１１発1「(余|:1年`llu]篭行jjml;l]第69ｉｊＩＳＳＮＯ９１１１－８９６７

ＩＦ成］１年]ＯＩＩ

ム

人類ど，地雛鰯 平翻Iｉｉｉｉ 共存潅|圏:ざじて

Ｚ

（

」

OｐＵ

latioll＆Development

pPK

籾

…リ固れでｚｉ
６

口

PＲ

ｖ:函⑱,r又

ソ

〃､Y`Ｉ野ｉｉ

ＰＩＰ！

nTPTＰ

、け.２忽．：バリ

Ｔ

Ｂ対ソ､段.､駛軋ＤＢ閃
nＪ

Ｌ~■

［■

Ⅱ

〆ｊゴヶ

品~IⅥ

盈吹■､‐蝋百合蝿

!]

M1(塁ji:/雛:薇．

bﾛ.H

■

D1rH

甲

圷勵…き`鯵lLl
<…ハビ､ﾂﾞﾐ鰯鰯:‘
ﾛ'コーB■b･■ｂ

ｊＭ,ＮＥｄ－唖困ＺＢ』`預ﾛ「．ｘ

、許…

ロ疎」Ｘｊｍ２,工酔部

港０勺】

蓬iiil 訂
ＯＣＴ/１

AＩＭ
雌‘９

財団法人アジア人口｡開発協会(ＡＰＤＡ）

声
■■■戸一也＄一判中ＦＵ印戸口
Ｐ

￣￣

ずで僧ｃスター･卜ＬでZnま壷窪三房ＥＩ

あしたへ｡ＥＣＯ岳ＭＯＴｌＯＮ

＝ロⅣ←芭而ＴｎＰｒ＝￣

その荷物、
ち
まいにち使う物ですかＰ
垂

Ｐ

ま
のムダ
５
ｍ定
､約15cｃ の 燃料を浪費してしまいま魂
10kgのムダな荷物を積んで50kｍ走ると
積

|蕊

灘鑑…:：

声。L型Jr-LA.--｡,..

－.ﾛﾛﾆ■-■.￣ＧＴ■■＿■L言､

エコ｡ドライブのために.⑬つの心がけ。
いま.地球環境を守るために.それぞれの立場での取り組みが求めらｵTていますｂ

私たち自動車業界も.環境保全のために｢燃費の改善｣｢クリーンエネルギー車の開発･普及｣｢リサイクルの促進｣など、
多くの課題に取り組んでいま説そして､ドライバーのみなさん－人ひとりにできること.エコ･ドライブ。
鰯発進は円滑に:急発進１０回で約170ccの燃料を浪費｡ｅ安定走行を:急加速１０回で約110ccの燃料を浪費｡③身軽な運転を:１０kgの不要な
荷物をのせて50kｍ走ると約１５ccの燃料を浪費｡③やさしいアクセル操作を:停車中にエンジンを空ぷかしすると１０回で約ｅＯｃｃの燃料を浪費。
ｅエンジンを切る習慣を:わずか5分間のアイドリングでも約６５ccの燃料を浪費｡ｅ適正な空気圧で:空気圧0.5kg/cｍ圏減のタイヤで50kｍ走ると、
それだけで約150ccの燃料を浪壷｡鰺計画的なドライブを:無計画に１０分走ると､約３５０ccの燃料を浪賀｡⑲等速走行を:一般道路で40kｍ/h、
高速道路で８０kｍ/h程度の等速走行がエコドライュ※上記の数値は､対象車柧2000CC乗用車(AT)の燃謹＝11フkｍ/２(10.15モード)が冒瞬ベース(巨工会調べ）
、
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・マレーシアの経済事情
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○’四世紀の少子高齢化ｌ
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低更新の出生／育児支援・７割が求め
る／「子供待とうと思わぬ」／女性４
割、結婚は負担／結婚しても子供いら
ない／少子化対策に二千億円／少子化

ＣＰＤ女性の人権尊重／ＯＣＤ・経済
改革支援／年金。見えぬ将来負担／人

対策費、効果疑問／ＯＤＡ・東アジア
再生に／介護保険、見直し論噴出／Ｉ

にゅ－すふぉ－らむ

○日本語版国連人口基金『世界人口白書一九九九年版』世界同時発表循

ウランバートルで開く
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ク、幼児死亡率倍増／インドの人口は

重視／コンドーム自販機が人気／イラ

％が核家族世帯／ＯＤＡ、人材・教育

口予測、帥年後の現実／世界の人口、
帥億人に／世界・帥億人と米が発表／
かんがい用水不足で紛争／「避妊の勧
め」は逆効果／十は貧しい家に生れ
る／家族こそ人間社会の基礎／詔・７
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るように乳児死亡率（出生後一年未

今日の多くのアフリカ諸国にみられ

○であって、日本の一九五○年頃の

アジア全体についてみると現在六

西欧文化圏に属さない日本が欧米

水準である。

合）は一○○を超えていた。戦後間

先進諸国にまさる成果をあげている

満の死亡児数の出生千人に対する割

アメリカを買いまくったナンバー

もない一九五○年にはすでに六○に

巻頭・言
ワン・ジャパン（ヴォーゲル、’九

ロニ

ろうか。

一九九四年の国連の人口開発会議

は二十一世紀に向けての革新的な行

動計画を採択した。それは『の目。‐

：。牙のゴの四一号を中心とした女性

の地位、役割の強化と全面的な社会

参加を要請したものである。ここで

重要なことはＲＨの中心は母子保健

体制にあるということ。乳児死亡率

はもっともすぐれた対策結果の指標

である。世界最低の日本の乳児死亡

四以下にまで低下し、世界の先進国

らに驚くべきことは一九九六年以降

先進国水準の一○へと改善され、さ

まで低下した。’九七五年には遂に

のは、ナンバーワンの日本である。

最大の協力と貢献を行うことができる

あり、また結果である。この分野で、

口、社会経済の総合的発展の基礎で

ステムにある。母子の健康こそ人

率成功の出発点は母子保健手帳のシ

の中でトップの位置を占めている。

「「’わ

のはどのような事情によるものであ

七九）は悪夢のようにあえなく消え

去った。しかし、消滅したのは経済
の日本である。もう一つ、ナンバー

ワンの日本が残されている。それは
社会開発の側面であって、その象徴
は世界一の長寿である。’九九八年
には男は七七年、女は遂に八四年を

突破し、世界に追随を許さない長寿
のトップを走っている。このナン

バーワンの最長寿という社会的特質
に支えられて、難破した経済日本の

再生潜在能力は極めて高いといわな
ければならない。

長寿は死亡率の低下によって達成
されるが、最大の貢献力をもってい
るのはいうまでもなく乳児死亡率の

改善である。たとえば乳児死亡率
（ＩＭＲ）をみてみよう。戦前では
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びは大きかった。それよ
＆れよ方が少々滑稽でもあったが、一人っ子

