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「少子化」問題を語る
中山太郎ＡＰＤＡ理事長噸広瀬次雄本誌主幹
国際人ロ問題議員懇談会・合同部会
日本の少子化ｌ小川直宏自大教授が講演
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ｌ海外旅行の本にはない話ｌ

・ケニアの人口教育ｌⅢ年のあゆみ
◇高齢化社会は究極の社会川

■ＡＦＰＰＤ消息

にゅうすふぉＩらむ
肥高齢社会全国世論調査／世界一の老
人大国日本／飢餓に配分システム作
「量から質へ」／結婚、４人に１人益な

り／出生率の低下第四段階に／ＯＤＡ
し／インドネシア米不足深刻／中国・
改革開放農業総括／高齢者、雇用含め

千万／増え続ける一人暮らし／コメ増
人口増に追付けず………：…・………他

対策を／薄れる結婚適齢期意識／老保
施設「痴ほう」３割／途上国少子化は女
性保護／世界人口、百億人へ／米、人口
基金へ拠出中止／中国帥歳以上一億六

■「ＡＦＰＰＤ運営委員会」と「ＩＦＰ第２回運営委員会」を東京で開催

■カンポディア、人口・開発事情を視察

■国際人口問題議員懇談会役員と懇談

■新潟・人口、食料、環境セミナー
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黒田俊夫

◇高齢化は地球規模で進行

ｏ日本財団・’一一つの現場から
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はいられない。

今回の推計ではとくに、エイズの

る死亡の九一％はこれらの国で発生
している。

測するゆううつなものばかりだった

表される人口推計は、人口急増を予

このほど発表されたｐ二年に一度発

イズ感染の成人人口が一○％を占め

国に比べて七歳も短い。とくに、エ

四七歳で、アフリカのエイズ非流行

は、平均寿命（零歳児の平均余命）は

この結果、死亡率が急上昇してい

が、今回は将来予測が大幅に下方修

るようなケニア、南ア、ザンビア、

流行と人口の関係に一章を割いてい

正され、希望の光がみえてきた。’

ボツワナなど流行の激しい国では四

る。上記の二九カ国のアフリカで

九九八年に五九億人を超えた世界人

八歳と若い。エイズがなければ、五

る。世界で三○○○万人と推定され

口は、九九年に六○億に達する。世

見通しだ。

れ、非流行国とは一六歳の差がつく

なって四七歳どまりなると推定さ

○’○～一五年には、さらに短く

歳も若死にしていることになる。二

八歳に達しているはずだから、’○

増するのに、わずか三九年しかかか

らないことになる。このあとは中位
の推定で、二○五四年に九○億人に
なる。

一別回の推計では、二○五二年には

るエイズ感染者のうち、八六％の二

たと思ったら、疫病という古典的な

た。大規模な飢餓や戦争が減ってき

かって、人口増に歯止めをかけて

一○億人も下回ることになる。この

六○○万人が三四カ国の途上国（ア

人口抑制手段が、ふたたび顔をみせ

一○○億人に達するとされていたか

背景には出生率の急減があるが、同

フリカ二九カ国、アジア三カ国、中

きたのは、疫病と飢餓と戦争だっ

時に死亡率の上昇も大きく関わって

てきた。

（東京大学教授）

南米二カ国）に集中し、エイズによ

ら、来世紀半ばにはこの予想より約

鷺議，

界人口がその半分の三○億人から倍

国連人口推計の一九九八年版が、
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いることを考えると、喜んでばかり
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私たちの社会が大きな転換期に立ち、厳しい変革を迫

して地球か滅びるというのは大袈裟であるとしても、

のか。いずれにしても、西暦で二○○○年期を目前に

滅びるといわれる年です。本年がどのような年になる

といいますとノストラダムスの有名な大予言で地球が

新年あけましておめでとうございます。’九九九年

げた先進国では高齢社会へどのように対応していく

て、多産多死から少産少死へという人口転換を成し遂

私どもの役割が大きくなってきているわけで、加え

続け、予断を許さない状況か続いています。ますます

はいえ、相変わらず、毎年、約八○○○万人も増加し

が上がり、世界の人口増加の勢いが鈍化しつつあると

開発会議（ＩＣＰＤ）以降、様々な分野で大きな成果

の重さを痛感しています。カイロで開かれた国際人口

られていることは間違いないと思います。言い古され

か、とりわけ著しく〃少子化”が進む日本ではこの問

広瀬本誌主幹》

たことですが、今の選択がまさに未来を決めるのでは

題の解決が重要な問題となっております。私は、この

少子化を放っておけば、我が国は亡国の危機に直結す

ないでしょうか。

私どもがテーマとしております、人口問題に関して

方、先進国の日本などでは逆に極端な”少子・高齢

途上国では人口増加の勢いが依然として衰えず、一

人になると公表しています。更に二○二○年には八○

え、世界人口は国連推計では今年六月十六日に六○億

広瀬”地球規模で見ると下方修正に転じているとはい

ると考えております。

化”現象か進み、これから、ますます人口問題の重要

億人、二○三五年には一○○億人を上回る、という予

も世界的に見て、アジアやアフリカ、中東などの発展

性がクローズアップされてくると思います。
本再生のカギとして位置づけられ、少子化対策基本法

資源、エネルギーの世界的な不足を招いて地球が人類

この人口爆発は深刻な環境破壊をもたらし、食料や

測もあります。

案の提出など積極的な活動をされておりますが、今日

を扶養できなくなる、という最悪のシナリオを抱えて

先生は、日本再生会議の議長として少子化対策を日

は、日本の人口と少子化、人口問題に関する国際貢献

います。自然体系回復の上からも大問題です。

を維持でき、人口をはじめ万物の生命を十分扶養して

もし今の地球でこれから安全快適で持続可能な環境

を中心にお話をうかがいたいと思っております。
中山太郎理事長》

この重大な時期にＡＰＤＡの理事長に就任し、役割

５
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口問題を論ずる必要はないでしょう。ところが、現実

いくことができると言うのであるなら、取りたてて人
す。

にも、また世界経済に与える影響が大きいと思いま

出生率）が一・八前後にならないと、日本経済のため

おうかかいしたいのですが……。

生が打ち出された少子化対策基本法案の概要について

広瀬亜そうですね。そこでこの問題を解決するために先

は極めて厳しい。人類と地球の共生が限界に近づいて
ますから……。

そしてその一方で、先進国は「少子化」に悩んでい

ます。つまり、今地球上ではアジア、アフリカ、中東
など途上国の「人口爆発」と、イタリア、ドイツ、日
本、フランス、イギリス、スウェーデンなどの先進国
の「少子化」問題が同居して、ややこしい状態にあり

ます。人口問題は一つのヤマを越すと、またヤマが現

れるｌと言われてきました。まさにそのとおりで
すが、問題としては地球規模での人口増加の方が遥か
に重大ですｃ

しかし、先進国の少子化問題も経済的に途上国に大
きなダメージを与える点を見落としてはなりません
ね。

中山”先進国の経済力が弱まれば、途上国への開発援助
が減り、また途上国から先進国への輸出が減ることに
なります。バブルがはじけ、日本経済が不況に陥った

とき、東南アジアからの日本向け輸出か激減し、アジ

ア経済が危機に瀕したことがこのことを如実に物語っ
ています。先進国が「産めや殖やせよ」というのでは
もちろんなく、日本などではせめてＴＦＲ（合計特殊

広瀬次雄本誌主幹●
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す。

て、雄大なビジョンを持ち、的確な判断の下に果敢な
実行力で政策を遂行しなければならない、と思いま

中山坤私は先ず政治家は先見性のある長期的展望に立っ

中山太郎理事信●

同時に足元に迫っている緊急課題も早急に解決しな
ければなりません。この考え方に立って、日本再生会

議として少子化対策を打ち出しています。

そこでは、「女性か子育てをしやすい環境の整備は

国家として一刻の猶予も許されない」という考え方に
立って、

Ｈ育児休業制度の充実

口児童手当支給に関する所得制限の廃止

曰児童手当の支給を現行の三年から義務教育終了ま
でとする

四パートタイマーの課税最低限を現行の一○三万円
から引き上げる

田小児科外来患者の家族負担を現行の三○％から一
○％に引き下げる

㈹保育時間の二時間延長を目指す
㈹教育減税の推進

の七点の具体的な提案を行っています。子供こそ、未

来の礎となる唯一の存在です。経済も国も、人なくし

てありえないのです。私たちが政治家として「少子化
対策は二十一世紀の日本にとって国家の存亡に関する

重要な課題であり、できるだけ早く、明確な政治決断
が必要である」との見識に立って行動を起こしており
ます。

広瀬恥まったく同感です。政治のイニシアティブがこれ
ほど求められる分野もないのではないでしょうか。人

７
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口問題というのは経済の基本であり、あらゆる問題の

根源だけに、単に人間の数だけの問題ではない、と思
います。

ただ、少子化対策はあまり必要ないという意見もあ

現しなければならないと思います。

今、我が国では、国会や政府が高齢化問題に対処す

るため、ゴールドプランや介護保険制度を創設するな

ど社会保障の充実に真剣に取り組んでいますが、この

だ、定年制を七十五歳ぐらいまで延ばし、高齢者は

を含め、年金を支払う人口を増やすこと、このことが

し上げれば、この超高齢化社会対策は、高齢者の活用

程度の対策では不十分だと思います。端的に結論を申

もっと働けばいい」などという極端と思われる意見も

先決だと私は考えます。

ります。例えば、「高齢化社会は文化水準が高い現れ

ありますが、現実問題として考えれば、そううまく事

供を産みやすく、育てやすい環境づくり一政策を早急

また、活力のある日本社会を再生するためには「子

かつ大胆な発想で実行することですｃ

は運ばない、と思います。医療がいくら進歩しても高

齢者の場合、個人差が激しく、お元気なお年寄りは若

すれば、やがて〃赤ちゃん“にお目にかかることが珍

人しか子供を持たない。しかもこのまま少子化が進行

今、日本のように、男女のペアが平均して一・一一一九

者をもしのぐほどお元気ですか、同じ七十歳でも、労

働などには、とても耐えられない人も多くいます。
未来の社会が労働力に頼らない知価社会だとして
も、若者の力や体力を必要とする分野は絶対になくな

しくなるかもしれません。まことに味気ないことと思

いませんか。その上、困ったことに少子化問題に、一

りません。また、革新を起こし、新しく知恵を切り開

いていくのもまた若者の特権だろうと思います。高齢

番無関心なのか、今の若い人たちです。といって私た

何人、子供を産むかどうかは女性の選択による“と
いっていますし、日本国憲法第二十四条に「家族生活

リプロダクテイブ・ヘルス、ライッといって〃いつ、

五年前の「国際人口開発会議」のカイロ亘一一一口では、

ることは絶対にできません。

ちや政府が「子供を産んでください」といって強制す

者の活用はその知識の活用という意味で重要ですが、
自ずと若者と役割は異なっていると思います。その意
味から言いますと、現在の日本にとって、その活力を
再生し、未来の希望を創るためにも少子化対策は喫緊
の課題だと思います。

中山函そうですね。高齢者の活用を考えるだけでも、少

子化対策だけでもおそらく不十分で、両方を同時に実
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かｌと思うのです．少子化の影響でこれからもっ

来を真剣に考えたとき、果たしてこのままでいいの

に、子づくりは個人の自由です。しかし、我が国の将

における個人の尊厳と両性の平等」と躯っているよう

さが、社会構造、家族形態、経済、防衛などに大きな

人口問題の大きく違う点です。この人口構造のいびつ

は明らかです。これが、先進国の人口問題と途上国の

子化が起こり、人口構造がいびつな形になることだけ

ん。しかし、そこにいたる過程で、猛烈な高齢化と少

増えるというメリットが指摘されることがあります。

人口の減少によって、｜人当たりの国のストックが

影響を与えることだけは事実だろうと思います。

とも被害を受けるのは今の若者たちです。

この問題を解決するために、国の責任として、先に

掲げた「女性が子育てをしやすい環境の整備」か不可
欠となるのです。

しかし、これは、｜人当たり資産か増えるばかりでは

なく、｜人当たりの負債（負の資産）が増えるという

ことでありますｃ特に、適切な経済運営ができなかっ

た場合には、負の資産のみが急増し、次の世代に覆い

被さってくることも十分考えられるのです。

この原因である少子化は、なぜ起こったのか。我が

国の場合、その原因として非婚化、晩婚化があげられ

出産費用は国が負担し、
子育て減税、
保育所無料化も
広瀬函一九七○年代、第二次ベビーブームのころの日本

ています。例えば、二十歳代後半女性の未婚率がこの

夫婦が何らかの理由で産めない、または希望する子供

の出生数は、年間二○○万人を超えていましたが、そ

中山亜大変なことですね。今のままでは、二一○○年の

数まで得られない、という問題には対応のしょうがあ

十年間で三割から五割に急増しているのです。その理

わが国の人口は中位推計でも六七三六万人、低位推計

ります。考えられるのは、やはり子育てにお金がかか

の後、年々減り続け、二十一世紀には年間の出生数が

では五○八八万人まで低下してしまいます。一○○年

り過ぎる、教育費が高い、住宅が狭すぎる、共働きで

由は多様でなかなか特定できません。ただ、結婚した

間で日本の人口が半減するわけです。’○○年先とい

は保育所等の数や費用に問題があること等がネックに

,

一○○万人を割り込むだろうといわれています。

う遠い未来を私たちがこの目で見ることはできませ
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なっています。

私は、国は思い切って出産費用を支給するとか、子

育て減税や児童手当の大幅な引き上げ、保育所の無料
化・増設、さらに子育て夫婦のための住宅補助金など

ている医療費負担を現行の三割から一割にする。③子

かかわらず一律一万円を給付する。②小児科にかかっ

れている児童手当を義務教育終了まで延ばし、所得に

充。これは現行の一一一歳未満の児童を対象として支給さ

現時点で可能な政策として、①児童手当制度の拡

て生き残っていけるかどうか。こうした社会の活力を

後継者不足に悩んでいる農・林・漁業などは産業とし

治安維持能力がぐんと低下することです。また今でも

に注目すべきことは、自国の防衛・警察・消防などの

会保障費負担が増大し、労働力不足が生じます。さら

広瀬』少子化社会となると先ず経済活力が低下する。社

国防、治安、

林漁業の
後継者は
が担うか

育て減税を行い、育児を支援する。④保育時間の延長

失った国が豊かに、安全に繁栄できるのでしょうか。

を出すようにすべきだと考えています。

など保育所制度を改善する。⑤地域社会における子育

中山、まさしく、その点が問題なのです。人口を増やそ

どで持てない状況を改善する。今夫婦の間での理想子

て支援態勢の整備。⑥育児休業制度の充実。⑦不妊治

少子化対策とは、次世代の大切な”ヒューマン・リ

供数というものは平均して二・九人なのです。それが

うというのではありません。少なくとも、子供を産み

ソース“（人的資源）への極めて重要な投資です。建

現状では、二・二人しか子供が持てていない。この間

療に関する施設の充実、などを実現させていきたいと

設国債の事業以上に大事な”公共投資”として位置づ

のギャップを埋めることは、全ての人にとって幸せな

たいお母さんを応援する。子供が欲しいのに不妊症な

けるべきで、私たちはこれらの対策の財源として「子

社会作りにつながります。子供が欲しくないのに産ま

思っています。

ども国債」の発行を提唱しています。

ざるを得ない途上国の現状も悲劇ならば、子供が欲し

いのに持てない日本の現状も悲劇です。その悲劇を解決

するために政治家が働くことは当然であると思います。
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の中で「いかにして豊かな社会を築くか」ということ

中山》同感ですね。少子化対策も、まさに歴史の転換点

ついては、成人した男女の自由意志の問題ですから、

に換言されると思います。

広瀬》また少子化の大きな原因である非婚化、晩婚化に
他人がとやかくいうことのできる問題ではないと思い

の仕事です。子供は国の基であり、社会の希望です。

そして、これを応援し、実現していくことが政治家

婚が本当に自分の意志で、そのように選択した結果、

この国の未来に希望の種かまかれるようなアイデアを

ます。しかし、どうも現状を見ていますと、非婚や晩

そうなっているか、については疑問があるように思い

す。この施策を実施することは、経済の再活性化にも

広く国民的に討議し、早急に行動に移すことが重要で

例えば、非婚や晩婚について、多くの識者は「社会

つながり、日本の果たすべき国際社会へ義務を遂行す

ます。

か豊かになった結果、女性が経済的に自立できるよう

ることができると、信じます。

広瀬ｍ今日は、力強いご意見をお聞きし、大変力づけら

この道に邇進したいと思います。

す。二十一世紀に明るい「日本」を再生させるため、

古来、「希望なき、夢なき民は滅びる」と申しま

になり、結婚する必要性がなくなった結果である」と
言っております。

しかし、こうしたことが本当に豊かな国の姿なので
しょうか。結婚というものを単に経済的な面だけで捉

えるというのはまさしく貧しさの象徴のような気がし

共に、人生の苦しみ、楽しみを分かち合いながら子孫

が、結婚というのは、お互いに大切なベターハーフと

食べられるから結婚するとか、しないとか言います

う、更にご精進いただきますようお願いして対談を終

未来に不安のない、幸福な国づくりに希望が持てるよ

日本の落日ムードを吹き飛ばし、高齢者も若者も、

の具体策を早急に実現していただきたいと思います。

れました。ぜひとも中山先生が中心となって、これら

を残し、思いやりのある温かい家庭を築き、生きてい

わります。ありがとうございました。

ます。

くｌということだと思います．それこそが人間と

して豊かさや幸せの基礎ではないでしょうか。そうい

１J

う発想に向かわないところに現在の貧しさがあるよう
に思います。
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熱心に受講する

③

圏
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寂自

團廻麺

に「日本の少子化とその現状」をテー

開き、小川直宏・日本大学教授を講師

会館第一会議室で同懇談会合同部会を

十一一月十六日午後二時から参議院議員

題としてとらえ、その対策を急ぐため

ているわが国の少子化を重要な政治課

国際人ロ問題議員懇談会は、立ち遅れ

二十一世紀の日本は危機に陥る」ｌ

「このまま深刻な少子化が進めば、

２人を切った理想子供数

ｌ急ぎ対策をノー

‐Ｉ｜｜
公平・平等の〃社会政策〃か
効率重視の〃出生促進策“か

Z圏虞

国際人ロ問題議
員懇の出席議員
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国際人ロ問題議員懇談会・合同部会

図表で説明する
小川直宏･日大教授

マとした熱心な勉強会を開いた。

に富んだ事例を次々に取り上げ説明し

基づく同日の講演のなかでバラエティ

国議員として初のカンボジアの人ロ事

のち、カンボジア新政権樹立後、日本

合同部会は、中山太郎会長の挨拶の

子供の数、つまり理想子供数が乖離を

結果、実際に持つ子供の数と持ちたい

階に分けて下がったといえます。この

この点から、日本の出生率は、二段

ショックの後また落ちはじめた、とい

たが、大局的には①健全なマクロ経済

情を視察した谷津義男議員団長が現地

してきているのです。

ならないｌと強調、出席した国会

政策の実施、②公正・平等の”社会政

状況（本財団の主催事業、別面に記

この乖離こそが、政府が介入すべき

えます。

策”か、効率重視の”出生促進策“か

載）を報告。清水嘉与子事務局長の司

ポイントといえます。つまり、持ちた

議員の決意を促した。

の二者択一の選択、③理想子供数が変

会で、小川教授が次のような発表を

い子供の数ほど産めないという現状に

小川教授は日米の共同研究の成果に

わらない前に対策をｌを重視した

行った。

るのです。

対応するのが、少子化対策の基本とな

思い切った政策の実施を急がなければ

今回の発表は、日米の共同研究の成

一九四七年から四九年、いわゆる団

れました。教育を含め、ここに目をつ

果として出された英文論文をもとにお

まず、’九四七年から最近までのＴ

けたビジネスがたくさんあります。こ

塊の世代では一年間に二七○万人出生

ＦＲ函合計特殊出生率（生涯に産む赤

の世代は日本の消費パターンに大きな

話させていただきます。この研究成果

ちゃんの数）についてお話しします。

影響を与えてきました。この世代が現

がありました。その後、急激に低下し

団塊の世代では女性一人当たりのＴＦ

在二十歳台の後半にさしかかってきお

そのものが、できたばかりですのでま

Ｒは四・五人でした。それが、一○年

り、この人口がどのように行動するか

オイルショックの直前にまた多数生ま

間で出生率が半減しました。この急激

で、将来の消費環境が大きく変わるこ

だ未熟な点があると思います。

な減少は世界でも例を見ないものでし

とになると思われます。

高齢化社会は出生によって決まって

た。大きな流れでいいますと、その後
安定し、一度若干上昇し、オイル

１３

くるといえます。現状を考えますと、

高齢化社会の到来は選択の余地があり
ません。しかし、人口学的には少子化

Ⅱ高齢化と考えるのは誤りです。

たない理由でした。しかし、一九八○造になります。
年から九○年になると、全く違った構

圃Ｄ－ＮＫＳ（共働きで孑供はつくらない）の出生百動に注目

かけているのです。

高年の死亡の低下が、高齢化に拍車を

ら、最近の高齢化は寿命の伸びと、中

で、高齢化してきました。しかしなが

まり、子供が生まれなくなったこと

一九七○年までは圧倒的に少孑化、つ

な人口の高齢化のパターンを見ると、

のは、ＤＩＮＫＳ（ディンクス孵共働

いませんが、出生率を引き下げている

大したといえます。政府は言及しては

す。最近の五年間は、この二極化が拡

待つ人も増え、二極化してきたわけで

い世帯が増大する一方で、子供を三人

難しくなり、結婚しても子供を持たな

つまり子供を持つかどうかの選択が、

結婚したのちに第一子を持つこと、

になり、女子は、一五％未婚になりま

結婚市場が続くと、男子一三％が未婚

も低下しはじめました。今日のような

したが、途中から急激に低下し、女子

は高いものでした。その後、安定しま

’九五一年時点では、男子の結婚率

目する必要があります。

でしたが、ディンクスの出生行動に着

これまであまり注目されてきません

日本をはじめ、先進工業国の基本的

少子化だけではなく、日本における

きで子供はつくらない）が、九○年代

という現状がうかがえます。

寿命の限界、平均余命ではなく健康余

す。東京都の場合、四十五歳から四十

九歳までの未婚率は、一九七五年には

命、つまり〃何年間ベッドに寝ないで

結婚しても、子供を持たない夫婦と

八％だったのが、わずか二十年間で、

急浮上してきたためといえます。

八○年代に三子待った人が、九○年代

四倍になったのです。

．Ⅳ％の女性が生涯子供を持たなくなるＩ

に四子、五子目を持ちたがっている、

生きるか〃をこれから考えていかない
と、高齢化社会における福祉問題を乗
り切れません。

少子化対策を進めるなら、同時に、
死亡・寿命の限界・安楽死・尊厳死の
問題にも目を向ける必要があるという

結婚はしたけど、生活が苦しかった

五％であり、今の状態では政府の見込

もう一つは、ディンクスの女性は一

位であった結婚市場が低下傾向になり

男性の場合はもっと厳しく、男性優

女性が生涯子供を持たなくなります。
ために子供をつくらなくなった、とい

みよりもっと高い数値になり、二七％の

ことになります。

うのがオイルショックまでの子供を持

I‘
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どこで学歴別未婚率の男女割合がそ

婚の確率が非常に高くなっています。

場合、五十歳における未婚率Ⅱ生涯未

ると、中学校卒業の学歴を持つ男性の

で、相手の職業、教育、年齢の占める

齢別で見ても相手の男性の所得が重要

八年から九八年の十年間で、多くの年

ぶかという選択基準を見ると、’九八

女性がどのような基準で、男性を選

年で急激に結婚に結びつく契機として

の紹介となっています。ここ、五、六

が増してきているのが友達、同僚から

トワークによるものです。一方、比率

が、親の紹介、親類、血縁関係のネッ

分類すると、急速に低下しているの

年代から現在まで、結婚を出会い別に

ろうかというと、高校卒業の学歴を

比重はあまり大きなものではありませ

上がっているのが、学校やサークルで

増しているのです。

持った場合です。ところが、短大にな
んでした。

ます。都道府県別のデータの分析によ

ると、女子の未婚率がだんだん多くな

は、日本だけの独特なものではありま

そうではないのです。未婚化というの

て日本だけの現象かというと、決して

しかし、このような現象が、はたし

というのは基本的に深刻な問題になっ

本の低出生社会において、親との同居

〃相手の親との同居の有無“です。日

しての重要度が上がっているのが、

ている、つまり結婚を決定する要素と

を示す要素の中で、唯一数値が上がっ

未婚女性にとってなにが重要なのか

合いでしたが、今は一○％を切ってい

す。一九五五年には六三％の結婚が見

下しているのが、見合い結婚の割合で

結婚の最近のパターンで、急激に低

いえます。

結婚市場を形作る主因となってきたと

重が低下し、個人的なネットワークが

す。つまり結婚市場における血縁の比

り、四年制の大学になると、全く女子

せん。四十五歳から四十九歳の女性の

てきているといえます。

が不利な状態になります。

未婚率を調べてみるとアジアのほうが

本の大学生よりもバンコクのほうが未

コクを比べると、高等教育を受けた日

ている現象といえます。東京都とバン

長しているアジアの国で急速に起こっ

未婚率の増加は日本をはじめ、急成

婚が主流で、親と同居する人を選択す

うるのでしょうか。従来は、見合い結

おいて同居がはたして国民資産であり

に明確に記されていましたが、現在に

である」という言葉がかつて厚生白書

ベースになる「同居は国民の国民資産

見合いの場合は、最近でも結婚まで

としています。

婚していましたが、今は三年になろう

して付き合ってから一年ちょっとで結

ており、特に、一九七○年には、平均

きな変化があります。交際期間が伸び

交際期間という点からいいますと大

ます。

婚率が高く、二一％になっている。都

る制度がありましたが、現在では、そ

の期間は変わりなく、ほぼ同じ期間で

日本政府がいう日本型福祉社会の

市化が進んだ日本やアジアでも、四年

れはなくなってきています。一九六○

日本より確率が高いのです。

制の大学を卒業した女性の未婚率が急

J５

結婚しています。つまり、恋愛での結

婚と出産とが別のこととなってきたと

ことで、全体的にタイミングの遅れ

が、出生率の低下に大きく関わってい

るといえます。しかし、産むタイミン

いえます。

少子化という観点から考えれば、交

グを変えれば、この状況はだいぶ変わ

婚までの期間が大幅に伸びているので

際期間が長くなって、そして第一子を

る可能性があります。

す。

出生という面から見ると、さらに重

産むまでの期間がきわめて長くなった

は、経済的な理由によるものなのか、

んでから辞める、という傾向が出てい

として職を辞めなくなり、第一子を産

年を比較すると、明らかに結婚を機会

．遅れている出生のタイーニグの分析が必要Ｉ

要なのは結婚から第一子を産むまでの

間隔でです。結婚年齢が遅れる上に、

結婚してから第一子を持つまでの間隔
が長くなっているのです。以前は、’

住宅環境によるものなのか、この点を

ます。これは明らかに女性にとって、

出生のタイミングが遅れているの

います。これはアメリカやイギリスの

分析して明らかにしていけば、政策的

機会費用の上昇を意味します。つま

六カ月だったのが、二七カ月になって
場合より長くなっています。

に介入する余地が出てくるのです。

これは、日本人の結婚観が大きく変

は結婚したら女の人が子供から幸せを

は女性がどこで職を辞めるかという時

もう一つ注目しなければならないの

なったことを意味するのです。

を持つことによる損失のほうが大きく

り、結婚して失うものも多いが、子供

わったことを意味しています。かつて
得るために〃まず子供をつくる“とい

期の問題です。一九五五年と一九九六

会保障の前提として考えられている同

先ほども述べましたが、日本型の社

す。その一方で相手の女性の親と住む

男であっても同居しなくなっていま

長男であることですが、現在では、長

圃妻の親となら同居

うパターンであったものか、アメリカ

のような夫婦間の幸福を求める結婚に
変わったことにより、第一子を持つの

居率は一九六○年頃、三人中一一組あっ

事例が、多くなってきており、父系か

を延ばして、互いの理解を深めるとい

たものが、その後、低下しはじめ現在

ら母系になっているといえます。

う傾向に、変わってきたのです。しか

するケースが二五％を超えています。

では三○％くらいになっています。同

また、日本では現在、結婚前に妊娠

し、離婚率は上がってきています。

七○年代には二％だったので、倍増

居の理由として一番多いのは、相手が

親と相手とどこに住むかについて、
しています。結婚Ⅱ出産ではなく、結

J６
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統計的な結果を分析すると、夫の親と
に低くなっています。

低いなどの傾向があまりなく、ほぼす

割合が違っています。現在、夫の親と

合で、同居を解消したいという希望の

○％の開きがあります。これは、統計

女性の親と同居する場合に比べて約二

ら離婚申し立てをする可能性が高く、

ています。一九九四年から九六年、こ

活発化し、年齢とともに比率は上がっ

特に、一人暮らしの女性の性行動が

べて横ならびで性行動が変化してきて

同居している場合、ほぼ五五％の人

的に見ても、日本とアメリカとイギリ

の時、日本に何があったのか不明です

夫の親と同居する場合、女性の側か

が、解消を望んだことがある、と答え

スとの共同研究の結果でも明らかで

が、明らかにこの二年の間に性行動が

同居する場合と、妻の親と同居する場

ているのに対し、妻の両親と住んでい
す。

いる、ということを意味します。

る場合には、同居解消への希望は非常

急激に変化し、その傾向が今も続いて

いるのです。何か特定の決定因子が判

の全国調査によると、未婚の女性の性

また、若干話が変わりますが、今年

せん。決定因子がないということは、

に決定因子と呼べる要素が現れてきま

に分析した結果ですが、これには、特

値観の変化だと思われます。

の要因は、教育も所得も関係なく、価

画活発化している未婚女性の性行

行動が活発化し、変わってきていま

明しないことから考えても、この変化

す。一九九○年からデータを二年ごと

Ｌ１ｌＩＤ

皆等しく同じように、教育が高いとか

１口１１口

す。イギリスも同様な状態です。

’九九○年代に入り、四五％の未婚

○％の近くの人が、同棲に肯定的で

毎日新聞社の世論調査によると、八

い、社会的コストが非常に高くついて

同棲しているカップルは労働意欲を失

折してみると、黒人グループの場合、

ています。

が、”何も特別にしてない“と、答え

ないのです。結婚したい意欲はある

国別％近くが同棲に肯定的

す。性行動の低年齢化とともに、同棲

います。アメリカ政府が豊かな時はい

住んでいるため、結婚できないという

の女性が、まったくデートの相手がい

の可能性が日本で上がってきていま

いが、厳しくなると、財政を圧迫し、

ことがある。これをカンガルー世代と

日本の場合、男女とも九五％が親と
す。

この同棲の増加は社会問題となりま

アメリカの事例から同棲について分

１７

呼んでいます。アメリカと比較する
と、日本では十八歳から二十四歳の男

性の八○％が親と同居しているのに対

アメリカの例では、価値観が突然下

がりました。もはや理想子供数が急激

また、出生順位、教育、どこに住ん

合いのためのポート・クルーズへ応募

るような人口の専門家なのですが、見

将来的に理想子供数が突然下がる可能

人を切りました。この結果を見ると、

回、初めて未婚女性の理想子供数が二

毎日新聞社の世論調査結果では、今

し、アメリカでは、一○％以下です。

に下がってしまえば、希望していない

のですから政府が介入することはでき

でいるかの要素をすべて計算に入れた

したというのです。その時はいい相手

なくなってしまいます。

統計分析を行うと、「結婚したいか否

を見出せなかったようですが、また応

性があると思います。

国父親を見て結婚観を築く

か」を決める最大の決定因子は、自分

募するといっていました。

て、自分の結婚観を築いているという

た。両親の結婚生活、特に父親を見

伝ったか“であるという結果となっ

まで産めば、日本の出生率は、解決す

が、これらの夫婦が子供を理想子供数

夫婦が、理想子供数を産んでいません

は、現在結婚している二五～二六％の

少子化へ話を戻しましょう。日本で

識がある日突然なくなってしまうとい

をしなければならないという社会の意

ることになります。つまり、老人介護

老人の介護に対する価値観は突然下が

は、毎年下がってきました。しかし、

子供を持つことに対する親の価値観

の〃父親が家庭でどのくらい家事を手

ことがわかります。

ることになります。

大分県の平松知事は、「ＷＭ作戦

日本ばかりではなく私の知り合いのシ

だ結婚への希望はあるのです。これは

いました。つまり、機会さえあればま

したところ、男性がいなくなってしま

した。しかし、二回目を実施しようと

二○○○人が集まり、大成功を収めま

男性を集めたところ、なんと、女の人

県庁の職員を見合い相手にして、独身

出生が増加するかしかないのです。

子供数そのものが低下してしまうか、

まり方は価値観が下がる、つまり理想

合、その間は必ず埋まります。その埋

実Ⅱ行動と規範のギャップがあった場

な問題です。学問的には、価値観と現

が年々、大きくなっていることが大き

子供数が変化してきている。この乖離

理想子供数は変わらないが、現実の

たいのは、四人、五人産む人が現在た

少子化対策として、政策的に注目し

と思います。

に建前論から本音論に変わつってくる

ケア中心に切り替わったときに、実際

社会が実際に現実のものになり、在宅

とである“と言っていますが、高齢化

％が、親の面倒をみることは〃良いこ

うことです。現在、日本の女性の八○

（ウエディング・マーチ作戦）」で、

ンガポール人、彼は博士号を持ってい

１８
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も対策であるということなのです。

り、多く産む人に多く産んでもらうの

手段である、ということです。つま

くさんいることに着目するのも一つの

したい。

問題があるので、なんとか子供を増や

よ殖やせよ“はいやだ。しかし、年金

大戦中の苦い経験があるので、“産め

として実施してきました。第二次世界

字に保ち、財政出動をし続けるしかあ

やろうとすると、経済成長率を高い数

率化しながら公平を保つということを

るわけです。もし、少子化の解消を効

るか、の政策的選択が必要になってく

少子化をめぐる、子供とは一体何か

りません。

です。

をしっかり理解しておく必要があるの

財であるのか、または、私的財なのか

方を原則として、社会政策と平等感を

一つしかないのです。公正という考え

的には、効率か公正をとるか①一つに

少子化問題の対策をとるには、最終

と、政府の補助金カット、経済の悪化

まったのです。これは、経済の崩壊

殊出生率は、一・四まで下がってし

が、スウェーデンの今年前半の合計特

先進工業国最大になりました。ところ

年金問題という点からの議論、これ

例えば、小学校、中学校と、区立に

主体とした政策を進め、今のような児

によるものです。東ドイツが一九九○

という議論が日本社会の中で欠落して

スウェーデンが一九九○年に、二・

行った場合、税金で子供が育てられた

童手当を維持するのか、それとも社会

年に、東西ドイツに統合された時に、

は、子供を公共財として考えているの

ので、公共財といえます。しかし、一

的公平とか公正を犠牲にしても、効率

東ドイツの合計特殊出生率が○・七ま

います。国民的なコンセンサスとして

方、私立の小学校、中学校へ行けば、

性を重視し思い切って効率を上げるた

で下がったのも、これは西ドイツとの

一四という合計特殊出生率を達成し、

それは個人的な資金で支出されるので

めに、出生促進政策にするか、のいず

経済の統合により、競争力を失い、補

です。

すから私的財になりますｂ子供が公共

れかです。

子供は、政府が介入を必要とする公共

財の部分があれば、政府が介入し返金

です。

えなければ、完全な私的財でもないの

しかし、子供は完全な公共財でもあり

財であればその必要はないわけです。

になりますが、もう少し選択的に出生

た、公共の公平の原理は侵されること

とでは、違った効果が生まれます。ま

イムで子供をみている母親につけるの

る母親につける場合と、在宅でフルタ

補助金をつける場合でも、働いてい

す。

経済運営が重要になるということで

を実行するためには、基本的にマクロ

あったわけです。つまり、少子化対策

とにより、受けたショックが原因で

助金がなくなり、市場経済に任せるこ

させる余地はありますが、完全に私的

これまで、日本政府のやってきた出

率が上がるような補助金の付け方にす

アジア全体としていえるのが、人的

生対策は、あくまでも社会政策の一端

1９

資源政策の問題です。アジアの国々に
おいて、一九八○年代には人口、出

生、死亡、健康、教育を含め、人間資

真っ先に予算が切られていくだろうと

り、景気が悪くなると、この分野から

生率がさらに低下して年金が少なくな

アジアの経験からいえば、将来、出

のお母さんたちが母親業に対して、非

ました。これが意味することは、日本

手で育てたい」という回答が返ってき

ないのですか？」と聞くと、｜自分の

いません。そこで、「どうしてあずけ

で、七五％のお母さんたちはあずけて

と思います。

司匡汕一

廉壬

山が②

藷輝明陣刎皿華

四８コて食驚

遅日会簾料の

ロゴ、

爵干。』⑪

画”子育ては自分の手で“母親業に価値観を持つ曰本女性

考えられます。そこで、国会議員の先

常に大きな価値観を持っているという

その一つの例が子育てに関する価値

生方には、出生率を上げるための政策

ことです。このような価値観に対応し

ＩＰＰＦ）

四・ワ

国雨

１６

ﾖ際会議’

