位推計で六二○○

人口が少なくなれば土地も安くな

不況を招く！

えながら政治家を見ているであろう。

だ。心有る有権者も国家百年の計を考

（ＳＴＡＴＥＳＭＡＮ）とは言えないの

計をも考えておかなければ、政治家

速大胆な処理と共に、常に国家百年の

い。それに政治家は、目先の問題の迅

というのはそう遠い将来の話ではな

年の計

推計では中位推計で一○○年後（前回

なければならない。五一○○万人は現

り、大きな家が建つ。そして競争も少

1940年岡山市生れ。東京大学法学部卒
業、米国ウィスコンシン大学大学院政治
学修士課程修了、厚生大臣秘書官、総務
庁長官官房地域改善対策室長、厚生省援

●能代昭彦くくましろ.あきひこ＞

現在衆議院蟻員、衆蟻院常任委員会内閣
瞳局鳧

・逓信委員会理事他

二、人口の著しい減少は、経済の大

の推計の一○○年後は二○九○年）に

在の人口一億二千五五七万人の約四割

期待している人もかなり多いと思われ
いと思われる方も多いかも知れない。

は既に日本に一杯ある。過疎地帯がそ

か。人口が少なくて土地の安いところ

る。しかし、本当にそうなるだろう

しかし、今年生まれる自分の子や孫

うであるが、そこに大きな立派な家が

建ち、豊かな暮らしがあるであろう

が、百歳まで生きる確率は高くはない

一○○年後のことなど私には関係な

あろうか。

なくなり、のんびり暮らせるのではと

＊…倶十‐ｊ冊

害
I霊Ｉ

である。なんという激しい人口減少で

一、’○○年後に日本の人口は五一

＝

Ⅱ

が、かなりあるのである。’○○年後

２１

孟

少

無策で過ごせば国を亡ぼしてしまうの

ことがない。根拠のない楽観論で無為

という事態をわが国は一度も経験した

人も生産する人も著しい減少を続ける

み込まれてしまうのである。消費する

れば、日本全体が構造的な大不況に飲

いるが、このまま無為に時を経過させ

は既にいわば構造的不況業種になって

を招く。幼児や少年を対象とする産業

に人口の著しい減少は、経済の大不況

らしも出来ないのが現状だ。そのよう

ので大きな家も建たないし、豊かな暮

不活発になって高い収入が得られない

を決する決断は遅れに遅れる。この抜

配されて、体が動かない。日本の命運

者達は頭では理解しても、下意識に支

かし、三つ子の魂百まで。今日の指導

住宅化の遅れ等のせいにすぎない。し

過ぎた過密過疎現象、そして都市高層

家が持てないのは都市に人口が集中し

思い起こしていただきたい。なかなか

れを示している。あの蛇頭等の暗躍を

労働者の不法入国者の増加が端的にそ

ち、過少人口の国なのである。外国人

見れば、むしろ日本は労働力不足、即

日本の、一次～三次産業の生産力から

圧倒的シェアの国になっている。今の

工業国であり、第二次、第三次産業が

その人が結局大変不幸になるのを救う

方法を考えなければならない。それは

易に選択する風潮には、真剣に対処の

を真剣に考えないで、一人暮らしを安

安逸のみを考えて長い一生の人生設計

とはいうまでもない。しかし、現在の

の生涯も価値ある立派な一生であるこ

つことのできなかった人の一人暮らし

何らかのやむを得ない事情で家庭を持

深刻な社会的危機である。もちろん、

の礎」であることを考えれば、これは

始めている。「良き家庭こそは良き国

ある家庭に対する憧れと信頼がゆらぎ

である」という日本の古き良き伝統で

実した生き甲斐のある素晴らしい人生

生み育てて、苦労は多いけれども、充

か？残念ながらそこでは経済活動が

ではないだろうか。

き難い思いこみを打ち砕くショック療

ことになるからである。それと共に子

ので、東京等の大都会で持家が持てな

本は過剰人口の国と教えられて育った

涯未婚率の上昇である。それに夫婦が

少子化の原因は、晩婚化、そして生

ぎ始めたⅡ

に至らば、本格的に思い切ったものを

夫婦に対する対策についてもことここ

て、理想の子供数をやむなく制限する

供の保育や教育等に金が掛かり過ぎ

法が必要である。

三、日本は人ロ過剰との抜きがたい
思いこみを捨て去るべき時！

いのは人口過剰のせいだと簡単に考え

子育ての経済的負担が重いと感じて子

四、家庭に対する憧れと信頼がゆら

がちである。しかし、本当にそうであ

供の数を理想の子供数よりも制限する

今の日本の各界のリーダー達は、日

ろうか。日本が農業国であれば、確か

ことである。「家庭を持って、子供を

考えなければならないであろう。

に人口過剰であろう。しかし、日本は

２２

少子化問題対策は日本の国家百年の計

六、児童手当、一人月額三万円、一

療法たり得ないⅡ

奔流を変えるパワーがない。ショック

は惨めそのものⅡこれでは少子化の

上をとことことしか走れないエンゼル

る。エンゼルが天翔る翼がないⅢ地

重大なものが欠けていると感じてい

うものの、このエンゼルプランは何か

ぼ満額獲得して、してやったりとは思

盟の事務局長なので、九年度予算をほ

ヵ年計画である。私は保育対策議員連

いる。その目玉は、保育所緊急整備五

援一○ヵ年戦略）の充実に力を注いで

今、国はエンゼルプラン（子育て支

べて思い切ってやろう

育ての両立を可能にする施策はす

五、保育所の充実等、働くことと子

七、所得減税よりは児童手当が景気

剣に叫ぶのだ。

計」のためにも、児童手当の改革を真

しろ」を自負する私は、「年金百年の

とも極めて困難である。「年金のくま

の使命を理解しない暴論を押さえるこ

年金部分だけにする」等との公的年金

のままでは、「将来は公的年金は基礎

充実に立ち上がっていただきたい。こ

日本の将来のために児童手当の抜本的

高齢者の方々、貴方方の大切な年金と

のだ。声高く自己主張して欲しいⅡ

が国民の将来の利益に端的に結びつく

育て世代の若者諸君Ⅱ諸君達の利益

切れなければ政治家ではないのだ。子

に年々一○兆円などはした金だと言い

ただきたい。日本が滅びるのを防ぐの

リオである。

を実現する。これこそ実現可能なシナ

に移し、大胆な所得減税・法人税減税

幅に削減し、仕事を思い切りよく民間

て定着させて、さらに政府の支出を大

童手当で景気回復を本格的なものとし

ならない。その侍公共投資でなく、児

況を招くことは覚悟しておかなければ

構造改革は、財政は健全化するが、不

い所得再配分機能がある。現在の財政

た、児童手当は減税に比べ格段に大き

は説明するまでもないであろう。ま

し、ズバリ景気浮揚に結びつく。理由

代前半までの若い夫婦の所得を増や

、奨学金は今の二～’一一倍に、希望

三万円、一八歳まで、所得制限無し。

本的改革である。即ち、児童手当月額

高齢者は立ち上がろう

八歳まで支給の実現のため若者と

消費にはあまり結びつかないのではな

所得減税は裕福な人達に著しく有利で

込みまでして運動していた。しかし、

しないで継続すべきだと国会前で座り

連合は二兆円の特別所得減税を廃止

浮揚にはるかに有効側

けない。そして教育改革を実現して、

じらなくても良いようにしなければい

うにし、大学に行ったら親のスネをか

たい人には今の二～三倍借りられるよ

である。奨学金は成績に関係なく借り

供を一人に制限してしまう最大の理由

人欲しい子供を二人に、二人欲しい子

そのショック療法は、児童手当の抜

所用経費は九兆八千億円。財政構造改

いか。児童手当は二○歳代から四○歳

教育に金が掛かる。これが夫婦が
教育に金が掛かる。これが夫婦が三

する人には誰にでも貸与に！

、

革の時になんだと腰を抜かさないでい
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やっていける。経済もなんとか立派に
運営でき、年金も医療保険も安定させ

ゆとりと思いやり豊かな、個性を大切
にする教育を実現する。こんなことも
ることが可能である。

ブ（》や（ノ。

一一、人ロ減少亡国を防ごう

人口減少を外国人労働により補おう

るとしても、二○五○年には一億一千

て、日本の人口が高位推計の軌道にの

位推計）、この児童手当等が実現し

○○五年から人口の減少が始まり（低

推計を越えることはないであろう。二

にうまくいっても九年一月推計の高位

が国の人口は減るに違いない。どんな

の方々、ご安心されたい。やはり、わ

切った政策を加えても、人口過剰論者

エンゼルプランにこの二つの思い

いことがわが国を滅びから救うⅡ

に減少するⅡしかし、急激でな

九、これでも人ロは、なお、緩やか

ングも廃止し、政府全体で査定枠を考

要な要素である。各省毎の予算シーリ

い切った組み換えも財政構造改革の重

くらでもある。支出の目的に合った思

含めて）で行う。削減のアイデアはい

児童手当や児童扶養手当の財源削減も

る。後の五兆円は歳出の削減（既存の

を安定させるための最良の方策であ

円の一割である。これこそが年金制度

はどうか。毎年の年金給付費約三○兆

立金から毎年三兆円児童手当に出して

るよりずばり、約一二○兆円の年金積

もあるが、そんな回りくどいことをす

育てた人には沢山年金をとのアイデア

ではつぶれてしまうので、子供を沢山

源がでる。また、年金制度がこのまま

除三八万円を廃止すれば約二兆円の財

例えば、一八歳以下の児童の扶養控

真剣に考えるべき時である。

だろうか。人口減少亡国を防ぐことを

ば、日本の国は日本の国であり続ける

国人労働者ということになったなら

○万人の日本人と約四○○○万人の外

るとして、’○○年後の姿が約五○○

ての外国人労働力の移入を大幅に認め

に賛成であるが、仮に単純労働も含め

な限りオープンな労働市場であること

る。私は国粋論者ではないので、可能

な問題を種々、生じさせることにな

という考えがある。これは極めて困難

一○○万人、二一○○年に九○○○万

えるようにする。企業負担は国際競争

一○、財源はどうする？

出来なくて何で先進国面が出来よう

か。この奨学金改革と児童手当の一人

人になる。これが考えうる最良のシナ

力を増すために廃止した方が良いであ

月額三万円一八歳まで支給とが相俟っ

リオであると思う。約一億人の人口な

ショック療法である。

て少子化現象にストップをかける

ら、日本国民は二十一世紀にも立派に

2イ
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アティヤ・イナヤトゥラーＰＰＦ

Ｆ会長(左)、マーク・ラスキン同事務局長補佐

しむ人々がおり、避妊の方法も手段も

知らず、毎日五万人の女性が人工妊娠

中絶をし、その多くは不法で安全性に

欠けており年間一○万人の女性が中絶

国際人口問題議員懇談会を代表して

で死亡している」と挨拶した。

長と国際人口問題議員懇談会メンバー

清水嘉与子参議院議員は、「人口・家

（国際家族計画連盟・本部ロンドン）会
との懇談会が、四月二十二日（火）午後

族計画国際協力は必要かつ重要な課題

である。現在、日本の経済は良い状態

二時から参議院議員会館で行われた。
イナャトゥラ会長は、今回東京で開

ではないため政府開発援助（ＯＤＡ）も削

日本の少子化は、重要課題であるが

催した「加藤シヅェ賞」の式典に参加の

○ヵ国を代表し、イナャトゥラ会長

いかに出生率を上げるかではなく、女

減せざるを得ない状況にあるが、必要で

は、「これまで四十四年間にわたる日

性が社会進出できる環境をつくること

ため、マーク・ラスキン事務局長補佐

本の人口・家族計画分野への理解と資

である。また、日本でも中絶が

重要なプログラムには資金を拠出する。

金協力に感謝する。これからも、日本

あるが、特に、若い女性の中絶

と共に来日した。ＩＰＰＦ加盟の一六

の変わらぬ支援と協力に期待する。特

が増えていることが問題である」

イナャトゥラ会長は、国際人

に、日本の支援は途上国の人口・家族
い。日本の人口分野の成果は、世界に誇

口問題議員懇談会のメンバーに

と述べた。

れる水準にあり、出生率をみても最も低

是非途上国の人口・家族計画の

計画政策にまかせてもらえるので有難

いレベルに達している。しかし一方で、

実情を視察してほしい、と要請

した。

少子・高齢化という問題が起きている。
今、世界では多くの国々で貧困に苦
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稲の

作
内村 良英

政府が過般発表した農業白書では昭

和五十五年から平成七年にかけて一五

生産構造がぜい弱化している時に稲作

の外部経済では国際化が進んでいる。

作が行われている農家の二○パーセン

力の減少、高齢化が進行している。稲

べ兼業農家の割合が高く、同時に労働

稲作が行われているが、他の作目に比

七年には総農家数の八三パーセントで

いる。一方生産構造については、平成

未満の消費の減退は、半減以上として

に減少し、殊に世帯主年齢が三十四歳

二五キログラムから六八キログラム

は、この措置を二○○○年までの六年

除く農産物輸出国（ケァンズグル１プ）

ることが義務付けられており、米国を

延については、二○○○年に再交渉す

税化を一応阻止した。この関税化の遅

量の米の輸入をコミットすることで関

いては、二○○○年までの期間に一定

原則の例外として日本、韓国の米につ

による保護に変えるという交渉の基本

渉では農産物の輸入制限をすべて関税

’九九三年のウルグアイラウンド交

トは自給的農家であり、販売農家につ

間を関税化の猶予期間と解釈してお

年間に一人当たり年間米の購入量は、

いてみても農業所得よりも兼業所得が

り、再交渉では米の関税化は避けられ

Ｃ、アジア、アフリカの国々の支持を

的機能の発揮につながると主張し、Ｅ

く、国内生産の推進が農業の持つ多面

や比較優位を唯一の指針とすることな

で、わが国代表は、｜層の貿易自由化

年ローマで開催された食料サミット

この点に関し農業白書では一九九六

ぬ情勢にあるように思われる。

報》湖可燗にⅧ臘礁鳰噸Ⅶ鮴鮴Ⅶ宇川ｍ酢

腿繍四パーセントに達している。販売金額
職閥シェアが八割を占める稲作単一経営で

鍛加も、農業専従者（年間一五○日以上農
本流業従事）が一一割にすぎず、しかもその

勵㈱上の農業専従者であると稲作の生産構

日アうちの四分の一一一の農家は、六十五歳以

造がぜい弱化しつつあることを記述し

得て、と述べているが、アジア、アフ

リカは自由貿易原則の例外を認められ

ている。

このように米の消費が減り、稲作の

宛Ｐ町名‐‐■４５．凸角ｊ■》
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を貫くことには問題があるとしても、