雪の喜いかにも中国的なオーバーな説明の仕
た市計画生育委員会の喜

政策」の先頭を走ってき
》てきいない」と自信たつぶりに説明した。

た。とりわけ二人っ子
令子配されるような”わがまま一人っ子“は

亡数を下回ったためだっ
〕だっ底的に仕込んでいるから、皆さんが心

少に転じた。出生数が死
熱が死聞いたうえで、〃自助努力の精神”を徹

総人口がわずかながら減
“ｂ減る。それに父母から家庭での話をよく

一九九三年、上海市の
侮市の応策として”しつけ”の授業を設けてい

性校長が「学校としては、一人っ子対

子政策」の話に集中した。つまり、女

たこともあり、話は最初から「一人っ

校では八割以上の生徒が一人っ子だっ

書道についての懇談会に出た。この学

初めて訪中し、上海市内の小学校で、

子政策』を支える一方の顔もほの見え

う形で公開されるとは……。「一人っ

たものもある。プライバシーがこうい

娠八カ月」といった個人情報まで載せ

手術十五人」、さらには「個人名や妊

ル服用十人、避妊リング十五人、避妊

人、平均年齢三十五・五歳。うち、ピ

り紙を見かけた。なかには「総数五十

の個人の対処の状況が書き込まれた貼

画生育措施」という、計画出産のため

健所、職場、地区の集会所などで「計

そして、訪中を続けるうち、病院、保

成り行きに関心を持った一人である。

でいわしめた一人っ子政策。私もその

張った。世界に”世紀の大実験“とま

国も将来的には総人口

た。指導者たちは「中

があふれ出した頃だっ

なり、都〈言に一人っ子

策」を後押しする形と

経済が一一人っ子政

当時の中国は、市場

形で人の心、とりわけ女性

ぶ。でも、それはさまざまな

か」といった考えも同時に浮か

行手段を選ばざるをえないの

大国・中国としては、こういう強

思える少子化政策に対し、「人口

しみじみ眺めていると、やや強引とも

リートに立つ。あふれかえった人波を

私は訪中の都度、上海のメーンスト

も減っていく」と胸を

でも忘れない。

り六年前の八七年、学生
学生政策がいかに順調に進展しているか、

曰を

てきた。

き
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人口抑制にあり

の心に大き

な影を落と
していない

だろうか。

一人っ子政
策の〃第一期
生“は、こ
とし成人
した。

国の近代化は

済の回復期だった。毛沢東は「人が多５

この九年間が中国にとっては国民経

とになる。

か九年間に一億一千万人以上増えたこ

九五八年時点で六億六千万人と、わず

にすぎなかった。しかし、その後は一

と、百九年間で一億一千万人が増えた

九年の新中国成立時は五億四千万人

アヘン戦争時は四億三千万人、一九四

緩やかだった。例えば、一八四○年の

が、死亡率も高く、人口の増加速度は

が成立する以前は出生率も高かった

易に読み取れる。一九四九年、新中国

転してきたところに、苦悩のあとが容

中国の人口政策史をみると、二転三

／~～

五九年まで発生することになった。し

人の増加が続くというベビーブームが

を説いた。この結果毎年、平均千百万

回るものであるという一人口資本説」

あり、生産力増加の方が人口増加を上

奨励。人口増加が経済発展の原動力で

いことは重要な財産である」と多産を

止の形になった。

化大革命で、家族計画活動は完全に停

は再び加速した。さらに六二年には文

経た後、国民経済も好転し、人口増加

五九～六一年の三年連続の自然災害を

沢東が提案した大躍進政策の失敗や、

追われるハメとなった。この時期、毛

願である近代化は実現不可能になる」

抑制政策を実行しない限り、中国の悲

府・共産党にも「ここで効果的な人口

源、食糧、環境の危機である。中国政

をえない状況になっていた。それは資

深刻な社〈二問題は、もはや直視せざる

やってくる。過剰人口によって生じる

た。経済発展のために政府が人口抑制

の馬寅初氏か「新人口論」を提出し

こで五七年の全人代で、北京大学学長

以上に早いことが明らかになった。そ

三万人で、人口増加のスピードが予想

五三年に行われた。人口は六億百九十

一方、中国にとって初の国勢調査が

いわれる状態が続いた。

ということ自体がわからない一とまで

くても閉鎖社会だから、自分が貧しい

ならない社会だったので、「仮に貧し

り返すだけ。人口の自由な移動もまま

「過剰人口↓貧困」という悪循環を繰

かも、この間の中国社会は閉鎖的で、

励策」は、彼の死去（七六年九月）と

家・毛沢東の考えに基づいた「多産奨

うにすることを示した。同時に、革命

夫婦が二人を超える子供を産まないよ

間隔を四年前後とし、「少」は一組の

と二十四歳以降の出産、「稀」は出産

降とし、女性には二十三歳以降の結婚

「晩」は男性の結婚年齢を二十五歳以

間隔をあけ、少なく）を提案した。

する要求として「晩・稀・少」（遅く、

院計画生育指導小組などが、出産に対

なった。七三年、再び設立された国務

は二千五百八十万人という膨大な数に

年まで十四年間も続き、毎年の出生数

それに伴って、ベビーブームが七五

まらないケースに例えられた。

カーがエンジンを止めてもしばらく止

万人が増え続け、それは航行中のタン

が大きすぎるため、毎年新たに千六百

ピードが鈍ったとはいえ、人口の規模

かなかった。なぜなら人口増加のス

船出をしたが、とても順風満帆とはい

て、「一人っ子政策一は装いも新たに

上を提唱した。世界中の注目を浴び

いう、人口の数の抑制と人口の質の向

し、少なく産んで、健康に育てる」と

た。つまり「遅く結婚し、遅く出産

・優生」という家族計画政策を提案し

七九年、政府は「晩婚・晩育・少生

という認識がようやく芽生えてきたの

を実施し、そのためには計画出産が最

ともに次第に姿を消していった。
「六億の人口は偉大な力」という反右

ニング・ポイントの年「七九年」が

そして中国の近代化に欠かせぬター

党員と共産主義青年団、とくに各しべ

そこで八○年、中国共産党は全共産

である。

も効果的であることを主張したが、
翼闘争に巻き込まれ、彼は学長の座を

６

｢一人っ子政策」２０歳の素顔

とを求めた。これがいわゆる、現在の

と」と、積極的な宣伝と教育を行うこ

産まないことを全国民に提唱するこ

ために、｜組の夫婦は一人の子供しか

までに総人口を十二億人以内に抑える

ルの幹部（公務員）に対し「今世紀末

批判したがために、三億人もの人口を

「錯批一人、誤増三億」（一人を誤って

時期は遅かった。当時の光明日報は

氏の理論そのものであったが、すでに

発表された人口抑制政策の論拠も、馬

九十八歳の高齢で名誉を復活。新しく

済の深化が、皮肉なことに人口管理政

十年来の改革・開放政策による市場経

ちの都市でも見られるようになり、二

映った。問まなく、この現象はあちこ

す。夜の闇にうごめく大集団は異様に

警官が「すぐ家に戻れ」と声をから

た〃流動人口“に占拠され、あちこちで

「家」に対する観念は相変わらず強

明だった。しかも、現代中国でも

ミつぶしにやっているから、という説

するために調査員を総動員して、シラ

中だ」という。流動人口の実態を把握

月以上たっているのに「まだ補正調査

で鮮明になった。つまり、調査後一カ

それは広東省計画生育委員会の説明

た。

策の足を引っ張っている、とさえ思え

増やしてしまった）と報道した。

「一人っ子政策」の原型である。
具体的な行政措置としては、八一年
に国務院の中に国家計画生育委員会を

設置し、中央、省、地区、市県、郷鎮
各レベルに家族計画業務を所管する部
門を置いた。行政サービスとしては、
一人っ子証を受けた夫婦には産休を長

くしたり、保健費の給付や生産請負高
を少なくしたり、託児所・入学を優先
させることにした。さらに、避妊器具

や受胎調節の手術を無料で行うなど、

そして、この年、都小平の一「改革と

ティーを課した。

会扶養費」といった経済的なペナル

計画外出産をした者には「超過出産社

が、国勢調査をより難しくさせてい

策に抵抗する形の「ヤミっ子」の登場

り、人口の流動が激化し、｜人っ子政

査が行われた。「改革・開放」によ

九○年七月に建国後四回目の国勢調

これと同時に人口の七割を占める農

でもよいとする方針さえ打ち出した。

しては第一子が女児なら二人目を産ん

た。このため政府は八四年、農民に対

の一人っ子政策に対する抵抗は強かっ

うになった生産請負制の導入で、農村

い。とくに家族単位で生産に当たるよ

開放」が始まり、演説の中で初めて

た。調査翌月の八月、私は広州市にい

数々の少子化奨励策を設ける一方で、

「｜人っ子政策」という言葉を使っ

村で、高齢者人口の社会的扶養の問題

、－－
た。広州駅頭は周辺の農村から集まつ

と人口の流動化

た。同時に学長の座を追われた馬氏は

改革・開放

７

がにわかに表面化してきた。中国の高

いるといわれる。

京新宿区）
伯区）主催の黒龍江省をメーンに

れがやってきたことであ

を遂げ豊かになる前にそ

華街は短い夏を惜しむ観

ン市の空はすでに秋。繁

参加した。省都・ハルビ

した「家』
「家族計画・母子保健」の視察に

る。高齢化対策は、人口

光客であふれていた。そ

ことし八月、ジョイセフ（本部・東

の質を高めること、貧困

んなハルピンをはじめと

齢化が先進諸国と異なる点は、工業化

人口を少なくすることと

た。

き合一つ黒河市を見て回っ

ル川を挟んでロシアと向

して、牡丹江市とアムー

の

画
計
族

同省の計画生育委員会

喘輌の一律於永菊主任（女性）
椛冠によると、省の人口は一一一

の板
民看

家

並んで、政府の緊急課題
になってきた。

一方、｜改革・開放政
策Ⅱ一人っ子政策」に

よって、国民の暮らしは
どうなったか。残念なが

ら地域間格差は確実に広

がった。沿海部の豊かさ

に感

準剴千七百七十三万人。面積
翻鋤は一一二の省のうち六番

内る目。黒龍江、松花江など

と農村の貧しさ。都市市

民の消費がエアコンやＡ

とどまっている。農村部

存に最低限必要な水準に

いき、農民の平均年収も

均年収は四○二九元まで

た。現に一人当たりの平

市す

Ｖ機器、自動車など耐久
消費財に向かっているの

にはテレビが見られない

ほぼ全国平均なみの二一

展は順調とのことだっ

嘩廟四つの大河の度重なる洪
乢蔵水被害を克服し、経済発

どころか、ラジオも聴け

五三元と説明された。

に対し、地方の農民は生

ない人が、未だに二億人

８

r一人っ子政策」２，歳の素顔

さらに淳於主任は「九○年代に入っ

涯に産む平均子供数）が一・七を保っ

めではなく、家庭を幸せにする”とい

少子化問題の宣伝・教育は”国家のた

入一

|土崩さない

すが。

市に対し、農村はまだまだと恩われま

ｌ少子化政策が成功している大都

し、少子化政策の考えをただした。

張玉芹副主任（女性）にインタビュー

帰途、北京で国家計画生育委員会の

０

本線

珍しい大看板が掲げられていた。

いった、行政側が一市民に感謝する」

てくれたことに対して感謝する」と

では「皆さんが家族計画活動に貢献し

これは明らかに都会型の話である。街

うことを重点にしている」といった。

ている。まずまず満足のいく数値だ。

p

て、合計特殊出生率二人の女性が生

国家計画生育委員会の張畠ﾘ主任（右）にインタビュ･－

９

早朝から公園でくつろぐ お年寄り。どの
公園もお年寄りで"満席., だ（北京市内）

副主任二組の夫婦に子供一人」

ということを提唱しており、コント

ロール効果は確実にあった。子供を中

心に生活は格段に向上した。少子化の

もう一つのメリットは、子供の世話か

らいち早く解放され、女性の社会参加

が容易になった。農村でも同様の効果

を上げている。教育面でもお金をかけ

るようになってきた。いまは一人っ子

を「小皇帝一とはいわない。それだけ

一人っ子が当たり前になってきたんで

しょう。

ｌいよいよ二十一世紀です．北京

としては現在の少子化政策以外に、ど

んな考えをお持ちでしょうか。

副主任とにかく人口の数のコント

ロールを行うことが先決です。二○○

○年に十三億以内、二○一○年に十四

億以内、そして二○○○年代半ばには

十五～十六億人という具合に……。次

に一人っ子同士の結婚に関しては、す

でに二人までの子供を認めています。

農村のプライマリー・リプロダクテイ

ブ・ヘルスに関しては、当初の目標を

一応達成しましたが、二○一○年には

１０

｢＿人つ子政策』２０歳の素顔

れない」と、涙ながらに心の内を話し

「悩み事相談、再就職相談、結婚相談、

満足できるものになるでしょう。しか

ｌ少子化政策の反動で、高齢化問

家族計画相談一などの部屋を設け、い

てくれたことがある。そして今回、都

題が徐々に大きくなっています。中国

つでも市民の相談に応じようというコ

し、少子化政策の基本を緩めるつもり

はとにかく人口の基数が多く、家族の

ミュニティー・センターを見た。「家

市部のハルビン市で、一つ建物の中に

結びつきが非常に強いため、政策面で

族計画だけではなく、およそ生活に関

齢化の問題を放っておくわけではあり

いのです。しかし、だからといって高

です。まだまだ全国的な高齢化率は低

無理としても、少子化政策の手を緩め

人っ子政策」を一元化することは到底

な国士、多民族性を考えると、二

いま中国の総人口は十三億人。広大

ごこう

はありません。

の解決策がかえって邪魔な存在になる

するあらゆるサービスを提供できる施
設で、市内のどこの区にもある」とい

のでは。

副主任上海の高齢化率（六十五歳

ません。現に、年金・保険等の洗い直

るわけにはいかないというのが本音だ

うのが自慢だった。この差こそ「少子

しを急いでいます。それと家族の結び

ろう。九八年版の国連人口推計（中位

以上）は一二％と特別高いのですが、

つきは確かに強いですが、老齢協会が

推計）によると、二○五○年に中国は

化政策の二つの顔」である。

中心になって老後の貯蓄を奨励するな

十四億七千七百万人、インドが十五億
口大国の座」をインドに明け渡すこと

＆

､

全国平均では七％ラインに近いところ

ど打つべき手は打っています。
数年前、ある地方農村の視察に同行

になる。この日を一日千秋の思いで

二千八百万人と、中国が「世界一の人

してくれた省計画生育委員会の女性が

待っているはずである。

Ｊ１

。。○

「私だって、もう一人ぐらいは欲し
い。でも公務員の身だからそれは許さ

⑦
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における過疎問題

縫還座長政策」

昭和三十錘代後半に展開された「高度

Ｚはじめに

ことになり、地域生活に大きな影

が、大都市圏では過密問題が発生

た。その結果、地方圏では過疎

返りと若年者世帯の核家族化が進展し

都市圏では社会増、自然増、人口の若

高齢化と高齢者世帯の核家族化が、大

日本大学文理学部教授漬水

世帯・介護力からみた地域的多様性の現状と課題

》》
一 一四作一 一 一
一へ。〈■・｛△・叩・》一

四一．》 一・ 口一

浩

地方圏で生活していた彼らの親世代が

大多数が大都市圏内に定着したた

昭和三十年代後半に移動した若年層の

よって生じたのである。というのは、

年代後半になると、高齢化したことに

の親世代（地方圏に居住）が昭和五十

ら大都市圏に移動した若年層（当時）

これは、昭和三十年代後半に地方圏か

動するという現象が顕在化してきた。

と、高齢者が地方圏から大都市圏に移

しかし、昭和五十年代後半に至る

与えるに至ったのである。

をる題
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１２

大都市圏と地方圏における過疎問題

〔写真･右頁〕①過疎の村、やつと活
気を取り戻すのはワラ細エの講習会
だけ。講師は高齢者。

⑦雪を嫌って人が住まなくなり、辰

年の来年は原形をとどめているかど

うか。（新潟県･清里村提供）

一一十年代後半に生じ義がなされてきたのであろうか。経済
動の変化は、昭和三十年代後半に生じ

る。こうした人口移過疎・過密については、いかなる定
が生じたからである。こうした人口移

難となり、それとともに、資源の合理的

などの地域社会の基礎的条件の維持が困

なった状態、たとえば防災、教育、保健

と呼び、『過疎』を人口減少のために一

た地方圏と大都市圏における過疎・過
圏における過疎・過審議会地域部会報告（昭和四十二年十

利用が困難となって地域の生産機能が低

大都市圏に居住する息子・娘との同居

た様相（地域的多様月三十日）によれば「都市への人口集
密問題とは異なった様相（地域的多様

下することと理解するとなれば、人口減

定の生活水準を維持することが困難に

性）を呈しているものと思われる。と
ものと思われる。と中、とくに大都市圏での急激な都市化

少の結果、人口密度が低下し、年齢構成

献一矛新川姐評馴鮴２過疎・過密問題とは

りわけ、高齢化問題は、地方圏・大都
題は、地方圏・大都は、都市内部の経済活動の増大、消費

の老齢化がすすみ、従来の生活パターン

を求めて移動するという新たなる現象

市圏ともに重要な政策的課題になって
奴策的課題になって水準の向上、生活様式の近代化などが
そこで、小稿では、大都市圏と地方
煙大都市圏と地方増大させている。これに対して、その