藍金（ＵＮＦＰ

源の分野が急速に改善しました。しか

としてどのくらい〃効率性重視“の政

た政策をとらないといけないと思いま

圃巨

可日、韓国・

観です。毎日新聞社の調査で、子供を

策をとるか、それとも、出生率の劇的

す。そこを無視して、いくら保育園を

色々と述べてまいりましたが、最後

４ＦＰＰＤ

し、景気が悪くなると真っ先に予算が

な改善はあきらめてでも”平等“をと

のは、変わっていない部分もありま

に改めて一言申したいと思います。い

開発に関する

保育園にあずけているのは、二四％

るか、政治家として政策の選択を考え

作っても国の政策とお母さん方の価値

す。日本女性の価値観が変化した面と

かなる条件があろうとも少子化対策を

ＷＦＰＡ）

筆韮ｊノコヨ一圧二凸

』宮・ｒ

。・環境議員

削減されるのがこれらの分野です。

ていただきたいと思います。

観が全然合わないと意味がないので

変化していない面を理解したうえで政

立てる場合、理想子供数が変わらない

ア国会議

五一Ｆ円

ゴム開講

人口増加と１

ゾアの役

ま、①ICPD

日本の女性の価値観は、変わってき

策をとるべきで、欧米のような政策を

前に立てないといけない、ということ

す。

単純に日本に適用することでは問題は

です。残されている時間はあまりない

ていますが、その一方で根底にあるも

解決しません。

崖の「第15回

１本のワナロー

2０

｢海外旅行の本」にはない話

一」

■１１

■■

｜寸

「日本財団とは何ぞや」
とよく聞かれる。そもそ
とよく贋かれるｃそもそ

も「日本財団とは競艇の

売上金の一一一・三％を、先見性と柔軟性
をもって、幅広い公益活動を推進す財
団法人……」（財団発行のパンフレット

「「工ｍ三宅で○二「○亡ヱロア「’○三」
から）なのだが、詳しくはパンフレッ

,l li li l l l
1934年、東京都生まれ

●歌川令三くうたがわ･れいぞう＞

現職：財団法人日本船舶振興会（日本財

最終学歴：横浜国立大学経済学部卒業
職歴：毎日新聞社取締役編集局長、卿世
団）常務理事

界平和研究所理事、政府税制調査会委
員、金融制度調査会専門委員

が刊行している「人ロと開発シリー

ズ」の表紙に、当財団のニコニコマー

クがついているのは、同協会が、当財

団の大事な援助先のひとつであること

を示すものなのだ。

「日本財団とは何ぞや」を知ってい

ただくために海外での活動のいくつか

合い、海外旅行の本にはない臨場感あ

を紹介する。そこには人間の心の触れ
卜を読んでいただけたらと思う（問い

ふれるドラマがある。

アジア人ロ・開発協会（ＡＰＤＡ）

Ａ氏によって設立された米国内の非営

ム系アメリカ人、ＴＲＡＮＶＡＮＣ

体はベトナム障害者援助組織。ベトナ

当財団の援助プロジェクトの要請団

生である。三年後、彼の兄はフランス

生まれた。フランス軍の空襲下での誕

九五一年、中部ベトナムの塑壕の中で

ＣＡ氏の半生は波潤万丈である。一

物像にほれこんだからなのだ。

踏み切ったのか。それはリーダーの人

を実施している。何故、財団が援助に

車椅子を提供し、リハビリや職業訓練

る地雷の被害者などに、義手・義足や

傷した身体障害者や、いまだに発生す

Ｄ）の協力も得て、ベトナム戦争で負

ム政府や米国国際開発庁（ＵＳＡＩ

利ＮＧＯだ。日本財団のほかにベトナ

合わせ先は、日本財団広報部）。

●

●あるベトナム系
米人の半生
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幻

は少なくとも一年に一度は彼とベトナ

だった。夜は倉庫の片隅で毛布にくる

トナム帰還兵だったのが運のつき始め

ありついた。管理事務所の支配人がベ

ムやアメリカで会う機会がある。ベト

まって寝た。ＣＡ氏は誠実に働き続け

当で同胞の援護に乗り出したのだ。私

亡。五四年、南北ベトナム分離後、ト

ナムの活動現場での、彼との対話は私

と闘ったベトミン軍の兵士として死
ラン家は南ベトナムの地方政府に職を

ランチェーンのオーナーに声をかけら

た。三カ月経った。メキシコ・レスト

れた。「俺の店で働く気はないか」

得たが、再び戦渦に巻き込まれるＣＣ

ポート・ピープルが成功をおさめ、

の記憶に鮮明に焼き付いている。
ベトナムでチャリティを行う男に変身

と。掃除人として陰日向のない働きぶ

Ａ氏は独学で英語を学び、サイゴンに

一九七五年のサイゴン陥落の日、彼は

する過程はまさに劇的であった。

のメキシコ料理店を経営、高級住宅地

ニア州スプリングフィールドなど五つ

し、やがてワシントン郊外のヴァージ

国に送られ、無一文の中から身を起こ

カードがものをいって、ＣＡ夫妻は米

さずもっていた米海兵隊勤務のＩＤ

は、フィリピンの米海軍基地。肌身離

をさまよいつつ、たどり着いたところ

らかろうじてもぐり込んだ。生死の境

上げた。一ヒッチハイクさ」と彼はい

あえず基地の外に出て通る車に親指を

をやるのか選択のしょうがない。とり

が支給されたが、どこに行くのか、何

るといわれて当惑した。わずかのドル

あこがれだったが、いきなり自由をや

ようと自由だといわれた。自由は私の

メリカのどこに住もうと何の仕事をし

月後、お前は明日から自由の身だ。ア

「オクラホマの基地に送られて三カ

人々の多いこと。ベトナム全土で五十

失い、段ボールの上に乗って、いざる

荒廃に目を見張った。足をヒザ下から

し、ベトナムに里帰りした。あまりの

た。九○年、父親が病気との連絡に接

うとしても忘れ切れるものではなかっ

だが、ベトナムでの過去は、忘れよ

段を登り続けた。

年、ＣＡ氏はアメリカの成功物語の階

りが見込まれたのだ。それから十五

移り、アメリカ海兵隊の通訳となる。
奥さんとともに難民で満杯のハシヶか

マクリーンに百万ドルもする家を所有

年にわたる戦争で四○○万人が死亡、

七○○人が戦争の残した地雷で新たに

う。何十台目かに大きなトレーラーが
ところが、バージニア州のスプリング

足を失っていた。だが、ベトナム人の

傷病者は六○○万人といわれる。年に
ここまでなら、よくあるアメリカン

フィールドというところのショッピン

見ず知らずの人々に対する関心は薄

拾ってくれた。「二日かかって着いた
・ドリームの物語だが、彼は物質的成

グモールだった」。彼はそこで荷物と

かった。「アメリカに移民したベトナ

するに至る。

功に満足せず、私財を投じて九一年か

一緒にトレーラーから降ろされた。

ム人も一○○万人はいる。親戚に送金

らベトナムでＮＧＯ活動を始めた。戦

ＣＡ夫妻は、そこで掃除人の仕事に

争で足を失った人々のために義足を製

造したり、車イスを提供したり、手弁
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し、里帰りもする。でも彼らの関心は
家族・親戚・友人に限られる。不特定
多数の人々の不幸は知ったこっちゃな
いんだ」と彼はいう。

地縁、血縁は、古今東西を問わず人
のつきあいの基盤ではある。しかし、

ベトナムではそれが全てだという。Ｃ

Ａ氏の血縁者では、兄も含めて十四人
もの戦争犠牲者を出している。だが、

ＣＡ氏は、縁者の範囲内で自己完結し

り方なのだ。ライは薬によって完治す

るのだが、人々の偏見や差別の問題が

根強く残っている。

旧約聖書の時代からあったライ病。

一神が人類の犯した罪に対する罰とし

て与えられたもの―。それが古い聖書

の解釈であり、恥辱の病とされ、もっ

ぱら世間から忌み嫌われ隔離されてき

た。この病の特効薬が発明されてから

五十年。今日ではライは簡単に治癒す

活動を続けている。日本財団と彼の第

ベトナムで生活し、母国の同胞の援助

分だ」と彼はいう。一年のうち半年は

が経営している。「生活費はそれで十

ンのうち一軒を残して売却し、奥さん

りと位置づけている。五軒のレストラ

彼は、今では過去を心の中にしっか

戻るぞ」と電話した。

トンの空港で、「俺はベトナムにまた

た。里帰りの帰路、ＣＡ氏は、ワシン

の勺国げ少ｚ弓国詞○勺目の原点だっ

飛び出した自分を発見した。それが彼

ＤＴによってライは医学的には解決済

く、最後の追い込みに入っている。Ｍ

でにライ患者をおおむねゼロにすべ

○万人以下に減少した。二十一世紀ま

○○○万人以上いたライ患者は、一○

団のプロジェクトによって、世界で一

Ｔ）の錠剤購入に充てられる。日本財

金は主として、多剤併用療法（ＭＤ

総額は約一三○億円に達する。この資

の援助を行っている。今日までの援助

界のハンセン病（ライ病）制圧のため

ＷＨＯ（世界保健機構）を通じて、世

川記念保健協力財団と国連機関である

燗症Ｍ川呼鳩他Ⅶ榊辨勵噸脚戦栖頤加詔

体のツァー客を拒絶する手つかずの秘

ない人が多い。大規模な観光開発と団

かなりの旅行通でもこの島の名を知ら

きな島の中で、五番目に大きい。だが

モロカイ島は、ハワイに八つある大

である。

為にハワイのモロカイ島に出かけたの

決に導くのか１．その事を考える

題をどのようにとらえ、どうやって解

ギャップが存在している。そういう問

を見る目との間には、まだ大きな

こうした医療的現実と、人々のこの病

る皮膚病のひとつにすぎない。だが、

二の人生とのおつきあいは、かれこれ

みともいえるが、問題は人々の心のあ

日本財団はおよそ四半世紀の間、笹

(ハンセン病制圧プログラ幻

五年になる。

ているベトナム文化の行動規範から、

●君よ知るや悲惨の島

している。だがたった一カ所、屏風状

で、墓石が立っている。風雨にさらさ

になりバクチやアルコールに淫し、強

者のみが生き残る無法状態が続いたと

活している。ホノルル空港から約四十

形は顕著に残っている）四十五人が生

者（治癒しているが、それとわかる外

し同然に隔離されていた。今では元患

盛期には一○○○人もの患者が、島流

は嵐シＳレロ勺少宅し。ハンセン病の最

（ライ病）患者の居留地である。地名

一八六六年に設立されたハンセン病

であった。

どの三角形の岬だ。それが私の訪問先

洋にせり出している。一辺が四キロほ

病気を現地語で「富ご勺シ【国」（中

イ王国衛生局はパニックに陥り、この

そこで発病した。無縁仏が多い。ハワ

の砂糖キビ畑の労働者として移民し、

地の東洋人の墓は、当時のハワイ王国

ン病はあっという問に伝染した。この

州と東洋から菌が持ち込まれ、ハンセ

人々だった。抵抗力のない人々に、欧

は病原菌に侵されていない純粋無垢の

する以前の十八世紀末、ハワイ人たち

は電撃的だった。島々に捕鯨船が寄港

ハワイ諸島にハンセン病が襲ったの

国」と評し、ダミアン神父を「信仰を

であり、かつて見たこともない悲惨の

臭。ここは言葉で表せない恐怖の場所

の直後、この島に渡り「嫌悪すべき悪

者であるスティーブンソンは、彼の死

らない人はいない。小説「宝島」の著

父の生涯は、ハンセン病の世界では知

ルギー人のカトリック司祭ダミァン神

からもハンセン病にかかり殉職したベ

年間の布教と救ライ生活を送り、みず

居留地であった。この凄惨な地で十六

ここは世界最大のハンセン病患者の

もいう。

分、太平洋の白い崖の下を海面スレス

国病）と名づけ怖れおののいた。累計

同じくする人々の霊的な幸せに貢献し

れ、判読不能の墓碑が多い。

レに飛び「尻しげレロ勺ン□しめ因弓曰句回‐

で八○○○人の患者がこの地に強制的

た」と称賛している。

の崖のはるか下に、緑色の台地が太平

三回ｚＢ」に到着。

に送り込まれた。

の墓も多い。太平洋を見下ろす台地

場に案内される。日本、韓国、中国人

保健協力財団の山口さんらだ。まず墓

者で救ライ運動家、鄭さん、笹川記念

者同盟会長の曽我野さん、韓国の元患

出かける。ツアーの相客は日本の元患

イアさんの運転する古いバンで見学に

されたのだという。ある者は自暴自棄

子と農機具が渡され、置いてきぼりに

す」とあった。彼らは当座の食糧と種

求め、悲嘆の中で、ここに教会を建立

女と二十三人の男たちは、大声で神を

いる。「人類に締め出された十二人の

【しげシミン○に粗末な教会が残って

患者隔離の第一船の上陸地点に近い

出かけることもあるとか。だがライの

は気晴らしに、ラスベガスのカジノに

本屋がそれぞれ一つずつある。たまに

リンスタンド、バーと郵便局、病院と

い庭付きの家。村にはコンビ一一、ガソ

上はそう見える。芝生を刈り込んだ広

患者の生活は決して暗くはない。外見

モロカイ島の居留地に住んでいる元

迎えに来た元患者のクラレンス・ナ

に、故国のある西方に背を向ける形
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恐怖を刷り込まれた世間の目はそれほ
十七年である。

’九九六年。ハワイ州に遅れること｜

八億円の支援をやっている。

たまたまシンガポールで開催された

「東アジアの安全保障会議」で同席し

ど変わっていない。

「要するに人間の心の越え難い障壁

たアメリカ退役海軍大将、元第七艦隊

ポール事務所長の川上直美氏、シンガ

くれたのは、日本海難防止協会シンガ

応じてくれた。われわれ一行を迎えて

校としている第七艦隊の親玉は気軽に

カ海峡は十年ぶりかな一。横須賀を母

誘ってみたのである。「ほう、マラッ

ポール・ミラー氏を海峡見学ツアーに

司令長官、元ＮＡＴＯ軍最高司令官・

は視覚上の美醜の問題ですよ。ライが
ハンセンと名前が変わっても、世の中
の差別がなくならないのは、移らない
と頭でわかっていても、外見上、醜い

からだ」。同行の元患者同盟会長の曽

我野さんはそういった。それが心の痛
みだと彼はいう。

翌日、ホノルルの市政ホールで開か

れたハンセン病患者、および元患者の

うした運動についても支援している。

のキャンペーンである。日本財団はこ

れが医療と二本立てで行われている心

一般の人を手助けしてあげたい」。こ

助け合うだけでなく、私たちは世の中

してハンセン病患者の回復者は相互に

子とか個人の名前で呼んでほしい。そ

という集合名詞でなく、ＴＯＭとか花

んたちと出席した。「ハンセン病患者

ずこの海域の海図作りに費用を出し、

ちにあり、海の難所だ。日本財団はま

化が激しい上に、岩礁や浅瀬があちこ

ルに向かうと急に狭くなる。潮流の変

通りマラッカ海峡に入り、シンガポー

の原油を積んだタンカーがインド洋を

行のための援助を実施している。中東

の三国に囲まれたマ．シ海峡の安全航

ガポール、マレーシア、インドネシア

日本財団は、一九六八年以来、シン

ス艦だったろう。

う。だがその船は原子力空母かイージ

ポール軍港に入ったことがあるとい

べる。ミラー提督は、何度かシンガ

ポール人の船長が、そう歓迎の辞を述

かかげておけばよかった」。シンガ

「ようこそ提督。四つ星の大将旗を

峡の難所めぐりをする。

マリーナから、小さなクルーザーで海

界屈指の良港シンガポール。客船用の

らだった。六つのターミナルのある世

ポール日本船員センターの金子昭治氏

日本はアメリカに比べて、“心の運

さらに各種の光波標識、電波標識（無

「尊厳を求めて」の会合に、曽我野さ

動”が遅れている。その証拠に日本が

「われわれの日常の仕事は敷設した

人灯台）など、過去三十年間で合計九
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ハンセン病患者の隔離を廃止したのは
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･過密海峡マラッカ

船でいっぱいだ。

マラッカ海峡は今日も

§蘂電鑿

さん。それが結構、手間のかかる仕事

グの煤を拭いてやればですね」と川上

る。ただし付着した鳥のフンやスモッ

る。日本製の電池は二十年も寿命があ

電池が破壊され、夜間光を発しなくな

時々、大型船の当て逃げがある。太陽

浮標や、無人灯台の管理と補修です。

もっと多いはずだという。

タはあるが、夜は監視していないので

一日三百隻という目視による調査デー

するわけではないから、統計はない。

素通りする船については通行税を徴収

港する隻数は一一万隻だ。だが海峡を

はっきりしない。シンガポール港に入

何隻の船が通過するのか、実はそれが

ので、残念ながらタンカーには遭遇し

かかる。この日は土曜日の午後だった

とると一隻につき三○○○万円余計に

だと二十一日間かかる。このコースを

ポール沖を通らずにロンポク海峡経由

ビアから横浜まで十八日間。シンガ

二万隻、タンカーが多い・サウジアラ勿

日本船については統計がある。年間

だという。シンガポール海峡は、年に

なかった。「早朝に

は、二○万トン級のタ

ンカーの行列が見られ

ます。海の難所ですか

ら視界の良い早朝に通

過してしまうのです」

と金子さんがいう。

金子さんによれば、

船長三○○メートルを

超える巨大なタンカー

は波高五メートルの波

を起こしながら通過す

る。カヌーや船外機付

の小舟は転覆すること

もある。この小舟はイ

ンドネシアの漁民たち

のものだ。海峡のスマ

｢海外旅行の本」にはない話

した。

ザーは、その種の帰り舟に何隻も遭遇

前に帰途につく。我々一行のクルー

大急ぎで洋上の取引きをすませ、日没

らんでしまうので、海水で冷やしつつ

獲った魚は炎天下では半日で腹がふく

レー人に売り、米や布などに換える。

トラ側で獲った魚をシンガポールやマ

ともいえるのではないか。

シ海峡の文明の十字路で起こっている

さな〃文明の衝突”が、日々狭いマ．

いう強者と、細々と続く土着文化の小

政治的にいうなら、巨大な近代文明と

ところです」と金子さんはいう。国際

道とのみ考えてしまう。そこが難しい

い、道路を考える立場の国は東西の近

るものはこの海峡を南北の通路と思

語、英語、中国語、タミール語で。

という趣旨の広告を掲載する。マレー

ら願っています一

財団はマラッカ海峡の安全航行を心か

抜き通りを通る二階建てバスに「日本

のだ。日本財団は、シンガポールの目

興味深いドラマが展開しているものな

だ。だが通常の旅行者の死角にこそ、

海峡」なるものは掲載されていないの

の後、中国、インド、欧州の三角貿易

とマレー半島の南北の通路だった。そ

ンギ国際空港に入る旅行者には、マ．

○○万人を超す。しかし飛行機でチャ

日本のシンガポール旅行者は年間一

古代、中世のこの海峡は、スマトラ

を開発した欧州人によって東西のシー

シ海峡の存在さえわからないだろう。

２７

曰】同印てｍⅡ伯

⑰

【】

悪Ｃ

レーンに変わったのだ

して

日本で発行の旅行案内書のどのページ

障害

「海事にたずさわる人間がこんな事

ョ(よ

を繰っても「マラッカ・シンガポール

●［ヨ

をいうのもなんですが、海を畑と考え

識

蕊
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ｹﾆｱ⑳人口議胄

国立公衆衛生院保健統計人口学部長
プリント教材エンガロ・ジーコ（土かまど）

日本との協力で村人達が自分で作った

林謙ｉ台

人口・家族計画関係の国際協力プロ

ジェクトに参加してから、かれこれ二

十年近くになる。一九八○年代は中国

をを皮切りに、その後コロンビア、ペ

ルー、メキシコなどラテンアメリカの

プロジェクトを中心に活動したが一九

九○年代はもっぱらアフリカでの活動

であった。人口・家族計画の国際協力

プロジェクトといってもさまざまな形

態と内容があり、住民を対象とするプ

ライマリヘルスケアのような公衆衛生

プロジェクトから統計専門家を相手と

する統計整備プロジェクトがあり、そ

の幅は広い。

さて人口教育といえば、｜股には人

口を抑制するための家族計画教育とイ

メージされる方も多いかと思うが、確

かに一九六○年代から七○年代まで国

連機関や各援助国はそのような方向で

進めていたこともあった。しかしなが

ら、そうしたプロジェクトは住民の価

値観に沿わず歓迎されてないケースが

少なからず見られ、今や古典的な概念

となった。現在ではむしろ住民参加を

求め、内容的にも家族計画のみならず
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￣￣￣

母子保健をはじめ女性の活動支援など
多岐にわたっている。

筆者が一九八九年にたち上がったケ

共有していきたいと考えている。

レット類が大半でたまにビデオ教材が

あっても現に中国で使用しているもの

を借り受けてきたものしか見当たらな

こともあり、また、今後どのような評

たが、思うように事が運ばれなかった

うに、比較的順調に進んだこともあっ

九八年）十二月に終了した。この間思

て以来、はや十年経過し、昨年二九

プロジェクトをスタートさせたという

門家も見当たらず、暗中模索のうちに

なく、また、当時アフリカに詳しい専

・家族計画分野の事業展開した経験が

始まるまで、そもそもアフリカで人口

わが国ではケニアのプロジェクトが

とか実行能力に乏しいなど先が思いや

から入手した情報によれば不正が多い

かと思われたが他の援助機関やＭＧＯｓ

健を考えていたので保健省相手が適当

た。当初内容的には家族計画や母子保

カウンターパート選びにも難渋し

かった。ましてビデオ教材の作製など

価を受けるかわからないが、いずれに

のが正直なところである。筆者は当然

られることをしばしば聴くにつれ、つ

、プロジェクト事始め

しても一眉の荷が下りた思いがする。し

のことながら現在より十歳若く、若気

い及び腰になってしまい、結局人口開

ーーァの人口教育プロジェクトに参加し

かし、振り返ってみると成功したこと

のいたりと申しますか大胆にも引き受

発委員会をカウンターパートにする方

した教材作製からスタートしたほうが

を期して日本の得意なＡＶ機器を活用

のも無謀のように思えた。そこで安全

プのプロジェクトをいきなり展開する

慣を熟知せずに、プライマリケアタイ

標である。しかし、アフリカの文化習

ジェクトはやはり成功を目指すのが目

経験のないアフリカとは言え、プロ

がうほどの巨大なスタジオであり、こ

の建物の一部にある映画撮影所と見ま

て案内されたのは国立ケニヤツタ病院

たいと主張するのに閉口した。はじめ

ていないにもかかわらず主体的に担い

る機関であり、現場の仕事を役割とし

が、この種の組織は人口政策を策定す

多くの途上国にも共通すことである

想像もできないことであった。

失敗したことも多くの貴重な教訓を残

けてしまったのである。

よかろうということになった。実際、

れをリハビリして欲しいとの要望で

2９

しており、いずれなんらかの形で他の

プロジェクトに反映させたいと思う

事前調査で現地に行ってみると国連や

あった。スタジオは世界銀行の融資で

●林謙治くはやし.けんじ＞

千葉大学医学部卒業。エール大学留学、
松戸市立病院産婦人科勤務の後、現在、
国立公衆衛生院保健統計人口学部部長。
主な著書は、「十代の妊娠」自由企画出
版1987年、「調査研究の考え方進め方」

医学醤院1988年、他多数。

へ傾いていった。

が、また、この分野の専門家と経験を

援助国の資金で作製した粗末なパンフ

1945年長野県生まれ。医学博士・

され、機器はすでに老朽化もしくは故

調達がつかず稼働できないままに放置

情報放送省間のプロジェクトのプライ

彼らを励ましたが、人口開発委員会と

た。巡回指導のたびに方向性を確認し

じにも評価に堪え得るものではなかっ

いかという気がした。やはりある程度

くの子供を産むという説は誤りではな

と人口学の教科書に、貧困がゆえに多

口増加の最も激しいところである。ふ

農業を中心とした人口密度の高い、人

建設されたそうだが、その後技術者の

障したままであった。それまでビデオ

供が働き手として認識されるところで

オリティ争いの調整にもかなりの精力

自然増加率も上昇するほうが正しいで

フィルムを数本作製した実績しか残し

三年プロジェクトであるのでなんと

はないか。極貧状況では子供を産んで

食べていけるところに人が集まり、子

か実績をあげねばならない圧力が二年

も育たず人口はあまり増加しないでは

を費やさねばならなかった。

助の空しい側面をまのあたりにした。

目の後半からひしひしと伝わるように

ていないとのことであった。建物、設

結局、人口開発委員会の役割から考

なった。頑張った結果ある程度の数量

備はまさに廃嘘となった観があり、援

え、プロジェクトの窓口として位置づ

ないかと考えたりもした。

人なつっこぐ歌が上手である。その

と一定水準の作品が確保できたような

さて人口教育のプロジェクトといい

ハーモニもプロ級と思われるほどよく

けることにして、実際は情報放送省の

ながら制作にほとんどのエネルギーが

合っていた。私に手をつながれた七歳

ビクトリア湖に沈む夕日は実に美し

注がれてきたため、とかく住民への

位の女の子は一緒に日本に行くとい

気がする。印刷ものは家族計画メッ

メッセージの伝達は疎かになりがちで

う。歯の抜けた元気な老婆に年を聞い

い。九州の面積くらいの湖というから

あった。実は当初からナイロビより西

てもわからないという。なるほどこれ

セージの入ったカレンダーが住民には

四○○キロ離れたビクトリア湖付近の

では国勢調査の技術が上がっても正確

付属教育センターに本拠をおき、セン

教材にはさまざまな形態があるが、

カカメガという地域及びナイロビ東二

な統計が取れないはずだ。息子のため

むしろ海といったほうがよい。村人は

ケニア側の技術者は印刷教材よりも複

○○キロに位置するメルー地区を

に家を建てているというおじさんと村

ターの職員のメディア制作能力の向上

雑な機器を用いるビデオの制作に強い

フィールドに人口教育を展開すること

道で出くわし日本人かと聞かれた。彼

人気があった。

関心を寄せていた。機械操作の学習で

になっていた。これらの地域はナイロ

と人口教材の普及活動を中心とする内

手いっぱいで家族計画や母子保健どこ

はビルマでイギリス兵として日本兵と

容にした次第である。

ろではなかった。二年目の後半でやっ

ビにつながるグリーンベルト地帯で、

二、生きた教材をつくる

と作品らしいものが完成したが、おせ
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婦人合唱団の

あいさつ

パーフォーマン
スのあと

イギリス軍といっても最前線に立って

は久しぶりで懐かしく感じるという。

戦ったことがあり、日本人に出会うの

歌っていたのかもしれない。それにし

う「はにゅうの宿」の曲はケーーア人が

マの竪琴」で日本兵が一同涙したとい

いたのは黒人兵だそうである。「ビル

の阻害要因になっていることもだんだ

な材料である。夫の無理解が家族計画

達風景、保健所活動は番組制作の恰好

合唱団による家族計画メッセージの伝

に脚本した後、撮影の手順を決めて制

んわかってきた。これらをドキュメン

ナイロビのカウンターパートはケーー

作を開始して、ビデオや印刷教材作り

てもなんと生き生きしたコミュニティ

ァではエリートである。作品の多くは

はようやく軌道に乗りはじめた。完成

タリーふうにあるいはストーリーふう

スタジオ内で自己完結しており、伝え

始まり、村の健康まつりも行われるよ

した作品に村人自身が登場するので大

ずに作った教材は死んだ教材である。

うになった。村人達は役所に何もかも

るメッセージはどことなくよそよそし

現地取材の喜びを感じ取って制作に生

頼ることはできないことがわかり始め

いに喜ばれた。婦人合唱団のコンペが

かすことに、スタッフ一同は賛成して

たようであった。

メルー地区では保健所を建てたいと

いう。資材購入費から援助してもらえ

ば自分たちで工事し、川から水を引っ

張り、土地購入費は募金活動で集め、

医師や看護婦は県知事にかけあって派

に自信を持ちはじめ、フィールドワー

なった。カウンターパートは制作能力

プロジェクトは二年延長することに

してケーーァ政府を通じて県知事から正

よいと言い残した。それからしばらく

とした計画ができるならば約束しても

は当初半信半疑であったので、きちっ

遣してもらうという計画を立てた。私

クも積極的に行うようになった。婦人

ヘの目覚め

一一一、プライマリヘルスケア

撮影は経費かかさむのである。

ていたわけではないが、遠隔地の野外

くれた。スタッフは現地取材を否定し

い。エリートであっても住民と接触せ

ではないか。

｛露
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村人との別れの

村人の歓迎

前面は女性の

あいさつ

長老

式要請が上がってきたのに驚いた。村
人たちは本気だったのである。実にわ

ずかな資金投入で立派な保健所ができ

鍵

その点ビクトリア湖畔のカカメガ地

を得ている。このままプロジェクトを

に展開できる条件も整いつつある感触

た。プライマリヘルスケアヘの本格的

区の住民の盛り上がりが今一つ精彩に

終了させるにはあまりにも惜しい。国

上がったのである。

欠ける印象があった。この地区は中央

かくして一九九四年より教材制作・普

際協力事業団も同様な意見であった。

及の一層の充実化およびプライマリヘ

から離れているが、大物政治家を輩出
しているため、今までにも多くの外国

ルスケアを抱き合わせた五年プロジェ

援助プロジェクトが投入されてきたと
ころである。婦人団体も選挙がらみで

クトを開始することになった。こうし

メディア制作スタッフはすっかり自

ジェクトでは初めてであったと思う。

た形態はわが国の人口家族計画プロ

組織されたと聴いている。中心地区は
立派な町となっており、周辺離村との

格差が大きい。保健活動はどちらかと
いえば官制で、われわれへの対応は友

あった気もする。知事および関係者の

機関からも来訪者が相次ぎ、プロジェ

いというまでに成長した。各国の援助

デオ番組やスポットの放映をしてもよ

信をつけ、国立ケニア放送が作品のビ
目を離村開発に向けさせ、そしていか

好的であったが、リップサービスで

にして自助努力の意識を高めるかが課

クトは注目されるようになった。カイ

にビデオより印刷物の普及がより重要

イマリケア活動が強調されているため

なった。しかし、第二フェーズはプラ

ではセンター的存在といわれるように

品の水準は高く評価され、東アフリカ

組も本プロジェクトの作品である。作

したケニアの人口事情に関する紹介番

ロで行われた国際人口開発会議に出展

題であるように思えた。

四、プライマリケアへの

本格的な取り組み
一一年間延長したプロジェクトも終わ

りに近づきつつあった。教材制作面は

飛躍的に向上したが、普及面では十分
効率的に行われていない憾みがあっ
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た。保健省は正式なカンウタパートで

カルの各セクターがよく協力しあっ

らずの綱引きの中で地域展開ではロー

となってくれた。中央省庁の相も変わ

岸田専門家はプライマリヶアの牽引車

実は伝統助産婦であり、農業以外の副

にやってくる。メンバーのほとんどは

かし半分に女性グループの活動を見物

けないのである。男性は、たまに冷や

忙しく、こうした活動をする時間がさ

者が多い。若い女性は農作業や育児に

のグループのメンバーは元気な中高年

ビデオ番組を制作したことがある。こ

協力で、家族計画メッセージを伝える

前にも述べたように、婦人合唱団の

り売れなくなってしまった。その他に

模倣する人が出てきて、そのうちあま

く売れた。ただし、売れるものはすぐ

町で販売したら意外と人気があってよ

本のいなかで作っていた方法を教え、

いうことで現地の材料を使って、昔日

からわらじをはいたほうが良かろうと

る。用を足す時に寄生虫予防にもなる

トイレは、堀り穴式で大変不潔であ

た。国際協力事業団から家族計画のプ

ないにもかかわらず地方のスタッフは

業として代々継承されている。ここに

もさまざまなアイデアで経済活動が行

である。

喜んで参加してくれた。ターゲットは

注目して活動を進めた。プロジェクト

われ、うまくいったものもあるが、あ

と思われた。日本側の佐藤リーダーと

カヵメガ地区のエンザロ村を含む離村

の役人は、保健所の建設から始め、グ

まりうまくいかないものもあった。売

山を越えてこだまする
このタイトルは、のちにプロジェク

上が重要であるとよくいわれる。理屈

を活性化するためには、女性の地位向

筆を先に進めるのに気が楽である。村

があったことをこの際認めたほうが、

紹介できるまで、さまざまな試行錯誤

れたものである。しかし、活動を人に

したが、収入は多くないようであっ

る。その他七面鳥などを飼育したりも

でうずらを捕まえるのは実に上手であ

画された。彼女らは飛びはねながら網

を捕獲し、卵を町に販売することが計

自ら稼ぎ出すことを考え、当初うずら

さて、活動資金であるが、グループ

なるべく多くの人が一緒に寝れる大き

る。家族がばらばらで寝ているので、

活用した。例えば、「かや」作りであ

し、残りは他の生活改善活動のために

稼いだ資金は一部運転資金にまわ

不思議に思われたかも知れない。

ロジェクトで、なぜ粉引き機が必要か

地域であった。

ループの活動拠点にもなるよう設計し

れない場合は自家消費用にまわし、も

五、エンザロ村の歌が

た。

はわかるにしても、それでは具体的に

た。モーターで作動する粉引き機を贈

耐托》川畑Ⅶ棒俸壯川舵靴舳で旅麺泄鉛

トの活動を取材したＮＨＫ番組で使わ

何から始めればよいか教科書にも載っ

呈して使用料を徴収して資金源にもし

感覚もあまりない。

、、

、、

ともと資金役人が少ないので損をした

ておらず、結局自ら考えるしかないの

、、

という。北欧にかまど学会というのが

あって、途上国に普及するための研究

所に集中しておらず、まばらに散ら
ばっている。そこで共同給水所をどこ

が盛んなようである。設計のしかたや

作ったかやも町で良く売れた。現在ア

に作ればよいかが問題になった。結論

熱効率、余熱利用の問題も研究されて

メリカのＣＤＣ（○：←の局扁○局□肘②閉の

はなるべく学校周辺に給水所を作って

おり、これを参考にして隣村も含めて

かやに薬品を塗布し、一一重予防効果を

うにした。女性たちの活発な活動に刺

た。

一九九八年初頭まで三千戸に普及し

、、

○・コ←３］）は、かやのマラリア予防効

夕方子供たちが下校時に持ち帰れるよ

狙っているプロジェクトもあるそうで

激されて、給水所作りに夫たちはきわ

、、

果について研究を行っており、中には

←〈）プ（）Ｃ

らかでないが、プロジェクト開始以来

いずれが決定的な要因となったかは明

その他にも考え得る手立てを尽くし、

ラは呼吸できずにほとんど死滅する。

れば水面に油膜ができ、水中のボウフ

ラがよくわく。ここに菜種油を散布す

辺に水たまりができやすいのでボウフ

ことがあり、毎日ミネラルウォーター

日本の自衛隊がナイロビに派遣された

みカップさえないのである。たまたま

かないかもしれないが、学校には水の

きるようになった。日本では想像がつ

学校でいつでも沸し湯を飲むことがで

かまど」を作った。これで子供たちは

後でも触れるが、学校には必ず「土

川を挾んだ向こう側では五○人の死者

に、この地域でコレラが大流行した。

ちに減少した。たまたま九八年一月

設置する。乳児下痢症は、みるみるう

の排出口がない場合、かまどは屋外に

るが、蚊の進入にも役立つ。家屋に煙

る。夕食の支度時は一時煙が立ち込め

は容易なので、かまどは屋内に設置す

る。このような構造の場合は煙の排出

ブキ民家の天井近くは外気と通じてい

あまり雨が降らないので多くのカャ

のモニタリング調査によれば、マラリ

のボトルが数千本と廃棄される。わが

を出した。一方、かまどの普及したプ

めて積極的に参加した。

ア患者は大幅に減少していることは確

専門家は隊長にかけあって大量にもら

マラリアといえば、共同給水所の周

かである。

い受け、これで子供たちの水のみカッ

ロジェクト地区では、死者ゼロどころ

井戸を掘って給水所を作った資金の

プ問題は一気に解決した。

る。この村では水汲みは子供たちの役

な日課であり、骨の折れる仕事であ

リカでは川に水を汲みに行くのは大事

ある。良く知られているように、アフ

た。ケニアではかまどのことをジーコ

が、ただし、ここでは土を用いて作っ

日本の農村でよく使われたものである

のは「かまど」作りである。これも昔

目に見えてもっとも成果が上がった

コ」としてよく知られている。

まった。最近ではヱンザロ・ジー

れ、かまどの評判は一気に全国に広

のことは直ちにメディアで取り上げら

か、一例の患者も発生しなかった。こ

一部も、経済活動から捻出したもので

目である。日本の村と違って家は一力

3与

ケニアの人ロ教育

保健所の前で子
供たちとの会話

栄養改善にも着目した。各部族は、

くらない野菜といっても何か特別な理

所に配給されると、たちまちなくなる

プロジェクト最終評価報告書に、ケ

ほどであるところを見ると、意識は高

で各部族が食用しているものをリスト

ーーァ側カウンターパート曰く、「村人

由がある訳でなく、単に食べる習慣が

アップして、写真入りの教材を作製し

は貧しいが知的にからっぽの舟（犀己‐

部族ごとに伝統的に食べられる野菜と

た。これをテキストに婦人グループの

℃ごく①別の一）ではない」と書きしる

いようである。

講習会に用い、村人の食卓メーーューは

した。まさにその通りである。確かに

ないといったものも少なくない。そこ

豊かになった。野菜の中には、駆虫薬

日本側も初期にはいろいろと介入し

食べられない野菜を区別している。食

の成分が含まれているものがあること

た。しかし、一旦動機づけがうまくい

日本側は、むしろ相談相手の役割を担

出され、実行に移していくのである。

くと、彼らの間から次々とアイデアが

もわかった。

六、エンザロの歌声は

共同作業の中で積極的になったと言っ

いる。家族計画は、むしろ生活改善の

どのおかげで乳児死亡が減少してきて

の水準は上がってきている。水、かま

・母子保健は、生活改善と連動してそ

を中心としたものであった。家族計画

クト」という人もいる位に、生活改善

このプロジェクトを「台所プロジェ

体かＭＧＯｓが興味を示し、引き継い

て別れた。私としては、今後地方自治

て、日本人との活動を続けたいといっ

ある。村の校長は手書きの住所をくれ

ロの行く末は、やはり気になるもので

ある。しかし、十年つきあったエンザ

展させ全国普及に努力するのが建前で

ない。今後はケニア人自身がさらに発

プロジェクトは永遠に続くわけでは

うようになったのである。

たほうが妥当であろう。政府の配給す

で頂けるならば幸せである。

どこまで届くか

る避妊器具、避妊薬が途絶えがちであ

ることが難点である。｜旦病院・保健
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彦
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国連人口特則鑑震口詑鞭

正

鳥Ll

て以来、人ロは圧倒的に若い世代が

始めている。地球上に人類が生まれ

上国にも「高齢化の波」が押し寄せ

許」と思われがちだ。だが、発展途

人ロ高齢化というと先進国の「特

年」が昨年十月一日の「国際高齢者

国連総会で決まった「国際高齢者

りの比率を占めるようになるのだ。

高齢者という「新しい世代」がかな

そして二十一世紀には、地球規模で

などを紹介しよう。

「六○億人の日」を迎えるからだ。

ョＰ（

上、環境、食料など地球的規模で解決

今年は人口、開発、女性の地位の向

表した一九九八年世界人口推計で人口

日と発表した。だが、国連が十月に公

七月、六○億人に達するのは六月十六

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）は昨年

をしなくてはならない問題を真剣に考

四カ月遅らせた。

いることが分かり、六○億人の日を約

増加率が以前の推計に比べて低下して
第一は、十月十二日に世界人口が

くつか理由がある。

える年といっていい。というのは、い

▽人ロ爆発の世紀

後半になって高齢者が増え始めた。

の日」から始まった。高齢化する世

目ニー、－

’も〆』》〆｜・｝赴一【戸トー・…‐〃私》｜｜・｜降町４＄

『

J鶯

■し

多かった。ところが出生率の低下や

内

界の人ロ事情、国際高齢者年の目的

西

平均寿命の延びに伴い、二十世紀の

’六月には

寶７J.■

高齢化は地球規模で進行

大勢で昼食をするのが楽しみⅡ神奈川県の特別養護老人ホーム

li1Iil
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高齢化は地球規模で進行

国連の資料によると、西暦元年の世
界人口は三億人程度だったとされる。

それがが一○億人になったのは一八○
四年。ナポレオン｜世が皇帝になった

年だ。人類が誕生したのは五○○万’
四○○万年前とされているから、気の
遠くなるほどの時間をかけて一○億人
まで増えたことになる。

一一○億人は一九一一一○年、三○億人は
一九六○年、四○億人は七四年、五○
億人は八七年である。’○億人が新た
に加わる期間が短くなっていることに
注目したい。

九八年世界人口推計によると、年間

一」論社、ロ豊加

》←’一・剋暉・‐・な』

がり、最も可能性のある「中位
推計」では二○五○年に八九億
人になる。

世界人口推計は二年ごとに発

鱗蕊騨》霧蝋纈》

》熱》》》》『甸孵

，説入熊会Ｊ億

国はエイズによる死亡を減らす努力を

なっている。正確な知識と予防で、各

とした場合の五十四歳より七歳も短く

均）が四十七歳で、もしエイズがない

カの二九カ国では、平均寿命（男女平

いる。特にエイズ感染率が高いアフリ

死亡率が高くなっていることを挙げて

しかし一方で、推計はエイズによる

果を示しているといえるだろう。

たから、新推計は途上国で家族計画の

＝北海道の特別養護老人ホーム

増加率は一・三一一一％、年間増加数は七
Ｑ年間増加数は七供数は一九五○年代の五人から二・七

ホームの中の売店で買物

普及などによって出生率が低下した成

ヘーー～～

八○○万人。女性一人当たりの平均子
一人当たりの平均子人にまで下がった。今後、増加率は下

－－＝＝
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287,374

先進地域'）

65歳以上
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1,415,925

世界全域

ＵＮ,Ｔ１ｈｅＳｂ罪α几dAgeDLsけdbutio几Ｑ/ZheWorJdPOpulcItjonsJI99６による。
１）ヨーロッパ、北部アメリカ、日本、オーストラリア及びニュージーランドからなる地域。
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65歳以上
地域