度、慣行、文化的背景が異る国でそれ

は、西欧が生み出したものであり、制

確かに市場経済や自由貿易の推進

済みである。

をするか解らないことは、過去に経験

輸出国で、交渉では米国とどんな妥協

る開発途上国であり、ＥＣは農産物の

済的にも大きな問題である。

農業問題であるばかりでなく、国民経

て、今後の稲作をどうするかは、単に

大きな役割を果たしている。したがっ

地下水かん養機能等の点で環境保全上

国民の主食であり、水田は水の貯留、

はぜい弱化している。しかし反面米は

護にも拘らず前述の通り米の生産構造

このような価格政策による手厚い保

証される程度の額の「反当奨励金」を交

し、財政負担で再生産可能な所得が保

人に対し国が一定の資格要件を設定

このため影響を受ける農家、生産法

る。

単一経営の農業生産法人かと思われ

が高い比較的規模の大きい農家と稲作

強い影響を受けるのは、稲作の割合

拒むことは先ずできないのではなかろ

きたので、次の交渉でＷＴＯの原則を

の恩恵を受け、戦後の繁栄を享受して

してきたが、現実は遅々として進ま

を推進し、効率的な稲作の確立をめざ

貫して農地の流動化等による規模拡大

稲作については、政府は今日まで一

な法人も交付の対象となろう。

法人として生産効率を上げているよう

農機具所有をやめ、稲作を集落協業型

二種兼業農家であっても個々の農家の

付したら如何であろうか。この場合第

影響は余りない。

今日のわが国経済は、｜貢してガット

うか。

ず、耕作放棄面積が拡大している。

するわけではなく、ＷＴＯも関税は産

一層の導入により経済の活性化を図ろ

今日政府は、規制緩和、市場原理の

の農業対策のガイドラインにも一致

所得補償に切りかえることは、ＷＴＯ

このように稲作対策を価格支持から

関税化といっても一気に関税を零に
業保護の正当な手段として認めている

うとしている。そこで米についても生

の集積も進むであろうから、国にとっ

のであるから、当分の間高関税を維持

現在の需給事情を前提とする限り生

ても環境保全、会糧の安全保障の有効

し、本気で稲作に取り組もうとする農

戦後五十年、政府は一貫して生産者

産、流通を自由にすれば米価は暴落す

な対策になるのではなかろうか。

産、流通を市場原理に委ねてみてはど

米価維持のため雁大な財政支出を行っ

るであろう。価格が下がっても二割の

しながら稲作の体質改善を図ることは

てきた。平成九年度予算でも米の生産

自給農家は、生産を続けるであろう

家、生産法人をエンカレヂすれば農地

調整に要する経費を含め米価維持のた

し、もともと所得面で稲作依存が低い

うであろうか。

めの予算は、農水省予算の一割を占め

第二種兼業農家にとっても経済面での

可能である。

ている。
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虹

筆者は縁あって一九九五年から開始

く機会を得

させていただ

六年より参加

プピに一九九

化防止グルー

（通称、砂漠

に関する研究

の砂漠化防止

原・安塞地区

「中国黄士高

中の分担課題

基盤研究」の

した持続的生物生産技術開発のための

「東アジアにおける地域の環境に調和

代表、佐々木恵彦東京大名誉教授）の

るグループ研究（創成的基礎研究費》

い故の新鮮な驚きや、肌で感じとった

るのはいささか面映ゆいが、逆に、短

筆者が黄土高原の砂漠化防止を執筆す

が最も少ないのが筆者であろう。その

団である。その中で、黄土高原の経験

国黄土高原での経験が豊富な研究者集

加えた布陣で、いずれのメンバーも中

と前田貞三元宇都宮大教授（造林学）を

として福田健二東京大講師（森林科学）

して松本聡東京大教授、さらに協力者

て田村三郎東京大名誉教授、助言者と

（植物栄養学）であり、これに顧問とし

夫帯広畜産大助教授（草地学）と筆者

徹明北海道大教授（農業工学）、本江昭

紀北海道大助教授（農業気象学）、長沢

英治岡山大教授（微細気象学）、高橋英

鈴木和夫東京大教授（森林科学）、大滝

ご~へ.、

○

中国･黄土高原の位邇

、はじめに

された文部省の新プログラム方式によ

た。

ノk

）

。、Ｊｏｈ１・
グ８・

｛

「。、Ｊｏｌｒ０ｈ、．

へ

、

は武田和義岡

プのリーダー

このグルー

に、この過酷な地で数千万人の農民の

化防止に関する問題点を述べると共

現地の状況、更にはそれに基づく砂漠

の著名な研究者集団の活動の一端が紹

生活向上と二十一世紀の地球環境の保
員は一前宜正

介できればと思い、筆をとった次第で

山大教授（育

宇都宮大教授

ある。従って、本文は「葦の髄から天

全のために研究活動を展開する我が国

（雑草科学）、

種学）で、班

LJiflJFi iT i
●￣

図１

(日本大学生物資源科学部助教授）

･長谷川功
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井を観る」の観が多分にあることは否

トル（わが国の一・七倍）、標高が千～
人々がここで生活しているといわれて

千五百メートルの高原で、約六千万の

いただき、御容赦あるいは御叱責いた
いる。

めないところであるが、事情を御賢察
だければ幸甚である。

黄土高原の気候は大陸季節風帯に属
し、年間降雨量は三百～六百ミリと著

山西省、河南省、寧夏回族自治区およ

し（図ｌ）、映西省、甘粛省、青海省、

成された台地で、中国の北西部に位置

ｓ）が風によって運搬されて堆積し形

広大な砂漠地帯にある黄士（ＬＯｅＳ

黄土高原は約二百万年前から北西の

ここから流出する黄土によるもので、

であるが、黄河が常に濁っているのは

ｌ）、今もそれが進行している。余談

な侵食谷（の巳々）が形成され（写真

よって著しい土壌侵食が進行し、巨大

ミリ以上の豪雨が時々あり、それに

九月に集中する。この期間中には四十

量の方が大きい地域である。そのた

なる。つまり、供給される水より蒸発

しく少なく、しかもその大部分は六～

び内モンゴル自治区の五省と二自治区

その水は一立方メートル当たり三十六

二、黄土高原の概要

にまたがる黄河が湾曲した中流域に存

め、縦横無尽に走る深い侵食谷に分断

●長谷川功<はせがわ.いさお＞

学歴：日本大学農獣医学部農芸化学科卒
身

著轡･輸文等：稲学大成(共著)､Genetic
improvBmentofheavymetal
torelanceinpalntsbylransfer
学位：農学博士

ＭＥ７Ｖ７ﾉﾉＶＰＬＡⅣ７ＡﾉVDSaL
SdEyVCES`1997など

ganｅｉｎｔｏｔｈｅｍＤＥＶＥＬＯＰ‐

所属学会：日本土壌肥料学会、日本農芸
化学会、環境科学会、日本植物生

理学会など

雨量土日が述まし
量が壌射著したて

の大か量した、い

続いており（写真３）、しかもムウス砂

方、土壌の侵食は現在でも絶え間なく

を黄土の崖に掘って居住している。｜

なく、人々はヤオトンと呼ばれる横穴

るようにこの高原にはほとんど樹木が

る景観である（写真２）。写真に見られ

広がっており、息をのむような荒涼た

写真１

漠からは常に砂が東進して来ており
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il i

キログラムの土砂を含み、年間の流砂
を含み、年間の流砂

こきらがくよ黄る
ｌ〈の大少う土。
＝、水きなに高
倍年のいい降原
に間蒸た上雨は

在し、総面積約六十二万平方キロメー

降発めに量前達

された無数の不毛の丘陵が果てしなく
oftheyeastmBtalIothionein

量は十六億トンにも
役職：日本大学生物資源科学部農芸化学
科助教授腫物栄養生理学研究室）
生年及び出身：1946年生まれ、岐阜県出

写真２荒涼たる春(５月)の黄土高原
崖の上の比較的表面が滑らかに見える場所は、急傾斜を
耕して畑にしたところ

写真３現在も続いている畑地の侵食

まま放置す

事態をこの

十度以上もあることが大きな特徴でぁ

もなり、年間を通して日温度格差が二

～三十八度、冬季はマイナス二十度に

七度といわれているが、夏季は三十七

れば、この

（写真４）、

高原は近い

五～八・九とアルカリ性を呈する。

三、黄土高原における農業生産と

化してしま

が○・○五ミリメートル以下のシルト

トルといわれており、土壌的には粒径

十メートルもあり、平均で約三十メー

黄土の堆積厚は数メートルから百数

えたインパクト、特に人口圧の増加に

る。しかし、長い歴史の中で人間が与

木が残っていることからも推測され

われていたことは、ところどころに巨

黄土高原は、かっては豊かな緑で覆

砂漠化

っことは必

が四十～五十％を占め、柔らかく孔隙

伴う不適切な農業生産が、この地の土

黄土高原

至である。

も多く透水性が高い。この土壌は炭酸

の年平均気

主食のアワ、キビや野菜、肉類を購入

穀物が主体で、トウモロコシや大豆は

ウモロコシ、アワ、キビ、大豆などの

すると、この高原での主な農作物はト

しているともいえる。このことを説明

土壌侵食に拍車を掛ける結果をもたら

生産性を持っていることが、かえって

する黄土は、現在でもある程度の農業

は必ずしもいえない。黄土高原を形成

ないが、農業生産に全く不適であると

厳しい自然環境であることには間違い

前述したように、黄土高原は極めて

させてしまったのが現状であろう。

壌侵食を激化させ、自然生態系を崩壊

温は約四～

写真４砂漠化がすすむ黄土高原
写真の奥が西方で、かっては手前のように草が生えていた
が砂漠の進行によって砂漠化し、以前から生えていた樹木
のみが砂の中に残っている。この樹木もやがては枯れる

カルシウムを比較的多く含み川が八・

。

！■嬢

iji i i i i i1 li l i ili曇i i i li i l

将来、砂漠

る
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生育期間である三～六月は最も降雨量

するための換金作物である。これらの

され表土流出の原因となっている。

この段々畑は七～八月の降雨期に侵食

貧困を余儀なくされている現地の農民

化することが可能となる。すなわち、

耕作が可能なことから、農民はその低

とから収量は著しく少ない。しかし、

で増え、現金収入源となる等によりこ

ている。少ない飼料でしかも自然繁殖

傾斜地でヤギとヒツジの放牧が行われ

｜方、この高原では耕作が難しい急

地域全体の食糧問題等をも含めた戦略

うに地球環境の保全や修復には、その

はあり得ないことを意味する。このよ

の経済的向上策なくして砂漠化の防止

が少なく、しかも無肥料栽培であるこ

い生産性を補うために、丘陵の急傾斜

傾斜地の侵食はいよいよ促進される。

生の再生能力は決定的に損なわれ、急

採餌は植物根にまで及ぶことから、植

態を作り出している。ヤギとヒツジの

究拠点とする日中共同研究である。両

トとし、安塞水士保持総合試験姑を研

植物研究所の研究者をカウンターパー

院、同西北水土保持研究所および西北

我々の研究は、中国科学院西安分

四、研究グループの取り組み

でなければその実現が困難である。

写真５黄土高原における典型的な段々畑

れらの飼育が盛んである。しかし、こ

｢耕して天に至る」と言われるように、山頂までが耕され段々畑になってい
る。写真奥の平坦地が延川の河川敷で、ここは比較的生産力が高い

地まで段々畑を作っている（写真５）。

の地は元々乾燥により被覆植物が少な

く、自然の牧養力ないところへ飼育頭

つまり換言すれば、人間の生産活動そ

国の研究者によっていくつかのパート

数が増加しており、明らかな過放牧状

のものが砂漠化をもたらす原因になっ

が組織され、各々の専門別に分かれて

実態調査から適応試験までが、砂漠化

ているのが現状である。

従って、砂漠化の進行している地に

よって、丘陵の急傾斜地の耕作を止め

土地での農業生産性を高めることに

ち、比較的平坦で土壌侵食を受け難い

が、同時にこの問題への対応、すなわ

る。ここへは西安を早朝に四駆車で出

した安塞県にある現地の試験場であ

る長安）から約四百キロメートル北上

省都、西安市（旧名は随、唐の都であ

安塞水士保持総合試験姑は映西省の

の進んでいる現地で展開されている。

ても生活ができるようにすることに

発し、途中一時間の昼食休憩をとった

直接、緑を植えることも重要ではある

よってはじめて傾斜地を被覆植物で緑

3Ｊ
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いる黄土高原の典型的な地域である

れを取り囲む不毛の山々で構成されて

は黄河の支流である延川の河川敷とそ

方ようやく安塞県に到着する。安塞県

牧の現地に適応させるため家畜の嗜好

バーだけでなく、前述したように過放

る。また、草種も単なるグランドヵ

学的な選抜も同時平行で行われてい

から樹種の水分生理特性測定による科

臼適性樹種の選抜は生態学的なもの

せ砂漠化をうながすことにも成り兼ね

ならなく、かえって水分消耗を激化さ

らと植物を植えても砂漠化の防止には

ことを意味する。従って、むやみやた

れば植えるほど水の消耗が激しくなる

を必要とする。このことは植物を植え

炭酸ガスを固定するのに五百分子の水

だけで走りつづけ、延安を経由して夕

（図ｌ）。

性をも考慮した多数の草種の導入が検

と、樹がお互いに水を取り合うことで

ないのである。その例を挙げると、黄

それ以上生育出来なくなるからであ

討されている。その中で、いくつかの

しかし、現実にはこれからの方が

り、やがては枯死する。同様の理由で

研究の詳細を説明するだけ紙面に余

もっと困難が待ちかまえている。なぜ

林床には下草もあまり生育できない。

土高原では植林して保護した場所には

の絶対量を確保する、あるいは換金性

ならば、この地に適応するためには極

また、草類を帯状に播種して栽培する

裕はないので概要のみを紹介するに留

の高い作物（主として果樹類で、その

端に水がないこと、夏期の高温と冬期

と、周辺部の生育は良いが、中心部は

林地が形成されているが、樹木は直径

経済性と共に侵食防止用樹種の意味も

のマイナス一一十数度にもなる酷寒を克

作物、果樹あるいは牧草類さらには樹

ある）の導入による農家経済の向上の

服できる能力が植物に要求される。そ

生育が著しく悪くひどい場合は枯死す

めるが、研究は大きく分けて二つに分

ための研究で、そのためには様々な作

もそも水と温度は植物のみならず生命

る。それは周辺部の草は周りの水を利

種に現地適応性のあることが見出さ

物種や栽培品種を多数導入し、現地適

の根源に係わる要因で、この二つが欠

用できるが、中心部はお互いに水を取

類される。その一つは、急傾斜地にお

応性の評価と共にその生産性向上策や

けるこの地では、それが全てのリミッ

り合ってその絶対量が不足するからで

数センチ以上には生育しない。これは

栽培管理技術の合理化、体系化を図ろ

ティングファクターとなっている。植

ある。このように一見相反する事象が

れ、少しずつではあるが成果が上がっ

うとするものである。もう一つは適性

物は光合成を行って生育しそこで生産

厳然と存在する場所が砂漠化の進行地

樹木がなる程度の大きさまで生育する

樹種の選抜と林地化のための植林、あ

される炭水化物を人間が利用している

てきている。

るいは被覆植物としての草類の選抜と

であり、ここに砂漠の緑化には「科学」

ける農耕を縮小させるために平坦地や

緑地化の試みのような直接緑化へのア

のであるが、この光合成では一分子の

緩傾斜地での作物生産を増大させ食糧

プローチである。樹種の導入について
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合と生育に殆ど差が見られない。これ

培）、四～六月の乾期には無肥料の場

肥料が購入できないため無肥料で栽

験として施肥をしても（実際の農家は

筆者の仕事の一端を紹介すると、実

る。

が不可欠である理由が存在するのであ

利用してその生態系を構築・維持する

生を利用した、つまりは自然の節理を

た地でも生存できる微生物と植物の共

状況の中での生産性向上には、こうし

している。農民が肥料も購入出来ない

促進策としてＶＡ菌根菌の導入も計画

る。今後は更にリン酸の効率的な吸収

な緑を蘇らせるというお互いの夢を

ものであり、それは、この高原に豊か

究者間の信頼を”土壌“として芽生えた

成果が出始めている。これは両国の研

り、前述したように研究には少しずつ

国側研究者との共同研究を行ってお

負荷される。このような地で我々は中

これは作物、草類、樹木の導入とて

また、この研究の根底には、極貧の

“水“として生長していくであろう。た

残査を有機物源として土壌中に鋤込ん

も同様で、草類や樹木の栽植に際して

中に生きている農民たちを何とか救い

ための処方菱が最も重要であると考え

でも（実際には圃場残査は燃料や家畜

も水の収支バランスを最も効率よくす

たいという科学者達のヒューマニズム

は水が無いために肥料が溶解せず肥効

の冬期飼料として利用されておりこの

るための生態系の構築や、作物栽培に

も流れている。ここに記した黄土高原

とえそれが百年、あるいはそれ以上先

ような使い方はされていないが）殆ど

おいても収支バランスを考慮した種の

の砂漠化防止と生物生産に関する研究

ている。

原形のままで残っており、堆肥化せず

導入と、七～八月の降雨を最大限利用

について、皆様に少しでも関心を持っ

が発現しないためである。また、圃場

地力増強にはならない。これも土壌水

するための栽培体系の構築が検討され

ていただければ、幸いである。

性向上を狙うと共に、それを前作とす

滞在するが、水が無いことには植物に

一回の訪中時に七～十日間は現地に

たい。

だいている。ここに記して謝意を表し

員の諸先生方には種々の御教示をいた

者各位並びに毎回同行していただく班

訪中の度にお世話になる中国側研究

のことであろうとも。

分が少ないために有機物が分解しない

ており、いくつかの成果が芽生え始め
ている。

ためである。

そこで、生産性向上のためマメ科作

物を栽培し、これに空中の窒素を固定
してそれを植物に与える共生微生物で

ることによって後作物のための地力増

とっては勿論であるが、生物としての

五、おわりに

強を図る実験を開始しているが、その

我々にも有形・無形のプレッシャーが

ある根粒菌を接種することでその生産

効果は大いに期待できそうな状況にあ
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図１バンコクの行政区分（1990年）
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◆はじめに

バンコクはすでに多くの本や雑誌で紹介されて

おり、また実際に訪問された方も多いことだろ

う。慢性的な交通渋滞、中心部に建設されている

高層のオフィスビルやホテルは印象に残っている

と思うが、郊外に広がる住宅地や郊外のショピン

グセンターを訪れた方はあまりいないのではない

だろうか。本稿では、近年注目されているバンコ

ク郊外に住む都市中間層の暮らしについて、現地に

おけるアンケート調査の結果をもとに紹介したい。

◆バンコクの行政的範囲

現在、行政上のバンコク都として扱われている

のは、一九七一年に二つの県、チャォプラャー川

東岸のプラナコーン県と西岸のトンブリ県が合併

してできた面積一、五六九平方キロの地域であ

り、この面積は東京都特別区部（六一八平方キロ）

チャオ

：

28：Ratchatavee
29：RatBurana

30：LatKrabang
２２：ＰｏｍｐＰｗｕｐＳａｔｔｒｕＰｈａｉ 31：LatPhrao
32：SamPhanthawong
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33：Sathon
２４：PhraKhanong
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34：NongKhaem
35:NOngChok
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のパッポンがあるのはバンラク区（旧）

（６）、ビジネス街のシーロムや歓楽街

ンコクの空港があるのはドンムァン区

九○年センサス時点での三六区）。バ

成されている（図ｌに示したのは一九

できたバンコクは現在三八の区から構

の二倍半にも達する。二県が合併して

県では、近年、住宅地の開発と近郊工

がっている。こうしたバンコクの隣接

宅地や郊外ショッピングセンターが広

沿って、バンコクの行政界を超えて住

る。｜方、北部などは主要幹線道路に

な農村地域が含まれているからであ

より低い。これは東西の縁辺部に広大

あるから、バンコクの人口密度は東京

バンコク首都圏と呼んでいる。

の：］貝の四二○口の各県）をまとめて、

℃四一彦巨門口弓ざ凹口』》い、旨］■一宅同凹庁色ロ】

県（三四昏自囿自ゴ・目》国・員冨目１．

圏というように、バンコクとその周辺五

県、千葉県、神奈川県をまとめて東京

て、人口が増加しており、宙吉都と埼玉

業地域としての工場の進出が重なっ

◆バンコク珊区の
地域区分
図２は、バンコクの三六区を、

る。一方、北部、東北部を中心に

世帯が多く、高齢化が進んでい

ており、世帯規模が大きい自営業

に工場が多く建設されており、ブルー

付けられた地域である。近年、農村部

く住む。その外側は新興工業地域と名

い、ホワイトカラーの核家族世帯が多

ｊ

である。バンコクの人口は一九九○年
センサス時点で約五八八万人、人口密

度は三、七五○人／Ｍである。これ
は、たとえば一九九五年センサスで東
密度一二、八三○人／肘、東京都の市

一九九○年センサス等を利用し

京都特別区部が人口七九七万人、人口
部（特別区と二八市の合計）だと人口

人口増加率など）に基づい
て、三地域に分類したもので

ある。中心部の既成市街化地

郊外住宅地域が広がる。ここは人

図２バンコク36区の地域区分

カラー労働者のための独身寮と従来か

域は人口が停滞または減少し

Ⅱロﾛ

０１０kｍ

既成市街化地域
郊外住宅地域
新興工業地域

千
口増加率が高く、世帯規模の小さ

3s

て、各区の居住者の特徴（居住者

コクに関して、「バンコクにおける人ロ

一、一六八万人（面積は『四○五平方

の地域構造｣、「バンコク郊外住民の移動
歴と社会階層」等の輪文がある。

の年齢・世帯構成や職業、各区の

●中川聡史くなかがわ･さとし＞

キロ）、人口密度が八、三一四人／脳で
1963年兵庫県生まれ。東京大学教養学部
教養学科卒。東京大学大学院理学系研究
科地理学専攻修了。1989年より1992年ま
でベルリン自由大学留学。1992年より国
立社会保障・人口問題研究所（旧厚生省
人ロ問題研究所）厚生技官。1997年より
同研究所人ロ構造研究部第２室長。バン

