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人口と開発
春・ＡＰＬ／１９９９．Ｎｏ６７

---ﾀﾛヰ鋸＝

杉本雄三･画く元･関西電力病院長＞

巻頭言／グローバリズムとナショナリズム
カイロ会議から５年を検証

吐汀’３｜｜’
Ｄ）韮
）開 く
国際議員フォーラム
（ ＩＦＤ

原洋之介３

Ｉ

北谷勝秀

○三カ国
： グに一○三カ国、二一○人が参加

○ハーグ・フォーラムに出席して

小宮山洋子

ｌＩＩｉｉ「１１

○ハーグ・リポート

黒田俊夫

ＵｌＩＩＪＩ１ｉｉｉ

国際ルールは長期的・一貫性を持った視点で
ｌ基本戦略と逆三角形の論理Ｉ

ｏ高齢化社会は究極の社会②

１１１１１１１１口Ｉ

平松健治

若林敬子

経口避妊薬（ピル）問題を協議ｌ女性の健康を考える会Ｉ

ｏ人口問題と教育政策

ＩＩＩｉｉＩｌｌｉＩＩ

◇トリックル・アップの経済発展

ＩＩＩＩＩ１「１１１１

・発展途上国の経済開発はいかにあるべきか吉田昭彦

山中樺子

■来るべき少子化粁辻云に備え日本経済調査会、女性・高齢者活用を提言

■宮崎、人口・食料・環境セミミナー
■カンポディア国会議員団が来日

■ミャンマーに議員視察団を派遣

ｌ‐

■ミピ§ミミ人口・開発調査団に参加して

にゅ’すふぉ－らむ

カギ／社会で子育て支える仕組／自己
実現社会を目指して／移民労働者蔓け
入れ検討／アジア危機、女性を直撃／
ＯＤＡの貢献、日本皿位／経済平均成
長一・三％に…………………………・………他

流を地下水で回避／人口Ⅱ家族計画が

■Ｉ

ＪＩＣＡ、ＮＧＯに委託／アジアはパ

少子化対策で子育て減税／世界人口㈹
億人突破予想／昨年の離婚過去最高／
ンクする／人口急増の悪循環／女性・
高齢者活用を提言／中国女性千万人送
ろうか／自立と連帯目指して／黄河断

４

おお

釦

３７

釣

餌乃刀７７“釦５７４０

8５

人口と開発Ｉ目次
看護婦さん
扉･スケッチ

ＡＲＤ.Ａ賛助会員ご入会のお願い(特典）/釦／本協会実施調査報告書及び出版物⑬１
ＩＷＦＰＡ関連出版物７釘／Ａ囚ＤＡ日誌/37／御苑寸言油／表紙説明７銘

２

巻頭言

売りに出すしかなく、アジア・モデ

ないしグローバル金融・資本市場に

できることでもない。結局、外国人

る。例えば、タイの副首相ウィラポ

ジア諸国で強い反発が出てきてい

ジックに対しては、現在東・東南ア

本不足の企業を倒産させて、外資に

ン・ラマンクンは、「ＩＭＦは、資

ろうとしているが、東・東南アジア

売る政策をすすめており、このまま

ルが終焉し、アジア諸国がグローバ

地域の経済は、いまだに大きく揺れ

ではアメリカなどの資本が、生産設

通貨危機が発生してほぼ二年にな

ている。そこには、グローバルな規

る。そうした企業は、安値攻勢がで

備を極端な安値で買収することにな
リ

模での資本主義の浸透と、それに対
するナショナリズムにもとづく反発
という、古くて新しいドラマが展開
しはじめている。

ジョージ。ソロスは、『グローバ

ル資本主義の危機』のなかで、「私
は、アジア危機は、資本主義の最終
的勝利につながると考えた。多国籍
企業が、華僑にとってかわり、アジ

ア型モデルがグローバル資本主義モ
デルに吸収されるとみていたのだ」

きるので、優良企業を圧迫し、新た

な危機をまねく」と強く批判してい

る。東・東南アジアが外資導入と輸

出主導とで奇跡とも呼ばれた程の高

度経済成長を実現させたことで、

我々はいつの間にか忘れさってい

た。しかし、’九七○年代前半の反

日運動の時代以来、東・東南アジア

諸国には、やはり経済ナショナリズ

ル資本主義システムにさらに緊密に

はならない。

私たちは、このことを決して忘れて

ムがはっきりと存在していたのだ。

す唯一の道は、債務の株式転換か、

統合される新しい時代の幕開けがく

と書いている。経済危機からぬけ出
追加的な株式資本の調達であるが、

るというわけだ。

こういうグローバル資本主義のロ

これをファミリー内部で行うことは
不可能であろうし、また国内だけで

３

ll11Fl11

三画から５

回隠霞圓フォーラム【‐ＦＰＵ固く

く

‘

国会議員会議はこの一連の会議の一つで、人

行われた。

フォーラム、ユースフォーラムの四つの会議で

ラム、国会議員フォーラム（－ＦＰ）、ＮＧＯ

ハーグにおける一連の検証作窒〈は、政府間フォー

実現させることをその目的としている。この

いる点を明らかにし、行動計画の目標の達成を

況の検証と、目標達成を行う上で障害となって

節目にたって、ＩＣＰＤ行動計画目標の進捗状

ハーグにおける会議は、－ＣＰＤから五年の

会リダールザール・ホールで開催された。

月四～五日、オランダ国、ハーグのオランダ国

国際議員フォーラム（ＩＦＰ）が一九九九年一一

－ＣＰＤ（国際人ロ開発会議）評価のための

Ｉ

国際議員フォーラム（ＩＦＰ)開く

ロと開発に関するアジア議員フォーラム（ＡＦ

ＰＰＤ）が呼びかけ人となって、世界の各地域

議連に開催を呼びかけて開催した。桜井新ＡＦ

ＰＰＤ議長が運営委員会議長、会議事務総長を

務め、会議には一○三カ国から二’○名の国会

議員が参加した。

各国国会議員は、それぞれの国民の切実な願

いを知る立場から自由に熱心な討議を行い、国

会議員として、地球と人類の未来のために果た

すべき役割、方針について熱心に討議した。

国会議員フォーラム（ＩＦＰ）、ＮＧＯフォー

ラム、ユース・フォーラム政府フォーラムはそ

れぞれに参加資格が異なり、それぞれの立場か

ら特色を生かした会議となった。今回の国会議

員フォーラム（ＩＦＰ）では、国会議員の立場

から果たしうること、果たさなければならない

ことについて「国際議員フォーラム・ハーグ宣

言」が採択され、その役割が強調された。

国会議員フォーラム（－ＦＰ）、ＮＧＯフォー

ラム、ユースフォーラムの各会議は政府間会議

であるハーグフォーラム（二月八日から＋｜｜｜

且に先駆けて開催され、ハーグフォーラムで各

代表が発表した。議員会議の結果は、政府間会

議の場で、桜井新・会議事務総長が発表した。

５

挨拶

】全宅

９－宝一裏

一■■人
「Ｉへ「

に生きる知恵をとりもどさなければなβ

らないことを改めて指摘した。

この観点から、人口問題を考える場

合、人口を支える食料問題、淡水資源

問題を論じなければならない。また、

これらの問題に強い影響を与える国際

ルールを環境、人口の持つ長期的な視

点から見た場合に、整合性のあるもの

としなければならない、と述べた。

望を持って引き継いでいくという政治

最後に、「子供たちにこの地球を希
会議員活動が相互に連携を持ち、地球

開会に先立ち、桜井新・運営委員会

家としての使命を果たすために、この

のではなく、人類が共存共栄できる道

規模にまでその活動範囲を広げている

を示す、灯火をともす会議にしようで

議長が会議招聰者として挨拶を行い、

また、国会議員としてマクロ（巨視

はありませんか」と呼びかけた。

会議をカイロ会議の検証に終わらせる

て、国会議員が果たすべき役割につい

的な）視点から、地球と人類の未来の

ことを報告した。

て述べた。喫緊の対応が迫られている

問題を議論しなければならないこと、

一九九九年という世紀末の社会にあっ

地球規模的な問題の中でも、人口問題

全ての人類が身につけていた大地と共

るアフリカ・アラブ議員フォーラムⅡ

ンフォーヴェン国会議長が開会挨拶を

続いて、Ｊ・ヴァン・一三ウ・ファ

性国会議長であること、国連機関など

議員は、同議長がオランダで最初の女

て運営委員会に参加したヤン・ホヶマ

関連立法と予算配分を

が重要であり、様々な問題の根本であ
ることを改めて指摘。カイロの国際人
口開発会議行動計画の画期的な意義に
ついて触れ、さらに、アフリカ・アラ

ブ地域に常設の人口と開発に関する国

ＦＡＡＰＰＤ）が誕生するなど、それ

行ったが、ホスト国オランダ代表とし

会議員フォーラム（人口と開発に関す

ぞれの国、地域単位で活動していた国

国際議員フォーラム（ＩＦＰ)開く

基調講演

開発、経済成長、貧困緩和、女性の地

歓迎し、高い人口増加率が持続可能な

国会議長は、世界各国からの参加を

を紹介した。

でもその手腕を発揮してきたことなど

を指摘、国会議員会議の役割として、

て、その役割に焦点をあてていること

女性の役割が非常に重要であるとし

調した。また、同議長はＩＣＰＤが、

”人口増加を緩和することである“と強

調し、それを改善する最善の方法は、

た。

成を手助けすること、等があると述べ

衆の人口・開発問題に対する意見の醸

ピーーオン・リーダーとして、国民・大

会議員会議が圧力団体として、またオ

り良い可能性を与えること、さらに国

への国家予算の配分、そして女性によ

員フォーラムが設立されたことを歓迎

①各国は各国の実状に合わせて様々

このあと、

と述べ、講演を締めくくった。

びかけてほしい

ｒ

目標を達成するよう、国会議員に坪

国会議員がＩＣＰＤの資源動員の

どく受けている。

や子供が経済危機の影響を、特にひ

②アジア諸国における調査で、女性

て何もしないことは許されない。

人口政策と関連立法の策定、人口問題

し、ＩＣＰＤ以降様々な側面で、人口

な決定を行うべきであるが、若い人

たことを評価した。

位の向上に悪い影響を与えることを強

一九九四年以降、国会議員活動が活

・リプロダクテイブ・ヘルス関連立法

のリプロダクテイブ・ヘルスに関し

発化し、アフリカ・アラブ地域にも議

が成立し、大きな進歩が成し遂げられ

７

③

セッション報告
国際議員フォーラムは七つのセッションに分かれ、それぞ
れの主題にしたがって協議が行われた。これらの協議の中で、

②アフリカ・アラブ地域（ＦＡＡＰ８

ＰＤ）を代表して、ガーナのテレサ

．一一ヤルコ・フォイー議員が発表し

た。その中で、カイロ以降、多くの

国で立法化が進み、女性性器切除

（ＦＭＧ）が非合法化されたと成果

を発表した。また、アフリカ。アラ

ブ地域で、人口とリプロダクテイブ

伽となっている。また特にサハラ以

・ヘルス関連予算の不足が大きな足
（ヨーロッパ各国議会グループ）

なければならない、とその現状を報

症が急増しており、特に注意を払わ

ＨＩＶ／ＡＩＤＳを含む性行為感染

南のアフリカにおける高い出生率、
（ＩＡＰＧ議長）

（ＧＣＰＰＤ事務局長）

告した。

③ヨーロッパ議会の代表として、デ

ンマークのウーラ・サンデパーグ議

員が発表を行い、ＩＣＰＤ以降、Ｅ

Ｕとして八億八○○○万ドルの拠出

長がその歴史と活動について総括的

プ・ラタナコーンＡＦＰＰＤ事務総

ＦＰＰＤの活動について、プラソッ

①アジア太平洋地域の議連であるＡ

レイ・パスキア議員が発表を行い、

代表として、スイスのリァン・マゥ

ロッパ各国の人口委員会グループの

④また、ＥＵに加盟していないヨー

分野に対し実施していると報告した。

を人口とリプロダクテイブ・ヘルス

な発表を行った。

議連を代表して発表が行われた。

各地域の現状についてそれぞれ地域

（ＰＧＡ）

アラジ・アブドゥラ・サリフ

松村昭夫

マルタ・サプリシー

注目すべき報告の要旨は、次の通りである。

地域議連報告

●セッション議長
ヤン・ホケマ議長
●リソースパーソン

プラソップ・ラタナコーン

（ＡＦＰＰＤ事務総長）
テレサ・ニャルコ・フォイー
（ＦＡＡＰＰＤ）
ウーラ・サンデバーグ

（ヨーロッパ議会）
リアン・マウレイ・パスキア

国際議員フォーラム（ｌＦＰ)開く

（ＧＣＰＰＤ）の松村昭夫事務局長

の協力を呼びかけた。

ヨーロッパ域内の各国議員グループ

ＧＯなどとの協力の下、活発な活動

ＩＣＰＤの目標を達成するためにＮ

ＰＧＡの概要について説明を行い、

アラジ・アブドゥラ・サリフ議員が

連（ＰＧＡ）を代表して、ガーナの

していると批判した。

に向けられ、女性の教育や雇用が不足

た、政府支出の中で九八％が人口以外

法がない、とその現状を報告した。ま

⑤人口と開発に関する世界委員会
は、国際平和のために宗教指導者達

を続けている現状を報告した。

ウガンダのティモシー・ムテサシラ

議員は、ヨーロッパ四五カ国のうちＥ

Ｕに加盟しているのはわずか一五カ国

に過ぎず、ヨーロッパ域内とはいって

も非常な格差が存在し、ヨーロッパ域

内に中絶率が最も高い国と最も低い国

があると指摘した。オランダの中絶率

は四跣（出生一○○○人中四人）、ロ

シアでは六四壯、ハンガリーでは出生

数と中絶数が同数となってしまってい

る現状を発表した。

リプロダクテイブ・ヘルス、性行為感

もっと注目しなければならないし、リ

ホルモンが生殖機能に与える影響に

また、堂本暁子参議院議員も、環境

染症予防の進展状況について報告し

べきである、と発表を行った。

も環境問題に対する意識をもっと持つ

プロダクテイブ・ヘルスを守るために

の、多くのラテンアメリカの国々では

シコペルーで進展が見られたもの

ジル、コスタリカ、コロンビア、メキ

ス・モンテ議員が、カイロ以降、ブラ

次に、グゥアテマラのズリー・リオ

た。

議員が、アフリカ地域における人口、

スイスのビア・ホーレンシュタイン

との対話が重要であると発表した。

⑥地球規模的活動のための国会議員

カイロ以降の家族計画、性行動に
関する健康を含むリプロダクテイブ・

（ブラジル）

へルス／ライッの現状
●セッション議長
マルタ・サプリシー

●リソースパーソン

ティモシー・ムテサシラ

（ウガンダ）
ズリー・リオス・モンテ

（グゥアテマラ）
ビア・ホーレンシュタイン

（スイス）

リプロダクテイブ・ライッに対する立

，

ジェンダーと人ロに関する政策は

フリカ系アメリカ人として平等の機会

を獲得するために直面した様々な苦難

について、そしてこの苦難の一九八○

年代を過ぎ、一九九○年代に入るとア

メリカ女性がみずからの権利回復のた

二年の選挙で当選した。またこの女性の

で、他の数多くの女性議員と共に一九九

めに立ち上がり、その一連の流れの中
状があり、それが行動計画を完全に履

カイロ以降変化したか？
●セッション議長

権利回復の活動は、一九九四年に開かれ

行する上での障害につながっている。

たＩＣＰＤの準備過程とも重なり、ＩＣ

（インド）

また東南アジアの国々では、政府が

ＰＤ行動計画国際合意の形成への潮流と

Ｐ。Ｊ・クリエン

ＮＧＯを信頼していないし、ＮＧＯ自

軌を同じくしていた、と述べた。

●リソースパーソン

アキノ・オレタ（フィリピン）

身も経験不足であったり能力不足であ

続いてセネガルのイブラヒム・

シンティア・マッキニー

での環境が十分に整っているとはいえ

ることが多く、行動計画を履行する上

（アメリカ合衆国）
イブラヒム・フォール

絶、性行動、女性の権利など、国に

データしか利用できない。または中

ど、限られた、そして決まりきった

の進展がなされたが、妊産婦死亡率な

障害について述べた。様々な国で多く

が、行動計画を完全に履行する上での

フィリピンのアキノ・オレタ議員

の減少につながっている、と述べた。

売春、人工妊娠中絶、女児の教育機会

向上に悪い影響を与えている。特に、

機の影響は、貧困を増加し女性の地位

るための立法化を進めている。経済危

し、また、女性の権利と福祉を改善す

口委員会（ＰＯＰＣＯＭ）が再活性化

経験について触れ、ＩＣＰＤ以降、人

その後、オレタ議員はフィリピンの

含まれている。またＦＧＭ（女性性器

Ｓを含む性行為感染症対策関連法“が

テイブ・ヘルスおよびＨＩＶ／ＡＩＤ

プ“、”女児への教育“、”リプロダク

亡人の権利“、”女性への暴力とレイ

成立した。これらの立法の中には”未

Ｆ、ＵＮＩＦＥＭの協力の下で次々と

でも関連法がＵＮＦＰＡ、ＵＮＩＣＥ

け入れられるようになった。セネガル

づいて、人権尊重がやっと一般的に受

フォール議員が、今世紀も終わりに近

よっては論争の的になる統計は各国の

次にアメリカ合衆国のシンティァ。

切除）を禁止する立法も成立したこと

ない、と述べた。

それぞれの国情に配慮して、そのデー

マッキニー議員（ＮＹ州選出）が、ァ

（セネガル）

タが収集されないし、利用できない現

１０

国際議員フォーラム（ｌＦＰ)開く

エンパワーメン卜を嘘叢する政策をと

国際会議が公正、平等、そして女性の

を報告した。また、最後にこのような

た、女性が経済的にもつと自立できる

行されていないという指摘も出た。ま

就くべきだ”とした目標が、あまり実

”女性が政府や民間機関で高い地位に

プロダクテイブ・ヘルス・ケアが広く

カナダのロジャー・クール議員はリ

る、と問題提起を行った。

まなければならない課題のままであ

思春期の子供たちにリプロダクテイブ

れるよう、国際的に働きかけなければ

これらの意見に対し、国会議員は立

・ヘルスに対し情報提供とサービスを

普及した後に残される最大の問題は、

フロアからは、各国の予算が男女の

法をするだけではなく、その履行を注

行っていくことだと述べた。また安全

ようになるべきだという意見も出た。

公正、平等、女性のエンパワーメン卜

視しなければならない、とフォール議

で確実な教育の場を女児に与えること

ならない、と述べた。

を促進する有力な武器であるとの指摘

員が述べた。

の重要性を説き、貧困やホームレスの

若者たちが売春など商業的性労働者と

して働いていることを、決して見逃し

人口の五％にあたる二八○万人もの人

てはならない、と述べた。タイでは、
ファーーー。ポリャーロロ（チリ）

口が、商業的性労働者として従事して

おり、その中の八○万人が十六歳以下

エリザベス・ハルバック
（オーストリア）

の子供たちであることを指摘した。最
バーク議員が、ＩＣＰＤ行動計画は、

スの情報とサービスを受けることがで

の子供たちがリプロダクテイブ・ヘル

後に、国会議員の役割として、思春期
思春期と青年期の問題を十分に考慮に

チリのファーーー・ポリャーロロ議員

きるような立法と予算措置をしていく

接的な影響を与えるこの問題は、カイ

は、思春期の子供たち固有のニーズを

入れるように、各国政府に呼びかけて

ロから五年たった今日でも、その進展

理解し、リプロダクテイブ・ヘルスに

ことが必要であると締めくくった。

は十分ではなく、依然、早急に取り組

いるにもかかわらず、彼らの生命に直

セッション議長のウーラ・サンデ

(２月５日）

が出た。また、ＩＣＰＤ目標の中で

思春期、

青年と高齢者

ローズマリー・ロジャークール

（デンマーク）

ウーラ・サンデバーグ

●セッション議長

ー４－

●リソースパーソン

Z曰目
（カナダ）
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セ ツション

供の基本的人権の一部としてのリプロ

状を報告し、高齢者に対する適切な支

た、若者ほど注目されない高齢者の現

の伸びが急激であると報告した。ま

議（財団法人アジア人口・開発協会主

開発に関するアジア国会議員代表者会

までを紹介した上で、第十四回人口・

料安全保障について楽観論から悲観論

ギリスのセッジモア議員は、人口と食

ダクテイブ・ライッを理解することが

援の重要性と、高齢化を厄介なものと

催）における辻井博・京都大学大学院

寿命の伸びに伴い、七十五歳以上人口

重要であると述べた。また、情報を得ら

してだけ見るのではなく、一つの可能

関連して、弱い立場にいる思春期の子

れない結果としての妊娠、中絶、性行為

いることを指摘し、食料安全保障の面

教授の発表論文を援用し、コメの貿易

また、このセッションでは、小宮山

から、貿易以外の食料供給源である各

感染症への罹患問題に触れ、チリでは、思

洋子参議院議員が、男性の性的機能不

国の自給体制を守ることが重要であ

が非常に脆弱な基盤の上に成り立って

るのは、子供を持ったものだけであると

る、と指摘した。また食料と人口問題

性ｌ例えば；機会“ｌと捉える

いう事実を報告し、思春期、および青年期

全治療薬であるバイアグラは、わずか

春期の子供たちの間で、リプロダクテイ

の人口に対するリプロダクテイブ・ヘル

六カ月で承認されたにもかかわらず、

を考える上で、女性の役割が非常に重

べきであると主張した。

ス・サービスの重要性を訴えかけた。

ピルは申請が出されてから十年以上

要であることを改めて述べた。

ブ・ヘルス・サービスを受けることができ

オーストリアのエリザベス・ハル

たっても承認されていないという発表

Ｔ・マリムトゥ（マレーシア）

原則」の持つ問題点を指摘し、人口が

ルールの原理となっている「比較優位

増加する中で食料安全保障を確保する

保障の観点が人口問題解決を果たすた

Ｔ・マリムトゥ上院議員が、食料安全

このセッションでは、マレーシアの

作業においては、長期的な視点から見

年にも予定されているＷＴＯの見直し

してしまうのは危険であり、二○○○

する「比較優位原則」に全面的に依存

ためには、短期的に見た合理性を追求

めに不可欠であると述べた。また、イ

（イギリス）

ブライアン・セッジモア

津議員は、発表の中で現在の国際貿易

男議員がフロアから発表を行った。谷

このセッションでは、日本の谷津義

バック議員は、ヨーロッパにおける急

を行い、注目を集めた。

！！

食料安全保障、
人ロと持続可
能な開発
●セッション議長

－５－

ジーン・オーガスティン

（カナダ）

●リソースパーソン

速な高齢化について報告し、特に平均

セッション

１２

国際議員フォーラム（ｌＦＰ)開く

発表する
谷津義男議員
(右）

た合理性を確保できるよう強く働きか
けを行っていくことが重要であると述
べた。

経済危機と
人ロ問題

●リソースパーソン

Ｐ・チダンバラン
Ｍ・Ｔ・Ｓ・チナマサ

ニーズを守る手段を十分に考慮した上

で実施しなければならないと述べた。

続いてジンバブエの大蔵次官である

Ｍ・Ｔ・Ｓ・チナマサ議員が発表を行

い、世界的な経済不況の結果、先進国

の輸入が減り、そのことが途上国経済

を直撃している現状について発表し

た。また、ジンバブエは世界で最もＨ

ＩＶ／ＡＩＤＳ罹患率の高い国の一つ

である。現在、この問題を政治的な課

題と家族計画の問題として扱うように

なった。さらに、現在では思春期の人

口への教育を通じてＨＩＶ／ＡＩＤＳ

の危険性を教えるようになったと自国

などが削減されてしまった。各国政府

や子供といった社会的弱者の教育支出

た。その結果、貧困者が増大し、女性

ど、社会分野への支出が大幅に減少し

ライッ、女性のエンパワーメン卜な

え、リプロダクテイブ・ヘルスおよび

の結果、各国の財政に大きな影響を与

ア各国の経済に深刻な影響を与え、そ

Ｆ（国際通貨基金）、世界銀行などの

いう。また多くの参加議員から、ＩＭ

が社会治安の悪化をもたらしていると

された。また、失業者や貧困者の増大

に最もひどく出ているという指摘がな

がり、その影響は貧困者、女性、子供

予算カットが生じているという声が上

の増加、貧困の増加、社会サービスの

フロアから、経済危機の結果、失業

の現状を説明した。

は、健全な経済運営を社会政策ｌ最も

国際金融機関が、積極的にその融資の

東アジアから始まった通貨危機がアジ

インドのＰ・チダンバラン議員が、

（ジンバブエ）

（インド）

ホウダ・カノウン（チュニジア）

●セッション議長

ー６－

貧しいコミュニティーに対する基本的

１３

セ ツション

税、障壁、規制メカニズムが途上国経

その後、いくつかの先進国の貿易関

なっているとの強い訴えがあった。

その社会開発プログラムの大きな伽と

けている最貴国の負債とあいまって、

と強力な構造調整が、現在なお増え続

司貰の、ゴロ円の）”ことであると述べた。

フェアに支出する（勺色］曰、曰冨旨

なければならない分をそれぞれの国が

が、最も重要なことの一つは、”払わ

めには、様々な障害が横たわっている

る。ＩＣＰＤ行動計画目標の達成のた

多くの望まれない妊娠が発生してい

いると述べた。この予算不足の結果、

ーーック号の沈没のような様相を呈して

足をきたしており、まるで、タイタ

援助はその必要額に対して圧倒的な不

国際公約を履行しないために、世界の

にもかかわらず、多くの先進国がその

説明した。しかし、デンマークの努力

ると、デンマークの国際協力の現状を

・七五ＵＳ＄を開発援助に支出してい

が、デンマーク人は毎曰｜人当たり○

た。議会がＵＮＦＰＡに拠出を停止し

人口プログラムに大きな影響を与え

ピン、トルコ、ジンバブエなどの国の

カ共和国、ハイチ、メキシコ、フィリ

Ａへの拠出停止が、ボリビア、ドミニ

切である。アメリカ合衆国のＵＮＦＰ

際機関を通じた多国間援助のほうが適

き離している。しかし、人口問題は国

体の七％を提供し、他の国を大きく引

行っており、世界の人口プログラム全

口問題に疑いなく世界最大の拠出を

アメリカは二国間援助ベースでは、人

ていると、事情を説明した。しかし、

承認が降りない結果、拠出が中止され

が、共和党が主導権を握っている議会

ン大統領は拠出予算を承認している

ていることに触れ、民主党のクリント

合衆国がＵＮＦＰＡへの拠出を中止し

・マローニー議員は、現在、アメリカ

済に悪い影響を与えているとの声が上

現在、援助目標として国際合意となっ

ているのは、中絶問題を政治的に利用

デンマークのヘレン・ベイム議員

がった。

ている○・七％目標を達成している国

しているからであり、ＵＮＦＰＡへの

条件として実施している財政支出抑制

ヘレン・ベイム（デンマーク）

は、デンマーク、ノルウェイ、ス

拠出再開のために、今後も最大限の努

●セッション議長
ムスタファ・力

●リソースパーソン

（セネガル）

動員への努力

資源動員と

キャロライン。Ｂ・マローニー

ウェーデン、オランダだけであると指
（アメリカ合衆国）

は、フランス政府と議会が今世紀の初

フランスのフランソワ・ジロー議員

力をしていくと述べた。

ー了一

フランソワ・ジロー

（フランス）

アメリカ合衆国のキャロライン。Ｂ

マークに続け”と呼びかけた。

摘した。最後に会議参加者に、”デン

セ ツション

J‘

国際蟻員フォーラム（ｌＦＰ)開く

た。属勺曙旨、目高］司句閂の、ず閏の豊に

頭から人口問題に対して取り組んでい

明した。また、仏語圏サミットの場

まれていないと、フランスの立場を表

への貢献やＵＮＩＣＥＦへの拠出が含

は、フランスのＡＩＤＳ／ＨＩＶ対策

であると、家族計画の意義を改めて述

るものであり、母親の健康を守るもの

供のエンパワーメン卜やその生活を守

国際的な家族計画への取り組みは、子

副議長

マルタ・サプリシー

副議長

Ｐ・』・クリエン

副議長

ウーラ・サンデバーグ
副議長

ジーン・オーガスティン

副議長

ホウダ・カノウン

副議長

ムスタファ・力

くためには、規範や倫理的価値観を促

フロアから、人口問題に対応してい

ことが重要である。そしてこの満たさ

ティブヘルスに関するニーズを満たす

断ってから、世界の人口とリプロダク

自分は医者であり経済学者ではないと

進するようなプログラムが必要である

（オランダ）

加し、日本の意見をハーグ宣言に反映

議員、堂本暁子参議院議員が、連日参

員会には、日本からも谷津義男衆議院

れ、最終案が用意された。この起草委

手によって連日深夜に及ぶ討議が行わ

ハーグ宣言は、初日から起草委員の

ｌグ宣一一一一口の採択

た。

に働きましょうと参加者に呼びかけ

れていないニーズに応えるために、共

ヤン・ホケマ

●セッション議長

キャロライン．Ｂ・マローーーー議員が

フロアからの質問に答える形で、

との発表があった。

力すると述べた。

また、フランソワ・ジロー議員は、

べた。

として取り上げることができるよう努

で、人口問題を最も重要な問題の一つ

インド（セッション３）
デンマーク（セッション４）
カナダ（セッション５）
チュニジア（セッション６）
セネガル（セッション７）

Ｉ
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●起草委員会委員長
クリスティーン・マッカーフィー

（イギリス）

させるべく努力を行った。

このハーグ宣言最終案は、起草委員

1５

ノヘ

ブラジル（セッション２）

ヤン・ホケマ

オランダ（セッションｌ）
会議議長

会議役員
￣=－－…－－－壷=－－

会委員長を務めたイギリスのクリス
ティーン・マッカーフィー議員の手に

よって全体会議に提示され、若干の追
加を行い、全員合意で採択した。

イロと北京以降、社会・経済、政治的

開発プロセスの中に、女性が参加する

ことが基本的人権として認知されたと

述べ、加えて、女性国会議員は、世界

の国会議員の六人に一人でしかない現

をどうすれば良いかを知りました。今

囚Ｚ℃〃リョヂ

状を指摘した。

（日本、オランダ、デンマーク、ノル

私たちに問われているのは、ただ実行

輩△室瑳

ウェイ、ドイツ）でなされており、非

あるのみです」と述べ、閉会の挨拶と

ｌイヴ

オランダのイヴリーン・ヘルフケン

常に偏った現状にあると述べた。

その後、「カイロ以降、私たちは何
開発協力大臣は、人口プログラムにお

した。

私達、一○三カ国二一○名の国会議

およびリプロダクテイブ・ライッの

動計画とリプロダクテイブ・ヘルス

保障、環境と経済問題の関連性、行

その「原則」、行動計画と食料安全

ｌ私達は、‐ＣＰＤ行動計画ｌ

す、行動計画五年目の評価を行う

進するための具体的な行動を生み出

動計画の勧告の実施を効率的かつ促

ものであるのかについて検討し、行

価、その進展を阻む障害がいかなる

達は、現在までになされた進展の評

さらに、女性としての立場から、力

けるオランダの貢献について述べた。
また、人口問題への拠出は主に五カ国

員は、ハーグ国際フォーラムの前夜一

関連性を再確認する。私達はまた、

ハーグ實’’’一■

九九九年二月二～四日ハーグに集い、

ハーグフォーラムを歓迎する。

ＩＦＰ

ＩＣＰＤ評価のための国会議員フォー

国際人ロ開発会議の前夜に採択され

Ｉ序文

ラムでＩＣＰＤ実施状況の検討を行

た国会議員による「人口と開発に関

２私達は、各国政府に対し、市民社

い、以下の宣言を行う。

わるカイロ宣言」を再確認する。私

１６

国際議員フォーラム（ＩＦＰ)開く（ハーグ宣言）

会のメンバーとともに協力してＩＣ

（発想の転換）を行った。その結

上で）、本質的なパラダイムシフト

権利が責任を持った実行が促進され

策やプログラムにおいて、これらの

が、数多くの課題が残されているこ

部分である程度の進展がなされた

通して、ＩＣＰＤ行動計画の主要な

プと共同活動、資源配分の増加等を

デザインの見直し、パートナーシッ

４私達は政策の再策定、プログラム

要請する。

ても高レベルの問題として扱うよう

〉いても、また地域レベル会合におい

ヘルス問題を、国際レベル会合にお

題として、人口とリプロダクティブ

３私達は、国家元首による会議の議

家族計画や性行動に関する健康をは

の重要性を強調している。それは、

ブ。ライッの意味を理解すること“

動計画ではまた、”リプロダクテイ

る性教育の重要性を認めている。行

達成した。ＩＣＰＤは思春期におけ

なるように努力すべき、との合意を

テイブ・ヘルスが利用できるように

びそのサービスを含むリプロダク

画、性行動に関する健康、情報およ

切な年齢の全ての個人が、家族計

・ヘルスケア・システムによって適

も二○’五年までに、プライマリー

る。ＩＣＰＤで国際社会は、遅くと

る、という転換が行われたのであ

ヶァの質の問題に大きな焦点をあて

ルを通じたリプロダクティブヘルス

法から、個人の一生のライフサイク

て、この不足は著しい。

供しか受けられないグループにおい

えた人々など、不十分なサービス提

若者、単身女性、原住民、障害を抱

である。特に難民、避難民、移民、

ず、供給が大幅に不足していること

する上で、需要があるにも関わら

ブ・ヘルスの情報とサービスを利用

に関する健康を含むリプロダクテイ

方法の選択および家族計画と性行動

のｌの蔓延の兆候であり、避妊

ＡｌＤｓｌ特に若い人偽の問で

婦死亡および疾病であり、ＨＩＶ／

関わらず、数多く発生している妊産

れら障害とは、回避可能であるにも

害が残されていることを認める。そ

著な進展がなされたが、数多くの障

ロダクテイブ・ヘルスとの分野で顕

６リプロダクテイブ・ライッとリプ

ることを含むものである。

ＰＤ行動計画の勧告を実施するよう

果、人口問題に取り組む方法は、数

とを認める。

じめとするリプロダクテイブ・ヘル

要請する。

リブロダクティプ・ヘルスと

スの分野における、政府およびコ

値目標に焦点をあてた（従来の）方

ライツ

ミュニティーが支援するあらゆる政

行動

１７

Ⅱ優先的に取るべき

ーＣＰＤは（人口問題に取り組む

a）
５

７私達は、家族計画および性行動に
関する健康を含む既存のリプロダク
テイブ・ヘルス関連法を検討し、も

し新たな立法が必要であれば、立法
するよう、全ての国に呼びかける。

８私達ここハーグに集った国会議員
は、家族計画および性行動に関する

健康を含むリプロダクテイブ・ヘル
スとリプロダクテイブ・ライッを推

進させるために、自ら倍旧の努力を

する。これに関連し、私達は、市民
社会、宗教指導者、地域リーダー、

政治的指導者およびメディアを含む
全ての利害関係者のこの活動への参

加を拡大させる。リプロダクテイブ
・ヘルスおよび性行動に関する健康
における男性の役割と責任を強化す

るよう、特に注意を払う。また、立
法、この問題に対する認識の普及、

その昂揚と拡大および資源動員を通
じ、政府がその義務を履行しうる環

境を創出し、促進する。

ジェンダーと人口

ま、メディアで女性が取り扱われ、

女性のエンパワーメン卜を妨げる社

会・文化的な態度が蔓延している。

が、持続可能な開発を達成する上で

の政治と意思決定への十分な参加

は、男女の平等と公正の達成と女性

いる。また、ＩＣＰＤ行動計画で

ができないものであることを認めて

と開発戦略において、切り離すこと

のいずれもが提供されなければなら

重要である。学校教育、学校外教育

きる有効識字であることは、非常に

ること、女性が十分な読み書きがで

女児が一般教育を受けることができ

に必要なことである。この点から、

女性の能力を十分に発揮させるため

Ⅶ女児を男児と平等に扱うことは、

不可欠である（本質的な要件）であ

ない。

いていない、ステレオタイプなま

い、重要な地位に女性がほとんど就

ミットメントがあまりなされていな

いくつかの国々では、政治的なコ

いる。これらの成果にも関わらず、

経済的エンパワーメン卜を推進して

保護および女性の社会的、政治的、

という手段をとることで女性の権利

の国では、その政策変更および立法

ＭＧ）などの有害な慣行を含む女性

り一層の達成、女性の性器切除（Ｆ

ワーメン卜、男女の平等と公正のよ

べき課題としての、女性のエンパ

国際社会において優先的に取り組む

り除くために働く。各国の、そして

げる法的、社会的、文化的障害を取

参加ｌ政策決定も含むｌを妨

Ⅲ国会議員として女性の十分な社会

の教育の権利が不可欠である。多く

トを達成するには、女児の権利とそ

公正、および女性のエンパワーメン

ることを認めている。男女の平等と

べき）目標であることに加え、人口

ンパワーメントそれ自身が（達成す

９ＩＣＰＤ行動計画では、女性のエ

(b）

1８

国際議員フォーラム（ＩＦＰ)開く（ハーグ宣言）

持つ人

思春期、若者、高齢者、障害を

するあらゆる努力を支援する。

政策決定、施行および資源動員に対

に対する暴力の防止に関する立法、

ればならない。

リングの準備も同様に取り組まなけ

なサービス、性教育およびカウンセ

た、特に若者や思春期に向けた適切

的に取り組まなければならない。ま

テイブ。ヘルス関連の問題に、優先

含む思春期の性的およびリプロダク

Ｖ／ＡＩＤＳを含む性行為感染症を

暴力、安全でない中絶、およびＨＩ

権運動との連携を確立し、ＮＧＯと

情報とサービスの提供を支援し、人

に予算をつけ、啓発活動を拡大し、

ロダクテイブ・ヘルス・プログラム

のニーズへの対応を重視した、リプ

ＨＩＶ／ＡＩＤＳ予防を含む思春期

行い、関与していく意思を表明し、

る。この点から、国会議員に立法を

性を満たす行動をとるよう要請す

烟私達は、世界の人口学的に重大な
変化の目撃者である。過去における

高齢人口の大幅な増加をもたらし

の延びを引き起こし、六十歳以上の

における出生率の低下は、平均余命

の社会的な健全性の確保に高い優先

期、若者、高齢者、障害を持つ人々

府並びにその他当事者機関が、思春

Ｈ私達は、国会議員として、各国政

持続可能な開発を妨げている。

渇の原因となり、それを加速させ、

くことで、環境悪化、汚染、資源枯

加えて、適切な技術の欠如と結び付

浪費的生産パターン、さらにそれに

アクセスの欠如、および過剰消費と

学的な要素は、貧困や生産資源への

環境の健全性にかかっている。人口

的ニーズが充足されるかどうかは、

｜人口が増加する中で、人間の基本

1６

仙人ロ、環境、食料安全保障

そのほか市民社会のメンバーとの

た。これらの増加によって、様々な

性を置かなければならないと、確信

高い出生率は、十五～二十四歳人口

社会や国は、若者および障害を持つ

する。この点から、これらグループ

ネットワーク化を促進するよう呼び

人々への教育、リプロダクテイブ・

に対する教育ならびに、健康ケアに

の人口規模を、かつてないほど大規

ヘルスケア・サービスの提供、そし

関する支出を増やすために必要とな

かける。

て高齢者に対する社会的な、医療の

る改革に、着手するよう各国政府に

模なものとした。同時に、多くの国

面での、また資金的な支援に対応で

要請する。

ロダクテイブ・ヘルスに関する必要

旧国会議員に、若者と思春期のリプ

きるか、その能力を試されることに
なる。

旧私達は、計画されない妊娠、性的

１９

c）

各国は適切な雇用の創出を図ると同

確保は、人間の基本的人権である。

の脅威となっている。基本的食料の

環境悪化があいまって、食料供給へ

淡水資源の枯渇と汚染、土壌流出と

意を払わねばならない。国際貿易

途上国に与える影響についても、注

結果として引き起こされる現象が、

た、貿易および貿易外障壁と、その

すべきである、と呼びかける。ま

うな影響を与えるのかを各国で検証

％の不足、海外援助分が六○～六五

で、各国の自助努力分が二五～三○

現状である。全体で四○％が不足

が、目標の一七○億ドルには程遠い

関連活動への支出を増大させてきた

口とリプロダクテイブ・ヘルス活動

国、開発途上国を問わず各国は、人

標を設定した。ＩＣＰＤ以降、先進

時に、自給が可能なところでは、自

ルールは、食料安全保障の長期的な

％目標を下回っている。これはＩＣ

な協定が、農業生産と環境にどのよ

給の確保や、伝統的食料生産基盤を

視点と一貫し、充分に整合したもの

Ⅳ人口の増加と農業生産性の低下、

生かした食料供給体制を維持できる

ＰＤ行動計画の勧告を効果的に履行

翅ＩＣＰＤの目標と目的を来世紀の

いる。

する上で、最も大きな問題となって

でなければならない。

知効果的な世界的食料制度として、

ようにする。また、適切な食料の貯

蔵・分配システムを準備すること
が、同じくらい重要である。

界食料銀行は、国際協力の下に運営

早い段階で達成しようとするなら

世界食料銀行の設立を検討する。世
され、公正かつ平等な食料入手可能

ば、まとまった行動をとるという決

旧食料安全保障を達成するために、
女性の貢献は非常に重要である。し

は負担の分担を実行すべきである。

プの原則に基づいて、全ての当事者

意が不可欠である。パートナーシッ

性を提供するものである。
㈲資源動員

かしながら、女性にとって適切な技
術や適切な資源が欠けている。加え
て、しばしば、ジェンダー格差のた

近い将来、国内および海外からの支

援者を多様化すべきである。
でに一七○億ドルＩそのうち、

クテイブ・ヘルスの人的資源の技能

めに食料を十分得ることができない。
幻ＩＣＰＤで国際社会は、人口と家
族計画を含むリプロダクテイブ・ヘ

旧私達は、政府と国会議員が世界貿

一一三億ドルは、各国の資金、五七

向上を図るために、資源の動員が必

ルス関連予算として、二○○○年ま

易機関（ＷＴＯ）合意を含む、全て

億ドルは海外援助でｌという目

銅行動計画の実行と人口とリプロダ
の国際的な協定を吟味し、そのよう

2０

国際蟻員フォーラム（ＩＦＰ)開く（ハーグ宣言）

ＰＤ行動計画の実施のためのモニ

のさらなる努力が必要である。ＩＣ

問部門の協力の創出を生み出すため

要で、そのためには、公的部門と民

強く求める。

での支出の早急な再評価を行うよう

れているという観点から、地球規模

て軍事支出が不均衡なまでに強調さ

幻私達は、社会的ニーズを犠牲にし

う強く求める。

国々からの債務返済を再検討するよ

途上国、最貧国、天災に見舞われた

⑨国会議員ネットワーク

ターと評価を行うための、国内情報
国内情報

の中の四・五％から五％を人口とリ

るように政府開発援助を増額し、そ

機関に対して○・七％目標を達成す

別私達は、資金援助国政府とその他

ある。その結果、健康および社会分

の経済危機の影響はきわめて深刻で

難しくなっていることを含む、近年

速な落ち込み、対外債務支払履行が

率、急速なインフレ、消費水準の急

畑国内生産の落ち込み、高い失業

で、地域で、そして地球規模でしっ

に関する国会議員活動は、多くの国

躯人口とリプロダクテイブ．
｜人口とリプロダクテイブ・ヘルス

存在である。

会議員は、人々と政府を結び付ける

であることを認識している。私達国

データベースが緊急に必要である。

釧私達は一人一人の行動と、｜致協

プロダクテイブ・ヘルス分野に振り

野が、とりわけ壊滅的な影響を被っ

かりとした根を下ろし始めている。

Ⅲ経済危機

向けるようにすることを呼びかけ

ている。

力して行う行動のいずれもが、重要

る。

この点から、現存する各国の、地域

口と開発に関するアジア議員フォー

レベル、そして人口と開発に関心を

湖私達は、各国政府に対して、経済

ラム（ＡＦＰＰＤ）、アメリカ地域

函国会議員は人口とリプロダクテイ

危機を防ぐ手段をとり、経済の崩壊

人口・開発議員グループ（ｌＡＰ

持つ国会議員組織ｌ例えば、人

の影響から、貧困者を可能な限り守

ＰＤ）、人口、持続可能な開発とり

・アラブ議員フォーラム（ＦＡＡＰ

Ｇ）、人口と開発に関するアフリカ

加私達は、債権国政府に対し、開発

るよう、強く要請する。

ブ・ヘルス向けの予算措置を促進す
べきである。

邪各国政府はリプロダクテイブ・ヘ

ルス・プログラムの地方分権化を進
めるべきであり、そのために必要な

資源を提供すべきである。

2１

日本議員団（堂本参議院議員、能勢参議院議員、小宮山参議院議員）

プロダクティブ・ヘルスに関する

ヨーロッパ議会作業グループ（ＥＰ

ＷＧ）、汎アメリカ議員同盟、中央

資源を動員するために働く。

する国会議員世界委員会（ＧＣＰＰ

グループがより活発な役割を果たす

をモーターする上で、各国国会議員

私達は、ＩＣＰＤ行動計画の実施

」誓約

Ｄ）、国際医療議員組織（ＩＭＰ

よう呼びかける。

アメリカ議員同盟、人口と開発に関

Ｏ）、地球規模的行動のための国会

銅私達はここに、この宣言に盛り込

議員達（ＰＧＡ）、列国議会同盟（Ｉ
ＰＵ）の活動とその協力を歓迎す
る。

まれた内容を、各国の立法制度や関

連会議を通じて、私達の個人的なコ

ミットメントから、全体的な政治的

に、情報、教訓、最善の方法に関し

計画の目標を達成するために、単

がその国民に対して持っている義務

果的な実施を行うことで、各国政府

私達はまた、ＩＣＰＤ行動計画の効

行動に変えていくことを誓約する。

て情報交換を行うだけでなく、立法

を果たすよう呼びかける。

鍋私達は、全ての国でＩＣＰＤ行動

の促進と支援、支援啓発活動、およ
び資源動員を行うための人口と開発
に関する国会議員の地球規模ネット

オランダ国、ハーグ

リダールザール・ホールにて

ワークを設立すべきである。

釧私達は、このような地球規模での

一九九九年二月六日採択

国会議事堂

国会議員ネットワークを維持し、そ

して有効に機能させるための十分な

2２

世界の様々な地域での検討や専門家会

このハーグ・フォーラムまでには、

人口増加数予測の予想外の低下、エイ

九八年度の人口推計が発表され、世界

ては、昨年末には国連人口部から一九

二月六日から十二日までハーグで開
催された一連の人口会議
催された一連の人口会議（ハーグ・

議などが国連人口基金の音頭取りで催

・開発委員会に提出され、六月の国連

まとまった報告書が用意されていた。

され、ハーグでは会議用にしっかりと

節肌Ⅱ怖拙舳細勵旧桝鮴祁洲鮖則の鯛鱈

いうものであった。最初の国会議員

進展を吟味し、今後の展開を期そうと

それぞれの立場でカイロの行動計画の

ち込まれた。これらのフォーラムは、

二日までの政府間のフォーラムへと持

に六、七日と一一日間続き、八日から十

〃

し、ＮＧＯと若者のフォーラムが同時

六日までの国会議員フォーラムで開幕

ハーグ・フォーラムは二月四日から

諸国による特別の努力を訴えていた。

持ち、先進国の採点表を作成し、先進

から、行動計画実行に関して危機感を

カイロでの合意に遥かに及ばないこと

ターナショナルは、先進諸国の拠出が

ピュレーション・アクション・イン

警鐘を鳴らし、アメリカのＮＧＯのポ

は最近の加盟国による拠出金の減少に

うしたことに加えて、国連人口基金で

亡数の増加などが報告されていた。こ

ズの蔓延や世界各地での内戦による死

フォーラム）に出席して髪
フォーラム）に出席してきた。一九九
四年にカイロで開催され
た一国際人口・開発会

議」から五年たち、その
時採択された行動計画が
どのように実行されてき
たか、また、今後どのよ
うにして国際社会で取り

上げていくのかを検討し
ようというものであっ

た。ハーグでのフォーラ
ムは、国会議員の会議、
ＮＧＯの会議、若者の会
議、政府間の会議と四つ
のものが順次、または、

並行してとり行われた。
最初の三つの会議が、そ

れぞれ報告書を政府間会
議に提出し、政府間会議

人口特別総会での事務総長報告の骨子

さらに、この会議の一般的な背景とし

の結論は三月の国連人口

となるという筋書きである。

ＮＧＯ･ユースフォーラム開会式

の多くの職員から聞いたところによる

参加しなかったのだが、国連人口基金

私は、勿論国会議員フォーラムには

私が参加した。

ら、ＮＧＯを代表して前述の原さんと

球規模問題課の栗田事務官、それか

口問題研究所の阿藤副所長、外務省地

策局の赤坂審議官、国立社会保障・人

ンダ大使、副団長が外務省総合外交政

府代表団の構成は、団長が池田駐オラ

フォーラムへの参加者はゼロ。日本政

２０５０から私が参加した。若者

ジョイセフの石井澄江さん、それから

て、お茶の水大学の原ひろ子さん、

は、女性と健康ネットワークを代表し

子議員）が参加した。ＮＧＯ会議に

の地位向上に寄与する。日本がしなけ

協力の増加につながるし、世界の女性

政府の世界人口問題解決に向けた資金

に値する。彼らの熱意と努力が、日本

向に大きな影響を持つので、特に注目

日本の国際人口問題解決に向けての動

した国会議員の今後の発言と行動は、

ある。特に、日本からこの会議に出席

実行に移されてゆくのか見守る必要が

が、今後世界の政治の場でどのように

強く訴えた。私たちは国会議員の決議

ントを人口関係に振り向けよう、と力

に近づけ、さらに、援助額の四パーセ

を速やかにＧＮＰの○・七パーセント

いて先進国政府に対して、途上国援助

うものであった。桜井議員は、引き続

し、その解決のために全力を尽すとい

を喚起すべきだと提言することができ

じて原さんが高齢化問題にもっと注意

一分間に限定され、日本からはかろう

ちが多かったことから、｜人の発言は

には参加者が多く、発言を求める人た

気がする。でも、会期が短く、その割

的にはアジアに不公平であったような

るものの、空席が目立ったので、結果

会場の座席の数は八○○と限られてい

のことであった。実際には、なるほど

ランダのＮＧＯ）が出席を制限したと

は、ＮＧＯの数が多いので主催者（オ

た。この理由はと尋ねると、アジア

いなというのが偽らざる感想であっ

く、アジアの声があまり反映していな

報告者にはアジアからのＮＧＯが少な

かを訴えた。あらかじめ選ばれていた

カイロ行動計画実施の努力をしてきた

出版物を配付して、いかに自分たちが

と、世界の国会議員は非常に活発で建

ればならないのは、カイロ行動計画の

たのみであった。従って、ここでの主

口問題が横たわっていることを確認

設的な討論をし、その内容も意気込み

資金需要を速やかに満たすという努力

な活動はどうしても「廊下トンビ」に

勢和子議員・堂本暁子議員・小宮山洋

もＮＧＯのものを上まわったというも

である。自国の経済不振を理由に、人

さんを含め、日本の出席者はそれぞれ

のであった。議員フォーラムの報告は

ＮＧＯフォーラムには、世界中から

世界各国の出席者たちとの個別打ち合

ならざるを得ず、ＩＰＰＦの池上清子
だが、桜井議員によると議員フォーラ

約八○○人の代表がつめかけ、それぞ

わせや交渉を活発に行った。ＮＧＯ

類への先行投資を怠ってはならない。
ムには一○一一一カ国から二一○人の議員

れ熱弁をふるい、セミナーを開催し、

日本の桜井新議員によってなされたの

が参加し、地球規模問題の根底には人
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しない人間開発のパートナーとなった