うに思われる」とされている。さらに

過疎問題が生じ、または生じつつあるよ

の維持が困難になりつつある地域では、

圏における過疎問題を高齢化に焦点を
題を高齢化に焦点を整備水準が追いつかず、住宅不足、上

「昭和四十年には、人口の自然増加率が

あいまって、都市施設に対する需要を

あてて人口・世帯・介護力の三つの側
・介護力の三つの側下水道などの生活環境のたち遅れ、道

マイナス、すなわち死亡数が出生数を上

れる。
くるものと考えられる。

面から分析するとともに過疎化の地域
ともに過疎化の地域路交通の混雑、交通事故の増加、通

回っている町村が二○○町付、全国市町

３

的多様性の現状と課題についても検討
抹題についても検討動、通学難などのかたちで都市住民の

村の約六％にも及んでいることは注目す

このような定義を踏まえて、つぎ

－つ。

至ったことと定義することができよ

かの支障をきたすような状況に立ち

口減少に伴って地域社会の生活に何ら

への人口集中および地方圏における人

ると、過疎・過密問題とは、大都市圏

この経済審議会の地域部会報告をみ

べき一」とである」としている。

川

生活に種々の障害を与えており、垂、機
能の円滑な発揮にも支
２

》違麩巍巍輌諄纒露鱸障乞きたしている」。こ

乖辨》》鼠辨梺靹》》』辨縞』Ｍ唯川叩伽洲肺川、鮒

江い。
を加えることにしたい。

夢
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1３

に、黒田俊夫が展開した過疎・過密の
人口論を紹介しておきたい。

一①

加率が低下し、都市地域では増大する
ことになる」としている。このように

１分析の視角と

して人口動態の逆転を通じてさらに過

速的結果としての年齢構造の変動、そ

密・過疎化は、人口移動の累積的、加

かし、過疎化現象は、その後、大きな

口論のなかで明らかになってきた。し

学的な指標は、黒田の過疎・過密の人

過疎問題に接近するのに必要な人口

分析の指標

黒田俊夫によれば「過密・過疎とよ

密・過疎化が進行するという悪循環を

変化を遂げて今日に至っているといわ

「人口移動を引き金として始まった過

ばれる現象は、人口移動が主要因と

たどる可能性がある。この人口移動を

れている。

３過疎・過密の人ロ論

なってもたらされた人口地域分布の状

出発とする過密・過疎化の悪循環は次

過疎過密

は全く反対の現象である出生率の増

これらの人口を受け入れた都市地域で

題に接近するための分析の視角と分析

方圏の過疎問題に問題を限定して、課

頭において、ここでは、大都市圏と地

状態が起きている」としている。

が、「現在は各地方の中で過密・過疎

疎状態がものすごい勢いで起こった」

このような過疎・過密の変動状況を

大、死亡率の低下が生ずることにな

Ｒ

十年代には、日本列島の中で過密・過

のができつつある」。つまり、「昭和一一一

７

集中して、地方経済圏ともいうべきも

まってきた人口が新しい地方中核圏に

おり、いままで一方的に大都市圏に集

おける人口再配分のきざしがでてきて

て見られる新しい傾向は、日本列島に

岡崎陽一によれば「ごく最近になっ

明示することにしたい。

するための分析の視角と分析の指標を

研究動向を踏まえて、この課題に接近

そこで、過疎問題に関するその後の

態である。しかし、人口移動の大部分

自然増加率自然増加率

のように模式化することができる。

としている。

低い高い

この黒田の過疎・過密の人口論を念

老年齢構造若い年齢構造

の指標について検討しておきたい。

６

↓￣１，

は一般に二十歳代の若い年齢人口であ
るため、このような人口層の大量の移
動が持続的に行われると、送出地域と

受け入れ地域との両地域における人口

動態に著しい影響をもたらすことがあ
る。それは、これらの移動人口は、生
涯における出生力のもっとも高い年齢
層であり、かつ死亡確率の著しく低い
年齢層であるからだ。いいかえれば、

これらの人口を送出した農村地域では
出生率（普通）の低下、死亡率（普

過疎(流出）過密(流入）

る。したがって、農村地域では自然増

通）の増大が促進されるのに対して、

人口移動

1４

大都市圏と地方圏における過疎問題

では秋田県と高知県を対象にすること

都市圏では埼玉県と愛知県を、地方圏

観しておきたい。その地域として、大

り上げ、過疎・過密の一般的状況を概

と地方圏における過疎・過密地域を取

踏まえて、ここでは、まず、大都市圏

えたからである。

課題を明らかにすることができると考

ける過疎問題の地域的多様性の現状と

れらの指標は、大都市圏と地方圏にお

を分析の指標とした。というのは、こ

「住宅介護力指数」の現状（平成七年）

本」へと一北進」していることによる

の人口減少は「西日本」から「東日

ツ化現象」が進展しているが、地方圏

は、大都市圏では人口増加の「ドーナ

市圏と地方圏についてみると、大都市

３

９８

３２

｢q

LJ

１０

△

５４３

７

１

８

３
８
８

ということは、 過疎化は「西日本か

ものと思われる （表１参照）。
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昭和30~平成７年

９

昭和30~平成7年

平成７年

にした。さらに、これらの地域のなか

５地域別にみた

過疎・過密の状況について記述・分析

このような地域を対象にして、ここ

圏では埼玉県が全国の人口増加率の約

人口増加率

昭和30年

から、高齢化が最も進展している地域
を選定し、とくに、過疎化と高齢化の

過疎・過密

埼玉県と愛知県を取り上げたのは、

を試み、しかるのちに、町村レベルか

では、県レベルでは人口増加率、自然

五倍増、愛知県の全国の約二倍増と

ハ

問題状況について検討することにし

平成二～七年の社会増加率が「東日

らみた過疎化の状況を検討することに

ここでは、まず、県レベルからみた

本」で最も高かったのが埼玉県、「西

したい。

た。

日本」では愛知県であったからであ

①人口の推移

Ｈ県レベルにおける過疎・過密

は、平成二～七年の自然増加率がマイ

昭和三十年から平成七年までの人口

る。秋田県と高知県を取り上げたの
ナスになっているのが「東日本」では

の推移をみると、全国では約四○％の

増加率、高齢化率と居住形態の推移な

なっている。地方圏では秋田県の人口

人口増加率となっている。これを大都

秋田県（唯一の県）、「西日本」では高知
０

いし現状（平成七年）を分析の指標と

減少率が高知県を上回っている。これ

県（最迄團向い県）であったからである。

し、町村レベルでは人口、高齢化率、

１５

注）△は減少を示す。
（資料）総務庁統計局「国勢調査」

人口増減数

人口

地域

(単位：千人,％）

地域別にみた人口の推移

表１

七年までの

年から平成

昭和三十

②自然増加率と社会増加率の推移

つつあるといえるのではなかろうか。

「中心地帯から周辺地帯へ」と変動し

た）。しかし、高知県では昭和三十年

～平成二年は比較的高い減少率を示し

率を示している（但し、昭和五十五年

少率を示したが、それ以降は低い減少

は昭和三十年～五十年に比較的高い減

六十年は社会減）。地方圏の秋田県で

に留まっている（但し、昭和五十年～

昭ＣＯ

進」しているように思われる（表２参

状況も一西日本から東日本へ一と「北

現象が進展してきたことになる。この

増加率がマイナスになるという過疎化

は、地方圏のなかには県レベルで自然

には遂にマイナスに転じている。これ

這い傾向にあったが、平成二年～七年

～平成二年まで増加率は減少ないし横

社会増加率

～四十五年に比較的高い減少率を示

③人口高齢化と居住形態の現状

加率を示したが、その後は低い増加率

の推移をみ

し、その後は低い減少率に留まってい

平成七年の一ｉ国勢調査」を用いて人

ら東日本へ」、過密化は大都市圏内の

る当大都

る（但し、昭和五十年～五十五年は社

口高齢化と居住形態（同居・別居）と

■■

０２
３６

３９
●■

４３

■■

０１

△△
Ｏ１

△

Ｌ３

５４

△

１０

0.8

１１

市圏の埼玉

会増）。これは、大都市圏において依

の関連をみてみたい。

2.0

４３

県では昭和

然として人口流人が持続していること

３３

３１

△

△0.6

2.9

△0.1

２０

三十五年～

を示していることになるが、人口流入

上人口）割合の全国値二四・五％）

二■』

２５
０４

△0.4

Ｌ９

△5.0

６９

五十年に大

率は「周辺地帯」が「中心地帯」を若

と「別居世帯」（「高齢者夫婦のみの世

0.5
2.4

△7.3

２２

幅な増加が

干上回っている（表２参照）。

△8.3

較的高い増

四十年に比

和三十年～

知県では昭

ころが、愛

ている。と

加率になっ

降は低い増

が、それ以

圏では秋田県、高知県とも昭和三十年

より若干高い割合を示している。地方

しているが、増加率は埼玉県が愛知県

都市圏でも全国とほぼ同様な傾向を示

下傾向を示し、今日に至っている。大

を辿っていたが、その後、増加率は低

は昭和三十年～五十年まで増加の一途

増加率の推移をみると、全国について

昭和三十年から平成七年までの自然

い地域）、「茨城・滋賀型」（高齢化の

展が緩慢であるが、別居世帯割合は高

地域）、「東京・大阪型」（高齢化の進

進展は著しいが、別居世帯割合は低い

い地域）、「山形・新潟型」（高齢化の

化の進展が著しく、別居世帯割合も高

型化すると、「鹿児島・高知型」（高齢

国値（四一・○％）とを指標にして類

帯」＋「高齢者のみの世帯」）割合の全

ここでは、「老年人口」（六十五歳以
みられた

△6.7

１１

4.1

３６

３３

5.7

△

4.5

△2.2

3.3

2.3
3.4

7.8
7.1

秋田県

△6.5

高知県

△2.5
△4.1

3.1

0.6

i::！△:；

4．１

6.9

6.3

6.0

]霊｜,;::
2.3

△0.4

5.3

愛知県

6.4
5.3

埼玉県

1.4

3.3２．２
4.6
6.4

53｜ａ７
5.3

全国

昭和60年
平成２年
～平成２年
～７年

昭和５５
～60年
昭和５０
～55年
昭和４５
～50年

昭和４０
～45年
昭和３５
～40年
昭和３０
～35年

地域

(単位：リi）

地域別|こみた自然増加率と社会増加率の推移
表２

注）△は減少を示す。上段は自然増加率、下段は社会増加率を示す。
（資料）総務庁統計局「国勢調査」
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図１人ロ高齢化と居住形態の地域差（平成７年）