(1,000人）

世界の年齢別人口の推移

２）先進地域以外の地域。

(％）

世界の年齢別人口の割合

ＵＮｐＴ１ｈｅＳｂ工mzdAgeDtsZ（b“tjo〃ｑ/,t/ZeWoFZdPopuJQtjo几s､･ノ996による。

総会に向けて国連人口基金は昨年か

だ。

世界人口の比率を先進国と途上国に

ら地域会議や専門家による円卓会議な

し、国際的な支援を急ぐべきだ。

分けると、五○年には三二％と六八

カ国の代表が参加する予定だ。並行し

どを開いている。この二月八日から十

て国会議員、非政府組織（ＮＧＯ）、

％。それが現在は二○％と八○％だ

世界人口は一九○○年には一六億五

青年代表による会議が予定されてい

二日まで、オランダのハーグで総仕上

○○○万人だった。それが今年、六○

る。政府、住民の代表である議員、市

が、二○五○年には一三％と八七％に

億人になる。’○○年のうちに四三億

げともいうべき「国際フォーラム」が

五○○○万人もの人口が増えた世紀は

民団体などが一体となって人口問題に

なるというから、途上国の急増ぶりが

ない。しかもその増加は二○世紀後半

取り組まなければならない、という姿

開催される。フォーラムには約一八○

の五○年に集中している。まさに二○

勢を示している。

浮かび上がってくる。

世紀は「人口爆発の世紀」なのだ。

カイロ会議で採択された「行動計

画」は、七四年の世界人口会議（ブカ
第二の理由は、六月三十日から七月

加に対するアプローチがまったく異

キシコ市）での行動計画とは、人口増

レスト）、八四年の国際人口会議（メ

二日までニューヨークの国連本部で人

なっている。

▽－ＣＰＤプラス５

口開発特別総会が開かれることだ。

進めることが重要というマクロの視点

抑制するために家族計画などの施策を

過去二回の行動計画は、人口増加を
かれた国際人口開発会議（ＩＣＰＤ）

特別総会では、九四年にカイロで開

で採択された行動計画がどのように実

が強調されていた。

それがカイロ会議では、カップルや

施されたかを評価し、今後の実施に向
けて各国の経験を学び合うのが目的

3８

高齢化は地球規模で進行

の中を歩きます」

「歩行器を使って施設
＝ドイツ・デュッセル

ドルフの高齢者施設

出した。そのキーワードがリプロダク

個人、それも女性の視点を前面に打ち

て取り組みやすくなる、というわけ

健衛生、教育、雇用などの解決に向け
だ。

▽二○五○年の高齢者Ｍ億人

第三の理由は、昨年十月から「国際

行動計画は、リプロダクティブヘル

国連が一九五六年に出した「人口高

ティブヘルス、ライッ（性と生殖に関
する健康、権利）とエンパワーメン卜

ス分野の実施に必要な資金も盛り込ん

齢化とその経済社会的含蓄」という報

先進国が拠出することになっていた。

四％を超えると「高齢社会」としてい

が七％を超えると「高齢化社会」、一

高齢者年」が始まっていることだ。

（能力の開発と向上）だ。子供を産む

だ。九五年から二○○○年までに年間

告書は、総人口に占める高齢者の比率

かどうか、何人にするかという自己決

一七○億ドル必要で、その三分の一は

の情報、サービス、教育を普及し、女

ところが国連人口基金は先進国からの

る。先進国では六五歳以上を高齢者と

定の権利を人権として認め、そのため

性の自立、社会参加を促すことが必要

拠出が不足しており、そのために望ま

するのが一般的だ。しかし、途上国で

というものだ。

ない妊娠や中絶が増えるだろうと警告

これが回り道のように見えても、結

か。

と、六五歳以上の人口は九五年の三億

一九九六年の世界人口推計による

一局齢者はどの程度増えるのだろう

る。

六○歳以上を高齢者とすることもあ

は平均寿命がまだ短いことなどから、

ハーグでの国会議員の会議では、人

している。

果的には人口増加の速度を遅くするこ

とにつながり、各国が食料、環境、保

口問題の解決に積極的に取り組んでい
るアジアの国会議員が中心になって、

先進国政府に対し国際社会への約束を
守るよう促してほしい。

三月には国連人口開発委員会が開催

意味合いを持ち、国連事務総長が特別

占める高齢者の割合である高齢化比率

四億二○○○万人に増える。総人口に

五○○○万人から、二○五○年には一
総会に提出する報告草案を検討するこ

で見ると、六・五％から一五・一％にな

される。これは特別総会の事前会議の

とになっている。

る。つまり、現在は「高齢化社会」の

入口に当たるのに、二十一世紀半ばに

は地球全体が「高齢社会」というわけ

3９

バングラデシュの農村で

見かけた52歳のおじいさ

んと生後３ヵ月の孫

だ。

いうことになる。

八歳だった。それが九五年には六五歳

になり、一一○二五年には七一一一歳まで延

先進国では九五年の一億五七○○万

めにしていた。ところが九八年推計で

歳刻みに分け、八○歳以上はひとまと

プの日本、イタリア、アイスランド、

八○歳を超える。中でも最高齢グルー

二○一一五年には先進国の二六カ国で

これまでの推計は年齢をゼロから五

人が、二○五○年には二億八七○○万

は八○歳以上も五歳刻みにし、一○○

このうち途上国の増え方が著しい。

人と一・八倍。一方、途上国では二億

歳以上をひとまとめにしている。これ

びるという。

一三○○万人から一一億二九○○万人

スウェーデンでは八二歳に達する、と

発展途上国の平均寿命の延びも顕著

によって高齢化の持つ重みがよく伝

で、九六年世界人口推計では、現在の

している。

八○歳以上の「オールデスト・オー

わってくる。

ルド｜と呼ばれる世代は現在、六六○

六三・六歳から、二十一世紀半ばには

と五・八倍になる。来世紀半ばには、

○万人だが、二○五○年には六倍の三

今の先進国の水準である七五・五歳と

世界の高齢者の八割が途上国の住人と

億七○○○万人になるという。高齢者

なる。

平均寿命は地域の保健、衛生、経済

の中で高齢化が進行することを示して
い『６。

状態を示す指標とされている。途上国

の平均寿命が現在より約一二歳延びる
昔から長寿は人間の願望だった。そ

東ヨーロッパの中には、八五年’九五

ことを予測しているともいえる。逆に

ことは、途上国の生活水準が向上する

の願いが達成しつつあることを、世界

年の間に平均寿命が一・九歳短くなっ

▽’’○二五年の平均寿命はね歳

保健機関（ＷＨＯ）の一九九八年世界

た国もあり、厳しい経済状況を死亡率

の上昇という指標で示したことにな

健康報告書が明らかにしている。

る。

一局齢者の増加に伴う医療、年金、介

ある年齢の人が何年生きられるかを
ことを「平均寿命」という。世界全体

護などは先進国のものと考えられがち

「平均余命」、ゼロ歳児の平均余命の
の平均寿命（男女平均）は五五年は四

`０

高齢化は地球規模で進行

ると、ゼロ－’四歳の子ども人口の比

まり少子化である。世界人口推計を見

生率の低下による子供人口の減少。つ

高齢化と裏表の関係にあるのが、出

人が高齢者とい

国民の三人に一

％）へ増える。

万人（三二・一一一

から、’一一二○○

高齢者は九五

率は、九五年の一一二・一一一％から二○五

う、世界のどの

だが、こうした推計を見ると、途上国

○年には二○・五％へと減少する。し

国も経験したこ

年の一八○○万

かし実数で見ると、一八億八○○○万

とのないことが

も含む地球規模で取り組むべき問題な

人から一九億二○○○万人へ増える。

日本で起きるの

人（一四・六％）

途上国では人口増加抑制と、高齢者対

だ。

のである。

策の両方に取り組まねばならないこと

一方、ゼロ－

十四歳の子供人
口は二○○○万

人□六％）か

九七年に「日本の将来推計人目を発

社会保障・国立人口問題研究所は、

る。働き盛りの

三・｜％）にな

三○○万人（’

23.9

49.9

３２．２９

になる。

▽日本は高齢化の

表している。それによると、九五年に

一五’六四歳の

上表の人口に対応する。

ら減り続け、一

一億二六○○万人だった日本人口は二

生産年齢人口は

22.0

49.0

２７．３９

iｌ

２２．０４

年少人口

~計JJj

22.6

43.9

iｉｉｌ

23.0

43.91

39.7

21.5

41.3

１７．２４

従属人口指数(％）

平

人口割合(％）

年次

トップランナー

○○七年にピークに達した後、減少を

八七○○万人
（六九％）から

舂玩i引竈子Iil巍

１４．５６

３．３８

－０．１３
２．３８

守来推計人口の年齢構造に関する指旨標(2)
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65歳以上

F恩~霞一、二F礦。

65歳以上

15～64歳

総数

65歳以上

蕊

ｾﾞノ

始め、二○五○年には一億五○万人に
なる。

人口(1,000人）

バングラデシュの農村

で出会ったお年寄り

五五○○万人（五四・一％）に減少す

度が速いこと。高齢化比率が七％から

注目を集めた。二○五○年の中国の高

に、日本はわずか二四年で到達した。

ウェーデンでは八二年かかっているの

加、ケア、自己実現、尊厳」の五項目

の国連原則」を採択した。「自立、参

九一年の国連総会は「高齢者のため

齢者は三億人と推計されている。

こうした急速な高齢化が医療、年金制

で、その後、これを促進するために一

一四％になるのに、福祉先進国ス

易生命表によると、日本人の平均寿命

度の大改革が検討され、二○○○年四

る。

は男性七七・一七歳、女性八三・八二歳

九九九年を国際高齢者年とすることが

平均寿命の延びも著しい。九七年簡

である。「日本の将来推計人口」は、

月から介護保険法が施行される背景で

テーマは一すべての世代のための社

二○五○年には七九・四三歳、八六・四

高齢化の速度の速さでも、絶対数の

会めざして」。昨年十月一日の「国際

決まった。

多さでも日本の高齢化は世界のトップ

高齢者の日」から繰り上げスタートに

もある。

こうした推計結果は、日本の少子・

なった。

七歳になると予測している。

高齢・長寿・人口減少社会の到来は

ランナーだ。日本の高齢者対策は、日

する。若者が多く、高齢者が少ないと

「高齢化の傾向は、家族構成にも影響

長がメッセージを出した。その中で

それに合わせて国連のアナン事務総

「避けられない未来」であることを示

いる東アジアには参考になるだろう。

本を追いかけるように高齢化が進んで

唆している。

日本の高齢化の特徴は、高齢化の速

▽すべての人のための
国連は一九八一一年にウィーンで、高

角形へと姿を変えつつある」

父が四人、曾祖父母が数人という逆三

は、子供一人に対して親が二人、祖母

いう伝統的な家族構成のピラミッド
齢者問題世界会議を開き、各国の高齢

社会をめざして

者対策の指針になる高齢者問題国際行

されていなかった時代だったが、中国

途上国では高齢化がほとんど問題に

つ受益者として尊敬される社会であ

て中傷されることなく、発展の主役か

のは、高齢者が患者や年金生活者とし

「すべての世代のための社会という

はこの会議に向けて中国老年問題委員

る。多世代共存型の社会であり、人々

動計画を採択した。

会を発足させ、高齢化を先取りしたと

‘２

高齢化は地球規模で進行

おやつとジュースとケー
（ドイツ・デュッセルド
ルフの高齢者施設）

が年をとっていく中で、健康な生活様

る。

政府は国際高齢者年に関する関係省

あることを強調しているのだと思う。

九九年に国連が主催する政府間会議

庁連絡会議を発足させた。高齢者問題

式を可能にするための環境整備に尽力

はない。しかし各国や非政府組織（Ｎ

する社会である」などと述べている。

いるのだと思う。

い社会作りを目指すべきことを訴えて⑱

産婦、高齢者らすべての人が住みやす

考えているように、子供、障害者、妊

幼児から高齢期までの生涯の各段階を

うテーマは、高齢社会対策基本法が乳

「すべての人の社会めざして」とい

議論される。

り、年金や老人保健法の改革も国会で

険法に向けての最終準備の年でもあ

さらに二○○○年四月からの介護保

ラどの最終目標の年が九九年度。

盤整備の目標を掲げた一新ゴールドプ

ルパーの増員など高齢者保健福祉の基

特別養護老人ホームの建設、ホームヘ

策にとっては、重要な折り目の年だ。

九九年という年は、日本の高齢者対

することを決めている。

ター、高齢者団体の結集、連携の場と

け、高齢者年についての情報セン

に取り組むＮＧＯのうち一三団体が

（スウェーデンの高齢者住宅）

ＧＯ）などによる具体的な行動は昨年

と１階にあるスーパーヘ買物に行き、好き

長寿時代の高齢者が、扶養される世

訪問を受けながら、車いすで独り暮らしを

一高齢者年ＮＧＯ連絡協議会」を設
写真･右下＝１日に数回のホームヘルパーの

（スウェーデンの高齢者施設）

の一国際高齢者の日」から始まってい

写真･左上＝野菜を切るのも機能回復訓練

代ではなく、潜在能力を持った世代で

霞
罰・口簿

なものを選ぶのが楽しみという
（スウェーデンの高齢者施設）

するリューマチの女性。週に－度はヘルパー

写真･左下＝織物は楽しみと機能回復訓練

キが楽しみ

高齢化社会は究極の社凸

､論Iﾋﾟド
日本大学人口研究所名誉所長

黒田俊夫

序説人口爆発の世紀

は、二十世紀後半の五○年を前期、二

五○年から二○五○年までの一世紀

生存にかかわる人口爆発である。一九

分水嶺である。それは、人類の持続的

での人類の長い歴史と区分されるべき

十一世紀中頃までの一世紀は、それま

第二次大戦後の二十世紀後半から二

○万前後、後期の終わり頃でもなお年

ことである。当分の間は年平均八○○

る年増加人口がなお当分大きいという

の産物としての若年層人口を中心とす

もかかわらず、前期における高出生率

第二は人口増加率の著しい低下傾向に

体としての高齢化現象の展開である。

化という年齢構造変動である。人類全

１人類史の分水嶺上九五○～二○五○Ｉ

十一世紀前半の五○年を後期と区分す

年増加率も後期の終わり頃には○・

増加分は四○○○万以上と予想され
れ、後期は前期増加と対策の結果とし

五％以下にまで低下が予想され、その

ることができる。前期は世界人口の爆

ての人口変動に特徴が見られる。ま

あと増加零への安定化に向かうと期待

る。

た、この後期の人口変動は人口高齢化

されるが、過去の必要な行動の必然的

発的増加と挑戦によって特徴づけら

の年齢構造変化と都市化という人口分

産物である増加分に適切にして十分な

扶養を新しい世代が提供できるかが重

布の顕著な変化で構成される。

前期はほぼ終了しようとしている。

な人口学的局面が見られる。第一は前

ることになる。そこでは、二つの重要

人口の変化の基本的特徴が世界人口の

いて若干ふれておこう。それは、日本

以上の世界人口の変動の二局面につ

大な挑戦的課題である。

期の人口爆発に対応する積極的な人口

動向の先駆的実験を示していると恩わ

そして間もなく人口爆発の後期を迎え

コントロールの結果としての人口高齢

ｲｺ

高齢化社会は究極の社会

君丸

であった。一九九九年の十月には二倍

世界人口は一九六○年には三○億人

持続は、人類の破局をもたらすと警告

界」は、世界人口の増加と経済成長の

二年のローマ・クラブの「成長の限

ては容易に理解されなかった。’九七

このようにして、個々の国の場での

進が強力に進められることとなった。

ための家族計画政策、プログラムの推

関心を高めることになり、増加抑制の

れるからである。

の六○億人に達しようとしている。三

人口抑制と地球規模での家族計画運動

国のほとんどの国の出生力は置換水準

したにもかかわらず、一方では驚き

しかし、食糧生産の増加率をはるか

以下に低下した。先進諸国全体の合計

十九年間に三○億人の増加であるが、

’九五○年の世界人口は二五億人で

に上回る人口増加率の途上国では、す

特殊出生率（ＴＦＲ）は一九七○’’

は相互に協力しあいながら出生力コン

あった。一○○年後の二○五○年には

でに固定化してきているぼう大な貧困

九七五年には二・二、’九七五’一

を、他方では大げさであるといった批

ほぼ四倍の一○○億人前後が推計され

層、社会開発の遅れをさらに悪化させ

九八○年には遂に一・九一と置換水準

この三○億人は人類出現以来一九六○

る。このような想像を絶する地球上の

る人口増加の抑制は、国の政策上の極

以下となり、一九九○’’九九五年に

トロールは強化されていった。先進諸

人類という生物の増加は、人口爆発と

めて明白な緊急課題として認識され

はさらに低下して一・六八に達した。

判さえあった。

呼ばれてきた。それは二十世紀の後半

た。これは、途上国の個々の国の立場

年に至る何百万年の増加に匹敵する。

一九五○年以降において発生した。

ても一九六五’一九七○年の六・○

世界人口の八○％占める途上国におい

学博士

からする切実な現実であった。

<職歴＞厚生省人ロ問題研究所長、日本

大学教授、同人ロ研究所長
<主な著書＞「人ロ問題の知識｣(共著）
日本経済新聞社、「曰本人の寿命」
日本経済新聞社「高齢化社会を
生きる」東洋経済新報社、「日本

人口の転換構造」古今書院

i識:霊

門関は｜こ史二のら
家、国達上％十一

歴史上経験のない現象であるだけ

他方において、世界人口は戦後急速
世界人口は戦後急速

○と半分に近い低下をみせている。も

ちろん、この水準はなお高く、今後の

一層の政策の強化が期待されている。

しかし、途上国においても、すでに一

部の諸国、たとえば中国、韓国、タ

イ、シンガポールではすでに置換水準

以下のＴＦＲ（合計特殊出生率）を実

現している。国連によるとＴＦＲが置

割５

○、一九九○’一九九五年には一一一・三
のそ際し異と五九

に増加率を高め、一

し連た例い年七九

に、その地球規模的意義と影響につい
1909年兵庫県生まれ、経済学博士
〈現職＞日本大学総合科学研究所客員研
究員､0M)アジア人口･開発協会理事

●黒田俊夫<<ろだ．としお＞

<学歴＞日本大学商経学部卒、東京商科

大学研究科修了、プリンストン大
学人ロ研究所留学、フランス国立
人口研究所留学、中国吉林大学名
懲教授、韓国東亜大学校名誉経済

力低下は必然的に世界人口の高齢化を

は日本の一九九五年の水準ｌとい

世界人口の八○％は途上国であるた

表１では、世界人口とともに参考の

換水準以下に達している国は一九九七

う高水準に達すると推計されている妬

人口の四四％であり、さらに二○一五

め、世界人口全体としての年齢構造は

ため先進地域と途上地域についても高

引き起こすことになる。

年には八八カ国に増大し、その人口は

子供の多い若い人口構造を示してい

齢化の推移が示されている。先進地域

（表１参照）。

世界人口の三分の二に達すると予測し

る。一九五○年代では六十五歳以上人

における出生力の置換水準以下への激

年で五一カ国に達し、その人口は世界

ている。

口の割合は

落が高齢化水準の高さとその増加速度

2030

2040

2050

世界全体

6.5

６８

7.4

8.9

11.2

13.5

15.1

先進地域

13.5

14.2

15.5

18.4

21.8

23.7

24.7

9.4

11.9

13.8

留意を要する点は途上国である。前

にあらわれている。

世界人口が今日の六・五％が二○五

とは、日本の現在の高齢化水準の社会

○年には二倍以上の一五％に達するこ

印五％（日本

理由は、人口プロファイルが一般的な

れを「高齢化の危機点」と呼ぶ。その

転換期にはいることになる。筆者はこ

た。人口高齢化の過程の中での新しい

子供人口比率一五・三五％を上回っ

・七六％に達し、初めて○～十四歳の

高齢人口比率は遂に一九九七年に一五

る過程を辿っている。六十五歳以上の

日本人口の高齢化は極めて特徴のあ

あろう。

社会の実像を想定することは不可能で

経済的インパクトを考えてみても、予

想される一○○億の地球人口の高齢化

ｔ

副くなり、一一

ｅ

蘆ｌこれ

粋には一五％

恥一一○五○年

麺○一一五年に
畑は一○％、

、

崎の速度は速

ｄ

Ｐると吉同年化

Ｏ

、世紀にはい

ａ

。、た。一一十一

恥準）に達し

ｓ

ｔ

ｈ

証の一九一ハ五
脾年頃の水

９

９

眼うやく六・

・繩五年にはよ

几く、’九九
０

五％と低

述の如く、一部の途上国では先進国並

みの出生力低下を実現してはいるが、
なお著しく高い国や地域も少なくな
い。たとえば、’九九○’一九九五年

2020

7」

のアフリカのＴＦＲは五・七一、西ア
ジアは四・○六という高水準である。

2010

5.6

アフリカと西アジアの人口を合わせる

と約九億に近い大きな人口である。い

2000

5.0

いかえれば途上地域といっても、人口

転換の過程が著しく多様化し始め、｜
部では先進国水準を達成している国も

1995

4.7

あれば、なお近代化の初期に停滞して
いる国もある。経済発展の段階につい

地域月

途上地域

ても同様な分化の過程が進行している

ことに注目すべきであろう。
次に、人口爆発の世紀の後半におけ

る世界人口の高齢化について考察して

みよう。前期におけるめざましい出生

世界人ロおよび先進地域､途上地域別高齢化率(65＋)の変化（％）
表１

高齢化社会は究極の社会

る。

らである。この点については後述す

トは極めて重大であると考えられるか

その社会的、経済的、政治的インパク

三角形へ変形していく始動点であり、

富士山型あるいはピラミッド型から逆

して一一○一五年には五○％（四九・三

今日（一九九五年）では三八％が、そ

し、途上国でも次第に都市化が進み、

口の大部分は農村に住んでいた。しか

年には都市化率は一八％にすぎず、人

ではまだ都市化水準は低い。一九五○

である。

の行動の枠組みとして注目すべき分野

人口爆発の後期における基本的な人間

イフサイクルの著しい変化でもある。

の大変化を意味するが、そのことはラ

なることは、産業構造や社会システム

世界人口の半分が都市に住むように

、基本的認識の不足

化の意義と少子化との関連である。人

第一は人口学的な視点である。高齢

ｌ逆一一一角形論理の主張Ｉ

第二節少子化・高齢化論の転換

る。

％）が都市人口となると推計されてい

人口爆発の後期における人口増加構
造の変化、そして年齢構造の高齢化と
いう特徴に関連して、留意すべき人口
現象は都市化という人口の地域分布変
動である。

世界人口の中で都市に住む人口は一
九五○年には一○人のうち三人（二九
・七％）にすぎなかった。しかし、一

九九五年には四五・三％、すなわち一

る。先進諸国では一九五○年にすでに

六一二％に達すると推計されてい

％）が都市に、そして二○三○年には

ると二○○五年には五○％（四九・七

んでいる。しかし、二十一世紀にはい

しては問題の解決にならない基本的な

問題点についての論議であって、無視

ある。しかし、多くの場合、部分的な

れていることは非常に望ましいことで

政府・民間を通じて根強く広く続けら

日本人口の少子化と高齢化の論議が

なしには生じえない。たとえば年少人

合や実数の変化は他の年齢人口の変化

る。しかし、重要な点は高齢人口の割

の変化のある一面を示したものであ

しかし、この現象は人口の年齢構造

口高齢化はいうまでもないことではあ

五五％の都市化率を示しており、一九

点についての誤りや認識不足によるこ

口の割合の低下、さらには青年人口の

と誤謬

九五年には七五％、二○一一一○年には八

とが多い。まず、いくつかの問題点に

割合の一時的増大、中高年人口の割合

○人のうち半分に近い人口が都市に住

四％と全国的都市化に達する。もちろ

ついてふれておこう。

齢人口の割合の増大傾向を意味する。

るが、人口に占めるある特定年齢の高

ん、世界人口の大部分を占める途上国

ｑ７

態率の歴史上かつて見られなかった劇

齢構造の変化は、第二次大戦後人口動

第二点は社会経済的視点である。年

で分析する必要がある。

とともに他の年齢人口の変化との関連

たがって、高齢人口の増大のみの分析

これはあまりにも短絡的である。多産

専門家から提案されることがあるが、

転換すればよいといった議論か一部の

いから、原因である少子化を多産化に

プロセスである。高齢化は望ましくな

し、高齢化を果とする時間的前後発展

は生じないからである。少子化を因と

は世界人口の四四％に達する。そして

現した国は五一カ国に達し、その人口

七年にこの置換水準以下のＴＦＲを実

ばれる。国連の調査によると、一九九

るが、これは置換水準以下の出生と呼

減少することを意味する低出生率であ

ＦＲが二人以下になると、将来人口が

人足らずまでに減少している。このＴ

当たり五人の子供を生んでいたのが三

的な低下が発生した。人類社会の維持

から少子化への転換が人類の画期的進

さらに、二○一五年にはこのような国

子化現象の発生なしには人口の高齢化

発展は、子供、大人、老人の安定した

歩への過程であり、価値観の変化の結

が八八カ国に増加し、その人口は世界

の変化などと複雑に関連している。し

分布構造を前提としていた。しかし、

果であったことを忘れてはならない。

的現象ではないということ。少子化と

第三点は、少子化と高齢化は二元論

ある。

三角形の論理の主張の根拠はこの点に

を同時に迫られることを意味する。逆

が変化したという事実以上に社会変革

であろう。それは単に人口の年齢分布

逆三角形の人口ピラミッドを実現する

諸国を超えて、二○五○年には完全な

も過言ではない。日本人口は欧米先進

齢から見た社会経済構造革命といって

命的な変化の過程を示しつつある。年

かし、四○年後の一九九○年代前半に

率（ＴＦＲ）は五・○○であった。し

五○年前半の世界人口の合計特殊出生

ざましい低下を実現しつつある。一九

る。その結果、世界人口の出生力もめ

分の国々の明確な至上命令となってい

連、国際機関のみならず、世界の大部

りとともに、人口増加抑制政策は国

類の持続的生存を脅かす危機感の高ま

る地球の人口扶養力の低下、そして人

の枯渇、食料の不足、環境の悪化によ

界人口の爆発的増加を基軸とする資源

第四点は地球規模的視点である。世

オランダ、アメリカ合衆国、カナダの

ら一二～一三％の水準に達するのに、

がいかに速いかは、たとえば、七％か

ていく。この世界人口の高齢化の速度

には一二二％と高齢化の速度を高め

一一○二五年には九・四％、二○一一一五年

すぎないが二○○五年には七・○％、

割合は一九九五年において六・五％に

世界人口の六十五歳以上人口の占める

でもない。国連推計によってみると、

口の高齢化を引き起こすことはいうま

このような出生率の低下はやがて人

人口の三分の二に達すると予測されて

今日ではこの人口の年齢分布構造は革

高齢化をこの順序で結びつけて論ずる

は二・九六と三以下に低下した。夫婦

いる。

ことは正しい。何故ならば、前者の少

`８

高齢化社会は究極の社会

る。ちなみに日本では同じ水準の高齢

ずか三十年間で達成されることにな

は二○○五年から二○’一一五年までのわ

て、全ての途上国を含んだ世界人口で

までの四十五年かかっているのに対し

先進国では一九五○年から一九九五年

る方向に転換していく。

に社会、経済に強いインパクトを与え

済からの影響から独立しながら、反対

差し、定着し始めるとともに社会、経

する。この行動はやがて社会に深く根

力に対する意識的コントロールを誘発

を割って低下傾向を持続しており、一

生率で見ると一九七五年以降置換水準

ある。しかし、より精密な合計特殊出

ほぼ一○の水準を割って九の低水準に

いる。普通出生率では一九九○年以降

と再び出生動向は低下傾向を持続して

歩んでいることを強く認識する必要が

日本は、この地球的大事業の先端を

ことになる。

果として高齢化という果実を生み出す

うことである。そして、その必然的結

地球規模的少子化を促進しているとい

あげてその持続的生存と開発のために

以上のことをいいかえれば、世界を

分以下の二・○○に低下している。生

の年平均四・四二が一九六○年には半

についてみても一九四七一九四九年

している。合計特殊出生率（ＴＦＲ）

年には一七・二とわずか十年間に半減

年平均普通出生率三三・六は一九五七

九四七’’九四九年の出生ブーム期の

な出生力の激落を実現していった。一

進諸国の先例にないようなミラクル的

烈な社会・経済崩壊の打撃の下に、先

日本人口の出生力行動は、戦後の激

ない。特に、日本の場合、世界最低の

造に影響をもたらすことはいうまでも

死亡率の年齢別変動が人口の年齢構

た。

の高齢化過程を引き起こすことになっ

は、国際的にも例の少ない急激な人口

このような日本人口の出生力の激落

で超低水準にある。

もイタリー、スペイン、ドイツに次い

上初めての最低水準に、国際的にみて

年には遂に一・三九という日本の歴史

九八八年以降一・五、最近の一九九七

化を一九七○年から一九九○年までの

ある。人類が生存のために必死に模索

涯出生児数四人以上がわずか十年余で

乳児死亡率を実現したあと、死亡率の

二十年間で実現している。

している途を日本は先行し、経験して

半分以下の二人に低下したことは驚く

の高齢化に、高齢人口の死亡率改善が

いることに気付かなければならない。

このような一時的とはいえ異常な高

効果をもたらしつつあることを付記す

低下が高年齢層に移行した結果、人口
出生率による団塊の世代は一九七○年

べき価値観変動である。

二、曰本人ロプロファイル

’九五○年から一九九五年に至る約

るにとどめておこう。

は最初の団塊の世代よりもはるかに小

半世紀、さらに一九九五年から二○五

代の前半に二世の団塊世代ｌそれ
社会、経済の進化とそれにともなう

さい規模ではあるがｌを生んだあ

の逆三角形化
価値観の変化は、人口動態、特に出生

‘９

図１
％

よって見ると次の表の如くであ

五～六十四歳、六十五歳以上に

年齢区分である○～十四歳、十

する。一般的に使用される三大

半世紀間における変化は特に注目に値

推移の特徴を見てみよう。それぞれ約

は、第二次大戦後の五○年間と来世紀

る。表１と図ｌから読みとれること

口比を区分して示すと図１の如くであ

て若年人口比（○～十四歳）と老年人

に至る期間について五年間を単位とし

五年までと二○○○年以降二○五○年

る変化を一九五○年以降現在の一九九

１J

ムロ｜、

｢１

L｣

29,78620,014

13,139

35.4

15.9

13.1

15～6４

50,1688716554,904

59.6

69.4

54.6

4.15518,26132,454

4.9

1４５

32.3

資料：1950,1995は国勢調査結果、2050は国立社会保障・人口問題研究

所、平成９年１月推計

造を根底から変革することになるとい

間社会の基本的生存形態である年齢構

十一世紀前半のそれぞれの半世紀は人

る。いいかえれば、二十世紀後半と二

する認識と行動（政策）が要請され

構造の基本的変化が生じ、これに対応

後期と呼んでいる。ここに、社会経済

回った）。筆者はこの時期を高齢化の

年にすでに高齢人口が若年人口を上

れる（統計局の推計によると一九九七

な年齢構造の転換に著しい特徴が見ら

若年人口よりも多くなるという異例的

し、来世紀前半の半世紀は高齢人口が

りもなお大きいという点である。しか

り、その特徴は若年人口が高齢人口よ

年間は人口高齢化の進行する前期であ

きることである。二十世紀後半の五○

の五○年間を顕著に区分することがで

る。

日本人口の年齢別分布、1950～2050
表２

P1

なお、この年齢三大区分によ

年次

○年に至る半世紀余について日本人口

０
３

Ｏ～1４

６５十

の年齢別プロファイルによって、その

cｋ

（百分比）

０

2050年
2040
2030
2020

2010
2000
1９９０
1９８０

970
1９６０
950

日本人ロの若年人ロ比(Ｏ～14)と老年人口比(65＋)の推移、1950～2050
5０

4０

2０

０

5０

高齢化社会は究極の社会

ければならないと考える。

は逆三角形の論理によって実行されな

るということである。筆者はこの変革

応する社会経済構造の変革が必要であ

うこと、さらにいいかえればそれに対

形に転換する。青少年を中心とし

ピラミッドとは全く反対の逆三角

小し、半世紀後には一○○年前の

基底部分の若年人口比が急速に縮

分の高齢人口比が急速に膨張し、

た逆立ちの年齢構造に転換してい

43.8

59.4

22.9

24.0

高齢人口

8.2

20.9

59.2

2050

83.2

る（表３）ｃ

資料：表１により計算

（0-14)＋(65÷）ｘ１ＯＯ
ｌ５－６４

備考：従属人口指数の総数は

途上国でも一九六○年代、一九七○年

水準である。出生率の著しく高い開発

日本でも歴史上経験したことのない高

この八○人を超えた従属人口指数は

る。

○年には八三人に激増することであ

五年では四四人と激減したが、二○五

一九五○年では六八人、そして一九九

（十五～六十四歳）’○○人に対し、

たいわゆる従属人口は、生産年齢人口

よう。第一は、子供と高齢者をあわせ

ともいえる変化を読みとることができ

この単純な指数から年齢構造の異常

高齢人口指数は

締ｘｌｏＯ
鳥×100

年少人□は

た人口構造は中高年齢を中心とし

図１から理解することができよう。○

くのが二十一世紀日本人口の不可

67.6

年少人口

１９９５

総数

1950

従属人口指数

人口プロファイルの逆三角形化は、

～十四歳の若年人口は一九五○年では

個人の家計から見ても国家財政

避的な過程である。

口は五％にも達しない。子供人口を基

の観点から見ても一目瞭然である

三五％を占めているのに対し、高齢人
礎として年齢の上昇とともに減少して

それぞれ一人当たり扶養負担が同じで

ことは、’九五○年では一○○人のう

しかし、約半世紀後の一九九五年に

あるとすると子供負担は高齢者負担の

いき、高齢人口でもっとも少ないとい

は人口ピラミッドの基底部分の子供の

七倍を必要とする。しかし、’九九五

ち三五人が子供であり、高齢者はわず

人口とトップの高齢人口はそれぞれ一

年には両者の負担はほぼ等しくなり、

ういわゆる富士山型のピラミッドを形

五・九％、一四・五％となお子供人口が

さらに二○五○年には高齢者負担は子

か五人である。仮に、子供と高齢者の

若干多いがその差は極めて小さい。事

供負担の二・五倍となる。国家財政な

成している。

実、二年後の一九九七年には遂に逆転

らびに家計構造は一変することにな
る。

して老年人口が子供人口を越えている
（統計局卯人口推計）。このピラミッ

三年次の年齢構造変動を年齢から見た

この一○○年にわたる期間における

のように変形する。しかし、その後、

従属負担指数で見ると表３の如くであ

ドの形は、胴部分が膨らんだビール樽
この両端のバランスが破れて、上方部

５Ｊ

年齢からみた従属人口指数
（1950,1995,2050）

表３

る。開発途上国の高い従属人口指数が

は六○人台の水準にまで低下してい

・生産年齢、そして引退・老齢化の段

区分は人間の生涯である子供から成長

れてきている。たしかに、この年齢三

は前記区分が長期にわたって、使用さ

たっていることなどから、合理的であ

ができないことや、義務教育年齢に当

て十五歳未満では職業に従事すること

として扱うことは、労働基準法によっ

る。たとえば、○～十四歳を年少人口

代では八○人を超えていたが、今日で

高い出生力による子供人口指数が著し

学率（男女計一三％）、大学進学率

階をよくあらわし、その分布状態は社

しかし、この年齢三大区分は改変す

（男女計三○％余）を考慮すると子供

く高いことによるのに対して、日本の

ることが禁止されているわけではな

人口は○～十四歳ではなく、○～十九

るように見える。しかし、現実には一

がある。仮に、何人の生産年齢人口が

い。この区分の内容が変化してきた場

歳となる。また、高齢人口を六十五歳

会の生存の基本構造を表現していると

高齢者を一人扶養することになるかを

合、それに対応した新しい区分を行な

以上とすることも現実的ではない。日

場合は低出生力による高い高齢人口指

計算してみると、一九五○年には約一

うことが必要である。しかし、現実に

本人の平均寿命が今日では男七十七

○○％に近い高校進学率や短期大学進

○人、’九九五年には五人、二○五○

はあたかも改変が許されない原理であ

歳、女八十四歳と世界で最長寿を実現

いってよい。

年には一・七人と著しく負担が重くな

るかの如く墨守されているようであ

しており、また労働力率では男は六十

数によるものである点に基本的な差異

る。

る。

～六十四歳、六十五歳以上の三大年齢

も一般的な指標は、○～十四歳、十五

人口の年齢構造の変化を示すもっと

することがある。したがって、従来の

方法では現実に即応しない状態が発生

分を考える場合、従来の慣習的な区分

用である。しかし、特定の国の年齢区

場合、一定の区分方法を守ることは有

職年齢の大部分は六十歳である。ま

である。他方において、日本の定年退

九五年）に比較するとずば抜けて高率

九九五年）、フランスの一・八％二九

（一九九五年）、ドイツの四二％（一

も働いており、アメリカの一四・二％

五歳以上で四一・九％二九九五年）

区分法である。最近において開発途上

年齢区分方法で表現した場合、それは

た、労働については文化の差異により

国際的比較や時系列的比較を行なう

国の年齢構造区分について高出生力、

現実から離れた錯覚にすぎない場合が

価値観が著しく異なっていることも高

三、人口の年齢構造錯覚

高死亡率の影響を考慮して生産年齢人

ある。

齢人口の年齢区分の決定において考慮

口を十五～六十歳、高齢人口を六十歳

日本の場合はその適切なケースであ

以前とする国連案が開発途上国につい

て適用されることがあるが、それ以外

5２
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表４２つの年齢区分による従属人口指数の比較（1995-2050）
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14.5１７．２２２．０２５．２２６．９２７．４29.0

32.3

15～6４
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54.6

1995年は国

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口平成９年１月推計」により計算。但し、
勢調査結果による。

い。

されなければならな

化されている年齢区分と比較してみ

策的考慮を加えて修正し、従来の慣習

状態、健康水準、そし

慎されている問題点は高齢人口の激増

人口の高齢化論においてもっとも危

た。

てまた家族制度内にお

の結果としての社会経済的負担の増

高齢期における経済

ける高齢者の地位、そ

大、労働力の高齢化と減少による経済

まず、年齢構造の新しい分類を示し

してまた著しい人口の
済の停滞を招きかねな

おこう。慣習的な分類区分である○～

的影響である。

い労働力の不足に対し

十四歳、十五～六十四歳、六十五歳以

高齢化の進展の中で経

ての戦略といった観点

く利用されている従属人口指数を計算

上に対して筆者の提案は○～十九歳、

以上、日本人口の年

して比較してみよう（表４参照）。子

からも高齢者就業率対

齢構造の変化とその分

供と高齢者がすべて生産年齢人口に

二十～七十四歳、七十五歳以上であ

類区分との間の不適応

よって扶養され、従属しているわけで

策が考慮されねばなら

を日本人口について若

はないが、年齢から見たその社会のあ

る。この二種類の年齢分布構造から広

干ふれた。この年齢区

る種の活力をあらわしているとも考え

ないであろう。

分を不文律と考えた

ることができよう。

によって計算したものが表４である。

口指数を慣習的分類法と新しい分類法砥

本人口高齢化の後期について、従属人

一九九五年以降二○五○年に至る日

り、無意識に固守して
いる傾向がある。
筆者は、この不文律

化されている年齢区分
を、前述の諸変化と政

表４によって従属人口指数を慣習的年
齢区分法と新しい年齢区分法によって
示したのが図２、さらにそれぞれの区

分法による年少人口指数と高齢人口指
数の変化を比較したのが図３である。
まず、図２で見ると慣例的区分によ
る従属人口指数が終始一貫して新しい

区分によるものに比較して高く、かつ
二○一○年以降その差は大きく開いて
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a）