らの農業世帯が混在している。

◆都市中間層の台頭
近年、バンコクでは都市中間層と坪
写真１バンコクの郊外住宅地(バンケン区)、手前は住宅業者が造成した児童公園

ばれる人々が注目され

ている。中間層育成の
重要性はタイでも一九
六○年代初頭のサリッ

ト政権下にすでに指摘
されていたが、実際に
ある程度のボリューム
の中間層が誕生したの

は一九八○年代に入っ
てからである。とくに

一九八五年のプラザ合
意を受けて、日本をは
じめとする海外からの

直接投資やタイ企業の

輸出の急増した一九八
○年代末以降、ホワイ

しをしているのか。彼らは高学歴のホ

新しい都市中間層はどのような暮ら

前は都心部にしかなかったデパートが郊
れに呼応するように、かって水田など

ワイトカラーで、郊外に購入した住宅

トカラーのサラリーマン層、いわゆる

が広がっていたバンコクの郊外地域に

外に多数建設されるようになった。

住宅開発が急速に展開し、さらに、以

都市中間層が急増している。また、そ

写真２中間層向けの高級品中心品揃えの郊外ショッピングモール(バンケン区）
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五円）と言われている。

約一万五千パーツ以上二パーツは約

によって定義しようとする場合、月収

イメ１ジであろう。都市中間層を収入

このあたりが、都市中間層の典型的な

を享受し、土地や株にも関心を示す。

グ。モールへ買い物に行き、消費生活

くつも入った巨大な郊外型ショッピン

規模な駐車場を完備し、デパートがい

間かけて通勤する。また、休日は、大

に居住し、自家用車で渋滞の中を長時

いる人も多いと言われている。

現在では住宅や車のローンに苦しんで

九九○年代に入ってバブルが崩壊し、

入するのが流行した。だが、タイも一

一般の人にも土地や住宅をｐ１ンで購

・サブーなる言葉も登場したほどで、

済を意味するセータキット・フォーン

土地投機が行われ、タイ語のバブル経

末からの経済成長のなかで実体のない

信仰は強くなかったが、一九八○年代

もともとタイでは曰本のように土地

ており、上述の中間層の条件の月収約

パーツ、妻は一三、○○八バーツとな

業している夫の平均が一六、二五○

はり専門職・管理職である。月収は就

が、仕事をしている妻の三分の一はや

ある。妻は約四割は仕事をしていない

業も夫の四割以上は専門職・管理職で

約四割、妻の約三割とかなり高く、職

る。学歴は大学以上の高等教育が夫の

割、妻の約四分の一がバンコクであ

末子を生んでいる。出生地は夫の三

一万五千バーツ以上と近い数字になっ

ている。

宅地域である。

に、バンコク北東部の典型的な郊外住

た。バンヶン区は図２で示されるよう

から約千世帯を無作為抽出して行っ

帯を母集団（約五万世帯）として、そこ

はパンヶン区（図ｌのｕ）で、区の全世

ケート調査の結果を紹介したい。調査

実施したバンコク郊外居住者のアン

ここでは、一九九四年秋に筆者らが

・二歳で学校を終え、二一一一・五歳で初

の子どもが生まれる。妻の場合、一七

で第一子が生まれ、三四・○歳で最後

卒業し、一一七・三歳で初婚、一一八・九歳

コースは、’九二歳で最後の学校を

時の平均年齢から再現した夫のライフ

である。さらに、ライフイベント経験

は一七・五年、平均出生児数は二・○七

四一・○歳であり、平均結婚持続期間

た。夫の平均年齢は四四・八歳、妻は

（二一世帯）に分類することができ

層（二八九世帯）、バンコク地付き層

中間層（三七一世帯）、地方出身労働者

帯のグルーピングを試みた結果、都市

月収、出生児数等に基づいて、調査世

出生地、現住居への転入時期、学歴、

ケートの回答のうち夫に関する年齢、

なども含まれている。そこで、アン

農家世帯や、運河沿いのスラム居住者

都市化以前から同区に居住していた旧

全居住世帯より無作為抽出したため、

さて、このサンプルはバンケン区の

対象世帯のうち、単身世帯等を除い

婚、二五・○歳で第一子、一一一○・一一一歳で

◆アンケート調査からみた都一巾中間層の暮らし

た夫婦のいる世帯は七七一世帯になっ
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た。都市中間層は学歴、月収が高く、

で、いずれも調査

このなかの、都市中間層に属する三

地付き層の三・四

・五一、バンコク

出身労働者層の二

世帯の平均を大き

七一世帯についてもう少し詳しく検討

二と比較して明ら

く上回る。平均出

してみよう。都市中間層は三グループ

かに低い出生水準

地方出身労働者層は相対的に低学歴、

のなかでは年齢が若く、夫妻の平均年

である。夫婦の学

低収入であり、バンコク以外の出身で

齢はそれぞれ三八・六歳、三五・四歳で

歴が高いほど出生

生児数は一・四一

ある。約八割は持ち家に住んでおり、

児数が少なくなっ

ある。バンコク地付き層は、古くから

出生地は夫の四割、妻の三割がバンコ

ている。ライフイ

であり、年齢が相

クである。最終学歴は夫の六割、妻の

ベント時の平均年

のバンケン区居住層が多く、収入、学

五割が高等教育を終えている。この分

齢は、学校卒業時

対的に低いことを

類は夫のデータに基づいているが、高

が夫二一・四歳、

考慮しても、地方

学歴の夫の妻も多くの場合高学歴であ

妻一九・七歳、初

歴は低いが居住期間が長い。また、出

ることがわかる。また、妻の就業率は

生児数が多く、世帯規模が大きい。

六割を超えている。調査世帯全体の妻

も高いと言えるだろう。さらに、就業

世帯の妻は学歴が高く、そして就業率

る。第一子出生時の妻の就業率は約七

時が二九・七歳、二七・○歳となってい

歳、妻二四・七歳であり、第一子出生

等に育児を分担」との回答も二六％に

が育児」が多い（七一％）が、「夫婦で平

妻が就業していない場合は、「主に妻

たかという質問には、第一子出生時に

婚時は夫二七・八

している夫と妻の月収はそれぞれ二

割である。第一子の育児は主に誰がし

所。こうした住宅地の入ロには必ずといってよいほど警備貝が常駐している。

○、七一九バーツ、一五、五九一バーツ

の就業率が約四割なので、都市中間層

写真３バンコクの郊外住宅地(バンケン区)、写真２ほど高級でない。手前は警備員詰

3８

バンコクの都市中間層の暮らし

蕊謀議輝一誌滞◆おわりに

この場合の妻の就業率は約九割となっ

ない夫婦が全体の二割に達しており、

一％となっている。また、子どものい

％、「主にベビーシッターが育児」が一

「夫婦どちらかの親が主に育児」が二四

似ている。ただし、子育てに関しては

住宅地で暮らす人々のものと驚くほど

生活や抱える問題の多くは東京の郊外

いただけたならば幸いである。彼らの

の一端をこの調査結果から読みとって

会のないバンコクの郊外地域での生活

観光旅行や出張ではあまりふれる機

に、郊外の暮らしやすさが交通の問題

あろう。アンケート結果にみるよう

用車による通勤もますます増加するで

郊外の住宅開発は続くだろうし、自家

か大変そうな暮らしではある。今後も

ると言えばそうなのだろうが、なかな

族も多いという話であり、適応力があ

し、さらに朝食も車内でとっている家

「夫婦で平等に育児を分担」が二七％、

ている。

バンコクの夫のほうが協力的なようで

と大きく関わっている現状を考えれ

次に都市中間層の通勤についてみる

ある。

ことへの不満の表れであると思われ

さ、とくに距離の割に所要時間が長い

定的評価が多く、これは通勤時間の長

いる。しかし、交通の便については否

広さにもおおむね肯定的な評価をして

学の便であり、自然環境や居住空間の

の人間関係、買い物の便、子どもの通

は、肯定的な回答が多かったのは地域

の住環境に対する評価に関する質問で

ロ、通勤時間は約六○分である。現在

距離は夫と妻でほぼ等しく、約二○キ

通勤している。またその勤務先までの

勤、子どもは通学のため一家で車に乗

いる。また、毎日、早朝に夫婦は出

フードショップが郊外地域に進出して

コンビニエンス・ストアやファースト

らをターゲットにした二四時間営業の

該当しそうな人たちであり、実際に彼

に居住する都市中間層はまさにそれに

摘されている。ここで取り上げた郊外

食事のとり方が変化していることが指

とによって家族の人間関係や家族での

家族と過ごす時間が短くなり、そのこ

る長時間通勤のため、バンコク市民は

いっこうに解決しない一父通渋滞によ

ある。

急に実施されることを望みたいもので

ば、当局の効果的な交通網の整備が早

と、夫、妻ともに約半数は自家用車で

る。

り込み、車内でひげを剃り、化粧を
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/997年５月Ｉ～４日／南アフリカ国･ケープタウン／南アフリカ国会議事堂
「人ロと開発に関するアフリカ・アラブ議

員フォーラム（ＦＡＡＰＰＤとが五月一日か

ら四日間、南アフリカ国・ケープタウンの南

アフリカ国会議事堂で開かれた同フォーラム

設立のための第一回総会で正式に発足した。

同フォーラムは一九九四年、エジプト・カ

イロで開かれた「国際人ロ開発議員会議（－Ｃ

ＰＰＤごで、「人ロと開発に関するアジア議

員フォーラム（ＡＦＰＰＤとが地球規模の人

ロ・開発問題を解決する上で、アフリカ・ア

ラブ地域の役割が極めて大きい、との判断か

ら同地域の国会議員に呼びかけ、発足に漕ぎ

つけたものである。

同フォーラムは世界の人ロと開発に関する

国会議員フォーラムの地域議連としては「人

口と開発に関するアジア議員フォーラム（Ａ

ＦＰＰＤごと「アメリカ地域人口開発議員グ

ループ（－ＡＰＧ）」に次いで三番目のグルー

プとなった。

発足にあたって、ＡＦＰＰＤから提唱者の

桜井新議長（日本・衆議院議員・自民）が出席

して、全面的に今後の活動について協力した

いと激励した。

ケープルタウン宣言、参加国、新役員は次

の通り。

役員名
議

長 :ＭｎＫａＭｏｕｓｔａｐｈａ

（

副議長 :Ｍｓ,AminaMahmoudEl-Guindi （
Mr．ＴondoGilbert

(コンゴ）（中央アフリカ地域代表）

MSTheresaAbdullah

(ガーナ）（西アフリカ地域代表）
(南アフリカ）（南アフリカ地域代表）

Dr・MantoTshabalala

事務総長 :Ｍｒ・SamirHabashna

(ヨルダン）（アラブ地域代表）

副事務総長 ：Ｍｒ、ＬｏｒｕｍｕｓＢｕｎｄｈｏｏ

(モーリシャス）（インド洋地域代表）

財務 ：Ｄｒ．ｎＭ.Mutesasira

(ウガンダ）（中央アフリカ地域代表）

財務補佐 ：ＭｓＨｏｕｄａＫａｎｏｕｎ

(チュニジア）（北アフリカ地域代表）

参加国
ザンビア、中央アフリカ共和国、ギニア、ベニン、コンゴ共和国、セネガル、モーリ
シャス島、サントメ・プリンシペ、ケニア、ガーナ、ヨルダン、スワジランド、チュ
ニジア、トーゴ、レバノン、パレスチナ、エチオピア、ジンバブエ、エジプト、南ア
フリカ、ウガンダ、ガボン、セイシェル、コートジボアール、ニジェール、ブルキナ
・ファソ、

モーリシャス、マラウィ、ザイール、タンザニアおよびブルンジ

ｲ０

ｌｌＪｱjプリ■力十J.＝

アフリカ統一機構（ＯＡＵ）、人口と

開発に関するアジア議員フォーラム

国二六ヶ国の議会を代表する国会議員

る一六ヶ国を含むアフリカ・アラブ諸

する国会議員グループ／委員会を擁す

私たち各国超党派の人口と開発に関

南アフリカ国国会議事堂

南アフリカ国・ケープタウン

一九九七年五月一日から四日

憲章案が承認され、（カイロで勧告さ

定に基づき、開催された大会によって

設立を行なう事が決定された。この決

発の国会議員の永続的なメカニズムの

題を監視し、評価するために人口と開

章を制定し、この地域の人口・開発問

き、運営委員会を指名し、暫定的な憲

によって決定された意思決定に基づ

バイスに対して感謝する。

委員会に寄せられた支援と激励、アド

下さった、フォーラム設立までに運営

開発分野でデンマーク政府が行なって

機関および二国間援助国、特に人口・

界委員会（ＧＣＰＰＤ）、その他、国連

Ｒ）、人口と開発に関する国会議員世

計画連盟アフリカ支部（ＩＰＰＦＡ

発議員グループ（ＩＡＰＧ）、国際家族

（ＡＦＰＰＤ）、アメリカ地域人口・開

および、人口と開発に関する各国グ

れた議員フォーラムを）公に、そして

ＦＡＡＰＰＤ・ケープタウン責一一一一戸

ループ／委員会を形成途中の三二ヶ国

正式に永続的な機関として活動を開始

なった価値あるご努力に対する満足を

会および南アフリカ組織委員会が行

この会議を組織する上で、運営委員

の議会代表が一九九七年五月一日から

することとなった。

人口と開発に関するアフリカ・アラ

四日、南アフリカ国ケープタウンに集っ
た。

をケープタウンで開催する上で、南ア

マール博士、南アフリカ国福祉・人口

南アフリカ国法務大臣ドゥラ・オ

特に注記する。

の「人口と開発に関するカイロ宣言」、

フリカ国国会、政府、人民のご貢献に

・開発大臣ゼラルディーン・フラサー

ブ国会議員フォーラム第一回設立大会

特に行動の呼びかけ、中でも、「各地

注目し、会議のための卓越した準備と

国際人口開発議員会議（ＩＣＰＰＤ）

方、各国、地域、地球レベルにおける

ｌモレヶティー氏の会議における挨拶

会議開催に際しての資金提供、ハラ

配慮と親切に感謝する。
を設立または強化する」、そしてダ

レ、アンマン、ケープタウンでの運営

－’九九七年五月一一一日ここに

人口と開発に関する国会議員の委員会
カール／ノゴールおよびアンマン宣言

委員会に、各国国内委員会設立に対し

に感謝する。

を再び確認する。

ケープタウン鐵言を採択したＩ

神的援助と激励に対し謝意を表す。

て国連人口基金が行なった資金的・精

カイロの国際人口開発議員会議にお

いてアフリカ・アラブ地域の国会議員

“

、行動の呼びかけ

二、各国議員グループおよび委

⑥私達は各国グループまたは委員会

員会の形成

たちの役割から、人口と開発に関す

が未成立の国に各国グループまたは

㈲国民から選ばれた代表としての私
るアフリカ・アラブ議員フォーラム

委員会を設立するように促す。

三、人ロ学的な傾向と健康

の憲章を採択し公式に発足した。ア
フリカ・アラブ地域の国会議員に
ケープタウン宣言を選挙区で国会

で、そして各国で実行に移すように

族計画、性行動における健康をふく

タウン宣言は国会議員に対し特に家

位を心に留めるようにする。ケープ

⑪社会における国会議員の特別な地

グループでも緊急に行動を起こすよ

を改善するために各個人でもそして

ロダクテイブ・ヘルスと貧困の撲滅

婦と乳児死亡、思春期と青年のリプ

的な趨勢と健康の状態、とくに妊産

仰私たちは国会議員が現在の人口学

む、国際人口開発会議の目標およ

う呼びかける。

呼びかける。

び、性の平等と公正、女性のエンパ
ワーメント中でも声無き声の代弁者

として政府に発言をおこなう、より

五、家族計画と性行動に関する

健康を含むリプロダクテイブ

・ヘルスを促進する上での国

会議員の責任

③国会議員がその重要な地位を、特

にそれらが普及していないグループ

と地域におけるリプロダクテイブ・

ヘルスの情報とサービスの改善に使

うよう要請する。

六、人ロ動態、社会・経済・文

化的要因

⑥人口動態と法的、政治的、文化的

そして社会Ｉ経済的要因の間には疑

うべくも無い密接な連係が存在して

いることを国会議員が理解するよう

進し、国際人口開発会議および第四

政府に対して実施するよう働き掛ける

して国際人口開発会議行動計画を各国

③私達は各国グループ／委員会に対

ために必要となる環境を促進するた

ビスの質の向上を効果的に準備する

ロダクテイブ・ヘルスの情報とサー

⑪社会ｌ経済政策を再検討し、リプ

要請する。

回世界女性会議の議題を前進させる

ための行動計画を制定するよう呼びか

めの立法を行なうよう国会議員に呼

四、各国の行動計画

上で同じような目的を持って活動し

ける。

良い政策を実施するための行動を促

ているパートナーとの連携と信頼と

びかける。

を構築する、これらのことを擁護す
るように求める。

#２

アフリカ・アラブ国会議員フォーラムが発足

ＡｌＰＤ〆Ａ・雪

ロ昨只懸

にケ

口の岼咽Ⅲ

曰Ｉ『田

○零入のふ⑰Ｚ露

ｕ勿六（）シ花カニトロ冷

涌制叫弐式ｈク

ピヨ」＋まク「陛句Ｖこ］脇

勿簡題を右

閾など多く、

四十”る地球’上勿股、ｂ一璽妥な課顧

微睡（の閲

皿灯下己や一程１野

ｕ，叩回顧

、ロ士籾澁鍔制

】１円巴

ｕ問題では曝発的に人口の増加

にグ

の人口はこの急増

十究川』躬刎Ⅱハロｕ｝、『八ｍ

Ｚ

七、人口・開発に関連する諸機
関との連携
仰国内グループ／委員会が人口と開

発問題の解決を図るために働いてい
るＮＧＯや国連人口基金、その他の

他国間機関と密接に協力して働くよ
うに要請する。

ｙ△

脚二ｒｄ門汐０Ｊ〃しｎ入何。

空蚕・螺雄寺凸【叩則烟哩ＪＵ歴

山０【】卜「ユロハ

封閉叫伏寸

ワ

八、コミットメント
回私たちアフリカとアラブの国会議
員は国際人口開発会議行動計画の実

施に向けて自らコミット（深く関わ
り）し、さらにリプロダクテイブ・

ヘルスと家族計画プログラムそして
また資源の動員を促進するために同
僚国会議員をこの活動に引き入れ、
ＦＡＡＰＰＤを通してこれらの目標
を達成するために、深く関わる。