ＮＧＯはカイロ以来、押しも押されも

演、発言を聞いていて感じたことは、

したものである。基調講演や一般の講

すがはうまいものだと、大いに感心を

や子供たちへの思い入れであった。さ

第一夫人としての誇り、それから女性

女の演説のテクニックのうまさ、米国

た。演説を聞いていて感じたのは、彼

自信を持って働いてほしいと語りかけ

も女性のため、世界人口問題のために

いことは山積しているので、これから

してきた、でも、やらなければならな

民社会団体はカイロ以来立派な仕事を

ン夫人が演説を行い、ＮＧＯや他の市

フォーラムでは、ヒラリー・クリント

だよう会議に多くの笑顔をもたらした。

ために使うと発表、資金不足の憂鯵のた

イッ氏が二十二億ドルを人口と健康の

ＧＯ会議と時機を合わせて、ビル・ゲ

であろう。活動資金といえば、このＮ

員すべく、幅広い啓発活動を行うこと

ため将来に目を向け、必要な資金を動

きかと明記しているので、その実現の

カイロ行動計画が何を何時までにすべ

どである。これからの宿題といえば、

人口問題解決に日夜努めていることな

を抱えてはいるが、献身的な人たちが

資金が潤沢ではないので、様々な制約

「自信」を持ってきていること、活動

い「良い」仕事をしていてそれなりの

ということ、ＮＧＯでなければできな

る社会通念を変え、彼らが責任ある社会

た。これからは若者たちの性行動に対す

意識の高さには感心するものが多かっ

米諸国からの若者たちの活発な発言と

感じた次第である。カリブ海地域・ラ

蓋ということはなくなるのであろうと

が社会の隅に押しやられ、臭いものに

が、どうもこの会議以降は、若者たち

純潔のみが強調される風潮であった

タブー扱いが多く、性教育も不十分・

は、若者のセックス、行状といえば、

あるという声が大きかった。今まで

問題解決のための運動に参加すべきで

たちのことでもあるし、もっと、人口

い」との報告があった。将来とは自分

しての立場が今回与えられたのが嬉し

をつくり出していかねばなるまい。それ

人として対話が可能になるような仕組み
１ラムからは、

道な集団ではな

グ・フォーラムには一七七カ国から首

蓋を開けてみると、八日からのハー

にしても、日本から誰もこのフォーラム

い。責任を持って

脳や大臣を交えた政府代表の参加があ

「自分たちは問題

大人たちと対話が

り、ガーナのローリング夫人とエル・

に参加しなかったことは残念であった。

できるし、共に行

サルバドールのアギレ・デ・カルデロ

ばかり起こす無軌

動がとれる仲間と
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若者たちのフォ
1931年静岡県生まれ。
〈現職＞２１世紀の人類と地球の将来を考
える会「2050」代表、地球環境
平和財団運営委員、コモン・ア
ジェンダ円卓会議委員

●北谷勝秀<きたたに．かつひで＞

学。

〈学歴＞玉川大学文学部卒、立教大学大
学院博士課程中退。ニューヨー
ク市ニュースクール大学院留

〈職歴＞インドネシア、パキスタンの国
連開発計画代表補、国連本部第
１部長、国連在ミャンマー常駐
代表、国連事務次長補、国連人
ロ基金事務局次長、国連開発計

く主な著書＞「世界人ロ問題一国際的枠
組みの成果と課題」（共著）世
画・国連人ロ基金上席顧問

界平和研究所

ＮＧＯフォーラム出席の
クリントン夫人

・ライッの推進、④

びリプロダクテイブ

クシャルヘルス）及

ス（含家族計画・セ

ロダクテイブ・ヘル

メント促進、③リプ

び女性のエンパワー

ンダー平等、公正及

の環境整備、②ジェ

行動計画実施のため

題となったのは、①

で始まった。特に議
ないという大前提で始まった。特に議

得ている根本的な問題を再び蒸し返さ

しい問題に関する交渉やすでに合意を

カイロ以後五年間の経過を検討し、新

がなされていた。この政府間会議は、

政府との対話がやりやすいように配慮

と活躍の場が多く与えられ、ＮＧＯと

以前の期待と異なって、ＮＧＯの参加

参加が会議を盛り上げた。また、会議

リー・クリントン等の第一夫人たちの

若い女性の場合は年輩の男性によって

き盛りの人や若い女性が次々と倒れ、

かにエイズの蔓延が強烈であるか、働

で聴衆の耳をそばだてさせたのは、い

る私には感慨ひとしおであった。ここ

士を除けば全員女性で、国連の昔を知

壇上は、エイズ合同計画のピオット博

び国連副総長）による報告があった。

金、国連エイズ合同計画、ユニセフ及

事務局長（世界保健機関、国連人口基

あった。引き続き、関係国連諸機関の

に少なからずショックを与えたようで

込んで上品に構えていた政府代表たち

表現であったため、黒っぽい背広を着

のであったが、非常に具体的、大胆な

様々な問題を訴え、啓発を旨としたも

上国の若い人々に、「人口」に関わる

ちによる寸劇であった。この寸劇は途

長たちの基調講演と、カリブの若者た

総長、サディック国連人口基金事務局

ンダの開発協力相、同保健相、国連副

幕開けは前述の第一夫人たち、オラ

あったが、特に印象に残ったのは、カ

のが多く、聞いている方には苦痛で

ういう成果があったかという論調のも

実現に向けて努力をしたか、また、ど

て自国がいかにカイロ以後、行動計画

伝えてきた。総会の一般演説は、概し

表団の積極的な関与に感謝すると私に

好評で、特に人口基金事務局は日本代

局などの日本に対する評価はすこぶる

な意見を多数述べた。関係各国、事務

員会での活発な討議に参加し、建設的

国の代表団はいち早く演説を行い、委

記項目別に実質討論が行われた。我が

という持ち時間で演説、委員会では上

れ、総会では政府代表が一カ国五分間

政府間会議は、総会と委員会に分か

ふるった次第である。

あったかと、改めてその猛威に怖気を

の蔓延は知ってはいたが、これほどで

国々が多いことが報告された。エイズ

に水泡に帰すという状態になっている

までかかって築いてきた努力が、一気

ラ以南では寿命が大幅に短縮され、今

ぼしているということであった。サハ

パートナーシップ強

感染させられる場合が多く、また、そ

イロ以後、アフリカの数カ国で女性の

跡調査、という五つの項目であった。

化、⑤必要資金の動

れが生まれてくる子供たちに被害を及

ン・ソル夫人、さらに、米国のヒラ

員と資金の流れの追
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次いでマスコミ関係に対して、政府の

いっても言い過ぎではないであろう。

れで日本の評価が大いに高まったと

ＧＯ側は大変な満足感を表明した。こ

し、非常に活発な質議応答があり、Ｎ

る。これには八○を超す団体が参加

による対話を行ったことがあげられ

えてのお話し」と銘打って座談会形式

し紹介すると、先ずＮＧＯと「海を越

日本の代表団のハーグでの活躍を少

ということである。

どと世の中はすっかり変ってしまった

ではなく女性の基本的人権の問題、な

ッの定着、「人口」とはもはや人口数

滅、リプロダクテイブ・ヘルス・ライ

ス」という言葉にまつわる忌謹感の消

シップの確立、「セクシャル・ヘル

たのは、ＮＧＯと政府のパートナー

うことがいえよう。今度の会議で感じ

度に、革命的な変化をもたらしたとい

去、人口問題に対する様々な政府の態

会議は、人口問題に関するタブーの除

かなように、カイロの国際人口・開発

という報告であった。これからも明ら

性器削除の禁止を制定するにいたった

持つことが可能であったであろう。さ

表団全員で日本の評判を高める機会を

かったと思う。そうすれば、もっと代

てもう少し準備と打ち合わせがほし

い。ここで欲をいえば、出発に先立っ

審議官の活躍に心から敬意を表した

する賞賛に変ったのであるから、赤坂

かったのみでなく、むしろ、日本に対

た。今回はこれらの点は問題にならな

の感謝と評価は「嬉しい驚き」であっ

いたから、この国際社会からの日本へ

になるのではないかと密かに覚悟して

に関する認可問題などから、防戦一方

いことだし、バイアグラと低用量ピル

日本は人口関係への拠出が増えていな

ある。私は出発前には正直にいって、

うという態度が高く評価されたもので

極的にＮＧＯやマスコミと対話をしよ

手さ、タイミングの良さ、それに、積

赤坂審議官のプレゼンテーションの上

の観測では、外務省総合外交政策局の

ころが大いにかわれたわけである。私

拘わらず、努力を続けているというと

対話となった。経済状態が悪いのにも

方針を説明。これまた、盛り上がった

けになろう。

が政府の行動計画目標達成の大きな助

在よりもつと整えることにより、それ

可欠で、そのための官民協調体制を現

日本のＮＧＯの国際社会での活躍が不

本が英雄になる機会はある。同時に、

会での討議に注目が集まる。まだ、日

開発委員会、六月末の国連人口特別総

ニューヨークに移り、三月末の人口・

に応える必要がある。この後、舞台は

る期待感は大きい。日本はその期待感

国際社会が、経済大国の日本によせ

官が証明した次第である。

であると感ずる。それを今回赤坂審議

く、智慧と積極的な働きかけが不可欠

いくのにはあまり一お金」は必要でな

立場を確立し、国際世論を引っ張って

いを見ていると、国際社会で指導的な

と思う。様々な国の発表を聞き、振舞

たら、日本は英雄になっていただろう

立するというような発表を本会議でし

人口問題解決のための信託基金でも設

る拠出を増やすとか、または、特定の

「お土産」として国連人口基金に対す

らに、少しの金額で良いのだから、
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小宮山洋子
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ヨークで開かれる予定なので、その準

ため、六月に国連の特別総会がニュー

際人口開発会議から五年目の見直しの

四年にエジプトのカイロで開かれた国

準備会議に出席してきました。一九九

ランダのハーグで開かれた人口会議の

二月三日から八日までの六日間、オ

が、向かいのホテルからの往復だけで

日会議に出席するだけの滞在でした

のハーグは、落ち着いた街並みで、連

ことがほとんどなためです。オランダ

ように、国際会議は途上国で開かれる

プト、女性会議はケニアと中国という

めてでした。国際人口開発会議はエジ

いたにもかかわらず、ヨーロッパは初

口と開発の問題は解決しない。

と対等な地位が与えられない限り、人

すます重要になっている。女性が男性

人口は六○億人を超え、人口問題はま

サディク事務局長の、「今年、地球の

一日目は、ＵＮＦＰＡのナフィス・

だということでした。

たる健康、その権利を守ることが必要

リプロダクテイブ・ヘルス／ライッと

リプロダクテイブ・ヘルス／ライッ

さて、国際議員フォーラムは、オラ

高齢者への社会的・医学的サポートが

も、心地よくなる滞在でした。店がす

備のために開かれたものです。

のは、国際議員フォーラムで、四日か

ンダ議会が開かれる中世ヨーロッパ風

必要だ」という力強い基調講演があり

の情報とサービスが提供されなければ

ら六日までの三日間開かれました。世

の塔などもある趣のある建物で開かれ

ました。

日本からは、自民党の桜井新議員、

界の一○五カ国から二五○人の議員が

ました。会議では、カイロで各国が合

その後、行動計画実行の現状とその

ならない、というカイロの合意を忘れ

参加しました。私と堂本議員は、ＮＧ

意した行動計画の実施状況をチェック

制約、リプロダクテイブ・ヘルス／ラ

べて午後五時には閉まってしまい、

Ｏフォーラム（六、七日）にも、二日

し、さらに進めていくための話し合い

イッの現状、ジェンダーと人口の政策

谷津義男議員、能勢和子議員、参議院

とも出席することができました。その

が持たれました。カイロでの合意は、

変化の評価、若者と高齢者、食料安全

皆、自宅で夕食をとるということで、

他、ハーグでは並行してユースフォー

人口問題の解決と持続可能な開発のた

保障・人口と持続可能な開発、経済危

の会の堂本暁子議員、そして私の五人

ラム、八日からは政府代表による国際

めには、女性のエンパワーメント（力

機と人口、資金の動員と国会議員の役

てはならない。特に、思春期の若者の

フォーラムが、それ以前の三つの

をつけること）が大切で、リプロダク

割の七つのセッションが二日間にわ

日本との違いに考えさせられました。

フォーラムからの意見も受ける形で開

テイブ・ヘルス／ライッⅡ何人子ども

たって開かれました。各セッションと

が参加しました。五人全員が出席した

かれました。

を持つか持たないかを含め、生涯にわ
私は、ＮＨＫで二十六年仕事をして

詔
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も、数人のスピーカーの話の後、会場

員会の委員として、夜遅くまで活躍さ

の問題だ」と言われました。会議の新

らの援助にも使えない。これは世界中

また、堂本議員は環境問題について

日本のダブルスタンダードという見出

れました。

いうことになっていました。会場から

発言され、谷津議員は農業の問題で発

しで記事が載りました。

からの質問や意見を一人二分ずつでと

発言者があまりに多く、時間内に納め

言され、みな、役割を果たしたと思い

聞「弓四国回し困曰四目三国の一にも、

るのに議長が苦労するほどでした。

年齢化していることもあり、性教育の

があること、特に、各国で性行動が低

が、もっと財源がふりむけられる必要

けて努力され、成果も上がってはいる

低用量ピルが認可されていないたった

した。「日本は、国連加盟国の中で、

る形で、低用量ピルについて発言しま

のスピーカーに避妊の選択肢を質問す

私は、若者のセッションで、途上国

者の参加がなかったのは、残念でし

が遅かったこともあって、日本人の若

が強い中で、日本には情報が伝わるの

思決定の場に参加させようという傾向

され、若者のフォーラムも開かれ、意

者）が、特に最近の国際会議では重視

ユース（十代後半から二十代の若

重要性や、多くの避妊の選択肢が用意

一つの国です。バイアグラは六カ月で

た。これからは、こうした視点も欠か

ます。

され、アクセスしやすいことなどが強

認可されたのに、低用量ピルは三段階

せないと思います。

会議の中では、行動計画の実施に向

調されました。

目の治験が終わって十年以上たつのに

員が運営委員会議長として活躍され、

際家族計画連盟）の人からは「日本で

じられない」と言われ、ＩＰＰＦ（国

ニュージーランドの女性からは、「信

大きな拍手がわきました。ドイツや

すると、それまで静かだった議場から

必要があります」という趣旨の発言を

択肢を広げるために、すぐに認可する

ブ・ヘルス／ライッを守り、避妊の選

認可されていません。リプロダクテイ

た。

ですが。とても収穫の多い会議でし

驚いていました。当然のことと思うの

館の人たちが、観光も全くしないので

すべて会議に時間を使いました。大使

も含めて話してくれました。滞在中、

厚生大臣の時に認可を考えていたこと

ています。菅代表も、定例の会見で、

を、国会でも質問していきたいと思っ

確実で副作用の少ないピルの認可

”

日本から参加した議員は、桜井新議

谷津議員と堂本議員は、宣言の起草委

低用量ピルが認可されないと、日本か

成践大学
参議院議員（民主党）

●小宮山洋子くこみやま･ようこ＞

元ＮＨＫ解観委員、アナウンサー

参議院労働・社会政策委員

Ｉ■１

コ壷

｜玉一浦匡人口は何町皿舩爬△委扁

日まで韮
ＩＴＬハロＨＪ二一’十－国一

）詞二連●人口健脚、

として、二つの会議を代表●して各国政

際議員フォーラム（ＩＦＰ）事務総長

←（’一一一一．一Ｆ」》｛》》．』」十一》’（や｝一埒（｝・’一一・イ｜い｝．．．【一｛Ⅷ叩診＄一（．｛｛》？．‐

を行い、国連事務総長報告の中にはっ

会議員フォーラム代表の立場から提言

を持ったものとなるべきである一と国

人口問題の持つ長期的な視点と一貫性

という視点で形成されるのではなく、

終準備会議が、

府代表の意見表明の直後、二十四日午

きりと反映していただきたいと要請を

Ⅱ‐．‐｜〒い‐‐碗》｜ｒ←咄．‐わ―か．ザ〈ご坐汗ト→》‐．『一年‐．．．】．｝・・升・・．》．』‐｝．．’‐

部で三月二十四

後にＮＧＯとして最初の声明を発表し

行った。

。‐‐戸。。」叱二」｜宮一宮壹一Ｌ‐し。‐一｝〈一宮‐、‐乱’一‐一一一

催された。同会
た。

〔画一・」〉・一｛｛｝｛曰一一一一一へ一一一一一」’一一〉．｜一一一一一（一二（Ｊ・霜・一

七月一日に開催

十．・・・’一・Ｌ｜か汗」」，・簸価準汁鰭獣薄・丁十・．．

ョ‐‐ョ｜冒冒五｝二ＰＰｃ「ョグニョニョョョ■司冒、Ⅲ▲冴乍一㎡ｒ守脾小冒０ョＰ冒凸ョ－Ｊ■

会のための最終
国連事務総長報

された国際人口開発会議行動計画の目

感謝、国会議員としてもカイロで採択

総長報告案へ反映されたことに対し、

し、話題を呼んでいた。しかし、基本

会議行動計画そのものの見直しを要請

として参加し、カイロの国際人口開発

庁の意を受けた団体が、様々なＮＧＯ

また、今回の会議では、ローマ教皇

国の意見調整を

標を達成するために、「今後．とも積極

的に今回の特別総会は、新しい行動計

桜井議長は、議員会議の成果が事務

、アジアを代表

的に働いていく」とその決意を述べ

画を作るものではなく、あくまで進捗

的は、国連人口

山崎大使が選ば

た。

唖広匡

ｎ口＋牛南堅忍以歸桐伴い圭蚕か

役員は、六月の

訓肌舩陀ムエ脾トに

知叱泊干催Ⅲムエ雪呼び

惠展』へ》生ロ（季

撰

・衆議院議員が

っている。

へ組み込んでい

峰日本の意見

ており、日本が

の取り纏め作業

するためにも、それら様々な立場から

る者としては、持続可能な社会を実現

とはいえない。人口問題に携わってい

成され、必ずしも整合性を持ったもの

は、それぞれの立場や利害関係から形

ルールを含む様々な国際協定や条約

事務総長報告案について、「貿易

どうかが、それに反対するローマ教皇

娠を防ぐ薬を避妊方法として認めるか

までの期間に着床を阻害することで妊

また、これに関連して、受精後着床

ある。

そのものの見直しは行われない模様で

出しが目的であるため、この行動計画

状況に対する評価や今後の課題の洗い

事趣功妙爬匡戊邦扣生□二

人口と開発に関

形成された食料貿易、環境問題をはじ

庁の見解ともあいまって準備会議での

肌く４ＰＰＰう

〃ん△

するアジア国会議員フォーラム）識

めとする国際ルールが、短期的な利害
’｜｜・・‐Ｉ‐｝４Ｐ‐‐ｒ》ご繩‐‐‐・‐↑ＰチＤ旱｜α‐・◇‐Ｆ・・Ｄ‐⑤‐Ｆ‐４勺・‐｜’｜‐「」｜｜‐｜Ｌ・‐Ｌｒ
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財団法人アジア人口・開発協会

焦点の一つとなっていた。

長、国際人口開発会議評価のための国

誠■垣・副議檮

馴瓢掴

亜叩一一一一

訂
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雪形、論I堅
日本大学人ロ研究所名誉所長

黒田俊夫

少子化・高齢化論の転換Ｉ逆三角形論理の主張ｌ

・序説人口爆発の世紀１人類史の分水嶺Ⅱ’九五○～二○五○Ｉ
●第二節

一、 基本的認識の不足と誤謬

｜｜、 日本人ロプロファイルの逆三角形化

一一一、 人口の年齢構造錯覚
四、 人ロモメンタムの法則

第三節高齢化戦略

対し、子供一人という異常な構成を示
第二次大戦後の一九五○年頃には○

三二・一一一％にまで増大するのに対し、

傾向を続け、二○五○年には老人は、

すに至った。しかも、この構成は逆転
～十四歳の子供人口が全人口に占める

子供人口の割合は減少を続け、二○五

、高齢化の危機指標

割合は三五％、他方六十五歳以上の高

○年には一三％に縮少する。老人は子

およそ想像を絶する社会の出現であ

齢人口の割合は五％にすぎなかった。

急速に進行し、一九九七年には遂に六

る。高齢人口が子供人口以上に増大す

供の二・五倍に激増するものと予想さ

十五歳以上人口が○～十四歳の子供人

る時機は、高齢化の後期として重大な

いいかえれば子供七人に対し、高齢者

口を上回った。どちらも全人口の一五

関心と対策を必要とする警告の指標で

れる。

％水準である。戦後の老人一人に対し

ある。さらに、高齢化対策において留

は一人であった。ところが、高齢化が

て子供七人という構成から老人一人に

3１
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第１回の目次

を上回る。このことは、高齢者の介

口の一六一○万（全人口の一三・一％）

口の一四・一％）に達し、前期高齢人

年に後期高齢人口は一七二七万（全人

る時期である。日本の場合、二○一一二

七十四歳の前期高齢人口を上回るに至

呼ばれる七十五歳以上人口が六十五～

脱却した発想が必要となる。頭でっか

ことを意味し、伝統、慣習、制度から

べての社会の機能が基本的に変化する

の組織、経済システム、家族制度等す

まうことであろう。このことは、社会

の富士山型が完全に逆三角形化してし

人口ピラミッド、いいかえれば、従来

とは、日本人口の高齢化が前例のない

た、高齢化対策について特に重要なこ

冬号、必１町頁）を参照されたい。ま

上とする区分である。高齢人口を七十

十～七十四歳、高齢人口を七十五歳以

人口を○～十九歳、生産年齢人口を二

た年齢区分の修正である。それは子供

九九九冬号、認頁以降）において述べ

極の社会⑪、『人口と開発』肪号、一

点は前号（黒田論文、高齢化社会は究

ればならない。そのような対応の出発

に対応した社会システムを構築しなけ

ることが不可避であるとすれば、それ

ように正三角形から逆三角形に激変す

う。人口の年齢構造が、すでに述べた

護、生活保障等の問題が深刻化するこ

ちの逆三角形の人口構造は、今までと

五歳以上とした理由は、日本人の平均

は本誌の前号（’九九九年一月、川舶

とを意味している。高齢化の第二の危

は異なったシステムと、そのための意

寿命が男女平均で八十歳に達している

意すべきは、いわゆる後期高齢人口と

機を示唆する指標である。

識革命が必要であろう。

慮して新しい年齢区分を取り入れ、高

必要であると考えた。日本の現状を考

と一致しているかどうかの検討がまず

基礎としているため、その区分が現状

口高齢化は、元来慣習的な年齢区分を

の超高齢国（二五％）になる。この人

早まり、二○二○年頃にはほぼ世界一

達しており、かつ今後高齢化の速度は

在すでに先進諸国の中でも高い水準に

周知の通り、日本人口の高齢化は現

経済的不安が生ずるのは当然といえよ

化を適用すれば、そのような社会的、

長線上に人口の少子化、高齢化の就業

ム、制度、慣習が不変だとし、その延

的活力の減退である。すべてのシステ

力人口の高齢化による経済衰退と社会

問題は、第一労働力人口の減少と労働

て、一般的に最も懸念されている基本

てふれておこう。高齢化の進行につい

ていくための最も基本的な戦略につい

ここでは特に日本の高齢化に対応し

でも働くことは、西欧文化とは異なっ

含め、アジアの多くの諸国で、いつま

いこと等である。また、特に日本人を

されており、退職後の就労継続者が多

こと、高齢者の健康状態も著しく改善

も約三○％（二八・六）に達している

％と半分に近く、七十五～七十九歳で

に達しており、七十～七十四歳で四三

十九歳（男）で約六○％（一九九五）

十四歳（男）で約八○％、六十五～六

こと、労働力化率が定年後の六十～六

一一、高齢化戦略

齢化の分析を行った。この点について
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高齢化社会は究極の社会

量,68､

れほど心配はいらない。第一は高齢人

しかし、労働力の絶対量についてはそ

大の課題は労働力不足の問題である。

高齢化社会の持続的発展にとって最

、高齢化の量的戦略

略と質的戦略とに区分して述べてみよ

う。ここでは高齢化対策戦略を量的戦

たアジア的価値観でもあるといえよ

にすぎない。

九九四）、フランス｜・二％（一九九四）

五％（一九九三）、ドイツ一・七％（’

でも九・○％（一九九四）、イギリス三・

九九五）に対し、高いアメリカ合衆国

の労働力化率も日本の一五・七％二

四）にすぎない。女性の六十五歳以上

リカ合衆国でも一六・七％（一九九

一・九％（’九九四）、比較的高いアメ

七％二九九四）、フランスはわずかに

リス七・四％（’九九三）、ドイツ四・

生活水準を保障されることになる。し

解放され、公的年金によって基本的な

なって定年退職制の下に所属組織から

システムは核家族化し、高齢にとも

しかし、近代社会においては、家族

すべてにわたって保障される。

も、家族という共同体の中で、生活の

れ、身体的、精神的障害におちいって

の経験と能力を生涯にわたって活用さ

単位の労働システムの中で、老人はそ

三％となっている。農業社会では家族

上高齢人口の労働力化率は四一・九％

えば、男性についてみると六十五歳以

先進諸国に比較して著しく高い。たと

して日本人の高齢人口の労働力化率は

十五～六十九歳四一

く（五八・二％）、六

人口では六○％に近

退職年齢の六十歳から六十四歳までの

果によってみると、男性の一般的定年

ことである。一九九五年のセンサス結

働力化率が、超高年齢においても高い

かつ、注目すべき点は、高年齢の労

由があげられる。働くことについての

入の補足のため〃といった積極的な理

斐がある“”健康のため“、あるいは”収

多くの世論調査は”働くことに生き甲

における〃働く“ということについての

る。高齢者に定年退職の年齢や定年後

を希望するには、いろいろな理由があ

ではない。定年退職後においても就業

かし、この保障は必ずしも十分なもの

》つ。

口の労働力化率の視点である。幸いに

（’九九五）と高いのに対して、イギ

・九％、七十～七十

日本人の価値観には、仏教、儒教等の

老年層において増加傾向が生じる・い鐙

層から中年層へと移動し、他方高年、

労働力人口の絶対数の減少は、青年

四歳で二七・七％、

十五歳以上でも四・

十四歳九・七％、八

七・○％、八十～八

文化的背景がある。
学博士

七十五～七十九歳一
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1909年兵庫県生まれ、経済学博士。
観職日本大学人ロ研究所名誓所長、

●黒田俊夫く<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
人ロ研究所留学、中国吉林大学名
誉教授、韓国東亜大学校名議経済
㈱アジア人ロ･開発協会理事

<職歴＞厚生省人ロ問題研究所長、日本

<主な著書＞「人ロ問題の知識｣(共著）
日本経済新聞社、「日本人の寿命」
大学教授、同人ロ研究所長

生きる」東洋経済新報社、「日本

日本経済新聞社、「高齢化社会を

人口の転換構造」古今書院

九五年よりも五○○万人近い増加にあ

労働力人口は八○○万人に近い。’九

される）したとすると六十五歳以上の

働力率が四五％に上昇（可能性も予想

人以上増大することとなる。もし、労

九九五年の三一四万人よりも四○○万

男労働力人口は七四○万人となり、一

不変と概定してみると、二○二五年の

九九五年の労働力化率、四一・九％が

あり、また社会活動の均衡ある展開に

部のセクターでは重要な必要労働力で

ある。若い労働力の減少は、企業の一

第四の労働力補給源は、外国移民で

あるが、考慮の余地のある視点である。

ない労働力で足りる。単純な計算では

で足りるという計算になる。二五％少

を必要とする事業をこなすには七五人

命が八○年になった場合、同じ労働力

力は六○○○人年である。しかし、寿

必要とした事業があるとすれば、労働

この高度化した高齢化人口の個性に応

高齢化社会の最も重要な基本戦略は、

歴、社会的経験である。したがって、

著しい特徴は、高学歴化、多様な職

現在ならびに将来における高齢者の

にあるといえるであろう。

の活性化は、高齢化の質の高さ、向上

不可避であるとした場合、高齢化社会

問題の焦点は、高齢化の量的側面は

能であろうか。

活力のある高齢化社会はどうすれば可

であろうか。また、そうだとした場合、

と考えられがちである。果たしてそう

たる。

も重要である。国内労働力で不足する

じた効率的な活動をいかにして実現す

る。六○年の人生で一○○人の労働を

きいのは、女子の労働力人口である。

場合、労働力の過剰気味の国との協力

るかにあるといえるであろう。

ま、かりに、六十五歳以上の男子の一

女子の労働力化率は、近年二十五歳以

による労働力移民を検討することも必

第二の労働力人口増加の可能性が大

上のすべての年齢層において増大傾向

要となる可能性がある。

このような高齢者の生産的高齢化

が持続している。家庭の主婦の労働市

延べ年数の増大である。｜般には理解

著しい延長にともなう労働力としての

することが予想される。

女平等社会への進展と共に急速に増大

抗力の弱い、弾力性の少ない弱者の人

平たくいえば、社会的に、経済的に抵

い、高齢人口の多くなる過程である。

口の年齢別分布が、子供人口の少な

人口の高齢化は、社会を構成する人

②高齢化の質的戦略

京都が一九九五年に行なった健康調査

六十五歳以上の高齢者について、東

とっても重大な歳出項目である。

ても最大の関心事であり、政府行政に

個人にとってもまた高齢期の老人とっ

水準の継続または増進である。それは

のもっとも重要な課題は、高度な健康

（ｂ『。』冒冒の、四口、）を達成するため

しにくい点であるが、人間の平均寿命

口集団といえるかもしれない。少なく

（表１参照）によると、男性では”非常

場への進出も、学歴の一層の向上や男

が六○年である時代と八○年となった

とも活力の劣った社会への転換である

第三の労働力補給源は、平均寿命の

時代における労働可能年数の違いであ
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11.7

■０●■，■

40.5

７０～７４

７２９８８３

60.9
15.3

もないとして、特に八十歳以上におい

てこの比重が一○％を超えて高くなる

辮五～六十九では八○％（七九．

留意することの重要性を示唆してい

ても、八十歳以上の超高齢者の増加に

ことである。高齢者の医療対策におい

く二％）と著しく一局く、七十～七
墾曰

続

五歳以上としたことの一つの理由とし

繩い。八十五以上になって初めて

て、七十～七十四歳の〃非常に衰えた“

ものの割合がなお男では三・六％、女

”非常に良い〃と〃普通“を合計した割合

では三・四％とかなり低いこと、また

絵五○％を割っている（以上表
識ｌ）・

も七十～七十四歳では男性は七○％を

八・五％）に近い高率を占めているこ

年

東

度ここで注目される傾向は一非

超え（七○・九％）、女性も七○％（六

＃

る。本論文においても、高齢者を七十

鑑十四でも七○％を超え（七○・
鑛九）ている。七十五～七十九、
蕊八十～八十四で六○％前後と高

轍この〃非常に良い“と”普通“の
庫合計を年齢別にみると男性六十

よりも多いことを示している。

ものではないが、ほぼ類似した状態を

８５以上

１８４【Ｉ２５

5.8

10.1

●□９●中●

32.2
34.1

６８５６４６

61.3

55.0

２２２３３３

51.8

45.0

日●●●凸■

9.5

10.0

５７５１２８
２１２３３３

１１

一○２３５０８
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５４４６７戸ｌ

性の場合は”非常に良い“が一一・○

９．２

に良い“が一七・一％、”普通“が五二・

１５１

表現していると思われる。また、「非

６．０

％、”普通“が五三・二％、両者あわせ

２．５

六％、〃やや衰えがみえる〃が二五・一

３．６

常に衰えた」を年齢別にみると男女と

３５

て六四・二％で、男性よりかなり低い

26.6

％、〃非常に衰えた〃が四・八％となって

２．４
69.5

もに年齢が高まるにしたがって、その

21.2
55-2

値を示している。このことは”やや衰

75`8
14.3

いる。”非常に良い“を”普通“に加える

57.7
７０～７４

比重が高くなっていることはいうまで

18.1

えがみえる“や”非常に衰えた“が男性

６５～６９

と七○％（六九・七％）に達する。女

４．８

７５～７９

８０～８４

９９０１７６
６７［０１６５４

685

２０８６３７

72.3
11.0

吋常に一衰えた」が男で四・八％、

平女で五・五％となっていること

地方県における高齢者調査として、広

照）。東京に対応する地方の高齢者と

島県の行った大調査がある（表２参

住高齢者を対象としたものであるが、

本調査は、東京という大都市圏の居

とである。

》で、これは六十五歳以上人口の
錘〃寝たきり老人“の出現率が五％
罰ないし六％といわれている数値
殿に対応していることである。
ｒ

粋「非常に衰えた」という意味は
資”寝たきり“の状態を意味する

3５

64.2

女

６５～６９

高齢者の健康状態（東京都、1995）
表１
長

BＩ

､表２広島県高齢者の健康調査（1997）

15,864

7,394

7,237

14,631
100.0

７２．６

２０．８

ａ４

１．６

Ｌ６

31
100.0

８５．７

１２．３

Ｌ２

０４

ｑ４

0.9
100.0

７８．５

１８．２

Ｌ９

０８

ｑ６

１．４

100.0

６８．８

２５．２

３．３

１．４

Ｌ２

２．６
100.0

４９．９

３２，６

８．５

４．４

４．５

８９

鋼繍

97,126

年齢別

338,261

実構

465,832

資料：統計の泉、６月号VOL49,Ｍ575,1998、在宅高齢者の生活実態について、Ｐ､17.

備考：．生活自立（ランクＪ）,’はなんらかの身体的障害等を持っているが、日常生活はほぼ自立しており、独力で
外出する人、￣準寝たきり（ランクＡ)”は室内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しな
い人、“寝たきり（ランクＢ)”に屋内での生活もなんらかの介助を要し、日中もベット上での生活が主体で
あるが、座位を保つ人、“寝たきり（ランクＣ)”は１日中ベットの上で過ごし、排泄、食事、着替えにおい
て介助を要する人。

等の差異による影響とも思われる健康

の著しい発展の差別あるいは生活環境

水準の差がみられる。東京では六十五

いう特色があるが、これは健康状態を
より一層正確に把握する方法を採用し

歳以上人口の六七％が健康であるのに

－－－

東京都

66.7

75.8

69.5

61.3

55.0３４．７

広島県

72.6

85.7

78.5

68.8

４９．９

にランクＢ、ランク

たきり“（これをさら

”準寝たきりＡ“、〃寝

”生活自立ランクｊ、

とする根拠がここにもある。

あることは、高齢人口を七十五歳以上

十五歳未満までは八○％以上が健康で

い開きはあるものの、六十五歳以上七

地域によって健康水準にかなり著し

東京都の調査では、六十五歳以上の

比較はできないが、

ているため、厳密な

健康の定義が異なっ

東京都の場合とは

てまた他方において寝たきりや慢性的

る。また、健康である者の増大、そし

化する余地はまだかなりあると思われ

ているのは四二％であるから、労働力

て、六十五歳以上の男で労働力となっ

男性の七○％が健康であるのに対し

広島県の催準犀な人を

疾患による労働能力を喪失する割合を

労働力減少に対する最も重要な質的

璽泉都の非常に良い“
してみると、上の表

な対策は、治療、予防以上に健康の維

軽減することも期待されるであろう。
３の如くである。男

持・増進に対するものである。このこ

老人医療費の緩和にも貢献することに

女合計についての年
東京都と広島県と

なるであろう。そのためには、個人の

とは、他方において激増を続けている
いう都市化、工業化

齢別比較である。

と鑓自適”の〈昇弘）比較

ている。

る）の三区分を行っ

Ｃに三分されてい

対して、広島県では七三％と高い。

ている点において東京都調査よりもす

訂5面正Ｔ55二面~、二両Ｔ７５二丁｢、4１８

この調査では、〃健康“以外の状態を

ぐれている。

表３東京都と広島県の“健康,'の比較（男女総数）
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早くからの心掛けが必要であるばかり

でなく、民間のセクターにおいても政

府側においても、積極的な対策が重要
である。

ればならない側面である。

三、結論’

～十九、二十～七十四、七十五以上の

新区分を採用した。その結果、最も重

要な変化が生じた。伝統的区分による

と○～十四人口が減少を続け、他方六

歩の著しい情報社会では、不断の研

備、強化である。特に、科学技術の進

技能の再訓練、再研修システムの整

その典型的な象徴的な変化の指標は、

速度を持って世界を先導しつつある。

究極の社会であり、日本は最も先鋭な

以上において高齢化社会は人類の

機時点である。しかし、上述の如く、

影響が新しく烈しさを増大せしめる危

は今後ますます激しくなる。高齢化の

るという逆転が生じている。その傾向

九七年には高齢人口が子供人口を上回

十五以上人口が増加を続け、遂に一九

修、教育、特に大学との密接な連繋の

人口の年齢構造の正三角形から逆三角

年齢区分を改訂すると、この危機点を

三つの提一一一一巨

下に、｜年以上の長期にわたる研究シ

形への転換である。不可避的な逆三角

二○五○年まで先送りすることが可能

労働力の第二の質的対策は、知識、

ステムの構築なども必要である。

形を前提にして次の三つの提一一一一口を行い

となる。これを従属人口指数でみる

第三は個人の生活の本拠が、家族と

たい。

扶養・援助関係構造の転換（黒田俊

全国家族計画世論調査’第一章世代間

の未来”ジェンダー“を越えて’第四回

されつつあるが（毎日新聞社一家族」

力システムが、日本的文化の中で形成

の世代と子供の世代との間の新しい協

に、核家族が一般化した今日では、親

ムの集団であることが必要である。特

できるような密接な協力・援助システ

人が健康で高度な仕事に安定して集中

布区分を作成した。○～十四、十五～

しい変化をも考慮して、新しく年齢分

経済的変数ならびに、これからの望ま

に着眼して、筆者は変化してきた社会

現実に適応しなくなってきていること

齢化の基準となっている年齢区分が、

齢化に変化していく。しかし、この高

急速に多子型人口構造から、少子・高

すでに前号で述べた如く日本人口は

転換ｌ危機から好織へｌである．

第一の提言は、年齢構造システムの

負担構造である。

ことのできない高齢者を中心とした重

であったことを考えると、到底堪える

以前の多子世代の従属人口指数は七○

し、二○五○年には八十人を超える。

と急速に六十人台、七十人台と増大

あった。しかし、二十一世紀にはいる

いう、極めて有利な低い負担指数で

対する子供と老人の合計が四○人）と

日まで四○（生産年齢人口一○○人に

と、伝統的区分では従属人口指数は今

いう集団にある以上、労働力である個

夫、勺・勺・①’さ》］①①②）、労働力の健

六十四、六十五以上の伝統的区分を○

しかし、新しい区分によると、二○

全な確保の観点からも、重視されなけ

３７

五○年までは、ほぼ四○ないし五○の

る発想の必要性を個人、企業、政府が

年退職することはまだまだ保持してい

第三は、男女間の社会的差別、さら

いる。

ばれるｌの有効活用が試みられて

てこの残された活カー余熱と呼

る体力、経験の社会的損失であるとし

に対応するためのあらゆる施策が最も

に年齢についての社会的差別の撤廃で

確実に認識することが重要である。

有利に展開が可能となる最後の好機で

ある。男女、年齢といった生物学的特

低水準が持続することになる。高齢化

ある。まさに、”危機“から”好機“への

性とは別に、社会的な差別が存在する

が経験したことのない社会構造に転換

構造の逆三角形化という、およそ人類

効果的に成果を上げるためには、年齢

第二は、このような重大な転換期に

い。年齢差別の典型的なものは、定年

ているが、なお改善すべき余地は多

用機会の均等化といった努力がなされ

障害となる。教育機会の平等、男女雇

ことは新しい人類社会の構築の重大な

根拠はないといってよいであろう。

定することは、社会的にも理論的にも

ましい。窓意的に特定の年齢制限を設

労働力継続か退職を決定することが望

個人の能力、経験、希望中心に自由に

ての労働力の不足の観点からみても、

日本の高齢化の最も大きな影響とし

転換期である。

していくことに伴う大変化に対応する

私たらの;古砒資金は､躯艇の売り上(↑の３３％に

退職制である。労働力能力と意思を十

TheNipponFoundation

ために、あらゆる慣習、伝統、経済組

曰抑[財団

分持っているにもかかわらず、｜方的

｡

織、社会システムから脱却する意識革

(搬｡蝋7）

に定められた年齢で退職しなければな

を支援しています。

命が必要である。既成概念にとらわれ

日本財団は､ラチャスダー大学(タイ）
の聴覚障害者手話リーダー育成活動

らない。中国においても、六十歳で定

篭もの樅｣の肩威

ることなく、未経験の新事態に対応す

４ナや△十・》・マィノーイマＬ（【ブイ人・亜巽戚）

斗十叱詰の戦え，丙ｉｓｔでい：聴台児瞳●萱・着．

http:〃wwwnippon-foundationcfjp／

よってユかなわれています
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洲を

樹審査管理課長は、①経口避妊薬（ピ

を求める。日本の家族計画援助でも要

長池博子・女性と健康のネットワー

請がありながら、日本がピルを認可さ

の可否について審議を進めている。②

ク委員から、日本人の多くはコンドー

ル）について、平成二年七月以降、製

平成十年十二月二日の中央薬事審議会

ムを避妊具と考えているが、性感染症

れていないため指導ができない状況に

常任部会で、ピルの有効性および安全

にコンドーム、避妊対策には低用量ピ

薬企業から製造または輸入承認申請が

性に関する審議の中間取りまとめが行

ルにすることが望ましい。参加者から

あると述べた。

われ、情報を公開することになった。

ピルを認可するにあたり厚生省と文部

行われ、現在、中央薬事審査会で承認

③常任部会では、ピルの有効性および

省が協力し性教育する必要がある。家

閉会にあたり、堂本暁子議員が「低

安全性以外に、性感染症の感染拡大防

の影響の評価等の様々な観点からの審

用量ピルの即刻認可に関する要望」

族計画相談所をもっと増やしてほし

議が行われており、今後、審議の過程

（案）を読み上げ、三月三日の中央薬事

止、処方医および服用者への情報提供

で逐次これらの審議内容を公開する、

審議会に申請し、宮下創平厚生大臣に

い、などの意見がでた。

と説明した。また、エイズ感染の問

提出することが満場一致で採択された。

のあり方、内分泌撹乱化学物質として

題、性感染症や環境ホルモン等の問題

。。。。

なお、この会議のあと、’二月四日付

が出てきたため、ピルの認可が遅れて
いるが、三月一一一日の常任部会の低用量

け各紙は朝刊で、一斉に「ピル六月に

が、医師の処方で低用量ピルが使える

ピルについて、発ガン性等の副作用に
松本清一・日本家族計画協会理事長

よう実質的審議を終え、六月に開かれ

認可」と報道。三月一一一日の常任部会
は、ピルは世界中で研究された薬で安

る同部会で承認される見通しとなった。

ついて審議が行われると述べた。

全性が高く、早期に低用量ピルの認可
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厚たいもピのアは要期のし井省会健の協ン談議一南で旨

生。とかル認グ、望に挨た俊医等康健会（会室参章安夫
省、かは可ラ性し厚拶・樹薬のを康、１かで議惠性一
澆塵琶差薑云栗宅書で鐸寳壼袋寶鴻目擾蒙讓子の午

鷺：繕:震纏難繩灘識竺
弄騨繩蘆奎睾芝ｗｉ臺輿竈欠盟瀧壽鍔
俊求て討用生（議よを開参謀厚家性女、じ入院本ろ分

篝鑿蕊1５

学区・学校統廃合 をめぐって

大きなインパクトを与えており、改め

は、すでに日本の教育システム全体に

ゆる少子高齢化問題である。この現象

までの例に比べてこれを促す要因は現

ころが近年の少子高齢化の場合、これ

な政策的対応によって処理された。と

統合、臨時定員増といった比較的単純

校・学級の新増設（学区分離）、学校の

若林敬子

て人口問題と教育政策との緊密な関係

代社会の構造、さらには現代文明の特

東京農工大学院農学部
国際環境農学教授

を浮彫りにしている。いうまでもなく

はじめに

〃ら二十一世紀日本人口構造は、社会構造および社会的諸
教育政策の観点から

への影響は、より複雑、より深刻で、

開発政策の中で小学校区とコミューー

育人口の推移と予測を確認、戦後地域

減社会を必至とし、それに伴う就労教

長期的で、二十一世紀超高齢、人口急

近年の歯止めがきかない少子化が、

できないだろう。

複合的で多元的であり、単純には解決

は、福祉・労働問題とからみあって、

少子高齢化に伴う教育政策上の課題

しかも長期にわたるように思われる。
育のあり方に強く関係し、重要な

戦後の日本で、人口構造の変容

》鱒辮怪》溌蝋灘

っ程、学出く口熱意味を持っている。
‐課在農大ゆ人多
九・士現境東のの他

いいのは、著しい変をはじめ社会生活全般のあり方に影響
目しなければならないのは、著しい変

質に深く根ざすものであり、その教育

改題

の将来を展望しようとする時、まず注
ソとする時、まず注関係の基盤にあって、その動向は産業

霞

ｕ構造の動向、いわを及ぼすが、とりわけ福祉とともに教
容をみせている人口構造の動向、いわ

、

政策

i i i i li i
￣

4０

人ロ問題と教育政策

表１就学年齢人口の推移と予測（1945～2050年）
年次
１９４５
１９４６
１９４７
１９４８
１９４９
１９５０
１９５１
１９５２

１９５３
１９５４
１９５５

１９５６
１９５７
１９５８
１９５９
１９６０
１９６１
１９６２
１９６３

１９６４
１９６５
１９６６
１９６７
１９６８
１９６９
１９７０
１９７１
１９７２
１９７３
１９７４
１９７５
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

1989
1990
1991
1992

1993
1994

1995

就学年齢人ロの年次推移：男女合計

６歳人ロ１２歳人ロ１８歳人口

1,613,000１，７２４，０００1,498,000
1,799,0001,712,0001,597,000
1,984,8831,759,687Ｌ615,668
2,009,8001,820,7001,638,900

1,942,300
11990,547
1,635,000
1,530,000
2,323,000
2,443,000
2,479,059
2,239,000
2,063,000
1,926,000
1,800,000
1,700,783
1,706,000
1,606,000
1,507,000
1,540,000
1,599,596
1,567,000
1,549,000
1,563,000
1,608,127
1,679,517
1,788,000
1,440,’50
1,838,750
1,832,161
1,883,824
1,915,608
1,972,712
2,018,008
2,059,391
2,033,501
1,927,675
1,837,317
1,747,341
1,702,670
1,636,472
1,596,267
1,526,126
1,505,947

1,500,764

1,491,824
1,441,446
1,376,260
1,345,102
1,301,715

1,270,889

1,793,8001,695,100
L71L680
1,709,995
L577,000
1,719,000
1,794,000
1,699,000
1,967,000
1,744,000
1,986,000
1,812,000
1,931,926
1,767,466
1,980,000
1,694,000
1,630,000
1,575,000
1,519,000
1,788,000
2,328,000
1,95ａ000
2,459,444
1,949,138
2,470,000
1,888,000
2,231,000
1,950,000
2,054,000
1,600,000
1,919,000
1,503,000
1,813,257
2,295,416
1,692,000
2,422,000
1,695,000
2,450,000
1,605,000
2,222,000
1,512,549
2,053,484
1,586,763
1,910,047
1,622,474
1,813,387
1.594,490
1,708,534
1,572,306
1,707,324
1,584,610
1,624,498
1,641,273
1,536,113
1,680,’27
1,581,635
1,795,777
1,625,721
1,442,055
1,588,779
1,851,076
1,571,265
1,848,293
1,589,821
1,891,717
1,638,350
1,922,411
1,681,425
1,980,376
1,793,689
2,025,959
1,443,841
2,068,981
1,858950
2,035,059
1,850,625
1,927,079
1,894,138
1,839,806
1,922,055
1,750,547
1,978,897
1,710,1161,026,874
1,640,4522,067,972
1,599,5252,035,614
1,53Ｌ２９２1,925,448

1,512,5181,843,657
1,508,3431,758,236

出所：総務方統計局、国立社会保障、人口問題研究所
４Ｊ

就学年齢人口の年次推移(男女合計)：平成9年１月中位推移
年次６歳人口１２歳人ロ１８歳人口
１９９５

１９９６
１９９７
１９９８
１９９９
２０００
２００１
２００２
２００３
２００４
２００５
２００６
２００７
２００８
２００９
２０１０
２０１１
２０１２
２０１３
２０１４