4，

いることが分かる。このことは、生産

）
6０

年齢人口に対する子供と高齢者の合計

の負担係数が従来の慣習化された年齢
区分の場合、いかに高いかが理解され
よう。慣習的従属人口指数に対する新

しい従属人口指数の割合を示したのが
図２の一番上の線である。これは表４

の最後の欄に具体的な数値で示してあ
る。一九九五年には新しい方法による

場合の従属人口負担係数は慣習的な場
合の係数よりも約一○％低かったが、
この差は急速に拡大し、二○’五年、

2つの従属人口指数の比較、1995-2050
図２
％

二○二○年には七○％以下にまで低下
している。このことは従属人口負担が

三○％以上も低くなることを意味す
る。それ以降若干上昇するが二○五○

0０

9０

8０

7０
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3０
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高齢化社会は究極の社会

／

Ｃ
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の｝

一局○
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○
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3０
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ロ指数

1０

、

年次

￣～グーーーーー､一～戸～み､￣､グー会－－，￣－－巳戸－戸、

年には再び三○％も低い負担係数に低
下する。

二○○○年においても慣習的区分に
比較して新区分による場合、従属人口

指数は約二○％低い。このことは二十
一世紀の前半五○年間は、広く一般に

活力のない、暗い高齢化社会として位
置付けられている考え方に反省をもた
らす一つの重要な指数であろう。

Ｐ
／

Ａ（新区分）

2050年

2035

2025

2020

図３は、それぞれの年齢区分による

従属人口指数の構成部分である年少従
属人口指数と高齢従属人口指数につい

て比較したものである。年少人口の従
属人口指数は新しい年齢区分ｗによる

場合の方が慣習的年齢区分佃による場
合よりも若干高くなっているが二十一

5０

〆閂ニーーーーへ戸‐～￣、－A－－、

～デーベーーダ兇

世紀前半を通じて著しい差はない。問
題は高齢人口の従属人口指数である。

。

〆

〆

〆

40

2０１５

2０１０

2000

995

⑧の場合、高齢従属人口指数は早くも
二○○○年以降年少人口従属人口指数
を上回っているのに対して、㈹の場合

は半世紀後の二○五○年に至って初め

Ｂ（旧区分）
6０
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5５

て高齢従属人口指数が年少従属人口指

数を上回ることになり、高齢従属人［
数を上回ることになり、高齢従属人口
指数の逆転に半世紀の差が見られる。

図３２つの年齢区分による年少人ロ、高齢人口の従属指数の比較、1995-2050

なって、同年に生まれた赤ちゃんはす

時には団塊三世代を生むことになるか

世代に見られたように結婚件数が増大

もしれない。しかし、出生力低下が持

ｗの年齢区分で考えると、⑧の場合

してもその出生数は、団塊一世代より

べて同じ年齢である。この点は、死亡
この日本の出生ブームは三年ないし

もはるかに少なく、特に第三世代では

と比較して、後期高齢化を五○年遅ら

四年の短期間であって、そのあと、わ

そのモメンタム的効果はほとんどあら

続している時代においては、団塊第二

ずか一○年後には半分に低下してい

と異なる重要な点である。

る。この出生ブームと出生率の激落は

われないであろう。

せることになると考えてよいであろう

日本人口の高齢化の後期が二○五○

人口学的にまた経済的に重大な影響を

（年少人口と高齢人口の逆転の時期を

年から始まると考えると、高齢化戦略

もたらすことになる。

’九四七’四九年あるいは一九四七－

口モメンタムの現象を引き起こした。

おける出生ブームは極めて典型的な人

造分布に変動が起きる。日本の戦後に

出生状態に大変化が生じると年齢構

になぞらえたり、物理学の惰性（旨閂‐

う。比噛的に山彦（こだま、。：。）

世であり、また津波の第二波と呼べよ

をもたらすことになる。これは団塊二

（たとえ低い出生率の下においても）

膨大な数にのぼる結果、膨大な出生数

後に結婚年齢に達した時、結婚件数は

生ブームの大量の赤ちゃんが二十五年

一波と呼ぶことができる。それは、出

を、例えば団塊一世あるいは津波の第

第一は、戦後間もなくの出生ブーム

間で経済成長率も年率一○％を超え

期は一九六○’’九七五年の約十五年

満たすこととなった。日本の高度成長

成長の最大の要素である労働力需要を

を必要とした。団塊の第一世代は経済

成長期には何よりも大量の若い労働力

として企業から歓迎された。高度経済

済成長開始時代においては「金の卵」

の大部分を占めており、特に戦後の経

日本では若い生産年齢人口は新規雇用

人口に達し始めるということである。

一世代の人口が十五年後には生産年齢

中心として考えると）。

にも、今までの通説よりも五○年間の

五○年の三年ないし四年間に出生ブー

戸巴にたとえられたりする。

人口学的により重要なことは、団塊

余裕というか時間かせぎが可能になる

ムが生じた。三年間の場合、普通出生

ちゃんが生まれた。堺屋太一は「団塊

人、四年間にすると一○四○万人の赤

あった。三年間の出生数は八○六万

この団塊二世は再び結婚年齢に達した

しく出生率を引きあげることになる。

る限り、それほど大きくはないが、新

団塊二世は、出生力低下が続いてい

に占める割合もそれぞれ一九％、二○

○万近くにまで達しており、人口全体

および一九七○年にはそれぞれ二○○

た。十五～二十四歳人口は一九六五年

四、人ロモメンタムの教訓

ということである。

率は三○（人口千人当たり）以上で

の世代」と呼んだ。出生は死亡と異

５６

高齢化社会は究極の社会

とはいうまでもない。

人口増加の最も有力な源泉であったこ

が、この若い年齢人口の増加が労働力

いる。これは労働力人口自体ではない

に、年平均三○万に近い増加を示して

十九歳人口は九四○万から一○八○万

年にかけて、特に中卒、高卒の十五’

％に達した。一九六○年から一九六五

をたどった。他方において、六十五歳

一九七五年に三・五人へと縮小の一途

には四・｜人、’九七○年に三・七人、

○年には一挙に四・五人、一九六五年

た。高度経済成長期にはいった一九六

五年には約五人（四・九七人）であっ

よう。世帯当たりの人員数は、一九五

世帯規模からその縮小振りを見てみ

以上高齢人口の割合は一九七五年にお
いて七・九％までに増大してきたが、

あった。このことは、子供の教育養育

部分の時期は子供人口激減の影響下に

増加しているが、高度経済成長期の大

口をふくんでいるため二七一一二万人に

’九七五年には第二次出生ブーム人

な貯蓄率の上昇にも以上の諸条件が貢

うまでもない。経済成長の持続に必要

る教育の高度化を可能にしたことはい

かにし、健康水準の向上、子供に対す

ける子供負担の減少はさらに家計を豊

上昇の中での出生力の低下、家計にお
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次いで注目すべき点は、出生力の激

落にともなう○～十四歳人口の絶対

世帯の規模が十五年間に、四・五人

欧米諸国が一○％以上の水準にあるの

口は二八○○万人（総人口の三一一一・○

から三・五人に減ったことは一夫婦当

的、相対的減少の経済的、社会的影響

％）だったが、’九七○年には二五○

たりの子供数が二・五人から一・五人に

と比較すればなおはるかに低い。

○万足らず（二三・九％）に減少して

縮小したことを意味する。

である。一九六○年には○～十四歳人

いる。十年間に三○○万まで以上の減

をふくむ扶養負担が国家財政にも、家

献したことはいうまでもないである
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送、ＮＨＫ新潟放送局の後援でセミ

るか

地球規模の人ロと食料問題の重要性

ナー「’’十一世紀人類は生き残れるか

人類は生き残
を広く一般に訴えるため、本協会は辻

瀬次雄・本協会常務理事とのインタ

ｌ人口・食料・環境ｌ」を閾催

潟日報

ビューをラジオを通じて広く県内に紹

ように講演した。

辻井博京都大学大学院教授は、次の

の挨拶を行った。

と人口問題の重要性を取り上げ、開会

題の根源は人ロ増加によるものである

ことを紹介、世界の食料問題、環境問

重要課題である人ロ問題に取り組んだ

故佐藤隆議員が、人類の平和のための

本協会理事長、農林水産大臣を務めた

先ず、広瀬常務理事が新潟県選出で

介し、人ロと食料問題の重要性を訴えた。

新潟放

井博京大教授（食料）、黒田俊夫博士

ＡＰＤＡ

し、同県内から約一五○名が参加した。

●主催

開催にあたりＢＳＮ新潟放送は、広

新潟市
蝿ソンプ

●開催地

、十月
（人ロ）の両博士を講師に迎え、十月

Ａ虻刷匡応十Ｔ市六△酉日

挨拶する広瀬常務理事

鐘
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人口・食料・環境セミナ

リヵの農家では生産したコメの味を知

らず、コメの自給でなく販売・輸出を

目的としている。

不安定な

世界のコメ市場

世界のコメ貿易市場は非常に不安定

で、小麦などの畑作穀物に比べて変動

格の急騰により人口の半数の一億人に

では焼き討ちが多発しており、コメ価

が起こり、首都ジャカルタの中国人街

騰し、食料不足による政治・経済不安

よる山火事や経済危機でコメ価格が急

国、九七年のエルニーーーョで干ばつに

アは人口二億人で世界最大のコメ輸入

インドネシアを訪問した。インドネシ

九月中旬農業事業事情の調査のため

は、コメが小麦やトウモロコシと同様

所得国がコメの自由化をすすめる理由

グ輸出されている。アメリカなどの高

金付きで貧しい発展途上国にダンピン

メリカ、ヨーロッパの高所得国が補助

ロコシやメイズなどの畑作穀物は、ア

とが優先される。｜方、小麦、トウモ

村、地域、国の各レベルで自給するこ

候による多雨のためであり農家、農

メ生産が集中するのは、モンスーン気

ている自給的穀物である。アジアにコ

ア諸国で生産され、アジアで消費され

コメは、世界総生産の九一％がアジ

生させた。日本のコメ緊急輸入は九三

易量は一五○万トンしかなく騒動を発

カ米の輸入が必要となったが、世界貿

年の大冷害で二五○万トンのジャポニ

一九九四年の平成のコメ騒動は、前

でコメと比べて高い。

イズ一四％、大麦一二％、大豆二九％

物の貿易量の割合は、小麦一九％、メ

〃政治財〃とも呼ばれている。この穀

不安定になると政治不安になるので

の主食で賃金財であるコメは、供給が

るとコメ価格が急騰する。アジア諸国

薄い市場であり、干ばつや冷害が起き

の四％、’四○○万トンほどで非常に

的である。世界のコメ貿易量は総生産

大きな打撃を与えている。コメ不足は

輸出穀物であり、ダンピング輸出を目

年～九四年に二八八万トン、九四年度

コメ不足に苦しむ

価格を上昇させ、アジアのコメ市場に

的にしているためである。特に、アメ

インドネシア

も大きな影響を与えている。

５９

辻井教授

なった。このため、世界最大のコメ輸

メ市場で突然世界最大のコメ輸入国と

物の輸入の増加は、輸出国の自然環境

へと三○倍になった。日本の農林水産

一一一五年で二三億ドルから七○六億ドル

る。日本の農林水産物の輸入は、過去

類の大増産および飼料穀物輸入の畜産

第三に、農業改革に伴うコメ自給、麦

入・低環境破壊型農業が確立できる。

せざるを得ないが、有機・循環・低投

剰になるので、日本の家畜規模を削減

量から有機肥料を作れば有機肥料が過

出国タイでも日本のコメ輸入により、

規模を一四○○万トン削減させ、穀物

％で二○一’○年には一一一％にダウンす

輸出価格が五カ月で二倍以上になり、

の破壊やアジアに集中する貧困や飢餓

は一八四万トンと日本が薄い世界のコ

世界の飢餓人口八億五千万人の七○％

人口を危機に陥れる。

自給率は九二年の二九％から五三％に

大幅に増加することで高い食料安全保

障が可能になる。第四は、米麦価格政

一七％をぎりぎりか、大幅に下回って

二・八％とＦＡＯの安全基準である

四％、トウモロコシなどの飼料作物が

で一五・三％、小麦二一・五％、コメ一

万トンとする。麦は作付け面積を九○

付け面積三○○万ヘクタール、単収三

○年の稲作生産量は九○○万トン、作

うな政策手段を進める。まず、二○二

日本農業の再構築のために、次のよ

美味いコメの自給と安定供給および麦

なり低い。このため、農家と消費者が

得水準は非農業部門の所得水準よりか

業個人経営などを導入しても、農業所

際価格調整を行う。最後に、大規模専

き下げ、麦価格は引き上げることで国

策として米価は国際価格との比較で引

いる。この穀物在庫量の低下は、九五

年の三七万ヘクタールから一五○万ヘ

自給率の上昇による食料の安全保障の

生産構造の確立を

適正な単収米麦複合

を占めるアジア諸国のコメ貿易市場に

大きな影響を与えた。

世界の穀物在庫率は八七年以降減少
傾向にあり、穀物価格が高騰した。穀

年アメリカの穀物の減収などの短期的

クタールへ、生産量も一三○万トンか

確保に関する社会契約を結び、その見

物全体の予想在庫率は九七／九八年末

要因もあるが、欧米の農業政策の転

ら三五○万トンへ大幅に増産し、単収

二○二○年のヴィジョンが実現され

換、穀物生産の制約、穀物需要の急増

ると、日本の膨大な食料輸入は削減さ

返りとして定額所得補償を実施させる

米麦複合農業に対応する窒素肥料成分

二～三トンで適正単収米麦複合生産構

量の投入量の目標は、五○万トン。投

れ、この輸入による国内外の環境破壊

など長期的要因によるものが大きい。

入する肥料は有機肥料のみで、環境破

は削減され、膨大な貧困・飢餓人口の

所得政策を導入する。

壊をなくす人間と家畜の有機廃棄物全

造を確立する。第二は、二○二○年の

減り続ける
日本の穀物自給率
日本の穀物自給率は、九五年に二八
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人ロ・食料・環境セミナ

いる発展途上国から日本が食料を大量
に輸入するという矛盾も解消できる。

少子化の日本は

世界の模範国

した。

本の高齢化について次のような講演を

コメンテータの黒田俊夫博士は、日

策を取り下げた。フランスやスウェー

をとったが、一般からの反発により政

高学歴の女性に対し子どもを生む政策

デンでも、子どもが生まれる数により

給料を上げることや児童手当導入によ

り人口増強策をとったが失敗に終わっ

た。現在、各国で進んでいる少子化、

つまり、「子どもが少なくなったこと

は進歩である。」と考えればよい。

高齢化対策として、十四歳までの従

属人口を高学歴社会に向け十九歳と

し、経済活動人口を二十歳から七十四

歳とし、高齢者を七十五歳以上にす

に生む子どもの数）は、｜・三九にな

日本の合計特殊出生率（女性が生涯

で子どもの教育ができることになる。

みると、六十五歳以上の先生が一対一

下が一五・九％で、これを学校教育で

る。一九九七年日本の子どもと高齢者

り、スペイン、イタリー、ドイツと同

働ける高齢者も多く、六十五歳以上の

が狭いにもかかわらず達成した。」、ア

じように低い数値となった。人口抑制

男性の四○％が働いている。これを、

の比率はほぼ同じで、九五年でみると

料不足はグローバルな問題である。一

の結果少子化になり高齢化もすすむこ

人口構造からみると逆三角形となり高

ジアの食料問題を解決するには、日本

九六三年ベオグラードでの世界人口会

とは世界の先進国の傾向であり、日本

齢者の活用で二十一世紀日本の労働力

六十五歳以上が一四・五％、十四歳以

議でＦＡＯ事務局長のカーン博士は、

は世界の模範国である。これまで、各

不足を解消できる。

のコメ生産技術が大いに役立つ。

「世界で四○年間に食料生産を倍増し

国が人口増強政策を取り入れてきた。

ｌ高齢者の活用で

た国があり、それが、ソ連と日本であ

シンガポールのリーカンュー首相は、

世界に一二億の貧困人口がおり、食

労働力不足を解消ｌ

る。ソ連は国士が広いが、日本は国士

6J
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プログラム」、七月一一十七日から三十

日までバングラデシュ・ダッカで「市

民社会のパートナーシップ」の会議が

い中、一律カットを免れ円高で拠出金

郎会長が「日本政府は予算極めて厳し

並びに安藤博文同次長を紹介。中山太

ス・サディック国連人口基金事務局長

「リプロダクティブヘルス・サービ

三日から六日までフランス・レネスで

セルで「人口と高齢化」会議、十一月

六日から九日までベルギー・ブリュッ

で「国際人□移動と開発」会議、十月

日から七月三日までオランダ・ハーグ

行われた。専門家会議は、六月二十九

を前年度並みに保つことができたこと

国隠兜ロ問題議員懇談会役員と懇談

は大成功で安堵している。今後、米政

から五年）の一九九八年のスケジュー

九九四年カイロでの国際人口開発会議

席のため来日した。ＩＣＰＤ＋５二

る。今回は、東京でのアフリカ会議出

てでないためうらやましがられてい

に深く感謝する。他の国際機関は円建

Ａへの拠出金に関し、同懇談会の貢献

サディック事務局長は、「ＵＮＦＰ

国連特別総会準備機関である国連人口

について検証する。ここでの報告書は

国・地域レベルでの実施状況と問題点

が参加し、ＩＣＰＤ行動計画について

開かれ各フォーラムの代表と政府代表

日から十二日までの国際フォーラムが

ラムとＮＧＯフォーラムが開かれ、八

フォーラム、六日・七日に青年フォー

かれる。二月四日から六日まで国際

ス」の会議がある。九九年二月には、

ルは、四月十四日から十七日まで

府の出方を注目している。」と挨拶し

十月二十二日（木）午後十二時から参

開発委員会に提出され、三月一一十一一日

オランダ・ハーグで各フォーラムが開

議院会館議員会議室で国際人口問題議

ニューヨークで「青年期の性とリプロ

た。

員懇談会・役員会が開催され、衆参合

から三十日まで開かれるニューヨーク

清水嘉与子事務局長の司会でナフィ

が参加した。

ダクテイブ・ヘルス」、六月二十二日

\.誰.『で゛鐘

わせて十四名（代理二名）の国会議員

鯨

での同委員会で取り上げた後、六月に

L験

から二十五日までウガンダ・カンパラ

月斫

開催する国連特別総会に提出し、事務

已彪

ヤ

で「リプロダクティブヘルスとライッ

１１‐ｉ
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讃
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国際人ロ問題議員懇談会役員と懇談

一

声『

会では、報告書案に基づきＩＣＰＤ以

から七月二日まで開かれる国連特別総

総長報告書案を作成する。六月三十日
た。

議し、解決策を検討する。」と報告－

降五年間の評価及び問題点について他

部を通じ一八○カ国をカバーし、家族

謝申し上げる。同連盟は、’四○の支

Ｆへのこれまでのご支援、ご協力に感

計画、リプロダクティブヘルス・ライ

ッの具体的な活動を積極的に実施して

いる。ＩＣＰＤ＋５については、行動

議院議員会館議員会議室で国際人口問

十一月十三日（金）午後十二時から参

アジア人口・開発協会の協力が重要な

ハーグの国際議員フォーラムに向け、

どへ質の高いサービスを行ってきた。

計画に基づいて女性の健康、思春期な

題議員懇談会・役員会が開かれ、衆参

ポイントになる。

ない努力をしてきた。ＩＰＰＦには、

ＨＣＲと同様人口問題の拠出金は削ら

があるが、日本は経済混乱の中でＵＮ

国は国連への分担金を拠出しないこと

長が渡米中のため桜井新幹事長が「米

源・事業開発課長を紹介。中山太郎会

計画連盟事務局長並びに池上清子同財

たインガー・ブリュッゲマン国際家族

清水嘉与子事務局長の司会で来日し

動きについていけないため、小さいグ

来三年に一回開催してきたが、新しい

連盟の政策決定機関である理事会を従

事務局は各地域に移管する。また、当

している。ロンドン本部にある各地域

フリカの家族計画協会にあてるように

の拠出金はできるかぎり各国、特にア

にする努力を行っている。先進国から

及び事務局費を削減し、少人数の体制

をすすめており、スタッフの三分の一

ＩＰＰＦは、現在事務局体制の再編

これらの日本の協力をＰＲしていただ

る。」と報告した。

ループを作り対応するよう改善す
ブリュッゲマン事務局長は「ＩＰＰ

きたい。」と挨拶した。

が出席した。

合わせて九名（代理二名）の国会議員

国際人ロ問題議員懇談会役員と懇談
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懇
口這潅議

精力的に人口･開発事情を視察
'９８．１１．１７～２１

国会議員交換研修事業」が、カンボ

Ａ）補助事業である「アジアと日本の

ＰＰＦ）・国連人口基金（ＵＮＦＰ

本協会主催・国際家族計画連盟（Ｉ

政治・気候的にも一行にとってタイミ

治も安定し、乾期に入ったばかりで、

て帰国した。カンボディァは国内の政

設立を呼びかけ、実り多い成果を納め

施設を視察した。また人口議員連盟の

・九鮠五○成田空港出発、香港経

ングの良い訪問となった。

ディア国で十一月十七日から一一十一日

（谷津団長及び南野議員は一一十日に帰

国）の五日間の日程で行われた。議員

団は、谷津義男・衆議院議員（自民

党）を団長に、清水嘉与子・参議院議

員（自民党）、南野知惠子・参議院議

員（自民党）、武山百合子・衆議院議

。｜八二一’○大使公邸で、カンポ

由で一七率○○プノンペン着。

が、積極的に政府要人や現地関係者と

ディアについてブリーフィングを兼

員（自由党）で構成。短時日であった

会って同国の人ロ・開発事情を聞き、

ＮＡ｢'○NAL
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JnpaneseMPsMeet

WithCPPP皿sidemt
FourJapanesel〕arliamentali‐
allsmetCPPR9esidelltCheaSim
atllisPlmomPeIuhresidel1ce

Wednesday､WhileKazuhiro
Nakai，firstsecretaryalthe
Jal〕aneseEmbassysaidn1eviSil
wﾋﾞｌｓｆＯｒａ`IgToupstu〔lytouron
populationandrepro(luclive
healuI,''1llemeetingbecamean
oppoIhmityfbrCheaSimlolObby
fbrintema【ionZllpoliIicalsupporl
fOrCambo〔Ua."lCheaSimlsaid
hehopedmq1enem･iiltlIlで,Ｃａｍ‐

bo【Uacdu1〔Ibecomeamemberof

Asean,,，saidOumSarith,ａｌｌａｄ‐
visertoClleaSim,Whoaddedu)ｅ

〔Ielega6onappealで(lsympan1etic・

ＯｎＮｏｖｌ４,fOreigIlminislers
li℃mAseanrejectedCan】1〕o(lia、
bidtojoinUleonganization,col】‐
cludingthecountrywDuld1)ot
llaveaiilllyibrmedgovCmnlent
lhisyear・OumSarithsaidChea

SilnaIsospokeolCambo〔1ia，ｓ

ｗｉｓｈｔｏ1℃claimtheUNseatthat
hasbeenleftvacantbecauseof

rivEllchimsonitanerlaslyear's
iklctionallighting,T11ejal〕anese

ねた、齋藤正樹・日本大使主催晩餐

会に出席。

．

十一月十八日（水）

ｏ七二’一○国際家族計画連盟・東

アジア、南東アジア及びオセアニア

事務局（ＩＰＰＦ／ＥＳＥＡＯＲ）

・事務局長代理マーディ・ナーゥィ

氏より、国際家族計画連盟及びカン

ボディア・リプロダクテイブ。へル

ス協会（ＲＨＡＣ）の活動内容につ

いてブリーフィング。

delegnlionalsooflie舵dCheaSim
aIlinvitationtovisitJalXul,WlUCh
lleaccepted・OumSarithsai〔I
CheflSimWiUl〕robablydepartib1・
JapanaitertheesIablishmentof
tllenewSenate,whiclDheisto

lead・ThelOurdelegates,who
alTivedmCambodiaonTilesday，
ａｌも、巴mbeIBoftheo『ganization

JapanPal･liamentarifhnsFeder・
ationfbrPopulation・Theywill
leaveonSaturday．（ﾉＷ，ｍﾉｉＤ
Ｓｈ“"〃

日本議員団の視察を報じた
現地新聞（11月１９日、．`The

CambodiaDaily"より）
6４

精力的に人ロ・開発事情を視察
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実行し、財政難に対処している。

等、組織改革・人員削減・経費節減を

域事務局のロンドン駐在事務所の閉鎖

が減少し、苦しい運営状態にある。地

現在ｌＰＰＦは各国からの資金援助

目に資金配分率（一七％）が高い「カ

分類。準加盟国カンポディアは、二番

き資金需要度別に四つのカテゴリーに

ドを除く二三カ国を、国連基準に基づ

本、オーストラリア、ニュージーラン

している。

自足」のために、低額で避妊具を支給応

感」を持たせることと、事業の「自給

は政府事業とは違い、患者に「責任

ビスの提供に努めている。ＲＨＡＣで

及、リプロダクテイブ・ヘルス・サー

○○の資金援助を受け、家族計画の普

ＰＦの準加盟国となりＵＳ＄五三、○

を務めるＲＨＡＣは、一九九六年ＩＰ

保健省マン・ブンヘン副長官が会長

く予定。

リーＤ）は今後資金援助を減らしてい

・大韓民国・シンガポール（カテゴ

％）。タイ国（カテゴリーＣ）や香港

め、｜番資金配分率が高い（六○

・ヘルス・サービスのニーズが高いた

も多く、家族計画／リプロダクテイブ

シアを含む「カテゴリーＢ」は、人口

テゴリーＡ」に属し、ＵＳ＄五三、○

kI--〆

ＩＰＰＦ・ＥＳＥＡＯＲには準加盟

塀

六四受け取っている。中国、インドネ

軸

国を含め二六カ国が所属。そのうち曰
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蕊蕊鐵藩
て南野各議員）

代理

ア・へデイ・ジャマイ代表より、活

ディア（ＣＤＩＲＯＭ等）の

版物及びコンピューター・メ

外）で統計を収集。結果は出

あり、ほぼ全域（危険地域以

動内容についてブリーフイング

・九叩○○ＵＮＦＰＡカンポディ

ジャマイ氏は「日本とのつながりを

よって、カンポディア国立統

今回の共同プロジェクトに

形で発表された。

一行が『カンポディァ』政府要人を表

計研究所はマッピング技術や

重視する『カンポディア』で、議員団
敬し、人口問題の重要性についてメッ

及び専門家を提供し、プノン

セージを伝えることは、将来的に大き

ペン大学にてトレーニング・

データー分析等の方法につい

カンポディアの人口状況についてス

プログラムを実施することで、

な重要性を持つと、今回の一行の訪

ライドを交え説明。人口分野における

て習得。ＵＮＦＰＡから教材

今後のカンポディァの課題は、①国家

「人材育成」に努めている。

問を歓迎。

の「能力」の向上（施設・人材等）②

た国勢調査（’九六二年以来、実施さ

ディア政府と共に、一九九七年に行っ

てプログラムを計画。本年度はカンポ

Ａカンポディアもそれらの改善に向け

ＩＶ／ＡＩＤＳ対策であり、ＵＮＦＰ

会経済に関するデータベース開発④Ｈ

テイブ・ヘルスを含む）③人口及び社

業、灌概システム、今年の干ばつの影

有の農場を見学。カンポディァの農

の農村で、ボク氏が主催するＮＧＯ所

プノンペン市から車で四○分程の所

昼食。

所有のリゾート・ハウスで

ボク・ユアテ国会議長顧問

。｜○ｍ○○農村見学及び

力と支援に対し感謝の言葉を述べた。

のカンポディアに対する日本政府の協

アの政治情勢に関する説明と、今まで

チア・シム国会議長は、カンポディ

ヘルス・サービスの拡張（リプロダク

れていなかった）の結果を発表。マス

響について説明を受けた後、氏のリ

カンポディアは新政府樹立に向けて十

表敬

。｜五》○○チア・シム国会議長を

メディア、国勢調査イメージ・キャラ

ゾート・ハウスで昼食。

チア・シム国会議長を表敬訪問

クター・グッズを使用したＰＲ効果も

Ｉ
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精力的に人ロ・開発事禰を視察

がＡＳＥＡＮの議席獲得及び国連代表

一月二十五日から動き出すが、新政府

護大学共に設立され、｜年に医師一五

か選択を迫られた）。現在、医科・看

するか、後輩の教育・指導を担当する

Ｖ／ＡＩＤＳ問題が、今や社会の主流

「当時注目され始めたばかりのＨＩ

ァ』が変化した点は？」との間に、

カンポディアでは妊産婦及び乳幼児

権を取り戻すことを強く望んでいる。

めることになる。新政府が世界的に支

死亡率が高く、日本から既に予防接種

。｜八二｜｜○山本啓司公使主催晩餐

の問題になっている」と、急速に拡大

援を受け、国民の「生活の糧」となる

用ワクチンが援助されているものの、

会に出席。山本公使、鈴木ケイ及び

○人、歯科医師三○人、看護婦六○人

外国投資が戻ってくることを願ってお

今後人材育成に投資し、サービスの質

矢追まり子・Ｊ－ＣＡスタッフか

チァ・シム国会議長は、今回新設され

り、日本からの更なる支援・協力を期

の向上によって、現状の改善を図って

ら、カンポディァでの仕事や生活に

するＨＩＶ／ＡＩＤＳ問題の深刻さに

待している。

いく必要がある。そのため、日本に対

ついて話を伺う。

が輩出されている。

日本議員団からは、人口に関するカ

し、ワクチンの援助のみならず、医療

た上院議長に就任、国家元首代行を務

ンポディァ国会議員連盟の設立、母子

スタッフの受入研修を希望している。

ついて懸念を示す。

保健分野の改善、「日本・カンポディ

ァ」間の女性議員交流の推進を提言。

副長官表敬

関心を示したことに、深く感謝した。

本議員がカンポディアに関して心配・

員・国民間の協力はとても重要で、日

回の視察事業の目的や国際人口問題議

の議長のコメントに集中。その後、今

に対する感想や新政府政策案について

こともあり、当初記者の質問は、議長

議長が外国政府代表と会見したという

政権確定後、初めてチア・シム国会

記者会見

因であり、自分の意志に基づいた家族計

が悪い環境での出産や強制中絶が主な原

いても周産期死亡率が高い。衛生状態

カンデジィアは東南アジア地域にお

内容について説明

キェゥ・セレイ・ヴテァ氏より事業

・七ｍ一一一○女性省家族計画事業省

十一月十九日（木）

厳しいポル・ポト時代の後、保健・

員懇談会について質問。過去にカンポ

画が行われていないからである（農村部

・一七》○○日本人記者懇談会との

医療分野は施設・人材共に「無」から

ディァを訪問したことのある南野議員

では一家族九～一○人の子供がいる）。

チァ・シム国会議長は、政府・国会議

の再出発であった（残存した医療関係

は「前回訪問した時から『カンポディ

。｜六“○○マン・ブンヘン保健省

者は、そのまま自分の専門分野に従事

6７

女性省家族計画
事業省の活動に
ついてスタッフ

から説明を受け
る－行

教育した後、地方へ出張させたり、各

に努めている。省内のスタッフとして

ら支援を受けている。しかしながら、

いため、事業内容によりＵＮＦＰＡか

算があてられておらず、財政的に苦し

この団体は女性省の支部にあたり、

女性の健康・社会福祉を管理、また家

州から推薦された人物をボランティア

日本のＯＤＡによって六州で女性セン

ターが設立されたこともあり、益々そ

・スタッフとして採用し、プノン・ペ
ンでのトレーニング後、各州で再生産

の活動の充実が期待される。

り込み、もっと広い地域で家族計画に

評価され、今後は男性もスタッフに取

く。この事業はＵＮＦＤＡからも高く

ボランティア・スタッフ宅に集まっ

タッフ宅を訪問

家族計画事業省ボランティア・ス

・九率三○カンダル地方で女性省

た仲間にインタビュー。一人当たりの

担当所帯数、担当家族に訪問を連絡す

法、活動を行う際の障害について質疑

る方法や彼女たちへのアプローチの方
官を表敬

応答が行われた。

それまで「カンボジア女性協会」とし

最近は男性も社会復帰を始め、家庭内

を支援することを目的としていたが、

よって、多くの男性が死亡したため）

自立（ポル・ポト政権下での大虐殺に

ており、保健省の認可に基づき、患者

「予防・治療・教育」を中心に活動し

事業内容について説明。当センターは

クム・カナル所長より、センターの

保健センター視察

て活動していた。当初、女性の社会的

や職場での男女間の問題解決が、新た

ている。カンポディアは出血多量（貧

の収入レベルによって治療費を徴収し

現在、国家予算の一・一五％しか予

な活動目的となっている。

。｜四恥○○～’五叩三○国立母子

一九九三年に設立された女性省は、

・八“三○女性省にイム・ルン次

している。

ついて知識を広めていくことを目標に

ゲットに避妊方法について説明してい

年齢女子（’五歳から四九歳）をター

族計画の普及に貢献できる人材の育成

霞!§雪雲
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女性省家族計画
事業省の活動を
支えるボランテ

を訪問

ィア・スタッフ

診、母子感染問題等が深刻な問題とし

ており、新たにＨＩＶ／ＡＩＤＳ検

れない。今後とも、人道的援助を含む

海外からの支援なしでは活動を続けら

努力しているが、現在の経済状況では

ンターは日本人スタッフと日本のＯＤ

ダクテイブ・ヘルス協会（ＲＨＡ

・’八叩一一一○カンボディア・リプロ

を期待している。

日本からのＯＤＡ援助及び指導・教育

て浮上してきている。

引き続き、新井博之ＪＩＣＡ所長と
鈴木ケイ・プロジェクト・コーディ

Ａによって運営されているが、将来的

Ｃ）主催夕食会に出席し、カンボ

ネーターの案内で施設見学。現在、セ

には全管理と運営をカンポディアに任

ディァ政府国会議員、ＵＮＦＰＡカ

親睦を深める。

ンボディア、ＲＨＡＣスタッフ等と

せる予定。

・一六紗○○デイ・ナロングリス保
カンポディァで国連が活動し始めた

売春宿街の現場を視察。増え続ける海

に関連して、一行はプノンペン周辺の

その後、深刻さが増すＡＩＤＳ問題
ことがきっかけで、カンポディア国内

外からの売春婦の流入と、未成年の売

健省長官を表敬

におけるＨＩＶ／ＡＩＤＳ問題につい

春の実態を見学。

レベルで対策計画を推進し始め、五年

診療所Ｉ及びⅡ訪問。ウク・ヴォン

・八“○○～’○北三○ＲＨＡＣ

十一月二十曰（金）

て注目を浴び始めるが、詳しいデータ
が不足しており、現状を把握できてい

ない。一九九五年、政府・民間・宗教
人をタイのＨＩＶ／ＡＩＤＳ事情視察

計画プロジェクトとしてＨＩＶ／ＡＩ

に派遣。それをきっかけに国・県・郡

血が原因）、妊娠中毒等による妊産婦

・ヴァシニＲＨＡＣ事務局長から、

ＲＨＡＣ診療所の活動について説明

ＤＳ予防教育に力を置いている。

カンポディアは「自立」を目指して

の死亡率が高い。近年、妊産婦のＨＩ
Ｖ／ＡＩＤＳ感染が大きな問題となっ

6９
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鰯

り、｜日に約八○～一五○人の患者が

｜般事務職員含み八二人勤務してお

診療所には医師・看護婦・助産婦。

を受ける

入により治療費免除の場合もある。ま

に負担してもらっているが、相手の収

サービスに対し、低額の治療費を患者

グしたり、性病治療を行っている。

の利点・副作用についてカウンセリン

について、スライドを交え概要説明を

調査の実施過程、情報収集・分析方法

いて説明。続いてスタッフから、国勢

表された国勢調査実施までの背景につ

統計事業活動を視察

来診。診療所では家族計画の推進とリ

た若年層及び売春婦には、無料で治療

受ける。

サン。シ・タン所長から、本年度発、

プロダクテイブ・ヘルスに関するサー

しているが、仕事柄、売春婦はよく地

国立統計研究所ではＵＮＦＰＡから

に感染していることが判明。一九九七

診察に来た患者の内、六％がＡＩＤＳ

けに来診）ｃ一九九六年の調査では、

することを勧め、八割の人は治療を受

し、感染が判明次第、夫も一緒に治療

性病、ＡｌＤＳ感染が急増（性病に関

現在カンポディアでは、｜股主婦の

帯数のうち、九八％の世帯について訪

の協力を得て、危険地域を除いた全所

し、マスメディアの他に、お寺・村長

はＵＮＥＳＣＯが五○○万ドル支援

類作成。国勢調査のためのＰＲ事業に

域及び家族構成に対する質問票を二種

タッフを派遣し世帯を地図に記し、地

備を始める。約一三、○○○村にス

七億ドルの資金を受け、国勢調査の準

年以降、国民の問でＡＩＤＳに関する

問調査を実施することができた。

ヘン・ムナリ医師から診療所Ｉ．Ⅱの

その後ピン・チュテマ医師、ホウ・

タに入力されているが、エラーを減ら

データは全てコード化してコンピュー

統計白書で、現在も分析が進行中。

本年度発表した国勢調査結果は仮の

活動について説明を受けながら、診療

ＯＭやオン・ライン・データ・ベース

析結果は、出版だけではなくＣＤｌＲ

すため二度人力を行っている。最終分

。｜四二一’○国立統計研究所・人口

所見学。

社会問題になることが予想される。

知識が広まりつつあるが、今後大きな

施すことが難しい。

域間を移動するため、継続的に治療を

ビスを提供しており、患者に各避妊具

ＲＨＡＣ診療所見学

精力的に人口・開発事情を視察

動団体にとって重要な参考資料である。

いものだが、カンポディア政府及び活

施された国勢調査は、依然信魑性が低

の形にして発表予定。三六年振りに実

同委員会は、’九九三年から一九九八

受ける。七人の国会議員で構成される

福祉・女性委員会について概要説明を

メン・サム副委員長から保健・社会

委員会委員を表敬

ン・ブントール及びソル・カプン同

スタッフ問の交流がはかられた。

一行とカンポディア政府要人・ＮＧＯ

セプション・パーティーでは、視察団

衆議院議員の乾杯の音頭で始まったレ

十一月一一十一曰（土）

ｌｌｌｌｌｌ－ｌ‐ｌ‐－－１１－１１‐‐－１１

清水・参議院議員の挨拶と、武山・

。｜五二一’○保健・社会福祉・女性

年まで公務員の労働条件の改善、失業
問題対策、家族の問題に関する法案
等、計六本担当。また現場レベルで実
際の法律に沿って実行されているか等
道路・学校の建設問題のみならず、未