ｲ３

ZP
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●アジア開銀リポート，，……・弱

●中国食糧生産５億トン突破…田

●”働く子供”二億五千万人…顕

●子供最低の一九五二万人…別

●温暖化で．〆まずくなる…副

●少子化、国の対策範囲は…印

●初の加藤シヅエ賞２団体…伯

●地球環境保護の長い道程…仰

●ＯＤＡの改革を提言………叩

●０，４中期目標は”撤廃”…妬

●円安でＯＤＡ実紙妬％減…妬

●中国国土の４割酸性雨禍…妬

●年金負担感増に見直し案…“

●少子化傾向続く……………別

●高齢者人ロ、子供上回る…印

●ＯＤＡ、日本６年世界一…園

●中国が地球環境に本腰……ｍ

●妊産婦死亡めぐり議論……団

●「ピル」今秋にも解禁……印

●国連へ「人道局」解体も……印

●モルディブがごみに沈む…弱

●高齢化地域人口減も加速…閉

●妊婦八年卵万５千人死亡…昭

●働誉手皿人で高齢ｊ人養…印

●社会保障費に上限制………躯

●中国全土の幻％が荒漠化…砧

●中国余剰労働二二○○万…記

●消費大国日本を点検………卵

に功うすふぉｌらむ

民年金）に加えて、サラリーマン
には給与に比例する厚生年金を上

見直す動きが出始めた。公的年金

は全国民に共通する基礎年金（国

入したと仮定すると、本人と配偶

十三万円すべてを公的年金として

的年金の最終的な保険料率を従来
よりも四・五ポイント高い三四・三

厚生省が新人口推計に基づく公

負担感増に次々見直し案

％と見直したことは、超高齢化社

乗せしているが、二日に三塚博蔵

基礎部分限定や民営化

会に向けた国民や企業の負担感が

相は公的年金は基礎部分に限定す

けとする提案をまとめている。

者の分の基礎年金と厚生年金部分

給付するのではなく、基礎年金部
分以外は企業年金などとして民間
に任せる案だ。こうすれば公的年

●中国の旧％砂漠Ｉ初謂査…別

基礎年金は制度に四十年間加入
して満額を受け取ったとして月額

円になる。

ども浮上している。

金部分に限定すべきだとの意見な
公的年金の保険料負担が急速に

六万五千四百五十八円。標準的な

経団連などの考え方は、この二

を合わせて年金月額は約二十三万

重くなるのを避けるため、九九年

サラリーマンが四十年間制度に加

金保険料は大幅に引き下げること
の改正へ向け年金制度を抜本的に

し、公的年金としては基礎年金だ

●ＯＤＡ卵年予算旧％削減…別

ますます高まることを改めて示す

る考えを明言。経団連や厚生年金
連合会なども厚生年金を民営化

柾じ
結果となった。負担軽減のために
は、年金給付水準を引き下げざる
を得ず、公的年金は定額の基礎年

歴証

“

昨年発表された九五年の中国の

た。調査報告はさらに、酸性雨が

ることが決まっているが、この支

二○二○年まで拡大傾向にあると

ある。

九九年に予定される次期年金制

このほか、現行制度では現役世

予測、総合的な酸性雨対策を提案

ができる。

ただ、問題も多い。基礎年金だ
直しのほか、一定収入以上の高齢

代の賃金の伸び率に応じて五年に

している。

環境公報では、酸性雨の降雨地域

けでは老後の生活保障としては不
安な場合、企業年金を完備してい
者に対する年金給付制限が検討課

一度、年金額も増やしているが、

は、国土の三○％以上とされてい

ない中小企業の従業員は独自に民

この仕組みを廃止して給付を抑え

となども検討課題となりそうだ。

間の年金保険に加入する必要が出
題として挙がっている。厚生年金

る案もある。

給開始年齢をさらに引き上げるこ

てくる。国に保険料を払わなくな

は九四年の制度改革で二○一三年
度までに満額支給開始年齢を現行

5.0人4,0入2.8人2.3人２．３ 人
(厚生捨椎冨十）

東部沿海地区に
日韓が悪影響？

度改革に向けては、制度の抜本見

るだけで、私的な保険料負担は変

の六十歳から六十五歳に引き上げ

000２０１０２０虻
1995年度２０００２０１０２０２０２０２５

ほど、大気汚染に伴う酸性雨が降
る地域が急速に拡大し、すでに、

部の沿海地区の酸性雨は、日本や

受け、農作物に三十七億元の損害

雨のため、農地一千万鯵が影響を

江蘇、斯江など七つの省で、酸性

としか回答しなかった。

し、国際的な慣例で答えられない

しかし、本紙の問い合わせに対

も行っている。国家環境保護局は

側の受け止め方とは全く逆の指摘

韓国の影響を受けていると、日本

を与えた。森林百二十八万鯵にも

（読売新聞一九九七・四・四）

損害を与え、直接的な木材生産の
損失は六億元、森林への生態的な
損失は五十四億元にも上っている。

ＯＤＡ実績三五％減

とが、国家環境保護局などの共同

約十五円）の損失を与えているこ

および森林に九十七億元（｜元は

の深刻な沿海地域だけでも、農地

まった。前年を下回るのは八九年

り三五％減の約九十六億㎡にとど

ＤＡ）実績（ドル表示）は、前年よ

年の日本の政府の途上国援助（Ｏ

外務省が七日発表した一九九六

界一だったが、外務省は円安とＯ

年まで五年続けてＯＤＡ実績で世

く減ったのが響いた。日本は九五

り、ドル表示が円表示以上に大き

て一㎡当たり約一五円も円安にな

加え、円ドル相場が九五年に比べ

ｒ１１大幅円安響く‐」

調査で明らかになった、と伝え

以来七年ぶり。国際機関への出資

ＤＡ予算の抑制が続くようなら、

た。

額が七割強減るという特殊要因に

中国の全土の四○％に達し、被害

一方、同紙の報道は、中国の東

わらない可能性がある。制度を切

（日本経済新聞一九九七・四・四）

り換える際に、すでに厚生年金を

国士の４割
酸性雨禍

【北京３日Ⅱ高井潔司】中国の環
境問題専門紙「中国環境報」はこの

■■厨

同紙によると、中部沿海地域の

ｲ５

受けている高齢者のために保険料

；

加
入
者

正麺

を払いながら、自分のための保険

■■ﾆｰｰ￣.＝９Ｆ￣＝ＱＩＰニーーーニ■￣二口■■守－勺■ロ

料も払わなければならない恐れも
同エェ亜皿、￣定＝陪正■幻■顯巫忠狛
1ｍ■＝て域ｑＲｐｚ届亜迅冒却2F■、
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近い将来、日本が世界一の援助国
から滑り落ちる可能性もあると
いっている。

九六年の実績の円表示は前年比
二四・八％減の一兆四百二十五億
円。国際貢献をはかる指標として

1988年８９９０９１９２９３９４９５９６
０

従来のような「ばらまき型援助」

由だ。しかし、財政再建を優先す

出減など、特別な要因が重なった
ことが、今回の大幅減の直接の理

れる。「量」の面で転換点に当たっ

かという戦略の組み立てが求めら

な分野と対象に援助の柱を置くの

が許されるわけはなく、どのよう

資が減るという特殊要因が響いて
ＯＤＡ事業費が九年ぶりに前年よ

る橋本政権は、ＯＤＡについても

円安効果と国際機関への資金拠

り減少、さらに円借款の返済額が

公共事業や防衛費と同様、聖域視

のか、じっくりと考える必要があ

質の良いＯＤＡとはどんなものな

年は円安に加え、国際機関への出

前年より九百五十億円も増えたた
め、支出と返済の差でみる実績額

しない方針を示している。今後の

が強い。

く左右されるとしても、傾向とし
ては低い伸びや減少が続く可能性

る。

間資金の積極的受け入れを進めて

るとの批判もある。途上国側も民

ＯＤＡが海外で既得権益化してい

に総額七百億’七百五十億がの第
五次目標は達成困難な状況だし、

（朝日新聞一九九七・四・八）

ている今こそ、日本も被援助国も

が大きく落ち込んだ。

ドル表示の実績額は円相場に大き

績で、米国は○・一％台だが、ド
イツは○・三％台、フランスは○・

先進国のＧＮＰ比率は九五年実

五％台。○・二％ぎりぎりまで低
下した日本との差はさらに開きそ
うだ。九六年の各国別の順位は六
月にも、経済協力開発機構（ＯＥ
ＣＤ）の開発援助委員会（ＤＡＣ）
から発表される。

さらに省庁再編論議のなかで、

いる。

外務・通産・大蔵・経済企画の四

「額」より「質」
迫られる転換

政府は先進国が政府機関を通じ

省庁が案件を決める方式の見直し

《解説》政府の途上国援助（ＯＤ
Ａ）予算の伸び率はここ数年、低

て開発途上国や国際機関に実施す
る政府開発援助（ＯＤＡ）の第五次

（産経新聞一九九七・四・十六）

が求められている。

る。ＯＤＡは「量から質への転換」

直しも俎上（そじよう）に載せてい

論や、ＯＤＡと関係の深い日本輸
出入銀行など政府系金融機関の見
下していたにもかかわらず、円高

「ＯＤＡは国益を守る貴重な外交

中期目標が九年末で終了するのを

手段」と主張するが、円安を背景

ドル安傾向に助けられ、ドル表示

大きさを強みとして途上国などに
アピールしてきた日本の援助政策

機に、中期目標を撤廃する方針。
外務省は七年のＯＤＡ実績が百
四十五億㎡と平成三年から世界一
の水準を維持していることから、

も、転換を迫られることになる。

の実績は膨らんできた。昨年の大
きな落ち込みは、円安で実体が一
気に表面化したともいえる。額の

撤廃の方向

使われる対国民総生産（ＧＮＰ）比
率も○・一二％と、七九年以来維

５０

中期目標は

た。

２００

困國■

持してきた○・三％前後から大き
く低下、七七年以来最低になっ
ＯＤＡの実績額は、ＯＤＡ予算

の拡充に、円高の追い風もあっ
て、九五年には過去最高の約百四

十七億㎡になった。しかし、九六

1００

lIlIIIIlI
１５０

◆日本のODAの推移
(億Ｍ

“

経団連は十五日、政府開発援助

う求めている。また、ＯＤＡの次

行体制を一元化して効率化するよ

さらに先になると予測されてい

ば、オゾンの状態が元に戻るのは

正で低レベルの放射性廃棄物も禁

るロンドン条約が成立。鋼年の改

准を表明している。

廃棄物を投棄していたロシアも批

止された。北海や日本海に放射性

◆地球温暖化◆

る。

期中期目標に関して、「金額目標

が設定されると、その達成が最優
先されてしまう」として、金額目

◆有窒自廃棄物の越境移動◆
で２度前後上がると予測される。

有害廃棄物を輸出する場合、輸

地球の平抱気温は今後１００年

る。意見書は、援助予算に関し

蛇年の地球サミットで署名された

標は設定すべきではないとしてい

て、過去の実績にとらわれない抜

気候変動枠組み条約で、先進国

の改正で、先進国から途上国への

本的な見直しの必要性を強調して

有害廃棄物の輸出を躯年以降禁止

バーゼル条約が躯年に発効。蛎年
レベルに戻す努力目標を課した

入国へ事前に通告して承認を得る

が、日本を含め多くが達成できそ

回収目的」を理由にした輸出も禁

することを決めた。「金属などの

に２００年のＣＯ２排出を帥年

いる。

（読売新聞一九九七・四・十六）

うにない。皿月に京都で開かれる

◆森林減少◆

止。

会議で拘束力のある削減目標をつ
くる予定だが、交渉は難航してい
る。

一イロで開かれた地球サミット一改正し、規制を強化した。先進国

一八つの問題がある。一九九二一モントリオール議定書を１９８
－年にブラジル・リオデジャネー７年に採択。加年と肥年に大幅

の酸性雨が降っていると警告。各

でも生態系に影響を与えるレベル

「酸性雨対策検討会」は今月、日本

大気汚染条約ができた。環境庁の

ね年、欧州を中心に長距離越境

年代の平均よりｕ・６％少なく、

０平方獣ずつ減少した。これは帥

森林は１年当たり平均田万７００

の発表では、釦ｌ妬年に途上国の

を採択。国連食糧農業機関の３月

続的運営を求める「森林原則声明」

地球サミットで森林の保護と持

一以降も、対策と破壊が同時に一はうロン生産を妬年に全廃、途上

国共同の東アジア酸性雨モニタリ

減少速度は鈍化した。

◆酸性雨◆

一進んでいる。それぞれの対策一国も２０００年に全廃する。現在

ングネットワークが来年、試仔晶叩

一はどう効霧上げ、何が原因一は代替フロンと途上国の規制強化

犯年廃塞街の溶唾件投棄を規制す

に署名。遺伝子改変生物による生

地球サミットで生物多様性条約

◆生物多様性の減少◆

に始まる。

ｘ濃の讓攪オゾン層簔一によるオゾン減少は極地方から中

薦霊笙患にまとめた．一高緯度地方に拡大・南極の

◆海洋汚染◆

一でっ字いているのか．霧と一が課題。ただ、放出済みのフロン

一地球環境には大きく分けて一◆オゾン層破壊◆

園地球胤蝋蕊鋤繊鵡認

て「国際協力庁（仮称苣を設置し、
現在の省庁別のタテ割りによる執

（ＯＤＡ）改革の意見書を発表し
た。新たにＯＤＡの執行機関とし

執行機関の
経団連が
改革を提言

Ｆ１‐１１１１‐１１‐ｌ‐‐１１１‐‐」オゾンホールの消失は来世紀半

ｲ７

Ⅲ翅

にゅうすふぉ－らむ

態系への影響に関する議定書を策
定することが決まった以外、進展
は少ない。途上国は、途上国の生

物から先進国が得た薬品などの特
許権を移転することを強く求めて
いる。

◆砂漠化◆
世界では３６００万平方欲が砂

漠化の影響を受け、さらに拡大し
ている。弘年に成立、昨年皿月に
発効した砂漠化防止条約は、完全
な砂漠ではなく、降水量の変化や
過剰放牧で砂漠化しそうな土地が
対策の対象。資金調達など課題が
多い。

るのは、規制対象が限られている

るワシントン条約がある。共通す

物の輸出入を規制するバーゼル条
約③希少生物の貿易取引を規制す

口朋艫轤神璽薊割
地球環境保護のための条約、国
際取り決めで、有効に機能してい
る代表例として①オゾン層保護の
モントリオール議定書②有害廃棄

こと、対象物質などの貿易を規制
する仕組みが効果的なことだ。
モントリオール議定書の場合、
オゾン層を破壊する主な物質であ
る特定フロン類のメーカーは、一
九八六年から九五年までに世界で
約二十五社（環境保護団体グリー
ンピース調査）だった。この「蛇
口」を閉めれば生産は停止できる。
議定書に参加した方がフロンを
無秩序に使用するよりたやすい、
と思わせる工夫もあった。

議定書の締約国と非締約国の間
でフロンやフロンが入った製品の
輸出入を原則的に禁止することを

前提に、①加盟しなければ工場で
使うフロンや冷蔵庫が輸入できな
くなる②加盟すればいずれは規制
に参加しなければならないが、猶
予期間は輸入でき、脱フロン事業
への援助を受けることができる、
という内容。これが多くの途上国
の参加を促した。
英王立国際問題研究所のダンヵ
ン・ブラック研究員も「加盟の動

機は途上国の脱フロン事業への援
助と貿易規制だった」と言う。
温暖化防止もこれと同様の仕組
みを目指している。まず大まかな

枠組み条約をつくり、具体策は議
定書で定める。先進国が先に規制
を始め、猶予期間後に途上国が続
く。途上国の対策費は先進国が負
担する。規制強化は議定書改定で
進めるｌという手順だ．
しかし、二酸化炭素（ＣＯ２）の

排出源は工場、自動車、家庭など
広い分野に及び、「蛇口」は無数に
ある。フロンのように生産を停止
するのは不可能で、厳しい規制は
経済活動にも大打撃を与える。フ

ロン規制のリーダーだった米国が消

極的なのもこのためだ。ＣＯ，抑制

への援助Ｑ脱フロンとは比較にな
らない巨額な資金が必要になる。
いちばんの難問は取り決めを守

らせる手段だ。岩手大人文社会科
学部の磯崎博司・助教授は「貿易
規制はなじまない。分野ごとの進
み具合を頻繁に報告させて、目標
を守らなかった場合は制裁金を科
すしかないだろう」という。
従来の環境条約にはない制裁金