1,270,8891,508,3431,758,236
1,232,160Ｌ492,071１，７１Ｌ139
1,209,7771,440,9271,644,355
1,207,598Ｌ380,3811,599,913

1,183,5171,351,4901,530,252
1,197,6941,312,7651,512,794
1,183,4641,271,0811,508,010
1,204,4661,232,3721,491,767

1,205,208
1,207,780
1,214,037
1,221,691
1,229,228
1,235,142
1,238,674
1,239,385
1,237,051
1,231,749
1,223,764
1,213,468
1,201，’96
1,187,213
1,171,741
1,155,002
1,137,152
1,118,798
1,100,346
1,082,008
1,063,921
1,046,234
1,029,202
1,013,264
998,839
986,201
975,487
966,715
959,803
954,554
950,716
９４ａＯＯ４
946,110
944,733
943,453
942,100
940,457
938,298

1,210,0051,440,657
1,207,843Ｌ380,145
1,183,7721,351,279
1,197,9681,312,580
1,183,7491,270,919
1,204,7681,232,231
1,205,5221,209,881
1,208,1061,207,734
1,214,3761,183,679
1,222,0421,197,887
1,229,5901,183,680
1,235,5141,204,712
２０１５
1,239,0561,205,477
２０１６
1,239,7751,208,072
２０１７
1,237,447Ｌ214,352
２０１８
1,232,1501,222,028
２０１９
1,224.1691,229,586
２０２０
1,213,8741,235,519
２０２１
Ｌ２０Ｌ６０４1,239,071
２０２２
1,187,6211,239,798
２０２３
1,172,1491,237,478
２０２４
1,155,4081,232,１９０
２０２５
１，１３７，５５５1,224,215
２０２６
1,119,1991,213,928
２０２７
1,100,743Ｌ２０Ｌ６６４
２０２８
ＬＯ８２,４０２1,187,687
２０２９
1,064,3111,172,221
２０３０
1,046,6201,155,484
2031
1,029,5851,137,636
2032
1,013,6431,119,283
2033
999,215１，１００，８３０
2034
986,5741,082,492
2035
975,8581,064,404
2036
967,0841,046,716
2037
９６０，１７１１，０２９，６８３
2038
954,92111013,743
2039
951,084999,318
2040
948,372986,679
2041
935,443
946,479975,964
2042
931,750
945,103967,193
2043
927,116
943,823960,282
2044
921,486
942,471955,035
2045
914,860
940,828951,200
2046
907,271
938,669948,490
2047
898,788
935,813946,599
2048
889,508
９３２１２０945,225
2049
879,559
927,485943,948
2050869,082921,854942,598

第二次ベビーブームは昭和五十三～五

七九八）が平成十年二万四○五一校

五年に二万五八七八校（うち分校は四

全国の小学校数でみれば、昭和二十

十五年にやってくるが、四十七年の落

（同五八○）、児童数は二十五年は三

八～三十二年には二○○万人を超す。

通じてみた地域社会と学校、さらには

ちこみ、一四四万人はいうまでもな

二○万人、五十六年のピーク時で二

ティーとの関連、学区・学校統廃合を

最近の中央教育審議会”通学区域の弾力

く、四十一年出生の丙午ユーホートで

お金がかかるから」と少子化Ⅱ子供を

うとしない理由」で「子供の教育費に

１で鮮明である。このような人口変動

の十八歳人口に連鎖していくことが図

学の十二歳人口に、さらには大学入学

六年のタイムラグをおいて中学校入

公立小・中学校の一学級あたり児童

に二○○万人、’一一二・七％も減少した。

万人、今四二万人へのわずか十二年間

三三万人が六十一年のピーク時で六一一

（同六九）（約二割減、生徒数はこの間五

九二万人、そして平成十年の今七五五

生み控える最大の要因が、子供の教育

は、施設としては、ハード面の学校建

・生徒数は、終戦直後の昭和二十三年

ある。平成十年の今日どうやら一二○

に費用がかかりすぎ、かつ進学など子育

設に責任をもって設置主体としての市

〃スシ詰め“期には小学校四五・七人、

万人へと一一一十二年間に四三七万人、三

てに気疲れするといった教育上の問題が

町村にとっては、財政上即刻の軌道修

中学校四三・五人であったが、平成五

万人を数える六歳人口は、二○五○年

深くかかわっていることが指摘される。

正は難しい。人口急増地域での新設と

年には小学校二八・七人、中学校一一一三・

六・七％の減少。中学校数は、同昭和

出生人口の減少は、必然タイムラグ

学区分離、過疎地域での学校統廃合の

四人、ピーク時の昭和三十一年四六・

には八七万人をきる。昭和三十年二四

をおいて、六歳小学校入学児童数、十

困難さ、加えて少子化に向けて全国レ

七人の五割減と小規模化した。

二十五年に一万四一六五校（うち分校

二歳中学校入学生徒数を直撃し、小中

ベルの学校や学級規模の適正をどう考

八万人ピーク時の実に三分の一にまで

学生数を縮小する。もちろん保育・幼

とりわけ過疎地域では、昭和四十六

一八○二）が平成十年一万四九七校

ひのえうま

化“の背景への疑問を言及してみたい。

二、就学人ロの推移と
教育政策
合計特殊出生率が、’九九七年に一

稚園、さらには高校や大学にも影響

えていくか。”ゆとり“が即刻、質には

～平成九年に小・中学生数は五四～五

縮小する。

し、その経営や教員用養成面で〃冬の

結びにくい（例えば図２は人口急増で

六％が減少、一学校あたり児童数は、

・三九まで落ち、「理想の子供数を持と

時代〃を到来させる。

学校増設・学区分離に苦悩した神奈川

一五八人から九七人へ、同生徒数は二

表ｌをみるように、第一次ベビー

県相模原市の推移である）。
ブームを受けて、六歳人口は昭和二十

4２
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人Ⅱ（〃人）

二八人から一四一人へ、わずか二十六
年の間に三八％強の大幅減少となっ

一一一、学校統廃合政策の
三段階

てみよう。学校統廃合の政策とその動

向は、以下の三つの段階に整理できる

（詳細は、末尾にあげた拙著を参照さ

戦後日本の公立小・中学校の学区・

その第一の局面は、終戦直後の「中

た。空教室で”余裕“はできたかもしれ
ないが、遠距離通学者は、小で六・六

学校統廃合問題について、人口社会

jlU

３

２

Ｕ

9０
8５
80
7５
7０

6５
960

年次(西暦

られた。この新通達は全国各地の反対錦

るなと軌道修正し、補助率の差も改め

規模校のよさを認め、無理な統合をす

年一新（Ｕターンど通達をだし、小

生させた。ついに文部省も昭和四十八

地域住民との間で多くの反対運動を発

むらの学校・旧村維持を守ろうとする

に、無理な統合を誘発し、明治以来の

危険校舎の改築よりも高かったため

した。いずれの局面も国庫補助率が、

化が深刻化する農山漁村で広範に進行

疎地域対策緊急措置法」のもとで過疎

第二の局面は、昭和四十五年の「過

き金となった。

た文部省の「学校統合の手びき」が引

る。新市町村への編入統合を目的とし

とした地域再編成策のもとに出発す

一年の「新市町村建設促進法」を契機

て、町村合併政策、とりわけ昭和三十

れたい）。

％から八・八％へ、中で一二・六％から

型学区」「組合立学校」の踏み台を経

５

０

学、地域教育社会学の視点から一瞥し

6０

児童生徒数（万人）
４

９５

一五・二％へと各増大した。

０５

Ｕ

＄

学校数（枝）

剛

Ｉ
2０

1997年）

相模原市の小中学校数および児童生徒数の推移（19960
図２

就学年齢人ロの推移：1945-2025年
図１

表２東京都23区別公立小･中学校児童･生徒数の推移と予測
平成４年度

平成９年度

平成14年度

5,901
7,321

３６９９

２，７１３

2,286

4,451

３９６３

1４２２６
２２，３３８

6,.965
11,564

１４５４６

8,4Ｍ

５，６７８
９，２３８
７，０３０
６８５５

１

-

￣

２

--

25,050

17,070

18,807

９，９２０

54,963
5ａ751

33.554

-

酪谷

3２７１１

38,482
5２７６７

23,371

21,462
32210
347,029
550,539

35,005
407,581
637,985

２，３２１

5,598

4,013
３１２２

６０５５６
ａ854
13,528
10,129
７，３７５
21,774
23,454

４，２９１
5,820
10,675

６，Ｏ５４

３，６００

ｑ９５７

6,434
10,370

12,764
２０３５２
5,097
8,292

４，７９７

3,554

8,818
30925

6,655
3,103

13,364

10,900
14.910

-

3,986

７，６１６
40883
150891
16,102

-

１５０８４４
７`738
13,080
6618
17,279

￣

-

-

3,568
4,556

8,741
6,412
３，７４０

－

１２，９６３

-

￣

22971

16,204

29,713

18,820115,361

17.200

１１．１７０

２１，９８０
２８６，４７１
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四、都心の過疎、千代
田区の統合紛争

過疎農山村ばかりでなく、都

心でも人口ドーナツ化現象が進

み、夜間常住人口の過疎化現象

合計特殊出生率は一・○五）の

ダブル波によって、都心の児童

・生徒数が激減、公立（区立）

小中学校の統廃合問題が九○年

と少子化（東京都の平成九年の
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十年の一二・三万人を戦後のピーク

九万人まで減少し続けている。六十五

代に入って顕在化してき
表２は都心二十三区別児

歳以上老齢人口割合は、平成二年にす

に、四十年九・三万人、平成二年に一一一・

童生徒数の昭和五十五年

でに一五％を超え、高齢化が急速に進

た。

二九八○年）と平成十四

過疎化のみならず、渋谷、

を割っている。都心三区の

十二年間に大方の区が半数

予測を示す。このわずか二

まで急減少してくる（中学校生徒数も

を示した後、平成八年に二九七四人に

人が三十年に一万二七二八人のピーク

でみるように昭和二十三年に八三六一

これに伴い千代田区児童数は、図３

んでいる。

新宿、豊島区など四割に満

昭和二十三年三一一七二人が、三十年に六

年（二○○二年）の推移と

たない激減を示し、二十一

一○九人、平成三年二八六四人となる）

統合案のでてくる平成四年時の一四

世紀長期予測が気になると
ころである。

の平成三～五年にわたる統

校を多くかかえる千代田区

もいうべき紛争例は、名門

居住者」（区内の通学区域外の学校に

・四％と高いことである。うち、「区内

域外居住児童割合が、平成二年に四六

千代田区内一四小学校の特色は、学区

小学校別の児童数や減少率はどうか。

廃合政策と、それに対する

通学）は四・二％、「区内寄留者」（住

その統廃合問題の萌芽と

住民の反対運動であった。

戦時中は四・四万人程に減

年に二一・八万人と多く、

両者の承認が得られた場合のみ可）三

区外居住し、教委会どうしで協議して

％、「区外居住者」（実際上、書類上も

民票のみ千代田区に移す）は四・六

少するが、昭和二十五年に

七・六％で、あわせて四六％強もの比

千代田区人口は、大正九

は、｜｜万人まで回復、三

4５
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出所：学校基本調査

年度

表３都23区内公立小・中学校統合・廃止の状況(平成元年～10年間）

（新設）

台東区立平成小学校
（新設）
港区立御成門小学校

9．３．３１

（新設）
足立区立千寿本町小学校
（新設）

中央区立京橋築地小学校
（新設）
港区立桧町小学校

荒川区立第五端光小学校

蕊

（新設）

多摩市立瓜生小学校
（新設）

多摩市立瓜生小学校
（新設）

新宿区立柏木小学校
（新設）

新宿区立西新宿小学校
（新設）

台東区立上野小学校
渋谷区立神南小学校

足ウ灰京千寿桜小学校
（新設）

千代田区立千代田麹町小学校
（新設）

千代田区立番町小学校
※千代田区立永田町小学校

千代田区立千代田番町小学校
（新設）

…筐騨Iii鴬

千代田区立富士見小学校
※千代田区立九段小学校

千代田|X立千代巫富士見小学校
（新設）

｜武蔵村山市立第六小学校

千代田区立西神田小学校
千代田区立綿華小学校
千代田区立小川小学校

千代田区立お茶の水小学校

千代田区立神田小学校
千代田区立千桜小学校
※千代田区立永田町小学校

千代田区立千代田小学校

千代田区立芳林小学校
千代田区立淡路小学校

千代田区立昌平小学校

千代田区立佐久間小学校
千代田区立今川小学校

千代田区立和泉小学校
（新設）

中央区立鉄砲洲小学校
中央区立京華小学校

中央区立中央小学校
（新設）

港区立桧町小学校

港区赤坂小学校

千代田区立千代田九段小学佼
（新設）

｜葛飾区立新小岩小学校

武蔵村山市立第五小学校

（新設）

￣-－￣￣￣￣-----------－－￣

（新設）

（新設）

鱸lit擬l馴醐鵜|両
港区立桜川小学校

港区立御成門小学校

多摩市立南諏訪小学校
多摩市立中諏訪小学校

多摩市立諏訪小学校
（新設）

奥多摩町立日原小学校

奥多摩町立氷川小学校

…１１霞jiil1iiii

港区立御成門小学校

6．３．３１

青梅市立成木小学校

中央区立日本橋小学校
（新設）
台東区立上野小学校

騨鶴

一壌蕊

i{;;扇二二嵩ｉｌ蕊|議議

台東区立福井中学校
台東区立蔵前中学校

荒川区立第六中学校
荒川区立尾竹橋中学校

､l:藻ｉｌ

港区立六本木中学校
（新設）

文京区立本郷台中学校
（新設）

荒川区立諏訪台中学校

ｌ荒川区立日暮里中学校

(新設）

新宿区立花園小学校
（新設）
北区丁干子第三小学校
化区立神谷小学校

注：統合校のうち(新設)は、新設統合。その他は、吸収統合。※は、２校以上に統合される学校
出所：東京都教育委員会
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またがる学区域外児童を半数近くだき

率となる。各門校が故に市部や他県に
が生じた。

合わせしただけの統廃合」だとの批判

国的な教育課題と化していこう。

ある中、今後の過疎地域のみならず全

発足、翌三月五日区議会に公適配対策

年一月公共施設適正配置検討懇談会を

月に公適配検討委員会を設置、平成二

さて千代田区は、昭和六十一年十二

対運動へと展開していったことは記憶

拒否、行政訴訟をも含む、大規模な反

近く上回った）、区長選挙、集団登校

有権者の五○分の一、七○六人を十倍

出され、（六八八六人の請求に必要な

定を求める直接請求が住民から区長に

平成四年に入り、住民投票条例の制

八一五人が平成八年三四八人に、東永

が極端に低い。北永山小はピーク時の

いびつな年齢構成により〃児童発生率紺

婦も少ない。住民の年齢層が集中し、

ず、住み替えで新たに入ってくる若夫

た今日、予想以上に世代交替が進ま

十六年に入居が始まり、二十七年を経

また、多摩ニュータウンは、昭和四

こんでもかつ新一年生は三ケタになる

特別委員会設置、六月懇談会が最終報

に新しい。

「単純な統廃合では廃校になった地域

う構想であった。区にいわせれば、

は五校すべて廃校して三校にするとい

校して新たな八校を、中学校について

九一年）現在の一四小学校をすべて廃

この報告によると、平成三年（一九

摩擦を生みすぎたという反省があって

うが、小学校再編であまりに住民との

た中学校の再編は、施設的問題もあろ

八年に五校から三校にする予定であっ

小など六校が廃校された。しかし平成

は実施され、永田小、小川小、西神田

平成五年（一九九三年）三月、計画

始めたといえよう。年齢構造のバラン

ニュータウンにも統廃合問題が現われ

流人という”街づくりの誤算“として、

二への統合やむなしとしている。

議会」も小学校七を四に、中学校三を

が減少。市の「多摩市学区調査研究協

山小は五一七人から二一一二人に児童数

小学校はない。

告をまとめる。

に不満が残る」として現一四校、現五

か、未だに実現されていない。

しかしながら住民からみれば、人口

て活用していくことが位置づけられた。

一環」として、区営住宅や区民施設とし

して跡地は区の「人口五万人回復策の

設という再編形式をとったという。そ

間に小学校七七、中学校一九が統廃合

でみるように平成元～十年までの十年

江東、葛飾へも広がりつつある。表３

宿、台東、北、荒川、さらには墨田、

化に伴う学校統廃合は、中央、港、新

この千代田区に始まり、都心の過疎

（公適配）構想の報告書は、本来「小

ところで千代田区公共施設適正配置

出しつつある。

社会を直前に”都会の憂うつをかもし

タウンをおそい、二十一世紀人口急減

高齢化という人口学的要因が、ニュー

このように、同一世代の端的な集中

校すべて廃校の上、すべての学校を新

回復の糸口はなおみえてこないばかり

されてきた。少子化時代を向かえつつ

スを軽視し、加えてその後の少子化、

か、「地域の実情も考えずに子供の数

４７

する」と提案したものであった。が、

中で、新たな役割を担っていくセン

小学校を地域社会の新たな結びつきの

る。学区を核とした地域社会の再編、

的に行われたり、保護者にいたずらに

規定している。その際学校指定が悪意

行令で市町村教育委員会が指定すると

すべき学校については、学校教育法施

就学校の指定ｌ児童・生徒の就学

全体の三分の一に学校を減らし、残る

ターとして積極的位置づけはできない

不公平感を与えたりすることのないよ

そのまま地域と深くかかわり続けてい

施設を高層化して、ここに子供を収容

ものか。学区を核とした都市型コミュ

う、通常どこの市町村でもあらかじめ

中学校をコミュニティー再生の拠点と

するという案に転じられてしまった。

ニティーの可能性の問題でもある。

「通学区域」を設定し、この通学区域

に基づいて学校指定を行っている。こ

の「通学区域」について法令上の定め

生徒数の縮小化、コミュニティーその

深刻なまでに居住人口の減少、児童

である。

ました」との奥田道大氏の発言は的確

て、東京はずっとその方向に進んでき

り、地域を壊すような都市づくりでし

廃合するというのは、愚策を都市づく

である。「そういう意味で小学校を統

がいかなる役割を果たしうるかも明白

コミュニティーの中の土のある小学校

めること」と、再度確認された「通学

つ地域の実情に即した弾力的運用に努

分配慮し、教育の機会均等に留意しつ

点から、保護者や地域住民の意向に十

は、学校選択の機会を拡大していく観

定や就学する学校の指導等に当たって

申でも、「小・中学校の通学区域の設

後の平成十年九月の中央教育審議会答

て」の通知を行った。その一年八カ月

「通学区域制度の弾力的進用につい

各都道府県教育委員会教育長宛てに、

平成九年一月、文部省は局長名で、

六、七年にも同類通知があいつぐが、

就学が認められるようになる。平成

悩みを持っている等の場合」、区域外

心身の安全が脅かされるような深刻な

十年以降、「いじめにより児童生徒の

三十三年に通達がだされるが、昭和六

域外就学の是正」が、昭和二十八年、

断に基づいて設定されている。

態を踏まえ、各市町村教育委員会の判

緯や住民感情等、それぞれの地域の実

地域社会が作られてきた長い歴史的経

はなく、道路や河川等の地理的状況、

ものの崩壊の危機にさらされている都

いじめを苦に自殺する事例が生じ、逃

五、通学区域制度の
弾力化をめぐって

皮肉なことに、それら小学校舎は、

関東大震災の直後に徹底した耐震構造

の鉄筋につくりかえられており、壊す
のに大変で、工事費がかさむ。また小

学校に付設して防火公園もつくられて

心の中の学校は、確かに今それ自体が

区域の弾力化」とは何か。自由化に向

げ場を失った子供を救済する目的や不

いる。災害時に超高層化した施設より

揺らいでいる。流出者が多く学区外就

けさらに加速されるのであろうか。

越境入学の問題が背景にあり、「区

学比率も高いが、しかしながら学校は
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会で教育の自由化の「環として取り上

もともとこの問題は、臨時教育審議

える。

登校などへの教育的配慮があったとい

た。これを受けて文部省は平成九年通

を促す通知が再びだされることとなっ

とになり、同時に県教委に対し、検討

－，通学区域の弾力化」がうたわれるこ

月、入学予定の四二人のほとんどが隣

足立区立柳原小学校は、平成九年二

にこの混乱は始まっているのである。

に巻きこまれ混乱しないか。いやすで

制度の全体像がわからぬままに、うず

合されるとのうわさが飛びかい、区教

知により、いじめ、地理的身体的理由

北海道や八王子市の例があるが、中

委は町内会に協力を要請して必死の引

げられたのが発端で、審議は激しく二

ないよう地域の実情に関連して設定さ

教審の答申を受け、今後都市部で学校

き留め工作にあたったが、われもわれ

接学区（指定校外）への入学を希望す

れ定着している」と出張。他方、規則

選択制がどう広がるか。都市の流動

もとなだれを》つったという。多くの場

以外の事情にも学校を変更できること

緩和の意見は、「選択の自由を認めな

性、開放性から従来のような町内会、

合、親は目先のことのみ考えやすい。

分したという。規制維持派は「通学区

いことが、学校教育の画一性、硬直性

自治会の区割りを基礎とした、厳格な

足立区で入学先変更は、平成七年度

る事態が生じ学区内入学はうち七人だ

などの一因であるとともに、いじめ等

通学区の設定、運用ではもはやこの変

一○○○人、八年度二○○人、九年

を改めて確認、全国各地の学区変更の

に対する対応の障害になっている。保

革期を乗りきれないというのか。「通

度一一一一五○人、十年度一三○○人と拡

域は学校指定が窓意的に行われること

護者が子供に受けさせたいと思う教育

学区は昔の農村を基盤にしており、実

大、十年度で小学校二％、中学校一

けとなってしまった。この学校が統廃

の種類を選択できる権利を認めていく

情に合わない」とはたしていいきれる

四％の新一年生が、区教委から指示さ

具体例を紹介する冊子をだした。

必要がある」と。保護者の学校選択を

のか。親が子供の学校を選ぶ権利を拡

れた学校とは別の学校に進んだとい

なく保護者に不公平感を与えることの

保護する趣旨に立つ学校選択制は、行

大することは、はたしてユネスコなど

経済同友会は、平成七年四月、社会

政改革委員会規制緩和小委員会へと議
平成八年、行政改革委員会規制緩和

経済生産性本部社会政策特別委員会

いずれにせよ、きちんとしたシステ

う。大田区にも八年度八四○人、九年

小委員会の最終報告は、右の臨時教育

も、平成十年七月に学区制の廃止、学

ム化が未完成の段階で、あいまいのま

世界の趨勢か。筆者には疑問が多い。

審議会第三次答申をほぼ踏襲した。文

校選択制を後押しした。このような教

ま導入された制度であり、深刻な地域

論が移り、蒸し返されることとなった。

部省の「教育改革プログラム」に「教

育改革の動きの中で、地域末端では、

がっている。

度九○○人、十年度一○○○人と広

育制度の弾力化」のための施策として

響，

て、教育の市場化、私事化の一環とい

くなった子どもへのいじめ対策とし

揺さぶりかねない。都会でいき場のな

なるか。選択を求めて市町村合併へと

校が一つしかない小規模農村ではどう

設置主体内に限っているとはいえ、学

校選択化の動きは、同一市町村、学校

ときにはいがみ合ったり対立したりし

生活の大半を過ごしているからこそ、

校に通っているからこそ、同じ空間で

に喜ぶということもなくなる。同じ学

顔を合わせ、子供の活動と成長をとも

なくなる。さらには各種の学校行事で

まり、種々の工夫や活動をすることも

れば、子供の学校をよくするために集

ＰＴＡの活動を一緒にすることもなけ

詳細は、若林敬子『学校統廃合の社

る。

もいま大きな国民的争点となりつつあ

て、また人口問題と教育政策からして

統廃合問題は、教育の社会的基底とし

くれる。公立小・中のこの学区、学校

育を考える上で恰好の材料を提供して

して、学区、学校統廃合は、地域と教

このような教育改革の動きの一つと

いう（『教育改革』岩波新書、平成九年）。

中に封じこめていく」と藤田英典氏は

うが、登校拒否の減につながるのか。

会学的研究』御茶の水書房一九九九

たちは、今後同じ地域に住んでいても

名門志向の弊害を懸念しつつ、これで

ながらも、仲間を作り、共通の経験を

の分断をひきおこしかねない。この学

学校の〃荒れ“や大都市で進む公立離れ

義務教育段階でも市場原理の導入が

積み上げ、共通の思い出と愛着を育ん

公然ととられ、学校選択の自由を認

に歯止めがかかるのか。

話し合う仕組みを導入」というが、文

め、消費者主催の対象として再編して

年二月五○○頁を参照されたい。

部省の真の意図は、今後少子化段階を

いこうとする考え方がはらむ問題は何

でいくのである。……学校は地域の人

迎え、全国的に進むであろう学校統廃

か、「学校と子どもの生活を地域社会

びとにとって共同性の基盤、共生的生

合を住民自らが選択実施させようとい

から引き離し、地域社会の活力基盤を

｜教委が住民との意見交換を開き、

う隠れたねらいはないか、地域と学校

ますます脆弱にしていく。そしてそれ

どの学校を廃止し、どれを残すかを統

との関係・連携を長い間問い続けてき

活圏の核として存在している。」

た教育関係者、とりわけ教育社会学的

は子供の生活にはねかえっていく。や

廃合後の通学区域の線引きと合わせて

視点からみれば、一瞬の土台つきくず

せ衰えた地域社会は家族の孤立化を促

進し、子供の生活を家庭と学校の環の

しとも受けとれかねない。

「（異なる学校）に子供を通わせる親
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度を下げカトマンズ空港に近づく。

眺めているうちに、飛行機は徐々に高

であるが、現地に行ってみてその印象

そういう話は大方想像していたところ

インドを別にすれば遥か彼方である。

いといった状況であり、国外の市場は

迫ってくる小高い山々を見ると、驚く

は強烈であった。

遥か雲の上に輝くヒマラヤの霊峰を

ことにそれらの山々の頂きまで畑地が

た。フィールド調査というとおこがま

一九九八年十二月、子供と環境を守

ネパールの人々は悩んでいる。増大

しいが、現地の住民生活を見聞し対話す

せり上がっていて、まさに耕して天に

する人口を養うこれという産業がない

る機会もあった。｜つは【豊忌の山岳

る「２０５０」というＮＧＯに参加し

上に、経済を支える電力や道路、通信

地区、他は○亘冒目という動物保護

登る感じである。急斜面に人家がへば

網も不備である。人口の約四○パーセ

の自然公園に隣接する地区である。住

た今回の旅は、途上国の地域開発の難

ントは貧困ライン（約五○パーセント

民参加型の持続的経済開発という言葉

りつくように息づいているのが印象的

はミニマム・カロリーも不足）に喘い

は、最近の国際協力論や社会開発論で

しさを改めて肌で感ずる調査となっ

でおり、ＩＭＦの資料によれば一人当

広く論議されている通りであるが、こ

であった。

たりＧＮＰは約二一○ドル（’九九八

発計画）が現地で展開している住民参

れらのネパールにおけるフィールドで
仮に何かの産業に活路を見出そうに

加型の持続的経済開発であって、筆者

年）で、後発途上国（ＬＬＤＣ）の中

も、山また山で道路や橋梁等の経済イ

にとって貴重な体験であり、大きな収

の見聞は、主としてＵＮＤＰ（国連開

ンフラの不充分なことが物流を阻害し

穫ともなった。

でも貧しい部類に入る。

ている。物を作って売ろうにも国内の
マーケットは狭く、都市にアクセスし
ようにも道路がない、橋が架っていな

釘

咽『狸

罎篝鑿
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ＵＮＤＰの住民参加型地域開発（ＰＤＤＢ

めのＧＥ（○のご号『百日己（）葛の局日の日）

というコンセプトが近年論議されてい

る。ＤＰＰＤはそうした現地住民、特

第二は、デ・セントラリゼィション

に女性の経済活動への参加を組織化す

である。ネパールに七五のロ⑪日巳

且当地では開発計第一に「トリックル・アップ」であ
現地入りする前日、当地では開発計

小型の開発が有効でというのがあった。開発経済論における
の分野で、住民参加型の開発が有効で

があり、ＵＮＤＰはそのうち二○地区

る実験に成功しており注目されてい

変ヘーーング・カー貧困の解消について、ハードのビック・
あるとの国連代表ヘーーング・カー

を選んでＰＤＤＰを展開している。中

玄譲により持続可能る。かって有名な開発理論の一つにＡ・
画の地方への権限委譲により持続可能

い出す。印象的でプロジェクトや大規模な工業化を推進す
チャー氏の話を思い出す。印象的で

央集権主義でなく、地方に開発のイニ

る。

丘の推進しているＰれば、多数の住民に雨水が染み渡るよう
あったのはＵＮＤＰの推進しているＰ

シアティブを与え、地区や村落の住民

ティブを取らせるこ

を得て、開発段階から開発のイニシア

ワードが幾つかあ少なくなかった。逆に現地住民の参加
に躯っているキーワードが幾つかあ

埠報用パンフレット富の偏在を助長してきたという実態が
明であった。その広報用パンフレット

最良というのがＵＮＤＰの考えであっ

ような権限委譲が地方の開発にとって

配慮の加わることは当然である。この

地区の当局のアドバイスにより行政的

論公的な予算配分については、中央や

に開発の優先度を委ねるのである。勿

とにより、開発の目

て、その中央ｌ地区ｌ村落に至る図表

る。

的を意識させ、その

状況を纏めると図表２の通りとなる。

に驚かされる。それぞれの組織別活動

三、九一一一という規模に達しているの

る村落の数はＵＮＤＰの資料によると

疎通に成果をあげている。参加してい

ｌにみるような組織化によって情報の

旧神ゲ東ナ在海主経旧泊資箸ネナこの］○℃目の貝）、そのた

》『『》辨碍串》》》》》一》手》艶干》押梺与辨識呼

田卦》》舟需》》』》把》》辨記調生き－，さらに女性を

成果を分かつという

元プロジェクトの説うはならなくて、途上国によっては、
民参加型の地域開発プロジェクトの説

四目葛というその住しかし、従来より理論通りなかなかそ
ぐの］・己日の貝勺司・圏閏皀葛というその住

号・ｑｇｍ日ｇｏ？に富が均てんしていくというのである。
ＤＤＰ《６自画巳ｂｇ○局】□】、一風。←、の‐

女性の地位向上等ハーシュマンの「トリックル・ダウン」
な生活、環境保全、女性の地位向上等

●

；

鶴
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トリツクル･アップの経済発展

図表１ＰＤＤＰ組織図
ゴゴーrﾋｴ班Ⅲ

マクロ政策の支援

Central

中央政府レベル

Ｖｉｌｌａｇｅｓ

Ｃｏｍｍｕｎ
レベル

＊地方開発支援のための調査活動

＊政策立案
＊情報関連対策

。ｌ目冶能力促進へ住民参加
ヨ治体の紬
の先1丁・縄＃管

日日巴にも、
□のこの』。ご日の已勺円Ｃ胸『四日目の）

図表２ＰＤＤＰの組織別機能

陸ＵＮＤＰの例えば地方エネルギー

DevelopmentCommitt

もつ上了ｂ、ネパール中央政府の要請

踊 癌 冠 露 厨 色

村落組織Village

人間と自然の共生計画ＰＰＰ（］
ＰＰＳ貰丙－

(]毒

開発計画ＰＥＤＰ（罰巨国」固己閂巴

□三1つ

で、こうした情報伝達のネットワーク

□云う

地区組織District
DevelopmentCom

出所gUImPKathomandu資料

(注）ＰＤＤＰのビレッジ・メンバーによる小事業投資（ＶＤＰ）例
コミュニイティ・オーガニゼーション（ＣＯ）にて、メンバーが徴収した貯蓄とＤＤＣから

の融資で行う小規模事業やプロジェクトには以下のような種類がある。実際の事業の立ち上
げには、ＵＮＤＰのオーガナイザーや他地区の経験者による研修や実地指導が施される。
⑥⑨

Ｉ１１

①養蜂、②養蚕、③乳牛(山羊)飼育､④手芸品製作､⑤洋裁．仕立て

石鹸造り、⑦ケチャップ造り、⑧和紙製造（ネパール産みつまたを加工）
漬物．酢漬造り、⑩うどん製造ＥＴＣ

勺の。ご汀句門。‐

胃四日目①）に

省その他内

外のＮＧＯが

推進するプロ

ジェクトにも

略同様に活用

されていて、

ネパール側へ

の資金援助や

技術協力の受

皿となってい

るようである。
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一ている。

鐵刹訂列川引Ⅲ洲Ⅱい計制約伽謝１１－剛議川篝窪窪“

第三が生活水準の持続的発展の巨‐を始め、利益の貯蓄・返済を確実に実第五は、情報の円滑化、モニタリン

の圓己：』のＣの急の」ＯＣＢの貝のプロジェ行させる仕組の組織化である。キー．グの徹底である。地区の開発計画には
クトの推進である。そのための地区のワードは、自助努力であることはいうメンバー全員参加のビレッジの集会か
環境保全もこれに入るし、国士全体にまでもない。メンバーとなっている村らビレッジ全体に稗益するプロジェク
わたるインフラの最小限の整備、中で落住民のすべての借入・返済状況が公卜を掘り起こし、他の隣接地区とも協
も物流のための村落から他の地区・中開されるので、透明性という点では完議する仕組みになっている。そうした
央に通ずる道路網や吊橋、地域の需要壁な仕組といえるだろう。メンバーの結果は村落住民にフィード・バックさ

に見合ったミーー水力発電、その他村落貯蓄・返済へのイニシアティブともなれる。
の飲料用や農業用水路の拡充、植林事る。その事業内容は多岐にわたってお

Ｉｉｌｉｌｉｌｉ１１１ｉＩＩＩｉｉＩｉ１Ｉｉｉｉ１ＩＩｌｉＩｉＩＩｉ］

鱈纏《離瀬熟鐵山あいの住民集会

ヒマラヤの山々が眩しい。

るような生き方が続けば、土砂崩れに

なプロジェクトにプライオリティＩをカトマンズから三口足らずの丙…れの箇所もみえる。ネパールの森林間
付けるかは、村落レベルから地区しべ地区の山岳地帯。早朝ホテルを発って題、環境保全が叫ばれているのはこれ
ルに持ち出され、ＵＮＤＰのアドバイ半日近く、ランドクルーザに揺『われてだなと実感するのである。聞けば家庭
ザーや地区役場の委員などの出席も交橋のない谷あいの川を幾つもわたる。の燃料は九○パ１セント以上が薪だと
えて協議が重ねられ、最終的に中央の山あいに進むほどに左側は切り立つ崖いう。斜面の樹木を伐って暖をとり、
政府所管部門へ予算申請のため待ち上である。時折視界が開けて垣間見えるその後を畑地にして増える人口を支え
げられる。

第四は、マイクロ・クレディヅト利右側の急斜面の段段畑は四五度ぐらよる環境破壊は目にみえている。これ
用のシステムである。小額の生業資金いもあろうか、耕して山の頂きに登るでは貧しさからの開放は覚束ないだろ

が住民がＤＤＣから借入れて、小事業よ》っな勢いである。しかし時折士砂崩う。

トリツクル･アップの経済発展

資金協力してできあがったクリーーカ．

かつてＪＩＣＡやＯＥＣＦが技術・

う。遅い昼食の後、地区委員会のオ

りくねったデコポコの山道だからだろ

するブリーフィングを聴く。

プログラム、農村エネルギー開発に関

その背景にそうした

破壊された事実は、

らした洪水によって

三年大雨続きがもた

ホテルであったが、寒い上に数時間に

が頬を叩く。英国風の瀞酒な雰囲気の

カトマンズの街と違う清例な山の冷気

自動車が増えて排気ガスの公害に悩む

山系の彼方に昇るご来光が清々しい。

山頂のホテルに一泊。早朝ヒマラヤ

人災のような事情の

及ぶ前夜の停電には参った。翌日住民

ダムの施設が一九九

あることは否定でき

と直接対話できるという□｝員〕尊閏ざ

このぐ已色鴨○・日目三の①のメンバー

それに混合の三つのタイプがある。こ

通常ＰＤＤＰの集会は、男性、女性

る。

所からも村人が降りてきているのであ

くまでに大汗をかくが、逆にもっと高

よじ登ってその中間地点の集会所に行

て、一○○メートルぐらいも急斜面を

ても村全体が低地から高所まであっ

まっている集会所に行く。行くといっ

集会が始まるというので、村人の集

部落に到着。昼食後われわれとの対話

ないだろう。勿論、
周知のように日本の
森林保全、村落振興

プロジェクトも一九
九四年からＪＩＣＡ

によって推進されて
いる。しかし現在ネ
パールに入っている
ＮＧＯは約一五、○

○○といわれるが森
林保全のための植林
ボランティアが多い
という。

フィスにて午後遅くまでＵＮＤＰの住

真参照）であった。ざっくばらんな対

行われたのはその男女混合の集会（写

は四一名うち女性が三二名で、午前に

てＣ官］】この｝村に到着する。距離の

民参加型地域開発、女性と子供の開発

半日以上もかかっ

割に長時間走ったと感ずるのは、曲が

5５

住民対話（山岳ピレッジ）

話の中には次のようなものがあった。

①半月ごとの集会でメンバーから二

きたことであった。女性の労働力の一

プの「２０５０」北谷代表から「教

融資（六カ月、金利一八パーセン

業資金（弓司・胃蝕白日の田口目・の）に

８日の。§の扁巴】ｏ己）やビレッジの事

②これから個人の生業資金（ご‐

る。

借状況や全体の財務状況は公開され

なっている。そのメンバー各自の貸

徴収し、残高一三万ルピーの貯蓄と

別が存在しているといわれている。因

よってしばられ、経済的、社会的な差

と地域的なものとの二重のカーストに

カーストが残っていて、階層的なもの

は都市部でも山岳部でも今なお根強く

女性たちであった。一般にネパールで

かも最下層のカーストに属する家族の

らなる女性だけの集まりであって、し

午後の集会は約三○人のメンバーか

デシュのグラーミン銀行のように、わ

てくれば、タイのＢＡＡＣやバングラ

ンセプトが徹底し、自助意識が高まっ

組織化が進み、住民に貯蓄・投資のコ

も知れないが、ＵＮＤＰによる着実な

レッジは恐らく成功しているモデルか

ないだろう。われわれの訪問したビ

にはやさしく、しかし実行は容易では

豊かさに近づけるか、何とも口で言う

こうした草の根をどうして少しでも

育」と「努力」しかないでしょうの

ト）。

みにヒマラヤ登山で知られるシェル

が国のＯＤＡによるマイクロ・クレ

員として組み込まねばならない貧しさ

③デフォルトはこれまで発生してい

パーも山岳地帯におけるカーストに属

ディットの導入は遠からずさほど困難な

答えに反論はなかったが１．

ない理由（メンバーの資金の借入・

しているという。集会でてきぱき答え

課題ではなくなるだろうと思われた。

を痛感した。

返済状況がビレッジの事務所の壁に

てくれたのは村のメンバーの会計を担

五ルピーニルピー約一四○円）を

掲示されていて、連帯保証のような

当している十六歳という若い女性で

よって、この集会のメンバーは高い

因みに、われわれ参加者の質問に

があった。

料水を確保できるようになった。

を貯蓄、導水管を設けて何時でも飲

れでもメンバー合計で二一一一千ルピー

入は殆どなく、自給自足の生活。そ

①われわれメンバーの日常の平均収

あった。

しそうな顔に希望の輝きを感じたのは

るようになったということで、その嬉

なってから、子供の進学の学費が稼げ

の山羊の乳搾りの代金が入るように

た農家の一軒家の主婦の話’六頭

路を下りながら、下山の途中案内され

水汲みに汗を流したとみられる急な山

しかし、以前はずっと下方の谷まで

効果をもたらしているようだ）。

カーストのグループに属すること。驚

②生活向上にはどうしたら良いかと

の飼育、養蜂、養蚕、菓子づくり等

④その着手している事業には、山羊

いたのは、女性の平均結婚年齢が十五

の彼女たちからの質問には、グルー

筆者だけではなかったろう。
歳という若さであるとの答えが返って
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動物一一．’一一一一」｜人間の共存へ

があるというより正直怖い。

翌日公園隣接のバンガローで、朝ま

だきに象の炮嘩に驚いて目が覚める。

今回山岳地帯のビレッジについで、

リ気分になってくる。草むらに犀の親

らジャングル地帯に入るほどにサファ

ＵＮＤＰの地区アドバイザーと一緒に

辺の住民が動物のいる公園内に入り、

二つ目に筆者の訪ねた○一］】冒自国立

子が現れる。犀は自分より大きな象に

その対策として政府が推進しているの

牧草や薪などの資源を採集する。森林

公園は、総面積九六七千平米で自然動

は向かってこないというが、子供を抱

ネパールには、八つの国立の自然公

が破壊される以外にそこに棲む動物と

物公園としては最古の歴史を誇り、象

えた犀はおどおどしてこそこそとブッ

象の背に揺られて公園内に入り、ジャ

バッティングするのである。知られる

にのってのジャングル観光が売り物と

シュの蔭に消えた。ジャングルに入る

は自然公園の周辺にバッファー・ゾー

ように、虎や犀などはその毛皮や角が

なっている。カトマンズからの飛行便

と木立をわたる猿の群、野生の鹿や孔

園がある。人口増加による森林破壊は

密猟にあい、その数が減少し、種に

もあるが、自動車をチャーターして半

雀などにも出会う。こうした動物も貴

ブジャブと河を渡ってゆくと、草原か

よっては絶滅の危機に瀕しているもの

日以上の強行軍であった。インドが一

重な資源である。確かに放置すれば人

ンを設定することである。

も少なくない。ネパールは動物の宝庫

九九○年代にはいって自由化路線を強

間によってどんどん減ってゆくだろ

山岳地帯だけではない。放置すると周

であって、例えば平地の草原地帯には

めたことに同調し、ネパールもインド

の引きもきらぬすれ違いにうんざりす

犀や象や虎、河川には鰐もいる。山岳

そうした動物と人間が、どうして共

る。最近ネパールでは家庭燃料として

う。緑を保存することは、今や人類の

存するか、ＵＮＤＰの専門家の説明に

灯油の使用が進んでいる関係から、イ

との通商関係を緊密化した。そのため

よると、バッティングが起こるのは詰

ンドのよいマーケットになっていて、

地帯には熊もいれば、雪豹と称する色

まるところ人口の増加が原因で、森林

特に石油のタンク・ローリーが多い。

喫急の課題となっている。

の縮小と農作地の拡大、公園内の動物

山腹を縫って走る道路は途中から急に

途中インドからやってくるトラックと

と増加する家畜の関係がウラハラと

でこぼこ道になり、左は絶壁でスリル

の白い豹も生息しているという。

なっていることに原因があるという。

５７

鱗

フェンスを造

る住民（自然
公園チトワン）

ＵＮＤＰの弓自屏－での○壱］の宅忌ｏ㈹円色】（］（〕一

めた村の全員参加の作業なのだろう。

女性が草刈りをし、男性がフェンスの

コンクリートの柱を立て、有刺鉄線を

勺四鳥１勺の：ｌＣｂ円○ぬ国日（ＰＰＰ）

のようなプロジェクトを見聞し、村人

マネージャーの案内で、この地域で次

親切なＵＮＤＰの現地プログラム・

張り巡らせてゆく。費用は一部ビレッ

というのがある。自然と人間の共存プ

とも対話できたことは収穫であった。

午後自然公園に接している部落を訪

ロジェクトの推進ということと解して

ジの負担であるが、大部分は中央政府

よいだろう。カトマンズから同行して

Ⅲ以前、豊かな土地持ちだけが自前

ねて、そうした動物と人間の共存の実

くれたＵＮＤＰの女性担当者は、自然

で所有地に設けていたフェンスが、

からの交付金であるという。官民協調

動物公園のバッファー・ゾーンに関す

部落全体に広まったことから、安心

の典型的プロジェクトであろう。

る限りでは動物保護が緑の保存と一致

して耕作可能となった土地に灌概用

態を見聞することができたのは幸いで

し、それが人間との共存に連なると説

の導水路を造ったことで、この部落

で有刺鉄線の塀づくりが始まったとこ

人総出でバッファー・ゾーンの一区画

るほどの大歓迎を受けた。折りしも村

か、村人に手づくりのレイで首が埋ま

あった。訪れた日本人が珍しかったの

に襲われて七人も犠牲のでた部落で

接するサウラハ村は、聞けばかつて虎

ようになった。

行われており、将来に希望が持てる

を進める女性メンバーに技術指導も

③養蜂、養蚕、養鶏等の小規模事業

入をあげるメンバーもでてきた。

ミルクのプロセス設備を造って、収

ので、水牛や山羊の飼育を増やし、

②家畜が襲われることがなくなった

の米の生産量が倍増したこと。

ろである。恐らく男女混合の集会で決

○巨冒目自然公園の西の果てに隣

明してくれた。

あった。ＵＮＤＰのプロジェクトに
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トリツクルアヅプの経済発展

自由な権利とそのケーパビリティを汲

授のコンセプトが、従来の開発の理論

側メンバーの主婦で農閑期の現金収
か、仲間を誘って民芸品を手がける

や手法を超える効果のあることを実感

み上げようというアマテイア・セン教

ものも現われた（観光客のための販
したのである。

入を得るため、飲食店を経営すると

売ショップには、品質改良の不充分

確かに従来の日本のＯＤＡ援助は、

女性の八～九割は文盲であるが、同

信頼は大きいと見受けられた。特に

⑤ＵＮＤＰのアドバイザーに対する

み、特にトリクル・アップと称する開

ンフラともいうべき社会開発の仕組

訪問を振り返ってみると、ソフトのイ

たものであったが、こうしてネパール

げと透明性のある情報伝達が住民に与

熱許』鵬彫げく鍬

余響慮噂γ

§剰捜廓

０守宍‐：冒丹ＩＬＩ・上

ｗ』門Ｐ

匂

なものがあるが、数多くの品物がと

行したＵＮＤＰのアドバイザーは、

発経済の手法も同等に重要なことを体

今回の旅行で、最貧国から少しでも

える強いインパクトや、さらに官民協

》…・・牢・牢‐点碧面皿（“・・・一」即纂Ｍ・；‐｜・・‐淨・へ）．咄、：野山．宮．・・『・っ》‐恥．．・・巧‐器・・・｜‐，．‐｜鯵酊‐託

ZＩ

ころ狭しと展示されている）。

簿記の実習訓練をやっていたよう

験できたのは幸いであった。ＵＮＤＰ

豊かさを築こうとするネパールの山村

調により、緑を保存しながら地域開発

。

藍 廷

ハードのインフラ中心に積み上げてき

で、そうしたことがＷＩＤに貢献し

の試みているＰＤＤＰのような住民参
発がいかに効果の大きいものである

加型の持続的な自助努力による社会開

ているとみられた。

１脚剛山旧加川可’一

の人たちの直向きな自助努力と、それ

を行うＰＰＰ方式の影響力の大きさ等

か、また住民自らの貯蓄・投資の積上

を支援しているＵＮＤＰの組織力に強

について思い知らされたのである。
二九九九年二月）

く印象づけられた。特に村落や地区の
ＵＮＤＰのアドバイザーの中には、Ｎ

ＧＯのボランティア活動として参加し
ている人たちも多く、草の根の人々の

5９

鰈

㈱ワールドグリーンクラブ代表吉田

に

昭

である。臣やＱは時間の関数であ

き力

る。第二の要素は」Ｑ／号から起因
消費量をＱとすると、人類全体の消

る食生活の変化や肉をよく食べると

に単純ではなく、経済状態の改善によ

するが、こちらは人口増加因子のよう
費量Ｉは、

か、酒をよく飲むとかなど、その民族特

有の生活様式によって大きく異なる。

人口増加による増加要因はマルサス

の時代から指摘されてきた要因であ

り、議論をする必要はない。問題は第

二の要因である。この要因は人口増加

とは全く関係はなく食糧問題では非マ

ルサス要因と呼ぶべき要因である。こ

項から由来するものであり、二口／」ぺ

られることである。第一の要素は第一

の間接的穀物消費が増加する。こうし

的な成長が続くと、食肉や酒消費など

本的な要素は、経済問題である。経済

の非マルサス要因を決定づける最も根

つまり、人口増加に起因するものであ

日魯一ｓ

②式の示すところは、全人類による

で与えられる（文献１）。

彦

食糧需要の増加量は二つの要素に分け

Ｂ『ａｓ已已

となる。ここで、Ｎは国家または民族り、需要量の変化はⅢの微分となり、

る。その国の人口を国、一人当りの

経済状況や生活様式にも大きく依存す

食糧の需要量は人口ばかりでなく、

１経済成長と食糧需要の増加

蕊

6０

発展途上国の経済開発はいかにあるべきか

大きな違いはその増加の速さの違いで

マルサス要因と非マルサス要因との

ともに増加し、’九九五年には三一・

ログラムであった。それが経済成長と

肉の消費量は一人当たり年間五・二キ

日本の場合、一九六○年における食

マルサス要因によるところが大きいこ

五パーセントであり、増加の要因は非

えると、食肉消費量の増加率は、二三

率は一五パーセントであったことを考

と増加している。十一年間の人口増加

た現象は多くの国々で見られている。

ある。人口増加による増加率はせいぜ

三キログラムへと大幅に増加した（文

中国は一九八○年代半ば以降、著し

い三パーセント止まりであるのに対し

い経済成長を達成させているが、経済

食糧（穀物）の消費は、人間が直接

とをはっきりと読み取ることができ

成長とともに肉生産量を著増させてい

食用とする直接消費と家畜や家禽など

献２）。三十五年間に食肉の消費量は

る。主たる食肉は豚肉であるが、その

の飼料用あるいは酒などの醸造用に用

て経済的な成長率の場合には一○パー

豚肉の生産量は一九八五年には一、七

いられる間接消費に分けられる。日本

る。豚肉より高級とされる牛肉の場合

二九万トンであった。それが十一年後

の主食はコメであるが、一九六○年に

六倍となった。ここでの消費量は人間

の一九九六年には四、○五七万トンへ

は二四・九キログラムであったのに

セントを超える場合もある。年率三

と大幅に増加してい

対して、一九九五年には六七・八キロ

には増加はさらに激しく、一九九○年

トの場合には七年少々となるｃ注意し

る。特に、注目すべ

グラムへと減少している（文献３）。

が直接使用可能な実際量を採用している

ておかなければならないことは、経済

きは世界生産量に占

｜方、間接消費は経済成長とともに増

パーセントの増加では二倍となる期間

成長と食肉などの間接的消費の増加率

める中国生産量の割

加し、食肉生産に対して多くの飼料用

にはその生産量は一○○万トン未満で

とが線形相関になっているか否かであ

合であり、その割合

穀物が用いられる。生産方法の違いに

ので、肉全体の生産量とは多少異なる。

るが、間接消費量が少ない場合には、

は二九・七パーセン

より異なるが、豚肉の場合一キログラ
<現職＞

㈱ワールドグリーンクラブ代表
<学歴＞

東京理科大学物理学科卒業、大阪
市立大学大学院エ学研究科博士課

程（単位修得退学）
<主な著書＞

る」中経出版、1990

「なるほど曰本の強さがよくわか

1991年日本経済新聞社、卿地球産業文化
研究所主催第１回「２１世紀の地球を考え
る」論文コンテスト総合研究部門第１位

"２１世紀地球賞”を受賞。

六○万トンに達している（文献３）。
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は、二十四年であるが、一○パーセン