のカンポディァ民族舞踊を見学。ポル

ＡＰＳＡＲＡ芸術協会で、子供たち

見学

・九”○○カンボディア民族舞踊

亡人に関する問題が増加することが予

・ポト政権下で多くの民族舞踊家が虐

の、現場調査も任されている。今後は

想されている。

ム国会議長が人口議員連盟発足の提言

副委員長は「日本議員団からチア・シ

う一との呼びかけに対し、メン・サム

に人口問題に取り組んでいきましょ

した頃に、人口議員連盟を設立し、共

カンポディァ舞踊の手や体の動きに、清

ら説叩客受けながら、子供たちの見事な

踊りの意味について舞踊学校の先生か

家庭の子供たちに対し、無料で指導。

で、正式に舞踊を学ぶことができない

この舞踊学校では、国立の舞踊学校等

殺され、現在指導者が不足している。

を受けたと聞いている。私達も議連発

水・武山両議員は終始感心していた。

清水・参議院議員から「国家が安定

足に向けて努力していきたい」と返答。

ンを出発し、香港経，田で日本へ帰国

。｜八“’’’○日本議員団主催レセプ。｜○“’’’五～’’○二五プノンペ
ション

少

委員会メン・サム副委員長、チュオ

保健・社会福祉・女性委員会メン・サム副委員長（中央)、チュ
オン・ブントール委員（左)、ゾル・カプン委員（右）表敬訪問

ガ

社

ＡＩ＿
畷】

i■錘皿砠Ｌ

鰐籟鰯

Ａ石工、

と「ＩＣＰＤ＋ら

員フォーラム

会」を東京で開催

についても協議が行なわれた。

ＡＦＰＰＤ役員

韓国で開催予定の第十五回人口と開発

チュン元副議長後任候補、中国）

・ザン・ファイシー議員（ハオ。イー

ラペン・パテル副議長代理、インド）

・カンティラル・ブリア議員（ウルミ

本で開催予定の第六回ＡＦＰＰＤ大会

に関するアジア国会議員代表者会議

トナム）

・グェン・ティー・タン財務担当（ベ

（タイ）

・プラソップ・ラタナコーン事務総長

ジー）

・アペニサ・クリサキラ副議長（フィ

リア）

・コリン・ホリス副議長（オーストラ

・桜井新議長（日本）

者

Ⅲ価の

の壺尹華不郵祁生ロムニ
ロ

几九九年度の活

ｇｉＪＤ

加
（通称ＡＰＤＡ会議）、来年十月に日

の準備進捗状況の報告や、来年四月に

参

廿几「イ』。

鋤
一一
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国際国会議員フォーラム（ＩＦＰ）」
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｢ＡＦＰＰＤ運営委員会」と「ｌＦＰ第２回運営委員会」を東京で開催

運営委員会

・安藤博文国連人口基金（ＵＮＦＰ

事務局及びオブザーバー

がオランダ、ハーグで「国際フォーラ

ために、国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）

の行動計画の実施状況の評価を行なう

員活動の成果と今後の国会議員活動に

員が集って、カイロ会議以降の国会議

れており、世界から一四五名の国会議

Ａ）事務局次長

ついて話し合う。

鑑‐１？！

・開発議員連盟（ＩＡＰＰＤ）事務

・マンモハン・シャルマインド人口

・星合千春ＡＰＤＡ国際課主任

・北畑晴代ＡＰＤＡ国際課長

・楠本修ＡＰＤＡ主任研究員

Ｇ）、人口と開発に関するヨーロッパ

カ地域国会議員グループ（ＩＡＰ

ＰＰＤ）、人口と開発に関するアメリ

リカ・アラブ議員フォーラム（ＦＡＡ

ＦＰＰＤ）、人口と開発に関するアフ

発に関するアジア議員フォーラム（Ａ

同会議開催に当たっては、人口と開

役員が参加して、親睦を深めた。一時

南野知惠子事務次長の計六名の人口懇

本暁子副会長、清水嘉与子事務局長、

小杉陸副会長、広中和歌子副会長、堂

れた。同昼食会には、桜井新幹事長、

ら国会議事堂衆議院議員食堂で行なわ

員との昼食懇談会が、二十一日正午か

メンバーと国際人口問題議員懇談会役

ＩＦＰ運営委員会のために来日した

局長

議員グループ（ＥＧＰＰＤ）、人口と

半からは国会議事堂見学を行ない、午

ている。

Ｐは、これに先駆けて開催が予定され

ム（ハーグ会議】を開催する。ＩＦ

・インガー・ブリュッゲマン国際家族
計画連盟（ＩＰＰＦ）事務局長
・シフ・カレＡＦＰＰＤ事務局長

・広瀬次雄ＡＰＤＡ常務理事・事務局

・ダイ・シューキン中国事務局

開発国会議員世界委員会（ＧＣＰＰ

後は浅草寺を参詣、ひとときの観光を

長

・リー・イング中国事務局

Ｄ）、国際医療議員組織（ＩＭＰＯ）、

楽しんだ。

た。一九九四年カイロで開催された

Ｐ）」第二回運営委員会が開催され

ための国際国会議員フォーラム（ＩＦ

（月）の両日、「ＩＣＰＤ＋５評価の

ている。会議は、来年二月四日から六

営委員会を形成して、開催準備を進め

国）、世界人口基金（ＷＦＰ）が、運

人口・開発超党派議員グループ（英

Ａ）、国際家族計画連盟（ＩＰＰＦ）、

（ＰＧＡ）、国連人口基金（ＵＮＦＰ

「国連人口・開発会議（ＩＣＰＤ）」

日、オランダ国ハーグで開催が予定さ

議員代表（議員会議ホスト国）

・ヤン・ホッヶマ議員・オランダ国会

Ｐ運営委員会議長

・桜井新議員・ＡＦＰＰＤ議長、ＩＦ

参加者

地球規模的活動のための国会議員連

１１

十二月一一十日（日）、二十一日

１

から五年目に当たる来年、過去五年間

河

鶉

ＦＰの第２回

〔写真･右頁〕

■､■■■

・ムスタファ・力議員・ＦＡＡＰＰＤ
議長
・ゾーン・オーガスティン議員・ＩＡ
ＰＧ代表

・ホウダ・カノウン議員・ＰＧＡ代表
・プラソップ・ラタナコーン議員・Ｉ
ＭＰＯ代表
・トニー・ワァージントン議員・人口

・開発超党派議員グループ（英国）

・カルメン・レイノソ・ＩＡＰＧプロ

グラム・オフィサー

・サラ・ハイド・ヨーロッパ議員グ

ループ

・トゥルーディー・デイビス・超党派

議員グループ

・ディリス・コッシィーズ・ＩＰＰＦ

ヨーロッパネットワーク議員プログ

ラム主任

ＩＦＰエグゼクティブ・コーディ

・シフ・カレ・ＡＰＰＰＤ事務局長、
オブザーバー

、ネーター

・広瀬次雄・ＡＰＤＡ常務理事・事務

・エレン・メイ・ブレット・ＩＦＰ

・コリン・ホリス議員・ＡＦＰＰＤ副
議長

・堂本暁子議員・ＰＧＡ人口部会長

（以下事務局）

代表

・星合千春・ＡＰＤＡ国際課主任

・北畑晴代・ＡＰＤＡ国際課長

・楠本修・ＡＰＤＡ主任研究員

局長

・安藤博文・ＵＮＦＰＡ事務局次長

・加藤祐子・ＡＰＤＡスタッフ

・アルン・パウサワデ議員・ｌＭＰＯ

・インガー・ブリュッゲマン・ＩＰＰ

Ｆ事務局長
・ウォーター・メイヤー・世界人口基

金理事
衆議院議員食堂で人口懇役員と懇談
するＩＦＰの運営委メンバー

~､~､~､~､~』

河

Ａ
ＡＦＰＰＤ湾憲
ます。この会議は一九九九年二月四

ＩＦＰの準備に弾みがついてきてい

（ＩＦＰ）ｌ進捗状況報告

●ｌ国際国会議員フォーラム

ェン・ホァン・マイ議員が参加した。

からブイ・ゴク・タン議員およびグ

長であるポコショフ議員、ベトナム

はキルギスタンの人口・開発議連議

することで人口の安定化に貢献する

がもたらす利益について人々を教育

家族計画の利用、女性の地位の向上

ある。ＰＭＣの目的は小さい家族・

れる予定です。会議開催に対するお

ンドネシア国会の共催、ＷＨＯ／Ｓ

・国際医療議員機構（ＩＭＰＯ）とイ

ー中でもｌ娯楽メディアの利

ア戦略の開発、特に、放送メディア

人口の多い国における包括的メディ

ことである。このプログラムでは、

問い合わせはバンコクにあるＩＦＰ

ＥＲＯ後援によるワークショップ

’六日にオランダのハーグで開催さ

事務局までどうぞ。この会議には世

〃経済危機と健康”が一九九八年十

ナコーンーＭＰＯ事務総長とシフ・

ルタで開かれます。プラソップラタ

会議（ＲＩＡＰ）が十月十九日に開

としてアジア・太平洋地域国際機関

●ＥＳＣＡＰ第五回総会の下部委員会

用に焦点を当て活動している。

界中から一五○名の国会議員が参加

ハーグで開催された第一回運営委員

カレーｌＭＰＯ事務局長が十月十二

催された。国際移民機関（ＩＯＭ）

二月七’九日インドネシアのジャカ

会に引き続き十二月二十日に東京で

日ジャカルタを訪れ、準備の最終確

のマーク・ゲッチェルが「国際人口

する予定です。

第二回運営委員会を開催いたしま

認を行った。

●ＥＳＣＡＰは「貧困緩和のための政

のプログラム・アドバイザーとは管

ドバイザー就任要請を受諾した。こ

ター（ＰＭＣ）からプログラム・ア

ポピュレーション・メディア・セン

●ＡＦＰＰＤ事務局長シフ・カレーは

からはスコット・マーが参加した。

門機関が参加するものでＡＦＰＰＤ

国連機関、政府間組織、ＮＧＯ、専

題する論文を発表した。この会議は

移動ｌ予測とその意味するもの」と

す。ＩＦＰ事務局は現在一ニーズレ
ターを発行しております。この

府とＮＧＯの協力関係の促進」と題

理関連業務を行うものではなく、プ

への拠出を拒否ｌ多くの国連機

ニューズレターの入手先はＡＦＰＰ

した地域フォーラムを開催しまし

ログラムの立て方やその可能性につ

関のうちで最も成功している国運機

Ｄ事務局です。

た。同会議は十一月の十七’二十日

いて所長にアドバイスを行うもので

・米国が国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）

にかけて開催され、ＡＦＰＰＤから

7万

とで女性に大きな被害を与えること

族計画に関する情報と手段を奪うこ

起こる必要のない死をもたらし、家

は避けられない。米国のこの決定は

ラムの実施能力に影響を与えること

分野における決定的に重要なプログ

プロダクテイブ・ヘルス及びライッ

とになる”と述べた。この決定がリ

る数百万人もの人々に制裁を課すこ

ず、私たちが肩代わりして働いてい

たちに制裁を課しているのみなら

イッメントの中で、〃この決定は私

ディックＵＮＦＰＡ事務局長はステ

国下院が否決した。ナフィス・サ

米国の決定は家族計画プログラムを

排除している。この拠出拒否という

元の基準を導くような要素をすべて

家族の規模を割り当てるような低次

理事会の決定に基づき、家族計画や

いる本年初めに開かれたＵＮＦＰＡ

は、米国を含む三六カ国からなって

ものとなっている。このプログラム

た人権に関する規範を十分配慮した

において一八○カ国の合意を得られ

ログラムは、一九九四年のＩＣＰＤ

中国に対する新しいＵＮＦＰＡのプ

ラムを援助しているわけではない。

やその他の国を問わず、中絶プログ

ムを推進するものではないし、中国

・ヘルス・プログラム中絶プログラ

長と会談を行

ＰＰＤ事務局

・カレーＡＦ

滞在中にシフ

メルダ・ヘンキンスさんはバンコク

機に関するセミナーに参加した。イ

かれたＵＮＦＰＡのアジアの経済危

ヘンキンスさんが最近バンコクで開

・ＵＮＦＰＡアジア部門のイメルダ・

参加した。

るタイ・ベトナム国会議員視察団に

ラリア・ニュージーランド合同によ

員は一九九七年に行われたオースト

も再選された。この再選された両議

バーであるトゥリシュ・ワース議員

超党派議連（ＡＰＰＧＰＤ）のメン

オーストラリア人口と開発に関する

になる。

弱体化させ、その結果、増加する望

い、シフ・カ

る。ＵＮＦＰＡのリプロダクテイブ

●ＡＦＰＰＤは米国のこの決定に懸念

まれない妊娠に対する中絶の増加を

レー事務局長

関である。ＵＮＦＰＡへの拠出を米

を表明し、国会議員やＮＧＯを含む

もたらすことになるだろう。

事業に対する

はＡＦＰＰＤ

関係機関に米国政府への懸念を表明

●つい最近行われたオーストラリアの

することを要請した。米国のこの決
定は、おもにＵＮＦＰＡが中国にお

説明を行っ

た。

総選挙でＡＦＰＰＤ副議長のコリン

・ホリス議員が再選された。また、

ける中絶に対して資金を提供してい
るという誤解に基づいたものであ

必要な場合、ＡＦＰＰＤ事務局では

上記に関する情報をＥ－Ｍａｉｌ：skh

are＠mozart.inet､ｃｑｔｈまたはＦＡ

Ｘ：001-66-2-646-8827でご提供い

たします（英文)。
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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。
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
といっても過言ではありません。

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
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
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
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
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

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

【ハＰロハ，

６

社会・経済問題も発生しています。

Iqip;畠ＪＬア鯵矛人口｡EII霊Ii駿

O

０

これらの根源は、すべて〃人口〃問題に帰結されます。

週

６

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
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。
何羊、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

云員の特曲

Ｏ

Ｉ

Ｏ

い

０

Ｏ

願

Ｏ

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
います。’九九七年の世界人口は五八億人、一九九九年には六○億人を超えると推計
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。

Ｏ

願いいたします。
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昌鰯邑,宕灘

ｎＵ

ぼけや寝たきりの高齢者を社会全体で支えようという「公的介護一

も加代以下で５割を割った。「不

た。性・年代別にみると、男女と

・米，人口基金へ拠出中止…・妬

・中国・兵役も一人っ子向・…師

・百歳以上日本世界一に……：卵

・地球温暖化森林存亡危機…・閑

・外国人労働者が日本救う。…肥

ｌの順だった。船年の調査以

・地域全体で子育て支援・……・川

比でわずかに増えた。反対に師年

降、漸減傾向だったがんは、師年

ズ６％⑤心臓病５％⑤糖尿病５％

・コメ増人口増に追付けず…。町

●中国加歳以上一億六千万…・船

今、一番恐ろしいと思う病気

た。

じる人はかってない高率だった。毎日新聞の「高齢社会に関する世

自分の健康に「不安がある」

ほう症）旧％③脳卒中ｎ％④エイ

は、①がん“％②ぼけ（老人性痴

圖恐ろしい病気

１位がん、２位ぼけ

【浜田重幸、中本輝雄、平林壮郎、宮澤恵一、長松敏雄】

めに実施した。

論調査」は、アメリカンファミリー生命保険会社の協力で、９月初

ている。また、深刻な不況に加え、医療費のアップや公的年金の見一
直しなど国民生活を取り巻く環境は厳しく、老後の生活に不安を感一

安はない」（「あまり」を含む）は

・世界人ロ、百億人へ…………妬

・途上国少子化は女性保護・…弧

・老保施設’‐痴ほう１３割．…９

川寺

。薄れる結婚適齢期意識…・…・肥

・高齢者、雇用含め対策を…・皿

・中国・改革開放磯業総括・…別

・インドネシア米不足深刻・…別

・結婚、４人に１人益なＩし。…９

えき

・ＯＤＡ「童から質へ』．．…・…・卵

・出生率の低下第四段階に…曲

Ｃ飢餓に配分システム作り・…閉

。世界一の老人大国日本…．．…髄

・肥高齢社会全国世鏑調査・…ね

屯くじ

保険制度」が、１年半後の２０００年４月から始まる。だが、制度一
の内容や運用をめぐってスタート前にさまざまな不安の声が上がっ－

た師年調査と比べ、ポイント減っ

９８７年の調査開始以来最高だっ

（「少し」を含む）人は弱％で、１

4拓一鍼ん幅■ぼけI￣２０
，３己脳卒中日し
：曰ｴｲｽﾞ匪

。増え続ける一人暮らし…・…・卵

卵全国世論調査
老後の頼りはやはり家族
介護保険に期待と不安

（数字は飴､その他､無回答は除く）

⑬％で、師年比で幻ポイント増え

蠅三

7８
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「不安がある」人のうち、恐ろし

を占めた。また、自分の健康に

ポイント高く、印代以上で３割台

イント減った。女性は男性よりｕ

以降、漸増傾向だったぼけは６ポ

⑥息子４％ｌの順で、師年調

ルパーや訪問看護婦９％⑤嫁６％

者肥％③娘皿％④公的なホームヘ

・老人保健施設や病院などの介護

相手は①配偶者妬％②老人ホーム

身の回りの世話をしてもらいたい

査と比べて大きな変動はなかっ

いと思う病気の割合は、①がん妬

％②ぼけ店％③脳卒中⑫％④心臓
た。「配偶者」を挙げたのは、男

ほぼ同率だが、男性は妻に対する

性釦％（同羽％）。女性はｗ年と

性鮨％（師年調査釦％）に対し女

病７％⑤糖尿病６％ｌだった。

国老後の世話
依存度を高めている。

世話をしてもらいたい相手を身

粛尉』

乱施病

／／
，;;;;;"／'
95年

96年

）

94年

97年

今回

・医療費格差で一・八五倍．…伽

・中国に大規樟矯噌林を提案…・川

・中国留学生百カ国へ加万…・伽

・人口抑制へ「産む選択権」…・伽

・少子化対策法案を提出へ。…畑

・アジア危機で失業鬮率３倍…・叩

・道半ばのエンゼルプラン…・川

・食料自給率別％に…………・…肪

・食料自給率、数値目標を．…伽

・自給率アップ実現は疑問…・川

・一億三千万教育機会なく。…、

が２倍以上ある。また、体が不自

。「子育て減税」最大躯兆円・…畑

・社会保障給付師兆５千億・・・・川

・コメ輪入来年四月関税化・…、

由になった場合に生活したい場所

・コメ輸入急増見込み簿…・…・川

・保育所整備はオトクです。…Ⅲ

・夕〆輸入増、高関税の壁・…叩

たところ、「家族に迷惑をかけた

・コメ強制減反を廃止・………烟

を借りる」別％、「家族だけの介

くない」がね％で最も多かった。

護が受けられる」弱％、「家族は

次いで、「施設の方が専門的な介
さらに、②老人ホームなど③病

仕事が忙しく、介護の時間がとれ

な差はなかった。

護」町％の順で、船年調査と大き

ホームヘルパーら外部の人の助け

形態は、「家族が中心になり、

①自宅と答えた人が望む介護の

変わらなかった。

院ｕ％ｌで、師年とほとんど

老人保健施設などの施設恥％③病

では、①自宅仇％②老人ホームや

鉛％、外部の人泌％で、親族の方

部の人に二分すると、身近な親族

近な親族とホームヘルパーなど外

堅罪

院、と答えた人にその理由を聞い

”

老後、ぼけたり寝たきりになる

など、体が不自由になった場合に

え・渡辺正義

戦い」胆％ｌと続き、専門的ことを示している．

バラになる」「重度だと自己負担

む」が記％、「生保や損保、郵便

策（同）として、「預貯金に励

これらの不安解消のための対応

局、農協などの介護保険や介護特

が高額になる」「弘歳までは実質

約に加入する」は“％だった。

的に掛け捨てとなって恩恵が少な
い」がそれぞれ３割前後で上位を

な介護への期待が高まりつつある

若い世代で低い期待度
占める。

厚生省は介護の認定は全国統一

ものの、別～加代では「期待しな

い」（「あまり一を含む）が「期待

国公的介護保険

基準とし、「だれでも、いつでも、
基準とし、「だ鉤

ている。だが、

うたい文句にし

うのは市町村で

実際に事業を行

'1霧霧讓lili讓霧篝議期ﾌﾞＩ鑿譲|鑿｜鰯
！'霧霧霧ｉｉ霧i鰯ii瀞蝋
鱸鰯とliL鍵鐇
醗施職ｻｰﾋﾞｽ灘
１１;鐵醐澗鰯
鰯ｼﾖｰﾄｽﾃﾞｲ鰯
｜蕊鹸闘ﾘﾊﾋﾞﾘ鰯
鰯ｸﾞﾙｰﾌﾟ議一ﾑ露

どこででも」を

公的介護保険導入の賛否についする」を上回り、５割台を占める。
ては、弘年と弱年、師年の計３回その理由は同保険の制度や運用
調査をしているが、「賛成」は８をめぐる不安点（複数回答）でみ
～７割台の高率だった。今回、質るとよく分かる。「希望する介護
問を変えて期待度を聞いたが、辛が受けられるとは限らない」と

（複数回答､数字は船､鯖回答は除く）

国国

度知っているかの質問に、「知っ

公的介護保険制度ついてどの程

画周知度、２年前より
枢ポイントアップ

た。性・年代別で４割台なのは、

ほど高く、印代以上で４割を超え

イント多い・年代別では、中高年

計）は妬％で、卵年調査比で⑫ポ

ている」（「かなり」と「多少」の

人気低い施設サービス

といえそうだ。

感にかぎ取った

した問題点を敏

く。国民はそう

容易に想像がつ

であろうことは

ビスに差がつく

準備できるサー

自治体によって

ある。居住する

うじて５割台に乗った。「期待す「月々の保険料が将来高額にな

１８

に酌一一一

績勢譜箙！

》鵬一一一一

<数字は％、’
無回答は除く）
期待する

まし勢

る」（「多少」を含む）は年代別でる」がともに虹％で、「市町村に
は帥代前半でやっと帥％に達するよって介護状態の認定基準がバラ

鰯墜繊嚇介………
Ｚ;;i蓼i蓼ｉｉＺｉＺｌ…繰険料…額…
’参参ZZ;ii12灘銑写繍欝
彦!；iZ鰯…と團己……
〃繍濟離繍掛け捨て上
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女性の周知度がやや低いのが気に

が、在宅介護の中心となっている

男性別代以上と女性伽代以上だ

た。国民の間に施設よりも在宅で

ス」弱％とはかなりの差がつい

健施設に入所しての施設サービ

の「特別養護老人ホームや老人保

貸を問わず上位三つの希望が高

建てやマンションでは持ち家、賃

た、住宅の規模別でみると、一戸

サービスの利用を望んでいる。ま

地域別では、大、中都市で各種

増えている。

都市では、卵年比で⑫ポイントも

問わず７割台でほぼ同率だが、小

別でみると、都市部は人口規模を

くなっていることが分かる。地域

なるところだ。

の介護を選ぶ傾向がみてとれる。

のとらえ方と密接に関係してい

合いは、自分の健康や老後の生活
も女性が挙げる割合が高い。ま

上位三つのサービスは男性より

４割を超えた。

してのサービスを希望する割合が

住宅、社宅などでは、施設に入所

い。これに対し、アパートや公団

い」妃％で、「仕事や家族につい

「残された時間を真剣に生きた

告知してほしい理由の１位は、

介護保険制度に対する周知の度

る。健康や老後の生活に不安を感
いるのか、別～如代で６～５割台

た、現実に要介護の老人を抱えて

てほしい」は刀％
てほしい」は刀％だった。ｗ年調

ト減っているが、如代では６割に

｜方、「告知してほしくない」

代別でみると、加代で８割台、卵

告知希望は師％だった。治る見込

また、治る見込みがあるときの

は、女性の鮨歳以上で４割台と多

～蛆代で７割台だった。年代が上

みがないときと同様、漸増傾向に

かった。

がるほど低くなるが、師年との比

ある。年代別では、卯～如代で９

を始めた硫年と比べると告知希望

較では、妬歳以上でｎポイント、

割台に達する。

正されて１年がたった。値上がり
サラリーマン本人の患者負担が

む）に上った。職業別にみると、

ている人は胡％（「非常に」を含

した医療費の支払いに負担を感じ
アップするなど医療保険制度が改

園医療費アップ

６割が負担を感じる

増え、老年層の拒否反応が年々簿

加代前半で９ポイントもそれぞれ

者はｎポイントも増えている。年

では４ポイント増大し、この質問

達している。

い一は、師年調査と比べ５ポイン

型％の順だった。「真剣に生きた

「自分の病名を正しく知りたい」

じている人ほど周知度は高い。さ

圏がん生昂
がん患者への告知について、

査比では横ばい状態だが、妬年比

希望者、佃年でｈポイント増加

と一員かつた。

ての問題を整理したい一妬％、

らに、公的年金への依存度が強い

人も、同制度に対して高い関心を
示している。

また、老後、体が不自由になっ

らいたい相手として「ヘルパーや

た場合に身の回りの世話をしても

訪問看護婦」と「娘」を挙げた人

「治る見込みがないとき、告知し

は、「知っている」がそれぞれ躯
％、「配偶者」は同加％だった。

在宅での介護を希望する人たちの
関心が強いことをうかがわせる。

画望むサービス
利用したいと思うサービス（複

97年今回
9６
9１
8９
1987

数回答）について、「ホームヘル

プサービス」閲％、「訪問看護婦

０００００００

ａ▲●■

８７６５４３２

8１

の派遣」妬％、「福祉用具の貸し

出しや購入費支給、住宅改修費の
支給」岨％が上位３だった。４位

i==垂i三二H1蜜！

）

いたところ、「引き下げてほし

払い増についてどう思うか」と聞

さらに、「これ以上の医療費支

に、同帥代前半的％が高率だった。

代別では女性加代の和％を最高

た。自営業は蛆％だった。性・年

リーマンが多い職種が上位を占め

職釦％ｌと６割を超え、サラ

事務職、主婦各陀％、熟練・技能

労務職（一般作業従事者）髄％、

い乳幼児や小学生を抱える釦代

している。医者にかかることが多

い」師％で、計８割近くが”反対“

界」が蛆％、「引き下げてほし

る加代では、「現状が負担の限

の教育費などが大きな比重を占め

た。年代別にみると、家計に子供

医療費アップに「ノー」を表明し

だ」弱％で、ｎ人に７人が将来の

い」が鍋％、「現状が負担の限界

への依存度の高

家計で公的年金

また、老後の

だった。

代が高く肥％

を選んだのは加

た。「４割減」

旧％と高かっ

型％、「１割減」

では「２割減」

見が多い。加代

制したいとの意

国の年金審議会は厚生年金の粥

年度の見直しへ向けて「五つの選
択肢」を示している。この五つの

選択肢について聞いたところ、
「支給額の現状維持」から「現状
の４割減」まで選択する人に意見
が分かれたｂまた、無回答も弱％

lZZZZZZZZ翅ZZZl20

2４

支給額の
現状維持

医療機関に通う頻度が高い高齢者

う」は醜％だった。年代別では、

たとえ高負担であって全局い支給額

に不安を感じている層でも羽％と、

た。

負担低給付の選択を迫られた国民の

と高率だった。高負担高給付と低

穴埋めするという大きな問題を抱

で、その不足額を勤め人の年金で

一方、３人に１人が未納や滞納

えている国民年金について、「強

「国保保険料と同時に徴収」犯％

１位の「現状維持」は虫員年層

が上位を占めた。回答者の大部分

「所得に応じた保険料」訂％、

給のひずみの影響を最も多く受け

は穴埋めする側の勤め人だが、そ

制手段で徴収」はわずかに焔％で

る若い年代では、当然ながら支給

での支持が高く、加代で坊％、釦

額が減少しても負担のアップを抑

代前半では皿％に上る。負担と支

戸惑いが感じられる結果となった。

国民年金未納問題
冷静な回答目立つ

を求める意見が多くなっている。

維持」が的％だった。老後の生活

(数字は％､無回答は除く）

に多く、開歳以上では弱％に上っ

これに対し「仕方がないと思

い層では「現状

も、「現状が負担の限界」妬％、

し

ほしい

訓刎き下げて

かった。

「引き下げてほしい」羽％と高

し

５９３Ｂ

繩ｊＨ感慨人

厚生年金見直し現状維持派が小差で１位に

』れ以支払い烟をどう因

仕方が 現状が
ない
負担の限界

し

i’
玉’