6０

進展が緩慢で、別居世帯割合も低い地

いう傾向にあるといえよう（図ｌ参

を「前期高齢層」、「後期高齢層一との

国と同様な傾向を示しているが、これ

二区分でみると、「前期高齢層」、｜後

昭。Ｃ

このような居住形態の類型を念頭に

域）の四つに類別化することができ

た。この四類型をみると、日本の居住

期高齢層」とも「同居世帯」で生活し

（「山形・新潟型一）は「前期高齢層」、

おいて、ここでは「平成七年国民生活

全国の吉同齢者の居

「後期高齢層」とも「同居世帯」で生

形態は過疎・過密化と必ずしも対応せ

住形態をみると、日

活しているものが「別居世帯」生活者

ているものの割合が全国値を上回って

本の高齢者は「前期

を大幅に上回っているが、高知県

基礎調査」を用いて高齢者の居住形態

高齢層」（六十五～七

ず、｜東日本」では「同居世帯」が、

２
２

％

２

０

２

９

（「鹿児島・高知型一）では「前期高齢

「後期高齢層」にいたっても、一七十

「同居世帯」生活者を上回っており、

十四歳）では「別居

いる。地方圏についてみると、秋田県

巳肉亟鵬川面

鐸聰○秋田向
県

。

撮

つ

鱈

８

７

冊的るものが比較的多い

五～七十九歳一では「別居世帯」で生活

しているものと「同居世帯」で生活し

ているものが同じ割合を示している。

しかし、「八十歳以上」になると、「同

ことになる（表３参照Ⅱ次頁Ⅱ）。

者が「同居世帯」で生活を営んでいる

て大都市圏、地方圏とも大多数の高齢

る。この結果をみると、高知県を除い

者の割合は全国値を大幅に上回ってい

居世帯」生活者が「別居世帯」生活者

枢蓉翔過が「別居世帯」で生

を上回ってくるが、「別居世帯」生活

旧人鋤帯」で生活する↓ｂの

１口蹄なると、「同居世

４割〃（七十五歳以上）に

旧針が、「後期高齢層」

層」においても「別居世帯」生活者が

を検討することにした。

Ｏ大分県

）冠Ⅱ螺．嚥本蝿酢。日
妬、画趣□

。

佐賀県。福井県○宮
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Ｉ．「

○奈良県繩悪○茨城祠

○愛笂阿

○千垂

世帯」で生活してい

「西日本」では「別居世帯」が多いと

○高知県

山口県Ｃ
。

和歌山県

長崎県。

愛媛県。

ｏ宮崎県岡山県。
○広島県

北海道○福岡県。
○京部府

兵庫県○

ｏ東京都

神奈川県。

Ｉみ画上回ってくる。この

山地輌活するものを大幅に

の局

岫辨繍ような全国の状況を

注く・滋賀型」）とも全

謝稀踏まえて、大都市圏
７鄙総についてみると、埼
０側艶玉県、愛知県（「茨城
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全国
総数
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80歳以上
埼玉県
総数
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80歳以上
愛知県
総数
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80歳以上
秋田県
総数
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80歳以上
高知県
総数
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80歳以上

非親族
と同居
親族と同居
病とＩｐＵＥＬｉｌい十とlpllEL

子と同居
７
夫婦のみ
の世帯

単独世帯
総数
地域年齢

(単位：千人,96）
表３地域別にみた高齢者の居住形態（平成７年）

注）兵庫県は調査を実施していないため全国には兵庫県は含まれていない。

（資料）厚生省統計情報部「平成７年国民生活基礎調査」

このような県レベルの状況を踏まえ

て、つぎに、町村レベルにおける過疎

化の状況を検討することにしたい。

口町村レベルにおける過疎化

①人口

平成七年の人口をみると、高齢化が

最も進展している地域の人口は五・一

万以下である。このような人口規模の

町村における高齢化の状況をみると、

その割合は三○～四○％に達している

（表４参照）。

②在宅介護力

住友生命総合研究所の「平成七年度

地域介護力」をみると、大都市圏地域

の「在宅介護力指数」は五○％水準で

あるが、高齢化・過疎化より進展して

いると考えられる「西日本」の町（愛

知県東栄町）のほうが「東日本」の村

（埼玉県大滝村）より高くなっている。

地方圏の「在宅介護力指数」は六○～

七○％水準にあるが、地方圏でも高齢

化・過疎化がより進展していると思わ

れる「西日本」の町（高知県池川町）

が、「東日本」の町（秋田県阿仁町）

の介護力水準を上回っている（表

1８

大都市圏と地方圏における過疎問題

表４地域別にみた人ロ・介護状況（平成７年）
人口

地域

介護

高齢人口
割合

人口数

（単位：人、ｏｉ、日）

在宅介護
力指数

6藏以上100人当

65歳以上100人当

たりホームヘル

たりデイサービ

プ年間利用日数

ス年間利用日数

65歳以上'00人当

たりショートス
テイ年間

利用日数

埼玉県大滝村

Ｌ８５７

30.5

48.03

45.8

愛知県東栄町

5,124

33.9

59.55

136.6

323`５６６．１

秋田県阿仁町

4,855

31.3

60.94167.4

149,6）１１０．３

高知県池111町

2,641

40.5

70.34

33.6

71.2

635.7

(資料）総務庁統計局「国勢調査｣、高橋紘一監修●住友生命総合研究所編『地域介護力～介護サービスの現状と
課題～』中央法規出版、1998年。
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(}ｊｉｌ春の陽だまりでのんびり散歩｡介護される方もする方もゆったりした豊かな気持ちで
１，１１日を過せる。（東日本の施設のある１日）

このような

調査結果を踏

まえて、大都

市圏と地方圏

の介護力をみ

ると、「在宅介

護力指数」は、

「鹿児島・高知

型」、「山形．

新潟型」、「茨城

L､＿

・滋賀型」の

篦

過疎化町村の

順にな

れは、前述し

たように、大

都市圏におけ

る過密化が「中

心地域から周

辺地域へ」と

ド
ナシ

化」現象が進

展しているこ

と、地方圏における過疎化が「西日本とと対応しているように思われる。と

から東日本へ」と「北進」しているこ同時に、このような地域特性を踏まえ

1９

ヨ

わけ、高齢者介護施策）を策定してい

えた高齢化施策を策定することが稔り

いても、地方圏での経験と実績を踏ま

れの地方自治体は、この地域的多様性

ることも明らかになった。この地方自

ある成果をもたらすことになるのでは

て、地方自治体が介護施策を策定して

治体の地域施策策定への取り組みは、

なかろうか。

ると予測されている大都市圏地域にお

れば、今後、過疎化・高齢化が進展す”

高齢者保健福祉推進一○カ年戦略

という現状を踏まえた地域施策（とり

以上の検討結果を要約すると、大都

（ゴールド・プラン）の一定の成果で

いるということになろう。

市圏と地方圏の過疎化現象には、地域

あると評価することもできよう。とす

ｓおわりに

的多様性が存在するとともに、それぞ

ページ。

この点については、斎藤晴造編著『過
疎の実証分析～東日本と西日本の比較研
究～』法政大学出版会、一九七六年を参
照されたい。
⑪ここでいう「在宅介護力指数」とは、
在宅三本柱である「ホームヘルプサービ
ス」「デイサーピス」「ショートステイ
サーピス」の六十五歳以上高齢者一○○
人当たり年間利用日数について、それぞ
れのサービスの偏差値の平均値のことで
ある。詳細は、高橋紘士監修・住友生命
総合研究所編『地域介護カー介護サービ
スの現状と課題～』中央法規出版、一九
九八年を参照されたい。

いるからである。

日本一の過疎問題に差異があるとされて

し、「西日本」をこれら三県を結ぶ地域
以南とした。このような地域区分によっ
て分析を試みたのは、「東日本」と「西

③経済審議会『前掲書』、二ページ。
側経済審議会『前掲書』、二ページ。
⑤黒田俊夫『日本人の寿命～世界最長寿
国の光と影～』（日経新書）日本経済新
聞社、一九七八年、一五五ページ。
⑥黒田俊夫『前掲書』、’五六ページ。
ｍ岡崎陽一「過密・過疎の人口学」毎日
新聞社人口問題調査会編・黒田俊夫監修
『日本の人口』みき書房、一九七四年、
一五七ページ。
⑧岡崎陽一「前掲論文」、一五八ページ。
⑨岡崎陽｜「前掲論文」、’五八ページ。
Ⅱここでは、「東日本」を新潟県・長野
県・静岡県との三県を結ぶ地域以北と

なお、小稿でいう大都市圏とは、東京
大都市圏・大阪大都市圏・名古屋大都市
圏地域のことであり、地方圏とは、この
三大都市圏以外の地域のことである。
②経済審議会「地域部会報告～高密度経
済社会への地域課題～』’九六七年、一

⑪この点については、高齢者アンケート
を読む会編『老いて都市に暮らす～町田
市高齢者の肉声を生かす～』亜紀書房、
一九九五年、大都市高齢者の移動実態と
理由に関する研究委員会（大友篤、嵯峨
座晴夫、清水浩昭、島村史郎、吉田成
良）編『大都市高齢者の移動実態と理由
に関する研究～仙台市・北九州市・横浜
市・名古屋市・福岡市の比較研究分析
～』エイジング総合研究センター、’八
八四年を参照されたい。
また、財政経済協会が平成四年に発表
した「高齢社会のグランドデザイン」に
よれば「三大都市圏」の老年人口割合が
二○二○には、「地方圏」を上回ると予
測している（尾崎護・貝塚啓明監修『人
口変動と日本の進路』ダイヤモンド社、
一九九四年、一六三～一六八ページ）。
この予測は二十一世紀になると「三大都
市圏」でも高齢化が進展することを意味
している。