その増加率は経済成長率を上回ること

トＣ九八五年）か

ムの生産に対しては五～六キログラム

●吉田昭彦くよしだ-あきひこ＞

あったのに対して、’九九六年には四

が多い。

ら四七・三パーセン

「科学者が書いた経済の本」中経

の穀物が使用される。牛肉の場合はそ

出版、１９８９

ト二九九六年）へ

1943年、中国撫順生ね医学博士

事実を調査することにより、東および

いる。そのため、日本が経験してきた

やインドネシアでコメの消費が進むと

の主食はコメであり、人口の多い中国

消費の増加は続くであろう。この地域

中国やインドネシアでは今後とも直接

の増加量の方が圧倒的に多く、全体と

東南アジア地域における食糧問題の未

すれば、この地域におけるコメの需要

行のような時期的な順序が形成されて

しての穀物消費量は急増し、食糧の自

来構造を推測することができる。

れ以上である。結果としては間接消費

給率は大きく低下した。

産努力と食生活の変化による消費減少

食糧不足の時代が続いたが、コメの増

い食糧不足に見舞われ、その後長い間

化し始めた。第二次大戦直後には激し

が始まり、人々の生活環境は大きく変

の一九六○年代初頭から高度経済成長

は半減している。そして、その数年後

ピークに達し、十年後の一九五七年に

に達している。しかし、そのタイでも

既にコメを中心とした直接消費は飽和

今日ではタイの水準であり、タイでは

る。｜人当たり三○○○ドルの水準は

国でも一九八○年代末に発生してい

メの余剰が発生した。同様なことは韓

近辺に達した一九七○年代初頭に、コ

り、｜人当たりの所得が三○○○ドル

日本では高度経済成長が軌道に乗

おかねばならない。

するので食糧価格の変化には注目して

経済活動が回復すれば再び需要は急増

との関係を示すものであるといえる。

事実こそが経済成長と間接需要の急増

域での大幅な需要の減退であり、この

の要因は東アジアおよび東南アジア地

低いものに留まっているが、その最大

ロコシなどの国際的価格は、記録的に

現在（一九九九年）、小麦やトウモ

は今後、急増する。

のため、一九六○年代に入るとコメの

大豆やトウモロコシなどの間接需要は

日本の人口増加は、’九四七年に

需給関係は急速に緩和され、’九六七

急増している。一方、所得水準の低い

と経済の高度成長への離陸時期との間

ジアの地域では人口増加への抑制時期

密接に係っているが、東および東南ア

ている。衣食の不足する状態のもとで

させないことが必須であることを説い

人々に礼節を守らせるには衣食を不足

足りてこそ人は礼節を知るのであり、

ブラウンは『誰が中国を養うか』を書

食糧需要の急増に対して、レスター・

いように全力を注ぐ。かつて、中国の

あり、中国の指導者は民を飢えさせな

これは中国四○○○年の歴史的事実で

り出した為政者は必ず天命を受ける。

２誰がインドネシアを養うか

年には米の完全自給が達成された。そ
の後は今日二九九九年）に至るま

で、コメの余剰現象が続いている。

にもまた密接な関係が見られる（文献

は、人々が無法行為をしても責められ

いたが、中国の指導者はそう易々と民

「衣食足りて礼節を知る」は衣食が

４）。そして、その高度経済成長への

るものではなく、そのような状態を作

食糧の問題は人口と経済との問題に

離陸時期に対して日本を先頭として雁
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中国の政治課題では最重要問題として

献５）。食糧問題を含め農業問題は、

を飢えさせるようなことはしない（文

回される量を考慮する必要はない。

んど直接消費されるため、間接消費に

メ不足に陥った。コメの場合にはほと

の導入などにより、’九九○年以降人

た。しかし、政府の積極的な家族計画

までは激しい人口増加に見舞われてい

測はインドネシアで現実のものとなり

たい。残念ながらその中で指摘した予

たので、そちらを参考にしていただき

九六年夏号（第弱号）で詳しく言及し

糧事情に対しては『人口と開発』’九

東および東南アジア地域における食

シアでは厳しい食糧不足が発生した。

ていない。しかし、歴史の浅いインドネ

現在のところ大きな食糧不足は発生し

安定供給が不安視されてはいるものの、

不足は加速したのであるから、インドネ

は加速しないはずである。しかし、コメ

ト大きく、コメに限って言うならば不足

考えるとコメの増産率の方が九パーセン

産率は三○パーセントであったことを

率は二一パーセントであり、コメの増

セントであった。同期間の人口の増加

六七万人であり、人口増加は二一パー

のに対して、一九九六年には一億九四

八六年には一億六三○○万人であった

加である。インドネシアの人口は一九

不足に陥った最大の要因は、人口増

の都市にはコメのみでは食糧不足を補

万トンものコメを輸入した。また、そ

輸入が急増し、’九九五年には三一六

成長が続く一九九四年ごろからコメの

インドネシアでは安定した高度経済

の需要が急増したのである。

化などにより高級な穀物とされるコメ

購入した。人口増加、経済成長、都市

人々も所得の大小にかかわらずコメを

主食はコメであり、農村から移入した

り、著しく都市化が進んだ。都市での

方、一九九○年以降、高度成長が始ま

口増加は緩やかなものとなった。一

取り組まれているため、中国では食糧の

始めている。

シアの場合にはコメの需要に対して人口

えず、コメ以上に四○五万トンの小麦

インドネシアは現在、確かに深刻な

増加以外の要因を見出す必要がある。

トンから五、二七万トンへと大幅に増

十一年間のコメの生産量を三、九二六万

ネシアは一九八六年から一九九六年の

ネシアの主食はコメであるが、インド

抜きをしていたわけではない。インド

ドネシア政府は、食糧増産に対して手

り、コメを主食にしたことなどが考え

を食べていた人々が都市生活者とな

と、また、農村ではキャッサバや芋類

なかった人々がコメを多く購入したこ

向上し、今まで十分にコメを食べられ

長効果である。経済成長により所得が

考えられる要因としては、経済の成

されている。コメ、小麦、トウモロコ

○万トン以上のコメ不足が発生すると

九八年から一九九九年にかけては五○

不足がより一層深刻さを増した。’九

の影響で大規模な早魅が発生し、コメ

一九九八年にかけては、エルニーニョ

を輸入した。さらに、一九九七年から

食糧不足に陥っている。しかし、イン

産させている。その生産増は一二九一

られる。インドネシアは一九八○年代

シの一九九六年度の世界生産量は、そ館
万トンに達しているにもかかわらず、．

ンドネシアは、それぞれ一一五・七パー

次産業として製造業の割合をタイとィ“

セントから四○・九パーセント、二八

パーセントから四二・一パーセントへ

れぞれ五六、’’○○万トン、五八、五○万トンに対し、コメのそれは一一、三○
○万トン、五七、七○○万トンであ○万トンであり、大変少ない。五○○
り、ほとんど同量である。しかし、国万トンとは市場の二○パーセントを超
際的な取り引き量は、小麦とトウモロえる量であり、容易に輸入可能となる

と著しく増加させている。一方、二次

衰退させ、一九七○年から一九九五年

産業の成長は一次産業としての農業を

コシの一○、二○○万トンと七、八○○量ではない。

３経済危機から政情不安へ

にかけて、ＧＮＰに対する農業の割合

をタイとインドネシアは、それぞれ三

ｌタイとインドネシアとの違いｌ
タイとインドネシアは双方とも第二アの国々に波及し、経済的基盤の脆弱

ト、三五・○パーセントから一七。六

農業の衰退は貧困層が農村部に集中

パーセントへと大きく減少させている。

○・一｜パーセントから一一一。二パーセン

次産業を著しく振興させ、農業に占めな東南アジアの国々を経済危機に陥れ
るＧＮＰ比率を大きく低下させたが、た。経済危機は、まず通貨に現れ、通
タイは主食とするコメの供給を潤沢に貨が大幅に下落し、輸入物資価格は大
しつつ、輸出量を大幅に拡大させ続け幅に上昇した。食料を大量に輸入して

することを意味し、一九八○年代の全

（文献６）。しかし、都市には人口増加

ら三二パーセントへと急増している

ら二三パーセント、一七パーセントか

ネシアではそれぞれ一三パーセントか

けて都市人口の割合は、タイとインド

した。一九七○年から一九九二年にか

部へと向けて、大量の人口移動が発生

常に高い。その結果、農村部から都市

八○パーセント、九一パーセントと非

は、タイとインドネシアとでそれぞれ

貧困者数に占める農村部における割合

た。’九九五年の輸出量は世界第一位いる場合には、食料価格は大幅に上昇
であり、その量は六一一○万トンに及んする。また、外貨不足のため、大量の
でいる。タイとインドネシアとの間に輸入も困難となる。結果として国内の
は、食糧問題に対してはっきりとした食料価格はさらに上昇する。食料価格
違いが見られる。それは、食糧の自給の高騰に対して最も大きな影響を受け
を達成させているか否かの問題であるのは、都市部で生活する極貧層であ
る。食糧需給の問題は経済的な基盤がり、日々の生活に必要とされる最低量
脆弱な国ほど重要であり、経済的な基すら確保難に陥る。
時期は、双方ともタイの方がインドネ

盤が大きく揺らいだときほどその影響人口増加の抑制や経済成長への離陸
は深刻な結果をもたらす。

一九九七年のタイに端を発した金融シアよりも少々早い。一九七○年から

危機は、ドミノ理論のように東南アジ一九九五年にかけてＧＮＰに対する二
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タイでは、金融危機によるパーツの

のはこれらの多くの都市極貧層である。

度の経済危機の影響を最も強く受けた

市の極貧者数も大幅に増加した。この

市人口が著しく増加するムシ石に、都

とインドネシアでは、都市化が進み、都

働者の失業率の高いことである。タイ

いことは十五歳から二十四歳の若年労

セントを超えている。注意せねばならな

やスラバャにおいても極貧層は二○パー

層は一七パーセント、同様にジャカルタ

迫害の要素も含まれている。また、イ

奪にあっているが、これには民族的な

いる。裕福な華人がしばしば襲撃や略

倒壊後は民族的な抗争も多発し始めて

させていたこともあり、スハルト政権

ハルト政権による強権政治により抑制

である（文献６）。民族的な抗争はス

その上、三○○種類を超す多民族国家

ト、仏教一パーセントとなっている。

パーセント、ヒンドゥー教二パーセン

ム教八七パーセント、キリスト教九

インドネシアは、宗教的にはイスラ

状況下では経済的な発展はありえず、

戻せないといえる。政情が安定しない

解消されない限り、政情の安定は取り

あったことを考慮すると、食糧不足が

わめて高い。暴動の発端は食糧不足で

なり、食料不足の長期化の可能性はき

の大量の輸入は長期にわたって困難と

長期間を要するとなれば、コメや小麦

も継続する。その上、経済の復興には

間で解消されるものではなく、今後と

的な要因から生じたものであり、短期

インドネシアにける食糧不足は構造

ば、欧米などからの資本の流入は減少

低下によりコメの輸出が有利となると

スラム教徒による、キリスト教への襲

民衆は改善されないままの厳しい生活

は中国流にいうならば民を飢えさせた

ともに、国内のコメ価格は一一○～三○

撃も発生している。華人への迫害は、

を長期にわたって耐えねばならない。

に見合う就業の機会はなく、失業率は

パーセント上昇したが、その後価格は

インドネシア経済界において、重要な

こうした状況の下では民衆の不満はつ

し、経済的な復興は一段と困難な局面

安定している。一方、インドネシアで

役割を果たしている華人系の資本と人

のり、暴動は多発し、政情は安定しな

天命であったといえる。

は、コメ不足が深刻となり、価格は二

材の海外への流出を促し、インドネシ

い。インドネシア情勢は大変厳しい事

恒常的に高く、バンコクにおける極貧

倍以上に上昇し、極貧層の食料確保難

ア経済の再生を難しくする。さらに、

態に突入した。

を迎えることになる。

が頻発した。その結果がスーパーマー

キリスト教会への襲撃が進むとなれ

経済危機による生活困窮化の影響は弱者である子供や女性に強く及ぼし、

’’○○○万ヘクタール以上の森林破壊は必至Ｉ

４譽告

ケットや商店への民衆の略奪行為であ

り、政治に不満を持った学生や貧困層
の暴動である。暴動は大都市から発生

したが、全土におよび、三十年続いた
スハルト政権は倒壊した。政権の倒壊
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不況の長期化とともに都市から農村へ

激しい人口移動が続いていたが、経済

生する直前までは、農村から都市への

早く実施すべきである。経済危機が発

ている。女性や子供への救済を一刻も

ばタイとインドネシアとでは六、○○

タールである。また、人口で比較すれ

のときの農地面積は四、八二五万ヘク

並みの食糧事情になったとすれば、そ

五○万人である。インドネシアがタイ

それは三、○’七万ヘクタールと四、七

二万人である。一方、インドネシアの

○万ヘクタール以上の森林が伐採され

続け、今後二十年間のうちに一、○○

食糧不足が続く限り、森林は破壊され

合であるが、タイ並みとはならずとも

る。この農地面積とタイ並みとした場

タールの農地を必要とすることにな

ネシアは現在より「七四五万ヘク

業面積と農業人口との比較ではインド

くの農地を必要とする（文献６）。農

と、今までとは逆の人口移動が発生し

○万人と二億人であり、インドネシア

る可能性は非常に高い。

ぞれ二、○八○万ヘクタールと二、○四

ている。しかし、農村は貧しく、故郷

は、タイの三・三倍であり、さらに多

ストリート・チルドレンも多発し始め

に戻った人々を長く留め置くことはで

５森林破壊への対策

きず、人々は森林などの国有林に入り込
み、スクウォッターとなりつつある。定

住した人々は生活のために森林を伐採

メを食糧とすべきである。これらの地

域では有機物の分解が速く、降雨とと

森林破壊を抑制する方法は大きく分
けて三つある。

もに分解された有機物は流出するの

し、田畑を作りだしている。新たな森林

破壊であるが、こうした森林破壊は経済

には適している。また、水耕栽培では

はもともと水性植物であり、水耕栽培

川や池などの水域は富栄養である。稲

で、土壌は貧栄養であるのに対して、

①食糧を大量輸入し、不足する食糧

幅に向上させる。

②既存の生産方法に対し生産性を大

を外国に依存する。

不況や食糧不足が続く限り拡大する。
インドネシアは、今後とも食糧不足

を解消するために、積極的に食糧の増

産に取り組まざるを得ない。食糧の増

有機栄養塩が上流や陸上から絶えず補

③まったくの新しい生産方法を考え
る。

産により森林は伐採されるが、その森
林伐採は食糧不足が解消されるまで続

給されるため、陸上耕作のように土壌

であるが、小麦は熱帯地域に適した作

ロコシはコメと並んで世界の三大穀物

産性は大幅に向上する。小麦とトウモ

の劣化がなく、連作が可能となって生

①の考え方はインドネシアの経済状

まず、熱帯から亜熱帯地域では、．

る。

②と③に対しては十分に可能性があ

態からすれば今後とも難しい。

くはずである。粗い計算であるが、食
糧不足の解消しているタイとの比較に
より、今後インドネシアで発生する森

林破壊の規模を予測することができる。
タイの農地面積と農業人口は、それ
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スマトラ島やボルネオ島には広大な集

適当な作物ではない。インドネシアの

壌を大きく劣化させるので、これまた

物ではない。また、トウモロコシは土

で家畜や家禽を飼育すれば環境への負

は可能となる。生産されたバイオマス

の下で、陸上の数倍のバイオマス生産

対流を発生させるならば強烈な太陽光

駆動力で水底に炭酸ガスを吹き込み、

視した性急な経済開発は生産財の輸入

備を進めるべきである。二次産業を重

計り、学校教育の充実や社会資本の整

としつつ、一次産業の生産性の向上を

必須条件は、食糧の自給を確固なもの

構造を形成する。二次産業は一次産業

水域があり、これらの集水域を稲作に

③は、以上のような集水域の利用で

にかかわりの深い分野から振興してい

急増を助長し、恒常的に外貨事情を悪

集水域では、有機栄養塩が豊富に存

ある。②に対しては、稲作を推奨する

くべきである。

担を小さなものに留め、大量のタンパ

在するため、太陽光が透過し難く、表

ものであるが、稲に対する病害や虫害

使用すれば生産性は高く、森林伐採を

面水域を除くと光合成が行われ難い。

への技術は日本ですでに確立されてい

鬮文献

化させ、金融危機に対して脆弱な経済

一方、表面水域では盛んな光合成のた

る。しかし、その技術は日本に適した

ｌ吉田昭彦『環境のススメ』ミ

ク源の産出が可能である。

めに炭酸ガス不足と栄養塩不足となっ

温帯産種の技術であり、熱帯産種に転用

抑制することができる。

ている。枯れ草や小枝で稼働するス

するための技術協力をする必要がある。

発展途上地域における最大懸案事項

機に対して強い経済構造にしておく必

生する可能性はきわめて高く、金融危

ｚｇ］自切一九九四年

６『の臼巨的耳の囚｝目の凹局す○。【』□日言の」

一九九五年

中国を養うか』ダイヤモンド社

５レスター．Ｒ・ブラウン『誰が

ア調査会一九九二年二月

４黒田俊夫『アジア時報』アジ

一九八八～一九九六年

３『国しｏＵ８ｇＥｐごＣ■くの色呂す○○戸』

成七年度

２『食糧需給表」農林統計協会平

オシン出版一九九六年

ターリングエンジンを用いて、自らの

は貧困の解消であるが、そのためには

要がある。インドネシアのように暴動

６発展途上地域の開発のあり方
安定した経済開発は必須条件である。

一方、タイは経済的な冷静さを取り

を誘発し、長期的な政情不安に陥る事
しく混乱させ、各国は経済的に大きな

戻し、緩やかながらも、経済的な回復

しかし、この度のタイに端を発した金

後退を余儀なくされた。タイで発生し

傾向が見られ始めている。発展途上地

態は絶対的に回避せねばならない。

た金融危機は、今後、東南アジアばか

域における金融危機に強い経済開発の

融危機は東南アジアの国々の経済を著

りでなくロシア、南米、中国などで発

６７
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め、本協会は辻井博京都大学大学院教

糧問題について、広く一般に訴えるた

地球規模の重要課題である人口と食

宮崎放送、ＵＭＫテレビ宮崎、財宮崎

ＪＡ宮崎中央会、ＮＨＫ宮崎放送局、

（宮崎県、宮崎市、宮崎日日新聞社、

は、日本の農業は－」を開催した。

世界の人ロが六○億人になり、二十一

広瀬次雄本協会常務理事が、「本年

授を講師に迎え、｜｜月一一十六日（金）

、危隣Ｔ世界の食耀

内から約一一○○名が参加してセミナー

麹⑳くる幻

膳訓

戯

宮崎市

コンベンション・ビューローの後援）

●開催地

宮崎市の宮日会館・宮日ホールで、県

鞭蝿鮒鶏裟悩
，Ｐ＝、
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鴬
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詫襟八『ロー〔リハ

をした。

亡にかかわる問題になる」と開会挨拶

支払う若者の人ロが減少と、国家の存

紀になると国防、治安の維持、年金を

｜方、わが国は少子化が進み、采世

生を脅かす重要課題が山積みしている。

糧、水資源などが不足し、人類と地球の共

がさらに進み、地球環境が悪化し、食

る。人ロが増加することで地球の温暖化

界一の人ロ大国になると予測されてい

その頃、インドは中国の人ロを追越し世

世紀中頃には一○○億人を突破する。

'li i i i l

＝正一:甑

鋤
罪轆

冒肛［

鍾鐘団

蕊
鼠i■蕊

鱗iii
鍵:

;鵜

6８

迫りくる２１世紀の危機

講演する

辻井教授

辻井博京都大学大学院教授の講演要旨は次のとおり。

対し「他給原理」と呼ばれている。

世界コメ貿易市場は、非常に不安定

である。その理由は、世界総生産量の

対し、畑作穀物の小麦とメイズの生産

るアジアの自給的穀物である。それに

れ、そのほとんどがアジアで消費され

ントほどがアジアで集中的に生産さ

コメは、世界総生産量の九一パーセ

ると政治的に不安定性が増し、暴動な

が急騰したりコメの供給が不安定にな

で必需品で賃金財であるコメは、価格

よりずっと大きい。アジア諸国で主食

ト、大豆二九パーセントなどと、コメ

が一四パーセント、大麦一二パーセン

四パーセント二四○○万トン）で非

は地球上の全大陸に分散し、これらの

どが発生し、しばしば政変につながる

業技術進歩の限界などから二○二○年

需要が大陸別に自給的でなく、北・中

ことから、政治財と呼ばれる。アジア

常に薄いためである。他の主要穀物の

部アメリカとヨーロッパの高所得諸国

では、薄く不安定な世界コメ貿易市場

頃に世界の食糧需要は逼迫すると考え

の保護により余剰に生産され、貧しい

は頼りにならないと判断し、主食で政

割合は、小麦一九パーセント、メイズ

発展途上国の多い他の大陸に輸出補助

治財であるコメの主たる供給元とする

られる。

金付きでダンピング輸出されてきた。

ことはできず、コメの国内供給と価格

さらに、アジア人のコメからのカロ

アジアでは、農家、農村、地域、国

調査によると、自分の作ったコメを食

リー摂取は、ミャンマーで七七パーセ

の安定を図るため、自給達成・維持政

べない農家がほとんどであり、国や農

ント、タイ五五パーセント、中国三五

のレベルでも、コメはまず自給するこ

コメをはじめ世界の食糧を見ると、

家は、コメや他の農産物生産で自給で

パーセント、インド三○パーセント、

策をとってきた。

高所得諸国の農業政策の変更、人口爆

はなく、販売・輸出の増加を主目的と

とが優先される。アメリカの稲作農家

発、所得上昇と食糧消費構造の転換、

してきた。この行動原理は自給原理に

日本が二四パーセントと平均五○パー”
農地や水など食糧生産資源の限界、農

世界の三大穀物の
特徴と貿易市場

Ⅲ（‐‐指

適輔鐘Ｌら勤笹

li

がアジアに集中している。これらアジ

口八億四千万人のうち、五億二千万人

九二年において、発展途上国の飢餓人

た、ＦＡＯの推計では、一九九○年～

セントを占める重要な食糧である。ま

は、インドネシアなど発展途上国の小

期間に倍増した。日本のコメ緊急輸入

出国であるアメリカの輸出米価も同じ

二倍以上に急騰させた。第二のコメ輸

出米価を一九九三年十月から五カ月で

のコメ輸出国タイのバンコクＦＯＢ輸

口の危機に陥れる。

食とするアジアの膨大な飢餓・貧困人

き上げ、米価変動を拡大し、コメを主

価を上昇させ、アジア諸国の米価を引

によるコメの大量輸入は、国際貿易米、

アに集中した貧困・飢餓人口の多く

曰本農業のあり方

売価格を急騰させ、低所得・貧困層を

害で二五○万トンのジャポニカ米輸入

成のコメ騒動で確認された。この大冷

九三年の大冷害に伴う一九九四年の平

ることは、作況指数七五であった一九

できるだけ特化し、それらの財を自由

国で相対的に生産費の安い財の生産に

カードが提示したこの理念は、世界各

拠り所にしている。十九世紀初頭にリ

国際経済学の自由貿易の利益の理念を

内外の日本コメ市場開放の主張は、

山間地域に属しており、地域と農業者

農村・農業生産の四○．ハーセントが中

作農業の将来は非常に厳しい。日本の

期的に引き下げられるので、日本の稲

力で低く設定され、ＷＴＯ体制下で長

コメ関税化を受け入れ、アメリカの圧

発揮、の三点である。しかし、日本が

し、③総体として農業の力を最大限に

昨年末、新農業基本法が発表され、

が必要になったが、ジャポニカ米はそ

貿易し、各国民の福祉は最大化される

を限定した中山間直接支払い政策で

メのミニマム・アクセスの輸入は、国

れまで年間一五○万トンしか貿易され

とし、現在の貿易論争に強い影響を与

は、美しく住み良い農村が広範な確

同法の目的は、①食糧供給力の強化、

ておらず、日本の輸入は不可能であっ

えている。しかし、自由貿易の利益の

保、食糧供給力が強化、多面的機能が

際貿易米価の不安定性を増大し、米価

た。これがコメ騒動の原因である。

理念はアジアに集中する膨大な飢餓・

②農業・農村の多面的機能の十分な発

日本のコメ緊急輸入は、一九九三～

貧困人口の存在を無視して成り立って

十分発揮、地域農業の力が十分に発揮

の安定を望むアジア諸国民・政府の厚生

危機に陥れることになった。日本のコ

が、コメを主食にしている。

曰本のコメ輸入が
及ぼす影響

九四年で二八八万トン、特に一九九四

いる。ＷＴＯの体制の下、日本のミニ

されるとは考えられない。市場原理主

揮と地域農業の発展可能性を現実化

年度は一八四万トンと日本が薄い世界

マム・アクセス輸入、関税化と自由化

を大幅に低下させる。

コメ市場で、突然最大のコメ輸入国と

現在でもコメが日本でも政治財であ

なった。日本の大量輸入は、世界最大

迫りくる２１世紀の危機

うな政策手段を進める。まず、二○一一

日本農業の再構築のために、次のよ

全保障を崩壊させる。

進食糧輸入国の農業・農村・食糧の安

の飢餓人口を危機に陥れ、日本など先

たらし、穀物価格を上昇させ、八億人

ループなど大農産物輸出国に利益をも

義の貫徹は、アメリカやケアンズ・グ

造を確立する。第二は、二○’’○年の

二～三トンで適正単収米麦複合生産構

ら三五○万トンへ大幅に増産し、単収

クタールへ、生産量も一三○万トンか

年の三七万ヘクタールから一五○万ヘ

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

○年のコメ生産量は九○○万トン、作

型農業が確立できる。第三に、農業改

が、有機・循環・低投入・低環境破壊

本の家畜規模を削減せざるを得ない

有機肥料を作れば過剰になるので、日

壊を人間と家畜の有機廃棄物全量から

入する肥料は有機肥料のみで、環境破

量の投入量の目標は、五○万トン。投

米麦複合農業に対応する窒素肥料成分

得政策を導入する。

りとして定額所得補償を実現させる所

保に関する社会契約を結び、その見返

給率の上昇による食糧の安全保障の確

しいコメの自給と安定供給および麦自

低い。このため、農家と消費者が美味

農業所得水準は非農業部門よりかなり

規模専業個人経営などを導入しても、

とで国際価格調整を行う。最後に、大

較で引き下げ、麦価格は引き上げるこ

価格政策として米価は国際価格との比

安全保障が可能になる。第四は、米麦

ントに大幅に増加することで高い食糧

二年の一一九パーセントから五三パーセ

万トン削減させ、穀物自給率を一九九

び飼料穀物輸入の畜産規模を一四○○

革に伴うコメ自給、麦類の大増産およ
育てのコストが高まることが要因だと

べきだとの考えも示している。

現行の公的年金制度の見直しを進める

は自由に選択できるようにするなど、

るべきだと述べ、年金の支給開始年齢

生活するのではなく、扶養する側に回

を持つ高齢者は、扶養されたり年金で

支給すべきだと提案。働く意欲と能力

金を年齢ではなく個人の能力に応じて

と画一的に捕らえて辞めさせずに、賃

また、高齢者を「六十五歳以上の」

きだと主張している。

スの拡充や税制上の優遇策を講じるべ

くてもよいように、国が保育所サービ

指摘。子育てで母親が就業を中断しな

社団法人・日本経済調査会は六日ま

えでに、「少子・高齢化社会へのソフト

備一一一一曰諦即冨驚雛詮熊灘

鉢錦順州懸州随Ⅶ鈩轤ⅢＭ鯰醐

社用由競争を最大限に活用することだと強

孔飴都燗鯛黙繍鮴鯏輔輔洲

少調齢立できるよう、支援策を国家プロジエ

悩繍高クト化するほか、働きたい高齢者に織

る本性蝸川澱雛朏鮴鮴鱒辨抑覗燗ｎＭ

来曰女る・提言では、少子化を招いている出

鳳ｉｉｌⅢ１１…

生率の低下では、所得の増加以上に子

刀

本協会主催、国際家族計画連盟（ＩＰＰＦ）・国連人ロ基金（ＵＮＦＰＡ）の補
助事業「アジア諸国国会議員交換研修事業」の一環として、｜｜月一一十一日から一一十
六日の六日間、カンボディア国国会議員の受入事業が実施され、同国議員団（団長
マエン・ソムアーン議員・保健・社会福祉・婦人問題委員会委員長ほか、超党派議

冠『薮．

璽舩肱艸剛醗辮

同画工仏櫟唾蝉』し』エ〃イは、群馬県太

医療施設見学

員並びに外務省スタッフ計十名）が人口・開発事情視察のため来日した。
今回の視察は、母子保健とエイズ問題に焦点をおき、日本の人ロ問題への取り組
みについて学べるよう日程が組まれた。我が国の政策的対応については、厚生政務
次官表敬並びに担当官との意見交換会が設けられ、また都市と農村における保健．

来日

｜｜月二十一日（日）

一八恥○○成田空港着

一二加○○ホテルにて、広瀬次雄Ａ

ＰＤＡ常務理事・事務局長はじめ

ＡＰＤＡスタッフによるプログラ

ムのオリエンテーション。

二月一一十一一日（月）

一○ｍ○○国立社会保障・人口問題

研究所所長による講演

阿藤副所長は、戦前から現在に至る

までの日本の人口問題と政策的対応の

歴史について講義を行い、多産多死か

ら少産少死へと人口転換を達成させる

ことが、近代社会に移行させるポイン

トであり、人口増加率を下げなければ

公雲・巨團闇

人ロ問題に対

発事情を視察さらに、国内

について熱心な質疑が出された。

ると、議員団からその問題点と対応策

面している少孑高齢化問題に触れられ

説がなされた。さらに、現在日本が直

中絶等についてデータを交えながら解

達成したかについて、避妊手段や人工

また、我が国がどのように人口転換を

口政策が重要であることを説明した。

経済発展は達成されず、そのために人

整備に備え、熱心に視察、実り多い成果を納めて帰国した。

｜行が来日中の一一十五－一一十六日には、対カンボディァ支援国会合（世界銀行主
催、日本国ホスト）が東京で開催され、カンボディァ国からフン・セン首相が来
日。長年にわたって国内の政治不安が続いたカンポディァ国では、昨年十一月の新
政権樹立と共に政治が安定化し始め、同国の発展に向けて国内の期待と諸外国の関
心が高まっていることもあり、来日した議員団は、今後の人ロ・保健医療分野の諸

うなど、充実した視察プログラムをこなした。

する国会議員の役割について意識を高めるために、人口懇メンバーと意見交換を行
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西

カンポディア国会蟻員団が来日

国立国際医療センターで
鴨下総長を表敬

は、我が国の戦後の対応策を照らし合

アドバイスを求められた阿藤副所長

カンポディア国に対して、日本からの

いて説明を受けた後、建野派遣協力専

医療協力の活動と病院施設の概要につ

一行は、鴨下重彦総長を表敬し、国際

おける国際貢献の拠点となっている。

療センターとして、日本の医療分野に

わせながら、保健の充実、義務教育を

門官から、国際医療協力の内容につい

最後に、若年人口が四三％も占める

中心とした教育促進、家族計画の普及

て詳細な説明を受けた。

業団、海外経済協力基金、世界保健機

ＩＭＣＪでは、厚生省、国際協力事

の三点を重要課題として取り組む必要
性を訴えた。

一四“○○国立国際医療センター

療分野における

れらの疾患や医

行うと共に、こ

て、診断治療を

の疾患につい

感染症やその他

特に必要とする

国際的な対応を

ＩＭＣＪは、

途上国の医療従事者・研究者を対象とし

の派遣協力を行っている。また、開発

百三十カ国で医療専門家や調査・援助

子保健プロジェクトをはじめとして、

在、カンボディア国で実施している母

な技術協力や調査を行っている。現

の技術参与、難民・災害援助等、様々

機関建設などの有償。無償資金協力へ

域保健・感染症対策や医療機材・医療

き、母子保健・病院プロジェクト・地

現場や小児科病棟を見学した。

後、同センターにおけるエイズ治療の

り組んでいる。｜行は説明を受けた

術をもって、日本でのエイズ診療に取

点病院の中核として、最先端の医療技

ク拠点病院と三百六十カ所のエイズ拠

ター」は、全国八カ所のエイズブロッ

構などの公的機関の派遣要請に基づ

国際協力に関す

た研修受入も行っており、ちょうどカン

（ＩＭＣＪ）視察

る調査研究、医

一六和四○在日カンポディア大使館

在の大使館を訪問し、トゥロン・メアリ

一九九七年一月に新しく建設された現沼

訪問

ボジア母子保健センターからも薬剤師が
病院の一部門として平成九年に開設

療専門家の派
修等を総合的に

されたヱイズ治療・研究開発セン

三カ月間研修のため来日中であった。
行う高度専門医

遣、技術者の研

トゥロン・メアリ大使と大使館前にて

歓迎レセプションで
挨拶する中山太郎Ｊ
ＰＦＰ会長

バー歓迎レ

員団メン

催・訪日議

ＦＰ会長主

山太郎ＪＰ

一八卵○○中

現在は六・五、三・七と大幅な改善に成

一と六○二の高レベルにあったが、

死亡率と乳児死亡率は、戦後一七六・

策の概要が説明された。日本の妊産婦

と母子保健施策の進展、②母子保健対

が国の母子保健について、①時代変遷

の新野由子母子保健指導専門官から我

一九八○年代半ばに国内で初めて患者

けるＨＩＶ／ＡＩＤＳ問題について、

の池田千絵子課長補佐から、日本にお

次に、保健医療局エイズ疾病対策課

版の母子保健手帳が配布された。

側ジョイセフによって作成された英文

保健手帳も含まれており、議員団には

ある。この中には、我が国が誇る母子

まず始めに、児童家庭局母子保健課

セプション

功した。これは昭和四十年制定の母子

大使と会見。

中山太郎ＪＰ

保健法によって、保健所、市町村レベ

が発見されてから現在までの問題経過

子保健施策が実施されたことが背景に

養援護、④医療対策等といった各種母河

ＦＰ会長、桜井

ルで、①健康診査、②保健指導、③療

と法的施策を含めた対応策について説

新ＡＦＰＰＤ議
長・ＪＰＦＰ幹

明がなされた。

一一二一一○根元匠厚生政務次官表敬

事長をはじめ、
昨年十一月にカ

厚生省担当官との意見交換会の後、

は、英語、ポルトガル語、タイ語で看

都の中心部に位置する新宿保健所で

に三歳児検診の現場を見学した。東京

防課長から活動概要の説明を受け、次

る保健所を見学した。まず早川和男予

午後には、地域保健の実施機関であ

一三二一一○新宿保健所見学

合った。

本の厚生行政と国際協力について話し

一行は根元厚生政務次官を表敬し、日

ンポディア国を

訪問した日本議員団メンバー（清水嘉
与子参議院議員、南野知惠子参議院議
員、武山百合子衆議院議員）が参加し

て、訪日議員団と夕食を囲みながら交
流を深めた。

二月一一十一一一日（火）

一○蕊○○厚生省訪問・日本の母子
保健とエイズ対策について意見交
換会

根元匠厚生政務次官を表敬

カンポディア国会議員団が来日

国会議事堂にて桜井新ＡＦＰＰＤ
議長主催の昼食会（カンボディア
・シルクのプレゼントを受け取る
人口懇役員）

板が掲示されるなど外国人活用者が多
く、その中にはエイズ患者も多数含ま

会議事堂見学

一二牢○○桜井新ＡＦＰＰＤ議長・

国会議事堂見学の後には、桜井新衆

ＪＰＦＰ幹事長主催昼食会

ズ患者の特別対応策をとるなど、立地

議院議員ほか、小杉陸衆議院議員、堂

れている。同保健所では、外国人エイ
環境に応じた対応策に取り組んでいる。

本暁子参議院議員の人口懇役員が昼食

会に参加して、交流を深めた。桜井議

一五吋三○松下電器・ＡＶ＆ＣＣシ

ステムズスクェア見学

定化に伴って、これからは国会議員が

員は、「カンポディア国内の政治の安
二月一一十四日（水）

中心となって人口問題に取り組んでほ

ドスケジュール

一行は、ハー

述べると共に、同問題に対する国内議

ディァ国に対する援助に対して感謝を

ムァーン団長は、日本政府のカンポ

しい一と激励したところ、マエン・ソ

の合間をぬって、

員活動の活性化に同意を示した。
市を中心に地方視察

谷津義男衆議院議員の協力で、太田
百貨店では、日

一三ｍ○○地方視察のため群馬へ出

富士重エ自動車エ場内を
カートで見学

一行は、群馬県太田市を中心とした

に感嘆すると同

種高品質の品物

訪「力」議員団団長でもあった谷津義

ディア国議員団のため、地方視察では

農業を主な国内産業とするカンポ

る矢島工場では、花田輝夫専務取締役

産約二万六千台の小型車を生産してい

を見学した。従業員数二千三百人、月

工業株式会社・群馬製作所の矢島工場

一帯でスバル車を生産している富士重

時に、物価の高

男衆議院議員の協力を得て、農村地帯

・群馬製作所長の挨拶の後、群馬製作巧

発

さにも驚いてい

の見学が可能な群馬県が選ばれた。

パクト商品や多

本の様々なコン

越を見学した。

皇居と日本橋三

三越）

一○函○○都内視察（（皇居、日本橋

鰄鍔瓠

た。

一五紬○○富士重工自動車工場見学

所・第二製造部の及川博之部長によっ

｜｜“一五国

鱒

●

温かい歓迎を受ける議員団
（総合太田病院にて）

がなされた。その後、一行はカートに

ソル・カプン議員(人民党）保健・社会福祉・婦人問題委員会書記
スラス・ソカ・リサカンポディア外務省・副長官アシスタント
ペン・チャン．､ノック・リンマエン・ソムアーン議員秘書

てビデオ解説を交えながら、ベルトコ

憩

乗ってイヤホンで解説を聞きながら、

キム・ソア。

ンベア式自動車製造工程について説明

堅展已員〈

河・捲寳◇農

チュオン・ブ

ソック・サン

呈傾1．漁＋些奎x三和＋・幅
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蝿壗

Ｗ
鰹
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露

率囑

エク・バンデ

員昌

副団長：キー・ルムア

IlilI
qTﾊﾞUT塗

に、団長は「カンポーナィア国でこのよ

工場内を見学した。お礼の挨拶と共乃

うな立派な自動車工場が建設できるの

はまだ先の話だが、当面はまず自転車

を国内で製造できるようにがんばりた

は、東京に比べて地理的環境が似てい

交えながら、解説が行われた。議員団

に、避妊の説明をした当時の苦労話を

ルの指導で農村グループの男性を対象

で、戦後間もない頃、出生コントロー

地区で活動を続けている現役の保健婦

た。野村保健婦は、’九五二年以来同

の母子保健対策について説明が行われ

地域保健課長、野村保健婦から同地区

る。馬塲孝保健所長の挨拶の後、齊木

保健所では二十万八千人を担当してい

には十二のヘルスセンターがあり、同

およそ二百万人の人口を持つ群馬県

九函三○東部保健所見学

二月一一五日（木）

主催の夕食会

長（訪「力」日本議員団・団長）

一八二○谷津義男ＪＰＦＰ副幹事

い」と現実的な感想が述べられた。

iq1M1l1iIi uj1 1Ml ！
鱗

蕊

窪・不服受理委員会書：

ニン・サポン

屡員
議昌（人民党）保健・社皇

団長：マエン．､ﾉム

カンポディァ国会議員団が来日

’○“三○総合太田病院を見学

がら、熱心な質疑応答が行われた。

る群馬県での保健活動に関心を示しな

万円もかかる費用が保険の適用でわず

人治療しており、｜力月、百’百五十

は、昨年千グラム以下の赤ちゃんを五

と保険制度のために通常未熟児は見放

議員団は驚きながら不十分な医療制度

かな負担で済むことが説明されると、

ン病院で、外来患者数が一

’四ｍ○○待矢場両堰土地改良区・

訴えた。

されてしまうカンポディア国の実情を

日平均約千二十人、入院患

渡良瀬川中央土地改良区連合の農

同病院は、太田市のメイ

者数が約三百五十人、急患

で、カンポディアヘ帰国）

一○如三○成田発（バンコク経由

二月二十六日（金）

’七邪○○群馬から成田へ出発

を上げながら感心していた。

る様子を目にして、議員団は感嘆の声

ピュータ作動よって水量を調節してい

施設を見学した。太田頭首工ではコン

心に同士地改良区が管理する農業水利

田沈砂池、太田頭首工など太田市を中

向かって、新観音堰、矢島分水工、太

雄事務局長の案内で、下流から上流に

た。｜行は、野村水吉理事長と矢部延

れている農業用水の灌概設備を見学し

業発展において、最も整備が必要とさ

午後からは、カンポディア国での農

業水利施設を見学

昨年一年間の手術件数は計

二千五百人である。医学部
卒業生の研修病院になって
いるため、医師の数は定員

六十一名のところ、計百十
名と多くなっている。診療

科目は内科、外科、小児

科、産婦人科、循環器科、
脳神経外科、心臓血管外科
などを含む総合病院で、議
員団が見学した新生児救命
センターをはじめ、リハビ
リテーションセンター、人

工透析センター、人間ドッ
ク用の総合健診部も兼ね備
えている。

新生児救命センターで

7７

は一日当たり約三十五名、
空っ風”が吹<中、農業用水施設を見学する－行

中絶が原因の高い妊産婦死亡率
本協会主催、国際家族計画連盟後援、国

団長、能勢和子議員、山中樺子議員の４議
連人ロ基金の協力で、３月21日（日）から

員がミャンマーを訪問。同国の政府要人と
27日（±）まで「日本国国会議員ミャン

の会見や、受入機関であるミャンマー母子

マー連邦人ロ・開発事情視察」が実施され

福祉協会（ＭＭＣＷＡ）の事業視察を精力
た。横内正明議員を団長に、円より子．副

的にこなし帰国した。

ン民族との和平が依然達成されていな

成されていない反政府勢力地域（カレ

を十年に一度行っているが、和平が達

反政府武装民族について、「人口調査

ミャンマーの人口政策について説明。

けた。同大臣は、英国統治時代からの

や問題について、ブリーフィングを受

一行は人口大臣から同国の人口政策

ソー・トゥン入国管理人ロ大臣表敬

●｜｜｜月二十二日（月）

刀宜

ｎＦ

日本議員団の視察を報じた現地新儒

健分野に対して関心が低く、結果とし

害となっている。同時に家族計画や保

が低く、調査実行にあたって大きな障

い農村部では、人口調査に対する理解

る同大臣は、「識字率・教育水準が低

また、保健大臣を経験したことがあ

いて語った。

る」と民族問題が引き起こす影響につ

将来人口推計などが難しい状態であ

い）に関するデータの収集は困難で、

、｡ＫＥ江

沼

ミャンマーに議員視察団を派遣

UBEUP「■、

て高出生率・高死亡率を引き起こして
た。

人口の達成を目指している」と答え

が、草の根レベルで運動を進めていく

防キャンペーンを中心に活動している

と■、“ＰＰＦＭｒＭ量hｒ

Ｕ羽一壁画Sm｣:h一団

はキン．一一ユン第一書記）や保健委員

会（大臣クラスの委員で構成。委員長

よって、一九九六年完成した看護大学

ＯＤＡの「看護大学拡充計画」に

年）、看護学士（一一年）、看護修士（四

改善するため、看護婦の養成（三巧

を訪問。同大学は看護婦不足の現状を

結核撲滅運動、感染症や伝染病等の予

よって構成）を設置。衛生改善活動、

会（州管区レベルで医師や行政幹部に

ンゴン総合病院と並んで国内の最高級

トを受け取る横内正明団長（その横、山中鐸子議員、大臣を
ケット・セイン保健大臣表敬

はさんで円より子副団長、能勢和子議員)。

の設備を備えていた。

ソー・トゥン入国管理人ロ大臣表敬。大臣から槍のプレゼン

保健政策として、まず国民保健委員

院」を訪問したが、集中治療室等、ヤ

四年オープンした一新ヤンゴン総合病

を視察。総額三五億円で建設、一九八

その後、一行は日本政府ＯＤＡ事業

らの援助を希望している。

省は今後とも海外日本及び国際機関か

は国民の寄付に頼っている。よって同

おり、国家予算でカバーできないとき

の二、医療機具、投資金が不足して

従事者（特に看護婦は医者の数の三分

きな問題を抱えている。しかし、医療

％は中絶後の感染症が原因）という大

妊娠中に死亡）と妊産婦死亡率（四○

同国は、高い乳児死亡率（四○％は

事業を推進している。

ために国内外のＮＧＯと協力しながら

いる」と、都市・農村間のギャップに
ついて懸念を示した。

横内議員の「ミャンマーにとって最
適な人口は？」との問いに、「将来的
には農業生産高を倍増させ、現在の人

ロ本議員団の視察を鰯じた頃

口（約四八○○万人）の倍の、一億人

ｍｗＡｎｍ1℃い｣■dmnn
UrIbUAssoG8adm(Ａ加

構成及び資金について説明。続いて

事務局長代行が、同連盟の歴史、組織

口基金はリプロダクテイブ・ヘルスや

フィングを受けた。ミャンマー国連人

ドバイザーから、活動についてブリー

キン・マ・マ・イェ・テクニカル・ア

ミャンマー駐在国連人口基金では、

な学費で教育が受けられるため、全国

キュー・キュー・スウェ・ミャンマー

人口問題に関する啓蒙活動を推進して

盟・東、東南アジア、オセアーーァ地域

から優秀な学生が集まってくると学長

母子福祉協会長が同協会の組織構造や

年）コースがあり、全寮制で、わずか

が説明していた。

事業内容についてブリーフィングを

●｜｜｜月二十一一一日（火）

おり、一九九六年から家族計画を推奨

する事業に着手している（同事業は総

業として家族計画やＨＩＶ／ＡＩＤＳ

動、リプロダクテイブ・ヘルス関連事

への栄養補給プログラムや母乳推進活

のプロジェクトには、五歳以下の子供

ことを目的に設立された。現在推進中

の健康、教育、生活の質を向上させる

会員（五五万人）から構成され、国民

四）、支部（四七二七）、ボランティア

名）、監督機関、町単位の組織（三一

るための教育を、既婚者（同国の中絶

絶を迫られるような妊娠を「予防」す

妊方法や出産に関する情報を伝え、中

た。事態を改善するために、正しい避

の問題の深刻さについて理解し始め

ないためである。政府も三年前からこ

為にあたり、安全な中絶手術が施され

率があげられる。これは中絶が不法行

て、中絶が原因である高い妊産婦死亡

また同国が抱える深刻な問題とし

人口の三分の一をカバーしている）。

の予防教育を行っており、また女性の

患者の大半は既婚者）のみならず、未

婚の若者に対して積極的に力を入れて

した見事なロンジー（民族衣装）に、

朝海大使、ホアン・アグイラ・レオ

「子供の健康無償」署名式に出席

いく必要がある。

女性議員は感嘆していた。

練校の裁縫クラスを見学。生徒が製作

働く母親のための保育施設や、職業訓

説明後、一行は本部敷地内にある、

自立をサポートしている。

議会（五三名）、執行委員会（一一

ミャンマー母子福祉協会は、中央審

行った。

ミャンマー母孑幅邪隣理突ＭＭＣＷＡ）

訪問職業訓練枝及び保育所見学
マーデイ・ナーウィ国際家族計画連

ＭＭＣＷＡ本部の敷地内にある保育所を見学
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「母子保健サービス改善計画」
開始式でスピーチする山中議員