国五つの選択肢

(数字は％､鋪回答は除く）
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厘辮賜俄if

ろう。

く求めている現れといってよいだ

の勤め人たちが、「公平さ」を強

をガラス張りで把握される大多数

を国民に押しつけた格好だ。所得

経緯がある。いわば課税側の怠慢

関係なく負担を一定にしたという

の収入把握が難しいため、収入に

国民年金の保険料は、自営業者

高かった。

汀％、卯代妬％、加代羽％の順で

「国保と同時に徴収」は加代前半

代蛆％といずれも４割を超えた。

険料」が加代妃％、加代蛆％、如

年代別では、「所得に応じた保

の意見は意外に冷静だった。

支給額2割減

1Ｂ

篝…賜;二塁＄
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すさ お－らむ
こゆ

小都市Ⅲ％と大きな差はなかった

対し、中部市而％、大都市巧％、

刎代が最高別％次いで別代皿％
画老後の不安
老後の生活に対する不安派は４が、師年調査と比べると、郡部で

では、いったい老後の生活で

人のうち３人に上ったが、年代別８ポイント増えている。
では、中年の如代で最も高く醜％

「公的年金をあてにしている一

だった。次いで加代の躯％、加代国民は公的年金をどの程度あてに
と加代前半の各巧％の順で続く。しているのだろうか。
ｗ年調査と比べると、髄歳以上の

伸び率が高く旧ポイント増の師％（「かなり」と「多少」の計）の依

呵ら「

Ｌ【己曰

エロ旧山韮

ＥｎＵ「

色［］『Ｊの

でＩＩＩＩｌｌＩＩ１１

◇調査の方法◇

ｌＩＩＩＩｌＩｌｌＩＩ０ＩＩＩＩＩＩＩゴ

調査は９月４日から６日まで３日間、「層別多段無作
為抽出法」で選んだ全国の加歳以上の男女４５２９人

を対象に面接して聞いた。

、代皿％▽加代Ⅳ％▽如代四％▽加代別％▽

回収率は“％。内訳は男性蛆％、女性躯％。

加代前半ｎ％▽開歳以上卯％。

◇質問と回答◇

８（５）

数字は％、複数回答の合計は１００％を超える。その他、

無回答は省略した。カッコ内は昨年９月の調査結果。

特にない

◆もし、あなたが、がんにかかっ

Ⅳ（虹）たとしたら、そのことを自分に知

◆あなたは、自分の健康に不安が
ありますか。

不安がある

㈲治る見込みがあるときはどう

少し不安がある
羽（妬）らせてほしいと思いますか、思い
あまり不安がない路（妬）ませんか。
肥（８）

◆あなたが、いま一番恐ろしいとですか。

不安はない

ｇ低くなる。｜方、非依存派は加代

飯（妬）

知らせてほしくない胆（週）

知らせてほしい

思う病気は次のうちではどれです
か。

ｕ（旧）

～弘歳の弱％が続く。

脳卒中

５（５）ですか。

２

全体では、依存派が非依存派を

心臓病

、（的）

糖尿病

肝臓病

６（５）次のうちではどれですか。

５（３）答えた方だけに〉その主な理由は

３（２）◆⑥〈⑪で「知らせてほしい」と

知らせてほしくない汀（四）

知らせてほしい

⑪治る見込みがないときはどう

卯大きく上回るが、弱歳を境に変化

“（妃）

７する。加代後半の依存派は釦％、

８非依存派は側％だが、加代前半の

躯依存派姐％に対し、非依存派は弱

エイズ

自分の病名を正しく知りたい

３（２）

ぼけ（老人性痴ほう症）胆（幻）

がん

９

兜前半の卵％が高率で、次いで同躯

４前半ね％と年代が下がるにつれて

鎚代前半師％、価歳以上筋％、加代

師前の卯代後半で卯％と最高で、帥

年代別では、依存派は、受給年齢直

銅計）の非依存派は蛆％だった・年

ない」、（「あまり」と「全く」の

だった。地域別では、郡部門％に存派はわ％だが、「あてにしてい
Ｌ存派はｎ％だが、「あてにしてい

留一〔■

Ｌ

Ｆ』元

１ｉＩｉ・；．～

００００ｌｄｌｍｗｌｕｌ引山－．１％と逆転する。
８７６５４３２１

僧□。。□

」旧卜「

安心派

質問と回答
その他の病気

８３

不安派

末期医療について自分の意思を

型（皿）

合、あなたは次の中で、どのよう

けに〉では、自宅で介護される場
か。

についてどの程度知っています

スタートする公的介護保険の制度

の点に不安を感じますか。（三つ

がっています。あなたは、次のど

ぐってさまざまな不安の声が上

９
２

則歳までは実質的に掛け捨てと

まで）

な形の介護を望みますか。

３

１

４

述べる機会がほしい７（８）

かなり知っている

７
２

家族だけの介護

残された時間を真剣に生きたい

あまり知らない

多少は知っている

なって恩恵が少ない

家族が中心になり、ホームヘル

５
３

一妃（幻）

市町村によって、介護状態の認

パーら外部の人の助けを借りる
４

仕事や家族についての問題を整

定基準がバラバラになる釦

９
２

◆公的介護保険では次のような

重度だと自己負担が高額になる

全く知らない

ホームヘルパーら外部の人を中

サービスが用意されています。あ

５

心にし、家族が協力する旧

なたなら、どのサービスを利用し

邪（配）

◆あなたは、老後、ぼけや寝たき
ホームヘルパーら外部の人だけ

理したい
りになるなど体が不自由になった

０
３

場合、主として、だれに身の回り

◆回〈⑧で一病院」「老人ホーム

訪問看護婦の派遣

護や入浴介護）

５
４

９
５

ホームヘルプサービス（訪問介

量に違いが生じる

地域間で介護のサービスの質と

４

４

ｌ

１

８

１

や老人保健施設などの施設」と答

希望する介護が受けられるとは

２

これまでの公的な介護サービス

蛆（ｕ）

えた方だけに〉その理由は何です

２
３

限らない

より吉同額になる

配偶者
４（６）

６（６）

訪問リハビリ

たいと思いますか。（いくつでも）

の介護

嫁

デイサービス（通所による介

１

の世話をしてもらいたいですか。

息子

家族がいない

か。（二つまで）
６（５）

担（喝）

娘
１（１）

自治体独自の介護手当（現金給

その他の親族

付）がなくなる
１（１）

３
３

ショートステイ（施設への短期

護）や通所リハビリ

１（１）

家族に介護する気持ちがない

家政婦

公的なホームヘルパーや訪問看

らないのではないか

家族の介護の苦労の軽減とはな

いますか。（二つまで）

するために何か準備をしたいと思

◆あなたは、それらの不安を軽く

４

１

月々の保険料が将来高額になる

２

１

入所）

３

家族は仕事が忙しく、介護の時

福祉用具の貸し出しや購入費支

３

間がとれない

９（９）

護婦

⑫（、）

老人ホーム・老人保健施設や病

６
３

施設に入所しての施設サービス

特別養護老人ホームや老人保健

２
４

給、住宅改修費の支給
氾（旧）

６（６）
吃（布）

家族に迷惑をかけたくない

い

家族は介護するだけの体力がな

院などの介護者

◆③あなたは、老後、体が不自由
になった場合、どこで生活したい
と思いますか。

４

４

２
５

住宅が狭く、介護のスペースが

生保や損保、郵便局、農協など

１

預貯金に励む
ない

◆公的介護保険については、拠歳

６

仇（艶）

施設の方が専門的な介護が受け

痴ほう性老人のグループホーム

自宅

ｕ（⑩）

の介護保険や介護特約に加入す

（共同生活介護）

病院

る

７（６）

老人ホームや老人保健施設など

までの人は特定の病気以外には利
◆あなたは、２０００年４月から

られる

弱（蛆）
弱（配）

用できないなど、制度や運用をめ

の施設

◆⑪〈③で「自宅」と答えた方だ

8４

こゆ－すふお－らむ

る

９

だ

１

６

未払いの少ない国民健康保険料

◆あなたは、老後の生活で、公的

◆国民年金は、免除や未納、拒否

と同時に徴収すべきだ

９
２

年金をどのくらいあてにしていま

などで実際には３人に１人が未払

特別な準備はしない

◆では、あなたは公的介護保険制
すか。

期待する

３

４

５
３

８

多少あてにしている蛇

かなりあてにしている羽

の年金でその穴を埋めているのが

いで、厚生年金や共済など勤め人

応じた保険料にすべきだ諏

定額の保険料ではなく、所得に

２
２

度に期待しますか。
多少は期待する

１

あまり期待しない

公平さと制度を守るため全額税

１

えられなくなった。この支え

た。改定の行方が見えにくい、

ただし無回答が路％もあっ

５

９

現状です。あなたは、この問題に

金でまかなうべきだ

き上げるべきだ

ついて、どうすればよいと思いま

◆国は、厚生年金の朗年の改正へ

不公平だから差し押さえなど強

全くあてにしていない６

あまりあてにしていない型

１

◆勤め人の医療保険で加入者本人
向け次の「五つの選択肢」を提示

制的手段をとっても徴収すべき

１

の自己負担２割、高齢者の外来・

しました。あなたならこのうちの

期待しない

入院利用料アップなど、医療保険

どれがいいと思いますか。モデル

すか。

制度が改正され’年がたちます。

は夫が如年加入で平均月収は弘万

現在３分の１の国庫補助率を引

あなたはこの１年、窓口での支払

の年金額の引き下げはありません。

３制度間や地域で連携を
先行き不透明な公的保険

円です。なお、見直し後の数字は
４

非常に感じている
２

２０２５年の時点のもの。現受給者

いに負担増を感じていますか。
５
３

厚生省は「五つの選択肢」を

感じている

とにかく公的保険の仕組みは

示して改定作業を進めるが、調

保険料は現行（月収のⅣ・妬

ややっこしい。だれもが詳しい

査の回答も揺れる。高齢者を中

０
３

％）の２倍となるが、現在の支

知識は持てそうにない。しか

心に躯％は現在の支給額の維持

あまり感じていない

給額の月額約羽万円を維持躯

し、生活実感で「役に立つ」と思

を求め、逆に、若い世代を軸に

８

◆あなたは、これ以上の支払い増

保険料は現行の１．羽倍、支給

える制度であればよいのだろう。

全く感じていない
についてどう思いますか。

額は約皿万円に減額（１割減）

６
２

“％は、程度こそ違え保険料の

仕方がないと思う

抑制を望み、支給額の削減もや

４

年金について「かなり」「多

５
３

少」あてにしているが７割を占

６

現状が負担の限界だ

保険料は現行の１．５倍、支給

むなし、という。

３

めた。もう年金のない老後は考

引き下げてほしい

額は約四万円に減額（２割減）

◆あなたは、老後の生活に不安が

が、少子・高齢化に揺さぶられ

情報も不足する、しかも難解な

１

保険料はほぼ現行のまま、支給

ている。保険料を払う現役世代

８

非常に不安がある皿（Ⅳ）

額は約ｕ万円に減額（４割減）

ありますか。

ある程度不安がある斑（Ⅲ）

が急減し、年金を受け取る引退

が先立つ。そんな現状の反映で

専門用語の並ぶ制度に拒否反応

２

世代は急増するのだから、無理

あろう。

１

厚生年金を廃止し、現行月額約

もない。

あまり不安はない皿（焔）
２（４）

６万５千円の基礎年金のみとす

全く不安はない

考えたことがない９（９）

8５

函

２０００年度スタートの介護

「負担感の重さ」を感じる人々

「多少は期待する」が辛うじて
いるように見えて、実は相互に

・三つの制度は個々に独立して

は６割に上った。

過半数を占めた。しかし、制度
からみあう。、

保険に対しても「期待する」

の内容を「余り」「まったく」

【ジュネーブ３日Ⅱ吉田英雄】二

ロッパが最も老人比率の高い地

では、現在も二○二○年も、ヨ

億人を超えるまで増える。地域

「だれでも、いつでも、どこで

か。それは政治や行政の責任だ

いかに制度間で連携を取る

（朝日新聞一九九八・十・ｍ

に住むとの予測だ。

飢餓人口８億 以上に

配分シズ テム作り急務

悩まされる人の数は世界で八億

産も限界にきており、食糧不足

化、水資源の枯渇などで食糧の

以上に及んでいる。一方、一部

戦後の五十年間に倍増という空

開発途上国を中心に厳しい食糧不

前の人口増を経験した地球は今、

先進国では相変わらず飽食の習

８６

リア、ギリシャ、スイス、フィ

ランド、スペインなどの順。現

はイタリアとギリシャが二三％

ウェーデンとならんで二二％の

トップで、日本はドイツ、

位。

現在五億八千万人の世界の六

大の目標にする。同時に、病院

○二○年には日本は世界一の老人

だが、開発途上国の高齢化も急

介護保険は、心身が弱っても

まだ実施前だけに、これも無

に頼りすぎて経費もかかりすぎ

大国Ｉ世界保健機関（ＷＨ

知らないが師年調査より少なく

理はない。ただし、関心のある

る現状を改め、医療保険の財政

Ｏ）はこのほどこんな予測を発表

歳以上の人口も、この期間中に

人々は実に的確に問題点や課題

危機を救う狙いでもある。その

した。

自宅で暮らせる支援づくりを最

を挙げた。「希望する介護が受

保険料は価歳以上では主に年金

なったものの、６割強に上る。

けられるとは限らない」「市町

の支給額から天引きされる。高

国の六十歳以上の人口比率は、日

でも」医療サービスを受けられ

が、国民の側も、「自助」に加

に進み、十億人中七億人は途上

・村で介護状態の認定基準がバラ

齢者は、年金から介護や医療の

本が三一％でトップ。次いでイク

る現在を育てた。それだけに少

いう連携に迫られている。

え、地域で支え合う「共助」と

それによると、二○二○年の各

バラになる」「保険料が将来高

ばっさり削られてはたまらない。

子・高齢化の大波を真っ先にか

（論説室・宮武剛）

足に直面している。増える需要に

がやまず、毎日、大量の食糧が

８．１０６７８」、加入者名・毎日新

聞世論・選挙センター）で、希望部数
分の代金を送って下さい。通信欄に希

によって何とか需要のバランスを

対し、世界は農業技術の改善など

この特集記事の内容に加筆

が来年１月、毎日新聞から発売される

望部数を明記。問い合わせは同セン
ター（明。３２１２．１３３９）へ。

てられるという不合理な現実も

おしらせし、データを添えた報告書
予定です。部数は限定で、代金は１部
１０００円（郵送料を含む）。希望者

保ってきたが、最近は土壌の劣

大幅アップされた。この調査で

ぶり始め、昨秋から自己負担が

先発の健康（医療）保険は、

費用を払うのだから、支給額を

世界一の
老人大国

額になる一……。

2020年の曰本

（毎日新聞一九九八・十・｜）

は郵便振替（口座番号「００１５０．

、

爵０

生

面

團國

にゅ－すふお一らむ

わりない。十六日の「世界食糧
デー」を機に世界の食糧事情を再
考したい。

といわれる安価で取引されている。

るなど、主要穀物は、十一年ぶり

動向だ。

穀物類を生産した中国の農業生産

国を中心に干ばつによる農産物の

襲ったエルニーニョは、開発途上

九七年中ごろから世界各地を

襲われた。

という五四年以来という大水害に

で二千五百万粉の農地が水没する

るが、中国は六月中旬、長江流域

物生産が好調だったため、とされ

解説部杉下恒夫

・被害を巻き起こした。さらに、今

約五百万粉の農地が収種不能に

最近の順調な世界の食糧需給関

年春以降のラニーーーャは、水害と

なるなど洪水が今年の農産物の収

このように現在は比較的順調な

在、国際市場価格は安価で安定し

なってアジア地域の農産物の減産

穫に甚大な被害を及ぼすことは必

世界の食糧供給事情だが、来年以

ている。供袷量がひっ迫していた
供給量がひっ迫していた

につながろうとしている。特に懸
一している。特に懸

至だ。十二億人以上もの人口を抱

異常気象原因供給にかげり

九六年当時、トン当た

念されるのはここ

える中国の農業生産の減少が今

（ＥＵ）と北米、それに中国の穀

り二百がもした小麦が

数年、飛躍的に生

係を支えてきたのは、欧州連合

今は百㎡以下、百五十

産量を伸ばし、九

後、世界の食糧需要バランスを大

最高の生産量を記録したため、現

今年の世界の穀物生産量は前年
比で約１％減の見込みだが、一九

芯だったトウモロコシ

六年にはイモ類を

幅に崩すことも心配されている。

がる現象の中で逆

いる。穀物価格が高騰した九六年

年は四十三か国・地域にも及んで

世界の穀物生産

に食糧不足に陥る

は二十六か国とされていたから、

アフリカの二十一か国を筆頭に今

国も増えた。国連

食糧不足に悩まされる国の数は、

食糧農業機関（Ｆ

ことになる。

食糧不足国が増加する原因には

二年で十七か国・地域も増加した
農業情報早期警報

政情、経済不安、それに灌概施設

かんがい

システム（ＧｌＥ

など農業関連設備が整っていない

ＡＯ）の世界食料

が伸び、価格が下

「救済処置必要」蛆の国・地域に

降は悲観的な材料の方が多い。

九六年と九七年は二年連続で過去

が八十が前後に下落す

含めて六億少もの

煕湘、釦釦犯犯皿旧０

ＷＳ）によると、

８７

li lMl

ため、雨期の雨が足りず、コメの

ネシアは、昨年、エルニーニョの

時、コメの自給を達成したインド

経済成長で八○年代半ばには一

が続出している。

で、食糧の収穫が激減している国

大の原因だ。昨年からの異常気象

ことなどがあるが、異常気象が最

る。

は五百万少を超えるとみられてい

期作のコメにも病虫害などによる
被害が発生、年間のコメの不足量

る多雨が続き、八月に収穫する乾

ニョの後、今年はラニーニャによ

五十万少と推計したが、エルニー

ア国内で不足するコメの量は三百

当初、来年三月までにインドネシ

洪水の被害が各地で発生、主要穀
倉地帯である北部海岸地域の今年
の稲作は前年比二割減、小麦や卜

ペルーでもエルニーニョによる

糧難になっている。

被害が出て、五百万人近い人が食

が干ばつに襲われるなど農作物に

割、途上国全体の約二割以上の人

がサハラ砂漠以南の総人口の約四

ウモロコシも、昨年より減産にな

るという調査結果が出ている。
世界の穀物消費量は先進国が八

○年代から一人当たり六百三十七
キロ．惣（ＦＡＯ資料）前後で安定
している。一方、途上国は二百三

そればかりか、人口増に食糧供給

十五㎡・甥（同）と半分以下だ。
が追い付かない途上国では個人の
消費量はむしろ減り気味だ。それ

る。

（読売新聞一九九八・十・五）

しなければならない時がきてい

分されるシステムづくりに努力を

先進国の国民は無駄な食糧の消費
を避け、世界の人、皆に平等に配

なく、地球の問題としてとらえ、

たちだけの問題として考えるので

今、われわれは食糧問題を自分

とされる。

から世界の食糧増産が限界に近い

水資源の枯渇や環境保全の観点

ないのか。

に並べ、安易に捨てているのでは

のではないのか。また、一般家庭
では食べきれない量の食物を食卓

上の飼料が家畜用に使われている

飼料に回される穀物だが、必要以

先進国においては大半が家畜用

化の方向に向かわせている。

を栄養不足に追い込み、状況を悪

生産量は大きく落ちた。ＦＡＯは

近付く増産限界、先進国は配慮を
インドネシアは通貨・経済危機ア人の主食である米は価格が上
にも襲われており、食品価格は高昇、今後の安定供給にも黄信号が
アフリカでもケニア、ソマリ

騰、一日に一度も満足な食事にあともされている。
りつけない貧困層は人口の半分の

では約百二十万人が飢餓状態にあ

内乱で難民が出ているスーダン

一億人にも達すると言われる。日ア、エチオピア、スーダン、ザン
本が政府開発援助（ＯＤＡ）で六ビアなどで政情不安に加えて、異
十万トンのコメを送るなど二国常気象による干ばつと洪水の被害
間、国際機関を通した国際支援がが極度の食糧不足を招いている。
続いているが、事態の根本的解決
はまだ見られない状況だ。

アジアではインドネシアのほかり、すでに数多くの餓死者が出た
にもマレーシア、タイ、ベトナことも報告されている。
衛星からの調査では内乱などで

ム、フィリピンなどでもエルーーー

ない地域も多く、食糧事情はさら

ニョによる米作への被害が発生し今年の穀物の作付けが行われてい
ている。

中南米でも最大の農業国である

一方、中国のほか、バングラデに悪化の一途をたどりそうだ。
シュ、インド、韓国ではラニー

ニャによる洪水の被害も出てアジブラジルで南東部が大雨、北東部

エルニーーョによる洪水で日2や田畑を流され、たた
ずむ匹壷の銅人（ペルー・イーカで＝ＦＡＯ提供）
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囮
出生率の低下第四段階に
背景に晩婚化の進展白書分析

にした今年の「厚生白書」は、

七年から四九年の第一次ベビー

第一期の出生率低下は、一九四

る。

「子どもを産み育てることに

ブーム後で、五○年代半ばに起

「少子社会を考える」をテーマ

『夢』を持てる社会を一と訴えて

こった。出生児数は、避妊手段の
その後、七○年代半ばまで、出

いる。白書では、戦後の少子化を

生率は第二段階の「安定期一に入

普及や中絶の増加などで急減。

たどり、さらに「少子化はすでに

ン、妻は専業主婦、郊外の住宅地

三期に分けているが、その推移を
第四期に入りつつある」と指摘す
る桜美林大学国際学部の舩橋恵子
教授（社会学）に、今後の出産や、

に住み子どもは二人、という家庭
が一般的になり、男は仕事、女は

る。このころ、夫はサラリーマ

育児支援の方向について聞いた。

今年の厚生白書によると、戦後

家庭の役割分業が普及した。職場

鐘一睡”『､;,二･ｵﾐｷｷ`>〈匂簿･ﾌﾞﾐ4’-.-.:÷?ﾉｰ＞-1.:ｺﾞ.｡弓尊.$､f〆｣汪・-,.＞:《:；:(>↓1きぐ;《｣`
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因があるといわれている。

先送りするようになったことに原

うより、晩婚化が進んで、結婚を

性が子どもを産まなくなったとい

る。合計特殊出生率の低下は、女

でも平均二・二人前後産んでい

だが、結婚したカップルは、今

ある。

するなどプラス面を指摘する声も

方、一人あたりの社会資本が増加

負の側面を指摘する声がある一

の社会性が育ちにくくなる、など

などの現役世代の負担増、子ども

が不足し経済成長を妨げる、年金

子どもが少なくなると、労働力

理想の子ども数も減少
育児に「ゆとり」必要

ｌ舩橋恵子・桜美林大教授に聞くｌ

少子化はすでに第四期に人りっ問題視されているが、母親が「こ
つある。実際に産む子供の数だけんなはずじゃなかった」という恩
でなく、’九七○年代以降二・六いを子どもにぶつけ、虐待に発展
人台だった理想の子ども数まですることがある。父親も参加し、
が、九七年は二・五三人まで下保育園で多くの人とかかわりなが
かったからだ。晩婚化がついに、ら「子育ち」を待つ方が、子ども

理想の子ども数にまで影響を与えにもいい。
始めたのかも知れない。

作…｜ｉｊ４に進み、通勤時間が

と住居の分離も急速

の出生率の推移は三期に分けられ
ダ。‐→‐叩惇刷‐今唖“評がい，。」’１こ一吋，》●則｜Ⅱ益
矼，』・◇Ｐロロロ。甘‐

伸びて父親が早く帰

室育児」による子どもへの虐待が子育て」の条件ができるまで侍と

ためには、「ゆとり」が大切だ。たないかで大差ができる今のシス
それなのに、育児の負担を背負テムを変えないといけない。
わされているのは母親だけ。「密こうした状況で、「ゆとりある

ライフスタイルは、集団中心か
宅しにくい、という

七○年代半ば以降

土壌も定着した。

人間には共同性を求めて家族をら個人中心へ変わっている。しか
つくる欲求があると思うし、自分し、女性が個人としての自己実現
を必要とする子どもがいるのは喜と子育てを両立させるのは相変わ
びでもある。ただ、喜びを感じるらず難しい・子どもを持つか、持
は低下の一途をたど

り、昨年の合計特殊
出生率は、一・三九

まで落ち込み第三段
階に入った。

８９
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ll平均理想子ども数の推移

迎すべきだ。

うという晩婚晩産なら、むしろ歓
に、片働き世帯が合理的だった側

時期は、失業を増やさないため

若い独身の４人に１人が

結婚適齢期へのこだわりが薄

態が浮かび上がった。同研究所は

デ・メリット

テムでは状況に柔軟に対応できな

「こうした傾向は今後も続くとみ

面がある。だが、生産年齢人口が

とだ。「母子」密着の弊害が問題
くなっている。育児を社会化し、

れ、「理想の相手が見つかるまで

問題は、育児支援策が、依然と

になっている今、「子ども」その

男女の両方がペイドワーク（給料

結婚しなくても構わない」と考え
る未婚者が男女とも初めて半数を

減り、これまでの労働・家庭シス

ものへの支援に発想を切り替えな

ク（家事や育児）を担うことが必

をもらう仕事）とアンペィドワー

して「母子」へ向けられているこ

ければならない。そうすれば、独

む」と分析している。

られ、晩婚・少子化はさらに進

身で養子などの子供を育てたい人

一回出生動向基本調査」で分かっ

の十八’三十四歳の未婚男女約七

目の今回は昨年六月に実施、全国

独身者調査は五年ごとで、四回

厚生省の昨年調査

た。「結婚にメリットがない」と

千六百人についてまとめた。

会保障・人口問題研究所の「第十

超えたことが八日、厚生省国立社

がいれば支援の対象になるし、単

答えた若い未婚者もほぼ四人に一

１m
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上で、ＪｌＣＡに対して「効率的

｜『覇．》；．．蕊．七（蕊鑓；｛鶉で丹】（・鵠〈く圏（『．．、．台
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婚年齢」は、男性三

ただ「希望する結

初めて上回った。

する回答を男女とも

でに結婚したい」と

「ある程度の年齢ま

九・六％）を占め、

の五六二％（同四

回四五・五％）、女性

性の五○・一％（前

答えた未婚者は、男

くても構わない」と

つかるまで結婚しな

「理想の相手が見

人に上り、若者の”結婚離れ“の実

：

かつ効果的な事業の実施がこれま

で以上に求められている」との認
識を示した。
ＪｌＣＡの具体的な課題として

は①国際社会の需要を的確に把握
する②幅広い国民の参加③知識と

国の通貨・金融危機へのＪＩＣＡ

どを挙げている。また、アジア諸

経験を国内外に提供するｌな

行っている国際協力事業団（Ｊｌ

る。

（読売新聞一九九八。十・七）

を強化する方針を打ち出してい

成や貧困層など社会的弱者の支援

の対応として、金融分野の人材育

日、明らかになった。

ＣＡ）の九八年版年報の内容が六
九八年度に初めて政府開発援助

（ＯＤＡ）予算が前年度比で削減
されるなど、ＯＤＡは「量から質

への転換期にある」と位置付けた

３７．５
、４ツ

親家庭を支えることもできる。

国際協力事業団年報

（朝日新聞一九九八・十・六）

要だ。

頤
理想を追求

戦後、生産年齢人口が多かった

｢量から質へ」
転換明記

開発途上国への技術援助などを

回

９０

する､お－らむ
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十歳、女性二十五歳が最も多く、
「この辺にまだ心理的な壁がある」

仕事と家庭両立へ

り」という未婚者が男女とも初め

見られ、「いずれ結婚するつも

結婚そのものへの意欲の低下も

プだった「専業主婦」が激減する

きな変化が見られた。かってトッ

ついて未婚女性が抱く理想像に大

基本調査で、出産と仕事の関係に

厚生省が八日まとめた出生動向

て九割を切ったほか、「結婚には
めて一位となり、仕事と育児の

（厚生省）ようだ。

利点がない」との回答が二十五－
二十九歳では、男性が一一三・一％
「両立」も急増した。

理想とする生活設計を未婚女性

一方、子育て後の「再就職」が初

（前回一九・○％）、女性が二三・六
％（同一七・六％）と増えてい

「必要性を感じない」「自由や気楽

現在独身でいる理由としては、

た。五年前の前回調査でトップ

業主婦一（二○・六％）の順となっ

・一一一％）、「両立」（二七・二％）、「専

に尋ねたところ、「再就職」（三四

さを失いたくない」などが目立っ

だった「専業主婦」（三二・五％）

る。

た。しかし、二十五歳以上では

国連食糧農業機関（ＦＡＯ）は

八日、ＦＡＯとＷＦＰ（国連世界

食糧計画）が九月に行ったインド

ネシアの食料・農業事情の合同調

査結果を発表した。それによる

と、インドネシアは九九年三月ま

でに、百四十三万少のコメ追加輸

けて農水省は、具体的な追加支援

入が必要とされており、これを受

（読売新聞一九九八・十・九）

策の検討に入った。

中総会以降の二十年間の農村改革

を総括、集団経営の人民公社制に

代わり定着した生産請負制が生産

性向上に寄与したと評価し、同制

を理由に挙げた未婚者が男女とも
約半数に上るなど、じっくり選ん

も「理想」を下回り、トップは

％）、「専業主婦」二七・七％）と

尋ねたところ「両立」二五・五

三回中央委員会総会（三中総会）

かれていた中国共産党第十五期第

【北京ｕ日Ⅱ石井利尚】北京で開

護など、環境と調和した農業振興

に、コミューーヶは、森林や湖沼保

促進する方針が確認された。さら

また、中国の高度成長の原動力

度の三十年間の延長を決定した。

ではいるが理想の相手がなかなか

「再就職」の四二・九％・厚生省は

は十四日、中国人口十二億の七割

の必要性を強調している。
では」と分析している。

ニケを発表した。コミュニケは、

幕、国営新華社電を通してコミュ

海部と内陸部農村間の経済格差が

放の進展に伴い、農村と都市、沿

を主要議題にしたのは、改革・開

中国共産党が今総会で農村問題

どを通し、農村部の市場経済化を

化、個人経営や私営企業の育成な

となった郷鎮（農村）企業の活性

見つからないという現実も浮き彫

「女性の働く意欲の高まりが反映

以上を抱える農村の改革深化と農

（日本経済新聞一九九八・十・九）

故部小平氏が改革・開放路線を打

拡大したうえ、今年に入り、経済

実際にたどりそうな「予定」を

りになった。

されているが、現実的な選択とし

業問題に関する決議を採択して閉

分歯止めがかかりそうにない。

じ数字だが、結婚を先送りする傾
向も強まっており、少子化には当

て『再就職』を選ぶ女性が多いの

は、｜気に三位に後退した。

ＦＡＯなど調査

一環境との調和も－

希望する平均子供数も前回の二
・一一九人から一一・一三人に減少。こ
れは既婚者の希望子供数とほぼ同

「適当な相手にめぐり合わない」

インドネシア
コメ不足深刻

｢改革･開放の
農業｣総括

ち出した一九七八年の第十一期三

9１
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成長の鈍化などで農民の収入が伸

び悩み、党の権力基盤である農村
社会の安定を脅かしつつあるため

だ。

（読売新聞一九九八・十・十五）

「高齢者二雇用も含め対策を」

者の半数は都市居住者になる。家
のか、孤独な高齢者の扱いは、な

方にも影響するのは必至です。死

品、ファッションなど商品の在り

大きな存在になる。自動車、化粧

婚」は、なぜ、その存在が薄く

証した。

変化する現代の結婚観を改めて検

回国画

９２

ましよう」

ど居住形態の議論もすべきだ」

亡率低下と長寿は今世紀、人類が

「マーケットとしても高齢者は

ｌ高齢者を「社会のお荷物」

族と同居か、それとも近所に住む

と考えがちですが。

良かったという世界にしなくて

は。高齢者年を記念して世界一の

達成した最大の成果。長生きして

長寿国・日本で国際会議が開けな

「とんでもない誤りです。高齢

産。働く意欲のある元気な人も多

いかと、ＮＧＯ関係者と話し合っ

者の知恵や経験は大きな社会資

い。雇用を含めた抜本的な高齢者

ています。日本の経験、教訓は他

界の様々なレベルで影響が出てき

シャミー・国連人ロ部長にきく

一九九九年は国際高齢者年。

「国連はかねてから高齢化問題

対策が肝要です。高齢者自身の意

に注目してきました。九五年に三

（朝日新聞一九九八・十・十六）

から」

者を支えていくわけで、年金や医

なったのか。厚生省の国立社会保

「『せめて母親が一元気なうちに結

意識、専業主婦願望の低下など、

「世界の人口の高齢化が急速に

療制度など従来の福祉パターンで

障・人口問題研究所が発表した独

人生設計の大黒柱だった「結

独身を社会が”認知“

薄れる適齢期意識

府も議会もＡＡＲＰの意向は無視
できない。グレーパワーを結集し

ます．’

国でキャンペーン活動がスタート

ざして」をテーマに、今月から各

億七千万人だった六十五歳以上の

「すべての世代のための社会をめ

した。日本でも民間の十団体が高

高齢者が、二○二五年には二倍以

国にも大きなメリットになります

齢者ＮＧＯ連絡協議会を発足させ

れています。高齢者問題は最も大

上の八億九百万人になると予測さ

識改革も大事。アメリカの全米退
職者協会（ＡＡＲＰ）の活動はご
存じでしょう。会員三千万人。政

た。国際高齢者年の「仕掛け人」

では少子高齢化問題が顕著です。

「まず経済的側面。日本や北欧

ｌ取り組むべき課題は。

きなテーマの一つです」

の一人である国連人口部長のジョ
セフ・シャミーさん（五四）が来

日したのを機に、高齢者年の意義
などを聞いた。

ｌ鬮遮が総会で九九年を国際

従来の人口ピラミッドの崩壊で

進んでいるからです。死亡率、有

財政的にやっていけるのか、など

調査」は、若者たちの結婚離れを

身者の「結婚と出産に関する全国

す。少ない生産人口で多くの高齢

病率が改善される一方で、先進国

検討課題は多い」

（長戸雅子）

を中心に出生率が低下して、高齢

婚して安心させてやれ』と親せき
から言われたときは、悩んだけれ

浮き彫りにしたが、崩れる適齢期
我々の予測では二○○○年に高齢

「高齢者の都市集中も大問題。

化率が上がっている。高齢者が増
えると個人、家族、地域、国、世

はなぜですか。

高齢者年とする決議を採択したの

圏圃

皿
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都内で家族と同居する会社員の

はおかしい」

のメリットを期待して結婚するの

と。親を安心させるとか、何らか

ど、結婚はまず相手あってのこ

答えた人は男性五○％、女性五六

手が見つかるまで結婚しない」と

生省の調査でも「理想的な結婚相

が「結婚相手へのこだわり」。厚

意識の薄さ。代わりに出てきたの

両者に共通するのは「適齢期一

百十二人から回答を得て、今月

三千九百八十二人と女性三千六

いる。昨年六月の調査は、男性

女を対象に五年ごとに実施して

全国十八’三十四歳の未婚男

はっきり表れている。

イント近く増加、晩婚化傾向が

れが顕著で、五年前から一○ポ

増加。特に三十代男性の結婚離

と比べともに一○ポイント以上

％、女性が二六・九％と十年前

のなかで見つからない。世間体で

（三二）も「結婚する理由が自分

する回答は急減。人口問題研究所

や周囲の期待にこたえられる」と

同時に「結婚のメリット」に「親

割を割った。年代別では二十代

八九・一％で、ともに初めて九

答えた男性八五・九％、女性が

「いずれ結婚するつもり」と

査に比べ、’○ポイント近く増

は利点がない」と答え、前回調

の四人に一人が「結婚すること

十代前半男性と二十代後半女性

結婚しない理由としては、三

結婚するのは簡単だけど、｜生の

では「独身者に対する社会の許容

加している。

結婚と出産に関する全国調査

‐Ｉ００ｄ０ｄⅡ■０１０１．０５．１日ｑ・０．■Ｐｂｌｊ

男性（三四）は、未婚の理由をこ
％で、ともに十年前と比較する

八日に厚生省が発表した。

ＴＩｌＩＩ１ＩＩｌＩＩｌＬＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌＩＩＩＩＩＩｊ

う説明する。

と、一二ポイントも増加した。

問題だから後悔しない選択をした

範囲が広くなり、結婚への切迫感

千葉県松戸市に住む女性会社員

い」と積極的シングル生活を続け

はない」という男性が四二・七

後半では「まだ結婚するつもり

ｒＩ０ＩＩＩＩ１ＩＩＩＩ‐１１．ｒ１ＩＩ－ＩＩＩＩＩＩＩＩ０ＩｌＩ１Ｉ－ｌＩＩ１１‐ｉＩＩｌＩＩｌＩｌＩＩＩＩＩＩＩｌ－ｌＩｌ－１１１．．－↓１１－’’

を感じない環境になっている」こ
とをあげる。

こうした「こだわり」を評価す

結婚情報誌『ゼクシイ』の森川

減少している。

男女とも専業主婦を望む割合が

い」をあげた。同研究所では「異

’二十四歳の約半数が「相手がいない」と分析する。

る声もある。日本青年館結婚相談

間関係にはストレスが付きものだ

「経済的ゆとりが欲しいという理

坂本所長は「恋愛をはじめ、入まゆみ編集長は女性側の理由を

と消極的な若者像を指摘する。

らわしく思う傾向があるようだ」

性との中途半端な付き合いをわず十年前に比べ、’○ポイント近く
や社会の意思でするものでなく、

所の坂本洋子所長は「結婚は周囲
個人のものという本来の在り方で
とらえられてきたのでは」と話
す。

うとする人が結構見受けられる。

が、相談者の中にはそれを避けよ由や特別なキャリア志向ではなく
前の調査と比べ、「低調」という

現在の交際状況はどうか。五年

結果が出た。「異性の交際相手が

でいけるのですが」と憂う。

恋愛をすることで心の機微を学んで、自分を磨きたいという願望が

そのうえで「日本の恋愛結婚の

子論』などの著書がある小倉千加

男性側の変化について『松田聖

今は過渡期にあるのかもしれな子・愛知淑徳大教授（心理学）は

歴史は戦後のたかだか五十年余。

ある」と説明する。

ても、社会とかかわっていくこと
いる」と回答した男性は四六％か

ら四二％に、女性は五五％から五
一％にそれぞれ減少した。

結婚しない理由でも、二十五Ｉ

９３

ている。

ｕ

「今の男性は自分だけが、経済

る。

少子化の要因とされる晩婚・非

たが、「配偶者」に介護しても

（朝日新聞一九九八・十・二十）

で最も多かった。

な傷病が痴ほうだった。また、主

痴ほうの入所者が増えている背

らっていると答えた女性は一割に

坂本所長は「競争や効率優先の

景には、痴ほう性老人のための専

とどまった。女性の介護者は「子

社会や教育システムのなかでは人

用病床が増えてきたことがある。

な傷病ではないが、軽い痴ほうも

るだけ自分で使いたいから、仕事
と出会い、関係をつくっていく余

厚生省が九五年から痴ほう性老人

含めて痴ほうの症状がある人は全

を続けてほしいという気持ちがあ

裕を見いだせない。結婚に必要性

専用病床などの設置に対して補助

婚化はさらに進むのだろうか。

る」と指摘する。

を感じなくなっている現象を社会

イヤなのでしょう。お給料もでき

的、精神的に頼られるというのは

小倉教授は今年、東海地区を中
を変えるタイミングと判断しては

どもの配偶者（女性）」が五割弱

心に行った意識調査で、男性の

体の七四・四％を占めた。

”主夫願望〃の多さに驚いた。「リ

額を増額していることから、それ
以降、大幅に増加している。痴ほ

（産経新聞一九九八・十・十九）

どうか」と提案する。

に比べて三割増、専門棟は四割強

う性老人のためのベッド数は前年

ストラに代表される一雇用不安な

ど、喜びのある労働が減ってきて
いる証拠」と小倉教授はみてぃ

のある人は百二十四・三日で、痴

約五十八万五千人の女性が妊娠や

世界人口白書によると、毎年、

また、平均入所日数は、痴ほう

増だった。

ほうがない人の百二・一日より長

老人保健施設調査によると、九

を産まなくてはならないからだ。

亡率が高いため、何人もの子ども

臓肌柵糊施設「痴ほう」３割

かにできず、精神病院などに押し

七年九月の利用者の男女別をみる

なる傾向があった。

介護が必要なお年寄りが家庭復

解が進み、痴ほうで困っているこ

と、女性は七三・六％、男性は二

つける傾向もあったが、社会の理
とを明らかにして入所する人が増

イセフ、本部・東京）はアジアや

人・家族計画国際協力財団（ジョ

六・四％だった。平均年齢は、女

アフリカなど十三か国で、出産の

えている、と厚生省は分析してい

性が八十二・六歳、男性が八十・七
歳。女性ほど配偶者がいない傾向

ることが十九日、厚生省の一九九

調査は全国の千八百五十三施設

る。

なった。これまでは脳血管疾患を

七年老人保健施設調査で明らかに

間隔を十分あけることや十代で妊

通所者九万六千百二十六人に対

育活動を行っている。安全で清潔
な器具や駆虫剤を使うといった、

娠することのないよう、指導や教

が大きい。

して、主な介護者を尋ねると、男

を対象に、昨年九月の利用者を調

六万二千九百七十一人で、そのう

性の半数以上が「配偶者」とあげ

べた。老人保健施設の入所者は十
ち一一三％の五万二千百十六人が主

が最多になったのは初めて。ひと
ていることを家族がなかなか明ら

昔前までは、はいかいなどで困っ

傷病とする人が最も多く、痴ほう

一九六八年に設立された財団法

人が、痴ほうを主な傷病としてい

専用病床の増加、背景に

保護から

出産で命を落としている。その明
％は開発途上国の女性。乳児の死

途上国少 子
化は女性の

く、痴ほうがある人は入院が長く

囮

帰を目指して機能訓練などをする
老人保健施設の入所者の三人に一

園
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簡単な対策でも効果は大きいとい
》っ。

活動の特長は、現地の事情をよ
く知っている助産婦や保健婦な

一○○億人へ

省エネの効果を厳密に計算する

研究に取り組んでいる花木啓祐・

東大教授（都市環境工学）は「技

術の発達でエネルギー効率は高

「各地域には、そこの人にしか

材を育てている。

養指導や出産計画を指導できる人

る点だ。ジョイセフの職員は、栄

○五○年から減少に転じ、二一○

けるという見方がある一方で、二

超すのは確実だ。今後も急増を続

億三千万人、来年中に六十億人を

世界の人口は七月現在で五十九

国立社会保障・人口問題研究所

めているためだ。

上国の出生率が、徐々に下がり始

急増の最大の要因となってきた途

になるという予測が主流だ。人口

三億人に達し、それ以降は横ばい

’○年度には四億五千六百万キロ．

が使われた。このままだと、二○

キロ．胡（原油換算）のエネルギー

本では九六年度に三億九千三百万

資源エネルギー庁によると、日

指摘する。

落とさなくても省エネは可能」と

一一○五○年の世界人ロ推計

わからない事情がある。お仕着せ

○年には九五年並みの五十五億人

の阿藤誠副所長は「途上国で家族

まっており、生活レベルを極端に

ではなく、現地の住民の自立を支

になるという楽観的な意見まであ

ど、主に女性に働いてもらってい

援していく形を取った方が対策が

る。その中では二○五○年に九十

脚に跳ね上がる。しかし、もし冷

進みやすい」（広報部長の鈴木良

てきたことが、出生率低下の大き

かしをやめるなどの努力を積み重

暖房を適正温度にしたり車の空ぶ

ねれば、五千六百万キロ．刷分が浮

まぶしいほど蛍光灯をつけた

くという。

む。そして、増えるのはほとんど

とは関係のない無駄にも目を向け

が途上国だ。人口問題研究所の今
自家用車を持ち、エアコン付きの

る必要がある。花木さんは「十年

る自動販売機など、生活の豊かさ

家に住む人がぐんと増える」と予

前の生活に戻ればかなりの省エネ

店、人通りがない深夜も動いてい

測する。現在、途上国の一人当た

（生活情報部室靖治）

効果が見込める」と言う。

五分の一だが、予測通りなら、差

（毎日新聞一九九八・十・二十｜）

ある。

る先進国は省エネを進める必要が

に限りがある以上、使いすぎてい

は縮まっていく。エネルギー資源

りのエネルギー消費量は先進国の

井博之さんは「途上国では今後、

界人口は現在の二倍近くにふくら

しかし、それでも五十年後の世

な原因」と見る。

計画や教育、医療などに力を入れ

一さん）からだ。

また、リサイクルした自転車を

途上国に送り、現地で役立てても
らっているほか、使用済みのテレ
ホンカードなどを集め、それを

売った収入で駆虫剤やせっけんな
どを買っている。

鈴木さんは「外国に人口を減ら
せというのは、重大な主権の侵害

だ。女性の健康を守ることで少子
化が進み、その結果、人口問題が
解決してくれればいい。そういう

見方で人口問題を考えていきた
い」と話している。

（社会部植木康夫）

（読売新聞一九九八・十・二十｜）
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【ニューヨーク支局印日】途上国
の家族計画に取り組む国連人口基