-．￣,.』

一

マレーシア は変わったのか

いた。刺すような南国の太陽はなかな

か現れず、世界一の高さを誇る超高層

ビル、ペトロナス・ツインタワーの威

マレーシア経済の先行きは明るさを増

容もホテルの窓からは霞んでみえる。

アラルンプールの空にはヘイズ（イン

しているとはいうものの、ヘイズのよ

九九年八月、約一年ぶりに訪れたク

ドネシアの山火事の煙）が立ちこめて

うに漠然とした薄暗さに包まれている

ようにも感じられる。

九七年夏のタイ・バーツ切り下げに

端を発したアジア通貨危機はマレーシ

アにも波及した。マハティール首相は

「マレーシア経済のファングメンタル

ズは健全であり、通貨危機は投機家の

陰謀である」としてジョージ・ソロス

氏を名指しで批判し続けた。マハ

ティール首相はその後、ＩＭＦ型の緊

縮政策を否定し、九八年九月には固定

為替相場制度を導入して財政・金融の

緩和を計った。このような独自路線に

対しては当初批判的な見方が多かった

が、それから一年、経済は回復軌道に

乗り、マレーシア型の危機への対応は

一定の評価を獲得しつつある。

「景気は回復しているよ。まだ以前

ほどではないけどね。」と、クアラル

2１

(クアラルンプール）

世界一の高さを誇るペトロス・ツインタワ

！

経済事情
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地域研究第１部

聡

ンプールのタクシードライバーは言

た。電気店に行って、オーディオ・コ

通貨危機へ

違っていなかった。しかし、危機の最

ンポやビデオデッキなどの背面を注意

一

中にあまりにも多くを語りすぎた。マ

う。確かに、中断されていた市内のモ

好調な輸出と、ツインタワーやアジ

ハティール首相は海外メディアから、

深く見てみると良い。多くの製品が

然としないのは、経済がどん底にあっ

ア最大級の新国際空港などの大型建設

「不要な巨大プロジェクトの実施など

ノレール建設工事なども再開されてい

「マレーシア経済は健全」というマ

た昨年夏と比べて、マレーシア経済の

事業、豊かになりはじめた国民による

自らの政策の失敗を棚に上げ、責任を

〃ＭＡＤＥＩＮＭＡＬＡＹＳＩＡ“で

構造が大きく変わったとは思えないか

消費の伸びなどを背景に、通貨危機が

投機家や国際経済システムの不備のせ

る。自動車販売台数は前年比で一○○

らである。何も変わっていないとすれ

始まる一九九七年までマレーシアは一

いにする独裁的な指導者」として扱わ

ハティール首相の主張は、大筋では間

ば、なぜ景気は回復しているのか。あ

○年にわたって年率平均八％を超える

あることに気づくはずだ。

るいは、マハティール首相が主張し続

高度経済成長を続けてきた。

％以上増えているという。それでも釈

けているように、マレーシア経済には

のに対し、マレーシアの対外債務は危

務が通貨危機の直接的な原因であった

・インドネシアの場合、過大な対外債

があったのだろう。事実、タイ・韓国

景には、マレーシア経済に対する自信

引き上げなどが九七年秋から相次いで

実施延期、政府支出のカット、金利の

た。輸入抑制策や巨大プロジェクトの

し、財政・金融の引き締め策を実施し

相は、市場からの信頼回復を最優先

｜方、当時のアンワール副首相兼蔵

れるようになった。

険な水準には達していなかった。通貨

実施された。このような政策は、ＩＭ

マハティール首相の投機家批判の背

危機後もマレーシアは対外債務の支払

Ｆの支援を受け入れていたタイ・韓国

元々何の問題も存在しなかったのだろ

天然ゴムや錫、原油や木材といった

いに支障を来すことはなく、ＩＭＦか

・インドネシアの経済政策と類似して

うか？

一次産品を輸出し、緑の中に高床式の

らの資金援助を受けずに危機を乗り切

いたことから「ＩＭＦなきＩＭＦ政

高度成 長の 扣年

住居が点在する。マレーシアについて

りつつある。

一

のそんなイメージは既に過去のもので

ところが、このような引き締め策

策」と呼ばれた。

ある。マハティール首相が国を率いた

この一八年間で、マレーシアは一次産
品輸出国から工業国へと変貌を遂げ

2２

マレーシアの経済事情

た経済を急失速させる結果となった。
せる結果となった。期が拍車を掛け、建設部門は二○％を

峰通貨危機の影響で減速しつつあっ
響で減速しつつあった。これに政府の巨大プロジェクト延

輸出は好調であった。しかし、日本を

に働くはずである。事実、欧米向けの

マハティー ル流経済政策

め、全体とし哀緬出は増加しなかった。

よってアジア向けの輸出が減少したた

含めたアジア地域全体の経済の停滞に

株価の下落も景気悪化の大きな要因

九七年のマレーシアの経済成長率は七
ァの経済成長率は七超えるマイナス成長を記録した。
・七％と高成長を維持したものの、年
維持したものの、年

が明けると経済成長率は悪化の一途を
長率は悪化の一途をとなった。マレーシアの株式市場は、
たどり一三年ぶりのマイナス成長に転
のマイナス成長に転海外投資家の売買によって相場が動く
シアの通貨リンギの価値が下がると同