プロジェクトは「子供の健康」のため

式に、山中、能勢両議員が出席。この

ミャー・ウー保健副大臣を迎えた署名

ン・ミャンマー駐在ユニセフ代表、

に貢献できるよう望む」と述べた。

日本からの援助が、貴国の国民の健康

の将来のためにも重要である。今後も

づくりから始まり、子供の健康は国家

し、施設の拡充を行ったが、将来的に

得て、産室の拡大、関連機具を購入

いる。日本の某団体からの資金援助を

給）、五名の助産婦も低賃金で働いて

日本政府が二億六千万円相当の破傷風

員を招いて食事。レストランで民族舞

夜は日本議員団が母子福祉協会の役

同省は連邦・民族の団結、国家主権
一族の団結、国家主権

タン・トゥン国境開発省副大臣表敬

を病床に改築することを計画している。

再び資金が得られれば、余ったスペース

ワクチン、マラリア予防薬やその他必

踊を見学し、一行はミャンマー文化に

の無償資金協力で、ユニセフを通じて

要器材をミャンマー政府に供与するも

触れる機会を得た。

ヤ平を達成〉和平
方を結んだ民族の

率一七民族との和

壷め、現在までに

雌あったが、新政
訓府は交渉を進

岬府武装民族も

一一五の民族が存在
壷し、中には反政
の

猴立された。ミャ
ーンマーでは一一一一

鏑域のケシ栽培の
壁撲滅を目的に設

の強化、国境地

のである。｜行を代表して山中議員が

●三月二十四日（水）
フライン郡区にあ

るミャンマー母子
福祉協会が運営す
るマタニティー・

ホームを視察
同ホームは、英国

占領時代の母子セン
ターから、ミャン

マー母子福祉協会の
サポートを得て、’
九九五年から産院と

地域は、他地域

との発展の遅れを縮めるために開発投

なった。スタッフ

は、基本的にボランティア・ベースで

国道国■鋪

資を行っている。

，
働いており、医師が男女各一名（無

8１

祝辞を披露。その中で一国づくりは人

MⅢ

すぎる（年間二○人）」、「教師が語学

されにくく、また国費留学は枠が小さ

る、国境地域のケシの栽培は、インフ

研修のため留学しようとしても、文部

また同国の深刻な問題の一つであ

ラの整備、保健、教育分野への投資

省が設定する年齢制限によってチャン

スが失われている」と日本留学の難し

や、農機具や肥料を手配し、ケシの代
替作物を推進することで撲滅を図って
さを訴えた。

護、女性の健康のために全国的に活動

が、皆がボランティア精神で母性の保

ンマー母子福祉協会の活動を見学した

行われた会談で、山中議員が、「ミャ

ウィン・アウン外務大臣が出席して

キン・ニュン第一書記表敬

●三月一一十五日（木）

いる。

外語大の花形は”日本語学科“
続いて外国語大学日本語学科を訪
問。学校が休暇中であるのにもかかわ
らず、一○名ばかりの日本語教師が一

行を歓迎した。九語学学科を持つ同大
学は一九九六年に「学園一から、全
日制、定時制、夜間コースを備えた

を展開していること、職業訓練校が女

性の経済的自立を援助するために活用

「大学」に昇格。現在、日本語学科に
は四五○名在籍し、中国語を抜いて一

識字率（八五％）と教育レベルの差が

これに対し、第一書記は、政府は母

ショックを覚えた」と感想を伝えた。

等の分野を理解するものが少ない）に

は高いが、就学率は低く、数学、科学

無料で読み書きを教えるため、識字率

大きいこと（注恥ミャンマーでは寺で

「同時に、妊産婦死亡率が高いことや

されていることに感動した」と述べ、

番人気のコースである。日本語を選択
する理由として、元来ミャンマー人は
好奇心旺盛であるが、観光ガイド、職
場でのニーズ等、経済的な理由による
ものが多い。

教育分野に強い関心を持っている能

勢、山中両議員からの一日本政府への
リクエストや今後改善すべき点は？」

との問いに、「私費留学はビザが発行

（右から朝海大使、ウィン・アウン外務大臣、キン・ニュン第
一書記、山中議員、能勢議員，池上清子・ＩＰＰＦスタッフ）

らない現状である」と答えた。

祉、教育、保健・健康分野まで手が回

ながら依然経済面は未熟で、社会福

がらある程度の発展を遂げた。しかし

マーは）資源が豊富なため、途上国な

様々な問題を抱えているが、（ミャン

し二○○年以上の植民地経験により

べた。続いて山中議員のコメントに対

に対する日本の援助に感謝の言葉を述

子福祉分野の改善を地方レベルまで推
進することを目標にしており、同分野

キン・ニュン第一書記表敬。
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~訪緬日本議員団メンバー－
横内正明衆議院議員（団長・自民党）
円より子参議院議員（副団長・民主党）
能勢和子衆議院議員（自民党）
山中偉子衆議院議員（改革クラブ）

入国問題も話題に

スー・チー女史の夫の

心を高める、三、環境関連法案の作

文コンテストを開催し、若い世代の関

の参加を促す、二、学校での絵画、作

同協会は草の根の女性たちの経済活

ミャンマー女性企業家協会を訪問

していた。

訪問当時、アウン・サン・スー・
成、である。

チー女史の夫、マイヶル・エアリス氏

に及ぶ対談を終えた。

大臣と共に集合写真を撮影し、｜時間

一シスター」と呼び、能勢議員、外務

の立場を理解。第一書記は山中議員を

した雰囲気に包まれたが、最後は互い

一一一一口する山中議員の言葉に、一時は緊張

れ」を可能にするためビザの発給を進

「友人国一として、「家族の最後の別

にも話題にあがった。同じアジアの

的に話題になっている最中で、対談中

今後サトウキビや豆などを、ケシの代

国境地域では蕎麦を栽培しているが、

に輸出することを考えている。また、

によって生産量を増加させ、近隣諸国

が、今後は未開墾地の開拓や二期作等

生産（年間一八○○万トン）している

家人口を支えるのに十分な量のコメを

つ進めている。四八○○万人程度の国

コンサルタントを通じて援助を受けつ

き、必要な灌概、ダムの整備は日本の

同国は経済発展の基盤を農業に置

ニュン・ティン農業大臣表敬

中農村に立ち寄り、村民の家を訪問。

のバゴーを訪れた。ヤンゴンに戻る途

（金）は、車でヤンゴンから約二時間

ミャンマー滞在最終日の二十六日

活発な質疑応答が行われた。

在するのか？」等、会員と議員の間で

は？」、「日本では女性企業家協会が存

る。「ビジネスを始めたきっかけ

クレジット方式で資金を提供してい

験に基づいたアドバイスや、マイクロ

営利、非政府組織。起業志望者に、経

立され、現在四○○名の会員を持つ非

動を支援する目的で、一九九五年に設

キョー・ティン・スゥエ国立環境問

替作物として推奨していく。

に対するビザの発給問題について国際

題委員会書記官訪問

は、「広報・教育活動を通じて環境

広報活動、国際協力を担当。活動内容

は、自然資源保護、人口計画、研究・

構成されている。それぞれの委員会

官僚が参加し、四つの特別委員会から

本の農業大臣のミャンマー訪問を希望

術を持つ日本からのアドバイスや、日

う方針で、農業、灌概分野で進んだ技

限り地方を回って現状把握と指導を行

きたのだが、大臣、副大臣とも可能な

地方視察を切り上げヤンゴンに戻って

当日、大臣は一行との会見のため、

事終了し、二十七日帰国した。

の途につき、五泊六日の視察事業を無

ヤンゴンに戻った一行は、夕方帰国

実感した。

めて都市・農村部の生活のギャップを

で、トイレや水道等の整備がなく、改

ヤンゴンとは違って家屋の作りは質素

同委員会は各省庁から五○名の幹部

問題への意識を高め、環境保護努力へ
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友好国の一つである。

くれる。日本にとってはとても大切な

て、それを口に入れると本当に喜んで

もパゴダでも食べ物を手渡してくれ

大変親近感を持っているので、朝市で

ミャンマーは、歴史的にも日本人に

もっとすべきである。

シンなど、小規模のヴィジブルな援助を

要望がある。日本からはベッド、電動ミ

ーーティーセンターに病室を作りたい旨の

ンが目立つ。日本に対して、支部のマタ

ここには中国からの寄贈の冷蔵庫、ミシ

Ａ）の働きである。全国三一四のタウ

①ミャンマー母子福祉協会（ＭＭＣＷ

ているかどうか今後検証の必要あり。

の運営で、期待される役割を十分果たし

能しているが、政府の限られた予算内で

②日本のＯＤＡの病院はそれなりに機

ンシップ、四七二七の支部で五五万人

③看護大学はＯＤＡの箱物行政の成果の

特に評価したいのは、

のボランティアが働いており、家族計

一つ。英国式のナースの精神とキメ細か

本部の正式オープンをした。起業家マ

の会員を有し、四月三日新しいビルと

⑤女性の起業家協会はすでに二○○名

ことが多々あり。

導、留学の機会の提供など、手伝える

辞書の不足、資格のある指導者への指

外国語の中で一番の人気。但し、曰緬

計四五○名の受講者があり、すべての

④ヤンゴン外国語大学の日本語講座は

画、母子保護問題、女性の職業訓練な

がある。

い運営によって大きな効果を上げている。
●山中樺子くやまなか．あきこ＞

どを計画的に積極的に行っていること。
津田塾大学英文科卒業。北海道大学経済
学部助手、北海学園大学人文学部教授
（国際文化輪）等を経て、現在、衆議院
議員、多摩大学客員教授。著述に「北欧
の家族と生活｣、「永田町エレガンス」等

窺藤

ロ開発調査団に参加して

霞砂

輿蝋 蝋

(jl l l 、

ザ

走り書きメモから
山中樺子
(衆議院議員）
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と日本の女性起業家と連繋できる体制

柄もあり、銀行、ホテル、建設業経営

でいる。医者の九○％は女性という国

様のグループとのネットワークを望ん

ハウの提供を目指しており、日本の同

インドのある女性の経済的支援とノウ

思われる。

る方向に誘導するのも日本の役割割かと

現政権が民主主義への上手な移弄行をす

ど、教育の普及と大学の開講を仰促し、

ことな
もので、就学者は極めて低い一・

と。八五％の識字率は僧院など〆

キン・ニュン第一書記は識見・・政治

糧事情を考慮す

一はパゴダに寄進するという宗裁
教心の

どんなに貧しくとも、収入の一一三分の

的交渉力、人間性の面でも卓越－
してお

ると、日本から

厚い国民が、経済的にも人道的に
にも良

⑥土地に恵まれているので、農業は二
）ので、農業は二

は農業構造の改

い方向で発展し、幸せになるこＬ
とを祈

た。
リ、人権問題も率直に話し合え←

革のための指導

らずにはいられない。

期作が可能。二十一世紀のアジアの食
」紀のアジアの食

になっている。

に

よ

者の派遣、ソバ
以外のケシから

の転作の援助、
加工技術、備蓄

技術の支援を
もっとすべき。

妊婦の死亡率
の四割が不法な
堕胎によるこ
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!;刑韻繩罷i｣旦
趣増導

シュエダゴン・パゴダにて

23歳未満
扶養対象に

ることになり、具体的な上積み額

れる所得控除（兜万円）も拡充す
を調整している。減税規模は２０
００億円を超える模様だ。

・少子化対策で干舎Ｈて減税…開

て、予算措置として子供が３人以

・Ｊ－ＣＡ、ＮＧＯに委託…閉

・昨年の離婚過去晶嵩・…．。…開

・世界人ロ的億人突破予想…船

上いる多子世帯を対象に、児童手

新たに約旧万人の子供が支給対象

・中国女性千万人送ろうか…蛇

・女性・高齢者活用を提一一一一口…皿

・人口急増の悪循環…………別

・アジアはパンクする………卵

ており、最終的な規模は９兆円を

・自立と連帯目指して………蛇

・黄河断流を地一ｒ水で回避…卵

・朴癸で子育て支える仕組…師

・人ロⅡ家族計画がカギ……卵
【塚田健太】

・自己実現社会を目指して…閉

大綱に盛り込む。すでに６兆３０
００億円の所得・法人税減税や住

当者が協議を行い、来年度税制改
正で「子育て・教育減税」を実施
することで合意した。焔日に自民
党税制調査会がまとめる税制改正

は、十九世紀に入ってからのこと

た人類が十億の大台に乗ったの

超える。二千年前は約三億人だっ

世界の総人口は今年、六十億を

し、いまも年間八千万人以上の

で、増加の勢いは鈍化した。しか

三十年間の国際社会による努力

発」という言葉も生まれた。過去

え、一九六○年ごろには「人口爆

・ハーグ国際フォーラム……川

・タイの水不足Ⅱ雇用悪化…Ⅷ

・人ロ急増、途上国を疲弊…順

。「ビル鯉禦」実現を………川

・日本の援助一鐸勢に世界が…畑

・タイで今度は水不足深刻…皿

・経済平均鼠成長一・三％に…皿

・ＯＤＡの貢献、日本旭位…Ⅷ

宅ローン減税拡大などが決まって
おり、自民党は協議で政策減税も

である。それが今世紀、急激に増

四

・アジア危機、女性を直撃…川

・移民労働者受け入れ検討…Ⅲ

（毎日新聞一九九八・十二・十六）

迫る。

当初比で８％前後伸び、四兆円に

公共事業関係費は全体で前年度

となる。

７１２万円に引き上げることで、

も合意した。現行の６５８万円を

当支給の所得制限を緩和すること

また、少子化対策の一環とし

紅じ

含め総額８兆８０００億円の減税
を示した。自由党は上積みを求め

世冊隙Ⅱ仙醜飢魍鮒帆Ⅲ月枢曰

た、嘔歳以下の扶養家族に適用さ

卯万円増額することで一致。ま

除を、現行の躬万円から祀万円に

満の扶養家族に適用される所得控

胆日の協議で、胆歳から羽歳未

実となった。

上回り、過去最大となることが確

に功うすふぉｌらむ

子育て減税
も実施へ

自民党と自由党は旧日、政策担

四国
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こゅ－すふぉ－らむ

ペースで増え続け、高齢化、人口
格差、食糧、一雇用、環境といった

諸問題の解決が迫られている。国

連人口基金（ＵＮＦＰＡ）の世界

「政策」や「個々人の行動」にか

出生率減、伸びは鈍る

かっている、と指摘している。

先進国Ⅱ少子化、途上国Ⅱ避妊
「おや、アフリカと中南

０

３

５
８
８
２

日本104,921
ゴ」

(国連Hfjll.、ル１位ｆ人）

・ヒラリー夫人が演説………畑

・北で人ロ’一一○○万人減……畑

。「老後に不安」、７割超す…叩

・ピル認めぬ日本に高関心…叩

・ピル承認へ外から祷煽Ｚ…川

・食糧安保を明文化．．……・…叩

・ロシア６年で二百万人減…帷

呉萎露審で６月にピル承認…胆

・市町村単位で少子化推計…畑

・着実に女性の権利拡大……Ⅲ

・ベトナム←祷外労働者倍増…妬

・少子化対策で数千億補正…順

・輸入米本領発揮は７年後・・・畑

・地球温暖化、危機的状況…、

・地球温暖化、英知を結集…Ⅲ

よると、’八○四年に十億人だっ

十二日になった。世界人口推計に

めた「六十億人の日一は今年十月

ＵＮＦＰＡが昨年十月、新たに定

・閉歳以上、２千万人突破…随

・紛争や凶作時の食料確保…噸

・米、異議申し立て断念・・…・慨

。｛骨齢ル些雫亜％を予測……山

・都の人口３年連続増加…山

・地球温暖化、京都会議後…噸

た人ロが二十億人に達するまでに

・母法店膝謹法改正……………”

・老後、｛雰族頼りたくない…慨

・少干化対策で特別交付金…伽

・人口問題でアンケート……町

・コメ関税化のすれ違い……幟

年）、八十億にはその後十五年

なるには十四年後（二○一一一一

は出生率の低下により、七十億に

は十二年しかかからない。その後

五十億が今年六十億になるまでに

百二十三年かかったが、八七年の

人に達する時期を先に延ばした。

進む結果、シャミー部長は六十億

とあわせて出生率の低下がさらに

り、先進国の一般的な少子化現象

途上国の避妊の意外な増加によ

“２０５０年琶

ひ‐も‐‐・牛も、‐‐。‐‐～．ｆ少一色

ドスドジジグオゴ

,477,730
349,318

ン国国キンイランチン本
イ中米パイナプパエコ日
目四回ＧＢ０ｇ⑩、
⑥⑫③④④⑤③⑨⑨⑪⑱

５

コンゴ共和国１６ｑ360

パキスタン345,484
インドネシア311.8副
ナイジェリア244,311
プラジル244.23O
バングラデシュ212p495
エチオピア１６ａ４４６

人ロ白書は、人類が「間違いなく

七十億までは増加する」と断言

Ｐ■、Ｂ夕ＤＪ６日８

噸麹噸郵飼噸似姻刑噸

⑥パキスタン
:③ロシア

米で避妊が増えている」

５２４曲開化〃お釧聡
濁銘〃２１１１１－１
１

ド

;⑭日本
⑨バングラデシュ
⑪ナイジェリア

国連人口部のジョセフ。
、ンヤミ

部長

国ン

中イ

．；．．．

ｇ：■■に

が麹ザーバワ、ワか。鱈定．鮫『

⑪③

⑧米国
④インドネシア
⑨ブラジル

し、八十億になるか、あるいは百

日出

指定してい

六月十六日と

する記念日を

が六十億に達

は、世界人口

ちＵＮＦＰＡ

これに先立

た。

月初めだっ

ていた昨年九

推計をまとめ

版の世界人口

す一九九八年

二年ごとに出

づいたのは、

化外が
iこの予
気変想
た。
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二十億になるかは、今後十年間の

饗

（二○二八年）と次第に長期化す
い」。シャミー部長の悪夢だ。

口に与える影響は予測がつかな

（ニューヨークⅡ村上伸二

中国二人っ子政策」功と罪

る。

途上国の避妊の増加は、家族計
画の運動が普及してきた結果とい

策」をどう考えているのか。九五

年に北京と上海で実施した意識調

査では、「国の現代化に貢献して

いる」か、「ある程度貢献してい

る」との答えが九割を超えた。

幅に減少していく傾向が明らかに

行している。アフリカ諸国でエイ
ズが急激に広がり、平均寿命が大

る二人っ子政策」を実施しなが

くを買い、同時に称賛の的でもあ

中国は、ときに世界のひんしゅ

たことは、評価されるべきだと私

まで政策を徹底させ、成果をあげ

なっていただろうか。国土の隅々

をとらなかったなら、世界はどう

かし、もしも中国が人口抑制政策

は手を加えれば、ひずみが必ず出

例のない壮大な実験だ。が、人口

「地球環境の保全に貢献してい

なったのだ。

ら、いまも毎年、千三百万人以上

東京農工大教授若林敬子さんに聞く

約三千万人にのぼる世界のエイ

の”人口爆発“を続ける人口超大

えるが、一方では深刻な事態が進

ズ感染者の八五％が集中するアフ
国である。

それでも中国の国家計画出産委

農村部では、第二子の出産が許さ

え、夫婦双方が一人っ子の場合や

は思う。「一人っ子政策」とはい

といった国家の根底を揺さぶりか

養制度の揺らぎ、男女比の不均衡

る。社会の高齢化は加速され、扶

「一人っ子政策」は人類史上、

る」との答えも高率だった。

リカの三十四カ国のうち、平均寿

員会は、一九七○年代からの計画

（構成・坂尻信義）

ねない側面も現れはじめている。

命が調べることができた二十九カ
国では、現在の平均寿命が四十七

れている。

インド「貧困・多産」断てぬ悪環境

ど武器になる、との「人口資本

毛沢東は人口が多ければ多いほ

は、インドにとって大きな課題

食糧供給が追いつけるかどうか

抜くといわれる。増加する人口に

に十五億人を突破し、中国を追い

インドの人口は二○五○年まで

きた。だが、幼児の死亡率が高い

七、八人から約四人まで下がって

族あたりの子供の数がかつての

の普及を図り、農村地帯でも一家

妊具を無料配布するなど家族計画

国立民族学博物館助教授押川文子さんに聞く

ち込む。これはエイズ禍がなかっ

説」を唱えた。毛沢東の死去後、

えで、中国はたしかに重要な役割

中国の人たちは「一人っ子政

らし、中国の人口が十二億に達す

出産政策で三億にのぼる人口を減
る日を九年も遅らせた、と成果を

歳にとどまり、エイズ禍がなかっ
大人四人に一人が感染し、被害

億、六十億となる日を遅らせるう

た場合より七歳低かった。
が最も大きいボツワナでは、一九
九五’二○○○年の平均寿命が六

を果たした。

強調している。世界人口が五十

十七歳であるのに対し、二○○○
’二○○五年には四十一歳へと落
た場合より二十九歳も低くなる。
だが、比較的高い出生率が維持

「一人っ子政策」が始まったの

だ。内陸部や北部の貧しい農村地

減らそうとはしない。また、女児
の識字率を高め、避妊の意義など

うとして、それ以上、子供の数を

ため、親たちは働き手を確保しよ

されるため、ボツワナでは二○五

は、ちょうど二十年前の七九年一

インドでは一九六○年代から避

らに悪化することも懸念される。

○年の人口が現在よりほぼ倍増す

中国の人口政策は、西側とりわ

帯などでは、住民の栄養状態がさ
け米国から非難を浴びてきた。し

月のことである。

「このエイズ禍が最大人口の中

ると予測されている。

国やインドで広がったら、世界人

8８

を教えることが人口抑制に有効だ
が、その半数以上が、貧しさから

小学校を中退してしまう地域もあ
る。貧困と多産の悪循環を断ち切
ることは難しい。

一方、かつて多産地帯だった西

部、北西部の各州では八○年代以
降、人口増加のテンポが急激に落
一九九八年に離婚した夫婦は二

分十秒に一組にのぼり、組数、率

ウサギ年生まれを世代別に見る

どまり、十二支のなかでは十番目

と、第一次ベビーブーム期直後の

い、家風に合わないなどの理由で

とみられる。その後、離婚は減り

一九五一年生まれが百九十四万人

だ。

続けたが、六○年代から再び増え

で最も多かった。

簡単に女性が離婚されていたため

始め、「熟年離婚一も珍しくなく

（朝日新聞一九九九・｜・｜）

なった最近は、全体として急増し
ている。

諸外国で、最も離婚率の高いの
は米国で四・四四組。英国（二・九
七組）がそれに続いている。

動態統計の年間推計一でわかっ

十一日に厚生省が公表した「人口

十六秒に一人の赤ちゃんが産声を

前年よりやや増えた。出生は、二

十九万二千組で、四十秒に一組。

｜方、九八年に結婚したのは七

た。人口動態統計は一八九九年に

あげた。死亡は、九十三万二千人

国際協力事業団（ＪＩＣＡ）は

ともに過去最高だったことが、三

中国の二人っ子政策」のよう

で前年より一万九千人増えた。高

ちた。南部のケララ州ではほぼ横
ばいまできている。農業や工業の
発達で生活水準があがり、学校教
育の普及もあって、親の意識が変

な手法はインドでは難しい。西欧

は相変わらずの横ばい傾向だが、

始まりちょうど百年になる。出生

齢化が進んでいることから死亡数

わったためだ。

的な人権思想が根付いているから

前年を一万四千人上回り、年間百

助事業の一部を初めて、国内の非

（ＯＤＡ）の費用対効果に厳しい

とを決めた。政府の途上国援助

四秒に一人が死亡したことにな

ウサギ年生まれ

政府組織（ＮＧＯ）に委託するこ

だ。かつて、インディラ・ガン

を基にして年間数値を推計した。

九八年一月から十月までの数値

反発を買って総選挙に敗れる一因

それによると、離婚は二十四万三

に行う政策を進めたが、有権者の
となった。

千組で、前年より二万組増加し

よっては、現地で草の根活動を続

インドの人口政策は、避妊キャ

「年男」「年女」は九百九十二万

けているＮＧＯの方が成果を上げ

目が向けられているなか、事業に
人１．総務庁が発表した一日

られると判断した。

９９２万人七・八％

現在の推計人口によると、ウサギ

来年度予算の政府原案に八件分

た。人口千人に対する離婚率も一

この百年間の推移をみると、調

年生まれの男性は四百八十六万

で計一億九千六百万円が盛り込ま

ンペーンなどの意識改革と保健衛

査の始まった明治三十年代は離婚

人、女性は五百六万人だった。男

れた。一件について専門家三人の

・九四組で、前年の一・七八組を大

率が一・五組を超えていた。家父

女合わせて総人口の七・八％にと

生の改善が柱だ。食糧事情など厳

長制度のころで、子どもがいな

幅に上回った。

る。

来年度に海外で実施する途上国援

草の根活動を評価
は増加傾向にあり、九八年は三十

に事業委託

２分10秒に１組／出生２６
秒に１人／死亡34秒に１
人／結婚40秒に１組

二十万六千人が新たに誕生した。

ＪＩＣＡ､ＮＧＯ

昨年の離婚
過去最高

ジー首相が避妊手術を半ば強制的

園

四

しさを増す中で生ぬるくも見える

が、国民の人権を侵さずに人口抑
（構成・岡野直）

制を進めるには他の道はないだろ
マフｏ

（朝日新聞一九九九二・｜）
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すふお－らむ
こゆ

地の廃材のヤマに、強い円にもの

えざるをえない。東京湾埋め立て

にかかわってきたか、私たちは考

その一方で石油、石炭の消費量

を言わせた「過剰消費国日本」を

いる。

あった。さらに連携を強化する理

は、中国が一例だが、増え続けて

でＮＧＯの協力をあおぐことは
由について、ＪＩＣＡは「従来の
いる。

派遣を想定しており、テーマは応

経済底上げ型ＯＤＡの効果が問い
直され、基礎保健医療や初等教育

これまで海外での援助事業はＪ

定。

募や相手国からの要請で決める予

ＩＣＡ直営だった。民間の人材で

垣間見る、と批判されてきた。熱
帯雨林の収奪的な利用、開発の背
景には、インドネシア騒乱の誘因
が一例であるが、富の一部への偏
りと圧倒的に貧困な民衆の暮らし
の現実がある。そして、日本の経
膨張する人口と生産活動
工業化の著しい途上国が排出す

済はそれらの国々を貿易の相手と

など現地の人々に直接届く事業の

業国全体の排出量に等しくなる、

である空気や水、土や森林などの

いてきた、しかし産業の維持基盤

経済学がほとんど視野の外に置

・太平洋地域に暮らす私たちは、

公害と自然破壊に加えて、アジア

して成り立っている。日本国内の

アジアの「持続可能な発展」の道

れらの均衡の上に皿世紀へ向け、

「開発」と関連づけてとらえ、そ

環境問題の構造を「人口」「資源」
に、すでに危機的な状況に陥って

環境資源は国際条約が示すよう

る二酸化炭素（ＣＯ２）の量は、
２０１０年ごろには現在の先進工
と予測されている。

もＪＩＣＡの専門家として派遣し

した分野は政府内よりもＮＧＯや

比重を一員めようとしている。そう

地方自治体に人材が多い」と説明

てきた。八件についてはこの枠を
はずし、草の根ＮＧＯ、大学、シ
ンクタンク、地方自治体などに委
する。

（朝日新聞一九九九二・四）

託する考えだ。
途上国からの研修生の受け入れ

アジアはパンクする
資源の重圧を減らそう

いる。

ることができるのか。環境白書は

以来の「拡大の基調」で乗り越え

だ。

大、深化は表裏の関係にあるの

産業文明の進展と環境破壊の拡

金不足から期待できそうにない。

を見いださざるをえない。
疑問を呈している。

市場開放と経済の国際化を経験

した。

ポール・アーリックは次の式で表

条約の効果は、南北の対立と資

経済不安のいま、来年度の政府
予算が例だが、社会は内外で「拡

した今、見えてきたのは南北問題

う制約」をギリシャ、ローマ文明

大の基調」へ傾斜を強めつつあ

としての環境破壊の構造である。

本の木材自由化が輸出国フィリピ
ン、タイ、マレーシア、インドネ

シアの熱帯雨林の荒廃とどのよう

人口は絶対数と増加率、消費量
は所得とライフスタイルで決ま

り消費量×産業技術の質

環境への影響Ⅱ人口×１人当た

境」の関係を、米国の人口学者

問題の核心である「人口と環

「人ロと環境」が核心

テーションが建設されているだろ

る。しかし温暖化やオゾン層の破

へ。はるか大空には巨大な宇宙ス
Ｐっ。

壊、生物の種の多様性の減少、砂
漠化を防ぐ条約が「地球という制
約」を証明し、東アジアでは酸性
雨防止協定が緊急の課題とされて

たとえば１９６０年代に始まる日

環境破壊と技術文明の発展が皿
世紀にはともに頂点へ近付く、と
科学者たちは見通している。
はたして現代文明は「地球とい

今年ｎ月皿日、世界の人口は帥
億人に達する。１９００年には６
億３４００万人だった。
温暖化による異常気象に脅かさ
れながら、２０５０年には的億人

函
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ろ。技術は例えば、農薬多投型栽
培技術では環境への負担が大きく
なる。

日本の人口は２００７年に１億
２７７８万人のピークに達し、２
０５０年に１億別万人へ減る。１
人当たりの物の消費量は、もうす

でに満杯に近い。日本が「環境へ
のマイナス影響」の圧力を軽減す
ることは可能だ。

しかし、アジアの多くの国々で

は日本と事情が異なる。「人口転
換過程のワナ」にはまったままの
国がなお少なくないからだ。ヨー
ロッパ社会の人口動態を当てはめ

ると「多産多死」の前近代化社会
は、食糧の生産が増え、集団予防

接種など公衆衛生が向上するにつ
れ「多産少死」型となる。過渡的
に人口は増えるが「近代化社会」

へ移るにつれ、識字率の向上、家
族計画の普及、女性の社会参加な
どにより出生率は減り、出生率と
死亡率は均衡するとされてきた。

となろう。日本の工業出荷額ｌが
当たり汚染物質の排出量は世界で

るらしい。

年に四十億人だった世界の総人口
が、今年秋には六十億人を突破す

３項「技術の質」を改善するた

▼日本の年間の人口増加率は○・
二％程度。これに対しアフリカや

最も少ない。アーリックの数式の

業化Ｉ所得増により１人当たりの

め、エネルギーと原材料を効率的

発の効果を帳消しにし、収奪的な
資源利用の圧力となっている。他
方、中国の担億７０００万人は工
物資消費量の増加が著しい。その

口が増えている国が珍しくない。

中東では、年三’四％の勢いで人

能な発展に役立てたい。

に利用する技術を途上国の持続可

エネルギー源は汚染多発型の石炭
である。

外部からの流人を除いても過去二
十年間で人口が倍以上に増えた

明日のある産業社会を築くため

に、また、日本自身の経済の安定

国、自国民の半分以上が二十歳未

アーリックの数式によるなら

のためにも、経済大国日本は環境

ば、皿世紀のアジアには環境に悪
影響を及ぼす要因が山積みされて

保護のリーダーシップをとらざる

る。高齢化する先進国とは対照的

造問題である。

▼人口増に見合って経済が成長し

なければ、様々な社会の摩擦が起

きる。財政の制約が強まる中で、

とりわけ深刻になりつつあるのが

若年層の失業だ。イスラム原理主

義の色彩を帯びた反体制運動が広
がる一因も、ここにある。成長率
が人口増加率以下だと一人当たり

国民総生産（ＧＮＰ）は低下し、
や欧州などで人口問題といえば、

上しない。

経済成長を続けても経済水準は向
出生率の低下と社会の高齢化を思
い浮かべる。だが、世界的に見る

排出量を、帥年当時よりも５％減
らす日本の国際公約の成否は、さ

▼人口が急増すると、電力や水道
などの整備も追いつかない。途上
国も援助する側の先進国や国際機

関も財源難。社会基盤不足を解消

と、現代は空前の人口急増の時代
だ。一九六○年に三十億人、七四

しあたりアジアの持続可能な発展

少子。高齢化の時代。いま日本

な社会の「若齢化」も、大きな構

満という社会が、実際に存在す
なってくるだろう。

（毎日新聞一九九九二・五）

をえない。それが政治的な現実に

くるだろう。途上国がその社会の
不公正を改め、開発と生態系との
バランスを保ち、「持続可能な発

展」を続けるには、人間らしい暮
らしに最低限必要な食糧、医療、
教育の基盤を整えねばならない。

そのためには船年から２０１０年
にかけ、毎年５％の経済成長が必
要とされる。同時に、容量に限り

がある地球環境の質を現状程度に
保つには、先進国が排出する汚染
量を、この間に毎年４．４％ずつ
減らさねばならないと試算されて
いる（環境文明研究所）。

の悪循環

世界平均並みの１．４％だが、な
お多くの国々では工業化、近代化
が停滞して「多産少死型」社会に

ＣＯ２の２００８～⑫年の平均

人口急増
を現実のものとするための試金石

アジア全体の年平均人口増加率は

囮

とどまり、増え続ける貧困層が開

虹

すふお一らむ
こゆ

するには民間資本活用しかない。
中東産油国などはインフラ部門へ
の直接投資を求め始めている。機
材を売る時代から発電所などの経
営まで求められる時代へｌ人
口爆発はプラント貿易のあり方も
変えるようだ。

（日本経済新聞一九九九二・六〉

そのうえで、女性就業者が子育
てと両立できるよう、支援策を国

するよう求めている。

めには労働市場おける自由競争を
最大限に活用することだと強調、
女性と高齢者への就業機会を拡大

る少子・高齢化社会に対応するた

て」（桜井孝頴委員長）と題した
提言をまとめた。提言は、進展す

のソフトランディングを目指し

日までに、「少子・高齢化社会へ

社団法人・日本経済調査会は六

来るべき少子
化社会に備え
女性､高齢者
活用を提言

家プロジェクト化するほか、働き

たい高齢者に職場が提供されない
人事慣行の見直しや公的年金制度
の改革などを訴えている。提言で
は、少子化を招いている出生率の
低下では、所得の増加以上に子育
てのコストが高まることが要因だ
と指摘。子育てで母親が就業を中
断しなくてもよいように、国が保
育所サービスの拡充や税制上の優
遇策を講じるべきだと主張してい
る。

は自由に選択できるようにするな

また、高齢者を「六十五歳以上
の人」と画一的に捕らえて辞めさ
せずに、賃金を年齢ではなく個人
の能力に応じて支給すべきだと提
案。働く意欲と能力を持つ高齢者
は、扶養されたり年金で生活する
のではなく、扶養する側に回るべ
きだと述べ、年金の支給開始年齢

いる。

ど、現行の公的年金制度の見直し
を進めるべきだとの考えも示して

（産経新聞一九九九二・七）

｢中国女性千万人

送ろうか…」

毛沢東がジョーク
厳」など５原則の実現を目的とし

て、高齢者の「自立」「ケア」「尊

本年、１９９９年（平成ｎ年）
が、《国際高齢者年》とお聞きお
よびの方々はまだ少なかろう。１
９９２年（同４年）の国連総会に

内容として報じた。

同紙によばれ、毛主席は米国と

貿易問題に言及、「中国は非常に

貧しい。何もない」と語った後、
突然、「しかし、女性は多過ぎ
る」と話題を一転。「中国の女性
が必要なら、’千万人送ろうか。
わが国には女性が多過ぎる。彼女
らが子を産むので、子供が増え過

もっとも、放談が過ぎたと思っ

ぎてしまう」と語った。

たのか、この後、通訳の女性に対
し「軽率な話をしてしまった。中

い一と反省している。

国の女性に謝らなければならな

（産経新聞一九九九二・十一）

ニークなのは、定められたその

ようという宣言でもあるが、ユ

て、本年を《国際高齢者年》とす
る決議が採択された。各国とも高
齢化に対する認識を改めて深め、
高齢者自身の活力をよみがえらせ

曰本社会事業大学学長・京極高宣氏に聞く

自立と連帯目指して

日、「キッシンジャー会話録」の

一千万人を送ろうか」Ｉ・中国
の故毛沢東主席が一九七三年に
キッシンジャー米大統領補佐官
（当時）と会談した際、人口問題
についての悩みをユーモアたつぶ
りに語っていたことが明らかに
なった。台湾紙・中国時報が十

【台北凹日Ⅲ時事】「中国の女性

四国
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する お－らむ
こゆ

わかるのですが、「すべての世代

１５原則といったものは、

は、海外事情にもくわしい日本社

ブ・ライフ・キャンペーン特集

る。新年早々、”回目のアクティ

社会をめざして」ということであ

テーマが「すべての世代のための

扱いしないで老いも若きも、とも

いくのだから、高齢者だけを特別

鳧○門巴］撹の、」。皆いずれ老いて

で。英語で「８弓②ａの餌⑩。Ｑのご

串英明）

生活情報センター・企画委員大

話を伺った。（聞き手／産経新聞

会事業大学の京極高宣学長に、お

者年》は、我が国にとって、どう

いませんね。ところで《国際高齢

ｌその辺はあまり知られて

当前に取り組みが始まっていますＣ

常に優れたところじゃないか。相

ている。我が国のある意味では非

環境とか全省庁的な取り組みをし

得保障、社会参加、生涯学習、住

て、高齢者の保健福祉、就労、所

（平成８年）というのができてい

と思うのは、「長寿社会対策大綱‐｜

｛泉極世界の中でもユニークだ

と？

すね。で、日本の取り組みという

して今が一番考え時なのですね。

お手本もなくなる。Ⅲ世紀を前に

を回ると急速に１番手に接近す

らいだが、２０００年のコーナー

２％になる。今は３から４番手ぐ

釦％近く、２０５０年には、卵．

弱ですが、日本は２０２５年には

です。今、北欧の高齢化率は別％

かにモデルがあるわけではないの

が国がそのまま使えるとか、どこ

京極北欧の先進国の回答を我

けではないのですね。

る。いずれ追い抜くでしょうし、

導入されますし、今後、医療や年

京極介護保険は２０００年に

は共通現象なので、これからは先

京極それはとりわけ先進国で

Ｉ｜方で少子化も非常な勢

高齢者年ではあるが、すべての世

金をどうしていくのか。今、高齢

ということでいろいろな取り組み

進国の場合は、いわゆる老人問題

そのときに１９９９年というの

改革が進められているわけです。

者をめぐる社会保障の一連の構造

必要となってくる気がします。

進国同士の協調やお互いの連携が

ことも含みに入れて国際的な共通

いうことがあるわけで、そういう

なると、のけものにされやすいと

ど、飢餓とか人口の多いところに

家族や地域で対応しているけれ

た点で国民がじっくり考える年に

きりしているのだから、そういっ

のトップクラスになることははっ

寿国だし、高齢化ではいずれ世界

るだろう。特に日本は世界一の長

は、最も大事なステップの年にな

でも、アジア諸国はむろんのこ

要な気がしますね。私どもの大学

お互いに学びあうということが必

ど、もっと国際的に広い視点で、

いうふうに考えたらいいのかな

をどうするのか、生涯学習はどう

一泉極例えば社会保障の在り方

と？

の取り組みとしているのですね。

と思うのですね。

原則があるのも、そのためなので

Ｉなるほど、「尊厳」という

なってくれればいいのではないか

ｌお互いの連携といいます

がされている。発展途上国では、

いで進んでいますね。

ことです。高齢化が進んでいる先

代のための社会を目指そうという

高齢者自身の活力宣一一一一弓構造改革“飛躍の年に

京極そこがユニークなところ
全国社会福祉iHi議会ｂ寓齢者白替よ1ノ

ｌ回答がすぐそこにあるわ

のための社会をめざして」という

に国民の一員として住みよい社会

いう意味があるのですか？

国連の５原則『自立』『参加旨ケア』『自己実現旨尊厳』

のは、どう理解したらいいのか。

を作るために活動していこうと。

曰旧
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は、ずっと共同研究を続けてき

し、アメリカ、フィンランドと

と、今年はドイツと交流します

いうのでなく、国民的な問題とし

たらないところに日が当たったと

際高齢者年》というのは、日の当

すごく進みましたね。今回の《国

「自己実現」という

ら、「自立」「参加」

の５原則の冒頭か

ｌ艫かに国運

うのですね。

た。国連での取り決めだとか世界

（医療・介護）」には、

るのですね。「ケア

極的な意味合いがあ

葉には、そうした積

京極これらの言

ね。

言葉がありました

てもう一度考えてみようというこ

ｌそういうことになると、

ではこうなっているということ

とかく介護や医療の問題が取り沙

とではないかと思うのですね。

になるのではないか。その点で、

が、国民にも関心を持つきっかけ

《国際障害者年》（１９８１年）
汰されますが。
ですが、そういう後追いの問題だ

かけてはいられな

からはそれだけ追っ

ますが、ただ、これ

確かに緊急性があり

けでいいのだろうかと……。

京極それは確かに大事なこと

は、非常に大きな影響を与えた。
ｌといいますと？

京極障害者基本法ができて、
それに基づいてすべての市町村が

努力義務として段差の解消とか、

若い世代も参画を

ケ０

％扣頸卯霞如幅

スを、老人の患者には老人医療

京極要介護者には介護サービ

うならないように高齢者が自立と

なると途端に元気をなくして。そ

んか、特にそうですけど、定年に

例えば、サラリーマンの場合な

えない。将来は、恐らく加歳以上

京極もう余生という言葉は使

ね。

のか、という議論と相呼応します

高齢社会の中でどう役立てていく

いますね。そういうご老人たちを

ｌ今、元気趣老人が増えて

貢献とかのも、それぞれ自分の力

分だけの満足でなく何か社会的な

て、やりたいことをする。ボラン

ないと。自分というものを持っ

転換をして、相当頑張ってもらわ

老人という意識ではだめで発想の

餡歳以上人ロ割合

を、という形で対応せざるをえな

いうことをもっと深く考えて、そ

を高齢者と言うようになるのでは

い。

いけれども、それだけではなく、

の人にあったものを自分で探して

ないですか。そして近々、３分の

もって見られているのでは？

だ敬老の精神があって尊敬の念を

るわけです。

予防とか健康・生きがいの問題に

いかなければいけない。一人ひと

１が閃歳以上になるわけだから、

ｌ後追いというのは？

もっと力を入れないと。結果的に

りそうした自覚をちゃんと持つよ

これはマイノリティーでなく完全

だし、若い人たちの負担も軽くな

費も介護も助かることになるわけ

京極敬老は大切ですが、これ

ｌ発展途上国では、まだま

を発揮してほしいですね。

ティアもよし、趣味でもよし、自

国民一人一人が健康で生きがいを
持って元気で、。生きていけば医療

にマジョリティーですよ。だから

地域とのつながり持とう／途上国からも学ぶ姿勢

1955196519751985199520052015202520352045
全国社会福祉協議会・高齢者白書より

０

うにならないと、この高齢化時代

５

は乗り切れないのではないかと恩
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からは、それだけではいかなく

なってきている。敬老の精神が我
が国の文化だという考えもありま
すが、福祉が遅れている分、それ
でカバーしている面があるけれど
も、日本も昭和別年代まではそれ
で良かったが、昭和伽、印年代に
枯渇してしまった。東南アジアの
国々では、老人ホームがあったと
しても、一握りのエリート層のた
めというところもある。ただ、地
域とのつながりは、むしろ途上国
の方があるのですね。もちろん日
本人が失ってきたものがまだ残っ
ている。それをまた復権させるよ
うな、そういう文化も大事にして
いくべきだなと思うわけです。
ｌ複眼の視点を持て、とい
うことですね。先進国の優れたと

ころと同時に、途上国からも学ぶ
ことが必要だと。

京極途上国からは何も学ぶべ
きものがないという福祉関係者が
いたが、例えばタイでは、保健・
医療。福祉が一緒になっていて、
そうした連携がどうのこうのいう

日本とまた違った良さがある。例
えば福祉系の大学のカリキュラム
にエンジニアリングという講義が

ある。福祉工学や建築とも違う。
井戸堀りなのですね。農村に行く
と井戸がない。そこで大学時代身

ていかないと。

ともかく今までのシステムを変え

しないと持たないのではないか。

も、それは自分の意思でやるとい

とっは自己決定。援助を受けて

京極厚生省管轄では、｜生き

イザーがありますよね。

相互に助け合ったり、そういうの

やっていくとか、ボランティアで

を出しあって社会保険をつくって

ステムにしても、一人一人保険料

しまうから、例えば、社会保障シ

うこと。もうひとつ自分の潜在能
力の活用ということ。そして「連
帯」。自立だけだと個人になって

ないように、まず公衆衛生を確保

がい情報士」という専門職ができ

ｌ健康・生きがいの分野で
も最近、いろいろな資格のアドバ

して、そこで人の輪ができたら託
児所や老人の集会所を徐々につ

につけた製図に基づいて住民を動
員して井戸を掘る。汚い水を飲ま

くっていく。一人の人が全体を

コーディネートしてやっていくわ
けですね。日本は専門分化し

に連帯という概念はなかったが、

を連帯という。日本では社会保障

る。高齢者にとって、いま一番大

い。「自立と連帯の協同社会」と

国民の連帯精神がなくてはできな

これからの社会保障そのものが、
事だと思うのは、ＮＰＯやＮＧＯ

いうのが望ましい方向といえるの

ほど加盟率が少なくなってきてい

ていたりする。地域や企業で啓蒙
を担うわけですが、全国津々浦々
ある老人クラブ、これはこれで大
事ではありますが、都心部になる

ちゃって、そういう本当のコミュ

ニティー・ソーシャルワークが忘

本でもこれから大事にしていく必

とかの、「参加」できるさまざま

れられている。そういう観点を日
要がありますね。

ではないかと思うのですね。

京極高宣（きょうごく・たかの

（産経新聞一九九八・一・十三）

会に挑む」など多数。

は何か」「介護革命」「少子高齢社

わる。主な著書に「社会福祉学と

ぷ）氏昭和Ⅳ年、東京生まれ。
のあるものになってくるのではな

、世紀になったら、高齢者の運動
とか活動が、相当組織化されて実

いうのはふたつ意味があって、ひ

京極やはり「自立」と「連
帯」ということかな。「自立」と

キーワードを挙げるとすれば？

ｌ最後に一点、今の時代、

すよね。

間でやるほうが効果が期待できま

いかと思うのだけれど。それも民

衷泉大学大学院経済学研究科博士
課程修了。日本社会事業大学学
長。中央社会福祉審議会委員、医
療保健福祉審議会委員等を務め、
現在の介護保険制度の創設にかか

きではないかということですね。

な団体がもっと数多く出てくるべ

ｌ翻って、日本のサラリー

マン、こういうご時世だから何か
と不安も大きい。特に定年、年金
問題ですね。

京極定年延長というよりも、

高齢者の持ち味をいかしていく、

再雇用制度をシステム化する必要
がありますね。年金については賃
金スライドや物価スライドでなく

「長寿スライド方式」。つまり全額
フルでもらえるのはｎ歳代からと
かにして、例えば帥歳以降になっ
たら逓減していく年金システムに
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｢黄河断流」
を地下水が
回避

▼下流の農業や水道事業への影響

るそうである。

り返されるのだろう。川の水の使
用に関する法律がないので、裏取
引を含む談合が盛んに行われてい

れ」「いや、水はこちらのもの」
という自治体同士のやりとりが繰

▼近年、雨量が減り、ダムの水を
農業用水に転用せざるを得なく
なったところに第一の原因があ
る。上流で水を使い果たすから下
流まで回らない。「水を流してく

という。

この数年、中国の新聞などで
「黄河断流」という言葉をよく見
掛けるようになった。川幅が最大
で八キロにもなる大黄河に水が全く
流れなくなる現象だ。雨の少ない
この時期に起りがちだが、発生場
所は年ごとに下流から中流へと拡
大し、今年は上流にも及びそうだ

囮

は避けられない、と思えるが、黄
河の中流域で農業指導にあたって
いた日本人研究者が意外な話をし

りにくい、というのだ。うそかま

てくれた。黄河流域は地下水が非
常に豊富なので深刻な状況にはな
ことか、ある中国人の学者は「地

下海」と呼んでいいほどの、膨大
な水脈がある、と彼に語ったそう
である。

▼なるほど黄河には底力があるよ

うだが、それに頼るようでは心も
とない。中国政府はこの年頭に国

土の再生を目指す「全国生態環境
建設計画」を立てた。半世紀の年
月をかけ、植樹などによって、土
地の保水能力を取り戻すのだとい
う。黄河流域はもちろんその最重
は再生するのか。人々の底力に期

点地域だが、果たして雄大な流れ

（日本経済新聞一九九九・一・十八）

待したい。

の２０１５年までに、遅れている
分野や未達成の課題の実施を各国

０人、青年１２０人を含む総勢約
１２００人が参加する。日本から

府組織（ＮＧＯ）の四つのフォー
ラムが開かれ、ＮＧＯ活動家８０

国連特別総会の準備会議となり、
政府代表、国会議員、青年、非政

「ハーグ・フォーラム」。６月の

皮切りは、２月４日から皿日ま
でオランダのハーグで開かれる

に約束させる。

四国巍洲Ⅲ抓羅カギ

国連の人口政策の転換点となっ
た１９９４年の国際人口開発会議
は（ｌＣＰＤｍカイロで開催）か
ら５年。今年は、、月には世界人
口が釦億人を突破することが確実
視されているなかで、国連では２
月から７月にかけて人口に関する
一連の重要な会議が開かれる。
通称「ＩＣＰＤ＋５」と呼ばれ
るこれらの会議では、カイロ会議

で合意された行動計画の５年間の

進ちょく状況を検証し、目標年次

ただし

は議員フォーラムに桜井新衆院議
員、堂本暁子参院議員らが出席
し、政府間会ムロには、池田椎・駐

ＮＧＯ「女性と健康ネットワーク

オランダ大使を団長に、民間から

鯛」副代表の原ひろ子・お茶の水

女子大学教授と、同「２０５０」
の北谷勝秀代表が加わる。

●来月、「ハーグ・フォーラム」
カイロ会議で合意された行動計

画では、人口をマクロの視・点でと
らえ、国家が管理するという従来

した。そして２０１５年までに、

の発想から、女性の能力を向上さ
せ（エン。ハワーメント）、妊娠、
出産などを主体的に選択する権利
を尊重することが結果的に人口抑
制につながるという考え方に転換

家族計画の手段がだれにでも利用
でき、すべての国で国民の平均寿
命が祀歳以上になり、すべての子
供が初等教育を受けられることの
達成を目指している。さらに、人

口開発分野の資金を２０００年ま

でに年間１７０億が、２０１５年

時点で同２１７億㎡に増額し、３

分の１を先進国、３分の２を途上
国が負担することも打ち出され

9６

ている。

この５年間に、リプロダクティ

プヘルス・ライッ（性と生殖に関
する健康と権利）の概念は各国の
女性向け施策や途上国の開発プロ

5０
１９８７

6０

(年）

１９９９

（単位＝億人）
3０

１９６０

（原教授）ものだが、リプロダティ

にとっても実行は容易ではない」

ハーグ会議の討議を踏まえて、

ブヘルス・ライッの尊重という画

れている。

しかし、こうした活動を支える

３月にはニューヨークで国連人ロ

界人口の動向を左右する。

資金作りは、先進国側の消極姿勢

注目したい。

に、日本が国際社会へ向け有効な
リーダーシップを発揮できるかに

期的な成果を後退させないため

のあおりで期待通りには進んでい

開発委員会が開かれ、ＩＣＰＤ行
動計画の実施に関する国連事務総
長の報告案をまとめ、６月末の国

ない。先進国全体の拠出額はカイ
ロ会議で合意された毎年所億がの

連特別総会に諮る。

（毎日新聞一九九九二・十九）

働きながら産める態勢に

少子化対策、有識者会議が提一一一一目

社会で子育て支える仕組みへ

カイロ会議での合意は「どの国

目的に対し、妬、師年とも卯億が
にとどまっている。

国連人口基金は「この資金不足
で家族計画への需要を満たすこと

ができなければ、毎年何百万もの
意図しない妊娠、中絶が起こり、
妊婦死亡率が何万件か増え、乳児

と子供の死亡件数は１００万件増
えるだろう」と警告している。

国が、省庁の垣根を超えて少子
化対策を議論しようと設置した

（ＯＤＡ）に力が入れられ、優生

イズ予防など）の政府開発援助

に、人口関連（家族計画指導やエ

一方、わが国では、この５年間

自分を生かしながら子育てできる

初の試みで、社会の支えで女性が

自由に意見を述べてもらうという

た。分科会の委員を一般公募し、

会議」の提言が昨年末、まとまっ

対象は家庭で乳児を育てている

手遊びの輪が広がっていく。

前十時半、職員がピアノを弾き、

支援施設「０１２３吉祥寺」。午

取り組む重泉都武蔵野市の子育て

性別分業見直しも目指す

保護法が改正され母体保護法と

仕組みなど、ユニークな提言が目

「少子化への対応を考える有識者

なったほか、男女平等推進施策に

過ごす。開設は一九九二年。父親
は不在、一日中母子だけで過ごす
「密室育児」の弊害が指摘され始

母子が好きな時間に訪れ、自由に

部署の枠を超えて少子化対策に

リプロダティブヘルス・ライッの

主婦だ。保母などの資格を持つ職
員が五人で対応。一日約八十組の
考えが盛り込まれた。しかし、低

だ。

を推進する「国民会議」（仮称）
を設けるため、メンバーも選定中

立つ。近く、企業の経営者代表や
労働組合関係者など、民間で施策

●日本のリーダーシップに期待

囮

ジェクトに取り入れられるように

l8o42Z1o
1927塵ＺＺ易20團運人ﾛ都｢t鴎I）(Ej扇］

なった。国連人口部の推計による
と、世界人口の増加率は、妬～、
年平均２．，％から、卯～朗年同
１．記％と低下傾向が続いてい
る。家族計画の普及によって、夫
婦の避妊実行率は例年の、～⑫％
から、妬年には帥％に上昇。途上
国での家族計画の普及が今後の世