金（ＵＮＦＰＡ）に対し、米国が
近く成立する見通しの新年度予算
で資金拠出を中止することが二十
日、わかった。人工妊娠中絶に反

対する共和党の圧力を受けたもの

妊の普及などが妨げられ、望まな
い中絶を増やす恐れがある」と批

で、ＵＮＦＰＡは「予算削減で避

た。六十歳以上は四億人に達する

には一億六千万人に達すると報じ

の八十歳以上の人口が二○五○年

国営新華社通信は二十一日、同国

い四千八百八十五万世帯になる。

二年で七年より約五百万世帯も多

二十九万世帯で頂点に達する。

も増え続け、二十六年に四千九百

家族類型別にみると、高齢化、

その後、減少に転じるが、三十

判する声明を発表した。

とみられる。

晩婚化のせいか一人暮らしは三十

婚で父子家庭、母子家庭は一・五

二年に七年の一・三倍、少子化な
どで夫婦のみ世帯は一・四倍、離

倍に増加する一方、夫婦と子から

の結果、世帯規模の縮小傾向が続

成る世帯は八七％に減少する。こ

という。

中国の昨年の総人口は十二億四

に、七年よりも○・三三人少ない

き、平均世帯人員は平成三十二年

万２１１１１１

鴎伽岬孵１岼鉦叫蠅”艸辨昨

三・三四倍に達する。

以上の一人暮らしも

帯となる。七十五歳

倍で、九世帯に一世

人暮らしも二・四四

六十五歳以上の一

り、三世帯に一世帯。

八万世帯と二倍に迫

十二年に一千七百十

歳以上の世帯」は三

た「世帯主が六十五

だ。七年には五世帯に一世帯だっ

特に著しいのは、世帯の高齢化

二・四九人に達する。

八百万人だった。

十九年に人口がピークに達した後

それによると、日本の世帯数は、

（産経新聞一九九八・十・二十二）

千三百万人で、うち八十歳以上は

人口に等しい一億六千万人になる

年に二千五百万人を超え、二十一
世紀半ばには現在のブラジルの総

で、八十歳以上の人口は二○一○

専門家の話として伝えたもの

（朝日新聞一九九八・十・二十二）

四九人に達すると予測している。

七年の二・八二人が三十二年には二・

化、少子化、晩婚化、離婚の増加
などで世帯人員は減少し続け、平成

増え続ける一人暮らし
皿圧後開歳以上の高齢惜箒川倍増に

画厚生省推計
二人暮らし」の世帯は平成二
十五年（二○一三）年には「夫婦と

もので、平成七年の国勢調査を基

調査は五年に一回行われている

は三世帯に一世帯になることが二

子」の世帯を上回り、三十二年に

2050年を予測

【北京ｎ日ＡＦＰⅡ時事】中国の

80歳以上
1億6000万人に

に、三十二年までの二十五年間の

75歯以上の1人暮らし

西
世帯数などを推計した。

●●●●●●

拠出中止

十二日、厚生省の「日本の世帯数

1995年２０００２００５２０１０２０１５２０２０

人口基金へ

１
の将来推計」から分かった。高齢

高齢者世帯の将来推計

函圖
圖圃
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％）に比べると少ないが、同時期

デン（三六％）やドイツ（三五

成一一二九九○）年時点のスウェー

について、諸外国との比率では平

一人暮らし率が三割を示すこと

なっている。

人）に比べると圧倒的に少なく

国（四人）、フィリピン（五・三

が、同時期の韓国（三・七人）、中

メリカ（二・六人）と同程度だ

○年時点の英国（二・五人）やア

機能しないと、資金力の差が農村

たらした。低利の融資制度などが

どカネと手間がかかる農業をもも

は化学肥料や農薬を大量に使うな

命」の成果だ。だが、この「革命一

された高収量品種による「緑の革

負わされてきた。「緑の革命』型農

が優先され、農村がその負担を背

シャフーール氏は「都市部の『安定』

暴動騒ぎが頻発している。

最近では各地で食糧庫が襲われる

アジアの多くの国は農村人口が

をめざすアジアの国々の足場を揺

の疲弊と不安定化は、新たな成長

多数派を占める。工業化政策で農

内の貧富の格差拡大につながりや

のアメリカ（二五％）やフランス

（産経新聞一九九八・十・’’十三）

業の見直しも必要だ」と指摘する。

（二四％）に比べると多い。ま

た、世帯人員二・五人は、一九九

インドネシアでは石油ブームが

村部から労働力をうまく吸収でき

去った八○年代半ば以降、政府は

るがしかねない。農業・農村の役

すい。そして、貧しい層を「安い

コメの買い上げ価格を抑制、肥料

われているＣ

割とそのあり方がいま、改めて問

農作業員」として確保してきたの

や農薬の補助金も削った。九○年

た例は韓国や台湾ぐらいだ。農村

代に入るとコメの輸入国に再転

が「労働集約農業」の実態だ。

門が依然、過半数を占める。この

囮．鮴糊蠅机価餓机椥蠅に

せめて主食のコメは輸入に頼ら

落。昨年七月以来の経済危機で、

七日開幕した全国人民代表大会

に上程された。兵役適齢者のほと

（全人代）常務委員会第五回会議

んどが一人っ子で、厳しい兵役に

就きたがらない実態を考慮した措

置とみられる。解放軍は今後、五

十万人の兵員削減を進める一方で

志願兵の割合を高め、軍の精鋭

コメの増収は、六○年代末から

年から二年に短縮することなどを

軍の義務兵役期間を現行の三’四

同修正案の内容を説明し、義務兵

・軍総政治部主任は常務委会議で

中国新聞社電によると、干永波

化、職業化を目指す。

しかし、就業人口では、工業部

盛り込んだ兵役法修正案が、二十

【北京酊日Ⅱ時事】中国人民解放

（朝日新聞一九九八・十・二十七）

なくてもすむようにしたい。農業

国立ガジャマダ大学のシャフーー

間認人口は二倍の二億人に膨らんだ。

がっていない」と分析する。一

。、■■〃、ｒ乃咀ＪｑＪ、〃、Ｊ１ｆＪＫＪ、！Ｊ、Ｊ、ｆＪｔ〃ｑＪ６Ｊｈ７ｎβ、くげ、夕、口、づ●ｈ夕■■■グｑ●〃、Ｐ、β、〃、〃、

の生産性を高め、一方で工業化を

コメの『自給達成』宣言後、工業

ル農業調査員は「スハルト政権は
化に重点を置いたが、主に外国資

進めて農村で余った労働力を吸収
らしも安定するｌスハルト前

本などと組んだ資本集約型だった

する。そうすれば農村も都市の暮
政権が描いた構想だった。

年、コメの「自給達成」を宣言。

働集約型になって生産量は伸びた

ため、工業化の割には働き口は広

インドネシアは国内総生産（ＧＤ
Ｐ）の構成比でみると、八○年代

が、人口増にのみ込まれてしまっ

スハルト前大統領は一九八四

末を境に農業国から工業国へと変

たという。

兵役も一人っ子
向けに短縮案
などを上程〃
東南アジアや南アジアなどに導入

方、農業の主役の米作は、より労

身した。

園

門は現在でも一○％台で、農業部

９７

インドネシア

延長制も廃止すると述べた。「兵

役を一律二年とし、二年間の兵役
性を引き出すため」という。

なった現在、彼らの軍参加の積極

％のイタリアを筆頭にスペイン、

比率が一○％を超える国は、’四

二○五○年に八十歳以上の人口

いった社会保障の国民負担率も確

の負担だけでなく、年金や医療と

人で支えねばならない。経済活動

ンランド、スウェーデン、ノル

本に続くのはシンガポールとフィ

り二・六人で世界最大になる。日

は、二○五○年に日本が千人あた

ど計十三。百歳以上の人口比率

ねいているわけにはいかない。

いる。しかし、このまま手をこま

を長引かせる大きな要因となって

感が、消費意欲を減退させ、不況

くなる」という将来への強い不安

「日本経済はいずれ立ち行かな

実に増大するのだ。

（産経新聞一九九八・十・二十八）

ウェー、イタリアだが、千人あた

スイス、中国、ギリシャ、日本な

役年齢者の大多数が一人っ子と

り二人をやや下回る。

百歳以上の比率日本が世界一に
倍の五千七百万人、百歳以上は十

国連人ロ推計で一一○五○年

六倍の二百二十万人にそれぞれ増

園

【ニューヨーク配日Ⅱ村上伸一】

（朝日新聞一九九八・十・二十九）

ら、日本で働きたいという外国人

労働者をどんどん受け入れればい

いではないか。厳しく門戸を狭め

る意味がどこにある。”労働者鎖

し、受け入れを完全自由化すれば

国〃のような政策と発想を大転換

いい。経済を活性化させる貴重な

の世界人口は、毎年一・三％ずつ

推計によると、現在五十九億人

極刑とは言わずとも無期懲役刑は

「景気低迷罪」があるとすれば、

た政府と金融機関の罪は重い。

は中小企業に転嫁して不況を招い

融不安を招き、そのツケをこんど

えていく。いまは六十五歳以上の

続けるのに、高齢者はどんどん増

子・高齢化だ。若年労働力は減り

かに上回るスピードで進行する少

機」を象徴するのが、予想をはる

いでいる。そうした「構造的な危

済や社会のシステムが大きく揺ら

そろ、本気で移民労働力の受け入

「プレジデント」八月号で「そろ

臣就任直前に発売された月刊誌

堺屋太一・経済企画庁長官は大

扶助にもなるのだ。

もっときちんと整備すれば、相互

に、税金や年金の負担システムを

ざまな市民権を保障するととも

働き手として大いに歓迎し、さま

増えて二○五○年には八十九億人

免れないところだ。それほど国民

高齢者一人を四人で支える形だ

戦後日本の高度成長を生んだ経

のか」

少子化で労働力が不足するのな

国連が二十八日発表した世界人口
える。

バブルのつけである巨額の不良

外国人労働者が
日本を救う

推計によると、出生率の低下と平
均寿命の延びに伴う人口の高齢化
が急速に進むなかで、日本は百歳

以上の人口比率が二○五○年に世
界最大になることがわかった。｜
方、エイズの広がりが最も深刻な
アフリカ諸国では今後、平均寿命

が大幅に減少していく傾向が浮き

今回は初めて、八十歳代から百

の怒りは強いに違いないが、その

れ方法について研究や議論を進め

債権をなすすべもなく放置して金

歳以上までの世代ごとの各国別人

憤りはすでに不安に代わってい

が、五十年後には高齢者二人を三

曰

口が示された。現在と二○五○年

る。「日本はこのままで大丈夫な

になる。

の三億千百万人、九十歳代は約八

を比べると、八十歳代は五・三倍

彫りになった。

四

9８

する､お－らむ
こゆ

とが必要だ」と指摘した。

働力を計画的に受け入れていくこ

経連のセミナーで「いずれ労働力
が不足する時代がくる。外国人労

・トヨタ自動車社長も昨年夏の日

立てている面が強いことを指摘す

ことが、逆に彼らを犯罪へと追い

ながら非合法の立場に置いておく

は、’３Ｋ労働」を彼らに依存し

が必ず聞こえる。それに対して

とき、「犯罪が増える」という声

□

で、スウェーデン並みの体制を敷く

回る超高齢化社会に突入する日本

二十年後にはスウェーデンを上

ウェーデンは八七・七人もいる。

パーは一一一一・三人にすぎない。ス

人口一万人当たりのホームヘル

い。かりに達成できたとしても、

人）の約七割しか確保できていな

氏は語る。

的な経験を味わった」という。耶

で「日本人の排他思想による屈辱

邸氏自身、日本に帰化する過程

を投げかける。

をなぜ受け入れないのか一と疑問

間はたくさんいる。そういう人材

り老人の世話をできるアジアの人

たいと考え、日本人以上に寝たき

沿って進めているが、八年度実績

九月の完全失業率は四・三％と

るだけで十分だろう。

には百十二万人が必要となるが、い

になっている。

現行調査方法を採りだした昭和三
十八年以来の最悪の水準を推移し
それよりなにより、いまも今後

まのままでは夢物語にすぎない。作

るべきである」と主張し、奥田碩

ているとはいえ、いわゆる「３

も、日本が彼らを必要としている

家の曽罫綾子氏は、こう指摘する。

ような度量が欠けているんです

修生や実習生を実質的な労働者と

者も出る。そこで、「途上国に産
業技術を伝える」という名目で研

りの層に暗い影を落としている。

と老齢化の急速な進展が、働き盛

｜少子化に伴う若年人口の減少

（産経新聞一九九八・十・三十）

世界別地域・森林存亡の危機

労働移民を当てにし、その人たちに

『日本人には外国人を受け入れる

｜外国人に門戸を閉ざすことは、

作家の郎永漢氏も「日本で働き

Ｋ」（きつい、きたない、危険）職
場は慢性的な人手不足にあえいで

事実を無視するわけにはいかない

「子供が親の面倒を見なくな

よ』と世界中に示していること

報いた方がずっと自然ではないか」

いる。日本は外国人の単純労働を

のだ。外国人労働者の受け入れ拡

り、老人すべてに、きめ細かな介

して受け入れる姑息（こそく）な

自分たちが高齢者になったときに

ではないか、もっと単純に言え

ン）５日Ⅱ共同】世界自然保護基金

【ブエノスアイレス（アルゼンチ

枠組み条約第四回締約国会議が開

るとの報告書をまとめ、気候変動

の森林が存亡の危機に直面してい

地球温暖化で動植物にも重大脅威

（ＷＷＦ）は五日までに、植生の

かれたブエノスアイレスで公表し

園
政府は現在、介護サービスの基

変化や病害虫の増加など地球温暖

た。

ば、年金は大丈夫なのか、だれが介

でホームヘルパーは目標（十七万

認めない政策をとっているが、そ

大が必要とみる堺屋氏は次のよう

に、日本人はいつになったら気付

手段を考え出した。

護してくれるのか、という不安だ」

外国人労働者の受け入れ本｜語る

のままでは廃業に追い込まれる業

に指摘する。

それなら、老人の面倒を見てもらう

護を約束するだけの人手もない。

くのでしょうか」（植野伸治）

いま、こうした研修生や実習生
は五万一今十人を超えている。この
ほかに、正規の就労ビザ（入国査
証）を持った外国人労働者が十万

その介護ひとつをとってみて

日本の経済活力は激減しているの

人いるが、それでも十分ではな

人もいると推計されている。日本

盤整備を「新ゴールドプラン」（高

化による悪影響で、世界二十地域

も、将来は非常に心もとない。

はすでに、これら外国人労働者が

齢者保健福祉推進十カ年計画）に

く、不法就労の外国人は二十七万

いなくては成り立たない経済構造

9９

伐採などの人間活動によって、
われたとされるが、残された森林

ウサンバラ山脈熱帯山地帯材

する運びだ。

｜働き方分科会」は、在宅勤務

や時間的に融通が利く就業形態の

推進や父親の育児休業取得の義務
付け、企業の育児支援の取り組み
について第三者機関による格付け

などを提言。「家庭に夢を分科

会」では、子育ての楽しさをわか

らせるために、小中高校生の時に

保育所などで子どもと触れ合う機

会を増やすよう訴えているほか、

ワースト三十位を公表するよう提

況を指数化してベスト三十位や

各市町村における子育ての支援状

案している。

（読売新聞一九九八・十一・十）

道府県・市町村別に比較した１９

入する国民健康保険の医療費を都

厚生省はｎ日、自営業者らが加

費が最も高かったのは北海道の妬

表した。加入者１人当たりの医療

９６年度の「医療費マップ」を発

加年度もトップ北海道

医療費格差一・八五倍

とに、年内に小渕首相に中間提言

（産経新聞一九九八・十一・六）

とＷＷＦは指摘している。

難なため、危険にさらされている

り都市に囲まれている森林も、気

⑲セネガル
⑳シリア

地球上の森林の半分近くは既に失

熱帯乾性林
沿岸性マングローブ
亜熱帯乾性高地林

⑰オーストラリア
⑰ﾀﾝｻﾞﾆｱ
⑬マラウイ

に化石燃料の燃焼などによる地球

ブルー山脈の森林

⑮ﾆｭｰｷﾞﾆｱ島

候変動に合わせて植生の移動が困

③コスタリカ

規模の温暖化が追い打ちをかける

そこに暮らすトナカイや野牛と

予想されるのはセネガルなどのマ

海面上昇による被害が著しいと

いった動物の生存が危ぶまれる。

葉樹林は、温暖化の進行で分布範

長・岩男寿美子慶応大教授）の会
合が九日、首相官邸で開かれ、
「働き方分科会」（主査・八代尚
宏上智大教授）と「家庭に夢を分
科会」（主査・岩男教授）が報告
書を提出した。両報告書は今後の

少子化時代の到来を踏まえ、職場
優先の企業風土の見直しや地域全
おり、有識者会議は両報告書をも

体での子育て支援などを提言して

③ノルウェー

とみられる。

ＷＷＦは「温暖化の影響が加わ
ることによって、森林だけでな

く、森林に支えられている植物や

野生生物の保全にも重大な脅威に
なる」と警青温暖化防止策の具体
化を討議している締約国会議の参加
者らに審議促進を呼び掛けている。
報告書によると、アラスカやカ
ナダ、シベリアからノルウェ１北

中央､東部シベリア北方林タイガ
地中海沿岸林
高山性夕イガ

國五

部などに広がる寒帯林や常緑の針

①jｷﾞﾘｼﾔロ

④米国
⑤米国ﾏｳｲ島
③ロシア

山地帯林

⑪パナマ
⑪プラヅノレ
⑬エクアドルペルー
⑬メキシコ
⑭中国雲南省

熱帯山岳雲霧材
低地湿性季節熱帯林
アマソン篇東部湿潤林
北剖アンデス山地帯林
マツカシの森林
亜熱帯湿潤林

③米国Ｊｒｈ

北方タイガ
アラスカの内陸性北方林
雷剖アパラチア山地帯林
北剖ロッキー山脈亜高山林
熱帯山岳雲霧材

⑪カナダ■
②米国

ングローブ林。また、鳥にあった

｢少子化jimin分科会

囲が劇的に減少すると予想され、

地域全体での
子育て支援提言

小渕首相の諮問機関「少子化へ
の対応を考える有識者会議」（座

畷巫函

ZＯＯ

すち､お－らむ
こゆ

万９０００円で、９年連続のトッ

選ぶケースが多い」などの理由を

る代わりに植林地に自社名を掲げ

で賄う。

る「冠植林」を実施するｌなど

万１０００円▽埼玉県沁万１００

て病床数の多い地域だった。沖縄

北海道に次いで医療費が高かっ

０円▽茨城県泌万８０００円ｌ

県に続いて低かったのは千葉県泌

０円とはｌ・妬倍の開きがあっ

たのは山口県必万７０００円▽高

の順だった。

挙げている。

た。北海道を除くと、上位には高

知県姐万８０００円▽広島県蝿万

プ。最も低い沖縄県の塑万８００

齢化の進む中国・四国地方の県が
５０００円。いずれも人口に比べ

境ＯＤＡ）の適用も働きかける。

業を対象にした政府開発援助（環

日本政府が導入を進める環境事

多く、医療費の使われ方は「西高

来年には官民で「日中植林協力

フォーラム」（仮称）も開き、他

の経済団体や企業にも参加を呼び

掛ける。

の排出量を二○’○年めどに九○

中国での大規模植林を提案

昨年の地球温暖化防止京都会議

れており、今回の植林は将来の排

年比六％削減する目標を課せられ

王子など別社ＣＯ２排出枠確保

（毎日新聞一九九八・十一・十一）

東低一の傾向が続いている。

都道府県の１人当たりの医療費
は全国平均で鍋万５０００円で、

前年より６％（１万９０００円）
増えた。厚生省は、北海道の医療

王子製紙、新日本製鉄、東京電

出枠確保を見込んだ新しい途上国

で、日本はＣＯ２など温暖化ガス

札幌に集中しているうえ、冬は気

力など経団連の主要企業二十四社

費が高い理由として一医療機関が
象条件が厳しく、通院より入院を

た。二○○○年には、先進国間で

本を訪問する際、今井敬経団連会

江沢民国家主席が二十五日から日

狙った大規模な植林に乗り出す。

製紙社長）を設置、今年度中に現

協力部会（部会長・大国昌彦王子

するため経団連中国委員会に植林

二十四社は中国での植林を推進

ン開発メカニズム」などのルール

りに排出枠を確保できる「クリー

削減の技術や資金を供与する見返

権取引」や、途上国に温暖化ガス

排出権の余力分を買い取る「排出

十万少の吸収力があると見られ、

地視察団を派遣する考え。植林の

植林は来年中にも始め、十－二

日本の製紙業界のＣＯ２排出量（九

長が植林協力を提案する。中国で

いる。地域温暖化防止対策では、

十年後をめどに数万’十万鯵に広

七年度）の六’七％に相当する。

が決まる見通し。

先進国が途上国の温暖化ガス排出

げる計画だ。一国に対する日本企

場所や時期など計画の詳細は今後

抑制に寄与すれば、その一部を先

業の海外植林では、最大規模にな

参加するのは三社と日本製紙、

詰める。

進国の削減分とみなす「クリーン

る。王子製紙などが植林技術を供

住友林業、中部電力、電源開発、

は大洪水の再発防止に向け、森林

開発メカニズム」制度が創設され

与し、費用は①参加企業で基金を

大林組、日本生命保険、安田火災

資源の回復が大きな課題となって

る見通し。日本では国内だけのＣ

設立する②各企業が個別に負担す

植林によるＣＯ２吸収量は、十
万鯵の植林でおよそ年五十万’六

二酸化炭素（ＣＯ２）の削減を

支援の試みとなる。

卸の

霧

副
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Ｏ２削減目標達成は難しいと見ら
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が中国で地球温暖化の原因となる

「－－￣￣－－－－－

刷、コマッ、商船三井、荏原、富
士ゼロックス、住友商事、三井物

海上保険、大日本印刷、凸版印

産、三菱商事、丸紅、伊藤忠商
事、日商岩井、兼松、トーメンの
計二十四社で、経団連が出資する

日本国際協力機構（ＪＡｌＤＯ）
も参画する。

（日本経済新聞

一九九八・十一・二十五）

留学生100ｶ国へ
30万人

一青壮年の
識字率向上一

以上の人口に九年度の義務教育が

実施する②大学など高等教育機関

ＣＰＤ＋５」と呼ばれる人口問題

的。これを手始めに国連は、「Ｉ

が、政府の「男女共同参画二○○

日本ではまだ耳慣れない言葉だ

る予定だ。

に関する一連の国際会議を開催す

普及し、青壮年の非識字率は七八

る国連主催「国際人ロフォー

ラム」に向け、「リプロダク

ライッ」（以下リプロ・ヘルスと

を経て、この考え方が各国でどう

ハーグの会議は、それから五年

の阿藤誠副所長）といわれる。

（国立社会保障・人口問題研究所

的に問い直す、画期的な転換」

う論理だ。「出生数抑制の数値目
標を設け、その達成を第一に考え
た従来のマクロの人口政策を根本

ロ・ヘルス」が確立される、とい

家族計画実行率が上がって「リプ

向上すれば自己決定力も強まり、

も強調された。女性の教育水準が

のエンパワメント（地位向上）」

カイロ会議では同時に、「女性

う予定だ。

ハーグ会議に市民からの提言を行

団体が、横断組織一女性と健康
ネットワ１ク船」を旗揚げした。

性問題に関心のあるＮＧＯ約八十

二十三日には、人口や環境、女

まっている。

上げられ、認知度が少しずつ高

動団体）の学習会や出版物で取り

○年プラン」や九八年度版「厚生

になったが、来年一月には「高等

白書一、自治体やＮＧＯ（民間活

一九九八・十一・二十五）

（日本経済新聞

教育法」を施行し、教育改革に拍車
をかける構えだ。（北京Ⅱ泉宣道）

革命で大学が一時閉鎖されるなど
教育面での遅れが大きな社会問題

への進学率を一五％にするｌと
の目標を掲げた。中国では文化大

年の一八・五％から六％以下に下
がった」と表明。同時に「大学へ

の進学率も七八年の一・四％から
九七年には九・○七％にまで上
がった」と強調した。

二十一世紀に向けた「教育振興
行動計画」では、二○一○年の時
点で①九年の義務教育を全面的に

囮恩鼈譲襲鰭耀

持ち、安全で満足のいく性生活を
営み、子供を産むかどうか、いつ
何人産むかｌなどを自由に選択
。決定する権利が保障されている
状態を示す、新しい概念。一九九
来年二月にハーグで開かれ

テイブ・ヘルス／ライッ」の

四年カイロの国際人口・開発会議

れ、「世界人口行動計画」に明記

（ＩＣＰＤ）で国際的に合意さ

概念が注目を集めている。
生活情報部永峰好美

略）は「性と生殖に関する健康／

実行され、どんな効果をもたらし

された。

権利」と訳される。人びとが自分

「リプロダクテイブ・ヘルス／

の体や健康について正確な情報を

紀に向けた展望を明らかにした。
同相は改革・開放の教育面での

ているかを評価、点検するのが目

成果として「全国で現在、六五％

二十四日、北京市内で記者会見
し、中国の教育改革の現状と来世

れたｌ・中国の陳至立教育相は

から二十一万人の留学生を受け入

人近い留学生を出し、百六十ヵ国

二十年間で、百カ国余りに三十万

中国は「改革・開放」政策から

園
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にゅ－すふぉ－らむ

れだけに、日本が、途上国への資
る。

金的支援を継続するのは責務であ
（読売新聞

九九八・十｜・二十六）

と、三十年かかって１．

する方針。

に次期通常国会に議員立法で提出

は同法案の細部を詰めた上、児童
手当法改正案など関連法案ととも

（毎日新聞一九九八・十一一・三）

した。

て、政府や政治家による一部の企
業の優先的な扱いなどによって市
場の競争原理が損なわれたと批判

危機を招いた原因の一つとし

テムを創設すべきだと警告した。

指摘、不況を機に新しい社会シス

ど、アジア各国の失業率が、危機
の前に比べて３倍以上になったと

８．４％、タイ６％、香港５％な

いての調査報告書を発表した。報

Ｏ）は２日、アジア経済危機につ

で５２００万人の貧困者層が生ま
れた１．国際労働機関（ＩＬ

ンドネシア、韓国、タイの３カ国

アの金融・経済危機によって、イ

【ジュネーブ２日福原直樹】アジ

ｌＬＯ調査

・ヘルスの計画に何が必要とされ

ているか裏付けるデータを持ち合
わせていない。どんな成果に結び
つくのか、予想がつかない」と指
摘する。

こうした消極的な評価に対し

て、先ごろ来日した国連人口基金
のナフィス・サディク事務局長
は、「データの整備は急務」と認
めながら、「思春期の若者を対象

アジア危機で
失業率３倍に

自民党の亀井静香元建設相を中
太郎議長）は一日、少子化社会に

保育サービスの充実や子育ての経
済的負担を軽減するための施策推

対する基本理念や施策を定めた
「少子化社会対策基本法案」の骨
子を発表した。法案は総理府内に
対策会議を設置することを明記。
国の教育・保健サービス

進などをうたっている。同会議で

３％に落ち着いてきた現

（産経新聞一九九八・十二・二）

在の人口増加率が再び上

念も出ている。そうなる

星団

その好例が、インド南部ケララ

州。女性一人の生涯出産数は全土
平均で三・九人だが、同州は一・九
人。女性の識字率は全土平均羽．
４％に対し師。９％と高く、公務
員の過半数が女性。インド政府は
「ケララに学ぼう。女性の教育水
準を上げ、社会進出を高めれば、

妊娠をコントロールできる女性を
育てられる」と力説する。

に性に関する情報提供を始めると
いうだけで、『性風俗の混乱をも
たらす』と批判する人も多く、障

消極的な評価も
ただし、人権重視のリプロ・ヘ

しい概念だけに、その効果の測定

法案
を提出へ

告書は、インドネシア旧％、韓国

少子化対策

心とする「日本再生会議」（中山

皿

予算が削減されるとの懸

済危機にある今日、途上

が、アジアや中南米が経

く関連する人口問題だ

な分配などの問題とも深

地球環境への負荷や資源の公正

す。

だけを急いではならない」と話

害は多い。一筋縄ではいかない難

ルスの考え方に、その効果面から
「本当に人口抑制につながるの

０７

辰キスタン

昇する危険性が高い。そ

１０３

か」と疑問を呈する人口学者もい
る。小川直宏・日大人口研究所次

平均的な子供の数の関係

長は、「途上国の多くは、リプロ

女性の教育水準と生涯に出産する

道半ばのエンゼルプラン
ー緊急保育対策目標達成できず

て、約三十平方脚の部屋は、あっ
という間に十組ほどの母子でいっ

ぱいになった。おもちゃを中心
に、子供たちはにぎやかな輪を作
る。

二○○四年をメドに
ここは川崎市にある「母子育成

会・子育て支援センター」。育児

一時保育

(500カ所）

乳幼児健康支援
一時預かり事業

(300カ所）

学童保育

9000カ所
(1100カ所）

子育てを応援しようと、エンゼル

多機能保育所

(265カ所）

上で遊ばせていた。こ

「以前はデパートの屋

るという主婦（躯）は

れて週に三日は利用す

三歳と一歳の娘を連

る。

員が育児相談にもの

ができる。専任の指導

を自由に遊ばせること

本、三輪車などで子供

え付けのがん具や絵

ンした。市内居住者なら無料。傭
市内居住者なら無料。備
1500カ所

1329カ所

(660カ所）

9000カ所

(1000カ所）

3000カ所

1500カ所

センター

子育て支援

500カ所
450カ所

3000カ所
1500カ所

7000カ所
7000カ所

延長保育

60万人

57j万人
(36万人）

低年齢児保育
の受け入れ

ストレスを抱えがちな専業主婦の

について検証した。

プランに基づき今年四月にオ１プ

９９年度末見通し
(99年度顯要求分）

目標値

れた母親たちが次々とやってき

「こんにちは」。午前十一時を回
ると、三歳児以下の幼い子供を連

少子化に歯止めを掛けようと厚
生省など四省庁が九四年度末にま
とめたエンゼルプラン。その核と
なる「緊急保育対策等五カ年事
業」は九九年度に最終年度を迎え
る。出生率の低下がなお続くなか
で、エンゼルプランはどこまで達
成されたのか、今後の課題は何か

囮
ｴﾝｾﾞﾙﾌrランの圏撫逸賎状溌

こなら危険も少ないし、私にも子
供にも友達ができた．－と喜ぶ。
エンゼルプランは九四年十二月
に少子化対策として厚生、文部、
労働、建設の四省が作成した子育
て支援策。①子育てと仕事の両立
支援②家庭での子育て支援③子育
てのための住宅・生活環境の整備
④ゆとりある教育の実現⑤子育て
コストの軽減ｌを基本方針に、
おおむね二○○四年までに各省が
る。

取り組むべき施策を列挙してい

「関、心は介護保険に」

同プランの核となる厚生省の緊

急保育対策等五カ年事業（九五’
九九年度Ⅱ表参照）によると、子
育て支援センターは九九年度まで
に全国三千カ所に整備する計画
だった。だが今年度中のオープン
予定を含めても総数は八百四十カ
所にとどまり、来年度末に目標値
を大きく下回るのは決定的だ。

目標達成が難しいのは子育て支
援センターだけではない。来年度
予算案の概算要求分を加えても、
七事業のうち、達成できそうなの
は延長保育と学童保育（放課後児

童健全育成事業）くらい。しかも

どの事業も九九年度だけでかなり
の新設を見込んでおり、予算が獲

得できるかも流動的だ。
これに対して厚生省は「低年齢

児（○’二歳）保育の受け入れ枠
の拡大や、延長保育の増加など利
用者の要望の強い保育サービスは
進んだ一（児童家庭局企画課）と

とはいえ、全体の保育所事情が

反論する。

ぐっと改善されたかというと、問

題は残る。保育所ニーズの高い東

京・大阪近郊の一都二府四県だけ
でも、定員制限などで入れない待
機児童が二万二千人近く（九八年
四月現在）いて、施設不足の解消

は実現していない。

計画を十分に達成できなかった
背景には、自治体側の事情もあ
る。多くの自治体は財政難に陥
り、国の補助があっても、新規事
業に取り組む余力が乏しい。
神奈川県のある自治体の児童福
祉担当者は「ここ数年、自治体の
一番の関心は介護保険制度・ス
タートする二○○○年度までに十

分な介護サービスをどうやって確
保するかに四苦八苦している。少

JＯｑ

すふお－らむ
こゆ

省の連携不足と縦割り行政の弊害

を描き直すことが必要とされてい

だ。「私の試算では子供一人を育

森永卓郎氏は同プランに懐疑的

一九九八・十二・七）

（日本経済新聞

子化対策に予算が回ってこない」
的な施策を実行できる推進部隊が

るようだ。

道半ばのエンゼルプランだが、
ないと、少子化に歯止めはかけら

を感じる。省庁の枠を超えて抜本

二○○四年に向け実効あるものに
れない」と強調する。

と嘆く。

するには今後、どんな対策を盛り
｜エンゼルプランは保育サービ
てるには、教育費や子供用スペー

三和総合研究所の主席研究員、

スの多様化など、子育て支援に重
点を置き過ぎている。もっと、女
スの部屋代、子育てをする親の人

込むべきだろうか。

性の再就労支援に力を入れるべき

日本の食料自給率は低下を続

に向けた戦略を具体化する。

け、九六年には狸％と、先進国で

一方、途上国の人口急増などで

最低の水準に落ち込んでいる。

世界の食料需給は中長期的にひっ

迫するとの予想もあり、政府・自

民党は、食料自給率を上昇させる

ことが「食料安全保障」に欠かせ

ないと判断した。二○○○年夏の

基本計画には、目標達成に向け、

と有効利用策③担い手の育成と農

件費（賃労働に換算）など総額八千

業技術の向上策ｌなどの具体策

だ―と提言するのは、恵泉女学園

み、子供を持つ意義さえ薄れてい

政府・自民党は六日、新しい農

①コメ、麦など主要農産物の品目

生涯、働き続けたいと考える女

て、もし本当に子供を産ませたい

業基本法に基づいて設定する食料

を盛り込む方針だ。

万円がかかる。非婚・晩婚化も進

性は着実に増えたが問題は子育て

なら、これだけの巨費を行政が肩

自給率（カロリーベースⅡ九六年

大学教授の大日向雅美さん。

期間。子供が幼いうちは育児に専

代わりする覚悟が必要だ。現状で

胆％）の目標を、三○一○年に

れば、女性も安心して子供を産め

た再就労を保障する仕組みができ

し各人の能力、キャリアに見合っ

でも大きなマイナスになる。「も

算と知恵を集中した方が賢明かも

いシステムを構築するために、予

ど、人口減少社会に見合った新し

で現役で働ける仕組みを作るな

そのうえで「いっそ七十五歳ま

出する方針だが、自給率の目標は

農業基本法案を次期通常国会に提

食料安全保障の確保を目指した新

世紀に向けた農政の抜本改革と、

入った。政府・自民党は、二十一

（読売新聞一九九八・十一一・七）

別生産努力目標②優良農地の確保

念したいという女性は多い。しか

は高齢化対策も少子化対策も中途

る」と大日向さんは説明する。

しれない」と語る。

と位置付ける。新基本法が施行さ

改革の根幹をなす「国民の指針」
れ次第、コメや小麦など主要農産

七月には内閣に「少子化への対
応を考える有識者会議」が設置さ

政府・自民党は八日、二十一世

縦割り一付政の弊害
内閣に「少子化問題総合対策推

物の生産努力目標を盛り込んだ基

紀の農業、食料政策などの方向性

れ、抜本的対策の検討も進んでい
ず、広く社会のグランドデザイン

進本部」の設置を求めた日経連の

農政改革大綱
る。出産・育児だけに目を向け

自給率12年度
までに数値目標

を示す「農政改革大綱」などをま

圏皿

の中断はキャリア形成でも収人面

し企業社会では、出産による就労

2010年を目標
卯％」とする方向で最終調整に

５０％に

半端」と行政のスタンスを批判。

目 給率

本計画の策定に着手し、二○○○
年夏までに「自給率別％」の達成

政策調査局環境社会部長、高梨昇
三氏は「エンゼルプランも関係四

１０５

図

平成十二（二○○○）年度までに設

とめた。食料自給率の数値目標を

除いて輸入食料に依存している国

量を確保する必要があり、コメを

えば小麦なら現在の二倍近い生産

視するなど数点の要件を設置し

に対する不安が根強いことから、
株式譲渡の制限や農業委員会が監

いだが、農業者から投機的な取得

がある。

このため、農水省は「二十二年

に自給率五○％程度」の数値目標

食糧自給率策定は、先進国で最

の方針の明確化へ農業振興地一

▽優良農地の確保に関する国一

域整備法改正案提出

▽大豆・なたね．てん菜・砂一

などの見直し

糖・乳製品などの交付金制度一

▽農業の自然循環機能促進の一

ために関係法案提出や総合的一

一施策

一〈２０００年度〉

｜▽食糧自給率向上へ目標策定一

一▽卸売市場制度の改善などで一
一卸売市場法改正

一▽株式会社の参入へ農地法改一

一正案提出

一▽中山間地への直接支払いを一

一まとめる

ＦＩＩｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩ－Ｉ１・‐ＩＩＩＩＩＩＩ００ＩＩＩ－ｌＩＩＩＬ

上がる程度だ。輸入食品を中心に
無駄を省く、脂質分を減らした食

低の狸％をアップさせようという

や大豆、飼料作物を別～卯％ほど

政策だ。しかし、実現性は疑問
だ。農水省の試算によれば、小麦

事でコメの消費を増やすなどの苦
しい想定もあるが、農業関係者か

増産しても、自給率が計１．５％

１０６
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農政改革プログラム
の概要

〈１９９９年度〉

定するほか、制限付きで株式会社

た。このほか、中山間地域農家の

だ。

▽食品の表示・規格を国際規一

内の食生活の転換が求められそう

活動を助成するため、所得補償に

格に合わせ日本農林規格（Ｊ－

の農地取得を認めたのが特徴。農

また、株式会社の農地取得認可

当たる「直接支払い」も実施する

水省はこれに沿って新農業基本法
も十二年度の実施を目指してい

ことを求めている。

案をまとめ、来年一月の通常国会
る。零細化が進む農業経営に異業

に提出する。

の大きな課題で、これを念頭に

基本法の「拡大路線」を見直し、

会社の解禁」という新規に盛られ
多面的機能を評価し、市場原理を
取り入れて価格支持制度も再検討
する。遺伝子組み換え食品の表示
を考えるなど、消費者を意識した
政策も打ち出している。
農業問題は２０００年からの世

ＡＳ）法改正案提出

この日開いた自民党農業基本政

種の参入を認め活性化を図るねら

「経済社会の国際化」にも対応し

自給率アップ実現は疑問

（産経新聞一九九八・十二・八）

策小委員会で大綱と個別政策のス
ケジュールなどを示した「農政改

革プログラム」が承認された。
大綱では、農業生産活動につい
て一二十一世紀には、よりいっそ

う重要な意義を持つ」と位置づ

新しい農業基本法に盛り込むた

ていくことも大綱は打ち出してい

鵜撒繊生産者「掛け声だけでは動かぬ」

料自給率の具体的な数値目標を十

め政府・自民党が８日決めた農政

る。「中山間地の直接支払い」

け、農業政策としては初めて、食

二年度までにまとめることを求め

９６１年に制定された現行の農業

改革大綱は、高度経済成長期の１

％（八年、カロリーベース）に落

都市住民なども視野に入れている

最近の日本の食料自給率は四二
ち込んでおり、米国の一一三％、

界貿易機関（ＷＴＯ）の次期交渉

ともいえる。

た３大テーマは、そのための備え

を盛り込みたい考えだ。しかし、

など先進各国と比べてかなりの差

自給率を一％上げるためには、例

仏の一四三％（いずれも昭和六十
三年）英の七三％（同六十二年）

のが特色だ。国土保全など農業の

「食糧自給率の目標策定」「株式

た。

図

する､お－らむ
こゆ

すれば、生産力が上がるばかりで

兼業農家の農地を借りて規模拡大

に農業をやりたい人や生産法人が

かかり過ぎると指摘。先進国で

５０００万人以上で、教育に金が

に達するまでにやめる子供が１億

また学校に通い始めても５学年

だ、その支払い基準をどのように
また、現状の食生活を前提にし

なく、環境を保全し、新田園都市

らは「掛け声だけでは末端生産者

た自給率の目標設定は、市場原理

がっているとしている。

決めるかの問題は残る。

との関係で達成は難しく、食糧の

を構築できる。上からの目標設定
だけでは、十分な効果は望めな

は動かない一という声も聞かれ

安全保障と絡めるのも無理があ
い。

農地の投機的な取引を規制しな

策定されるが、前途は多難だ。

る。２０００年度をめどに目標が

る。生産力を維持するためには、

１１

（毎日新聞一九九八・十二・九）

ている。

費やされる額にも満たないと訴え

算。これは米国で毎年、化粧品に

がの追加投資が必要になると計

現在の教育支出に加えて毎年、億

の就学率を１００％にするため、

強調し、２０１０年までに世界で

白書は「万人のための教育」を

も、貧困が中途退学者増につな

がら、株式会社の農業への参入を
認めたのは、新規就農者が減少
農業の核を農業集落に置き、本当

（毎日新聞一九九八・十二・九）

し、高齢化が進む一方であること
が背景にある。

農業生産法人の活性化は若い人

一億三千万人教育機会なく

る。

女子教育の重要性をうたってい

途上国・就学年齢の別％

【ニューヨーク８日川西和夫】開

の受け皿にもなるとして、株式会
社が解禁された。農業関係者以外
の構成員は総議決権の４分の１以
下などさまざまな制限がつけられ
ているが、生活共同組合なども出

供の幻％に当たる１億３０００万

発途上国では小学校就学年齢の子

いる。ただし、あくまでも農業生

人以上が基礎教育を受けられない

資できて刺激剤として期待されて
産法人の枠内という制限つきのこ

た１９９９年世界子供白書を発表

セフ）は８日、教育に焦点をあて

でいるｌ・国連児童基金（ユニ

【塚本弘毅】

とで、活性化につながるかは不透
明だ。

市場原理重視は前進

た。ミニマムアクセス（最低輸入

（二次関税）は、一第当たり三百

義務）を超える輸入に課す関税

五十円程度の従量税を設定する方

向だ。輸入米を割高にすることで

国産米の市場が侵食されるのを防

政府・自民党はコメ輸入の九九

糧庁以外に輸入を認めない「国家

ようとしていると指摘し、「教育

した。世界全体で約、億人が読み
書きできないまま、Ⅲ世紀を迎え

白書は、開発途上国で基礎教育

年四月からの関税化受け入れを来

貿易」を維持し、数量を厳しく管

革命」を呼びかけている。

の機会を奪われている約１億３０

週決定し、年内に世界貿易機関

ミーラムアクセス分の輸入は食

勢は前進だ。特に、この不況下、
消費者には価格ができるだけ安い
方がいい。しかし、効率の悪い中

００万人のうち、３分の２に当た

ぐ。農協組織も高い関税の確保な
どを条件に受け入れる見通しだ。

山間地は欧米のような所得補償に

理、用途も加工・備蓄用を中心と

唯是康彦・千葉経済大地域総合
研究所長の話市場原理重視の姿

Ｉ
（ＷＴＯ）に通報する方針を固め

政府ＷＴＯに年内通報
る約７３００万人が女の子とし、

輸入､来年
４月関税化

よる直接支払いをすべきだ。た

１０７

四

囿囮

する。超過輸入については形式上
は民間企業の自由な参入を認める

が、輸入は実質的に国家貿易分に

限定される。

一九九八・十二・十）

（日本経済新聞

社会保障給付費町兆５千億円
社会保障給付費の割合は一七・二

大幅増が続き、国民所得に占める

朋丘度のＭ％増、国民所得の何％

の高齢化に伴い老人医療費などは

円。原則七十歳以上を対象とする

高齢者医療費は九・○％増と大き
く伸びたが、現役世代の医療費は

小幅増。生活保護や児童手当など

五・八％増の四十三兆七百八十五

億円と給付費総額の六割強を占め

回っているため、社会保障給付費

た。高齢化の影響で社会保障給付
費の伸びが国民所得の伸びを上

が国民所得に占める比率は年々高

「福祉その他」は福祉予算の抑制

により三・四％増の七兆四千八十

（日本経済新聞

まっている。

九九八・十一一・十）

七億円。

年金給付や老人福祉サービスな

どを合わせた高齢者関係給付費は

「子育て減税」実施

総会で大綱案を取りまとめ、総務
会で正式決定する。政府・自民党
は来年一月に召集する次期通常国会
に税制改正関連法案を提出する。
自民党の丹羽雄哉政調会長代理
と自由党の藤井裕久元蔵相は十五
日午後、国会内で会談し、子育て
減税を巡って扶養親族の控除額を
積み増すことで合意。少子化対策

自民党は十六日、税制調査会の

になる見通しだ。

人減税を合わせた最終的な減税規
模は過去最大の九兆二千億円程度

円の所得減税、二兆三千億円の法

減税総額最大の皿兆円に

にかかる特別法人税の二年間停止

上の優遇措置②企業年金の積立金

ついてはローン残高の一定率を税

％も膨らんだが、九

ｌなどが柱となる。自民、自由

六年度はこの影響が
消えたため小幅増に

両党は十五日の政策協議で、いわ
各種健康保険から

控除の増額を税制改正大綱に盛り
込む。この結果、政策減税と四兆

ゆる「子育て減税」の実施でも合
意、扶養親族控除や特定扶養親族

なった。

の医療費給付などは

四・七％増の二十五
兆千七百八十九億

大綱決定

国立社会保障・人口問題研究所
一％と過去最高になった。

国民一人当たりの社会保障給付

は九日、九六年度に公的年金、医
療保険などで国民に支払われた社

費は四・一％増の五十三万六千六

百円とこれも過去最高だった。

改正大綱を決定する。政策減税に

会保障給付費が前年度を四・四％

社会保障給付費全体の半分強を
占める公的年金は四・三％増の三

額から控除する「住宅ローン控除

上回り六十七兆五千四百二十三億
円になったと発表した。年金給付

十四兆九千五百四十八億円。前年
度は年金支給対象者

ら贈与された住宅取得資金の税制

制度」の新設のほか①父母などか

'１
国民所得に占める比

身

自民党は十六日、九九年度税制

の伸びが小さかったため、増加率

を増やす制度改革に
9１９３９５９６

;'１
円

は八年ぶりの低水準。ただ、人口

伴い給付費が八・○

國囹

圖囿
j;雛,塞爆臆麓M灘RHI：
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として児童手当の増額と支給対象