落、九八年の経済成長率はマイナス七
成長率はマイナス七傾向にある。通貨危機によってマレー
・五％となった。

急激な景気悪化は、①建設部門の極
は、①建設部門の極時に、海外の投資家はマレーシアの株

かれた英連邦スポーツ大会を目標に、
－シ大会を目標に、ポイント台にまで下落した。マレーシ

れた。マレーシアでは、九八年夏に開
では、九八年夏に開た株価指数は、九八年八月には二○○

輸出の不振が重なったため引き起こさ
つたため引き起こさ七年年初には一二○○ポイント台だっ

と徐々に転換されていった。両者の対

マハティール首相の主張する拡大策へ

ル元副首相の主張する引き締め策から

れ、マレーシアの経済政策はアンワー

景気の落ち込みが明らかになるにつ

各種インフラやホテルなどが一斉に建
ナルなどが一斉に建ァの銀行は、株式購入目的の融資を多

党からの追放、治安維持法違反での逮捕

立は最終的には権力闘争へと発展し、

不良債権の増加と担保価

というかたちで政治的な混乱を招いた。

設されていた。そのため、英連邦大会
のため、英連邦大会く行っており、また、株式を融資の担

値の減少に直結する。こ

輸出の不振も貿易依存

に打撃を与えた。本来、

通貨の下落は輸出に有利

体経済を重視し、利下げを主張してい

したのに対し、マハティール首相は実鐙

レート安定のために高金利政策を実施

えていた。アンワール元副首相が為替

となく、国内経済を運営することを考

から、投機的な「市場」を気にするこ

マハティール首相は通貨危機の当初

が追い打ちを掛け、信用

れに政府の金利引き上げ

九八年九月のアンワール氏の解任、与
③究ィ究の縄》ンマ通
と研デ研員繼沖アす事

礁孵辨魏懸錘

ま易研塾科易ジマ業業研テァ旧

卿札》『》》》傘｝》饒坪誰峅蜂収縮が生じた。
谷》》辨膵砺醗赫評曄辨》同】餡度が高いマレーシア経済

喧鐸員藷露艫辮脹蜂読嶬
割奉職噸街葬圭吟而読鐸錘醗

以降は建設需要の低下が予測されてい
性下が予測されてい保とすることも多い。株価の下落は、

度の不振、②株価下落と信用収縮、③
卜落と信用収縮、③式市場から資金を引き上げ始めた。九

￣

株価と為替レート
4００

２

200

2５

た。しかし、利下げを行えば、為替

動に起因する実体経済の悪化よりも、

首相は、高金利や為替相場の大幅な変

が、上半期の段階で既に一・四％の成

資本移動を規制す

製ることであった。

二・・昨米国の経済学者ク
》ルーグマンは為替

：。よ
向、ロの

を大幅に上回る見込みである。輸出の

主力である半導体の市況が今後数年間

良好に推移すると予測されていること

当初、混乱が懸念された為替管理

価の大幅な調整などで世界経済が再び

ている。人民元の切り下げや米国の株

もマレーシア経済の見通しを明るくし

は、現在までのところ順調に機能して

このように見てくると、マレーシア

混乱することがなければ、マレーシア

三・八リンギという為替レートは他の

はＩＭＦの支援を受けることなく、独

いる。現地日系企業からも、為替の変

アジア通貨がドルに対して回復したこ

自のやり方で通貨危機を乗り切ったと

経済は輸出に支えられて順調な回復を

とによって、現在は相対的に割安に

言ってよいだろう。しかし、ＩＭＦの

動を気にせずに本業に専念できるとし

…“「今アジアで起

なっている。事務手続きの煩雑化な

支援を受け、それと引き替えに大規模

続けていくだろう。

冒．ホこっているような

ど、為替管理の維持には一定のコスト

な構造改革に着手した国々と比べて、

て肯定的な評価が聞かれた。｜ドルⅡ

嶢ヘ富．鋼ひどい状況に直面

が必要であるが、現在のところメリッ

マレーシアの経済回復は構造改革を

：⑥副

ａ

Ｍして問わねばな》ｂ

トの方が大きく、為替管理は当面存続

ｒ

－へ恩ａ

－一息。”ないのは、何と比

て、構造改革なしで景気を回復させる

伴っていないように思われる。はたし

０

。、屡州べてそれが悪いの
ａ

発表されたマレーシアの九九年第二四

答えは、「可能である」ということ

ｊ

ご扇Ｂか？ということ

半期のＧＤＰ成長率はプラス四二％

になるだろう。通貨危機は、様々な理

一へ（ロ

ことは可能だろうか？

導入に理解を示し

輌一扇鰄だ」と為替管理の

となり、五四半期ぶりにプラス成長を

②」（②

た。マハティール

景気は回復に向かっている。八月に

されるもとの考えられる。

一鮴雍鑪馳Ⅸ訓耶

ＧＤＰ成長率予測を一％としている

レートは下落し、経済は再び混乱して

為替管理の弊害の方が軽いと判断した

回復した。マレーシア政府は九九年の型

しまう。金融政策の自由、為替相場の

長を記録しており、通年では政府予測

５

改革無 き回復

と言える。

､、

￣

安定、自由な資本移動の三つを同時に
達成することはできないという一開放
経済のトリレンマ」にマレーシアは直

面していたのである。

この問題に対してマハティール首相

4５

が出した答えは、為替管理を導入し、
４

一コ

（』

恥

｡、

ミエ鵜へ汁入夛
へｊ

。

６

０

思想睡鐸

８

000

（＊）

lⅢⅡ

ていた為替レート

由から割高になっ

行っていないのだから、通貨危機前の

を約束するものではない。構造改革を

つつあった。

在する国へと移動せざるを得なくなり

化することは確実である。マレーシア

現在は景気の悪化によって労働の需

通貨危機前のマレーシア経済が直面

政府は、低賃金労働力に依存しない経

水準にまで経済が回復すれば、通貨危

る。経済システム

していた最大の問題は労働力不足で

済成長の実現に向けて、産業局度化への

が、急激に調整さ

の構造的問題は通

あった。マレーシアは日本の約九割ほ

挑戦を再び迫られることになるだろう。

給が緩和しているが、景気が本格的に

貨危機の遠因では

どの広さの国士を持つが、人口はわず

機前と同じ問題が顕在化してくること

あっても、直接的

か二○○○万人で、タイ（六○○○万

れたために引き起

な原因ではない。

人）やインドネシア（二億人）などの

回復してくれば労働力不足が再び顕在

たとえ、構造的な

周辺国と比較しても少ない。マレーシ

は想像に難くない。

改革を行ったから

アの失業率は九七年には二・五％にま

この国特有の「ブミプトラ政策（マ

こされたものであ

といって、それが

で低下しており、不法労働者を含めて

レー人優遇政策Ｅを経済成長とどの

労働力不足は、年率一○％を超える

レーシアが今回ＩＭＦに支援を求めな

題も未解決のまま残されている。マ

課題

短期的な景気回復

二○○万人ともいわれる大量の外国人

ように両立させていくのか、という問

良債権の処理さえ

賃金の高騰と、労働者が高賃金を求め

かった最大の理由は、実はこのブミプ

長期

をもたらすわけで

労働者が流入していた。

適切に行えば、構造改革なしでも景気

て次々と転職を重ねる「ジョブ・ホッ

トラ政策に手を着けられたくなかった

一

はない。逆に、不

回復は可能であると言える。

ピング」を生みだした。労働者の転職

はマレーシアから撤退し、中国やイン

なっていた。一部の労働集約的な企業

し、技術移転を妨げるひとつの要因と

の約六割、中国系が約三割、インド系

国家である。先住民のマレー系が人口

インド系の三民族を中心とした多民族

マレーシアは、マレー系、華人系、

景気回復
しかし、改革無き回復はマレーシア

ドネシアなど豊富な低賃金労働者が存

一

からである。

的
率は業種によっては月間一○％にも達

Statistics発表より作成

ｆ

□qir
経済が長期的に成長を続けられること

2５

マレーシアの実質ＧＤＰ成長率
マレーシアの経済事情

産品の生産と密接に関連したかたち

ンド系が流入した。植民地時代の一次

が、ゴムの採集を行う労働者としてイ

で、主に錫鉱山の労働者として華人系

的に他民族化したのは一九世紀以降

上げを目指すブミプトラ政策は一九七

なった。マレー人の経済的地位の引き

が必要であるとの認識を強めることに

人系の住民の所得格差の実質的な是正

民族融和のためにはマレー系住民と華

た。これを機に、マレーシア政府は、

レー人と豊かな華人の所得格差があっ

的に多いというのだ。

ている中小企業としては華人系が圧倒

数を占める。ビジネスとして取引をし

ティアとして行っているという声が多

企業との取引は、あくまでもボラン

協力している。しかし、マレー系中小

請を受けてマレー系中小企業の育成に

籍企業の多くは、マレーシア政府の要

マレーシアで操業している日系多国

で、現在の人種構成ができあがったの

○年に発表されて以来、今日までマ

を出した。暴動の背景には、貧しいマ

ブミプト

レーシアの経済・社会・政治システム

が約一割を占める。マレーシアが本格

である。

ラ政策が導

を支える大原則となっている。

数の犠牲者

起こり、多

民の衝突が

と華人系住

レー系住民

である。マ

た人種暴動

ルで発生し

ラルンプー

三日にクア

九年五月十

は、’九六

なったの

きっかけと

功しているとは言い難い状況にある。

を受け、マレー系中小企業の育成も成

の大企業は今回の通貨危機で大きな打撃

育成に務めてきた。しかし、マレー系

る政策を実施し、マレー系の中小企業

ント・プログラム（ＶＤＰ）と呼ばれ

きた。また、ベンダー・デベロップメ

などしてマレー系の大企業を育成して

ジェクトをマレー系企業に受注させる

企業を民営化したり、各種建設プロ

は、電力・電話・航空会社などの国営

優遇を受けている。マレーシア政府

可、資本保有比率など、あらゆる面で

マレー人は進学や就職、各種許認

果は明らかである。

レー人を対等に競争させたのでは、結

で暮らし、穏やかで多くを望まないマ

のような文化を持つ華人と、長く農村

会社の社長に納まっているという。こ

をはじめ、今では有名半導体製造装置

にも関わらず、その仲介からビジネス

だが……」。彼は、技術も資金もない

知っている。取引を仲介してもいいん

は対岸の町に良い部品会社があるのを

やってきて、こう言ったという。「私

クに乗った一人の漢方医が突然工場に

島で操業を開始してまもない頃、バイ

代前半、ある半導体メーカーがペナン

こんなエピソードがある。’九七○年

華人系の商売のうまさについては、

入される

技術開発センターの研修生（ペナン）

2６

マレーシアの経済事情

身に付かないと言うのもまた事実であ

の、競争力は実際の競争を通じてしか

競争ではとても勝てないとはいうもの

まっているということもある。対等な

て逆に企業家精神をスポイルしてし

い理由としては、保護することによっ

る側の富裕層にもかなりの数のマレー

人が暴動をおこしても、今では襲われ

ティール首相は言う。確かに、マレー

ブミプトラ政策の成果であるとマハ

する暴動は起きなかった。これこそ、

してもインドネシアのように華人に対

マレーシアでは、今回の通貨危機に際

プトラ政策を継続してきたのである。

して働く親に育てられた子は、マレー

た現在のマレーシアでサラリーマンと

大丈夫だろう」と言う。工業化を遂げ

では難しいが、その次の世代になれば

ある日系企業の社長は、「ヘマの世代

一つＯ

い限り、華人との格差は広がってしま

ことのできるマレー人企業家が増えな

待つのではなく、自らが富を生み出す

マレー系企業の育成がうまくいかな

る。保護を続ける限り、保護を必要と

人が含まれることになる。

系、華人系を問わず、それなりの資質

を備えた大人になるだろうと言うの

だ。マレーシアにとって最良のシナリ

マレーシア政府も、ブミプトラ政策

－つ。

を求められることは必至であっただる

を要請するとなれば、この部分の改革

る。もし、マレーシアが１ＭＦに支援

るのだから、効率は低下して当然であ

ブミプトラにより多くの資源を配分す

全く正しい。ビジネスの経験の乏しい

ストを国が負担できなくなるだろう。

高まるだろうし、ブミプトラ政策のコ

低下してくれば、分配をめぐる軋礫も

たからである。長期的に経済成長率が

て、国全体としてのパイが拡大してい

できたのは、順調な経済成長によっ

でマレーシアがブミプトラ政策を継続

を続けていけるとは限らない。これま

しかし、いつまでもブミプトラ政策

めぐるマハティール首相に対する評価

て何かをすべきだったと。通貨危機を

我々は、あの時、大きな混乱を覚悟し

持って振り返ることになるのだろう。

革無く乗り切ったことを後悔の念を

アの人々は、この通貨危機を大きな改

それができなかったとき、マレーシ

ろう。

がやがて必要なくなるというものであ

格差が縮小してゆき、ブミプトラ政策

加年後に

しない真のマレー系企業は生まれてこ
ないのかもしれない。

「ブミプトラ政策は市場メカーーズム
に基づく効率的な資源配分を歪めてい

のコストについては十分認識している

問題は、それまでに、真のマレー人の

は、二○年後まで保留にしておこう。

オは、教育と経験によって、民族間の

に違いない。しかし、そのコストを

企業家が育っているかどうかである。

一評価は

補って余りあるほどの政治的・社会的

政府の保護により富を分配されるのを

る」という経済学的観点からの主張は

メリットがあると考えるからこそブミ
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イサーソの人ロ
●神戸大学経済学部教授高橋眞’

ＬＩＢ，鈩

ｚ十十ケ
EnU

曰

イサーンは、面積と人口とも

域であるイサーンの経済と人口の関

である。本稿では、このような貧困地

たもつとも貧困で、経済的に後進地域

高床式の東北タイの農家

に全国の約三分の一を占め、ま

てよく使われている。

言外に含め

Ｄｉ７Ｄ

ｑＺ４上」ｊ一一一一一両膣

多い二喫一

蓬
は

①後進地域としての

Ⅱ

音Ⅲ

イサーン
タイでは、地方別に分けると、｜股

、
1

にンら部東
分．Ｉこに北
けク中分部
タイの地域区分
図

に四つの地方、すなわち中部、北部、

１０

｝
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かにし、開発途上地域の農村の経済と
地域の農村の経済と役割を担っている。そのため、家計収

係、そして最近のそれらの変化を明ら
それらの変化を明ら地域に比べてより一層農業が中心的な

ものであった。

や地域経済にとって不均衡をもたらす

た、人口が増加したときは、農家経済

ず二九九六年）、タイではもっとも

②イサーンの著しい

人口のひとつの典型を浮き彫りにして
型を浮き彫りにして入でみてもバンコクの三分に一に過ぎ
みたい。

タイの経済で特徴的なのは、人口で
徴的なのは、人口で貧困な地域となっている。さらに、農

は全国の約一五％に過ぎない首都であ
に過ぎない首都であ業の土地生産性も、他の地域と比べて

るバンコク大都市圏と、農業が依然重
圏と、農業が依然重『われる。このような不安定な条件で

どのリーディング産業によって担われ
産業によって担われ多く、士地の肥沃度が低いことがあげ

る。つまり製造業、金融、政府部門な
、金融、政府部門な雨季があり、しかもラテライト土壌が

占めるという地域経済の偏在性にあ
『経済の偏在性にあは、年によってかなり変動する乾季と

九○○万）が、国民総生産の約半分を
民総生産の約半分をが低いひとつの理由として、この地域

は、安価な医療技術や公衆衛生技術の

考えられている。とくに第二次大戦後

死亡率が徐々に低下したためであると

とも一九三○年代以降の人口増加は、

から増加していたようである。少なく

タイの人口は、十九世紀も終わる頃

自然増加

要なそのほかの地域という明確な地域
域という明確な地域は、かつての農民の最適な農業の生産

導入によって、明らかに死亡率が低下

るバンコクおよびその周辺部（人口約
その周辺部（人口約もっとも低い状態にある。土地生産性

は、施肥や他の投資を行わず、できる

である。
分業が大きな特色である。

ムで、生産性の高い中部の五

たり二六○～二八○キログラ

であった。最近でも１ライあ

も農業従事者が約六○％を占め、他の
六○％を占め、他のそのために生産性が低くなるのは当然

が人口増加を基本的にはゼロにする置

出生率が低下し始め、現在は、出生力

による家族計画政策の導入もあって、

ｌ）。しかし、一九七○年代以降、国

一九六○年代には三％を越えた（表

したが、その結果、年人口増加率は、

○○キログラム近い値に比べ

換水準まで低下しており、そう遠くな

中でも、イサーンの経済は、現在で
ンの経済は、現在でだけ自然の力を利用する生産であり、

て、依然生産性はもっとも低

い将来に人口減少と人口高齢化がもた

亡斬り訂い耐鰄川訓眺川で咄触鰄悩脈勿

らされるであろう。

いことには変わりがない。

このような貧困と低生産性
とは、イサーンの長い間のむ

一一一》了『》』》『》一
橋葬鈩霧澤騨藷劉匡冠岬詞

しろ常態であった。それはま

一員蜂聯騒騒な

●似観俘醗住

表１タイの地域別人ロ増加の推移
登録人口 (ＬＯＯＯ）

センサス人口（1,000）

1990年

1937年１９４７１９６０１９７０１９８０１９９０
全国
バンコク首都圏
中部
北部
東北部
南部

1995

５９，５５７

l４４６４

17,443

26,258

34,397

44,825

54,549

５６，３８４

Ｌ５７２

２，００５

３，２９３

４，５２９

６，６４４

８，５９０

８，６５６

８，９１９

２，８７５

３，４２３

４，９８３

６，０８２

７，７７９

9,369

９，８２５

１０，３０７

３，２２３

３６４３

５，７２６

7,489

９．０７４

10,584

１０，９８１

１１，９３２

４，９５２

６，２１０

８９９２

12,025

１５，６９９

19,038

１９，８１６

２０，６９４

１，８４２

２，１６１

３，２６２

４，２７２

５，６２８

６，９６６

７１１０６

７，７０６

人口増加率（06）
1937-47年’947-601960-701970-801980-90

の●●●■Ｄ

ｎＩＬｎｎｖｎ叩Ｕ再０５へｕＵ（、Ｕ

ｊＩＬ〈ⅡＵ・ＩＬＯＩＬ（、Ｕロー上

●●●■●●

０６９５９１

２２１１１２

０■■■●●

６８５９７８

２３２１２２

●ｃ●●●■

（０８、〆］、ⅢＵ（００〈】Ｕ｛Ｊ１

（叩／』旬くＵ（ソ今〔〉〆］｜の／』（叩〆』

Ｓ■■■ロ■

１８９５８２

３３２３２３

４９３９７２

●■●●００

１１１０１１

全国
バンコク首都圏
中部
北部
東北部
南部

1990-50

注）バンコク首都圏はバンコク都にナコーンパキム、ノンタブリ、パトムタニ、サムートプラカーン、サムートサ
コーンの周辺県を加えた地域ｃ登録人口は３年移動平均・
資料）ThailandNationalStaisticalOffice,StatisticalYearbookThailand,各年版。