4０

ｚＺＺ蝿
尾…
１９７４

用量ピル（経口避妊薬）の不認可
に象徴される、性に関する女性の

自己決定権の狭さや、若者への不
十分な性教育などは対策が立ち遅
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めた時期だ。以来、全国の自治体
児のいる母親も一緒だ。森下久美

ビスが多いが、ここは妊婦も零歳

性別役割分業を隅々から見直し、

と結び付いている男女の固定的な

する事項」では「日本的雇用慣行

法」を議員立法で成立させようと

準備中だ。今後は、女性も働きな

げなどを目玉にしている。財源

がら子育てをすることを前提に、
保育サービスの充実、児童手当の
増額や医療費の給付割合の引き上

から視察が相次ぐ。

とし、少子化による労働力不足に

は、「子ども国債」の発行でまか

職場優先の企業風土を是正する」

い。今後は行政側が情報をまとめ

なくてもよい税制や年金制度、男

率上昇のためには女性が家

くするため婚外子差別をなくす、

る事項」には、子どもを産みやす

「家庭、地域、教育などに関す

挙げられている。

備えて女性が専業主婦にとどまら

武蔵野市の事例は「女性の実態
にあった支援」が持ち味だが、有
た支援」が持ち味だが、有

庭に戻ればよいとするのは

子どもが三歳までは家で母親が面
倒を見るべきだという三歳児神話

識者会議の提言でも「出生

非現実的」と確認。「働き

をなくす、などが並ぶ。

東京学芸大学の山田昌弘助教授

の話議論の方向性そのものはい
いと思うが、財政を投入しなけれ
こうした意見を出したのは、主

にくい終身雇用制を見直すこと

ば効果がない。まず、能力のある
主婦でもいったんやめたら復帰し

庭、地域、教育のあり方な
どに関する事項」の二点に

婦や会社員など一般公募者約三十

型賃金も、是正が必要。賃金の配
分のゆがみを正し、個人が能力で

のかかる若い世代に薄い年功序列

だ。中高年層に手厚く子育て費用

分け、具体策を挙げてい

「現実的でない」と無視されたり

内閣官房内政審議室によると、

人を含む分科会のメンバー。
ら一歩進め、日本社会のシ

う。この提言を各省庁で検討し、

してきた提言も盛り込めたとい

評価される仕組みをつくらなけれ
ばならない。子育て中の女性を

も一案だ。

一雇った企業に一雇用助成金を出すの

（朝日新聞一九九九。一。二十）

進するために、国民会議（仮称）
と閣僚レベルで検討する場を整備

長）は、｜少子化社会対策基本

くる日本再生会議（中山太郎議

一方、自民党の国会議員らでつ

するという。

同室が横断的に調整していく。推

ステムの見直しを目指した

たとえば、「働き方に関

児叩褥話踊酒

のが特徴だ。

ルプランなどの対症療法か

る。保育態勢中心のエンゼ

方に関する事項」と「家

能力評価の仕組みを

て提供しなければならなくなるで

子園長は「施設ごとに同じような

リリ

△ロ揺りｌ餌『『。同ヱｊ声

金施庁
憩の（鱗老】藍

率、置方聰瞥雀豐守婦１

回守膨〉坐ロ小山ロ笙半、斜勤卜い十六常室

》剴子も雀

関康孑莅

台、地方公共団体、民間
系団体）
ヨ治体の子育て支援の即
阻み状況を指数化した
子育てやさしさ指標」に
る市町村ベスト30、ワー
ト30の公表(厚生省）
どものいる世帯への住宅
入優遇策（建設省、大藺

慨一半小咄刀狙土ふじ睡斫壱

鐇椒辨唾鵬》》

なうという。

講座が重複し、情報の交流がな

地域住民）

性への育児休業の義務付けなどが

一歳四カ月の子どもを連れて来

爵でも利用できる育児相
鱒勢の充実（文部省、厚

しょう」と話す。

た市内の主婦（三五）は、「子ども
が生まれるまで地域に友人がいな
かった。ここに来てできました」。

妊婦対象の母親学級は保健所、

そ預かる場の提供（厚生
文部省、地方公共団

旨のな伴肢）伽Ｆ児Ｉ等

＿白治省）

生まれた後は児童館、母親の講座
は女性センターなど縦割りのサー

Ｈできるよう地域で子ど

園４６当印旛

ＫＵ｣樫'一六噸〃､てつつＬ
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自己実現社会を目指して

の拡大や減税による消費刺激であ

る。政府が九八年度第三次補正予
算と九九年度予算で、総事業規模

から抵抗を受けながらも徐々に実

現、戦後の復興と成長の過程を経
て完成する。戦後の日本には、官

十七兆円を超える諸事業と、平年
度九兆円を上回る減税を行うこと

と、大手銀行を核とする企業系列

護送船団方式の「横の企業集団」

僚主導の業界協調体制、いわゆる

にしたのも、こうした認識に立っ
てのことである。

また、個人の多くは終身雇用制

集団化ができた。

の一縦の企業集団」という二重の

は衝撃的な事態だ。

えで、本格的な経済再生には、民

においても個人生活においても、

する一会社人間」となり、「職縁
社会」ができ上がった。企業経営
する安心が必要だ。

選択の自由と独創的な個性を犠牲

にして、豊さと安寧をもとめたの

である。

戦後の構造の抜本改革に直面

八○年代後半、日本の一人当た

り国内総生産（ＧＤＰ）が人口一
千万人以上の国では世界最高に

なった時、この国の近代工業社会

そのころの日本は、｜人当たり

を創（つく）る目標は達成された

欧米諸国の技術と制度を学び、そ
れに精通した者をリーダーとして

る規格大量生産型の製造業では、

といえる。

各種組織を整える一方、従順で辛
抱強くて勤勉に働く人材を大量に

た。自動車や電気製品に代表され

所得が高いだけではなく、貧富の
格差も最小なら失業率も最低だっ
これは、伝統主義や地方分権派

養成してきた。

これを実現するために、日本は

みである。

り、物財の豊かさを実現する仕組

会とは規格大量生産型の社会であ

「次」の時代に夢と安心を与える
見取り図ではないだろうか。明治
以来百年余、日本は近代工業社会
の形成に努めて来た。近代工業社

今、日本に必要なのは、現実の
金融安定や需要拡大と同時に、

それには、未来への夢と将来に対

てくれなければならない。そして

もちろん、これは短期的な下支

その一方には、半導体や白物家
電の堅調、「値ごろ感商品」や

度によって全人格的に職場に帰属

この厳しい「夜明け前」の経済
を下支えするのが財政、公共事業

れる。

ど、悪い数字が出ることも予想さ

失業率の上昇や企業決算の悪化な

どが避けがたい。当然、この間は

スト引き下げ、不良債権の処理な

は、人員整理や事業選別によるコ

ところが、予想利益率の向上に

が増加することが必要である。

る。アジア経済の混迷などで輸出
からの回復が期待し難い現状では
本格的な景気回復には、投資の予
想利益率が向上し、民間企業の設
備投資が拡大、被雇用者の総所得

うが、景気循環ではその通りであ

「夜明けの前が一番暗い」とい

も増えている。

チェーンストアの売り上げ増など
「新しい胎動」を感じさせる現象

間の設備投資や個人消費が回復し

いが、終身雇用慣行の日本として

夢と安心の両立を与える見取図

今必要なのは未来の見取り図

きだ。

③安心の対象は社会的保障、治
安、人口維持など幅広い。移民問
題なども含め深い議論が必要で、
概存の受益者との相克も超越すべ

も必要だ。

さだったが、今後は価値の自由選
択を通じた自己実現であり、工夫

②これには新たな時代に「夢」
と「安心」を与える見取り図が要
る。夢は戦後構造の中で近代工業
社会が現実するまでは物財の豊か

が不可欠だ。

①日本経済には「新たな胎動」
現象も増えている。本格的再生に
は民間設備投資や個人消費の回復

函
日本経済は、依然として暗い不
況に沈んでいる。昨年十一月の完
全失業率は、四・四％、戦後はじ
めて米国（十二月、四・三％）と
逆転した。二けた失業の続く１－
口（欧州）諸国に比べるとまだ低

”
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持ち、膨大な貿易黒字を出し、円

巨大な生産能力と抜群の競争力を
高は限り無く続くように見えた。
資金は潤沢で、大抵の大企業は

償却費と内部保留で新規投資が賄
えた。このため、有り余った金融
資金は土地や株式に殺到、地価と

業社会が実現し、かつ崩壊したこ

ことだ。もっと縮めていえば、

選択の自由と創造の機会を与える

か。それを一言でいうと、人々に

可処分時間の拡大には大切だ。
第三には、職業地域の多源化も
無視できない。今日の日本では、

ソーシング（外部委託）なども、

それより重要なことは、近代工
とで、日本が抱いて来た「夢」も

ろうとすれば、東京のマンション

情報発信や国際関係の職業に携わ

「自己実現」、つまり「好きなこと
ができる」ということになるだろ

住まいを強いられる。これでは、
職業か住居かいずれかで自己実現
そうだとすれば、これからの日

ができない。

また、行政事務のワンストップ

的安心の目安となる。最もこれに
は、消費者物価と利子率の安定し

対する経済的保障があげられる。
同時に個人の貯蓄率も将来の経済

い。まず失業、疾病、老後などに

生涯の「安心」も欠かせぬもの
だが、これを計測する方法は難し

意に基づく事業も含まれる。

業とは限らない。公益法人や非営
利組織（ＮＰＯ）など、自発と善

もちろん、創業は利潤目的の企

の重要要素だ。

努力と才能と幸運にふさわしい称
賛を受けることは、自己実現社会

と、そしてそれに成功した者が、

従って、それが現実しやすいこ

といえるだろう。

創造と期待と責任で新たな事業を
起こすことこそ、究極の自己実現

第四の指標は創業率だ。自らの

しやすい粁碁」ということになる

するために、政府や社会が用意で

だろう。ではそんな世の中を実現

本が目指すべきは、「自己実現の

皀っ◎

また、霧散したことだ。

物財の豊富さを生み出す仕組み
としての近代工業社会は、全体の

拡大を進めれば地球環境問題を招
き、｜人当たりの向上を目指せば

家族数の抑制、つまり少子化を招
く。近代社会は今、この問題に直
面している。

第一は、やっぱり経済的豊さ、

きることは何だろうか。

たからといって、近代工業社会が

金で幸せは買えない」が、「お金

だが、こうした諸問題が解決し

再び人類の、あるいは日本人の
「夢」となることはあるまい。

がないから幸せになれない」こと

株価を急騰させた。「バブル景
気」の発生である。
「バブル景気」、つまり合理的な
利回りや使用価値を超えて値上が
り期待だけで何かが暴騰する現象
は、高度成長の最終段階ではどこ

人々は「物財の豊富さ」だけを追

も多いのは事実である。

つまり可処分所得の高さだ。「お

の国でも発生した。投機対象は土
地でも株式でも、ゴルフ会員権で
もチューリップの球根でもよい。

求する仕組みに飽き足らなくなっ

まり可処分時間の多さである。こ

第二に自己実現のための暇、つ
そのことは、八○年代に入って

れには職場での拘束時間だけでは
なく、通勤や通院、買物や文化、

では、多様化、個性化、ソフト

二カ所集中）化、家事のアウト

べきであろう。

娯楽への参加などに費やされる交
通準備時間も見逃せない。
労働の再生をする住居地区と、
生産や娯楽のための商工地区とを
分離する都市計画は速急に見直す

化といわれるものの原動力とは何

可処分時間増や創業率向上通じ

が始まったのである。

の特徴だった規格化と大量化が中
断し、多様化、個性化、ソフト化

たことではっきりした。近代工業

設も、規模的には拡大しなくなっ

船も飛行機もビルの高さも工場施

てしまったのだ。

共通点は「期待値だけの高値は長
続きしない」ことだ。
日本の場合、多くの企業が官僚

や銀行の支援と助言で、株式の持
ち合いや土地買いに走ったため、
バブルの規模は巨大化した。それ
だけに、バブル景気の崩壊は単な

る不況だけではなく、官僚主導と
企業系列に対する批判となり、戦
後体制の全否定にまで発展した。
日本経済が直面している第二の
である。

問題は、戦後構造の抜本的な改革

ｊ〃

すふお－らむ
こゆ

た関係が必要だ。

治安も大きな要素だ。それぞれ

の好みを実現する社会で、麻酔や

犯罪やいかがわしい情報流布を極
少に抑えるのは簡単なことではな
い。近代工業社会の規格規制から

受益する者は、この点を挙げて自

一人当たりの生産性が高まらない

回る見通し。技術革新などで国民

し、二○五一年以降に一億人を下

は二○一○年ごろをピークに減少

勢いで少子化が進むと日本の人口

は１９９８年の予算削減が前年比

きく影響していると指摘。タイで

防・看護など厚生予算の削減が大

が削減され、特に性病やエイズ予

報告書は経済危機で各国の予算

にあるほか、移民労働者の受け入

ただ、失業率が過去最悪の水準

く、不衛生な施設での若い女性の

で、婦人科に行けない女性も多

各国の失業者や貧困層の増加

５％減だったのにエイズ関連予算

経済審議会（首相の諮問機関）

れは社会不安につながりかねない

中絶が増え、性産業で働く女性も

は塑・７％も減らされたとしている。

は、今後十年程度を期間とする新

と懸念する向きもあり、議論がど

多い。インドネシアでは、工場を

限り日本経済は長期低迷する恐れ

欠かせないのは「人口の維持」だ

しい経済計画「新たなる時代の姿

う進むかは不透明だ。

解雇された女性が性産業で仕事を

がある。

ろう。合計特殊出生率二人の女

と政策方針」（仮称）を策定する

（日本経済新聞

己実現社会に抵抗するだろう。

性が生涯に何人の子供を産むかの

中で、海外からの移民労働者の受

もう一つ、日本の安心にとって

平均値）が一・四を割り込んでい

た。堺屋太一経済企画庁長官の意

（毎日新聞一九九九・｜・二十二）

ていると警告している。

で病院を訪れる女性患者が急増し

低賃金で働くケースもあり、性病

見つけたものの、工場時代よりも

る現状では、若年労働人口が急速
に減少する。このままでは介護や

向を反映させたもので、少子化に

国民生活文化部会で話し合う。同

曰本は
先進国で12位

一九九九・｜・二十二）

事業継承に支障を来す上、過疎無

よる国内の労働力人ロの減少を移

この国が、夢と安心の両立する

審議会は六月にも新経済計画をと

問題貢献度

移民受け入れ問題は、経済審の

自己実現社会を確立するまでに

ＯＤＡの人口

ＧＯ）の「ポピュレーション・ア

米国の人口問題非政府組織（Ｎ

園

も議論に加えねばならないだろう。

は、まだ長い道程が必要である

る見通し。

【バンコクｎ日共同】国連人口

を発表した。

で悪影響を受けているとの報告書

ア経済危機で男性に比べ、少女や

堺屋長官は、少子化で若年労働

厚生省の推計によれば、現在の

く懸念している。

力人口が急速に減少すると介護や

解雇で性産業従事
基金（ＵＮＦＰＡ）は幻日、アジ

エイズ予算削減

婦人が特に健康、教育、雇用の面

團圖
事業継承に支障を来すうえ、過疎
無人の国土が広がりかねないと強

アジア危機
女性を直撃

け入れ問題を検討する方針を決め

人の国土が広がることにもなりか

民で補うことの是非を論じる。

問題検討

ねない。これを防ぐには、移民問題

移民労働者
受け入れ

りまとめ、小渕恵三首相へ答申す

宮っ。

堺屋太一経済企画庁長官

作家。鍋年生まれ。東京大卒、通
産省へ。巧年退官、鍋年から現職。
（日本経済新聞
一九九九・｜・一一十一一）

1０１

圀函

して発表した。評価点は最高のＡ

（ＯＤＡ）の貢献度を独自に評価

題に対する先進国の政府開発援助

（ＰＡＩ）は町日、世界の人口問

クション・インターナショナル」

（毎日新聞一九九九・｜・二十七）

低迷している。【生長恵理】

は訂億がの目標に対し、加億がと

かし、船年に先進国が支出した額

振り向けることも合意された。し

択。ＧＮＰの０．７％をＯＤＡに

言」の色彩を強めた。

去の傾向の延長ではなく、「提

どが大きく変わることを想定。過

経済構造や企業行動、生活様式な

換期にあるという認識をもとに、

との前提で試算した。

どで「財政破たんを回避できる」

する比率をほぼ半減されることな

資）の国内総生産（ＧＤＰ）に対

は低いが、開発援助における人口

ＮＰ比や人口援助のＯＤＡ比など

ンクされた。日本は、ＯＤＡのＧ

高一四％までの引き上げや企業の

期予測をまとめた。消費税率の最

五年までの日本経済を展望する長

征一理事長）は二十七日、二○二

に、基礎年金と高齢者介護費用を

が財政再建。若年層の負担が重過

平均一・三％成長の条件の一つ

強に引き上げるなど、女性の就労

％強から二○二五年までに八○％

半の女性の労働力率を現在の六○

低下は、二十代後半から三十代前

の労働力投入量は年率○・六％減

どと併せ、一九九五’二○二五年

にとどまる見通しだ。

促進で対応。短時間就業の増加な
つ引き上げ、二○二年度からは

（日本経済新聞

消費税で賄うと想定した。消費税

一四％のまま据え置いて社会保険

一九九九・｜・二十六）

た国際人口開発会議では、人ロや

での実質経済成長率が平均一・三

に、一九九五年から二○二五年ま

さの兆しが目星え始めたタイで、今度

一昨年の経済后溌からようやく明る

【バンコク引日Ⅱ宇都宮尚志】

打撃を与え、再び失業者の増大に

不足がタイの主力品コメの生産に

役割を果たしてきた。しかし、水

み、農業部門が失業者を吸収する

コメ生産、経済に打撃

タイで今度は水不足深刻化

て高い公的固定資本形成（公共投

さらに国際水準に比べて突出し

料の引き上げを抑える。

率は二○○三年度から毎年一％ず

ぎず、高齢者の生活も守れるよう

少子高齢化による労働力人口の

から最低のＦまであるが、日本に
は「Ｃマイナス」という辛い点が
ついた。
ＰＡｌはＯＤＡを供与している

欧米と日本の加力国について、Ｏ
ＤＡが国民総生産（ＧＮＰ）に占

める割合、人口分野に費やされた
ＯＤＡの割合などを採点。その結
「Ａ」、スウェーデンとオランダが

果、ノルウェーとデンマークが

分野の重視が評価され、総合評価

リプロダクテイブ・ヘルス（性と

％で推移すると試算した。少子高

つながる懸念が出始めた。政府は

といった大胆な構造改革を前提

生殖にかかわる健康）関連の活動

は水不足が深刻化し、「第二の危機

の、効果はさほど上がっておら

節水や転作を呼びかけているもの

到来」との声が上がり始めている。
タイでは経済危機以降、職にあ

齢化による労働力人口の減少も女

ぶれた人たちの農業への回帰が進

性労働力率の上昇など就業形態の
今回の長期予測は日本経済が転

資金として２０００年までに年間
１７０億㎡を調達、うち発展途上

を負担するとした行動計画を採

多様化で克服できるとみている。

１９９４年にカイロで開催され

収益率の低い設備の大規模な廃棄

日本経済研究センター（土志田

消費税14％で
2025年長期予測

では、力国中、位だった。

一Ａマイナス」、米国が「Ｂ」にラ

平均1.3％
成長に

国が３分の２、先進国が３分の１

匪藝

函

１０２
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ず、住民の間にも不安が次第に広
起きている。

ている。雨期入りはさらに半年先

される。

果は、６月の国連特別総会で報告

だ。影響は農作物ばかりでなく、

会議では、「家族計画をはじめ、

は、猛暑に入る数カ月先とみられ

部地域や首都バンコクにも拡大。

失業者の都市への逆流にもつなが

こうした事態は、東北部から中

バンコクでは本格的な給水制限を

りかねない。政府は、「タイは経

がっている。

タイの水不足は、昨年の雨期に
降水量が少なく、ダムの貯水量が
激減したのが原因。現在は乾期の
チャオプラャ川では、水量の減少

検討し始めたほか、市内を流れる

る」と豪語していたが、その自信

済危機下でもコメだけは確保でき

ＮＧＯ、若者代表の４つのフォー

人口関連プログラム予算が、十分
に確保できていないため。予算１

世界的な経済低迷で現在約皿億が

負担することで合意していたが、
この会議の目的

いる。

国連人口部の推計では、世界の

と、目標の四分の一にとどまって

行動計画」がその後

人口は今年幻月には帥億人を突

は、カイロ会議で採

るか、検証するこ

各国でどう進んでい

る見通し。まだ人口爆発の危機は
フォーラムで討議さ

五世紀半ばに１００億人突破」

という推計よりは下方修正されて

去っていないが、帥年代初めの
始まる政府間会議に

いる。途上国を中心に、家族計画

れた内容は８日から

と。ＮＧＯや議員の

破、皿世紀半ばには約加億人にな

択された「世界人口

人が参加する。

７０億㎡のうち先進国が師億がを

まった２０００年時点での国際的

というのも、カイロ会議で決

問題だ。

先進国の途上国への資金的支援の

が、中でも注目されているのが、

中心に話し合われることになる

ＮＧＯフォーラムに続く政府間

ため、雨はほとんど降らず、農村

で、海水が逆流、植物が塩害で枯

部では、かんがい用水が枯渇し、

の理解と協力」など５つの項目を

リプロダクテイブ・ヘルスの視点
を取り入れた政策の進ちょく状
況」「男女平等施策の展開と男性

れだした。

水不足が一段と深刻化するの

４日から咀日まで開かれるハー

グ会議は、政府代表、国会議員、
四世紙、失進国の人ロは安｛
途上国では人．増加が臆きず

ラムで構成され、約１万４０００
）れ、約１万４０００

人ロ爆発防止へ途上国に援助を

日本の姿勢に世界の目

（産経新聞一九九九・二・一）

も揺らぎつつある。

穀物がしなびたり、土地がひび割
れるなどの被害も拡大している。
同国北部の主力ダムは、九六年
の同時期に百四十五億立方腕だっ

た貯水量が、今年は約四十億立方
腕足らずに落ち込んでいる。

被害は東北部を中心に約五百万
人にも及ぶとも推定され、あるか
んきつ農家は「もう収穫は絶望的
だ」とあきらめ顔で話す。

農業省の担当者は、「国の基幹
作物のコメの備蓄すら脅かされる

事態」とし、農家に多毛作の制度
や、少量の水ですむ穀物栽培への
転作を奨励しているが、転作され
たのは、目標の三分の一程度に過
ぎない。

一方、農業用水確保のために地
下水を急速にくみ上げたため、道
ｌ

禰人）帥印加釦扣扣氾⑩０ｎ

報告される。その結

105

路が陥没する被害も多発。川をせ
き止めて水を確保しようとして、

上流と下流の住民同士の水争いも

」ヨル

五劃

の実行率が高くなったため、と見
られている。

それだけに、先進国の支援が途

「途上国で避妊サービスが削られ

絶えることへの懸念は大きい。
れば、計画外出産に伴う乳幼児死
亡が約１００万件増え、反動で出

生数は跳ね上がるだろう」と、国

来の人類に対する投資。途上国の

るように、市民の立場から提言し

使用が減ってエイズが広がる」、

釦年の申請以来、ヨンドームの

ＢＣのように、「バイアグラは

海外のメディアの中には、英Ｂ

女性は後回し？

の理由で先送りされてきた。

として作用する懸念がある」など

「環境ホルモン（内分泌かく乱物質）

たい」と話している。

（読売新聞一九九九・’一・三）

厳しい現状に一刻の猶予もない

今、すべての援助の中で最優先す

「ピル解禁」実現を
「バイアグラ」優先を疑問視

男性の性生活には寛容で、女性の

あっという間に認可されたのに、
この曰、フォーラムに向けての

人生設計に重要な意味をもつ避妊

ＧＯフォーラム」に向けて学習会

グで、国連主催の「人口に関する

方法は後回し」といった論調の報

連人口基金は警告する。
未来への投資

国際会議」が開かれる。秋には世

提言に盛り込まれたのが「日本は

なぜピルはだめなのか？日本は

この問題でも特に注目されるの

界人口が帥億を超えるといわれる

を重ねてきた。

は日本の対応だ。これまで人口関

バーの一人、参議院議員の堂本暁

道も出はじめた。「ネット」メン

子さんは、ハーグ会議を前に欧米

承認していない国。その早急な承
認を、日本政府に強く求めていき

国連加盟国中、唯一低用量ピルを

ます」という一文だ。

さまざまな人口政策が検討され
る。その中で世界の女性たちが集

の記者から、「日本女性はこれを

中、１８０以上の国々が集まって

サー“だったのが、米国のＮＧＯ

まる「ＮＧＯ（民間活動団体）

連の援助では、弘年度から４年で

「ポピュレーション・アクション

人口問題に関しては「人々が自

不公平と思わないのか」といった

分の体や健康について正確な情報

「女性のエンパワーメン卜（地

抽象的な文言の提案に、あえて日

フォーラム」では、日本の低用量

本のピル事情を加えたのは「海外の

を持ち、子供を産むか産まない

・インターナショナル」が発表し

反応をみる」のが狙いだという。

を選択・決定する自由を保障す

質問をよく受けるという。
先月鍋日夜、東京・文京区で女

きっかけは男性の性的不全治療

加促進」「貧困の撲滅」などやや

性の集会が開かれた。集まったの

薬「バイアグラ」の製造販売を先

位向上）とその活動への男性の参

は評論家の樋口恵子さんやお茶の

ヘルス／ライッ（性と生殖に関す

る」という「リプロダクテイブ・

ピル（経口避妊薬）解禁問題が大

に占める人口援助比率が０．布％

水女子大教授の原ひろ子さんら、

からほぼ半年というスピード承認

月に厚生省が承認したこと。申請

た、世界の人口問題への先進釦か

と低いためで、平均点以下の評価

「女性と健康ネットワーク鉛」の

きく取り上げられることになりそ

だった。ちなみにＡランクはノル

メンバー約印人。昨年ｎ月、体や

だった。一方、女性にとって確実

国のＯＤＡ（政府開発援助）貢献

ウェーとデンマーク。

健康の問題に関心のある女性約２

な避妊方法とされる低用量ピルは

うだ。

ハーグ会議に参加するＮＧＯ

００人で結成され、ハーグの「Ｎ

ンクで日本はＣマイナス。ＯＤＡ

「２０５０」代表の北谷勝秀さん

る健康／権利ごととの考え方
が、ｎ世紀の人口政策の基本概念

か、どんな避妊方法を取るかなど

は、「家族計画などへの援助は未

度成績表では、ＡからＦまでのラ

皿億㎡を拠出するなど”大スポン

あす４日からのオランダのハー

團

10ギ

こゆ－す窓､お－らむ

として認知されている。拠年にカ
イロで開催された「国際人ロ・開

発会議」の「世界人口行動計画」

にも盛り込まれ、特に避妊法の選択
肢の拡大は緊急課題とされている。
男性任せの避妊

急

じているという結果が出た。国連
の「世界人ロ白書」でも、「日本
国内の避妊法には制約があり、リ

で、４人に３人が妊娠の不安を感

業は、われわれに行き場がないこ

えてしまった。崩壊しつつある漁

は極度に拡大され、その限界を超

けている。魚介類に対するわれわ

て、五大陸の地下水位は低下を続

これとは対照的に、例えばエチ

分か減少すると予測されている。

る。そのすべてが先進工業諸国で

本を例外にして、すべて欧州にあ

も、避妊の９割がコンドーム頼り

プロダクテイブ・ヘルスの観点か

とを教えている。地球の温度は上

れの食欲の増大に伴い、海洋漁業

らみて問題がある」と指摘されて

昇し、われわれには予測も出来な

い気候の変化をもたらそうとして

いる。恐竜の消滅以来、最大規模
の動植物の種の絶滅の引き金を、

イツを含む幾つかの国々の人口

は、これから半世紀のうちに、幾

最新の国連予測によれば、世界

の人口と肩を並べるだろう。ナイ

人に増え、二○五○年までに米国

ジェリアもまた、現在の一億二千

二百万人から、二○五○年までに

二億四千四百万人に増えると見込
まれている。これは、一九五○年

のアフリカ全体の人口を上回る数

である。絶対数で最も増えると見

か国ほどある。だがその一方で、

では、人口の安定した国が三十二

ると予測されている。

中国を追い越して人口最多国にな

られるのはインドである。二○五
○年までに五億人以上を追加し、

年率３％かそれ以上で増加が続い

人口の非増加国グループは、日

え方である。

ている諸国もある。これは、｜世
紀のうちに人口が二十倍になる増

今世紀の半ばに至るまで、年率
３％の人口増を経験した国は一つ
もなかった。だが、いまや何十も
の途上諸国が、この数値に達して
いる。そして、数十年にわたる急

る所で人口が増加していた。現在

歴史上に例がないほど大きい異差
がある。今世紀の中ごろには、至

て、個々の国々の予測人口には、

展途上諸国のものであるｃそし

の予測される増大分は、すべて発

○年には八十九億人に達する。こ

人から二十八億人増えて、二○五

の人口は、二○○○年の六十一億

われわれは引こうとしている。

ある。しかも、ロシアや日本、ド

いる。

か、注目されている。

どんな国際世論を巻き起こすの

日本の女性からの「告発」が、

オピアの六千二百万の人口は、二
○五○年までにほとんど三倍増
し、一億六千九百万人になると予
測されている。パキスタンは一億
四千八百万人から三億四千五百万

（読売新聞一九九九・二・’一一）

疾病、食糧難…対応に限界

増途上国の疲弊加速

ところが日本では、ピルや、他
の国で安全性が証明されている銅
付加ＩＵＤ（子宮内避妊具）が承
認されていない。「性と健康を考
える女性専門家の会」の調査で

囮

一九五○年以降の人口増は、それ

レスター・ブラウン（米ワールドウォッチ研究所長）の地球を読む
異例のハイペース

みぞう

過去半世紀の間に、世界の人口以前の、われわれの太古の祖先たち
は一一倍以上になった。一九五○年が最初に足で立った時からの四百万
の一一十五億人から増え続け、九八年閤芯増｛加を、上回ったのである。
年には五十九億人に達したのであ｝」の未蛍曰有の人口急増は、個人
る。私と同様に一九五○年以前に消費の上昇とあいまって、地球と
生まれた人々は、世界の人口の倍いう惑星に、その自然限界を超え
増を目撃する最初の世代の一員とる要求を押し付けている。帯水層
なった。別の言い方をするなら、の維持能力を超える水需要によっ

１０５

速な人口増を経たいま、初めてわ
れわれは、それがもたらした影響
の幾つかを分析することが出来る。
３段階の人ロ変化

各国間の人口増加率の大きな差
異を理解するため、人口学者たち
は、近代化の進行に伴う増加率の
時間的変化を示す、三段階の類型
モデルを用いる。第一段階では、
高出生率と高死亡率の結果とし
て、ほとんど、あるいは全く、人
口は増えない。第二段階では、近
代化が始まると共に死亡率は低下
するが、出生率は高いままで、急
速な人口増につながる。第三段階
では、出生率が低水準に落ちて低

死亡率と釣り合い、再び人口の安
定がもたらされる。そして、第一
段階よりも大きな安寧と尊厳の機
会を人々にもたらす。どの国も、
徐々に第一段階から第三段階へと、
移行するものと見込まれている。
数十年にわたり第二段階にある
国々の政府は、一般的に、急速な
人口増によって疲れ果て、財源が

枯渇し、事実上の人口問題疲労を
起こしている。例えば、学齢期に
達した児童は常に増え続けてい

用創出をどうするのか。さらに

る。その教育をどうするのか。労
働市場に参加する若い人々の数は
膨れ上がっている。そのための雇

インド、人口最多国に
人道上の危機招く
こうした余りにも多くの圧力に

一度に立ち向かおうとして、指導
力や国家予算は、限界まで伸び
切っている。このため、新たな疾
病や水不足、食糧不足などの脅威
に対して、政府が効果的に対応で
きない事態がしばしば発生する。
先進工業諸国では日常的に処理さ
れている問題が、多くの途上諸国
で、全面的な人道上の危機に転化
しつつある。

もし、こうした危機への対処を

怠れば、第一段階に押し戻される
同も出てくる。高度のエイズ感染
雫亡持つ幾つかのアフリカ諸国に
とって、それはもはや将来の仮定

は、森林破壊、洪水の増加、土壌
の浸食、地下水位の低下など、急
速な人口増加に連関する様々な環
境問題への対処がある。

上諸国の政府には、とても出来る
相談ではない。例えば、国家人口
が千百万人のジンバブエでは、五
百六十万人弱の成人人口のうち、
百四十万人以上がエイズに感染し
ている。この閉％という成人感染
率によって、同国の人口増加は、
二○○二年までに停止すると見ら
れている。

このほかにも、死亡率の上昇が

く人口増加率がゼロになると予想

高出生率を帳消しにして、間もな
されるアフリカ諸国に、ポッナワ

（成人のエイズ感染率溺％）、ナミ
ビア（同加％）、ザンビア（同旧
％）、スワジランド（同咀％）が
ある。そしてさらに、成人のほぼ

十人に一人が現にエイズ感染し、
病気の大流行が手に負えなくなり
かけている諸国がある。ブルン

の問題ではない。先進工業諸国

ジ、中央アフリカ、コンゴ、コー

染率を人口の１％未満に抑えるこ

は、この病気の伝染を抑制し、感

うな圧力に打ちひしがれている途

とが出来た。しかし、前述したよ

ア、マラウイ、モザンビーク、ル

トジポワール、エチオピア、ケニ

ワンダ、南アフリカ、タンザニア

などである。

不幸なことに、エイズ禍はアジ
アと中南米にも拡大しつつある。

ミャンマーとタイは、ともに成人

人口の２％が感染している。イン
ドでは、成人人口の１％近くの、
推定四百万人が感染している。中
南米では、ハイチが人口の５％で
感染率のトップにある。一方、ブ
ラジルは成人五十七万人が感染
し、絶対数は最も多いが、感染率
は依然として１％未満である。
エイズは、生命にかかわる他の
ほとんどの病気と異なり、若年者
や老齢者よりも、農業専門家や技
師、教師など、まさに経済発展に

必要な働き盛りの若い職業人の問
に死者が多い。社会の健康度を測
る最良の指標は、恐らく平均寿命
だろう。ここで再びジンバブエを
例にとれば、一九九三年の六十一
歳が、二○○○年には四十九歳に
低下すると予測されている。そし
て、この傾向が続けば、二○一○

年には四十歳に落ちる。この主要
社会指標の数値が物語るのは、一

１０６

世紀かそれ以上に相当する後戻
り、発展の逆転である。

近年の歴史において、エイズ禍
ほど多数の生命を奪う危険のある

伝染病は、他に例がない。あえて
前例を求めるとすれば、十六世紀
のアメリカ新大陸に天然痘が持ち

込まれた際の先住民の大量死や、
十四世紀の間に欧州人口のほぼ四
ぜん
分の一を奪った、腺ペストにまで
さかのぼらなければならない。

者の数は、今世紀の第二次世界大
戦の死者数をも上回りかねない。

おきに引かれた横線の間ほどの広
さである。ナイジェリアの穀物畑
の一人当たり面積の縮小も、これ

ここで学ぶべき教訓は二つあ

と大差はあるまい。

二○五○年までに五億人の増加
かんがい
人口に直面するインドは、灌概用

国際的な非常事態

る。第一に、エイズ禍を抑制する
カギは、それが大流行して手に負
えなくなる前に、早い時点で機敏
に抑え込むことである。第二に、
もし人口増加が早期に鈍化しなけ
れば、人口問題疲労に打ちひしが
ろう。家族計画とコンドームの配

水の急激な減少に対する必要があ

る。スリランカにある世界有数の
水資源調査機関、国際水管理研究
所のデビッド・セックラー所長

同時に、エイズ感染の拡大を抑制

原因。例年なら乾期に都会へ出稼
ぎに出ていた農民が、経済危機に
よる雇用悪化で村にとどまり乾期
作に走ったためだ。水不足が続け
ば農民の不満が高まり、農村は政情

農民が作付けを急拡大したことも

ないうえ、政府の警告を無視して

【バンコク７日Ⅱ宮内禎二タ
イで水不足が深刻化し、コメの作
柄に影響が出始めた。降水量が少

するためのカギも握っている。出

生率を制限する同じコンドーム

が、この病気の拡大をも制限する

のである。（｝』写百一へ葛ミミミ○円］」

レスター．Ｒ・ブラウン氏Ⅱ１

葛ｇｏ百○司胸・）

９３４年米国生まれ。ハーバード

大学大学院卒。農務省国際農業開

発局長を経てⅢ年、民間のシンク

タンク、ワールド・ウォッチ研究

所創設。

（読売新聞一九九九・二・八）

供給量から算定した乾期作の作付
け面積の目標は主要二十三県で約

と二倍近い。ただ九四年と違うの
は作付け面積の急拡大。政府が水

は史上最悪だった九四年に比べる

れでも主要貯水池の一月の貯水量

は前年比一五’一七％減った。そ

年のタイの北部、東北部の降水量

農業・協同組合省によると、昨

不安の震源地にもなりかねない。

Ⅱ一雇用悪化深刻

タイで水不足

布は、出生率抑制のカギであると

れた政府の数は、さらに増えるだ

は、最近の研究の中で、「インド

における帯水層からの抽出量は、
補充量の二倍かそれ以上に達す
る。かくしてインドのほぼ全域
で、新鮮な帯水層の水位は、毎年
一’三脇の割合で低下している」

と指摘している。そして同所長
は、帯水層が枯渇する時、それが
もたらす灌概用水の減少によっ

て、インドの穀物収量は妬％低下
しかねない、と推測している。

こうした土地と水の深刻な不足
は、まだ先の話である。だが、エ

イズ禍は眼前にある。その実態か
ら目をそむけてはならない。これ

は、並外れた規模の、国際的な非
常事態である。来世紀初頭の犠牲

函

このほかにも、容易に制御不能
に陥りかねない状況がある。それ
は、土地ないし水の不足、あるい

はその両者に起因する、食糧不足
例えば、パキスタンとナイジェ

による生命の危機である。

リアは、将来人口を養おうとし

て、不可能な挑戦に直面してい
る。なぜなら、両国の一人当たり
耕地面積が減少し、生存線以下に
落ちるのは確実だからである。パ
キスタンの人口は、二○五○年ま
でに三億四千五百万人に達すると
予測されている。それによって、

穀物畑の一人当たり面積は、○・
○八鯵から○・○三鯵に減少す
る。これは、アメリカンフット

ボールのフィールドに、十ヤード

1０７

すふお－らむ
こゆ

た。それでも水が足りず昨年十二

月に井戸を二本掘ったが、「井戸
の水位が次第に低下し三月には危機

い」とあいさつした。

を困難にしている。すべての人の
健康と幸福の実現のために、政
界、経済界、地域社会の指導力と
相互協力を結集しなければならな
【ハーグ・生長恵理】

の責任だ」と呼びかけた。

【ハーグ・生長恵理】
（毎日新聞一九九九・二。十）

食料難の死者が
相当数含まれる

（産経新聞一九九九・二・十八）

われていた。

は九六年当時、二千二百万人とい

五十万’二百万人が餓死、病死し
たと証言している。北朝鮮の人口

死者については、韓国へ亡命した
黄長嘩元書記が、九五年以降、百

る死者が相当数、含まれていると
みられる。北朝鮮の食糧難による

【ソウル、曰Ⅱ喜多由浩】韓国
の聯合ニュースは十七日、情報当
局者の話として、北朝鮮の人口が一
九九五年から九八年までに、二百五
十万’三百万人減少したと伝えた。
情報当局者が入手した北朝鮮社
会安全省の内部報告書によって明
らかになったもので、食糧難によ

北で300万人

三十万鯵だったが、｜月末の実際の
作付け面積は五十一万鯵に達した。
作付けが急拡大した背景は、イ
的状況になる」とあきらめ顔だ。
かんがい施設が整備され二期作

ヒラリー・クリントン米大統領夫

口・開発会議（カイロ）で打ち出

人が演説し、１９９４年に国際人

・ライッ」（性と生殖に関する健

された「リプロダクティブヘルス

康と権利）の重要性を訴え、「女
性への教育や家族計画サービスの
充実は基本的な権利であり、社会
の発展の基礎となる。カイロで合

意された行動計画の実施は、我々

函

ンドネシアなどへの輸出増に伴う

コメ価格上昇と都会での職不足。

（毎日新聞一九九九・二・九）

ハーグ国漂フォーラム
世界の人口問題を討議する
「ハーグ国際フォーラム」（国連人
口基金主催）の全体会議で９日、

ヒラリー夫人
が演説

ができるよになったのは十七年
前。所得は向上したが、二期作の
拡大で乾期の水不足も頻繁に起き

（カイロ）で採択された行動計画
の進ちょく状況を各国政府代表が
討議する「ハーグ国際フォーラム」

（国連など主催）が８日、ハーグ
市内のオランダ会議場で開幕した。
開会式で、サディク国連人口基
金事務局長が「カイロ会議以降、
妊婦死亡率の低下などの成果がみ
られるが、経済危機が社会の変革

■証

「経済危機下で高値のコメ生産に
走る農家を止められなかった」と
るようになっている。

開幕

トは語る。

（日本経済新聞一九九九・二・八）

フォーラム

１９９４年の国際人口開発会議

ハーグ国際

同省のナリナット上級エコノミス

同省かんがい局は先月二十五日
に分け、三日間給水した地区はそ

から特に深刻な七県を四グループ

ローテーション制を実施した。だ

の後六日間は取水を禁じる給水

ぐらいなら逮捕されてもかまわな

が「目の前で苗が枯れるのを見る
い」と規制破りが横行している。
同省の試算によると、水不足の

影響で乾期作は二百五十万少と前
年比四八％減少し、農民の収入も
合計で同五八％減の百二十億バー
ツ（三百六十億円）に急減する見
通しだ。

中部チャイナート県では井戸堀
りがブーム。河川からの取水は底
をつき、頼みは地下水だけだ。サ
ンカブリ郡の自作農ソムさん

（腿）は水不足を予測し農地の三
分の一しかコメを作付けしなかっ

囚証
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り「ない」卵％

鍋年度経企庁調査経済的ゆと
の調査との比較を試みたのが特徴

調査を発表した。バブル経済当時

にした九八年度の国民生活選好度

「生活…介護…」枢差別から璽罎

「老後に不安」７割超す

庁は分析している。

率の上昇が大きく影響したと経企

るが、所得の伸び率の鈍化や失業

の可処分所得は５％前後増えてい

りの実質国民所得や一世帯当たり

ント上回った。この間、｜人当た

ており、今回調査はこれを１ポイ

％が経済的ゆとりが「ない」とし

療など社会保障関連の改革に道筋

いずれも急増しており、年金や医

不安」は鍋。５％（同８．６％）と

％（同調・６％）、「介護に対する

た、「健康に関する不安」は卯・２

と十二年間でほぼ倍増した。ま

が亜・０％（八六年調査配・２％）

「生活費など経済に関する不安」

，

と答えた人が両・０％

老後の不安が「ある」

答えた人は詔・９％、

六十七万六千円を大きく上回った。

円となっており、八九年度調査の百

に対し、平均で二百三十六万八千

あればゆとりが生じるか」の質問

３％へ、空間的ゆとりも「ある」

る」が八九年度の別・１％から釦．

一方、時間的ゆとりは、「あ

まっている様子が浮き

増加し、生活不安が強

当時の調査より比率が

に対し、今回調査は七割を超え

る」との回答が妬・４％だったの

実施した八六年の調査では「あ

老後の不安について、総理府が

ント上昇した。

れぞれ６．２ポイント、８．４ポイ

が同閉・４％から船・８％へと、そ

（読売新聞一九九九・二・二十四）

彫りになった。一方、

た。不安の内容（複数回答）は、

函ピ刑畷燗蕊巍鞠鯛
開かれた人口会議「ハーグ国際

今月上旬、オランダのハーグで

テイブ・ヘルス／ライッ（性と生
殖に関する健康／権利）」の重要

避妊を自分で決める「リプロダク

解禁の求める動きに弾み
バブル当時の八九年

フォーラム」では、女性が出産や

ている。

も出ている」と分析し

べて生活面のメリット

は「バブル経済時に比

も増えている。経企庁

た割合はバブル期より

とりが「ある」と答え

に、時間的、空間的ゆ

価格の下落などを理・田

残業時間の減少や住宅

しているとみられる。

に達し、ともにバブル

が見えないことによる不安が増大

経済企画庁は二十三日、「生活

０
７白

匠団団佃田圃囮醸鐇縄鐇麺如歳
扣

また、「あとどのくらい所得が

で、経済的なゆとりが「ない」と
山なゆとりが「ない」と

鯉歯歳

のなかのゆとりと安心」をテーマ

鋤１

２０３０４０
３０４０
歯歯

膠畷圃圃慣圃日騒鱸耀騨輝騏麺趨題麹麺切歯

醜い垢加

度の調査では、訂・９

I〃

'１ ' １

園

が強調された。その中で各国の

かつた場合に後で特殊なピルを服

はりゴーサインを出さなかった。

なる疑いがあるという判断からや

かった」と指摘した。期間中、オ

はないのかと不思議がる人が多

ればならないのか、それは差別で

選択できず、男性だけに頼らなけ

たちは自分たちのリプロダクテイ

十人が活発に討論。その中で若者

フォーラム」が企画され、約百三

以下の男女による「ユース・

また今回は十六歳以上二十九歳

はできない」と反論している。

用するピルとを簡単に比べること

短い。だが、それと健康な人が服

治療薬は最近、認可までの期間が

グラに限らず病気の人に投与する

とについても、厚生省は「バイァ

バイアグラをすぐに認可したこ

用する緊急避妊法の利用も急速に
増えていると報告があった。

責めにあった」と振り返った。
一緒に参加した参院議員の堂本
暁子さんは「ピルを認めていない
のは国連加盟国の中で日本だけ。

若者も活発な議論

心を集めたのが、日本が低容量
加した女性たちの間には、会議

なぜ日本の女性は確かな避妊法を

「アンピリーバ“フル」

ランダ、英国、米国などのマスメ

ルを認めていないこと。会議に

の余勢をかってピル解禁を求める

「それまで各国のスピーチがた

ブ・ヘルスを尊重する人口政策を

きが強まっている。

たんと進んでいたのに、私が発

ディアがこの件をとり上げ、日本

進めるように主張した。そんな流

今回、日本のピル解禁問題に関

これに対して、女性団体などは

厚生省、来月に審議

厄たら急に会場がザワザワし始

政府代表団も質問を受けた。

れない）』という言葉が聞かれ

れの中で、日本がピルを認めてい

た。『アンビリーバブル（信じ

海外から注目され始めたことを追
い風に、ハーグ会議以降、認可を
求める運動を繰り広げている。二

「国際人口問題議員懇談会」（中山

十三日には超党派の議員でつくる

られたようだ。

｜これは日本だけの問題ではな

ないことが極めて異質に受けとめ

かった」と補足するのは小宮山さ

心が集まったのは、会議のキーワー

であったこととも無関係ではない。
ハーグ国際フォーラムは、一九

ん。途上国で日本から資金援助を

ドが「リプロダクテイブ・ヘルス」

九四年、カイロの国際人口開発会

場合に、ピルの普及を積極的に促

受けて避妊教育などを進めている

「女性と健康ネットワーク”」
た「ハーグ会議帰国報告会」

煙ロ恵子代表）が東京都内で開

議で合意された行動計画を各国が

」。今月二十三日、市民グルー

、会議に参加した参院議員の小

どれだけ実行しているか検証する

使用が減って、エイズに無防備に
なるという理由で先送りした。昨

厚生省がピルの認可に二の足を

年は、ピルに含まれる啄竝か内分泌

きっかけとなり、論争が再び熱を

女性と健康ネットワークなどは
三日までに厚生大臣にピル解禁を
陳情する考え。人口会議が思わぬ

どうか審議する旨を伝えた。

問機関）でピルを認可するべきか

日から中央薬事審議会（厚相の諮

に認可を迫った。厚生省は来月三

などが参議院議員会館で厚生省側

性専門家の会」（堀口雅子会長）

ワーク的」、「性と健康を考える女

太郎会長）や「女性と健康ネット

国連などが主催した今回の人口会

のが目的。その行動計画の中で

踏んでいるのは、様々な理由があ

刀を認可しておらず、かたや男性

国において避妊教育などが着実に

かく乱化学物質（環境ホルモン）に

ハーグでは、この五年間で途上

など先進国からは、避妊をしな

進展したことが報告された。米国

》いろいろな国の参加者から質問

｝性的不全治療薬「バイァグラ」を
Ｔ請後わずか半年で認可したこと
」紹介した。反響は大きく「翌日

畠山洋子さんは語った。

どもを産む女性の立場から、望ま

る。九○年に申請があった際に

進できない一面があるためだ。

議は、国丞至瞥具非政府哩磁関（ＮＧ

ない妊娠をいかに減らすかという

は、仮に認可したらコンドームの

ﾛ■ロ■

は、従来の人口政策を見直し、子

Ｏ）、若者、政府代表団の四つの
オーラムを開催尼公畠山さんは議

ことが課題となっていた。

￣

貝フォーラムの中で、旦午が長らく

Ⅱ■ロ■
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帯びてきた。

回ハーグ国際フォーラム

今年六月末にニューヨークで開
かれる国連開発特別総会に向けた

準備会合。六月の総会は、九四年
にカイロで開催した「国際人口開

発会議（ＩＣＰＤ）」を受け、当
時まとめた行動計画の五年後の進
ちょく状況を検証する。このこと

から「ＩＣＰＤ＋５」とも呼ばれ

ている。

今回の政府間フォーラムでは、

女性の立場を配慮した人口抑制政
策が多くの国で進展していると評
価し、その一方で経済停滞から先
進国の資金援助が不十分になって
いるとの報告書を採択した。
（日本経済新聞