党は税制改正とは別に来年度予算

を七百十二万円に引き上げる。両

得六百五十八万円となっているの

ローン残高の一定割合を税額から

控除制度は、十五年間にわたって

政策減税の柱である住宅ローン

税規模は四千億円程度とみられる。

円から十万円上積みする方向だ。減

の扶養親族控除を現行の三十八万

取得税も軽減する。低燃費車につ

して、低公害・低燃費車の自動車

省エネルギー車の普及促進策と

千五百万円に上限額を引き上げる。

贈与税の軽減措置を受けられるが、

現在は一千万円までの部分について

を受けた場合の特例措置も改める。

行一。一七三％）は二年間、適用

の積立金にかかる特別法人税（現

税は来年三月末に廃止。企業年金

どに導入を目指す。有価証券取引

る連結納税制度は二○○一年をめ

算出し、法人税をまとめて課税す

時償却制度を認める。来年四月か

案で措置する。

差し引く制度。住宅買い替え時に

いては自動車の取得価額から三十

を停止する。

父母などから住宅取得資金の贈与

自民党税調は子育て減税の具体
発生した売却損を所得控除する

万円を控除する。企業の情報化投

に、十五歳以下の家族を持つ人へ

策として、現行では十六’二十二

「譲渡損失繰越控除制度」と併用

資を促すため、パソコンなど百万

年齢の拡大でも一致した。現行の

歳の子供（特定扶養親族）を持つ

できる。党税調では単年度一兆円

円以下の情報機器に関しては、即

することが決まった。その結果、

関税引き下げが予想され、引き下

そうにない。しかし、長期的には

年間の最低輸入量を設定している

て厳しい時代が来ることになる。

げの程度によってはコメ農家にとっ

る。輸入制限をやめて関税化する

少で横ばいになる。それを超える
輸入には当面、高関税が適用され

○○○年度以降は年六十八万二千

国が独占しており、ミニマ追アク

と。コメの場合、貿易は事実上、

置をやめて、関税に置き換えるこ

関税化とは、輸入禁止や輸入数

量制限といった貿易を制限する措

ことは市場開放といえるが、高関

セス以外の輸入はできなかった。

量）は年々の伸びが抑えられ、二

ミニマムアクセス（最低輸入義務

来年四月からコメ輸入を関税化

関税化決定だが、税率下げも

コメ輸入急増見込み簿

一九九八・十二・十六）

（日本経済新聞

親会社と子会社の全体の損益を

ら一年間の時限措置。

人が受けている五十八万円の所得

強を減税できると想定している。

ＩＩＬ

児童手当支給の所得制限が年間所

控除額を五万円増額するととも

税制改正大綱の骨子
。４兆円の個人所得減税。定率方式で実施
模は２兆３千億円

・法人課税の実効税率を国際水準並みの蛆．Ｗ％に引き下げ。減税規
。法人課税の軽減税率を引き下げ

・期間咀年の「住宅ローン控除制度」を創設。｜「譲渡損失繰越控除
制度」との併用を認める。

。登録免許税、不動産取得税、特別土地保有税の軽減・要件緩和
・有価証券取引税・取引所税を朗年３月末に廃止
・パソコンなど情報機器の即時償却制度導入など、投資促進税制の
拡充

・企業年金の積立金にかかる特別法人税の凍結

・非居住者に対する政府短期証券などの源泉徴収制度を撤廃
・低燃費車・低公害車に対する自動車取得税の軽減措置を実施

・凍結納税制度を２００１年をめどに導入

税のため短期的には輸入は急増し

ｍ,

雇皿

来年四月からの関税化は、ミニマ
なくなることを示す。

前後で輸入米と国産米の価格差が

税ならば、輸入米は簡単に入って

ている一キロ当たり三百五十円の関

大賀圭治東大教授は「議論され

ムアクセスを超える輸入について

高めの関税を設定して、その分はだ
れでも取引できる形にすることだ。
来年度から適用される関税は、
こない」と見ている。ただし、コ

メの国内需要は減少が続いている

一キロ当たり三百五十円程度の従量
税となる見通し。

行程度の生産調整は続けなければい

百五十五万トン。在庫があり輸入の

八年十一月から九九年十月）で九

稲の予想収穫量で八百九十五万
トン。国内需要は九九米穀年度（九

日本のコメ生産量は九八年産水

けないだろう」と予想している。

ため、輸入量が拡大しなくても「現

全国農業協同組合中央会（全
中）が十一月下旬からの討議に
使った資料は関税率のモデルを示
している。それによると、例えば

二○○○年で一キロ三百四十円の従
量税をかけ、来年末から始まる世
交渉で毎年二・五％（現行の農業

重荷はすでに大きい。

界貿易機関（ＷＴＯ）の次期農業

協定によるコメ以外の関税削減

賛成だが、いったん関税化すると

米が増えることはない。‐坐元価格は
下がらないだろう」（中村文治ヤマ
クネ社長）という見方が一般的だ。
（朝日新聞一九九八・十二・十六）

関税を課すので、当面は安い輸入

消費者への影響については「高

なれば、話が変わる。

ＴＯ交渉での関税削減率が大きく

題」と指摘する。全中の試算もＷ

税率を引き下げられていくのが問

堀口健治早大教授は「関税化に

率）の関税削減が決まった場合、
従量税は二○○四年に約三百円、二

○一四年に約二百円、二○二四年
に約百円になるという。
’九九五年度以降、ミニマムア
クセスのうち需要家の引き合いに

基づいて取引されている売買同時
入札では、食糧庁の買値と売値の
差（輸入差益）は一キロ当たり平均

百三十五円だ。従量税がこの程度
に下がると、買い手が十分つくこ
とになる。他の経済情勢の変化を

除外すれば、全中の試算は二十年

オトクですよ」

自治体は1700万
円税収アップ

同じ企業に勤務を続けた場合の総

所得は２億９８７５万円、所得税
・住民税や社会保険料を差し引い

た可処分所得は１億９６２６万

円。これに対し、朗歳の出産を機

に退職、子供が６歳（小学校入学）
になるまで子育てに専念して沁歳で

再就職（フルタイム）した場合、年

この結果、母親が継続して勤務

功賃金カーブなどの影響も加わり総
所得は２億２８３６万円、可処分所
得は１億５１７７万円にとどまる。

できれば、可処分所得は４４４９

計算になる。一方で、子供１人を
６年間保育所に預けた場合の保護
者の負担額は最高で４９０万円
で、所得増加分の９分の１．市町
村など整備運営費も最高６４９万

万円、税収は１７２３万円増える

円にとどまり、増収分の半分以下

などの税収も約１７００万円増加

で、母親の可処分所得（手取り収
入）が約４４５０万円増え、市町村
し、それぞれの費用を大きく上回る。

で退職するケースを想定し、さま

（毎日新聞一九九八・十一一・十八）

政府、自民党、全国農業協同組合中央会（全中）は十七日、九九

関税化決定で国家管理を事実上維持

コメ輸入増上同関税の壁

ざまなデータを用いて試算した。

にとどまる。【高橋秀郎】

大卒女性が犯歳で就職し、帥歳

め、働く母親の支援策として提言
した。子供を６歳まで預ける場合

どにも「得」との分析結果をまと

会にとっても、保護者、市町村な

研究会」（座長、八代尚宏・上智
大教授）はⅣ日、保育所整備は社

経済企画庁の研究会「国民生活

１１潟は
團國
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にゅ_すふお－らむ

関税引き下げ圧力が強まるのは必
至だ。

より七十七万少で済む。形式上は

万少（九八年は六十八万少）に増
やす必要があるが、関税化導入に

が、事実上は貿易の国家管理を維

り最大二百九十二円を

年度以降は同三百四十一円ちよう

持し、輸入拡大に歯止めをかける。

二○○○年度以降の関税額はＷ

ＴＯの次期農業交渉の期間中は維

持される。ただ、交渉では米国が

関税引き下げの圧力を強めてくる

のは確実。カナダ、オーストラリ

アなど他の農産物輸出国ととも

に、関税額に上限を設定すること

民間も自由に輸入でき

えて九九年四月からは

ミニマムアクセスに加

じ仕組みをとる。この

枠も同庁の管理下で同

リより三千五百’四千八百円ほど

なる。新潟産の一般的なコシヒカ

の短粒種は同約二万五千七百円と

十篭当たり約二万七千円、中国産

乗せすると、米国産の短粒種は六

入れ価格に九九年度の関税額を上

食糧庁の直近の外国産米の買い

者の間では「流通市場への影響は

コメ輸入の関税化について関係

対抗するが、他の加盟国の支持が

国土保全機能の維持などを訴えて

は食糧自給の需要性や農業の持つ

を主張する構えとみられる。日本

るが、上乗せ価格の代

割高で、実際に輸入しても採算が

が支配的だ。一キロ三百五十一円強

当面軽微」（ヤマタネ）との見方

吉同まる輸入米需要

どこまで広がるか不透明だ。

わりにそれより高い輸

とれる水準でない。

づいて農水省が算出し

らないミニマムアクセスの数量を

で、政府は年々増やさなければな

めだ。ただ、九五年にミーラムア

（日商岩井穀物部）とみられるた

入する業者はほとんどいない」

という高関税では「外国産米を輸
た従量税で、九九年度

抑える。農業協定では関税化しな

クセス制度を導入して以来、外国

一方、関税化を導入すること

は一議当たり三百五十

い場合、二○○○年度以降八十五

関税は農業協定に基

入関税がかかる。

流す。商社などの輸入

国と民間の二本立ての輸入になる

2000年度

どになる。

１

０００
０８６

以降

9８９９

年四月からコメ輸入を関税化する
ことを決めた。中川昭一農相、桜
コメ輸入関税化は十八日の関係
閣僚会議で正式決定し、同日中に
もＷＴＯに通報する。

井新・自民党農林水産物貿易対策
特別委員長、原田睦民・全中会長
が記者会見し発表した。形式的に
は食糧庁による独占輸入が改めら
協定で決められたミニマムアクセ

鶏 li lil
95年度９６９７

関

上乗せして国内市場に

め、輸入価格に食糧庁が一篭あた

と国産米との価格差を解消するた

どが輸入）している。安い輸入米

ス（最低輸入義務）に従い、食糧
庁が独占的に実施二部は商社な

現在のコメ輸入はＷＴＯの農業

れ、民間企業が自由にコメ輸入に
参入できるようになる。ただ、国
産米を保護するため政府が民間輸
入に高い関税をかけるので、当
面、輸入拡大は進まないとみられ

倍Ⅲ些践「帥い田

る。二○○○年に始まる世界貿易
機関（ＷＴＯ）の次期農業交渉で

ｉｉ１ｎ麺趣
行

ミニマムアクセス数量

一円十七銭、二○○○

IＪＩ

卯〈毎十八斗ロ

１ＥＵＪ１十卍Ｈ２

産米は着実に日本市場に浸透して
いる。将来、関税率が引き下げら
れ、輸入米のシェア拡大につなが
る公算は大きい。

短く、組織内の協議も厳しかった
が、ＷＴＯ協定のもとで稲作農家

原田会長検討の期間が極めて

を守るには最善の選択だ。

ダイエーやファミリーマートな

ているのに、強制的に輸入するミ

化につながることもない。減反し
なければならないほどコメが余っ
ーラムアクセスは見直す必要があ

どがＳＢＳで落札された米国産米

を中心に家庭向けの販促を強化して
いるほか、大手卸なども商機を狙っ

一九九八・十二・十八）

（日本経済新聞

（日本経済新聞
一九九八・十二・十八）

に目標を下回った。

地域が広がった結果、減反の実施
面積は七七年以来、二十一年ぶり

が強い。九八年は減反を拒否する

生産意欲を低下させる」との批判

しかし、強制減反には「農家の

反を実施する。

去最大の九十六万三千紗の強制減

大。九八、九九年の二年間は、過

で四年連続の豊作でコメ在庫が膨
らんだ結果、強制減反の面積も拡

調整に入り、来年九月までに政策
転換を決定したい考えだ。
強制減反はコメの余剰生産を抑
制し、需給を安定させるために七
一年から実施している。九七年ま

１１１１口

国に押し付けるのではなく、各国の

る。同一の貿易ルールをすべての

生産条件の差異への配慮が必要だ。

農業協同組合中央会（全中）との

有効活用を目指す。
同省は年明けから自民党や全国

低い作物の生産を奨励し、水田の

産者の競争力を高める狙いがあ
る。同時に麦や大豆など自給率の

的な判断にゆだねる。コメの生産
に市場原理を徹底することで、生

などの決定は農協組織などの自主

積や県別の配分を決める強制減反
（生産調整）を、二○○○年度に
廃止する方針を固めた。減反面積

農水省は、政府がコメの転作面

農水省方針

米国や豪州などの海外産地では

ており、国内市場から関税引き下げ
圧力がかかることも考えられる。
生産者もある程度の関税下げを
予期し、「付加価値の高いコメを

売る努力を進めなければならな
い」（山形県の農業生産法人、い
ずみ農産の斎藤一志社長）との声
が出てきた。

農相ら会見要旨
中川昭一農相、桜井新・自民党
農林水産物貿易対策特別委員長、
原田睦民・全中会長の記者会見で

の主な発言内容は以下の通り。
中川農相来春の関税化が最も
適切と判断したのは、交渉なしで
関税化に移行できるうえ、ミニマ
ムアクセスの拡大を抑制できるか
らだ。関税化という各国共通の土

コメ強制
減反を廃止

日本の商社との契約栽培が広が
り、食味も日本人に合ったコメが

したコメは大量に売れ残っている

増えている。ミニマムアクセス制
度では政府が外国産米の輸入から
販売まで一括管理する二般枠」
（九八年度は約五十六万少）と、市
場のニーズに合わせて商社との卸
会社が連名で外国産米を購入する
「売買同時入札（ＳＢＳ）枠」（同
十二万少）がある。｜般枠で輸入
が、好きな銘柄を買い付けること

ができるＳＢＳ枠は「ほぼ全量が

消化されている」（民間調査機関
の米穀データバンク）。

などから弁当用のコメを年間千少

持ち帰り弁当店を関西で展開す
るハークスレイ（大阪市、青木達
也社長）は来春から関税枠で豪州

俵に立つことで、ＷＴＯの次期農
業交渉では日本の主張を理解して

桜井委員長関税化の受け入れ

くれる加盟国が増えるだろう。

ないという。しかし、関税が下

が次期交渉でマイナスに働くこと
はないし、生産調整（減反）の強

まった関税率では断念せざるを得

輸入する計画だったが、十七日決

がった場合はこうした需要が表面
化する可能性が高い。
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一其原助力一曳気一（中国語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査l川究報告書
一タイ国一

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

４．日本の人口と家族

PopulationandtheFamilvinJapan（英語版）
￣

５．アジアの人口転換と開発

６．スライド日本の産業開発と人口
－その原nlj力・電気一（日本語版）

7．ネパール王国人口家族計画第二次埜礎調盗

ComplementaryBasicSurveyReportonPopu1ation
andFamilvPlanningｉｎｔｈｅｋｉｎｇｄｏｍｏｆＮｅｐａＩ

－総計築一

DemographicTransjtion andDevelopmentinAsian
Countrieｓ－Ｏｖｅｗｉｅｗ alldStatisticalTabIes-

（英語版）

昭和62年度
Ｌアジア諸国の磯村人口と農業開発に関する調炎報告啓
一中華人民共和国一

６．スライド

日本の人口と家族（日本語版）

FamilyandPopulationinJapan-AsianExperj・
ｅｎｃｅ－（英語版）

ロ本的人口勺家庭（中国語版）

Penduduk＆KeluaTgaJepang（インドネシア語版）

ReportonIheSurveyofRuralPopu1atlonand
AgricultuwalDevelopmentinAsianCountries
-China-（英語版）

２．９K南アジア諸国等人口・開発JIL礎調査報告書
一ｔ１１瀧人民共和|到一

ReportontheBasicSurveyofPoDulationand
DevelopmenlinSoutheastAsianCountris

7．ペルー共和国人口家族計画挫礎調盗

-China-

平成元年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調盗報告啓
一バングラデシュ同一

ReportontheSurveyolRuralPopulalionand
AgriculturalDeveIopmcnt-Bangladesh-（英
語版）

（英識版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調従研究報告書
一フィリピン同一
４，日本の人口と農業開発

PopulalionandAgricuIturalDevclopmentinJapan
（英識版）

２．東南アジア諸国等人ロ・開発基礎調査報告響

５．ネパールの人口・開発・環境

Populalion，DevelopmentandEnvironmentinNepal

一ネパール庇１－

ReportontheBasicSurveyolPopulationan(I
DevelopmentinSoutheastAsianCount｢ies

-Nepal-（英語版）

（災諸版）
６．スライド

｜｣小の人口秘勤と絲済発展（[|本譜版）

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

ＴｈｅＭｉｇ｢atoryMovemenlandEconomlcDevelop
menLinJapan（英譜版）

一マレーシア１瓦一

ロ本的人1-1秘功｣ﾌ難i行友展（中国語版）
４．日本の人[l櫛造変動と開発一ilii齢化のアジア的}M
lli-

Dbbb

PerpindahanPer1dudukDanPerkembanganEkonomi
Dijepang（インドネシア語版）

StructuralChangeinPopLIlatiollandDevelopment
－Japan,sExperierxcemAgmg-

（英語版）

７．トルコﾛ人口家族計ilipk礎調在

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-ChallengesandProsPecLs（英謡版）
近人商齢化社会的日本正DiiIl缶挑銭一追求_具生命意又
的老年生iIli-（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

Rcpor［ontheSurveyofRUralPopulationand
AgriculturaIDevelopmentinAsianCoumrieS
-Kepal-（徒語版）

１１‘

３・アジア諸国からの労働力流１１iに関する調査研究報告書
一中燕人lそ共和国一

４．日本の地域開発と人口－１９９()年代の展塑一

RegionalDevelopmerUtandPopulfItlolTi1Ijal〕an

-TrendsandProsI)ec鴫ｉ【］lhel990s（英語版）

TantanganMflsyarakatLaniutusiajepang
（インドネシア語版）

６．アジア諸国の農業開発－５ヵ回の比杖一一

StraueglcMeflsuresmrIheAgrlculturalDeveloI〕ｍｅｎｌ

－Ｃｏｎ､pamtiveSlrudie＆〔)YxFivcAsianCoul1trles（英i濡版）

５．スライド

日本の地域開発と人口（Ⅱ本譜版）

ReginalDevelopmentandPcpulaLioninjapaI1
（英語版）

日本的区域升友和人口（↓'１国語版）

PerInbangunanDaerabda11PopulasidiJCpaIlg
（インドネシア版）

６．アジアの労働力移動

LaborMjgratjcninAsja（英茄版）

平成４年度

１．アジア諸国)の農村人口と農業開発に関する調在雑〈qiLド
ーマレーンアm-

ReI)ortontheSuI-veyofRuralPopulaljImand
Agricu｣turalDeveIopment－Malaysja-

（英語版）

（本作品は、199()年(11ｲ)日本視聴覚教育協会主椛優秀映
像教材選奨社会教育部１１Vで優秀賞を受賞｡）
平成２年度

1．アジア潴同の農村人1コと農堆１１１１発に関する洲１１h報告ilド
ーフィリピン[iR1--

Rel)oＪｔｏｎＩｂｅＳｕｒｖｅｖｏｆＲｗａｌＰｏｐｌｊｌａｌｉ〔)nand

AgX1culluralDcvelopmenl-PhiIIP)I)incs-（英語版）
２．東南アジア,i制iil等人1コ・開発聡礎調盗報告醤
一一バングラテ縁シュー

ReportonIheBasjcSurvevofPopuIa[ionand

DevelopmentinSoulheastAsjanCoun[r;ｅｓ

－Ｂａｎ度ladesh-（英語版）

３・アジア`渚[Iilからの労働ﾌﾞﾉ流出に側するＩ調もE研究報〈1Ｆｉｌｌ；
－インドネンア同一

２．東南アジア諸匠l等人口・開発基礎調査報告ill‘
－ベトナム国一

ＲｅＤｏｒｌｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｖｏｆＰｏｐlllationand

DevelopmentinSoutheastAslanCounlrles
-VietNam-（英語版）

３・アジア諸国からの労働力流''１に関する調査研究欄i告諜
一スリランカ屈一

４．日本の人口・開発・鞘境一アジアの維験一
ＰＯＩ〕ulation，DevelopnlcntalldEnvironment
JapaI1－AsianExI)erience-（英語版）

1，

５．スライド

日本の環境・人LI・ｌｌＭ苑（Ⅱ本譜版）

EnvironmenLPopulaIiol】ａｎ(IDevelopmentin

Japan（英語版）
４．アジアの睦業転換と人LI

lndustl-ialTransitionandPopuialioninAsia
（英語版）

５．スライド

明日に生きる－１１本の産業転換と人口一（日本

語版）

ＬＷｌｎｇｆｏｒＴｏｍｏｒｒｏｗ－IndustrialTransItionand

PolpulatlonjnJapan-（英語版）

生活在IUj天一日本的芹止蒲換９人'１－（｢１１国語版）
HidupUntukHariEsok－１.eraIiI1innStl･uktur
IndustriDaIlPonu1a旨ｊＤｉＪｃｐａｎｇ－
(インドネシア語脱）

日本的坏境・人LI・升友（中国語版）

LinRkungan，PendudLxkdanPembaI】gunanJeI)anｇ
（インドネシア鐇版）

（本作品は、1991年1M)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｡）
６．アジアの人LI部jlI化一統『汁柴一
Prospects()fUrbaniza1ionjnAsia

（英語版）

平成３年度

１.ｱｼﾞｱ諸国の農村人口と農業開発に関する調在報告謙
一スリランカIR1-

Rep(〕ｒｔｏＩ］thcSurveyRuralPoPu1alionand

AgricullllralDevelopmenl-S｢jlanka（英語版）

平成５年度

１・アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調在報告i1ト
ーベトナム国一

JＪ５

２．東南アジア術国等人、,開発基礎調在報告誹
一フィリピンIl1-

ReporlontheBasicSurvevofPopulationand

DevelopmentinSoutheastAsianCountrjes
-PhlIlppines-（英語版）

ReportontheSurveyofRuraIPopulationand

平成７年度

AgriculturalDeveloｐｍｅｎｔ－－ＶｉｅｔＮａｍ－

Ｉ・アジア諸国の発腿段階別農業・農村ＩＨＩ発雅礎,iMff端Ｉｆ

(英語版）

ＩＵ：－パキスタン区l-

ReportontheBasicSurveyonAgriculIurajandRural
DevelopmeｎｔｂｙＰｒｏｇ｢essStageinAsianCounl1des
-Pakistan-（英譜版）

ツ

來南アジア諸国等人ｌＬ１ｌＩ１発J`喋礎調在報告書
一スリランカln-

ReportontheBasicSurveyo〔Populatjonand
DevelopmentinSoutheastAsianCountrieS

２．アジア諸国の肺Tb化とl1H発雅礎調在報告71ド
ーネバール瞳l-

ReportontheSurvev(jlUrbanizatlonan(lDevelopmen（
ｉｎＡｓｉａｎＣ(】unlries-Nez〕aｌ－（災i譜版）

３．アジア諸同の人間資il熟|Ｈ１莞と労ｌｌＭｌ力に'１４ＩするiiiM森liIf究
織告ｉｌｉ－インド同一
４．アジアにおける女性,カエンハワーメント

ＥｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔｏｆＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ（災誌版）

-SriLanka-（英語版）

３．アジア諸国の人間資illH開発と労働力に関する調充研究
報侍諜一フィリピン国一
４．アジアからの挑戦一人ｕと開発一

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

女たちの挑戦一女性の地位向｣乱と日本の人口一

（日本語版）

５．スライド

ァソアを拓け－女性たち－（ロイえ,iiIillII）

ABriglltofGenderEquaIity-Empowel･ｍｃｎＩＤｆ
Ｗｏｍｅｎ１ｎＡＥｉａ－（英繍版）

通従月弧之路一十Ｈ｣11洲女健一（｢'１|霜I繭版）
夕

Ila｢p;XnCerahbagl１ｺersELmfl(I、－１（:IulⅢWanita
Asifmvlerambai1Jala,１－（インドネシアiiIIi版）

平成８年度
ｌ・アジア禰陛lの発腔段階別農業・農村１１１１発唯礎iiMｲitWllUr
flドーラオス人民民主共和ｍ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅＶｏｎＡｇｒicul[uralihnd

RuraIDeveloDmeI】tbyProgre畠sStageinAsian
Countries－LaoPeopleDsDemoraUcRepublic＿
（災識版）

２．アジア諸国の都ili化と'1N発iilM術搬告[1ド
ーフィリピンEil-

ReportontheSurveyolUrbfmizationandDevel()ｐ

ｍｅｎｔｉｎＡｓｉａｎＣｏｕｎＩｒｉｅｓ－Ｉ，hjlippines-（災研ＩＭＵ

WomenandtheirChalIenges－Improvements
in［ｈｅＳ(atusofWomenthePopulati〔mofjapan（英語版）

女性的挑lik－女性地位的提高与日本的人ｕ－
〈L１１国謡版）

Tan[anganKaumWanlta-EmansipaslWanita
danPopulasijep魚ｎｇ－（インドネシア識版）

平成６年度
１．アジア諸IZlの発展段階別農業・農村開発基礎調査報告
響一インドln-

ReportontheBasicSurveyonAgriculturaIandRural
Devel()ｐｍｅｎｌｂｙＰｒ()gressStageinAsiaTlCounlrics
-Ｉｘｍｉａ－（英語版）

２．アジア緒風の都市化と開発調査報告ｉｌｌ－タイlrlRepDrtontheSurveyofUrbanizationandDevelopment
inAsianCouI1tries-Thailand-（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在研究
報告書一ベトナム国一

３．アジア禰l｣i1の人間資源開発と労例ﾌﾞﾉにllMするjilllfHil1究
繩群ｌＷ－ラオス国一

４．２１世紀の人｢I・食櫛戦略一アジアと世界一

PopulationandFoodStrategyfor21ｓｔｃｅｎｔｕｒｙ
－ＡｓｉａａｎｄＷ〔)1.1.-（英譜縦）
５．スライド

２()25年へ‘)決断一アジアの人｢1期Ⅲ]と食料
ChallengeandDecisionforLheYear2025

-PopulationIncreaseandFoｏｄｉｎＡｓｉａⅦ
（災iilflIlR）

４．アジアの女性労働力参加と経済発展
－２１１１t紀の1iUil略一

Women,sLaborParticipationandEconomicDeveloP
mentinAsia-Strategytowaｒｄ２１Ｃｅｎｔｕｒｙ－
（英語版）
５．スライド

アジァの女性たちはいま……（日本語版）
NewHorizonsfOrtheWomenofAsia（英語版）
亜洲妃女的新１１j程（中国語版）
ＷａｎｉｔａＡｓｉａＫｍｉ……（インドネシア譜版）

１１６

|〔ﾘ端2〔)25年『ｌ１ｊｔ断一H1iill;(19人口噌股fll檎食一
(''－１[Fli譜版）

1．了国際人ロ開発会幽行動計画要旨」1995年（和文）
（内容；1994年カイロの国際人ロ1)M発会識(ICPD)の行
動計画の要旨.同文書関連の出liij物としては本邦初｡）

２．Ｆ国際人ロ開発職員会鰻』、国際人ロ開発蟻国会醗鯛事
録、1995年（和文）

（内容：1994年カイロで国際人口開発会議(ICPD)に先
駆けて開催された国会議員会議である国際人口開発議
員会議の議事録。｜可会議には117力伺約300名の国会議
員が参加した。会議宣言文はICPD総c会でも発表された。
また、この会議を契機としてアフリカ・アラブ地域の
国会識風フォーラムが撚備された｡）

TekadUntukTahun2025-PertambahanPopulasl
danPaI1gal】（IｉＡｓｌａ－（インドネシア語版）

平成９年度
ｌ・アジアiiiⅡIilの発展段階ﾘﾘ農業・健付l刑発1k礎調從靴告

１１キーラオス人lG民主共和国一
Repor［ｏｎｔｈｅＢａ５１ｃＳｕｗｃｖｏＩ１ＡＲ｢icu1luralfIn(Ｉ
ＲｕｒａｌＩ)evelopmcntbvProRressSliuReinAsiim

Counlrles…LaoPeople↑sDemogIでlticRepui〕Ｉｉｃ－
２．アンアゾ)｛I:公|ﾙ１発とノ､lI1IllIl苑

Ｓ【)ciaIDcwlpmcI1tandHumal］Ｉ〕evelopmeI】ｔ

３・国連人ロ基金「世界人ロ・開発援助の現状一日本の貢

ｉＩｌＡｓｉａ

献一』1995年（和文）

３．アジアi柵|T；1の人１１M溢湖|)'１発と労l脚力に|H1するiilllilHi)}先

（内容：現在の人口分野に対する援助の現状と、賓金
の流れを分析。我が国の人口分野への武献も併llif｡〉

１．水をﾀﾞ〕ぐる２１世紀”危機

N1iqr1l1-マレーシア同一
一アジア人1Jを11{点として－

４．ｒ国際人ロ．社会開発鯛貝会鰻｣、国際人ロ．社会開発
鰻員会蟻OMPPSD)鯛事録、1996年（和文）
（内容：世界社会開発サミット(WSSD)にあわせ、1995
年３月にデンマーク・コペンハーゲンで開僻された人
口と社会開発に関するＥ'会議貝会議議事録｡）

WaterＣ｢isｘｇｉｎｔｉ１ｅＴｗｅｎｔｖＦｉｒｓｔＣｃｎｔｕｗ

－Ｐ｢ospeclofA＆ｉａｎＰ〔)pulaIionandl光velopmcnt５．スライド

水は生きている－人１１と水資#11jl-

WateIigAllve-PopulatiOnandWater

５．黒田俊夫箸『リソース・シリーズ１国連人ロ会鯛20年

の軌跡一ブカレストからカイロヘール1996年（和文）
（内容；国連主催の第一回人口会議であるブカレスト
会議から1994年カイロの国際人｢l開発会議まですべて
の国連主惟の人口会議に参加し、人｢1分ｻﾞ}における世

界的大家である著者が、その推移を概観し分析した｡）
６．ToshioKurcdaUResourceSeries20OFromBucha‐

resttoCairo-20YearsofUnitedNationsPopula‐

tionConfBrences-''１’９９ｓ（英文）
（内容：好評をもって迎えられた「リソース・シリー
ズ１」の英文版｡）

7．「国際女性・人ロ・開発磯員会鱗』、国際女性・人ロ・

開発鰻員会鬮(lMPGPD)磯事録、1996年（和文）
〈内容：第４回世界女性会議(ＦＷＣＷ)にあわせ、１９９５
年９)jに来京で開催された国際女性・人口・開発議員
会議(lMPGPD)の議事録。同会議には第４IijⅡ此界女性
会議に対する各国政府代表を中心とする国会識貝が参
加した｡）

８．ＦＡＯ／ＵＮＦＰＡおよびボートン・ズアン、グエン・

テイ・タン署、『リソース・シリーズ３食料安全保障
と人ロ：資料』、1997年（和文）

（内容：世界食料サミットへの準備として国連食料農
業機関(FAO)が国迎人口基金との共同研究さｵした、「人
口増加と土壌劣化」に関する論文のＨ本語服および、

１１７

Resources-（英語版）
水是ｲ１１２命ｉＩり一人L１句水臓魂一（[ｌ１ｌＬｊ１ｉ綿|k〉
ＡｉｒｉｌｕＨｉｄｕｐ－Ｉ〕e､(luk〔ｌａｎＳｕｍｄｅｒＡｉｒ－
（インドネシア猯版）

らｊしている．地球は水の悉jILといわれる力:飲料や腱紫
川に安定して使用できる水の総liiは地球上の水の0.()(）
()0()8％に過ぎない`，この水の総fitは、イブ史以来変ｵ〕っ
ておらず、人ロがjWijjllする分だけ、一人当たり使用で
きる水の１１tはどんどんiLif少しているのが現実だが．こ
のことが｜分にiiB蛾きれていない〔，人IljVi加を父えて
いる地球の限界がｌ１のljijに迫っていることに?f告を発
している｡〉（!{本iii}版版権取得）
15．国運人ロ基金「人類のための環境」（和文）
（内容：１重|迦人I｣J僅金出版物EnvironmentforPcople
のＨ本譜版。人Ⅲ問題、蝋境問題、開発問題を効率的
かつ実蘭的に解決するためには、その３つの紬域の'''１

に架け橋を懸け、HllHll1U係をiliiMUすらことが必要であ
るとの視点にJIKって、ｉｉに環境と人ⅡのNIIに横たわる

様々な問題をＩｊｉＩに、解決のためIこ必要な拠点、ノj法、
手段を探っている」

1996年５月にマレーシアのクアラルンプールで開かれ

た、人口と食柵安全保障に関するAFPPD（人口と開
発に関するアジア議貝フォーラム）特別運営委貝会で、
ベトナム国会社会委貝会委貝長グエン・ティ・タン議
貝とマグサイサイ賞受賞者である著名な農業学者ポー
トン・ズアン柳｣丘の共特論文の日本i治版の合本。世界
食料サミヅトに向けた資料として作成きれた」

９．ｒ国際食料安全保障・人ロ・開発鯛風会鯛』、国際食料
安全保障・人口・開発鰻員会鰻(|MPFSPD)纏事録、
1997年（和文）

（内容：食料農業機関(FAO)主憾の世界食料サミット

（WFS)に&,わせ、''9(i年１１１１にスイス･ジュネーブで開
ＩＩｉｌされた国際食料安全保障・人口・開発議貝会議
（IMPFSPD)のiijlizl\銃同会iiiの成果は、世界食料サミッ
トで公式に配布きれ、またＷＴＯルジェーロ事務局長
にも桜井新・会議議挺から手渡された｡）

１０．国連人ロ基金？未来のための食料』1997年（和文）
（内容：|到連人口些金出販物ＦｏｏｄｆｂｒｔｈｅＦｕｔｕ｢ｅの
［}本譜版。人'二I増加の抑liillと食料硴保を行うために、
女性の参jJI1が不可欠であることをさまざな具体例から
解きほぐしている」

11．国連食粗農典機縄(FAO）ｒリソース・シリーズ４世界
食料サミット1996年世界食料安全保障のためのローマ

宣言および世界食料サミット行薗力iili閨i』、1997年（和文）
（内容：世界食料サミット⑪ローマ宣言と行動計画の
本邦初の翻訳であり、多分野から同文書のn本翻訳の

決定版として商い評価を受けた｡〉
12.？リソース・シリーズ５FiveYearsfromICPPD-国

際人ロ開発職員会鰻から５年一人ロと開発に関する国
会融国会蝿奇貴文』1998年（和・英）
（内容：カイロの国際人口開発会議から５年目を迎え、

この機会に人口と開発に関する国際議員会議、地域議
貝会議の虚言文を集成。今後の史なる発展のための盗
料とした｡）

13．『リソース・シリーズ６PopulationPolicyinAsia』
1998年（英文）

（内容：当11ｹ団が主催する「人'二Iと開発に閲するアジ

ア催|会議貝会議」で呼びかけをおこない、各国の人口

政策を各国政府責任者もしくは専門家が記述した。各
国の政;ifに責係を持つ国会議ロが関与している点で、
航例を見ない｡）

14．「リソース・シリーズ７欠乏の時代の政治学一引き裂
かれる水資源一」（和文）

〈内容：ワールドウオッチ研究所から刊行されたSandra
Postel箸、WorldwaLchPaperl32

DividingtheWaters：ＦｏｏｄSecurity，Ecosystem
Heal上handtheNewPoliticsofScarcityの邦訳。今後

人類社会に大きなIlill約を与えるのが、淡水賛源の不足
である≦堀え続ける人口を支えるための農業生産もま
た淡水資源の逼迫によって大きく制約を受けると埒え
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ｎ月週日セミナーⅢ世紀人類は生き残れるかＩ人口・食料
・環境－」を新潟市、ＪＡ新潟中央会、新潟日報
社、ＢＳＮ新潟放送、ＮＨＫ新潟放送局の後援で新
潟ユニゾンプラザで開催。講師は辻井博・京大教

授、コメンテータに黒田俊夫博士、進行・司会は広
瀬次雄常務理事。

、月犯日ナフィス・サディックＵＮＦＰＡ事務局長、安藤博
文事務次長が来日。参議院議員会館・議員会議室で
中山太郎国際人ロ問題議員懇談会会長、鹿野道彦会

長代行、小杉峰副会長、堂本暁子副会長、広中和歌
子副会長ら国会議員ｕ議員とＩＣＰＤプラス５及び
ｌＣＰＰＤプラス５の今後の計画について協議。

ｕ月田日インガー・ブリュッゲマンＩＰＰＦ事務局長、池上
清子財源・事業開発課長が来日。桜井新国際人口問

題議員懇談会幹事長、広中和歌子副会長ら国会議員
９議員と懇談し、ｌＰＰＦの機構改革などについて
説明。

ｎ月Ⅳ日「人口・開発事情視察議員団」をカンボジア国に派
～虹日遣。（団長・谷津義男衆院議員、清水嘉与子参院議
員、南野知惠子参院議員、武山百合子衆院議員、北
畑晴代国際課長、星合千春国際課主任）

Ｓ・Ｃ・シム国会議長並びにＣ・タン保健大臣表敬。

国立母子保健センター、女性問題省、国立統計研究

所等を視察。

坦月８日「第咀回人口と開発に関するアジア国会議員代表者

～ｎ日会議」開催準備のため、広瀬次雄常務理事、遠藤正

昭業務推進委員、加藤祐子職員を韓国ソウルに派

遣。大韓民国児童・人口・環境議員連盟のスー・サ

ンモク会長、。ハク・シル国会事務総長、キム・ソン

ゴン同議連メンバー、エミー・キム事務局長らと会

議プログラム、開催日程等について協議。

皿月四日「ＡＦＰＰＤ運営委員会」開催。桜井新ＡＦＰＰＤ

議長他運営委員、広瀬次雄常務理事、楠本修主任研

究員、北畑晴代国際課長、星合千春国際課主任、安

藤博文ＵＮＦＰＡ次長、インガー・ブリューゲマン

ＩＰＰＦ事務局長らが出席。於泄赤坂プリンスホテ
ル

⑫月加日第二回「ＩＣＰＤ評価のための国際国会議員フォー

～趾日ラム」運営委員会開催。桜井新同運営委員会議長他

運営委員、広瀬次雄常務理事ら、オブザーバー計幻
名出席。

運営委員会終了後国会議事堂で桜井新国際人口問題

議員懇談会幹事長、小杉隆副会長、広中和歌子副会

長、堂本暁子副会長、清水嘉与子事務局長、南野知

惠子副事務局長同懇談会６議員と懇談。
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曰誌
￣

ＡＰＤＡ

◇一○○○年期のラストの年を締めくくる一九九九年の

年頭に当たり、波欄万丈だったこの世紀の歴史に多く

の感懐をこめながら一「御慶」を申しあげます。

◇新春対談は、中山太郎・新理事長と、日本が抱える深

刻な「少子化」問題をとりあげた。亡国の危機につな

がる、という共通認識からである。

心「子供は人類の宝」であるｌこのことばは種“の

保存などという原点から直裁（ちょくさい）簡明の理

である。

これに人類と地球の平和的共生、リプロダクテイブ

・ヘルス・ライッという広い視点も含めた対談はわが

国の少子化対策の方向性を示している。

伸びやかで、明るい子供の笑顔を”しあわせ“（幸

福）と感ずることのできる生き生き社会。

慈愛に満ち溢れた豊かな”心“を育てる教育、気配

、、、

り綱やかな家族政策の確立ｌこの両輪を力強く、

（Ｔ・Ｈ）

スムーズに動かすための「人間学」の復活も、忘れて

はならない大切な条件だ。

蝋

表紙の写真説明
｢ペルシャの市場」

ン最大のバザール（市場）である。この日は

忙しそうに行き交い、混雑を極めている。こ
のバザールは斜面を利用して建設されている
ため、内部は非常に複雑で多層になってお
り、案内なしで回ると、自分がどこにいるの

木曜日で、イスラム休日（金曜日）を前に1

か迷い子になってしまいそうだ。

テヘランは坂の町である。北のザグロス山

脈から南の砂漠にかけて巨大な斜面に位置し
ている。写真はテヘランの下町にあるテヘラ

週間のうちで最もにぎやかな１日である。

バザールの中は、ペルシャ絨毯を売ってい
るブロック、金細工を売っているブロックな
どにわかれ、買物客と物資を運ぶ手押し車が
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