1964-65年’974-761985-86１９９１1995-96

出生率（人口千対）
全国
バンコク都
中部
北部
東北部
南部
干艸仏宙

率の変化は全国と同じ傾向にあった

（表２）。第二次大戦後、とくに一九六

○年代から七○年代にかけて、出生率

の低下が遅かったために、一時自然増

加率がタイで一番高い時期があった。

その後出生率が低減していく過程で、

表２タイの地域別人口動態率の推移

42.2３５．６２３，９２０．２１７．９
３１．６１８．９１４．７１４．２
39.7

30.7２２４１７．６１５．６
P1
LI

43.7２８．１２１．６１７．８14.8
[ｌＣ
43.5４２．８２４．９２２８２００
[）〔
４０．９４０．６３１．２２５．８２４．０
「1

F1

L」

L｣

死亡率（人口千対）
｢q

Ｈ】

rｌ

【】

ｕロ▲ｕロ▲凹円ト公ＭＥ

千Ｍ北士宋垂

イサーンの自然増加率も低下したが、

現在ではバンコク大都市圏を除いた地

域の中では、増加率の差が縮小すると

ともに、南部よりも低い増加率に落ち

着いている。

このような長期間の高い自然増加率

lｉＣ
全国１０．９８６６．４５．９６．０
４．３３．８３．３３．９
バンコク都
Ｊ
10.4６．６５．８５．６5.8
中部
12.4９．９７．２６．７7.0
北部
fＭｉ
11.4９．８６．８６．３６．１
東北部
8.6１０．２７．０６．６６．７
南部
[ＬＬ

iinj比iＷＭ
L｣

r1
LI

資料）ThailandNationalStatistical Office，ReportTheSurveyofPopulation

Change・各年版。
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表３タイ地域別純移動数および転入転出総数
純移動数

ﾖ５５－６０足
1955-60年

転入総数転出総数

輸当
バンコク都中部北部東北部南部

４Ｌ

ｄｂｐ４１ｊｚ

－４１ ２０８
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－５ 047１４

zU6５，０４７１７，８５５２，９３５

票'一二器］

－１７ ８５５－１５ 1０２－２Ｌ１０６
－２ 935

画聖

}６５－７０王
1965-70年
バンコク都
中部

０

95,504

北部
東北部
南部

131,370６４，３２５

1５ 1０２－５，８２７

86,449133,092

２１ 106

66,01935,885

１８０ 353

827６３５５，７４６１

黒駕

25,796８５，６０５
25-ＲＦｉｑｌｎＲＲＲ

DＧ
83,358２１ 909４３，２２１２０，３７５

8３ ８５８

2４ ８

－２１ ，９０９

10

I悪'二二螢

17,790－３４５

4３ ２２１－ 1７ ２９０－１７，７９０
2０ 375

３

330 486

498３４５６，７０５１

］７５－８０王

－－￣￣=．

9.928
298,791129,928

17,290－３，４９８３１207,978288.34Ｆ
207,978288,348
0．Ｃ
120,031113,691

-i蒜:１

00.18
100,182185,188

５．７(］

4２６４７Ｈ２`174

99.6〔
29,042２２，２３３９９，６０２１９．５２３

￣二百ｍﾛｰ[~百画耐

鵲+丁鰐+，雛:
-991602-63,748-23,1201245
－２２，２３３-14,981
Ｊｕ６Ｃ

１７§

14,981６３ 748-233

172,211

5３．７４８

34.78

2３ 120－３，６１９
5１９１１０３．８
DＰ
509

F1
Ｌ｣

－８，３４５

376268.6P

－19,523２３３３，６１９８ 345 ’129,756
J８５－９０王

弧

３１

Ｆ－－‐Ｌ

■Ｊ

０９一

８２

１３

４６

４３

４２

４０８
５０９
７３２

【ハｑｗ［八

Ｊ

２０
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「１
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２２２
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ｑ４
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７
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６４１１

ユ３６Ｐ

注）□内は地域内移動数。

資料）渡辺真知子、1997年、５頁より計算。

帯員をその家の

は、増加する世

イサーンの農家

業が中心である

生産性の低い農

の中で、貧困で

連では考えにくく、農地拡大を求めた

のような農民の貧困と自然環境との関

性上昇による農業生産の増大は、前述

制が考えられる。イサーンでは、生産

そして一般に最後の手段として出生抑

業生産の増大、他地域への人口移動、

もっとも一般的であったのは土地開

移動とその後の都市の発展による移動

年まで、約二○

墾を求めた移動であった。農家が集団

中で養うことは

○万から約四○

で隣接する地域やより離れた地域に移

が一般的な選択となった。

○万へと倍増

動し、森林の開墾を行って新しい聚落

当然できなかっ

し、農家の中で

を形成した。このような移動が可能で

た。実際、全国

の人員増大は明

あったひとつの要因として、イサーン

③農村間の移動から

かであった。そ

ではかって人口密度が低く、多くの開

の労働力人口直

のような不均衡

墾可能な森林が残されていたことがあ

農村から都市への

を解決する手段

げられる。しかしこの開拓移動も、水

前の五’九歳人

としては、現実

田に適する未開の森林面積が次第に少

口が、’九三七

的には、土地拡

なくなるとともに、一九五○年代以降

移動とその限界

大あるいは生産

困難になる地域が増加していった。

年から一九六○

性上昇による農

3１

の経済発展とともに成長センターを担

る。とくに、一九六○年代以降、タイ

隔の農業地域や都市へ向かうことにな

人々の多くは、そこで永住

結果、バンコクへ移動した

の流入も著しかった。この

インフォーマルセクターへ

供給過剰になり、かれらの

賃金で単純労働力の市場は

としても、著しい人口増加の過程で低
著しい人口増加の過程で低

あった。バンコクの成長が著しかった

や技術も持たない単純労働者予備軍で

る農民の大部分は、学歴も専門的知識

サーンをはじめとする農村から移動す

以上の人々を要求した。ところがイ

ので、新規学卒者でもおもに中等教育

ある程度の技術や知識を必要とするも

うなフォーマル部門への労働需要は、

きる産業ではなかった。また、このよ

せた。このような中心都市に通勤可能

２）、地方での雇用を一定程度増大さ

レベルの中心都市の発展を促し（図

をもたらし、同時に県（○冒伺冒呉）

ン等の中心都市に成長センター的役割

は、イサーンにおいても、コーンヶー

方の開発に重点を置き始めた。これ

中的成長の弊害を軽減するために、地

済社会開発計画は、バンコクの一点集

一方この頃、タイの第三次以降の経

すます困難になった。

い農業だけで生計を維持することがま

割合も高くなり、相対的に生産性の低

た。同時に、市場で消費財を購入する

の生産投資も以前に比べて大きくなっ

業も一部では施肥や水管理などの農業

の農村部でも商品経済化がすすみ、農

比較的自給の割合の高かったイサーン

う首位都市として発展しつつあったバ

することは難しく、スラム

な地域では、増大する人口は、分割相

べてそれほど労働雇用の伸びを期待で

ンコクへの人口移動が活発になった

に一時的に居住するか、出

続によって親より少ない土地をもち、

もっとも、畑地を中心とした森林の開

（表３）。しかし、タイの経済成長を

稼ぎ的循環移動するかを大

農業だけでは生計がますます困難に

L｣

タイ東北部の主要都市
図２

墾は一九八○年代まで続いた。

担った産業、とくに製造業は、労働集

半は余儀なくされた（これ

なったので、通勤による兼業によって

r1

その後、農家の過剰人口は、より遠

約的な工業も含めて、生産の伸びに比

らの人口はバンコク都市圏

は、過剰人口は土地の分与とバンコク

中心都市への通勤が不可能な地域で

はじめて生計を支えることができた。
’九七○年代に入って、

れる）。

人口の二割に達するといわ

Ｉ

3２

イサーンの人ロ増加と経済

開墾された東北タイの稲作地

うに移動先で定住することが困難な性

以上のような人口移動は、上述のよ

な願望を強くもっていた。実際、イ

界を前にして、出生抑制を行う潜在的

が、前述のような土地や人口移動の限

自発的に得ていたようである。つま

格を持っており、タイの場合、過剰人

サーンよりも早く土地拡大の限界を迎

イ、日本などのアジア地域への出稼ぎ

口を吸収する決定的な解決策にはなら

えた北部や中部では、意識的出生抑制

り、この頃はイサーンの多くの農民

なかった。増加する人口に対して他の

による出生率低下がより早くみられ

が中心となった。

解決策を見いだすことが、イサーンの

た。同時に、バンコクのような先進国

このような状況で、タイ政府は、一

農民にとって突きつけられた課題で

ダムが建設され、灌概農業も行われる

九七○年に国主導の家族計画プログラ

的な生活様式の浸透による少子化への

ようになり、土地生産性が上昇した地

ムを導入し、強力に家族計画の普及を

あった。たしかに地域の再開発が行わ

域も出てきたが、イサーン全体からす

はかった。その結果、巧みな家族計画

願望も、次第に顕在化してきた。

ればまだ一部であった。そこで出てく

の普及もあったが、農民の出生抑制へ

れ、イサーンにも一部灌概等の多目的

るのが、過剰人口を出生抑制によって

の強い動機によって、家族計画は一気

ら多くの出稼ぎ者が海を渡った。これ

り、イサーンを中心とした貧困地域か

中心とした外国への出稼ぎが活発にな

代には行われていたが、イサーンでも

大都市バンコクではすでに一九六○年

タイにおける意識的な出生抑制は、

ｌ新しい人ロ転換

Ｒ）は、バンコクの一・三にははるか鋸

は、イサーンの合計特殊出生率（ＴＦ

（表２）、最近（’九九五’九六年）で

この結果、出生率は急激に低下し

なった。

を二人しか持たない割合が大部分に

年代後半に結婚した若い夫婦は、子供

に普及した。イサーンでも、一九八○

減らしていくという方策であった。

も中東の経済成長が一段落する一九八

農民の一部が出生抑制に関する情報を

④農村部の出生率低下

○年代後半から、台湾、香港、ブルネ

また、’九七○年代後半から、中東を

場への出稼ぎによって生計を立てた。

への出稼ぎ、あるいは南部や中部の農

蕊議i鍵鑿蕊鍵議蕊蕊;議蕊議議蕊i：

いかなくとも、ナコーンラーチャシー

これからイサーンにも、百万都市とは

発展との関連で、それらとバンコクと

マーやコーンケーンなどのいくつかの

川流域とベトナムおよびラオスの経済

・四まで低下している。このことは近

の中継点としての発展も予測される。

に及ばないものの、置換水準近くの二

い将来、若年人口が次第にその割合を

五○万都市がそう遠くない将来に生ま

ることになる。とくにイサーンでは、

であろう。従来のバンコク都市圏とそ

くに地方の経済開発がより重要になる

消される中で、タイではこのようにと

・福井捷雄「タイ国コラート高原の農
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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
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’
いま、世界各地で叫ばれている〃環境問題“も、人口の増加が大きな根本原因な

といっても過言ではありません。
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
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。