を科すことができるかどうか。気
候変動枠組み条約（温暖化防止条

約）事務局のヤノシュ・パストー

さんは「まず削減目標の入った議
定書を採択、温暖化防止の仕組み
を動かすのが先決」と話している。

４８

資金不足など未解決
Ｉ上 国問題

にすぎない」魚』銀）とい壱Ｚ米国な

途上国の主張で、オゾン層保護

ど、約東升藻》滞納している国も穆亀

女のスペース｡おん

えるのは確実Ⅱグラフ。

とえば温暖化では、人口爆発、経
済発展に伴ってＣＯ２の排出が増

かっているのが途上国問題だ。た

必要な資金を贈与したり、低利で

で構成する評議会でこれを検討、

事業計画を提出、資金拠出国など

途上国はこれら三機関を通して

で、九四年から｝Ｌ式に灌誘蟄洋始めた。

同管理する地球環培童餉坊援助制度

上国は九七年から三年間に八’十

オール議定書の締約国会議で、途

不足は深刻で、昨年のモントリ

調の大きな進展といえるが、資金

は途上国と先進国が同数。南北協

基金を運営する執行委員会の委員

記念して、昨年設けられた「加

ニア、加藤シヅエさんの功績を

家族計画と女性運動のパイオ

;:】驚繍|篝

された。植林や希少

が温暖化対策に支出

象で、九六年では資金の六割近く
九六年では資金の六割近く

ンダⅢ」を途上国が実施するには

は、環境保護の行動計画「アジェ

停滞している。地球サミットで

先進国の途上国援助（ＯＤＡ）も

「ｓＯＳＨＩＲＥＮ」は、優生保

あった。

が選ばれ、東京都内で授賞式が

から」と、「女のスペース・おん」

様性、オゾン層保護の四分野が対
オゾン層保護の四分野が対

動物の保護などにも

ても、女性が自分の身体のことを

護法から昨年母体保護法に変わっ

テイブ・ライッ」は保障されな

かったとして、次の改正を目指し

自分で決める権利「リプロダク

たてた。だが、九五年のＯＤＡ総

を続けている。

足踏みしたままだ。

る」というアジェンダ皿の理想は

ることは、人類全体の利益にな

「資金と技術を途上国へ提供す

で相談などを続けてきた。今年三

ネットワーク事務所として、札幌

解決にかかわってきたグループの

や労働、性暴力などの女性問題の

「女のスペース・おん」は、家族

月、夫の暴力などに悩む女性の躯

（朝日新聞一九九七・四・二十一一一）

て各地の女性グループに情報提供

額は五百九十二億が、ＧＮＰ比
○・二七％に後退している。

（ＧＮＰ）比で○・一一一三％（九一一年）

年間約千二百五十億㎡の援助が必

し活用されている。

癖だが、途上国は先
螺進国主導の運営に根
蚫強い不満を持ってい
鍼る。事業計画が拠出

、

配額に応じた各国の投
り

孵票権で最終決定され
華るからだ。資金不足

十’八十億㎡が必要

以も深刻で、当初、四

といわれたが、拠出

の約束は約二十億が

から○・七％に拡大する目標を

要と試算、ＯＤＡを国民総生産

ｄｏ－ＢoＩＵ－－－Ｄ

如旧（億人）

Ｏ１２３４５６

貧困の克服や開発が優先され、

藤シヅエ賞」の初の受賞団体に、

:?繼繍聲鐘つ

温暖化や海洋汚染防止、生物多
唾化や海洋汚染防止、生物多

億がを求めたが、拠出国によって

ＳＯＳＨ１ＲＥＮ

融資したりする。

では「多国間基金」が設立された。

力lmIiｼﾂﾞｴ賞
に２団体

初の

「ＳＯＳＨｌＲＥＮ女のからだ

八つのテーマに大きくのしか

Ｚ函

五億四千万がに値切られた。

印印扣釦

‘，

環境には手が回らない現状を打開
するために設立されたのが「地球環
境ファシリティ」。世界鰻口と国運環
捨野訂両『国患建關塞杢訂画の三燐寵因か共

◆1995年と2025年の各#9域の［CO緋出■と人ﾛ予測

lこゅうすふお－らむ

が連携する場を作り出した。最近

られがちだった女性と、障害者と

清水嘉与子参院議員が座長となっ

で少子化対策についても検討し、

け込み寺（シェルター）が開かれ、
ボランティアのスタッフの訓練を

特徴は子育て経費の具体的な軽

て、この三月まとめた。

う場をつくり出す勤三が起きている

は、女性が地方から自力で、助け合

審査員の一人、東京家政大教授

始めている。

減策を挙げた点。児童手当の金額
・期間の思い切った見直し、保育

（朝日新聞一九九七・四・二十四）

が、『おん』はその代表格」と語った。

格的な議論を始める予定だ。

などもある。これを基に党内で本

育ての評価システムを組み込む案

費控除の新設、公的年金制度に子

サービス利用者への所得税の保育

の樋口恵子さんは『ＳＯＳＨＩＲ
ＥＮ』は、障害者は産みたくない

という形で障害者差別に加担させ

少子化、国の対策どこまで
一歩間違うと出産の強制に

関）では、二月から初めて少子化

課税求める強硬論も

月上旬、東京商工会議所が発表し
た「少子化対策」に関する提言は、
「人口減少社会対策基本法（仮称ど

問題を正面きって取り上げ、目

人口問題審議会（厚相の諮問機

は？」。急激な少子化の進行に、

の制定をはじめ、保育施設。サー

下、各界専門家からのヒアリング

「子の無い夫婦に税金をかけて

で語られ始めた。だが一歩誤る

出生率向上策の必要性があちこち

の最中だ。論点整理は六月ごろだ
中には、仕事と出産・育児の両

は避けたい模様。

臣官房政策課）と性急な方向付け

り口の議論にとどまる見通し」（大

と、戦時中の”産めよ増やせよ〃に

つながりかねない微妙な問題でも
ある。「出産」という個人的な領域

立を可能にする業績評価制度と

が、「少子化対策の是正など、入

に、国はどこまで踏み込めるの

厚生省の姿勢が慎重なのは、

軽々な出産誘導が人権問題に触れ
かねないばかりか、戦時体制下の

自民党内でも、すでに議論のた
たき台づくりは完了している。行

思想の出番はない。「国連でもす

さすがに現代では、”子宝報国〃

恐れさえあるからだ。

強引な人口増強政策を想起させる

政改革推進本部の規制緩和委員会

だ。

察での学習効果もうかがえそう

したあたり、提言に先立つ欧州視

婚外子の社会的な容認にまで言及

いった企業への要請も。事実婚や

すがに少子化への反応も早い。四

落と深刻に受け止める経済界、さ

対策基本法も浮上
若年労働力の急減、年金保険料
など企業の負担増、成長の先細り
……。少子化即「経済小国」への転

か。

案を並べたものだ。

ビスの拡充や育児休業・所得保障
期間の延長など合計十二点の具体

「児童手当の大幅引き上げを」

四回

でに一九七○年代、政府がこの分
野で政策を策定する場合も、強制

でなく説得と教育によるソフトな

手段であるべきとの線で合意ず

る女性の選択権をうたったりプロ

み。今では性や生殖の問題におけ

え方を無視できない」（岡崎陽一日

ダクティブ・ヘルス／ライッの考

本大学非常勤講師）。
だが自民党の規制緩和委では、

結構、強硬案も飛び交ったよう
だ。座長の清水議員が打ち明け
る。『自分は子供を産まず、他人
の産んだ子の負担で老後を楽に過
ごそうとの考え方はけしからん。
そんな女性には税金を課すべき

だ』なんて声も一部にはありま

す。他方には『まず男性が育児に
参加しなくては』という男性議員

もいますが」。

ペナルティーとは反対に、出産
を評価する積極策を訴える声は学
者の中にも出ている。自民党での
議論に影響を与えたと目される高
山憲之一橋大学教授もその一人。
規制緩和委の勉強会でも、年金制
度の中に出生手当や児童手当を組
み込む案などを披露している。九
九年の年金制度改革に向けた年金

5，

軽減がテーマになりそうだ。

も、子育て実践者への年金保険料

審議会（厚相の諮問機関）の議論で

方策として取り組むのではなく、

といえる。子を減らさないための

社会的に是正するのは正当な行為

がどこかで抑圧されているなら、

間にとってノーマルな欲求。それ

を放置したまま札束を積んでも、

な気配。しかし根っこにある問題

て、「論より実践」との声も出そう

少子化のピッチの速さに浮足立っ

議論はまだまだ続きそうだが、

公共財か私的財か

４月１日現在の全国の咀歳未満

ス五％Ｉプラス一○％の幅で変

少なかった前年を躯万人下回り、

勢調査開始（１９２０年）以来最も

の子供の数は１９５２万人で、国

化、夏には干天と大雨の日が増え

最低記録を更新したことが４日、

麦はどの地域でも減収となり、イ

味が落ちることが予想される。小

合も過去最低の咀・５％に落ち込

表した。総人口に占める子供の割

て実施している調査結果として発

明らかになった。皿年以来焔年

ンド、中国では二一○○年時点で

み、妬歳以上のお年寄りの割合

作物への影響も大きく、水稲は

が日本に与える影響をまとめた。

（咀・５％）に０．１ポイント差まで

連続で減少傾向が続いている。総

しろ改革すべきは企挫悉赴云であり、

一五％減少することが予想されて

小麦の収溌量がそれぞれ五五％、

務庁が毎年、こどもの日に先立っ

男性の労働時間こそ出産・育児の最

大気中の二酸化炭素（ＣＯＪ濃度
が二倍になると平均気温は一’

る。西日本では気温上昇により食

大の制約条件ではないか」とも。

る見通しで、少子化・高齢化が一

になった。同庁によると、今年中
人体への影響については、熱ス

おり、日本の食糧事情にも影響を

それによると、温暖化の原因と

段と進む現状が浮かび上がった。

二・五度上昇し、広範に影響が及

しているのかという根幹的な議論

なるＣＯ２の排出が現状のまま続

トレスによる死者が増加、特に六

にお年寄りの数が子供の数を上回

なくして語れない」と、小手先の

十五歳以上のお年寄りの死亡率が

齢別では、未就学の乳幼児（０～

減）、女子が９５２万人（同）。年

子が１０００万人（前年比旧万人

子供の数を男女別に見ると、男

くと、二十一世紀半ばにＣＯ２濃

（読売新聞一九九七・四・二五）

対策を戒めるのは正村公宏専修大

昇する。降水量は年平均でマイナ

上がる恐れがあるとしている。

及ぼすとみられる。

北日本で増収、西日本で減収とな

るという。

一九九七・四・二十四）

（日本経済新聞

（編集委員中村みゆき）

効果は期待簿だろう。

こうした経済支援を促す主張の

はないか」

果的に出生率改善につながるので

人権と自由な選択を保証する観点
から様々な制度改革を行えば、結

裏にあるのは、子供を「公共財」と
見る考え方。子を産むことが夫婦
ばかりか社会にも恩恵を及ぼすの
だから、社会もこれを支援すべき
というわけだ。

一方、島田晴雄慶応義塾大学教
授は「子供は私的財」との立場をと
る。先の人口間題審のヒアリング

でも「男女は愛情のために結婚
し、子を産むべきで、それ以上の強

総務庁調査

学教授だＣ

環境庁は二十四日、地球温暖化

子供の数一
最lHiの1952万人

ぶと警告している。

制はすべきでない」との持論を展開
した。少子化を憂えるなら「む

四回

「少子化問題は、我々がどんな
やり方で文明社会を維持しようと

温暖化が進
めばコメ
まずくなる

度は二倍になると予測。気温が上
がり、年平均では一’二・五度上

「非婚の傾向もあるにせよ、子
を産み育てたいとの気持ちは、人
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人。

適齢期に入り、０～２歳児の年齢
層だけは例外的に前年比２万人増
の３５９万人になった。しかし、

同庁は二時的な現象。少子化傾

なった。現在約１３００万人いる

力やレイプの標的にされやすく

【止野央絵】

難民の半分以上が旧歳未満の子供
で、精神的なケアの必要性が指摘

向に変化はない」とみている。

（毎日新聞一九九七・五・五）

中米、アフガニスタンなど多く

されている。

長倉洋海さんは、「子供は大人の

の紛争地を取材している写真家、

ｌ暴力隠買春の被害深刻

世界の鏡」という。困難の中で生
きる子供たちが放つ明るさ、強

〃働く子供“二億五千万人

代表）のだ。

に明文化した「児童の権利条約」が

を集めている。子供の権利を広範

めぐる問題は近年、国際的な関心

ら１億人いるとされる。

ルドレンは世界に３０００万人か

いていると訴えた。ストリートチ

展途上国では子供４人に１人が働

ユニセフの世界子供白書は、発

んだが、そうした子供たちが南北

さ、たくましさにひかれる長倉さ

府組織）の「アジア観光子ども一

地域別には１億５３００万人がア

発展途上国では５～以歳の児童２
億５０００万人が労働している。

り、海外での買春行為も本国

行った大人の処罰が厳しくな

国では未成年に性的行為を

性産業に入っている。欧米諸

（毎日新聞一九九七・五・五）

と語る。

格差や大人の思惑の犠牲者である
【生長恵理】

１９８９年、国連総会で採択さ

子供の性的搾取や人身売買

国際労働機関（ＩＬＯ）は昨年ｎ

ＰＡＴ）によると、アジアで

買春根絶キャンペーン」（ＥＣ｜

も深刻だ。国際ＮＧＯ（非政

月、児童労働の状況をまとめた報

１７５０万人が中南米。「もとも

民族紛争では、女性や子供

の法律で訴追できるよう法整

が戦闘に巻き込まれたり、暴

備を進めている。

として子供が求められている」（粟

と人口が多く、近年経済発展が著

野真造・国際子ども権利センター

しいアジアで、より安価な労働力

ジア、８０００万人がアフリカ、

年間１００万人以上の子供が

告書を発表した。それによると、

されていない。

れ、子供の人権尊重の推進力を生
んだが、子供をめぐる状況は改善

児童労働、性的搾取など子供を

函

５歳）が７１８万人、小学生の年
代（６～皿歳）が７８６万人、中学
生の年代（皿～以歳）が４４８万
子供の人口は第１次ベビーブー
ム（⑪～蛆年）をはさみ、戦前から
釦年代まで出生率が高く、総人口
に占める割合は釦％以上だった
が、的年には皿％にダウン。その

後第２次ベビーブーム（Ⅵ～測年）
でわずかに盛り返したが、万年以
降は減少に転じた。その後はなだ
らかな減少カーブを描き、朗年に
は、％を切った。

年

第２次ベピーブーム世代が出産

95年までは国勢謂査人口、９８年
以降は国立社会保障・人口問題
研究所の推計人口。９７年は、４
月１日現在、他は１０圏１日現在

罪

食糧生産、５億トン突破

り、トウモロコシ、小麦は国際相

するのはかなり難しそうだ。

つかない方法で農家の意欲を維持

中国は＋二億の人口を抱え、食

市場価格は買い入れ価格を下回
場の方が安くなり、輸出しにくい

九六年は三十ある省・直轄市・自

意欲が落ちることを警戒している。

る生産経費の削減を図ろ考え。し

後、肥料や農薬の値下げなどによ

激策を採りにくくなった政府は今

買い入れ価格引き上げという刺

相場の暴騰は避けられそう。

だったため、大量輸入による国際

影響を与えるが、九六年が豊作

糧の生産動向は国際相場に大きな

【北京４日Ⅱ鈴木暁彦】中国で一
九九六年に生産されたコメ、小
治区のうち、二十の地区が過去最高

かし、現金収入の増加に直接結び

状況になっている。

麦、トウモロコシなどの食糧は、
を更新した。国家統計局は今年四月

昨年の目標より４年早く

地方の報告を集計すると、五億少
初め、概算として前年に比べて五％
九六年の品種別の増産量は、概

算でコメが三、四百万少、小麦が
七、八百万少、トウモロコシが六、
七百万少とされている。
中国では集団制の人民公社が姿

は世界貿易量の路％に

る。特にトウモロコシ

日本に輸入されてい

農産物貿易量の８％が

農産物では、世界の

く消費している。

たり石油を年間１少近

算）を輸入し、１人当

７２７０万少（石油換

量の１割を超える３億

世界のエネルギー貿易

肥年現在で、日本は

てみた。

のか。データで点検し

消費大国。日本はどれだけの資源を使い環境に影響を与えている

囲磐恢瑁蕊餌ｗ稲總。

（朝日新聞一九九七・五・五）

を突破したことが明らかになっ

を消し、食糧生産は主に各農家の
ｋ食糧生産は主に各農家の

１９６０６５７０７５Ｂ０８５９０９４年度

増の四億九千万少と発表していた。

た。天候がよかったことと、作付
面積の増加が理由。九五年に続く
豊作のうえ、二○○○年の目標を
上回る過去最高の「超大豊作」だ。
だが、在庫急増によって市場価格
は国の買入れ価格より低下し、政
府は豊作貧乏を嫌って農家の生産

意欲に頼っている。政

蛎府は農家を激励するた
め九四年と九六年の二
度、買い入れ価格を大

卯幅に上げ、昨年の上げ
幅は過去十九年で最高

の四二％だった。作付

５面積も中国が食糧確保

８の最低線としている百

年十万平方キロに達した。

が膨れ上がり、国内の

羽一一年連続の豊作で在庫

丘ヲ
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水省の試算では、日本人のための
農産物を生産するために国内外で
計約１７００万鯵の農地が使われ
ている。このうち約１２００万鯵