一九九九・二・二十七）

ているが、性感染症や環境ホルモ

同省の平井俊樹課長は、’九九
○年に九社から十六品目の承認申
請を受け、安全性の検査は終わっ

説明を求める会合を開いた。

議員懇談会・女性問題部会」の議
員やＮＧＯなど八団体が、低用量
ピル審議の経過について厚生省に

参議院議員会館。「国際人ロ問題

先月二十三日、東京・永田町の

ハーグ会議で注目集める

日本の冊室靭亡縫屈叫しした形だ。

篝議会で厚生省Ｉ

ピル承認へ外から後押し

審議会で厚生省

「手続き進めたい」
経口避妊薬の低用量ピル、いよ
いよ承認かｌ・厚生省が「三日
の中央薬事審議会の部会で道筋を
つけたい」と、前向きの姿勢を示
している。先月末、女性団体など
が開いた説明会で、同省が明らか
にした。性的不能治療薬バイアグ

ラが先に承認されたことで、女性
たちの間に不満が高まったことに

加え、先月、世界の人口について
協議したハーグ会議でも注目され、

ンの問題で審議が続いてきた経過
を説明。環境団体から承認に反対

する意見書が出ていることも紹介
し、尺イアグラと違い、健康な

イギリスや米国など海外では、

として報道されている。

日本のバイァグラ早期承認と低用
量ピルの不承認が対比され、「女
性の性を縛る二重基準（男性と女
性に異なる基準を設けること）」

いる。今後の情報提供をどうする

人が飲む薬なので慎重に審議して

か検討しなければならない」と話

外国の議員からは「なぜ」と質問
が相次ぎ、｜女性にとって一番確

フォーラムでの反応を紹介した。

員の小宮山洋子さんは、国際議員

ハーグ会議の報告会で、参議院議

同日、東京都文京区であった

量ピルの不承認が話題になった。

各国政府とＮＧＯが世界人□を
考えるハーグ会議でも、日本の低用
した。そのうえで、「世論は変

わってきている。承認の手続きを
進めていきたい一と話した。

主催した各団体の代表者から
は、「世界中でピルほど医学的に

検討された薬はない。海外からピ
ルがほしいとの要請があっても、
日本で認可されていないと援助し
にくい」（日本家族計画協会）、

いうＣ

かな避妊法を選択できないなん
て、理解できない」と言われたと

｜子宮内膜症で中用量ピルを常用
している患者にとって、低用量は
ぜひ必要」（日本子宮内膜症協

さんも、ＮＧＯフォーラムで、日

（朝日新聞一九九九・三・｜｜｜）

る」と話した。

ればならないことがたくさんあ

されていない。まだまだやらなけ

のに、日本では低用量ピルも承認

する緊急避妊法が論じられている

は、妊娠の危険を感じた後に実施

えている現状を訴え、「海外で

本の中絶件数が年間三十万件を超

かながわ女性会議代表の房野桂
会）など、早期承認を望む声があ
がった。また、「処方の際のガイ

ドラインでは、意味のない内診を
義務付けようとしているが、決定
の場に女性を入れてほしい」（性と
健康を考える女性専門家の会）、
「女性の具体的な相談の場を作って
ほしい」（日本家族計画連盟）な
ど、承認後を見据えた意見も目
立った。

IJI
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食糧安保を明文化
新農業基本法案固まる

に掲げた。基本施策として初め
て、食糧自給率の目標設定や食糧

関する不利を補正するための支

問地域の農業者には「生産条件に

化、自立経営化をうたい、法人化

については家族農業経営の近代

どを示していた。また、経営主体

格支持政策）、経営規模の拡大な

める。

製品などの価格支持制度廃止を進

地取得の一部解禁、麦、大豆、乳

制度（補助金）や、株式会社の農

山間地域農業に対する直接支払い

（朝日新聞一九九九・三・｜｜）

には触れていなかった。

農水省は新基本法をてこに、予

安全保障、農業経営の法人化推

援」をとると明示した。

が六年間で約二百万人も減少した

性格差の是正②農業者と他産業従

標として①農業と他産業との生産

本法は、基本理念に当たる政策目

低用量ピル（経口避妊薬）が使え

早ければ秋にも、医師の処方で

九年。安全性、有効性の確認後

なった。承認申請が出されてから

同部会で承認が決まる見通しと

的な審議を終え、六月に開かれる

【モスクワ２日Ⅱ共同】｜日の口は、今年一月一日現在で一億四
インタファクス通信によると、ロ千六百三十三万八千人となった。
シア国家統計委員会は、国の人口（日本経済新聞一九九九・’一一・三）

囮》胸銅繍一織硬嚇繍
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定に沿った内容になる。一方、市

進、農産物価格への需給の反映、

確保②農業の多面的機能の発揮③

減ことを明らかにした．経済混乱と

算措置などの準備を進めている中

ために必要な施策」を、農業経営

格変動による収入減を「緩和する

場原理が農業に及ぼす影響を緩和

現行の農業基本法を三十年ぶり
に抜本改正する食料・農業・農村
基本法案の内容がほぼ固まった。
国の農業施策について、食糧の安

平地以外で農業経営の採算のとり
にくい中山間地域の支援を盛り込

興。政府は基本理念に沿って五年

農業の持続的な発展④農村の振

自体の存立が一層難しくなる中山

するため、農業者一般について価

定供給の確保など四点を基本理念

んだ。農水省は与党などの最終確

ごとに食料・農業・農村基本計画

基本理念は①食糧の安定供給の

認を経て、来週初めに国会に提出
法案は四章四十三条からなる。
全体として市場原理を導入し、国
内農業の効率化を図ろ半面、食糧
の安定供給など、広く国民的な立

事者の生活水準の均衡を掲げてい

るようになる。中央薬事審議会

を定め、その中で食糧自給率を引き

場から国内農業に対する施策を意

る。施策としては、輸入農産物と

（厚相の諮問機関）の常任部会が
三日開かれ、ピルについての実質

一九六一年に制定された現行基

上げ目標の具体的な数値を示す。

味づけようとしている。

の競合を避ける「農業生産の選択

も、エイズウイルス（ＨＩＶ）感

四中騨繊臓燗駅鷆鮒騏鯆墹

質評価を適切に反映」させるとい

的拡大」、農産物価格の安定（価

農業物価格に「需給事情及び品
う規定は、価格支持政策を排する
世界貿易機関（ＷＴＯ）の農業協

し、今国会中の成立を目指す。

Ｉ
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染の拡大懸念や内分泌かく乱化学
物質（環境ホルモン）の議論が出
て、先送りされてきたが、ようや
く終止符が打たれる。

申請から９年

日本は、世界の先進国で唯一、
ピルを認めていなかった国だ。ピ

ルの承認は女性にとって避妊の選

低用量ピルは、一九八六年に厚
生省の研究班が臨床試験を認める

報告書をまとめ、翌年から約五千
人の女性が協力して臨床試験が行
われた。それを受けて、九○年以
降九社十六品目の承認申請が出て
いた。

しかし、九二年には、ピル承認

はＨＩＶ感染の拡大を招くなど公
衆衛生上の不安があるとして、常
任部会の審議が突然中断された。

択肢が増えることを意味する。

常任部会はこの日、ピルの環境
ホルモンとしての評価と性感染症
まん延防止対策について審議。服

性が確認された」との報告書をま

なっている。日本では、月経困難
症などの治療にホルモン含有量が
多い中・高用量ピルが承認されて

いるが、約二十万人の女性が副作

用を気にしながら避妊のために服

用している。

（朝日新聞一九九九・三・四）

市町村単位で少子化を推計

保育璽祷など参考農笙省がデータベース

せられたため・

国勢調査や人口動態統計などをも

厚生省の国立社会保障・人口問
題研究所は今年六月をめどに、少
子化対策に役立つ情報を集めた
データベースの試験運用を開始す

とに、晩婚化傾向や学歴、都道府

いる「日本の将来推計人目は、

同研究所が五年ごとに発表して

る。子どもの将来推計人口が市町
村単位で分かるようにするのが目

れでも利用できるようになる。少

かし「同水準の厳密さを確保でき

で将来推計値を公表している。し

県間の人口移動なども考慮した上
で、年齢区分別から都道府県別ま
子化に関する研究論文や全国の自

玉で、インターネットを通じてだ

黄体ホルモンと卵胞ホルモンの

厚生省が、データベース作成に
乗り出したのは、少子化対策を検
討している市町村から「将来人口
を独自に推計するのが難しく、保
育需要など中長期的な見通しが立
てられない」との声が相次いで寄

ターネットで接続して市町村名を

実際の運用では、利用者がイン

今回のデータベース作成に当た
り同研究所は、晩婚化や学歴など
は考慮せず、国勢調査など基礎的
な情報をもとに、「やや精度は落ち
るが、簡単に市町村別の将来推計人
口が出せるソフト」を目指した。

では行っていない。

ない」として市町村単位の推計ま

二種類の合成女性ホルモンが配合

されている。毎日一個の錠剤を飲
むと、女性ホルモンの作用で排卵
が抑制され、避妊の効果がある。

規則正しく飲めば、九五％は避妊
できるという。海外では一九六○
年代に認可された後、広く使われ
てきた。低用量ピルは開発当初か

ら比べると含まれるホルモン量は
二分の一から五分の一まで少なく

多くの課題を抱える市町村にとっ
て、貴重な情報源となりそうだ。

治体の取り組み事例なども収録さ
れる見込みで、保育所の整備など

低用量経ロ避妊薬

からは常任部会で審議されていた。

とめたのが九七年二月、同年十二月

常任部会の下部組織である調査会
が「医薬品としての有効性と安全

用した女性から排せつされるホル

モンの量は、服用していない女性
からの量と同程度で、現段階では
環境への影響についてはピルだけ
を問題とする必要はないとの結論
を出した。

さらに、常任部会は、ピルが性
感染症を防止するものではなく、

感染防止にはコンドームの使用が
有効であることを、添付文書や医

師、服用者向けの資料で注意喚起
することで合意した。必要があれ
ば、性感染症の検査をすすめるこ
とも記載する。具体的な添付文書
などの内容について、この日に結
論を出すことは見送られた。

１１３

四

入力すれば、十年後、二十年後な
ど将来の子どもの推計人口などが
出てくるようにするという。厚生
省は「こうした中長期的なデータ
を参考にすれば、市町村が保育所

や子育て支援センターなどの整備
計画を、より効率的に作れるよう

になる」と期待している。

一九九九・三・十一一）

同研究所は、各自治体の少子化
への取り組みをアンケートで調査
した上で、データベースに参考と
して盛り込む考えだ。
（日本経済新聞

バングラデシュ・カーン財団の
ロクサナ・コンドカー事務局長は

「議会に女性議員の定数が設けら
れ、全国４５００のコミュニ
ティーで選出された１万４０００

人の女性議員が、リプロダクティ
ブヘルス関連サービスにかかわる
ようになった。女性向けの少額融

資も始めた。政府は女性の能力向上
に力を入れている」と話していた。

値上がりし、貧困層には無料で供
給している。これまでの人口政策

口省のシスワント・ウィロポさん
は「輸入品の避妊具は２～３倍に

により、大きな影響を受けた。人

数値目標を掲げて進めていた人口
政策を、包括的なリプロダクティ
ブヘルスの尊重へと転換させ、定
着を図っている。しかし、師年夏
から東南アジアを襲った通貨危機

インドネシアはカイロ会議後、

ベイオ計画開発副大臣は「家族計
画の情報や広報の充実、人材養成
などに努めた結果、既婚女性の避
妊実行率は朗年の羽％から朗年の
羽％に上昇した。人口増加率も低
下している」と報告した。

家族計画の推進はカイロ行動計

ハーグ・フォーラムで着実に権利拡大

画の中心テーマだ。ケニアのスム

ティブヘルス・ライッの保障を憲
法に盛り込み、中絶髪晃作じた。

また、南アフリカはリプロダク

設けた。

国連人口基金の調査によると、
弱力国がこの５年間にリプロダク
ティブヘルス・ライッに関する法
律を制定し、政策を実施した。例
えば、ガーナは結婚最低年齢を皿
歳から旧歳に引き上げた。カイロ
会議ではアフリカ各地で行われて
いる女性の性器切除が非難された
が、その後、アフリカと欧米の、
力国以上がこれを禁止する法律を

する。

できる権利を保障することを意味

ＯＤＡの４％拠出を提一一一一目

ッ」（性と生殖に関する健康と権
利）の尊重と具体化。これは人々
が子供を持つか持たないか、いつ
持つか、何人待つかを決める自由
を持ち雨女性が安全に妊娠・出産

「リプロダクティブヘルス・ラィ

討議の論点をまとめてみた。
カイロ行動計画の最大の課題は

（国連人口基金など主催）でも論
議された。四つのフォーラムに分
かれ、１９９４年にカイロで開か
れた国際人口開発会議（カイロ会
議）で採択された行動計画の進
ちょく状況を検証した。９日間の

２月の「ハーグ・フォーラム」

人口、食糧、環境の相互関係は

三國

の成果が無に帰してしまうかもし

れない」と嘆いていた。

カイロ会議以降、国民の平均寿
命が短縮している国がある。公共
の保健サービスが破たんした東
欧、旧ソ連諸国と、エイズなどの
性感染症が増加するサハラ砂漠以

南のアフリカ諸国だ。
国連エイズ共同プログラムの

ると、世界のエイズ感染者はカイ

ピーター・ピオット事務局長によ

００万人以上が感染し、１４００

ロ会議当時の予想を上回る規模で
増加した。昨年末までに延べ４７

万人が死亡した。

世界人口は今年ｎ月に㈹億人に
達し、そのうち四億人を嘔歳から
塑歳以下という生殖可能年齢の青

年が占める。そのため、青年の扱
いが今回のフォーラムの焦点と

なった。

青年フォーラムの閉会式で、メ

キシコのホセ・ルイス・カストロ

さんは「僕たちはセックスマシン

じゃない。責任ある行動をとるた

めに、選択肢を与えてほしい」と
訴えた。学校や宗教界は性をタ
ブー視し、青年向けの教育やサー
ビスが未整備なことを批判したの
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だ。青年たちは「リプロダクティ

ブヘルス。ライッに関する資金の
、％を青年にあてよ」とアピール
し、最終文書に盛り込まれた。
国会議員フォーラムをまとめた

「ハーグ宣言」はインドのウルミ

ラ・パテル国会議員の提案を受け
入れ、緊急のニーズが生じた場合

に食糧を国際的に融通する「世界
食糧銀行」の設立を勧告した。こ

れは、人類を養うのに十分な食糧

の
ム

ナ

者に

鵬

囲
州辨紳

規制緩め、今年倍増に

ベトナム政府は今年の海外派遣

介する制度も設ける。

ベトナムの失業率（都市部）は

する。

具体策として派遣ルート多様化

九七年の六％から昨年は六・八五

一九九九・三・十八）

（日本経済新聞

（ハイノⅡ牛山隆一）

化が欠かせない。

業者増も予想され、雇用対策の強

％に上昇。国有企業改革に伴う失

のため国有大企業や労働組合が傘

下にもつ企業を中心に派遣業者の
新規認可を増やす。低所得者を対
象に渡航費の低利融資制度、出国
前の職業訓練・語学教育費の減免
措置を導入するほか、夫婦や親せ

る九九年度補正予算案の検討に

当の拡充など少子化対策を柱とす

月中に対策の骨子を取りまとめる

入った。少子化対策については自

同国労働・傷病軍人・社会事業
省がこのほど海外派遣促進案をま

予定で、これを基に内容を詰め、

具体的には①児童手当の支給対

と見られる。

今国会への補正予算案提出を目指

民、自由、公明の三党が共同で一一一
とめた。派遣先では従来の北東ア

している。規模は数千億円になる

国、サィパン島など北マリアナ諸
島連邦（米自治領）を新たに重視

（読売新聞一九九九・三・十八）

くなるとみている。

党としては、この一部を補正予算
案に前倒しで盛り込むことで、後
半国家での公明党の協力が得やす

ことで合意している。政府・自民

に少子化対策を抜本的に拡大する

自民、公明両党は二○○○年度

所得者層対策にもなるとしている。

廃止で九九年度に税負担が増す中低

子化対策を追加すれば、特別減税の

政府・自民党は、補正予算で少

の後押しに重点を置く方針だ。

考慮し、自治体独自の少子化対策

ている。とくに自治体の財政難を

国の補助拡大ｌなどを検討し

額の上乗せ②児童の医療費補助の
拡大③自治体の保育事業に対する

象（現行三歳未満）の拡大や支給

こげｑＪ、グ、Ｐｑ戸口グミグ、ｊ、〃■、ｆＪＬＪＬＪＬｆｐＬＪ１Ｐ世ＤＫ〃てＪｔＪＫＪＥＪＫｊ５Ｊｎ２㎡、イひび、〃、〃、ＪＬＪ、〃ｈけｑグｑｒｑグミ口已●〃、Ｐｂ〃、。■３口、〃ｎＪ■Ｊｑ■ＵｌＪＫＤＫ〃ｑグｑＪｑＪｑＪｑＪｎ㎡■●ｐｑ似、〃、〃、ｊ口、○汀、〃ｑ■Ｕ、厚く刀■、］■■■、〃、く〃、グｑ〃、〃ｑｒｑ〃、”、ＰＱＪ、夕

きに同一国での働き口を同時に紹

少子化対策
に数千億円
規模で補正
政府・自民党は十七日、児童手

囮

ジアやラオスに加え、アラブ首長
国連邦やクウェートなど中東諸

す狙いもある。

認可などを通じて労働輸出を促進
する。景気減速に伴う雇用対策強
化の一環。輸出低迷などで外貨事
情が悪化する中、外貨獲得を増や

国手続き簡素化や派遣業者の新規

ど新規派遣先を開拓するほか、出

労働者数を前年比約二倍の二万五

が生産されながら、流通や配分が
公平でないことから、各国が通貨
と現物の食糧を持ちより、食糧の

千人程度に拡大する。中東諸国な

ぎ

貸借や物物交換を可能にして、飢
が
蛾をなくすという構想だ。

カイロ行動計画は、途上国で家
族計画などを実施するために２０

１５年までに２１７億がの資金が
必要で、その３分の２を途上国、
３分の１を先進国が負担するとし
ている。

しかし、先進国の政府開発援助
（ＯＤＡ）総額は減り続けている。
政府代表による最終文書で「ＯＤ
Ａの最低４％以上を人口分野にあ
てよ」と勧告した。

これを受けて、６月卯日から国
連人口開発特別総会が開かれる。

１１５
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すべマ

泥生滅遡升
団銘柄平均

の優位は変わらない。
輸出側、オーストラリアン・ラ

イス生産者組合のリチャード・デ
イ執行役員は「関税が高すぎる。
当分はＭＡ枠の中で、他の輸出国
との競争に勝つことがわれわれの
課題」と話している。
●米・中国産が採算
しかし、二○○一年度以降の関

税額は、次期農業交渉で引き下げ
を義務づけられる可能性が大きい。
鳥取大の伊東正一助教授（国際
食料経済学）は現行ＷＴＯ協定と
同様に八六年度から八八年度の内
外価格差の二・五％相当額を毎年
関税額から削る前提で、外国産米
の輸入が採算にのる時期を試算し

た売買同時入札の結果

買い付けのため実施し

が昨年十二月にＭＡの

一七銭の従量税。政府

新たに設定される関税は一九九
キ口当たり三百五十一円
九年度が一キロ当たり三百五十一円

をもとに、国産米の卸

た。それによると、米国アーカン

省産米は七年後に採算ラインに

がグラフだ。卸の仕入

のってくるという。

六円。その差額二百八十一円より
も関税が低くなると国産米に対す

調査に基づく評価価格は四百五十

輸入価格が運賃などを含めて一キロ
百七十五円。これに対し、日本の
コメ業界関係者ら九十八人の食味

試算では、ア州産コシヒカリの

なる短粒種の輸入米価

円に下げるが国内産米

度の関税は三百四十一

要国産銘柄を上回るこ
とになる。二○○○年

カリを除くすべての主

る新潟県魚沼産コシヒ

格は、最高級といわれ

れ段階では、主食用に

ソー州産コシヒカリ、中国黒竜江

の落札価格と比べたの

●国内優位の設定

なるのか。

なる。関税化で日本のコメはどう

コメが本格的に入ってくることに

（最低輸入義務量ⅡＭＡ）以外にも、

当面は高関税カベ、引き下げ交渉次第

輸入米本領発揮は７年後？

輯緯騎況蝿謹

軒』■田佳

札艶し

価格刊

食糧Ｅ
画：
政府）

“壷》癖『

謁脱輸入価栴

コメ輸入を関税化するための改
正法案が月内に成立する見通しと
なった。四月から適用する関税の
もとで、当面、輸入が急増する可
能性は小さい。しかし、今年末か
ら始まる世界貿易機関（ＷＴＯ）
の次期農業交渉次第で関税が引き
下げられれば、ミニマムアクセス

塵■函
司人ブ

る競争力が出てくるという計算
だ。関税は二・五％の削減だと二
○○六年に二百八十円九四銭に下

がる。

伊藤忠商事はア州の稲作農家と
契約してコシヒカリを輸入、コン
ピニのファミリーマートで販売し

ている。また、九七年に中国で精

米業の合弁会社を設け、同国内で
コメを販売しているほか、｜部を

日本に輸出している。三井物産も

同様の事業を展開している。
千葉県の稲作農家で、規模拡大
を指導する兼坂祐氏は「安くてお

いしい外国産米がたくさんある。

関税化でまず、外食産業が飛びつ
く。消費者の抵抗がなくなれば
スー。ハーが扱いを増やし、四、五

年で国内需要の半分くらいに達す
るおそれがある」と見ている。

●異議申し立ても

米政府当局者は十六日、「（日本
が適用する）関税があまりにも高

ロックしてしまう。米政府として

い。これではすべての輸入をブ

はすべてのオプション（選択肢）
を検討している」と述べ、異議申
し立ての可能性を示唆した。
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年はかかる。米国は日本を威圧

に入ってからだけでも２０００年

近の著書では「飢餓と飽食」に深
い憂いを持っているようにみられ

め役を長い間務められました。最

念が

し、次期交渉を農産物輸出国に有

かかったのに、今度は羽年で釦億
人増えたのです。この人口の爆発

利に展開させる効果を期待でき

ます。｜方で食糧を浪費して、一

米政府はさらに、ＷＴＯの紛争
処理小委員会（パネル）に訴える
手がある。異議申し立てはその前

的増加を抑えるため、国連を中心

方で５億人、８億人の人が飢えて

る。

とした世界各国は大変な努力をし

（朝日新聞一九九九・三・十八）

いる。食糧の生産、分配は市場経済

提としても順当と見られる。ただ

し、パネルの手続きは最短でも一

てきました。

ネルギー法が改正され、地球温暖

ます。２０５０年には世界人口の

化、高齢化という問題が生じてい

功ですが、これらの国では少子

した。人口抑制という面では大成

人以下という国が田力国になりま

飢鐘、疫病などのさまざまな悪徳

食糧の不足が生じ、社会は貧困や

は算術級数的にしか増えないから

幾何級数的に増えるが、食糧生産

有名な命題があります。「人口は

いて、英国の経済学者マルサスの

１組の夫婦は生涯に何人の子ど

化対策推進法が制定されました。

高齢化が進み、途上国も含めて、

に巻き込まれる」という内容で

荏開津典生氏人口と食糧につ

毎日新聞社とⅢ世紀危機警告委

社会は環境を軸に大きく変わろう

的歳以上の割合が胆％になりま

す。それから２００年たった現

の中で可能なのかという問題です。

員会が２月四日に東京都千代田区

としています。しかし、環境保全

す。社会の構造が人類の歴史の中

在、どうなったか。日本に暮らし

もを産むのか。夫婦１組当たり２

の経団連ホールで開催したシンポ

と経済活動を両立させて総合的な

でかつてなかったほど変わるので

ていると非現実的なことに思われ

温暖化、変わらない危機的状況

ジウム「地球温暖化ｌ薑

効果を上げるという東京宣言が提

す。

の影響、地球温暖化対策の現状と
課題などをめぐって討議した。１

境は密接な関係があります。最初

人を超える見込みです。人口と環

ないのです。世界人口は今年釦億

ん。危機的な事態は緩和されてい

役割が出てくると思います。

す。そこに、日本の大きな国際的

人類の運命の先端を行っていま

少子化、高齢化が進んでいます。

徳に向き合う生活をしています。

途上国の人々は、毎日こうした悪

世界の都市人口が全人口の印％に

るだけのものがあります。人口が

て食糧の分配です。世界の食糧生
産力は釦億人の人□を十分に養え

ます。人口、食糧の生産力、そし

食糧問題には三つの要因があり

ますが、世界の８割を占める開発

時間加分に及ぶシンポジウムの内

に、日本の人口問題の大家である

達します。都市化の問題への対処

す。

速度で、食糧生産も増加したので

倍増した期間に、史上かつてない

します。先生は農政審議会のまと

原氏次に荏開津先生にお願い

も求められています。

また、２０１０年ごろまでには

日本は先進国の中でも一番早く

までオランダ・ハーグで行われた

黒田先生から、お話をいただきま

容を紹介する。２月４日から咀日

国連人口基金など主催の「ハーグ

しょう。

せて報告する。

最初の釦億人になるまで、西暦

億人と、２倍になります。

０年には卯億人でした。今年で㈹

黒田俊夫氏世界人口は１９６

・フォーラム」の討議内容もあわ

題や人口問題の専門家５氏が世界
人口の爆発的な増加による環境へ

環境、人口・食糧で５氏がシンポ

人口。食糧の行方」では、環境問

言した仕組みは実現していませ

回
原剛氏温暖化防止京都会議で
の京都議定書採択を受けて、省エ

１１７

すふお－らむ
こゆ

うしたデータを整理する大事業を

豊かな国がお金と人をかけて、こ

データが決定的に足りない。私は

を続けています。先進国が２００

８％増加しています。日本も増加

米国では加年から加年までに８．

れた排出は先進国に責任があり、

対して、途上国は歴史的に蓄積さ

加するよう求めています。それに

日本では最近弧年間に農地の３

ほとんど有名無実になっていま

それなのに、なぜ世界には数億

か。これは分配に問題がある。全

人の栄養不足人口が存在するの

０年時点で１９９０年レペルまで

糧があるのに、日本や欧米の人た
分の１が失われてしまった。米の

す。２００８年～皿年に釦年比で

ています。南北の不信感が京都議

先進国が生活の仕方や産業構造な
どの根本的なところで対策を取る

実施することを提案したい。

ちが飽食の生活を送っているため

消費量も半減した。世界人口の６

少なくとも５％削減するという京

定書の実行の一番の障害になって

排出量を下げようという約束は、

体としては十分に養えるだけの食

に、貧しい国の人たちが食べられ
割を占めるアジアで同様のことが

なければ達成できない状況です。

都議定書の目標値もかなり努力し

のことを十分考え、対策を準備す

ことになりかねません。日本はこ

減対策をどうするかという議論は

削減策の交渉に終始し、国内の削

権取引や共同実施など、国外での

ブエノスアイレス会議では排出

暖化物質であるという矛盾があり
ます。統合した政策が必要です。

を破壊する特定フロンの代わりに

議論しない限り、解決は難しいの
ではないかと思います。オゾン層

います。公平性について正面から

てほしいと、公平性の確保を訴え

べきだと主張しています。また、
自分たちにも環境スペースを残し

るだけのものを分配されない。

起こると、世界の食糧問題にとっ

「分配が問題なのだ」とマルサ
て、極めて重要な結果をもたらす

スを批判したのはマルクスです。
この批判はある意味では現在でも
る必要があります。

皆無でした。京都議定書は完成品
ではありません。実効性を持たせ
るには、市民の目が厳しく注がれ

日本でも、統合的な政策に対応で

とこれに続く気候変動枠組み条約

策立案の中に科学を取り戻してほ
しいと思います。国連のもとに設

また、国際交渉や日本国内の政

になり、環境容量がぎりぎりに

期ではないかと思います。
加藤三郎氏世界人口が㈹億人

きるシステムを作り上げていく時

第４回締約国会議（ブエノスアイ

置された気候変動に関する政府間

産もやめてしまう。

ます。

松本さんからうかがいたいと思い
松本泰子氏私たちの世代は大

開発された代替フロンが強力な温

レス会議）は何だったのかという

なければならないと思います。

原氏地球温暖化防止京都会議

疑問があります。それについて、

変な大きな仕事を引き受けざるを

正しいのですが、マルクスの考え
た形での社会の運営では食糧問題
を解決できないということが、別
世紀の人類の得た教訓です。「全
体として十分ある」という食糧を
生産しているのは市場経済です。
この市場メカニズムが分配も行っ
ている。分配の面だけを取り上げ

えない立場にあります。大きなも

てしまうと、市場メカニズムは生
驚くべき生産力の発展を実現し

のに挑戦して、解決していくとい

スの濃度を安定化させるために

ついては、数量的な広がりだけで

を私も抱いています。人口増加に

本当にうまくいくのかという危ぐ

持っています。先進国の青少年は
化学物質によって、心身に影響が

はなく、質的な変化にも関心を

は、排出量を半分以下にしなけれ

効果ガスの排出抑制に途上国も参

の公平の問題です。先進国は温室

今後の議論で大切なことは南北

ばならないと言っています。

なっている中で市場メカニズムが

た市場メカニズムが分配のゆがみ

う姿勢が大切です。
米国ワールドウオッチ研究所の

データでは、坑年に炭素換算で粥
た。世界の排出量の配％を占める

億少の二酸化炭素が排出されまし

パネル（ＩＰＣＣ）は温室効果ガ

をもたらしているという事態を、

解決することはできるのか。現状
のままでは、解決への道筋をだれ
も一不すことはできないと恩いま一％
現時点では、食糧や農業生産、
世界の生態系についての基本的な

1１８

こゅ－すふぉ－らむ

原剛氏早稲田大大学院教授。

毎日新聞社会部デスク、科学部
長、編集委員・論説委員を歴任。

もっと大きくして、官を見張るこ

日本初のＯＥＣＤ環境担当書記官

国連環境計画のグローバル５００

出ているのではないか。途上国の
松本氏私は政府や企業がＮＧ

を経て現職。地球サミット、エコ

賞兜年度報道賞を受賞した。

加藤三郎氏環境文明研究所所
長。環境庁地球環境部初代部長、

Ｏを支援することは非常に重要な

ァジァ、環境基本法策定に参画し

とは非常に大事だと思いますが。

ことだと思います。ただし、個人
た。

青少年は栄養状態が非常に悪く、
十分な教育も受けられない。そう
いう中で育っていく人が、億人、
別億人と増えていく。そうした質
に支えられるという部分を失って

幻世紀の地球規模の課題を討議

生態系保全の国際戦略を述べた

ジウムが行われた。温暖化防止や

四・同委員会名誉座長のあいさ

ラッシュ所長の講演要旨と平岩外
ｎ世紀危機警告委員会主催）が２

口・食糧の行方」（毎日新聞社、

する「地球温暖化ｌ環境、人

環境、人ロ・食糧特別講演会

温暖化、新世紀へ英知を集めよう

（毎日新聞一九九九・三・十八）

の面が気になります。

黒田氏死亡率の減少の半面

しい目の中で、ＮＧＯは育つので

はならない。その団体が自分の望
む活動をしてくれなかったらお金
を払うのをやめるという市民の厳

究では、高齢者が疾病による活動
能力を失う割合は実数が増えてい

用で力をつけていくことを期待し

に、疾病率の増加という質の問題
が起こります。しかし、最近の研

ても、発現率は減少傾向にあるよ
ています。

黒田俊夫氏日本大人ロ研究所

はないか。市民とＮＧＯが相乗作

うです。

加藤氏バイオテクノロジーな

どの科学技術で食糧問題を解決で
きるという楽観論がありますが、

荏開津典生（えがいつ・ふみ

人口研究所所長を経て現職。師年

社会科学学院人口研究所所長の寄

まとめた。シンポジウムの詳報は

つ、所用で欠席した田雪原・中国

稿論文要旨を紹介するとともに、

国連人口賞を受賞。

世界資源研究所のジョナサン・

名誉所長。厚生省人口問題研究所
所長、日本大経済学部教授、同大

月四日、東京都千代田区の経団連
ホールで開かれた。同委員会創設
３周年と毎日新聞社人口問題調査

温暖化防止への日本国内の動きを

荏開津氏市場経済と科学技術
で解決するから政策的な手を打つ
必要はないという信念を持ってい

お）氏千葉経済大経済学部長。

咀曰に掲載する。

どう考えますか。

会創設卯周年を記念する事業で、

る経済学者は少なくありません。

ラッシュ所長の特別講演とシンポ

私がこの人たちに申し上げたいこ

を経て現職。

た。宣言は次世代に豊かな地球環

７年２月、東京宣言を発表しまし

虹世紀危機警告委員会は１９９

際、地球環境問題の拡大と多様

界に問い掛けました。私はその

境を引き継ぐための行動規模を世

壬石外四・名誉座長あいさつ

危機回避全力で

東京大名誉教授。経済企画庁、東
京大慶学部教授、千葉経済大教授

を取り残している事実になぜ目を

とは、世界に数億人の飢えた人々

向けないのかということです。市

場経済において加年、釦年で解決
するという楽観論は成立しません。

境ＮＧＯ活動を展開した。

松本泰子氏東京理科大諏訪短
大助教授。日本環境会議理事。
「環境と公害」編集幹事。英国留
学中に環境保護運動と出合い、環

加藤氏ＮＧＯ（非政府組織）
やＮＰＯ（非営利組織）の役割を

１１９

函

ギーや食糧の不足、貧困や飢餓、
づくりも精力的に進められていま

効に進める社会的経済的システム

れています。温暖化防止対策を有

ＣＯ２削減に努める手段が模索さ

疫病の増加、民族紛争などの課題
す。

化、人口の爆発的増加、エネル

が地球上に山積し、お互いに絡み

ある危機を、なんとしても避けな

候が変わります。

度の海面水温の上昇で、世界の気

米国の自動車メーカーにも対応を

謝しています。燃料効率のよい進
んだ技術を導入することにより、

利用の効率を上げることです。私
たちは日本の自動車メーカーに感

解決策はあります。エネルギー

ければなりません。人類の未来を

決定付けるであろう新世紀の輝か
しい第一歩を踏み出すために、英
知を絞らなければなりません。本
日のシンポジウムはその一つの機

会だと考えています。

次に生態系の劣化について話し

迫ったのです。

た。森林は年間３％ずつ消失して

生林の帥％は失われてしまいまし

然の生態系に依存しています。農
産物や一部の医薬品は多様性を持
つ自然から得られます。世界の原

ます。私たちの生活そのものが自

ステムの破壊が大きな問題になっ

ています。生態系の破壊や気候シ

めに土地を必要としているからで

な増加は地球に大きな圧力を与え

ています。この二つは相互作用し
ながら、人間の幸福に影響を及ぼ

す。将来、増加した人口を支える

生態系は一層破壊されます。
生態系の劣化は人間に大きな影
響を与えます。気候変動や生物多

ため、さらに農業を拡大すると、

います。人間が食糧を増産するた

します。気候変動は生態系にダ

ｌ南と北のためにラッシュ世界資源研究所所長

気候変動を防止するための国際戦略

我々は放置すれば訪れる可能性の

Ⅲ世紀は目前に迫っています。

合って解決を困難にしていると指
摘しました。

宣言から２年の間に、気候変動
枠組み条約第３回締約国会議（地
球温暖化防止京都会議）と、第４
回締約国会議が開かれ、温暖化を
防ぐためのいくつかの枠組みが討

この躯年間で、先進国は経済の

規模を２倍にして、環境汚染の比
率をほとんどの地域で卯％下げる

議されました。一歩前進したと言
えますが、地球上のＣＯ２（二酸
しています。これは先進国の対応

ことに成功しました。しかし、急

化炭素）排出量は依然として増加
が十分ではないことを示していま

速に開発が進む国では、汚染も急

メージを与え、生態系の悪化は温室
気候変動について話しましょ

効果ガスの蓄積に結び付きます。
う。化石燃料の燃焼や土地利用の

ミッションという形で実証してい

のかどうか、局地的な汚染から

技術を汚染防止に使う意思がある

変化により、長い間、ＣＯ２の形
で炭素を放出してきました。平均
気温が史上最高を記録し、降水量

意はあるのに、行動が伴っていな
皿世紀には、局地的な汚染より

いのが現状です。

様性保全に関する条約、砂漠化防
止の条約はあります。国際的な合
人々を守ることができるかどうか

のパターンも変わってきていま

ます。問題は私たちが持っている

す。日本の企業はすでにゼロエ

汚染を解決する技術はありま

速に進んでいます。

す。

人口増加の傾向は変わっていま

せん。世界人口は朋年には詔億人
でしたが、２０１０年には㈹億
人、２０２５年には帥億人を超え
ると予想されています。一方、先
進国では少子化と高齢化が進んで
すべてが悲観的な状況にあるの

います。

ということです。

気候変動に関しては、統合的、
科学的な影響評価ができる仕組み

ネルギーの努力が進められていま

ではありません。先進国では省エ

す。東部太平洋赤道域の海面水温
が上昇するエルニーニョも気候変
動と関連していると思います。数
響の方が問題です。人口の爆発的

も、大気の長期的な変化による影

す。エネルギーの安定供給を図り
つつ、先進国と途上国が協力して

１２０

があります。世界中の科学者が
「気候変動に関する政府間パネル」
ＴＰＣＣ）にかかわり、科学的な
データを政策担当者に流していま
生態学者が一堂に集まり、地球の
生態系の収容力などの基本的な情
報を収集して評価、予測をする。

も、米国は途上国全体の値に匹敵

幕開けを示すものである。帥億の

の進歩は、幻世紀の新技術革命の

人口を有する人類は、まさしく自

するエネルギーを消費している。

そのため、蛇年にブラジルのリ

もよく、「大自然の克服」という

躍的に高まっています。そうした

データ収集や情報処理の能力は飛

ればなりません。遠隔装置による

て拠出し、途上国の貧困問題の解

％をＯＤＡ（政府開発援助）とし

球サミット）で、先進工業国が毎
年ＧＮＰ（国民総生産）の０．７

「召使」として人類に報復した。人

になろうとしたために、自然界は

しかし、人類が白狭算の至人」

然界の「主人一になったと言って

オデジャネイロで開催された「環
境と開発に関する国連会議」（地

情報に基づいて、評価することに

決と環境改善に向けた支援をする

ために、自然界は必死の抵抗をして

類が「大自然を克服」しようとした

そして、加速度的な生態系の劣化
に対応するための戦略を立てなけ

しかし、生態系に関しては、こ

より、生物多様性などの条約を実

ことが再確認された。これはぜひ

きた。結果は、双方とも勝つこと

す。

のような仕組みはありません。生
態系は気候変動よりも直接的に、
直ちに私たちの生活に影響を及ぼ
施するうえで、大きな役割を果た

とも必要な措置であり、先進国はこ

人口増加をコントロールするか

増加傾向を示す。いかに効果的に

人口増加の強い勢いの影響で、幻
世紀前半の世界の人口はかなりの

柄を演じることになる。途上国の

かにされた。

は人間」という重要な観点が明ら

され、「持続的発展の問題の中心

孤年にカイロで開かれた国際人

類の生存の基礎を揺るがせた。

長年来の夢を実現した。

します。そこで、私はｎ世紀に
は、このような仕組みを作るよう
すことができます。

に提案したい。

ができず、傷だらけとなって、人

■四世紀における人ロと環境の持

の人口が増えようとしており、各

したことは、蛇年の地球サミット

毎日新聞社が「地球温暖化ｌ環

ロ開発会議で一行動計画」が採択

第二次世界大戦後、世界中でベ

が、皿世紀の環境保護と生態系の

ブームを抜け出て、低出生率、低

国は皿世紀の人口増加を抑制する

の継続であり、ｎ世紀の人口、資

と弘年の国際人口開発会議の精神

特別講演会とシンポジウムを開催

境、人口・食糧の行方」と題する
死亡率、低増加率へ迅速に移行し

ための行動をとる必要がある。特

続的発展を目指して

ｎ世紀には、途上国が主要な役

の約束を当然実行すべきである。

世界中の生物学者、動物学者、

途上国の役割大きい

ビーブームが起きたが、卯年代以

維持にとっての厳しい課題であ

田雪原。中国社会科学院人ロ研究所所長

降、先進諸国は早くもこのベビー

１６５０年以降、人口増加が速
まり、１８０４年に初めて世界人
口がｎ億人の大台を突破した。１

た。それは、発展途上国の高出生
率、高死亡率、高増加率の状態と

源、環境、経済、社会の持続的発
ルス（性と生殖に関する健康）の

（毎日新聞一九九九・三・十七）

（要約）

る。

展の推進に貢献するものと確信す

遺伝子のコピーやクローン技術

推進に努めなければならない。

る。今も世界中で毎年７８００万

９８７年には印億人に達し、今年
は㈹億になる見込みで、世界の人口

に家族計画とリプロダクティブヘ

消費量は帥％を占めている。中で

人口の約、％だが、エネルギーの

現在、先進国の人口は世界の総

全く対照的である。

は加速的な増加傾向を示している。

人口の加速的増加は、経済と社

会の発展に深刻な影響を与え、環
境破壊を引き起こした。
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囲温識譲薦鼈識護
化炭素（ＣＯ２）は全体の明％の３

エネルギー転換部門
(発電所､精油所など〉
工業プロセス
(石灰石消覺など）

廃棄物
(プラスチックなどの焼却）
ｊｌＴ腕山卸‐『恥Ａｕ列？理らロ趾

曰纐蝋蝋蝋一い灘獅

(各部門で消蕊した電力の発電に伴う排出量を含む）
その他(統計誤差など）

１９９７年皿月の地球温暖化防

民生(業務)部門’

止京都会議で、日本は２００８～

億３６８０万少で、対前年度比１
・２％増、帥年度比では９．８％増
だった。

排出量の伸びが最も大きいのは

民生〈家庭)部門

運輸部門の中の旅客部門で、加年
〈自動率船舶､航空機など）

皿年に温室効果ガス排出量を１９
９０年比で６％削減することが決
まった。これを受けて制定された

｡P.$'17,,.9-▲,--.56..',fP-－，F

鰯麹Ｊ劃Ｊ鐵露蕊

産業部門(ｴｵ髄ど):…
運輸部門一

地球温暖化対策推進法が４月に施
行され、国や地方自治体な
どが本格的な対策に踏み出

ミッションや、リサイクル

す。一方、企業では資源循
環型産業を目指すゼロエ
に対応した製品開発など、
総合的な環境対策を進める

状を探った。

動きが活発化している。京
都会議以降の取り組みの現

★増え続ける排出量
昨年皿月に通産省がまと
めた船年度の温室効果ガス

排出量（炭素換算）は３億
７８３０万少で、対前年比
１．１％増、卯年度比８．８

％増だった。このうち二酸

1996年度のＣＯ２排出量の部門別内訳

度比距・９％も増えている。環境
庁はその原因について、エネル
ギー効率の高い公共交通機関の利

用率が減ったことに加え、ＲＶ
（レジャー用多目的車）の増加な
どで自動車が大型化して燃費が悪
くなったことを挙げている。

次いで、家庭からの排出量の伸
に、エアコンなどの家電製品が急

びも大きい。バブル経済の時期

量は減らない。

速に普及したことが一因だ。一度
普及すると、不況になっても使用

★進む法律の整備

京都会議で決まった削減率を達
成するためには、今後約ｎ年間で
排出量をｕ％も減らす必要があ
る。

政府は昨年６月、緊急対策とし
て、家電の省エネルギー化や自動
車の燃費改善などを盛り込んだ地
球温暖化対策推進大綱を決めた。
昨年ｎ月には国と地方自治体に温
室効果ガスの排出抑制計画の作成
を義務付けた地球温暖化対策推進
法が成立した。同法は４月から施
行される。

温室効果ガス排出を含めて、環

境への影響をできるだけ少なくす
るには、大量生産・大量消費・大
量廃棄の社会を資源循環型社会に
変えていくことが必要だ。そうし
た考えから、家電リサイクル法も
昨年５月に制定された。使用済み
家電製品の引き取りと再利用を
メーカーや輸入業者に義務付けた法
律で、２００１年に施行される。

★自治体の取り組み

地球温暖化対策推進法の施行を
前に、国や自治体では温暖化対策

が始まっている。その一例は「Ｃ
Ｏ２削減効果の高い交通手段」で

ある自転車の活用だ。

中央官庁が集中する東京・霞が
関では、官庁間の移動に使う自転
車を導入した。茨城県古河市は
「自転車によるまちづくり一計画
を進めている。公用自転車加台を
導入したほか、自転車優先道路の
建設などに取り組む方針だ。

千葉県白井町は昨年１月に全国
の自治体で初めて、環境管理の国

際規格である「ＩｓＯ１４００

１」の認定を取得し、役場での省
資源・省エネルギー推進や抵公害
車の導入などを図っている。
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★廃棄物ゼロへ

資源を使い回し、廃棄物を出さ

★資源循環型社会へ

ゼロエミッション構想は国連大
学が弘年、「持続可能な発展に向

地球環境保護の

ている。

連合）７％、日本６％などとなっ

タゥン事業」など、行政にも取り

域づくりを目指す通産省のヱコ

業だけではなく、環境保全型の地

末までに温室効果ガス排出量を加

枠組み条約」だ。先進国が帥年代

９９１年に締結された「気候変動

暖化防止を目的としているのは１

国際条約が結ばれている。地球温

地球規模の環境問題に世界各国
が共同して取り組もうと、各種の

にブエノスアイレスで開かれた第

これらの仕組みの具体化は肥年

ムなどの導入が認められた。

減量とするクリーン開発メカニズ

協力して削減分の一部を自国の削

同実施、先進国が途上国の削減に

に取り組んで削減分を分け合う共

権取引、先進国が共同で削減対策

削減を達成する手段として、先

入れられ始めた。

年水準に抑えることを求めてい

４回締約国会議に引き継がれた

国際条約

副産物と、ビール瓶のラベルなど

循環型社会への転換は多くの環

る。ほかに、生物の多様性の保全

が、交渉は難航し、具体化は先送

程では、ビールかすや酵母などの

廃棄物が発生する。紙類などはリ
サイクルルートに回し、ビールか

工場すべてで再資源化率１００％

京都議定書

長引く不況を背景に景気対策を

会議）で、これを決めることに

締約国会議（地球温暖化防止京都

（毎日新聞一九九九・三・十七）

進国が排出削減量を売買する排出

の紙類、瓶くず、空き缶といった

境ＮＧＯ（非政府組織）が主要な

を目指す「生物多様性条約」、砂

りになった。

けた経済・社会システムの再編」

すは飼料や土壌改良剤に使うなど

課題の一つに掲げている。ＮＧＯ

漠化の進行を防ごうとする「砂漠

ない「ゼロエミッション」を目指
す企業が増えている。代表的な例

して、工場からごみを出さない。

の「日本リサイクル運動市民の

化防止条約」などがある。

の計画の一環として提唱した。企

キリンビールが昨年１月に全国旧

会」を母体に昨年設立された日本
環境財団（東京都港区）は１月、

はビール業界だ。ビールの製造過

を達成し、アサヒビール、サント

循環システム研究所を設立した。

生ごみリサイクルを生かした循環

型の農業をはじめとした循環型産

０年以降の温室効果ガス排出量は

業の構築と、それに対応する生活

様式、地域と産業、消費者を結ぶ
循環型情報システムなどについ

定められていない。同条約第３回
求める声が高まり、環境保全の課

なった。京都会議は先進国全体が

気候変動枠組み条約では２００
て、研究、実践する。

題はその陰に隠れがちだ。しか

童１５５７

地球温暖化防止京都会議と

リーもこれに続いた。

自動車業界などでも同様の取り
組みが進んでいる。廃棄物ゼロの
実現は環境への影響を低減する意
義があるだけでなく、企業経営に
もプラスになる。ごみの処理費を
必要としなくなるためだ。

ル法施行に備えて、部品数の削減
や製品の減量化、包装材の再利用

し、社会構造の変革に向けた動き

一方、家電業界は家電リサイク

などのほか、再利用しやすい製品

は着実に芽生えつつある。

を決めた京都議定書を採択した。

２００８～吃年に１９９０年比で
少なくとも５％排出削減すること

開発に力を入れている。

【斗ヶ沢秀俊】

地域別では米国８％、ＥＵ（欧州
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東京都が住民基本台帳からまと

めた今年一月一日時点の世帯と人
口調査によると人口は三年連続で
増加したが、｜世帯当たりの人数
は減った。特に六十五歳以上の老
年人口の伸びが目立ち、全人口に
占める割合は一五％を突破した。

また女性の伸びが目立ち、十年前
には男性が女性より約八万人多

立てを行っている。

齢層は二十五’二十九歳。次いで

しかし都内で最も人ロが多い年

三・五％）などが続く。中四国地

（四五・二％）、愛媛県関前村（四

（四八・一％）に、三重県紀和町

市区町村別では山口県東和町

たり約三百五十一円の関税をかけ

輸入量）を超える輸入米に一キロ当

メのミニマム・アクセス（義務的

日本政府は今年四月一日からコ

一一一十－三十四歳、二十’二十四歳

予測している。

と続く。全国では四十代後半から

方の町村が圧倒的に多い。

がった。

五十代前半の人口が多いのに比べ

こうした事態に厚生省は、「高

用輸入米の価格を比較して高関税

る措置を決めたが、これに対して
米通商代表部（ＵＳＴＲ）は、①
日本政府が食用高級国産米と加工

ると、高齢化が進んだとはいえ、

齢者が介護を必要とする状態にな
る前の保健福祉サービスの充実を

スが落ちるのはウルグアイ・ラウ

都内では働き盛りの若者が多かっ
た。

ンドの自由化精神に反するｌ

ミニマム・アクセスの拡大スペー

介護保険制度で超高齢社会に対す

・人口問題研究所は、二○五○年

に寄せてきている。国立社会保障

ことを明らかにした。ただ、オー

Ｏ）への異議申し立てを見送った

化について世界貿易機関（ＷＴ

政府は二十二日、日本のコメ関税

ストラリアなどは既に、異議申し

には高齢化率が一一一二・三％に達
いう「超高齢社会」に突入すると

（読売新聞一九九九・｜｜｜・’一十三）

ことなどがある。

異議申し立てに消極姿勢を取った

率）を持つアメリカのコメ農家が

中国産などに劣るため、現在のミ
ーラム・アクセス方式で日本の輸
入米の約半分のシェア（市場占有

ば、米国産のコメの価格競争力が

た背景には、低関税によって日本
のコメ市場の国際競争が激化すれ

米政府が異議申し立てを見送っ

る方針だ。

率を算出したのは不当②関税化で

時点での全国の高齢化率（住民に

などと批判していた。

図ることが重要になる」とする一

（日本経済新聞一九九九・三・十九）

十万人。九七年以来、増え続けて

占める六十五歳以上の人の割合）

（日経新聞一九九九・｜｜｜・二十二）

方、二○○○年四月に施行される

いる。ただ一世帯当たりの人数は

は一五・三％。前年度より○・五ポ

化導入で米異議
申し立て断念
【ワシントン皿日Ⅱ国松徹】米

日本のコメ関税
し、高齢者一人を二人が支えると

イント上昇し、高齢化の波は確実

年々減り、今年は二・二人。老年
人口の割合はこの十年間で一・五
倍になった。その半面、十四歳以
下の年少人口は約四十万人減って
今年は老年人口より約三十二万人
少なかった。この結果、平均年齢
は四十・八歳と十年前より四歳上

雇函

女性･老年人ロ
伸び目立つ

かったが、今年は逆転して女性が

３２％に

３年連続増加

男性を約三万人上回った。

2050年には

厚生省によると、九七年三月末

高齢化率、

都の人口

一月一日時点の人口は約千百七

Ⅲ

Ⅲ
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紛争や凶作時のため

饗を与える恐れがある。

対策づくりで緊急時の備えを強化

コストがかさむため、供給面での

上に備蓄量を増やすと平時の保管

する。ただ強制的な生産転換など

そうした状況では国民が現状の
が、カロリー水準に重点を置いた

食生活を維持するのは困難になる

い」との声が出ることも予想され

に対しては、「政府の過度の介入

る。生産転換や農地の転用に一定

ると判断している。野菜や果実、

高カロリー作物に転換

政府は国際的な凶作や紛争など
の強制力を持たせるため、国民生

必要最低限の食料供給は確保でき

の緊急事態に、国民に必要な食料
活安定緊急措置法などの改正や補

る農地をコメやイモ類の生産に振

家畜用飼料の生産に向けられてい

農作物の生産に移行することで、

供給を確保するための体制整備に

償制度の導入なども検討する。二

は市場メカニズムをゆがめかねな

乗り出す。コメなどカロリーの高

り向けるための計画も作る方針

政府保有
食糧用小麦

年間の外国産麦需
要の約2.6カ月分

政府保有
飼料穀物

年間需要量の約1

大麦は政府保有。
トウモロコシ、．
(ま回
ウリヤンは配合飼
料供給安定機構が

が保有

己供給蚕定協全
大豆供給安定協会

年間需要量の約2０
日分
食料用大豆

を増やすため、河川敷やゴルフ場
など農地として利用可能な土地を
あらかじめ把握する。農地への転
用を迅速に進められるようにする

運輸、通産など関係省によ

政府は近く外務、農水、

することを検討する。

国の予算で生産者の損失を補てん

連法に強制規定を設けることや、

ため、生活安定法や食糧法など関

る連絡会議を設置し、本格

一九九九・’一一・二十一一一）

（日本経済新聞

農作物の生産国で凶作など

国際紛争や海外の主要な

売り惜しみ法などに基づく規制に

策では、生活安定法や買い占め・

緊急時の価格・流通面からの対

８年ｎ月１日現在）で明らかに

が別日発表した推計人口（１９９

０万人を突破したことが、総務庁

咀・２％を占めた。子供に対する

なった。閉歳以上を示す「老年人
諸外国ではドイツやスイス、北

高齢者の比率を示す一老年化指

関して、具体的な発動基準をまと
とが予想される。日本は食

欧諸国が食糧備蓄を制度化してい

数」も１０７．６と前年より５．６

が起きた場合、日本の食料

料供給量の約六割を輸入に

る。日本もコメ、小麦、大豆、飼

ポイント上昇して戦後最も高く、

口」は２０５１万人で、総人口の

依存しており、輸入の急減

料穀物を備蓄しているが、現状以

める方向だ。

閲歳以上の人ロが初めて２００

6５ 歳以上
輸入量が大幅に減少するこ

的な検討に着手する。

2千万人突破

る。

い作物への生産転換や農地として

だ。

150万トンを基本

また緊急時に農作物の作付面積

○○○年度をメドに骨格を固め

コメ

力月分

政府が
体制整備

る。コメの関税化など農業の自由

約１カ月分．

利用できる土地の転用計画の作

(注）このほか食糧用小麦、飼料穀物は民間の流通在庫が

化を進める一方で、万一の場合の

保有

成、さらに価格・流通面での規制

一子山

備えを強化する狙いがある。

品目

囮
は国民の食生活に重大な影
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図
考え方仕組み

の発動基準づくりなどが柱にな

日本の農産物備蓄の概要

て羽都道府県。老年人口の割合は

回っているのは前年より４県増え

戦後最低の水準となった。
都道府県別では、髄歳以上の老
年人口が皿歳以下の年少人口を上

産物関税や農業向け

いないが、次期交渉

府は真意をつかめて

はごくわずかで、政

だったのはＥＵだ。

政府にとって意外

４９万人で、前年より記万人増え

島根県が最高で、埼玉県が最低。

補助金の維持を主張

少子・高齢化が確実に進んでいる

た。戦後生まれは８６５６万人

一方、年少人口の割合が最も高
かったのが沖縄県で、最低は東京

推計によると総人口は１億２６

でＥＵと連携して農

闇

６

臼】回飼、ン〒山妻』凶

（関税額）爾囲■圏鰯

中国菌

（日本経済新聞
一九九九・三・二十四）

案作りが問われる。

ＷＴＯ協定に反映させるのか具体

護を維持するための主張をいかに

した要求に対抗するには、国内保

める」とも強調した。政府がこう

ではコメ関税の引き下げ圧力を強

ただ、シーア大使は「次期交渉

じている」と述べた。

のシーア農業担当大使は二十二日
の記者会見で、「米国産米の日本
市場へのアクセスが拡大すると信

ある。米通商代表部（ＵＳＴＲ）

度は「漁夫の利」を得る可能性も

タイ闇

ＥＵの対日コメ輸出

（船・４％）だった。男女別では男

都だった。

するシナリオが必ず
を示している。コメ

しも強固でないこと

関税化をめぐるすれ違いが今後の
はＥＵと早急に専門家レベルの協

連携の妨げにならないよう、政府

議を開き、理解を得たい考えだ。
一方、関税水準に重ねて不満を
は、とりあえず日本との良好な関

表明していた米国の異議見送り

豪州掴

ことを浮き彫りにした。

性が６１９２万人、女性が２６５
万人多い６４５７万人。生まれた
子供の人数から死亡者数を差し引
（朝日新聞一九九九・一一一・二十五）

いた自然増加は前年に比べ躯万２

０００人だったが、その増加数は

コメ関税化、米国中心の戦略修正
政府、次期ラウンドへ対策
下げを要求する構えで、こうした

要求に対抗するための戦略作りも

のミーラムアクセス（最低輸入義

日本政府が四月一日から予定し
ているコメ関税化に対する主要国

務）における実績確保を狙う米コ

係を維持することで、日本のコメ
異議を申し立てたオーストラリ

してきた。約一六％のシェアを持
つオーストラリアが日本との対決
姿勢を打ち出したことで、九九年

クセスで、約半分のシェアを確保

大半の調達先を決めるミーラムア

米国は九五年度以降、食糧庁が

ア、ＥＵ、ウルグアイ、アルゼン

百五十一円十七銭という輸入制限
的な関税水準の算定方法を問題視
している。申し立てにより、ＷＴ
Ｏに提訴する権利を手に入れたわ
けで、次期ラウンド交渉に向けた
対日圧力になる。

-』;;iｉｉｉ､，
米国贋

の結果｡9９
gは食租行の売買l己

メ業界の意向が反映されている。

急務になっている。

く、オーストラリアや欧州連合

（ＥＵ）が世界貿易機関（ＷＴ
Ｏ）に異議を申し立てる予想外の
結果になった。多国間貿易交渉の
複雑な構図が浮き彫りになった形
で、政府は米国中心の交渉戦略の

修正を迫られる。米国は異議を見
送った見返りに、二○○○年に始
まる次期ラウンド交渉で関税引き

m通米価
§税額１３

,価硲達
〃】、

チンの四カ国・地域は、一キロⅡ三

の対応は、焦点だった米国でな

図
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人口問題、国会議員の理解度は？
ＮＧＯがアンケート

いて実際になんらかの行動をして

答えたが、途上国の人口問題につ

の強化を求める声が多かった。

開発援助（ＯＤＡ）を通じた支援

の地位向上」が上位を占め、政府

状況ではやむをえない」と答え

が「十分でないが、今の国の財政

ＯＤＡ予算額に関しては、蛆％

いる議員は妬％にとどまった。
〈国内問題〉

少子化と高齢化についての認識

「ジョイセフ」（家族計画国際協力

れていることが、人口ＮＧＯ

の、世界人口を押し上げる発展途
上国の人口問題への取り組みが遅

内の人口問題への関心は高いもの

リプロダクティブヘルス・ライ

連想する議員は少なかった。

クティブヘルス・ライッ」などを

・地位」、「家族計画」、「リプロダ

多かった。しかし、｜女性の健康

（船％）、「高齢化」（閉％）などが

口抑制政策」（船％）、「貧困問題」

「少子化」（だ％）、「人口増加、人

一人口問題」から連想される言
葉を問うと、「食糧問題」（妬％）、

強化「男性は「高齢者の社会参

員は「高齢者介護の社会的支援の

高齢化問題の解決方法で女性議

だった。

育児参加を促す価値観の変化」

策」、女性議員の「男性の家事・

婚の経済的負担を軽減する施

のが男性議員の「住宅対策など結

が男女ともに多かった。次に多い

する施策」（船％）をあげる議員

％）、「子育ての経済的負担を軽減

女共同参画を支援する施策｝（祠

少子化問題の解決方法は、「男

り積極的な行動を喚起したい」と

などにさらに努め、国会議員のよ

た。人口問題についての情報提供

への認識に幅があることがわかっ

意志がある」と答えている。

配分の適正化に向けて働きかける

％の議員が「ＯＤＡ予算の増額・

どがあげられた。さらに全体の妬

保護、水供給および衛生、保健な

だと思われる分野に、教育、環境

ある」と回答。重点的配分が必要

正でなく、見直しが必要な分野が

た。配分については、肥％が「適

財団）の国会議員アンケートで分

ッは１９９４年の国際人ロ開発会

加の強化」「高齢者の就業継続支

話している。

では、性別による差が見られた。

かった。また世界の人口政策の基

議以降、各国の人口政策の主流と

援」を重視していた。「年金制度

「国内の少子・高齢化」には強いが……
「途上国員生殖」根源問題に弱い？

調となっているリプロダクティブ

なった概念だが、「内容まで知っ

の改革」は男女とも胡％が支持し

途上国の人口問題解決方法は、

低いことが明らかになった。

国会議員は少子・高齢化など国

ヘルス・ライッ（性と生殖に関す
る健康と権利）に対する理解度も

ている」は詔％、「聞いたことは

た。

を尋ねたら、６割前後が国内の少

「経済的発展」「医療、福祉の改

（毎日新聞一九九九・’一一・二十六）

【生長恵理】

「性別、年齢によって、人口問題

ジョイセフは調査結果について

この調査は、人口問題につい

ある」蛇％、「知らない」ｕ％

子化と高齢化については「解決に

善」「人口教育・啓発活動」「女性

で、認知度はかなり低い。

て、国会議員の理解度や取り組み
方を明らかにするのが狙い。今年

人口問題解決への具体的な行動

参全議員７５２人にアンケート用
紙を送り、１５６人が回答した

向け、何らかの行動をとった」と

〈途上国の問題〉

１月Ⅲ日から２月９日にかけて衆

（回収率皿％）。

１２７

囮

地方自治体の保育事業支援

どに保育施設まで回り道する負担

り迎えする。保護者が通勤途上な

査の三四％から四六％に増えた。

施設で」「友人と」は、九三年調

逆に二人で」「老人ホームなどの

い。しかし、実際に家族を頼りに

る」と答え、家族への信頼は高

なるか、では六○％が「頼りにな

老後を考えたとき家族は頼りに

るとみられる。

ていこうという傾向が強まってい

につれ、老後は家族に頼らず生き

高齢者の介護が大きな問題になる

を軽減できる。

少子化対策で想定している二千
億円超の規模は、九八年度三次補

せると約一兆円になる。

正予算で実現した地域振興券（事
務費含め約七千七百億円）と合わ

て駅前に一時的な保育施設をつく
る案がある。保護者がこの施設に

（日本経済新聞

一九九九・三・一一十八）

したいかと聞くと、「したい」を

「なるべくしたくない」が上回

る。三、四十代では「なるべくし

たくない一が七割、特に四十代女

％になり、七十歳以上では四○％

性は七六％と高い。六十代は五三

りにしたくない」とい

するが、必要なサービスが提供さ

来年からは介護保険がスタート

に下がる。

う人は六一％にのぼ

れるかどうかなお課題になってい
た。年を取って一人に

できるだけ自分の力で、と考え、

三六％を大きく上回っ
なったときにだれと一
緒に暮らしたいかを聞
くと、息子と娘を合わ

せた子どもは四四％

で、九三年調査の五八
％から大きく減った。

一人になったらだれと暮らした
いかでは、九三年調査と比べ、

る。

実際に老いに直面している世代で
は現状のサービス不足もあって家
族を頼りにする様子がうかがえ

る。これから老後を迎える層は、

り、「頼りにしたい」

分の老後には「家族をなるべく頼

意識を探った。それによると、自

００
１

Ⅱ％

老後、家族を頼りたくない

の一時的な駅前施設まで児童を送

児童を預け、保育所は朝、夕にこ

例えば、都市部では国が援助し

囮少子化対策で特別交付金

政府・自民党内で、少孑化対策
の特別交付金を各地方自治体に交
付する構想が浮上してきた。自
民、公民両党の基本合意を受けた
もので、保育環境の充実について

市町村など自治体ごとの事業を尊
重し、政策の自由度を高めるのが
狙い。駅前の一時保育サービス拡

０００
６５４

２０

1
3０

議の結論を踏まえて、九九年度補

7０

充などを検討している。政党間協

(%）

正予算案をにらんで関係各省庁で

朝日新聞社は今月中旬、面接に

８０

頼りにしたいなるべく頼りにしたくない

よる全国世論調査で家族に対する
9.9.3..:｡:｡?､４．;竜..0-.:｡9.9．;･；:`.-謎-$ﾛ>:｡!`【･認･=`;･･･:.:鵠,::｡:.:...:｡；･1-:．６．i-1.;;･;･；･２．ｹ?住;1.:,;･;･;･5･；-;･;．:｡?･:｡:．.･･2.:↓↑２．:ｧｔ'5．

調整を進める予定だ。

自公両党は二十五日の協議で、
総額二千億円超の少子化対策実施
で大筋合意した。女性の就労率の
上昇などもあって、保育施設の充
実は全国的に要望が高まってい
る。保育環境を充実すれば少子化
の進行を抑止する効果があり、景

気対策にもなるとの判断がある。
ただ、保育を巡る環境や事情は自

治体ごとに異なるため、住民の
ニーズを踏まえた政策を実現する
交付金構想が浮上している。

70錘

園
}：老後は家族を頼りにしたいか
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％から一○％に増加している。

九％から一三％、「友人と」は七

一八％から二三％、「施設で」は

減った。それに対し二人で」は

「娘と一は二四％から一八％に

「息子と」は三四％から二六％に、

がそれぞれ結婚前の名字を名乗る

九％、五十代以上は二九％・夫婦

を容認する人は、四十代までは五

る。結婚届を出さない一事実婚」

五十代以上になると二五％に下が

は「共感する」が五二％に対し、

グル」については、四十代までで

結婚しないで生きていく「シン

で、複数の医師や法律家による審

見解では「胎児条項」を認めた上

求める意見が根強い。このため、

おり、現場の医師からは法改正を

済的理由」を名目に広く行われて

病気のある胎児の中絶手術が「経

術。国内でも水面下で実施されて

亡させ数を減らして出産させる手

射などによって子宮内で胎児を死

や五つ子を妊娠した場合、薬物注

排卵誘発剤などによって四つ子

減数手術

た中絶も水面下で広く行われてお

てきた。

り、その現実を追認する条項。

療の普及で排卵誘発剤での多胎妊

（毎日新聞一九九九・三・一’十九）

ところが、現実には重い障害や

いないが、羊水検査などによる出

「友人と」は若い女性に比較的多
「夫婦別姓」の法制化には四十代

査機関を設け、そのチェックを経

いるが、日母では「人工妊娠中絶

している。また日母は減数手術の

いＯ

まででは五四％が賛成するが、五

て中絶手術を行うとの考えを示し

にあたらず違法」との見解を示し

生前診断の普及で障害を理由とし

多様な生き方への許容度も聞き、
十代以上は二六％だった。

た。減数手術を認めるのは不妊治

実施を禁じている。

二十代からと四十代までと五十代

（朝日新聞一九九九・三・一’十九）

調査では、結婚観に代表される

以上の間に大きな意識の差がある
ことがわかった。

娠が避けられないことを考慮した
ためだが、医師の報告を義務づけ

認めるべきだとした。さらに、女
性の自己決定を尊重する観点か

いて、産婦人科医でつくる「日本

た「母体保護法」の改正問題につ

人工妊娠中絶などの要件を定め

で広く行われている現状を追認す

由とした中絶や減数手術が水面下

員会で報告した。胎児の障害を理

を認めるｌなどの見解を代議

る。

をめどにまとめたい」と話してい

一公開討論会も開き、結論を年内

現行の母体保護法では中絶でき

害をもつ胎児の人工妊娠中絶を認

胎児条項

もつ胎児の中絶を認める「胎児条

る条件として、身体的・経済的理

める条項ｃ現行法上は認められて

致死的な病気やきわめて重い障

項」を盛り込む▽多胎妊娠の胎児

由や暴行・脅迫による妊娠に制限

ＥＣ

母体保護法の改正

ら、妊娠胆週未満は理由を問わず

母性保護産婦人科医会一（日母、

る内容となった。障害者団体など

中絶を認めるとした。坂元会長は

坂元正一会長、会員約１万３００

は差別を助長すると反対してい

多胎児の減数と障害理由の中絶も

０人）の法制検討委員会は羽日、

る。

【野倉恵】

不治または致死的な病気や障害を

：

の一部を死亡させる「減数手術」

I”

函

～，ｉご入会のお願

ＡＰＤＡ賛助会員

願いいたします。

ＡＰＤＡ（アプダ）は、官民及び国際機関の協力を得て、これらの問題を有効に
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。
何卒、あすの人類の明るい未来と、共存のために皆さまの尊いご協力を心からお

社会・経済問題も発生しています。
これらの根源は、すべて〃人口〃問題に帰結されます。

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

といっても過言ではありません。

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。
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ｌ‐

います。一九九七年の世界人口は五八億人二九九九年には六○億人を超えると推計

人口問題は、二十一世紀の人類生存を左右する地球上の最も重要な課題となって

｛
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２．東南アジア諸国等人口・開発蛙礎調査報告瞥
一インド国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountTies
-India-

３．中華人民共和国人にI・家族計画第二次基礎調企報告書

BasicSurvey(Ⅱ）ｏｎPopulationandFiBmilyPIanning
inthePeople1sRepublicofChina
生育率*Ⅱ生活水平美系第二次中日合作i１M在研究柵

昭和58年度
1．中華人民共和国人口家族計画基礎調盃報告響

BasicSurveyonPopulationandFamilyP1anning
inthePeople'sRepublicofChina（英語版）

生育率和生活水平矢系中日合作凋炎研究掘告お
（中国語版）

告蒋（中国語版）

昭和59年度
４．ネパール王国人口・家族計画避礎調盗

BasicSurvevReportonPopulationandFhmily
PlanningintheKingdomofNepaI（英語飯）
５．日本の人口都市化と開発

UrbanizationandDevelopmenlinJapan（英語版）
６．バンコクの人口都市化と生活環境・福祉調従
一データ網一

SurveyofUrbanization，LMngEnvironmentand
WblfareinBangkok－Ｄａｔａ－

1．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調炎報告轡
一インド同一

IReporIontheSurveyofRulalPopulationand

Ag｢icultu｢alDevelopmentinAsianCountries
-Ｉｎｄｉａ－〈英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発聴礎調炎報告諜
一タイ同一

ReportontheBasicSurveyofPopulationandDeve
lopmentInSoutheastAsianCountries
-Thailand-

（英語版）

７．スライド

日本の都市化と人口（日本語版）

UrbanizationandPopuIationinjapan（英語版）

３．日本の人口転換と農村開発

DemographicTransitionin」apanandRuraIDeve
lopment（災語版）

日本的城市化与人口（中国語版）

UrbanisasiDankependudukanDiJepang
（インドネシア譜版）

４．SuweyofFertiIityandLivingStandardsinChinese
RuralAreas-Data-AIllhehouseholdsoftwo

villagesmJillnProvincesu｢vevedbyquestlonnalres

昭和61年度
1．アジア諸国の艇村人口と農業開発に関する調査報皆轡
一インドネシア国一

ReportontheSurveyofRuralPopulationand
AgrlculLuralDeveIopmentinAsianCountries
-Indonesia-（英語版）

（英語版）

失干中1塁l衣村的人口生育率勺生iiIi水平的鯛査恨告
一対干吉林省jwi十村逃行全戸面談ilM査的鏑果一
＝銃ｉｆ＄M＝（IF国語版）

５．スライド日本の農業、農村開発と人口
－その軌跡一（Ｈ小譜版）

２．東南アジア諸国等人口,開発基礎調在報告瞥
一インドネシア同一

Repo｢tontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountrles
-Indonesia-（英語版）

３．在日關学生の学習と生活条件に関する研究

一人的能力開発の課題に印して－
４．日本の労働力人口と開発

LabＯ「ForceandDevelopmentinJapan（英語版）
５．人口と開発関連統計集

DemographicandSocio-Economiclndicatorson

PopulationandDevelopment（英語版）
１３１

Agricullural＆RuralDevelopmentand，PopulatIon

inJapan（英語版）

日本衣止衣村的友展和人口的推移（中国語版）
PerkembanganPertanian1MasyarakatDesaDan
KependudukanDijepang（インドネシア語版）
（以上４カ国版スライドは、日本産業教育スライドコ
ンクールにて優秀賞を受賞しました」

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

RepoTtontheSurveyofRuralPopulationand
AgriculturalDeveIopmentinAsianCountries
-ThfIiland-（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発恭礎調在報告書

６，スライド日本の産業開発と人口
_その原助力・遜気一（日本語版）

一中華人民共和国一

Repo｢tontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCoLlnlries
-China-（英語版）

IndustrialDeveiopmentandPopulationlnJapan
-TheprimeMoverEleclricily-

（英語)Ｍｎ

日４１s的杵止友展与人口

一共原功カー曳気－（中国語版）

３．アジア諸国からの労働力流出にl判する調査研究報告晋

PembangunanlndustridankependudukandjJepang
-PenggerfIkuama-TengEiL1strik-

一タイ国一

（インドネシア語版〉

４．日本の人ロと家族

PopulationandtheFamilylIIjapan（英語脳）

7．ネパール王国人ｕ家族計画第二次雅礎調盗

ComplementarvBasicSurveyReportonPopulEltion
andFamilyPIanningｉｎｔｈｅｋｉｎｇｄｏｍｏｆＮｅｐａｌ

５．アジアの人Ｕ転換と開発一総計集一

DemographicTmnsitionandDevelopmel1tinAsian
Countries-OvervlewandStalisticalTables-

（英語版）

昭和62年度
l・アジア諸'五lの腱村人'二Iと農業開発に関する調盗報告書
一’'1蕪人民共和国一

６．スライド

日本の人口と家族（日本語版）

ReporlontheSurveyofRuralPopulatiolland

FamilyandPopulationinJapan-AsianExperL

AgriculturalDevelopmentinAsianCountries

ence-（英語版）

Ｅ1本的人口写家庭（中国語版）

Penduduk＆KeluargaJepang（インドネシア語版）

-China-（英語版）
２．東南アジア諸同等人口・開発基礎調在報告書
－１１１蕪人氏共和国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

７．ペルー共和国人口家族計画恭礎調在

Developmen［inSoutheasLAsianCounlris
-Cbma-

平成元年度
１．アジア諸国の腱村人ｕと農業１Ｍ１発に関する調査報告沙
一バングラデシュ国一

RepoI-tontheSurveyofRuralPoDulationand

AgriculturalDevelopment-Bangladesi1-（英
語版）

（英語版）

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

PDpulationandAgriculturalDevelｏｐｍｅｎｔｉｎＪ”ａｎ
（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調森報告諜
一ネパール国一

５．ネパールの人｢I・llM苑・環境

Population，DevelopmentandEI]vironmentinNe1pal

RepoTtor1theBasicSurveyofPoPulationand

（英語版）

DeveIopmentinSoutheastAsianCountrles

-Nepal-（英語版）

６．スライド

Ｈ本の人【｣移動と経済発展（Ｕ本譜版）
３．アジア諸国からの労動力流出に関する調森研究報告凹
一マレーシア国一一

ＴｈｅＭｉｇ｢atoryMovementandEconomicDeveloP
n1enlinJapan（英語鞭）

Ｈ本的人口移動与墨Ｉ行友腱（中[Ｆ１譜版）

４．日本の人口構造変動と開発一高齢化のアジア的視
ＵＵＴ－

PerpindahanPendudukDanPe｢kembanganEkonomi

DiJepang（インドネシア語販）

Ｐ■ob

Structu｢ａｌＣｌ]angeinPopuIatiorlandDevelol〕ment

-Japan，sExDerienceinAging-

（英語版）

７．トルコlE1人口家族計iifiiJiL礎調盗

５．スライド
高齢化社会への日本の挑戦

一生きがいのある毯後を目指して－（日本語版）

AginginJaI〕an-ChaIlen鷺ｅｓａｎｄＰ｢Ospects（英語版）

辺人高齢化社会的日本正面'|田挑哉一追求典生命意又
的世年生漉一（中国語版）

昭和63年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調在報告醤
一ネパールｌｊｉｌ－

ＲｅｐｏｒｌｏｎｔｈｅＳｕｗｅｖｏｆＲｕｒａｌPopulationand
AgI･iculturalDevelopmentinAsianCountrieg

-NepiHxl-（英語Ｍ１）
１３２

３．アジア諸ljilからの労働力流出に関する調在研究報告晋
一中華人氏共和'五１－

４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

RegionalDevelopmentandPopulationinJapaI1
-TrendsandProspeｃｔｓｉｎｔｉＺｅｌ９９０ｓ－
（英語版）
５．スライド

日本の地域開発と人口（日本識版）

TimtanganMasvarakaILanjutusiaJepang
（インドネシア譜版）

６．アジア諸国の農業開発－５力凶の比較一

StrategicMeasuresf(〕rthcAgriculluralDevelopment
-ComparaUveSIrudiesonFiveA5iそmCountries（英語版）

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

ReginalDevelopmentandPopulatioｎｉｎｊａｐａｎ
（英語版）

日本的区域升友和人口（中国語版）

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

LaborMigralioninAsia（英語版）

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報告苫
一マレーシア腱Ｉ－

ＲｅＤｏｒＩｏｎｌｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｒａｌＰopulationand
AgriculturalDevelopment－Malaysia－
（英語版）

２．東南アジア諸国等人1斗１%１発雅礎調査報告悲
一ベトナム国一

ＲｅｐｏｒｌｏｒｘｔｈｃＢａｓｉｃＳｕｗｅｙｏｆＰ()pulationand
DevelopmentinSoutheastAsjanCountr1es
-VietNam-（英語l;ｉｎ

３．アジア諸国からの労働力流(1)に関する調在研究報告i1ド
ースリランカ1１１－

４．アジアの産業転換と人p

IndustriaITransitionandPopulatlonjl】Ａｓｉａ
（英語版）
５．スライド

【ﾘ1[lにfｔきる－日本の産業蛎換と人口一（日本
語版）

L1vlngforTomo｢row－IndustrialTrEln二illon急nd

平成２年度
1．アジア諸国の農村人口と農業開発に'１Mする調査級告普
一フィリピン展ｌ－

ＲｅｐｏｒｌｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲＬＩｒａｌＩ｡opulationand

Ag【･iculluralDeveloI)ment-Philipl｢)ines-（英語版）
２．束南アジアi渚国等人口・開発埜礎調iiE報告諜
一バングラテ該シュー

ReportonlheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentiIuSoLItheごstAsianCoull[ries
-Banglade畠１１－（英語版〉

３．アジアi渚国からの労働力流出に１１Uするii1M在研究報告普
一インドネシアlLl４．Ｈ本の人I-I ･１１M発・環境一アジアの総験一

PoI〕ulalion，
Japan

DevelopmeI1tandEnvironmen〔in

AsiallExper】ence-（英語版）

５．スライド

［1本の環境・人I」・Ｉ＃１発（日本語版）

ERwironmenl↑PopulatioY1andDevclopmenl１，
」apa､

（英語版）

Ｍ蔦的坏境・人lか升友(｢'１国誌脳）

Lingkungan，Pendu〔lukdanPembanRL1nallJepanR
（インドネシア砺版）

〈不作肋は、1991年(111日本視聴覚教育協会主催優秀映
像牧材選奨社会敬育部門で優秀賞を受賞｡）
６．アジアの人ＵＭＩ市化一統i汁災一

Prospec[ｓｏｆＵｌ･bflniza[i〔)ｎｉｎＡｓｉ亀

（災譜版）

Popuiatjoninjapan-（英語版）

lk1iili在明天一日本的Ｆ:土葬換与人IJ-（中|到諾版）

平成３年度
1．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調在報告書

HidupUntukHariEsok－PerallhanStruktur

lndustriDinnPopulasiDiJepang・
(インドネシア語版）

一スリランカm-

ReportontheSurveyRu｢alPopuiatlonaI1d
AgricultuinlDevelopment-Srilanka（英語版）

２．東南アジア諸国謬人にI・開発）,k礎調査報告諜

平成５年度
ｌ･アジア諸EIの農村人ｕと農業開発に関する調喪報告啓
一ベトナム凪一

1３３

一フィリピン｢[Ｉ－

ＲｅｐｏＴｔｏｎｌｈｅＢａｓｉｃＳｕｌ･vevofPOpula[ionand
DevelDpmentinSoutheaslAsianCountr】es

-PhiliI)pineH-（英語版）

平成７年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・農村llM発ｊｊＬ礎TiMfli報侍
書一パキスタン同一

ReportontheBasicSurveyonAgrlcLIlluralandRural
DevelopmentbyProgressStageinAsianCountries
-Pakistan-（英語版）

ReportontheSurveyofRuralPopuIationand

AgriculturalDevelopmenｔ－ＶｉｅｔＮａｍ－
(英語版）

２．ル(南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一スリランカ国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DeveIopmentinSoutheastAsianCountr1es

２．アジア諸同の都市化と開発仏礎調奔報告杏

-SriLanka-（英語版）

一ネパール国一

Reporl0ntheSurveyolUrbanizationandDevelopllqeI1［

inAsianCountries-Nepal-〔英語版）
３．アジア諸国の人ＩＭＩ資iMi開発と労働力に関するiiMl杏lil1究
報告書一インド国一
４．アジアにおける女性のエンバワーメント

Ｅｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔｏ「ＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ（英語M〔）
５．スライド

アジアを托汁－女性たち－（日本語版）

ABrightofGenderEquality-Empowerｍｅｎｔｏｆ

３．アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究

報告書一フィリピン国一
４．アジアからの挑戦一人口と開発一

ChallengeElndStrategyofAsianNations
-PopulationandSustainableDevelopment
（英語版）
５．スライド

女たちの挑戦一女性の地位IIJ上と日本の人口一

（日本語版）

WomenandtheirChallenges－Improvements

ＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ－（英語服）

intheStatusofWOmenthePoDulationofJapan（英語版）

通性目強之路一今日並洲女性一（中国語版）

女性的挑戚一女性地位的提蔚与日本的人ロー

HarpanCerahbagiPersamaan－KaumWanita

（中国語版）

AsiaMerambahJaIan-（インドネシア譜版）

TantanganKaumWanita-ErnansipasiWanita
danPopulasiJepang-（インドネシア語版）

平成８年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発j)iL礎祇炎報告
書一ラオス人民民主共和国一

平成６年度
１．アジア諸国の発展段階別農業，農村開発基礎調査報告

ReportontheBasicSurveyonAgrjculturaland

聾一インド国一

RuraIDevelopmentbyProgressStageinAsian

ReportontheBElsicSurveyonAgIRiculturalandRural

Counlries－LaoPeople,sDemoraticRepublic-

DevelopmentbyProgI-essStageinAsianCoun[｢iｅｓ

（英語版）

－ｌｎｄｉａ－（英語版）

２．アジア諸国の都市化と１%１発鯛fiE報告響

２．アジア諸国の都市化と開発調森報告書一タイ同一

一フィリピン国一

ReportontheSurveyofUrbanjzationandDevelopment

ReportontheSurveyofCrbamzationandDevelop・

inAsianCountries-Thailand-（英語版）

mentinAsianCountries-Philippines-（英語版）
３．アジア諸国の人間賛源開発と労働力に関する調査研究
報告聾一ベトナム同一

３．アジア簡国の人欄1涜源開発と労働力に関する調森研究
報告杏一ラオス国一

４．アジアの女性労働力参加と経済発展
－２１世紀の戦略一

４．２１世紀の人1Ｊ食枇戦鴫一アジアと世界一

PooulationandFoodSlrategyfor21stcentury
-Asiaar2dWo｢1．－（英語版）
５．スライド

Women,sLaborParticipatjonandEconomicDevelop
mentinAsia-Strategytowald21Century（英語版）
５．スライド

2025年への決断一アジアの人口増加と食料

アジアの女性たちはいま..….（日本語版）

ChallengeandDecisionfOrtheYear２０２５

NewHorizonsfOrtheWomenofAsia（英語版）

－PopulationlncreaseandFoodmAsla‐

正洲１t]女的新厨穏（中国語版）

（英語飯）

WanitaAsjaKini……（インドネシア語版）

１３４

『ﾘﾈ12025年的光Itli-亜洲的人LI増侯ﾄﾞﾛ棋食一
(中隆|諸版）

1．『国際人ロ開発会鯛行動計画要旨」1995年（和文）
（内容；1994年カイロの国際人口開発会議(ICPD)の行
動計画の要旨。同文響関連の出版物としては本邦初｡）
２．ｒ国際人ロ開発随員会幽｣、国際人ロ開発職員会臓繊事
録、1995年（和文）

（内容：199拝カイロで国際人にI開発会議(ICpD)に先
駆けて開催された国会議貝会議である国際人口開発識
貝会議の議事録・同会議には117カ国約300名の|司会議
員が参加した。会議宣言文は'CPD総会でも発表された。
また、この会議を契機としてアフリカ．アラブ地域の
国会議員フォーラムが準備きれた｡）

TekadUn[ukTahun2025-PertambahanPopulasｊ
ｄａｎＰａｎｇａｎｄｉＡｓｉａ－（インドネシア諮版）

平成９年度
Ｌアジア諸圃の発展段階別農業・農村開発些礎調在報告

書一ラオス人氏民主共和国一
ＲｅＤｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕ｢vevonAgriculturaland

Ru｢alDevelopmentbyProgressStageinAsian

Countries-LaoPeople,sDemograticReDublic２．アジアグ)社会ｉＩｌｌ苑と人IHI1Ｍ発

SocjalDevelpmentandHumanDevelopｍｅｎｔ

３．国連人口基金『世界人ロ・開発援助の現状一日本の貢

ｉｎＡｓｉａ

献一』1995年（和文）

３．アジアi謝国の人IMI資iIiil)9発と労働力に1MするiiM従研究

（内容：現在の人口分野に対する援助の現状と、資金
の流れを分析。我が[玉|の人口分野への貢献も併職｡）

４．水をめぐる２１世紀の危機

雑告齊－マレーシア国一
一アジア人[1を離点として－

４．「国際人ロ・社会開発職員会鱗兆国際人ロ・社会開発
鶴員会麟(lMPPSD)麟事録、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催された人
口と社会開発に関する国会議員会議議事録｡）

5．黒田俊夫署ｒリソース・シリーズ１国運人ロ会鱗20年
の軌跡一ブカレストからカイロヘー』、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年カイロの国際人口開発会議まですべて
の国連主催の人口会議に参加し、人口分野における世
界的大家である著者が、その推移を概観し、分析した｡）
６．ToshioKurodauResourceSeries2QQFromBucha‐

resttoCairo-20YearsofUnitedNationsPopuIa･
tionConferences-''’１９９ｓ（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・開発磯貝会餓』、国際女性・人ロ・
開発餓員会麟(IMPGPD)溌事録、1996年（和文）
（内容：第４回世界女性会議(ＦＷＣＷ)にあわせ、１９９５
年９月に東京で開雌された国際女性・人1二I・開発議貝
会議(IMPGPD)の議事録。同会議には第４回廿上界女性
会議に対する各国政府代炎を中心とする国会議貝が参
加した｡）

８．ＦＡＯ／ＵＮＦＰＡおよびポートン・ズアン、グエン・

テイ・タン箸、「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)が国辿人口基金との共同研究された、「人
口増加とﾆﾋ擬劣化」に関する論文の日本語腿および、
135

WaterCrisisinlheTwentyPirstCentury

-ProspectofAslanPopulationandDeveloDmenl５．スライド

水は生きている一人口と水資源一

ＷａｔｅｒｌｓＡｌｉｖｅ－PDpulationandWater
Resources-（英語版〉
水足ｲﾘ生命｢1<ｊ－人｢]与水願１１１（－（中魍講版）
ら

AirｊｔｕＨｉｄｕｐ－ＰｅｎｄｕｋｄａｎＳＬ１ｍｄｅｒＡｉｒ－
（インドネシア離脱）

られている。地球は水の惑型といわれるが飲料や農業
用に安定して使用できる水の総liiは地球Ｌの水の0.00
0008％に過ぎない。この水の総litは、有史以来変わっ
ておらず、人1ｺが噸加する分だけ、－人当たり使用で
きる水の縦はどんどん減少しているのが現笑だが．こ
のことが十分に認識されていない。人口増力'1を支えて
いる地球の限界か目の前に辿っていることに瞥告を発
している｡）（日本語版版権取得）
１５．国迎人ロ基金「人類のための環境」（和文）
（内容：国辿人口J僅金出版物Environment［ｏｒPeople
の日本語版。人、問題、環境問題、開発問題を効率的

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）特別運営委員会で、
ベトナム国会社会委貝会委貝艮グエン・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ボー
トン・ズアン博士の共著論文の日本語版の合本。世界
食料サミットに向けた資料として作成された｡）

９．『国際食料安全保障・人ロ・開発磯貝会鱗｣、国際食料

安全保障・人口・開発鰻員会鯛(IMPFSPD)醗印録、
1997年（和文）
（内容：食料農業機関(FAO)主催の世界食料サミット

に架け橋を懸け、相関関係を重視することが必要であ

（WFS)にあわせ､1996年１１１１にスイス･ジュネーブで開
’１Kされた国際食料安全保lllIf・人口，開発議貝会議

るとの挽点に立って、主に環境と人、のlllIに横たわる

（IMPFSPD)の議事錐同会議の成果は、世界食辮院ミソ

かつ実質的に解決するためには、その３つの領域のIHI

様々な問題を例に、解決のために必要な視点、方法、

トで公式に配布され、またＷＴＯルジェーロ事務局長

手段を探っている｡）

にも桜井新・会議議長から手渡きれた｡）

10．国連人ロ基金T未来のための食料』1997年（和文）
（内容：圃迎人口些金出版物ＦｏｏｄｆｏｒｔｈｅＦｕｔｕ跨の

日本語版二人にIjiillllの抑制と食料確保を行うために、
女性の参加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．国連食粗農難機構(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
宣旨および世界食料サミット行動叶画』、1997年（和文）
（内容：11t界食料サミットの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日本翻訳の
決定版として商い評価を受けた｡）

12．『リソース・シリーズ５FiveYearsfromlCPPD-国

際人ロ開発鰻員会蹴から５年一人ロと開発に閲する国
会機員会融宣言文』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、
二の機会に人口と開発に関する国際談風会議、地域議
貝会議の宣言文を架成。今後の更なる発展のための資
料とした｡）

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

（内容：当財団が主催する「人口と開発に関するアジ
ア国会議員会議」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，itに資任を持つＭ会議貝が関与している点で、
類例を見ない｡）

１４．了リソース・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
PosteI符、WorldwatchPaperl32

Dividing［heWaters：ＦｏｏｄSecurity，Ecosystem
Health,andmeNewPOliticsofScarcityの邦訳。今後
人瀬社会に大きな制約を与えるのが、淡水資源の不足

である。端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考え
１３６

１月ｕ曰日本財団の助成金交付式に広瀬次雄常務理事が出
席。

２月４日「国際議員フォーラム」に出席のためオランダ国

～６日ハーグに議員団を派遣。（団長・桜井新衆院議員、

谷津義男衆院議員、能勢和子衆院議員、堂本暁子参

３月９日ワークショップ「東南アジアにおける持続可能な都

市化、女性の地位、宗教」（主催叩国立社会保障・

人口問題研究所）に広瀬次雄常務理事、遠藤正昭業

務推進委員が出席。

３月四日「ミャンマー連邦人口・開発事情視察議員団」結団

式を開催。

３月幻日「ミャンマー連邦人口・開発事情視察議員団」を派

院議員、小宮山洋子衆院議員、楠本修主任研究員）
２月５日セミナー「迫りくる皿世紀の危機ｌ世界の食糧

～師日遣。（団長・横山正明衆院議員、円より子参院議員

（副団長）、能勢和子衆院議員、山中あき子衆院議

～６日は、日本の農業はｌ」開催準備のため、広瀬次雄常
務理事と遠藤正昭業務推進委員が宮崎に出張。

員、北畑晴代国際課長、星合千春国際課主任）

キン・一三ン第一書記・入国管理人口大臣、ミャン

２月四日国際人□問題議員懇談会・緊急役員会をキャピトル

東急ホテルで開催。ミャンマー連邦人口・開発事情

マー母子福祉協会等を表敬、視察。

３月翠日「国連人口特別総会・準備会議」に出席のため桜井

視察議員団の人選について協議。

２月幻日一カンポディァ国人口・開発事業視察議員団」受

～酎日新ＡＦＰＰＤ議長、楠本修主任研究員を米国・

ニューヨークに派遣。ホノルルで趙利済・東西セン

～泌日人。マエン・ソムアーン議員（団長）はじめ一行旧
名が来日。国会、国立社会保障・人口問題研究所、

ター顧問と対談。

追加前号のＡＰＤＡ日誌で、以下の事業が欠落しておりました。

国立国際医療センター、群馬県太田病院等を訪問。

２月調曰「女性の健康を考える会」（主催印国際人口問題議員
懇談会他）に遠藤正昭業務推進委員が出席。

ン・ビューローの後援で宮日会館・宮曰ホールで開

宮崎放送、ＵＭＫテレビ宮崎、鋤宮崎コンベンショ

聞社、ＪＡ宮崎中央会、ＮＨＫ宮崎放送局、ＭＲＴ

は、日本の農業はｌ」宮崎県、宮崎市、宮崎日日新

治学院大学教授、大野昭彦大阪市立大学助教授、楠

本家庭問題研究協会副会長、ナギザデ・モハマド明

団をイラン・イスラム共和国に派遣（隆矢憲一㈱日

業安定制度雇用対策に関する調査研究」のため調査

労働省・雇用促進事業団委託事業「アジア諸国の職

１９９８年、月旧日～ｎ月２日

催。講師は辻井博・京大教授、進行・司会は広瀬次

本修主任研究員）。

２月酪日セミナー「迫りくる創世紀の危機－世界の食糧

雄常務理事。

１３７
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曰誌
■■■

ＡＰＤＡ

◇”カイロ以降、私たちは何をどうすれば良いのかを知

りました。今、問われているのは、ただ実行あるのみ

です鰯ｌオランダ人‐グでのｌＦＰ（鬮際人口開

発会議評価の国際議員フォーラム）開会式で、イヴ

リーン・ヘルフケン・オランダ国際協力相（女性）は

このように挨拶した。人口問題解決にあたって、これ

に優る”金言〃なし、と拍手を贈りたい。

カ国（多国間援助では、日本をはじめ、オランダ、デ

◇また、同国際協力相は”人口問題への拠出金は主に五

ンマーク、ノルウェー、ドイツ）で担われており、

偏っているとも指摘した。この人類未曾有の危機に立

ち向かうためには、先進国も途上国もそれぞれの分に

応じた対処をすべきであろう。さらに、各国の“活力“

を創り出す”人材“教育に早急に取り組むべきではない

か。

◇今年六月に予定されていた「世界人口六○億人の日」

が今秋十月に延期された。まことに微々たることだ

が、人ロ増加の勢いが下方修正されたことは評価に値

しよう。この厳しい人類生き残りと、地球との共生を

（Ｔ・Ｈ）

かけた”聖戦〃は、生易しいものではない。いささかな

りとも手綱をゆるめてはなるまい。

表紙の写真説明
リダールザール・ホール（騎士の間）

本年２月４日から６日にかけて、ＩＣＰＤ
から５年の活動評価を行う国際国会議員
フォーラム（ＩＦＰ）がオランダ国、ハー

グ、オランダ国会のリダールザール・ホール

(RidderzaalHall）で開催された（詳細本
文)。
この地はピネンホフ（Binnenhof）と呼

ばれ、過去12世紀にわたってこの地域の政治
の中心であった。会議が開催されたこのリ
ダールザール・ホールは12世紀にフォリス伯
爵によって建てられ、既に700年以上の歴史
を持つ建物である。

リダールザール・ホールは上院と下院の中
央に位置し、オランダ政治の中心といわれ、
女王陛下の玉座もあり、オランダ国で最も格
式の高い行事に使用されている。
今回、この建物に103カ国から210名の国会
議員が集まり、熱気あふれた討議が行われ、
来るべき２１世紀に向けた画期的な宣言文が採
択された。

②

人口と開発･春季号〈通刊67号＞
1999年４月１日発行く季刊＞
･編集発行人広瀬次雄
･発行所

財団法人アジア人ロ･開発協会
〒160-0022

東京都新宿区1-5-1‐３Ｆ
ＴＥＬ（03)3358-2211(大代表）
ＦＡＸ（03)3358-2233

・印刷所

文化印刷株式会社
１３８

社会経済生産性本部のビジネスピデオ教材
人事考課理論編監修楠田丘全３巻
指導

成果主義賃金と評価

付属資料：マニュアルシート集
各巻50,000円(税･送料別）全３巻セット135,000円(税別･送料別）
特色：賃金の体系的なフレーム､賃金が適応される管理職クラスの人事考課を説明
人事考課ケース編監修楠田丘問題編
解答編
指導

プロジェクト２面
付属資料：マニュアル/ＯＨＰシート付
１００．０００円(税｡送料別）
特色：目標設定と人事考課の関連'性を考える教材

管理者教育編監修生産性本部産業･組織カウンセラー廣瀬晴生
国分康孝
指導聖徳栄養短期大学教授

支援的管理実践シリーズ
付属資料：マニュアル
各巻５０，０００円(税･送料別）全３巻セット１３５，０００円(税･送料別）
特色：成果主義･加点主義時代に求められる人材マネジメント

ディベート能力開発編

監修Ｎ＆Ｓラーニング代表西部直樹
指導

ビジネスディベート入門編
付属資料：テキスト･マニュアル付

各巻50,000円(税･送料別）全２巻セット90,000円(税･送料別）
特色：理論的思考が身につき知的基礎体力がアップ

試写室をご活用下さい／
生産性本部内にて、予約制になります。
お問い合わせ｡お申し込みは

財団法人社会経済生産性本部メディア事業部
〒150-8307束京都渋谷区渋谷３－１－１

ＴＥＬ：０３－３４０９－１１３４ＦＡＸ：03-3409-7789

http://www・jpc-sedor.』p/ｍｐｄ
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園|本航空

世界の街へご一緒に。
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