あたる１５９３万少にのぼり、農

動車の利用の仕方が、家庭での温
暖化対策のカギといえそうだ。
（読売新聞一九九七・五・七）

弩、廃棄物処理２２０キロ．鞄ブ。自

が海外の農地だ。私たちの胃袋を
満たすために日本の２．４倍もの

農地を使っていることになる。
国立環境研究所の推計による
と、日本は石油などの化石燃料や

鉱物資源、食物となる動植物資源
などを年間にⅢ億８０００万少消

費している。このうち輸入資源量
は６億９４００万少。さらに、こ

れらの資源を入手するため、農地
整備や工事などで約弘億少の土壌

財政改革会議で調整

七年度のＯＤＡ予算の伸びは過去
最低の二・一％だったが、｜般歳

八年度に一○％削減すれば一千億

改革の方向性も示す。効果的な資

予算を減額したうえで、ＯＤＡ

円強の歳出削減効果を見込める。

政府経費の歳出削減策を検討し

出全体の一・五％を上回った。
ている政府・与党は六月中旬にま

（日本経済新聞一九九七・五・八）

直しなどを対象にする方向だ。

の重点化、海外経済協力基金（Ｏ
ＥＣＦ）などＯＤＡ実施体制の見

金配分を目指し、競合関係にある
日本輸出入銀行や民間資金との役
割分担や、環境・医療・教育分野
とめる財政改革法案の骨格で公共

事業費の減額や社会保障の給付抑
制を打ち出す考えで、国際貢献策

の柱であるＯＤＡについても優遇

せず政策分野別で最大規模の削減
を目指す。九七年度のＯＤＡ予算
は約一兆千六百八十七億円で、九

中国の肥％砂漠

家庭の地球温暖化への影響をみてみ

環境庁の試算に基づき、平均的な

のは現在の体系になった七八年度

Ａ予算が前年度比マイナスになる

減する方向で調整に入った。ＯＤ

なっていることを明らかにした。

万９０００平方キロが砂漠状態に

は８日、中国全土の旧％の１６８

【北京９日飯田和郎】中国林業省

１４平方鄙）に匹敵する十通が毎雫

報告による当過去印年間で年平
均２４６０平方獣のペースで砂漠化
が進んでい々これは神奈但蒸２４

毎年神奈川県分の広がり

よき想定は、都内の３ＬＤＫのマ

砂漠化した土地は日本の総面積の

マンと専業主婦、高校生の長女の一

一。毎年度の予算も概算要求基準
（シーリング）の「例外事項経費」と

百五十四億円）で五年連続世界

百四十七億三千万がＣ兆三千八

日本のＯＤＡ（九五年実績）は約

報告」でわかった。

施し、同日公表した「中国荒漠化

中国政府が初めて全国調査を実

急務になっている。

関係し、砂漠化防止と緑化推進が

を抱える中国の食糧自給問題とも

め、耕作不能になったチベット自

る塩分濃度の増加した土地を含

土地管理の不徹底②中国特有の気
象、地形条件ｌなどを魚けていく
その結果、水没や土壌に含まれ

約４．５倍に相当、世界一の人口

外食などで、温暖化の原因となる
ＣＯ２排出量は年間で２０２４キロ

して高い伸びを確保してきた。九

家◎冷暖房やテレビなど家庭内の機
器の使用や乗用車や鉄道の利用、

・簿（炭素換算）にのぼる。このう
ち最も多いのは乗用車で約７２０
欲・弩。次いで給湯約２３０キロ．

出削減」の象徴にする。

以降初めてで、五次にわたる中期
目標の廃止と併せて「聖域なき歳

を九七年度予算比で一○％程度削

政府・与党の財政構造改革会議
（議長・橋本竜太郎首相）は九八年
度予算案の政府開発援助（ＯＤＡ）

１０％削減

ンションに住む蛆代後半のサラリー

や鉱石などを掘削している。

98年度予算

砂漠化していることにな亀砂漠化
が進行する原因として①人□の増加
による無秩序な開墾や森林伐採、

團團

、司田

坪

治区、新調ウイグル自治区、内モ
ンゴル自治区、青海省など北西部
のほか、山西省など中北部に多く
みられるという。また、砂漠化によ

る経済損失は年間平均５４０億元
（約８４００億円）にも上っている。

（毎日新聞一九九七・五・九）

環境改善資金と

済協力開発機構（ＯＥＣＤ）諸国の

ＡＤＢは「環境改善に資金が必

域への援助を優先しなければなら

テーマごとに改善目標を設定し、は四倍に増え、東アジアは一一○一一一とになり、アジア各国の政策を制
達成に必要な資金を算出した。○年に米国と同程度になると予測限することになるとしている。

報告は「汚染物質の大気、水へアジアの一人当たりの所得は、イな資本市場は一国の無責任な政策
の排出を九○％減らす」など環境ンドなど南アジアで一一○一一五年にをこれまで以上に素早く罰するこ

るＩ・アジア開発銀行は十一日、策は国際基準と両立せず、国際的

を十年間で改善するには年間約一一一これまでの三十年以上に、これに重大な影響を与えると指摘・従
百五十一億がの資金が必要、とすからの一一一十年がアジアの時代にな来のアジア型の国内産業の保護政

公害や土壌流出など悪化した環境

日までに、中国やインドなど発展
途上のアジア二十カ国について、

アジア開発銀行（ＡＤＢ）は十一金は、全体の八五％を占めた。経

環境改善、年細億ドル必要蕊跡小蝿

アジアの時代到来所吋甕な国環境悪化の傾向が強い地

繍十環境改善費用はＧＤＰの一一％未満
になっており十カ国には資金援助

囲臺隼アジア嚇熱；

その結果、必要資金は中国が一したリポートテジアの興隆」を発リポートはアジアの潜在力に着

番多く年間百七十六億が。同国の表した。

の砂漠化が進んでいるモンゴルの年間の東アジア、東南アジアと同としている。

国内総生産（ＧＤＰ）の四・八八％リポートは、今後三十年で生活が、過去三十年、アジアが変化に
を占めた。続いてインドの七十八の質の向上と改善が見込める地域速やかに対応してきたことが、今
億が（ＧＤＰの一一・八九％）、土地として南アジアを挙げ、この一一一十後も発展できる証明となっている

一一十八億が（同三百九十八倍）などじ率で経済成長する機会に恵まれ（産経新聞一九九七・五・十一一）

この一一一カ国にインドネシアとパまた、世界経済の統合を強める
キスタンを加えた五カ国の必要資グローバリゼーションが、アジア
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にゅうす弓S､お－らむ

【北京皿日Ⅱ秋田浩之】中国政府
が失業問題の深刻さを浮き彫りに

それによると、国際的な基準に

》（ノ○

この現象は、東北、西北、華北
地区で目立っており、これらの地
区では程度の違いがあるものの、
土地の八○％が何らかの荒漠化現

ど「荒漠地」と区分される面積は、

照らして、砂漠や凍結塊塩害地な
合わせて二百六十二万平方キロ。

が目立っている。

綴、中国全土の二七・三％に達し

象に見舞われている。

が出現したと発表するなど、政府
がこの問題の深刻さを訴える姿勢
｜方、国家経済体制改革委員会

ている。また、この二十年間に毎

年平均二千四百六十平方㎡・勝の
土地が砂漠化を起こしているとい

印％脂

高額所得者給付制限萎蘆にも導入

社会保障費に上限制

（読売新聞一九九七・五・二十）

は、耕地の減少などから二○○○
年までに農村部の一億三千七百万
人が農業以外の職を探す必要に迫
られると予測。余剰労働力を吸収
するために、都市部では同年まで
に五千四百万人の新たな雇用が必
要だが、三千八百万人分しか提供
できないと警告した。

環として、社会保障費の伸びを高

政府・与党は財政構造改革の一

四千七百の職業紹介所を開いてい

齢者の増加率など一定の指標より

新華社電によると、労働省は主
要都市に四千、社会団体や個人も
る。ただ、悪質なケースも多い。

一九九七・五・十三）

（日本経済新聞

議（議長・橋本竜太郎首相）の最終

月内にまとめる財政構造改革会

高額所得者給付制限
来年度にも導入

どが避けられなくなりそうだ。

2５

する統計を相次いで公表してい
る。地方政府や国有企業に対し、

失業者対策に本腰を入れるよう呼
びかけるのが狙いだ。今年後半に
は、香港返還や共産党大会という

重要行事が重なるだけに、指導部
は失業者によるデモの多発などに

労働省の公式資料によると、九

神経をとがらせているようだ。

六年末時点の都市部の失業者は五
百五十三万人で、失業率は三％に
とどまっている。だが、労働省は

低く抑える「歳出上限（キャップ）
制」を設ける。来年度以降の財政
運営の指針となる財政改革法案
（仮称）に盛り込む。少子・高齢化
で将来世代の負担が累増すると懸
念されているためで、歳出総額に
縛りをかけ、医療保険制度などの
改革を促す。まず、政府・与党は
高額の所得を得ている高齢者に対
する医療・年金の給付制限を九八
年度に導入する方向で調整する。
国民にとっては将来に向け、医療
の負担増や年金の給付引き下げな

【北京旧日Ⅱ高井潔司】中国の林
業省はこのほど中国の砂漠化現象
を調査した「中国荒漠化報告」を発

65蟻以上の高齢者数と構成比

雇邇

政府､失業問題
へ警鐘

表した。

林業省報告書

2200万人に

国有企業の経営悪化などに伴い、
自宅待機や賃金未払い状態にある
「失業寸前」の余剰労働者が都市部
で約二千二百万人いる、との統計
の公表に踏み切った。
民政省も最近、都市部で失業に

砂漠jP塩害地
全土の27％

都市部網棚者

より新たに千三百万人の「貧困層」

團圖

面雇Ⅱ

胡

報告で上限制の導入を提唱し、秋
の臨時国会に提出する財政改革法
案に社会保障の上限規定を盛り込
む。財政赤字削減の目標年次であ
る二○○三年度までの時限措置と
する方向だ。

社会保障関係費は九七年度で十
四兆五千億円。最近は高齢者の増
加ペースが強まってきたため、制
度改革をしない場合に予想される
給付の自然増が大きくなる傾向に
ある。九八年度は新たに年金を受
ける人が年間百万人増えることな

年間で毎年平均三・五％ずつ、二○
○○－二○○五年で同二・九％ずつ
増える計算だ。こうした数字を伸
び率の「最大値」とし、毎年の予算
編成に反映させるよう義務つける。
社会保障関係費は制度や法律で
給付の仕組みが定められている。
上限制の範囲に歳出を抑えようと
すると、例えば医療を受けた際に
患者が支払う自己負担を引き上げ
たり、医師が保険から受け取る診
療報酬を見直して医療費総額を抑
えるなどの措置が必要になる。

囲働菖岸肋一一叩訓晦禍蝿樟川臘う

制度の改革がなければ、高齢者を
支える現役世代の生活水準が大幅
に低下しかねない」との懸念を表

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は
二十六日、高齢化社会への対応に

関する報告書をまとめた。出生率

もに、医療》介護サービスの民間

効率化することが急務だと指摘し

委託などによって社会保障制度を

とで高齢者の働き手を増やすとと

明。柔軟な雇用制度を導入するこ

の低下などで加盟国の高齢化が進
み、「このままでは年金・医療制
度の存続が懸念される」と警告し
ている。

ている。

一九九七・五・二十七）

（パリⅡ小竹洋之）

報告書は十五’六十四歳の生産
年齢人口に占める六十五歳以上の
高齢者人ロの割合（高齢者扶養率）

（日本経済新聞

》》

ドイツ

を取り上げ、主要七カ国の平均で

側。中でも日本

四四・五％と二・

は一一○三○年に

二人で高齢者一
になり、ドイツ

人を支える計算
と並ぶ高水準に

(注)高齢者扶養率は65歳以上の高齢者

二○○○年の一一割強から一一○三○
年には四割近くまで上昇すると予

なるとしてい

錘蕊鑓ii鑿:！

スト｜
ンスアエ
ラ｜リウン
フオラスデ

人口を15~64歳の生産年齢人口で

割った値

▼
▼

どから八千億円（前年度比約五・五
％増）と大幅な自然増が見込まれ
る。九八年度はこれを三千億円
（二％増）程度に圧縮する方針を決
めているが、九九年度以降も抑制

る。

2000年２０３０

の基準を設ける。

財政改革会議は年間所得が一千
万円以上など比較的高所得の高齢
者への年金給付制限や医療の自己
負担見直しについて、九九年度に
予定している年金の財政再計算に
先だって実施すべきだと判断。九
八年度に年金法や健康保険法など
の改正をするよう年金審議会（厚
相の諮問機関）などに働き掛け
る。給付制限の対象になると、受
診時に支払う自己負担額が所得に
応じて段階的に高くなったり、現
行制度でもらえる年金額の一部

このため「年

金や医療、介護

２４．３４４．５

日本

目安にする指標としては六十五
歳以上の高齢者人口の増加率や全
人口に占める高齢者の構成比率の
推移、国民所得の伸び率などがあ
がっており、高齢化の進展度合い
を示す数値をそのままか、組み合
わせて設定する。

カットなどが予想される。
（日本経済新聞

一九九七・五・二十｜）

5７

仮に高齢者人口の増加率を採用

した場合、厚生省の最新の人ロ推
計によると九五’二○○○年の五

主要国の高齢者扶養率(%）

にゆうす弓５､お－らむ

〃不慮の死“…このため２０５０年の人口予

囮妊産婦、年間６冊万５千人味臨砺鰔補碑湘蝿翔飢

想は而萸から１１１蝋の間で、

途上国で深刻

●「白書」指摘

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ、本部７年度版「世界人口白書」を世界主可滕が高いのが腿囑と、“罐
・ニューヨーク）は躯日、１９９要都市で同時発表した．計より５億令穆正された．

●世界の人ロ閖億５千万人Ⅱ伸び率低下１．妃％に
【ニューヨーク泌曰共同】国連人堂鴬の算の人口は鍋億５００

１Ｆ上石声門序瞳宕

一「川Ｉ珊剛山囹ｍＩＩ叫呵詠刎‐山Ｉ廻ｌ必Ｉ「‐劃‐計討‐町’’一殖に関する健康と権
Ⅲ’１，ｕ葵愚一瀬十・つ川撫蕊襯

口基金が鯛日発表した１９９７年０頁と聯され、”～蛎年の霞今回のテーマは「リプロダク
度版の「世界人口白書」によると、人口増は８１００頁、將鴛年ティブ・ヘルス・ラィッ」（性と生

安さ

辻促月こ￣ｒｍｐｋＵ”’

｜出生'0万人当たりの妊産婦死亡数（地域:ＩＤ

Ｉ東アフリカ1,061カリプ海４０１
１北アフリカ３４３南アメリカ１９．

|騒雪ｌ２ｉ
429
２７
４７９

世界全体
先進エ業地域
開発途上地域

１西アフリカ1,023北アメリカ１

｜南アフリカ４３７

１アジア３８３オセアニア３８１

１東アジア９１オーストラリア・
Ｉ南中央アジア５６２ニュージーランド１１

１トラリア、ニュージーランド、日本により構成され患
｜※開発途上地域は、アフリカ全域、日本を除くアジア・

Ｉ〈世界保健機関(ＷＨＯ）1990＞

鱗藤山
にやでが５８犬そは屯行が会た年いの

さらされていると楕濯路政府と非政

府組織（ＮＧＯ）の協力関係の強化

人権にかかわる諸機関聖篭環国際
援助猿到の椎催冠どを量二Ｆ）てぃ亀
同計画は、２０１５年までにす

べての人々が質の高い情報とサー

ビスを利用できるようにするとの

目標を掲げた。２０００年までの

年間必要経費は１７０億が。しか

にも達していない。

し、歳出総額はその３分の１を支
援する先進国の不況で目標の半分

その結果、開発途上国の妊産婦

死亡推定値（出生、万人当たり、

００万～１億５０００万人の女性

加年）は４７９に上り、１億２０

い、と白書は指摘。さらに、年間

が効果的な避妊手段を入手できな

４５００万件の中絶が行われ、２

０００万件は安全が確保されない

状況で行われ７万人が死亡▽１億

２０００万人が性器切除を受け、

毎年２００万人がその危機にさら

されている▽毎年、２００万人に

上る喧歳以下の子どもが性産業市

ど、女性が置かれている状況を明

場に送り込まれているｌな

らかにしている。【佐藤正伸】

（毎日新聞一九九七・五・二十九）

我

なるのは滋賀県（一二三）、埼玉県
（二九）、沖縄県（二四）、千葉
県（二二）など十三県となる。

薄聴

一五年には全都道府県で減少に転

始まり、船年には全人口の妬％、

の完備したマレ島への人口集中が

高齢化地域は人口減も加速

年齢別にみると、零歳から十四

に、二十五都道府県で二○○○年
から二○○五年の間に人口が減り

じる。二○二五年で生産年齢人口

７万人が住むようになった。世界

増え続けるのは埼玉滋賀、沖縄

二○二○年以降も人口増加が続
くのは埼玉、滋賀、沖縄の三県だ

九五年の人口を一○○とし、二
○二五年の人口をみると、最も少

の割合が最も高いのは埼玉県（六

歳までの年少人ロは二○○○年ま

けで、十五歳から六十四歳の生産
年齢人口は二○一五年に全都道府
県で減少に転じる’し国立社会
保障・人口問題研究所は三十日、
今年一月に発表した全国の将来人

なくなるのは秋田県の七九で、東

二・四％）で、最も低いのは島根県

一人口密度の高い首都だ。

学，１御一・

口予測を基に、都道府県別に二○
○○年から二○二五年までの五年
ごとの人口変動を予測した「将来
推計人目を発表した。人口減少

京都の八○、山口県の八一、長崎

（五三・七％）となる。

が減少。この時点で埼玉県が○・
五％、滋賀県が一・七％、沖縄県

始める。一一○二○年から二○二五
年の間には四十四都道府県で人口

に最も低いのは東京都（一○・六

高いのは沖縄県Ｃ七・一％）、逆

○二五年で年少人口の割合が一番

は再び全都道府県で減少する。二

る。国民町万人が、２０２島に分

新婚旅行のメッカとしても知られ

府県で増加するが、二○一五年に

が○・三％と、一一一県だけが人口増

に入り、学校や病院など社会施設

散して住む。だが、１９９０年代

を続ける。

（朝日新聞一九九七・五・三十一）

モルディブがごみに沈む四

海面上昇で水没が懸念されるが、

を捨て、砂を掛ける方法で対処し
てきた。しかし、ごみの量は、当
【マレで小島一夫】

増加。外国人観光客が宿泊するリ

搬入されるようになったため、計

ゾートからのプラスチックごみも
のようにちりばめたモルディブ。

インド洋に１１００の島を真珠

態だ。

初の予測をはるかに上回る速度で

方キロ）をごみ捨て場に指定。ごみ

ティラフシ・サンゴ環礁（約８平

政府は皿年ｎ月、６キロ離れた

材の総量は１日２０５少にもなる。

ルの建設が進む。生活ごみと建設廃

あちこちでアパートや、観光ホテ

％）となる。生産年齢人口は二○

五年から二○一○年にかけて十八

で全都道府県で減少する。二○○

のスピードが速いのは、すでに高

県の八二、大阪府、島根県、高知
県の八三と続く。逆に人口が多く

アラビア海
その前にごみに埋没しかねない事

観光客と人ロ急増で処理追いつかず

だ。次世紀には地球温暖化による

設ブームでごみが急増したため

ブ。その首都マレが、ごみ処理に
頭を悩ませている。人口集中と建

最後の楽園といわれるモルディ

團圖

齢化が進んでいる北海道、東北、
山陰、四国、九州地方に加え、出

生率が全国最低になっている東京
都。こうした地方の自治体では他
に先駆けて高齢、少子化が差し
迫った問題となりそうだ。

一九九五年十月一日現在の人口
を基準とし、出生率や地域間の移
動率などに地域差を加味し推計し
た。

推計結果によると、日本の総人
口がピークとなる二○○七年を前

5１

四画

lこゅうすう5､お－らむ

画では加年は持つはずが、今世紀
で満杯になる心配が出てきた。
さらに、環礁の周囲が板で仕切
られておらず、高潮でごみが流出
する可能性がある。乾電池などの

有害物質が生活ごみと一緒に投棄
され、重金属が海洋に染み出す危

国連、「人道局」解体も

開発関連機関を統合

る。これによって、ニューヨーク

開発分野では、ＵＮＤＰ、国連
児童基金ヨニセフ）、国連人ロ基
金などの機関と事務局の開発部局
を一つのグループにまとめ、施設
や情報を共有することによって運

ことになる。

の国連本部とジュネーブの欧州本
部に分かれているＤＨＡは、大幅
に縮小されるか事実上廃止される

営経費の削減を図る。

決定や調整で指導的な役割を果た

ステム全体の人道分野で、政策の
す権限を与えられている。
改革案は、この緊急援助調整官

ポストは、関係機関を含む国連シ

のポストを、ＵＮＨＣＲにゆだ

【ニューヨーク５日Ⅱ佐藤和雄】
国連のアナン事務総長が七月に発
表する国連改革案で、人道と開発
の二つの分野について、関係機関
を含めた大幅な機構改革が打ち出さ

ね、各援助機関の調整機能を与え

副作用を抑えた低用量ピルにつ

とが確実となった。

性感染症対策条件に

「ビル」今秋にも解禁

（朝日新聞一九九七・六・六）

れることが五日、明らかになった。
国連事務局幹部らによると、改
革案の骨格は①人道問題局（ＤＨ
Ａ）担当事務次長を兼ねる「国連緊
急援助調整官」の役割を、国連

低用量の経口避妊薬（ピル）の解
禁について検討していた厚生省の

難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣ
Ｒ）に移し、ＤＨＡを大幅縮小す

る②国連開発計画（ＵＮＤＰ）など
開発関連機関を一つのグループに

された」との結論をまとめたが、

いて、中薬審は今年二月、「医薬
品としての有効性、安全性が確認

いた。

解禁のためには、「公衆衛生上の
観点からの審議が必要」として、
公衆衛生審議会に検討を依頼して
厚生省では既にピル解禁の方針を
固めており、同部会が「条件付き

まとめ、行政部門を再編・統合す
るｌというもの．

改革案は、三月に発表した事務
局改革も含めた包括的な内容にな
る予定だ。本格的に討議されるの
は九月半ばから始まる第五十二回

禁が凍結されてきた低用量ピル
は、同省の中央薬事審議会の最終

決定を経て今秋にも承認されるこ

性感染症予防に有効なコンドーム
が、日本では主に避妊目的で使用

この日まとまった報告書では、

容認」の見解を示したことで、解

公衆衛生審議会伝染病予防部会
（山崎修道部会長）は十六日、性感
染症の予防策を強化した上で、解
禁を容認する報告書をまとめた。

國

険性も。海洋汚染は観光を最大の
産業とするモルディブにとって死
・活問題だ。政府は、国際協力事
業団に調査を要請。事業団は①環
礁の外側に護岸堤建設②リサイク
ルによるごみ総量の軽減③分別収

集ｌなどの改善点を指摘した．
建設公共事業省のイプラヒム事
業課長は「経験したことのない大
問題だ。将来も埋め立てていくの

か、焼却にするのか、どう対処し
ていいか分からないというのが正
直なところだ。ごみ先進国の日本
にぜひ助けてほしい」と話す。
氾年に就任したガューム大統領
の下で進んだ観光立国化。国民の
生活水準は、１人当たり国民総生
産９００㎡と、他の南アジア諸国

人道問題局は、一九九二年に設
立され、援助機関の活動の調整に

総会以降となる。

題という難問を抱え込んでしまっ

あたってきた。緊急援助調整官の

た。

（毎日新聞一九九七・六・五）

をしのぐまでになったが、ごみ問

玉国
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されているため、ピルが解禁され
るとコンドームの使用率が低下す
る可能性を指摘。

ピル解禁は「エイズウイルス（Ｈ
ＩＶ）など性感染症の増加の要因

になると考えられ、解禁の前提と
して、性感染症予防についての国
民の認識を高め、感染拡大を防ぐ
対策の強化が不可欠」との見解を
示した。

報告書はその上で、具体的対策
として、医師がピルを処方する際

マーシャル氏は「世界中で三億

五千万組のカップルが情報不足の

る」とセミナーの口火を切ったの

「妊娠や出産が原因で、毎年五
十八万五千人の女性が死亡してい

の確保されない状態での手術で命

万件の中絶を招き、七万人が安全

る。望まない妊娠は年間四千五百

妊産婦死亡めぐり議論

ために避妊サービスを受けられ
ず、’億二千万’’億五千万人も

が、ＵＮＦＰＡ報道課チーフのア

を落としているなど、リプロダク

の女性が効果的な避妊手段を手に

レックス・マーシャル氏。アフリ

深刻だ。

フガニスタン、ブータンなどで出

り、健康を守る権利を自覚するた

「女性が自分の体について知

女性の地位向上が不可欠」と発言

めには、性差別の無い教育による

に避妊サービスの不足または不備

が千五百人を上回っている。さら

による妊産婦死亡は、全世界で年

に従事するモニーク・エッセ・

したのは、スリナムでＮＧＯ活動

フェルナンデさん。現在、世界全

この数字には妊産婦死亡などの問

がかかったように見える。だが、

な爆発的な増加ペースには歯止め

一九八○年代後半に見られたよう

億五千万人。一九九○’九五年の
年平均人口増加率は一・四八％と

七年六月現在の世界人口は五十八

ＵＮＦＰＡの白書によると、九

の知識が無いために生涯出産数も

産年齢が低いうえ、避妊について

低いため、乳幼児や妊産婦の死亡
率も高い。若年での結婚が多く初

栄養面や衛生面についての認識が

識字率の低い地域では、母親に

回っている。

子の約三億二千万人を大きく上

六億人いると推定されており、男

体で読み書きの出来ない女性は約

題が隠されている。

人ロ増加に歯止め

間約二十万人に達する。

生十万件当たりの妊産婦死亡者数

テイブ・ライッとヘルスの欠如は

入れられない状況にある」と訴え

カ地域ではシエラレオネやギニ
ア、ソマリアでアジア地域ではア

国連人口基金・メディア・セミナーから

二十一世紀に向けた人口政策の

カギは女性の地位向上’し先月
一一十’二十二日にアイルランドの
首都ダブリンで開かれた国連人口
基金（ＵＮＦＰＡ、本部・ニュー
ヨーク）のメディア・セミナーに

はアフリカや中南米などから二十
三人の報道関係者が参加。九七年
版人口白書のテーマである「リプ

にコンドームとピルを併用して性

感染症を予防するよう十分に説明
し、服用者向けのピルの説明書に

ロダクテイブ・ライッとヘルス

も併用の重要性を記載することな

（性と生殖に関する権利と健康の
保障ごについて話し合った。

どを求めた。

ピルは、化学合成された女性ホ

ルモンで、日本以外の先進国で
は、ホルモン量の少ない低用量が
避妊薬として普及している。日本
でも一九九○年に低用量ピルの承
認申請が出されたが、ＨＩＶの感
染拡大などを懸念する意見が中薬
審で出されて、承認が凍結。現
在、月経異常治療薬の中・高用量
ピルが、医師の裁量で避妊薬とし
て代用されている。

（読売新聞一九九七・六・十七）
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多い。たとえ出産に伴う身体的、
経済的な負担を感じていても、教
育を受けていない彼女たちには情
報を得る手段も窮状を訴えるすべ
も無いのだ。

今も続く女性器切除

などを使って行う。麻酔や消毒薬
を用いられることはほとんど無
く、傷口が化のうしたり、敗血症
を起こし死に至るケースもあり

「紛れもなく女性に対する虐待行
為」（ジョブ・コールさん）だ。

ではなく、女性の地位向上という
クォリティー（質）がカギになるこ

とは間違いないだろう。

で開かれた世界人口会議で取り上

ＦＧＭの問題が九四年にカイロ

環境特別総会に提出する「持続可
能な発展に関する国家報告」は、

中国政府が二十三日からの国連

からセミナーに参加したラジオ

だった。

ジョブ・コールさんはこの三年

ンと資源発掘が、地球環境の深刻

クテイブ・ライッとヘルスの重要

二十一世紀に向けたより効果的
な人口政策には、もはや人口増加

率を抑えるクォンティティー（量）

一九九七・六・十八）

（政治部長谷川聖子）

（日本経済新聞

地球環境問題に本腰

げられたことで、海外などで高等

地球環境問題に、中国が正面から

同報告のポイントは、「持続可
能な発展」をキーワードに用い、
経済発展を目指す「改革・開放」政
策との整合性を図りながら、先進
国批判中心の論調から、環境政策
に高い優先順位を与える姿勢に大
きく変化してきている点だ。
報告は、中国が直面する問題点
として、①経済発展、技術水準の
相対的低さ②長期的な人口増大圧
力と資源不足③経済成長と資源、
環境の矛盾の突出ｌなどをあ
げた上で、「環境汚染と生態環境
の悪化傾向がいまだに有効に抑制
されていない」と、急速な経済成

で作成したものだ。

級）を中心に、国務院の各省、委
員会が昨年八月から十か月がかり

同報告は、環境問題に詳しい宋健
・国家科学技術委員会主任（閣僚

こうした中で、明らかになった

深刻な汚染認め、国際協力に比重

教育を受けたアフリカ女性が中心

取り組まざるを得ない実情を反映

アフリカ女性も発言

ジャーナリストのアミ・ジョブ。

となって、各地で女性の地位向上

するとともに、国際協力に比重を

セミナーの出席者全員がスライ

コールさんのプレゼンテーション

と慣習の不合理性や撤廃を訴える
活動も活発になっている。ただ、

ド上映の途中で思わず目を伏せ頭
を抱えてしまったのが、ガンビア

ジョブ・ゴールさんは、西アフ

間の活動を振り返り二番の進歩

する国際会議の場では、「先進国
の持続不可能な生産・消費パター

中国は従来、地球環境問題に関

移していく姿勢を強くにじませた
ものだ。（北京支局笹島雅彦）

九四年以前は女性性器切除の事実

万人の女性が、迷信や伝統的な慣
習に基づいて女性性器切除（ＥＧ

性について語り始めたこと」と話

やかだ。

そ一億二千万人以上にＦＧＭが施

してくれた。

で、現在生存している女性のおよ
されている。性器を切除しなけれ
ば子供を死産すると信じられてい
たり、結婚が困難な地域もあるた
め、多くは四’十歳の幼少時に母
しかも、切除手術は医療従事者

ではない伝統的施術者がガラスの

破片や殺菌されていないかみそり

は、私たちアフリカの女性がよう
やく、自分たちの言葉でリプロダ

親の意思で手術を受けるという。

な汚染と悪化を招いてきた宍李肇
屋・外務次官）と批判、矛先を先
進国の責任追求に置き、国内対策
に消極的な発展途上国の意見を代
弁する強硬姿勢に終始してきた。
このため今回の国連環境特別総会
に、途上国側代表を自任する中国
がどんな戦略で臨んでくるのか、
先進各国の注目を集めていた。

Ｍ）を受けていると報告。推定

自体が公にされることがなかった
ため、改善のスピードは極めて緩

リカを中心に少なくとも毎年二百

正国
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長に伴う公害問題の深刻さを率直
を途上国に技術移転するよう要求

（ＣＯ２）排出量の「削減」を要請す

ては、先進国に対して二酸化炭素

がなかなか得られない先進諸国の

際協議の場で具体策のコンセサス

取り組む姿勢を示したことは、国

中国がこうした課題に本格的に

の出方を見守る構えのようだ。

る一方、自国について「排出量の

している。地球温暖化防止につい

増大率の抑制」を打ち出した。こ

ことになりそうだ。

取り組み方に大きな影響を及ぼす

に認めている。

これは、国内の環境悪化が進行
し、政府自身が本腰を入れて解決

れは、途上国への総量規制の目標

酸性雨被害４割も

に取り組まざるを得ないところま

数値設定を回避しながら、先進国

開発援助委員会（ＤＡＣ）は四日、

０％減のフランスが前年の２位か

ほぼ横ばいのドイツが３位、同妃。

国別では、日本、米国に次いで、

同委員会加盟皿力国の１９９６年

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の

円安と予算抑制で額は大幅減

日本６年連続世界一

（読売新聞一九九七・六・十九）

で追い込まれたからとみられる。

現在、中国はエネルギー需要の
約七五％を石炭に依存し、沿岸部
や四川省の都市部を中心として大
の政府調査によると、被害地域は

気汚染に伴う酸性雨が拡大。最近
全国の四○％に及び、沿海部だけ
でも農地、森林の損失額が約九十
七億元（約千四百五十五億円）にの

ら４位に転落した。米国の同盟・０

行などへの拠出金が“親付されたた

政府開発援助（ＯＤＡ、東欧向け
円安、予算抑制の影響で前年比

め【外務省）で、積極的に援助を

％増が目立つが「遅れていた世界銀

ぼるという。紙の原料として全生
産量の四分の三をワラに頼るた
め、製紙工場による有機物質たれ

弘・９％減少した日本は拠億３７

増やした結果ではないという。

を除く）実績を発表した。

流しで水質汚染も座視できないと

００万がと大幅に落ち込んだが、

【小林剛】

（毎日新聞一九九七・六・二十）

０万㎡で同６．４％減。日本を含

Ⅲ力国の総額は５５１億１４０

はこの３カ国にスウェーデンを加

る０．７％という目標に達したの

ンダ０・開％と続く。国連が掲げ

日暗黒の人口推計で、六十五鐸樗早上

総務庁が二士ハ日まとめた六月一

また、国民総生産（ＧＮＰ）に占め

めｎカ国が前年割れしたが、日本

えた４カ国だけ。日本は０．卯％

米国の加億５８００万がを上回

（▼はマイナス）

の大幅な落ち込みが減少の主因に

る比率は、デンマークの１．Ｍ％が

オランダ３３０３２．４０．８３

6／１・総務庁推計

し、発展途上国の環境資金対策と
して政府開発援助（ＯＤＡ）を対国
民総生産（ＧＮＰ）比○・七％に引
き上げる目標を達成するよう促す

り、辛うじて６年連続で援助世界

ころまできているのが現状だ。

先進国の出方見る

ドイツ７５１５▼ｑｌｑ３２

の寓羅醒吉の人口が初めて＋士鐘堅木満

トップでノルウェー０．閲％、オラ

フランス７４３０▼12.Ｏｑ４８

と過去最低の水準で四位だった。

一を維持した。

米国９０５８２３００．１２

高齢者の人口
子供を上回る
なった。

このため報告では、先進国に対

実績額伸び率対ＧＮＰ比

（百万ﾄﾞﾙ）（％）（％）
日本９４３７▼34.9０．２０

とともに、「環境にやさしい技術」
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1996年ＯＤＡ実績の上位５カ国

■■前
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の子供の人口を上回った。高齢者の
増加と子供の減少は今後も続き二
○二五年には一口風聖君が子供の二倍に
達する見通し。少子・高齢化社会の
進展は、今後の社会保障政策などに
大費迂影響老与えることが必至だ。

六月の高齢者人口は千九百五十
四万人で、総人口の一五・五○％
だったのに対し、子供の人口は千

九百四十九万人で、’五。四六％
にとどまった。昨年六月には、高

齢者が千八百八十一万人、子供が
千九百八十万人で、この一年間で

約百万人の差が逆転した。
五○年には高齢者の割合が約五
％、子供は約三五％だった。しか
し、高齢者は八五年に一○％を突
破、九六には一五％に達するなど
年々増加している。これに対し、
子供は六一年まで三○％以上だっ
たが、八八年には二○％を切るな

ど年々減少している。

（日本経済新聞一九九七・六・’一十七）

少子化傾向続．く

合計特殊出生・率ほぽい横ばい

厚生省は羽日付で、１９９６年計特殊出生率）は１．妃で過去最低

合計特殊出生率

は墓泉都の１．Ｗだった。

続けている。同出生率が最も高
かったのは沖縄県で１．船。最低

出生数は１２０万６５５１人

で、前年を１万９４８７人上回っ

た。これを母親の年齢別でみる

と、第２次ベビーブーム世代が該

当する弱～鍋歳の増加が著しく、

「急速な少子化

になり、同省は

出生率は１．蛇

の影響で死亡数が急増した前年よ

一方、死亡数は的万６１８２人
で、阪神大震災やインフルエンザ

げているようだ。

同世代が出生数を一時的に押し上

に歯止めはか

（毎日新聞一九九七。六。三十）

【前田浩智】

りも２万５９５７人減った。

で、毎年上昇を

は平均汀・６歳

子供を産む年齢

女性が初めての

産年齢の上昇。

に伴う女性の出

の要因は晩婚化

いている。最大

下回る状態が続

２．冊を大きく

するのに必要な

率は人□を縦璋持

合計特殊出生

る。

と分析してい

かっていない」

一生の間に産む子供の平均数（合１日長かったことを差し引けば同

の人口動態統計の概況を発表しの前年（１・妃）を上回った。だ
た。それによると、１人の女性がが、うるう年で１年が前年よりも

皿
出生数と合計特殊出生率の推移

“
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４．ネパール王国人口・家族計画些礎調査

BasicSurveyReportonPopulationand団mily
PlannmgintheKingdomofNepal（英語版）
５．日本の人口都市化と開発

UrbanizationandDevelopmentinJapan（英語版）
６．バンコクの人口都市化と生活環境・福祉調査
一データ編一

SuweyofUrbamzation，LivjngEnvironmentand
WeIfareinBangkok-Data（英語版）

７．スライド

日本の都市化と人口（日本語版）

UrbanizationandPopulationinJapａｎ（英語版）

昭和59年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調森報告書
一インド国一

ReportontheSurveyofRuralPopulationand

AgriculturalDeveIopmentinAsianCountries
-lndia-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調在報告誹
一タイ国一

ReportontheBasicSurveyolPopulationandDeve
lopmentinSoutheastAsianCountries
-Thailand－

３．日本の人口転換と農村開発

DemographicTI-ansitioninJapanandRuralDeve・
lopment（英語版）

日本的城市化与人口（中国語版）

UrbanisasiDankependudukanDiJepang
（インドネシア語版）

昭和61年度
１．アジア諸国の農村人ロと農業開発に関する調盗轍告普
一インドネシア国一

ReportontheSuweyofRuralPopulationand
AgriculturalDevelopmentinAsianCountrles
-Indonesia-（英語版）

４．SuweyofFertilityandLivingStandardsinChinese
RuralAreas-Data-Allthehouseholdsoftwo

viIIagesinjilinProvincesurveyedbyquestlonnaires
（英語版）

失干中国衣村的人口生育率与生活水平的凋査根告
一対千古林省商介村赴行全戸面談tlM査的培呆－
－琉汁塙一（中国語版）

５．スライド日本の農業、腱村開発と人口
―その軌跡一（日本語版）

２．東南アジア諸国等人口，開発基礎調査報告書
一インドネシア国一

ReportontheBasicSurveyofPopuIationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-Indones1a-（英語版）

３．在日留学生の学習と生活条件に関する研究
一人的能力開発の課題に即して－

４．日本の労働力人口と開発

LaborForceandDevelopmentiT1Japan（英語版）
５．人口と開発関連統計染

DemographicandSocioEconomiclndicatorson

PopuIationandDevelopｍｅｎｔ（英語版）

姑

Agricultural＆RuralDevelopmentand，Populatjon
inJapan（英語版）

日本衣並衣村的睦展和人口的推移（中国語版）
PerkembanganPertanianMasyarakatDesaDan
KependudukanDiJepang（インドネシア語版）
（以上４カ国版スライドは、日本産業教育スライドコ
ンクールにて優秀賞を受賞しました｡）

昭和60年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書
一タイ同一

ReportontheSurveyofRuralPopulationand
AgriculturalDevelopmentinAsianCountries
-Thailand-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調在報告惑
一中華人民共和国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastASianCountries
-China-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告書
一タイ国一
４．日本の人口と家族

PopulationandtheFamilyinJapan（英語版）
5．アジアの人口転換と開発一統計染一

６．スライド日本の産業開発と人口
―その原動力・電気一（日本語版）
IndustrialDevelopmentandPopulaｔｉｏｎｉｎＪａｐａｎ
－ＴｈｅＰｒｉｍｅＭｏｖｅ｢EIec[ricity-（英語版）
ロ本的卉並友展与人ロ

ー其原助力一曳べ－（中国語版）

PembangunanlndustridankependudukandiJepang
-PenggerakUtama-TengaListrik（インドネシア語版）

7．ネパール王国人口家族計画第二次基礎調jE

ComplementaWBasicSurveyReportonPopulation
andFamilyPlanningｉｎ［hekjngdomofNepal

DemographicTransitionandDevelopmentinAsian
Countries-0verviewandStatisticalTables（英語版）
６．スライド

日本の人口と家族（日本語版）

FamilyandPopulationinJapan

-AsianExperience-（英語版）
日本的人口与家庭（中国語版）

Penduduk＆KeluargaJepang（インドネシア語版）
７．ペルー共和国人口家族計画基礎調査

昭和62年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調交報告書
一中華人民共和国一

ReporlontheSurveyofRuralPopulationand
AgTiculturalDevelopmentinAsianCountries
-China--（英語版）

２．東南アジア諸国等人口，開発基礎調森報告書
一中華人民共和国一

ReportontheBasicSurveyolPopulationand
DevelopmentinSouLheastAsjanCountris
-China-（英語版）

平成元年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告響
一バングラデシュ国一

ReportontheSurveyofRuralPopulationand
AgriculturalDevelopment－Bang]adesh（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一ネパール国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-Nepal-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告瞥
一フィリピン国一
４．ロ本の人口と農業開発

PopulationandAgricuIturalDevelopmentinjapan
（英語版）

５．ネパールの人口・開発・環境

Population,DevelopmentandEnvimnmentmNepal
（英語版）
６．スライド

日ノドの人口移動と経済発展（[|本語版）

３．アジア諸国からの労動力流出に関する調査研究報告書
一マレーシア国一
４．日本の人口櫛造変動と開発

一高齢化のアジア的視点一

StructuralChangeinPopulationandDevelopment

-Japan'sExperienceinAging-（英語版）

TheMigratorvMovementandEconomicDevelop

mentinjapan（英語版）
日本的人口移功与鐙済友展（中国語版）

PerpindahanPendudukDanPerkembanganEkonomi
Dijepang（インドネシア語版）
７．トルコ国人口家族計画韮礎調査

５．スライド

高齢化社会への日本の挑戦

一生きがいのある老後を目指して－（日本語版）
AginginJapan-ChallengesandProspects（英語版）
辺人高齢化社会的日本正面Iii挑銭

一追求具生命愈又的老年生涯一（中国語版）

昭和63年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書
一ネパール国一

ReportontheSurveyofRuralPopulationand
AgriculturalDevelopmentinAsianCountrieS
-Nepal-（英語版）

6６

３・アジア諸国からの労働力流出に関する調在研究報告響
一一中華人民共和国一

４．日本の地域開発と人ロ-1990年代の展望一

RegionalDevelopmentandPopulationinjapaｎ

－ＴｒｅｎｄｓａｎｄＰｍｓｐｅｃｔｓｉｎｔｈｅｌ９９０ｓ－
（英語版）
５．スライド

日本の地域開発と人口（日本語版）

ReginalDevelopmentandPopulatioｎｉｎＪａｐａｎ
（英語版）

日本的区域升友和人口（中国語版）

PermbangunanDaerahdanPoI)ulasidiJepang
（インドネシア版）

６．アジアの労働力移動

LaborMigTationinAsia（英譜版）

平成４年度
1．アジア諸国の農村人LIと農業開発に関する調査報告普

TantanganMasyarakatLanjutusiaJepang
（インドネシア語版）

６．アジア諸国の農業開発－５カ国の比較一

StrategicMeasuresfortheAgrjculturalDevelopment
-ComparatIveStrudiesonFiveAsianCountries〈英語版）

（本作品は、1990年(lib日本視聴覚教育協会主催優秀映
像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）
平成２年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調森報告書
一フィリピン国一

ReportonlheSurveyofRuIn］Populationand
Agricultura］Development－Phjlippine（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調在報告書
一バングラデシュ~

ReportontheBasicSuweyofPopulationand

一マレーシアＥＩ－

DevelopmentinSouLheastAsianCountries

Ｒｅｐｏｒｔｏｎ［heSurvevofRuralPopulationand
AgriculturalDeveloDment－Malaysia－

-Bangladesh--（英語版）

（英語版）

３・アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告書
一インドネシア国一

２．束南アジア諸国等人口・開発基礎iiM在報告灘
一一ベトナム国一

ReY〕ortonIhcBasicSurveyofPopuIationand
DeveloDmentinSouthea5tAsianCountries
-VietNam-（英語版）

３・アジア諸国からの労働力流１１１に関する調斑研究報告書
一スリランカ国一

４．日本の人口・開発・環境一アジアの経験一
Population，DevelopmenlandEnvironmentin
Japan－AsianExperience-（英語版）
５．スライド

日本の環境・人口・開発（日本語版）

ErwironmenLPopulationandDevelopmentin

Japan（英語版）
４．アジアの産業権換と人口

IndustrialTransitionandPopuIationinAsia
（英語版）

５．スライド

明Ｈに生きる－日本の産業転換と人口一
（日本語版）

LivingfbrTomorrow－Industrial

Ｔ｢ansitionandPopulatjoninJapan（英語版）

生活在明天一日本的i立二土葬換与人口－
（中国語版）

HidupUntukHariEsok－PeralihanStruktur

lndustriDanPopulasiDiJepang（インドネシア諾版）

日本的坏境一人口・升友（中国語版）

Lingkungan，PendudukdanPembangunanJepang
（インドネシア語版）

（本作品は、1991年㈱日本視聴覚教育協会主催優秀映
像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）
６．アジアの人口都市化一統計築一

ProspectSofUrbanizationinAsia（英語版）
平成３年度
1．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書
一スリランカ国一

ReportontheSurveyRuralPopulaticnand

AgriculturalDevelopment--Srilanka（英語版）

平成５年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書
一一ベトナム四一

6７

２．束南アジア諸国等人口・開発恭礎調査報告書
一フィリピンＥｌ－－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙofPopulationand

DevelopmentinSoutheastAsianCountries
--Philippines--（英語版）

平成７年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・股村開発基礎調森報告

ReportontheSurveyofRuralPopulatjonand
AgriculturalDevelopmenｔ－ＶｉｅｔＮａｍ－
(英語版）

書一パキスタン国一

ReportontheBasicSurveyonAgriculturalandRural

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調在報告響

DevelopmentbyProgressStagemAsianCountries

一スリランカ国一

-Pakistan-（英語版）

RepoltontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountTies

２．アジア諸国の都市化と開発基礎調査報告書
一ネパール国一

Repormn[heSurveyofUrbanizationandDevelopment・
inAsianCountnes-Kepa告（英語版）
３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究
報告書一インド同一
４．アジアにおける女性のエンバワーメント

ＥｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔｏｆＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ（英語版）

-SriLmka-（英語版）

３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究
報告書一フィリピン国一
４．アジアからの挑戦一人口と開発一

ChallengeandStrategyofAsianNations
-PopulationandSustamableDevelopment（英語版）
５．スライド

女たちの挑戦一女`住の地位向上と日本の人ロー
（日本語版）

５．スライド

アジアを拓け－女性たち－（日本語版）

ABrightofGenderEquality

WomenandtheirChallenges－Improvements
intheStatusofWomenthePopulationofJapan-

-EmpowerｍｅｎｔｏｆＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ－（英語版）

（英語版）

通性目強之路一今日Ⅲ洲女性一（中国語版）

HarpanCerahbagiPersamaan-KaumWanjta
AsiaMemmbahJalan-（インドネシア語版）

女性的挑哉一女性地位的提高与日本的人口一
（中国語版）

TantanganKaumWanita

-EmansipasiWanitadanPopulasjJepang-（インドネシア語版）

平成８年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
書一ラオス人民民主共和国一

ReportontheBasicSuweyonAgriculturaland
RuralDevelopmentbyProgressStageinAsian
Countries-LaoPcopleDsDemoTaticRepublic（英語版）

2．アジア諸国の都市化と開発調査報告書一フィリピ
ン国一

ReportontheSurveyofUrbamzationandDevelop‐
ｍｅｎｔinAsianCountries-Philippines（英語版）

３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調森研究
報告轡一ラオス国一

４．２１世紀の人口,食轍戦略一アジアと世界一

PopulationandFoodStrategyfor21stcentury
-AsiaandWorld-（英語版）
５．スライド

2025年への決断一アジアの人口増加と食料一
ChallengeandDecisionfortheYear2025

-PopulationlncreaseandFoｏｄｉｎＡｓｉａ－
（英語版）

平成６年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・慶村開発基礎調査報告
瞥一インド国一

ReportontheBasicSurveyonAgriculturalandRural
DevelopmentbyProgressStageinAsianCountries
-India-（英語版）

２．アジア諸国の都市化と開発調査報告轡一タイ国一

ReportontheSurveyofUrbanizationandDeveIopment
inAsianCountries-ThaUand--（英語版）
３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究
報告書一一ベトナム国一
４．アジアの女性労働力参加と経済発展
-21世紀の戦略一

WomenDsLaborParticipationandEconomicDevelop‐
mentinAsia-Strategytoward21Century（英語版）
５．スライド

アジアの女性たちはいま……（日本語版）
NewHorizonsfortheWomenofAsia（英語版）

並洲如女的新而程（中国語版）
WanitaAsiaKini..….（インドネシア語版）

6８

ＡＰＤＡＢ誌

４月１日ナフィス・サディヅクＵＮＦＰＡ事務局長、安藤博文
事務次長が来日。広瀬次雄ＡＰＤＡ常務理事の案内で
三塚大蔵大臣と会見、北畑晴代ＡＰＤＡ国際課長が同
席。

員懇談会事務局長らと懇談。

キン事務局長補佐が来日。清水嘉与子国際人口問題議

４月２日日本財団平成９年度助成金交付式に広瀬次雄常務理
事、遠藤正昭業務推進委員が出席。
４月塑日アティャ・イナャトゥラーＰＰＦ会長、マーク・ラス

懇談。

４月２日ナフィス。サディックＵＮＦＰＡ事務局長、安藤博文
事務次長が中山太郎国際人ロ問題議員懇談会会長らと

PopulasidanPangandiAsia-（英語版）

４月豹日ｌ「人口と開発に関するアフリカ・アラブ議員フォーラ

５月５日ム」設立総会に桜井新ＡＦＰＰＤ議長（本協会理事）、
楠本修主任研究員を南アフリカ・ケープタウンに派
遣。

５月咀日「国際人口問題議員懇談会」緊急臨時役員会を開催。
政府開発援助（ＯＤＡ）、部会活動等について協議。
５月晦日日本財団補助事業に関する専門委員会を開催、出版・

スライド制作について検討。

５月皿日「トリレンマシンポジウムｗ」に広瀬次雄常務理事、
遠藤正昭業務推進委員、楠本修主任研究員、北畑晴代
国際課長が出席。

５月四日本協会理事会開催。

⑪平成８年度事業報告並びに決算報告

②平成９年度事業計画並びに収支予算
６月４日国際人口問題議員懇談会・国内対策・女性問題合同部

テーマ当我が国の少子・高齢化社会」

会を開催。

６月５日国際人ロ問題議員懇談会・国際協力部会を開催。

テーマ当国際人ロ・開発援助と日本の貢献」

テーマ⑭我が国の「人口・エイズに関する地球規模問

６月ｕ日国際人口問題議員懇談会・地球規模問題部会を開催。

題イニシアティブ」

際課長出席。

６月週日日本人口学会佃回大会（於麗沢大学）に北畑晴代国

６月型日パキスタン人口・開発国会議員グループ（ＰＰＧＰ

タン国。イスラマバードに桜井新ＡＦＰＰＤ議長（本

ｌ酎日Ｄ）活動について同国国会議長との協議のためパキス

協会理事）、楠本修主任研究員を派遣。

・高齢化と社会保障」に広瀬次雄常務理事が出席。

６月聡日毎日新聞人口問題調査会定例研究会、テーマ「少子化

69

(中国語版）

向篭2025年的決断一正洲的人口増怯和粗食一
■■■

TekadUntukTahun2025-Pertambahan

曰誌
I■■

ＡＰＤＡ

〃少子・高齢化社会〃時代を迎
えて日本はいま、頭を抱えこんで

いる。

合計特殊出生率（ＴＦＲ）一・

四四。

濠1hN蕊I写嚢醜明

喜望峰

ｂＰ■ＦＩｌＨＩ

喜望峰は、1486年、バーソロミュー・テイアスによ
って発見ざれ当初「あらしの岬」と呼ばれた。1498年
にバスコーダーガマがこの岬の沖合を通過して、この

岬がアフリカ大陸最南端（地理上の最南端は、喜望峰
から200kmほど離
れているアンガス丘＝＝Lノー■

世界の途上国からみれば超模範
生的数字だが、百年後の日本の総

人口がこのままだと約五千万人に

減ってしまうという。

国力は保持できるのか。

｜方では膨張し続ける人口が爆
発して地球の生態系を減し、人類

〃人口問題”。

も地球も破滅させようとしている

この二律背反する根源的なジレ

ンマの中で、先進国日本は、経済、

間に立ちはだかる難問とどのよう

消費（欲望）、人権など途上国との

に折り合いをつけていくのか。
ＪＡＰＡＮＥＳＥＷＡＹが人

時代に入った。

類の歴史の上で注目される重要な

〈Ｔ・Ｈ）

人ロと開発･夏季号く通刊60号〉

岬｡）であることを
発見し、インドへ

の航路を開拓して

2i蕊篝霊鑪

以来、ポルトガル

王により「喜望の
岬」と改称された。
この岬の発見が、
ベネチア・ジェノ

バとアラブ商人に
独占されていたア

ジア貿易にスペイ

ン、ポルトガルが

参入するきっかけ
となった。当時の
ヨーロッパ世界は

豊かなアジアに憧

れ、そこへの進出
が夢であった。

アフリカ大陸の最南端であると考えられたこの岬の

発見は、直接ヨーロッパがアジアへ進出する足がかり
となり、まきに、その後の歴史を考えればヨーロッパ
にとっての希望の岬となったのである。
しかしその反対に、アフリカやアジアにとっては、
現在にまでその傷痕を残すヨーロッパによる

植民地支配の始まりを告げ、暗黒の歴史の始
まりであった。ヨーロッパにとってのr希望」

1997年７月１日発行(季刊〉

－がアジア・アフリカにとっては搾取される、

●編集発行

隷属と忍従による悲惨な歴史の始まりだった
財団法人アジア人口･開発協会
§協会のである。
５－１
〒160束京都新宿区新宿１－５－１

コリンズ３ビル３Ｆ

その地で今回アフリカ・アラブ地域の人口

鰯と開発に鮒ろ国会議員ﾌｫｰﾗﾑが開かれ
た。瞼を閉じ、潮風に頬をさらし、波音に耳

ＴＥＬ(03)3358-2211(大代表）
ＦＡＸ(03)3358-2233

●印刷

文化印刷株式会社

を傾けたとき、歴史の流れに感動が走った。
このフォーラムの発足がこの地域の希望とな
ることを願ってやまない。
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新しい空の旅をめざして､「うれしいことから｣JALはスタートしたいと考えています。
その第１弾として､｢JALフリーダイヤル(１１１際線･ＩＦ1内線)｣を､開始いたしました。
ご予約いただくお電話を無料といたします｡しかも､全国どこでも同じ電話悉号で便利になりました。

､

今年45周年を迎えるＪＡＬの､これからの｢うれしいこと｣にごﾉﾘ]侍ください。

』Ａｌ_ブリーダイヤル

／国際線予約Ｘ国内線予約､
二ツコーコクナイ

唾j０１重Ｏ－ｚＳ－Ｓ９フ１
唾iＯ１ＺＯ－ＺＳ－ｓ９３１
L函o1zo諾百三範{又函o,重o溺冒鯛ノ
ニヅコーコクサイ

※今までの予約センターの番号はご利用頂けません｡
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