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

【､Ⅳ騨圃；認Ⅱ

Ｏ

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。

Ｎ・瀝頤ＲＩ魂躯愚歴

Ｏ

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

会ｈ⑳特里

１

(

Ｏ

人口問題は、二十一世紀の人類生存を左右する地球上の最も重要な課題となって

ｌ

願いいたします。
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援機関である国連人口基金（ＵＮＦ

題協議会会長が開会挨拶を述べ、後

が開催された。まず、明石康人口問

「世界人ロデー｜特別シンポジウム

京・曰比谷の日本プレスセンターで

減少し、また生活水準や公衆衛生が

などが手に入りやすくなり出生率が

高齢化が進んでいる。これは避妊具

も出生率が低下している地域が多く

ドが非常に速い。アジア全体をみて

亡率の低下により、高齢化のスピー

「日本は出生率の急激な低下と死

ＰＡ）のナフィス・サディック事務

改善された結果であり歓迎すべきこ

七月八日（木）午後一時半から東

局長のメッセージが代読された。

贈られる。今年は、加藤シヅエ・日

を対象として、「加藤シヅエ賞」が

践活動を行っている日本在住の女性

エンパワーメントの実現に向け、実

クテイブ・ライッの向上と、女性の

ロダクテイブ・ヘルス及びリプロダ

展途上国または日本国内女性のリプ

が長くなること。高齢化はよい結果

高齢者が心身共に健康に暮らす年数

しくなると予想される。もう一つは

に延び、男女の人口のギャップが激

性の高学歴化が進み女性の寿命が更

者の高学歴化が進むこと。特に、女

実質的に異なっている。一つは高齢

「未来の高齢化と現在の高齢化は

とである。」

本家族計画連盟会長が出席して、授

であるが、高齢化が急速に進むた

毎年、「世界人口デー」では、発

賞式が行われ、日本国内外の子ども

め、色々な問題を引き起こす。」

「それに加え少子化により親の面

買春・ポルノの問題解決のため広く

活動を行っている「ストップ子ども

会」と題し、米国ポピュレーション

「二十一世紀の少子・高齢化社

なっても働き口を確保しなく

負担が増えたため、老人に

年老いた親を支える子どもの

倒を見る子どもの数が減り、

カウンシル会長のリンダ・マーティ

てはならない。日本はどの国

買春の会」が受賞した。

ン会長が基調講演で、
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｢世界人ロデー」シンポジウム開く

ためリーダー的存在となってこの問題
て一」の問題

よりも速い速度で高齢化が進んでいる

ダーである日本と今後研究成果などを

要がある。国際レベルで高齢化のリー

女性に集中し、家族を創ろうと

高齢者の介護負担は家族、特に

層ｑ副》妻巨ャ一一用日川司山辞耳を塾えてしく、上
度の改善や、雇用政策を変えていく必ドで少子・高齢化が進む
ドで少子・高齢化が進む中で、

、列ノー’し・く

に取り組んで頂きたい」と述べた。
述べた。

する意欲と、維持する能力を奪

が多いため、高齢者の数も 世界一であ

「日本の少子・高齢化とジェンダー」

長士
事博
理夫
Ｐ俊

がある」と主張した。

最後に、〈７年四月に

ジョイセフ理事長に就

任した黒田俊夫博士が

る

り悲観的になってし

きな進歩であり、あま

「少子音向齢化は大変大

を

す

まってもいけない。ま

拶

の
〈雪
閉

の挨拶をした。

が必要である」と閉会

に対応する個々の努力

もいけないが、盲同齢化

た楽観的になりすぎて

挨

Ｊ

Ｏ

ｌの

Ｃ黒

Ｆ田

くそうという意識を高める必要

を社会が支え、ジェンダーをな

い取っている。今後、老人介護

交換しながら協力していきたい」と述

典．砂

Ｅ葱

パネルディスカッションでは「日本
では「日本
の少子・高齢化社会」と題し、三人の
し、三人の

パネリストがそれぞれ講演
・慶応義塾大学経済学部教
の少子・高齢化のトレンド
的要因」について説明し

「日本の人口高齢化の直接
因は出生率の低下である。

七○年以降の出生率の原因

ほとんど全て女性の晩婚化
ングル化によるものである

し少子化を食い止めようと・

ならば、家庭外のみならず」

のジェンダー関係を平等な．

左學金・上海社会科学院 副院長は中

（！

次に樋口恵子・東京家政大学教授は

麸痩

と題した講演の中で「日本は超スピー

国の高齢化問題について「 中国は人口

べた。

’、‘鐵嚥繍薑mRmm1蕊111麺99m匡本子
ポし

卜を充実させるしかない」 と述べた。

そのための政策を含めた社〈

日典

的の庭るもシ、九要。社が津
サと内会一谷

り、高齢化問題も深刻であ る。年金制
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会も家す。・は－的たと授。

ＡＰＤ

バキ

国際人ロ問

題議員懇談
会のメン
バーである

愛知和男・

衆議院議員
（自居を団

長に、武山
百合子・衆

成田発、北京経由で午後９時、イス

ラマバード着。

７［月汀曰（火）

パキスタン・

イスラマバードから四十分ほど離れ

バブード協会視察
由）、大渕絹

たラワルピンディーにあるバブード協

議院議員（自
子・参議院

アーメド事務局長が歓迎の挨拶を

会を視察。同協会は国連人口基金（Ｕ

し、「三十一一年間の地道な活動を行

議員（社

の四議員

い、資金不足などの困難を乗り越え成

ＮＦＰＡ）の事業として、母子のため

が、パキス

果を上げてきた。日本政府・ＵＮＦＰ

屋、松本惟

タンの首都

Ａからの支援がなかったらここまで成

の開発活動（教育・保健と人口・貧困

市ラホールを

果をあげることが出来なかった」と述

子・衆議院

パンジャブ州

べた。

緩和）を行うＮＧＯ（非政府団体）。

政府要人を表敬し、ＩＰＰＦとＵＮＦ

議員（民主

Ａ）後援で、七月二十六日（月）から

ＰＡや日本政府のフィールド事業を視

脇△写壬催』、宝一際家睦

七月三十一日（土）まで、日本国国会

察。過密なスケジュールをこなし帰国

国連人ロ基金

議員によるパキスタン・イスラム共和

した。

消を目的に、社会的弱者のための支援

同協会は社会・経済的発展、貧困解
国人ロ・開発事情視察が実施された。

詔

ＡＰＤＡの議員派遣／パキスタンを訪問

病院を作ろう」と提案し、同年、小児

病院、母子保健センター、イスラマ

バード病院、看護学校の四つの病院や

学校からなる組織”ＰＩＭＳ“が建設さ

れた。

クレンＰＩＭＳ会長が組織全体につ

いて説明。小児病院と母子保健セン

ターと看護学校は日本政府からの拠出

金により建設された。今年からスター

トした母子保健センターは、スタッフ

の数がまだ少ないため、ベッド数は一

二五床あるが五○床しか使われていな

い。小児病院では、看護婦不足のた

め、サービス供給より需要が上回って

練環境改善プログラムや、巡回サービ

の識字教育、農村教育としての技術訓

活動を行っている。初等教育から成人

ユニット（編物・刺繍・裁縫）などを

の経済・社会開発のための手工芸生産

のためのカウンセリング室、また女性

施設内では避妊手術室や女性・男性

き、母子保健センター主任アドバイ

レシＰＩＭＳ会長は述べた。引き続

またバイオの分野に力を入れたいとク

今後は、高技術の設備の維持・管理、

いるなど、数々の問題を抱えている。

スなど個別訪問を行い末端までのサービ

見学した。

見学した。

ザー（ＪＩＣＡ職員）の案内で施設を

ス提供を展開。

小児病院と母子保健センター
（Ｐ－ＭＳⅡパキスタン医療・科学組織）
一九八五年、ハク大統領が「小規模の数ある病院ではなく、一つの大きな
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ＵＮＦＰＡ事業を行うＮＧＯ・バブード協会を訪問

ハシュミ保健・人口福祉
大臣と握手を交わす愛知
和男団長

ジャベド・ハシュミ保健・
人口福祉大臣表敬
七月上旬に日本を訪れた際、今回の
視察団と参議院議員会館で会見をした

の保健・人口状況についてのブリー
フィングが行われた。

係についてパキスタンの立場を説明し

た。愛知団長は「パキスタンへの経済

制裁は思った以上に大きな影響を与え

てしまった。どのようなきっかけで経

済制裁を解除するのかが問題。ＪＩＣ

サジャード上院議長は訪日経験があ

日本へ帰国してからもっと力を入れる

消極的になっているときいているので

Ａなど経済制裁に関係ないものまでが

問は大変良い勉強になった。日パの友

り、「規律と勤勉を重んじた日本とパ

よう訴えたい」と述べた。

サジャード上院議長を
表敬訪問

好関係は非常に長く、今後引き続きご

キスタンの関係が更に拡大するよう

ハシュミ大臣と再会。大臣は「日本訪

支援をお願いします」と要請。大臣表

願っている」と挨拶。愛知団長は、

アピダ・フセイン

前社会福祉大臣宅訪問

言えば、教育を推進してきた。特に女

いう質問に、日本議員団は「長期的に

「パキスタンはようやく人口問題に焦

ファカル・イマーム氏を交え会談。

自宅に招かれ、フセイン前大臣の夫、

一行は、フセイン前社会福祉大臣の

性への教育に力を注いできた」と説明

点を当て活動し始めている。サービス

が行き届かなかったり、サービスの質

が悪いなどの問題がある」とパキスタ

ンの人口政策について説明。大渕議員

問題の状況について、また現在の安全

カンジュ大臣は、パキスタンの人口

思っている」という意見に続き、松本

の経済発展が主な要因ではないかと

因は、女性が働ける環境が出来た。こ

より一日本の人口増加が抑制された要

保障・核不拡散条約・核実験・印パ関

カンジュ外務担当
内務大臣を表敬訪問

した。

うに人口問題に対応してきたか？」と

ジャード上院議長から「日本はどのよ

係も大変重要である一と述べた。サ

「日パの友好関係は、政治家同士の関

敬後、人口省と保健省からパキスタン
｜｜』臣国産匡匡広因』区陸軍』匡匡Ｌ『

刊■■回■

｜］「｜唇房扁雷］］邑］

！。。、３Ｊ・‐ロー・ら・‐ＩｑＩｑⅡⅡ０００００８ロヨ

`0

ＡＰＤＡの議員派遣／パキスタンを訪問

役割を果たした」と説明。パキスタン

議員より「女性への教育が大変重要な
十九日、（《曰冨Ｚの葛如遵より）

力に感謝していると述べた。（七月二

イスラマバードか

ゴハール・アユフ・カーン
水利・電刀大臣宅にて昼食

回っており、フセイン前大臣は、初等

ら車で一時間半ほど

では女性の識字率が男性を大きく下

教育を男女共学にする法案を現在、提

のハリプールの町に

設立し、女性の社会

計画の支援によって

本政府の草の根無償

同センターは、日

センター

加藤女性

ランティアの活動家。

Ｏなどで積極的なボ

を有し、夫人はＮＧ

祉問題に多大な関心

た。同大臣は社会福

宅へ昼食に招待され

水利・電力大臣の自

あるアユブ・カーン

出していると説明した。

目脂．

シャリフ首相表敬
愛知和男（自民党対外経済協力特別
委員会委員長及び日パ友好議連代表幹
事）議員団長ら一行と久保田・日本国
大使が、シャリフ首相を表敬訪問。首
相から歓迎挨拶の後、日本がカシミー

ル問題解決に向けてインドを説得する
重要な役割を果たすことが出来ると強
調、国際社会における日本のイニシア

ティブに期待した。また、同首相は昨
年の核実験後から続いている日本の経

済制裁の解除を考慮してほしいと要

的地位の向上に向け

て活動を行ってい

る。このセンターの

4１

請。愛知団長は、パキスタンの安全保

障が脅かされていることに理解を示
し、シャリフ首相の地域の平和への努

女性議員（左から武山、大渕、松本各議員）と加藤女性センターで

教育を受けている女性たち

》》・》・・一・評■叩■■壹
庁』険‐

名称は日本の元国会議員であった加藤

シヅエ氏の名前を冠している。
同センターに到着後、楽器演奏と大

スムロパキスタン国会議長主催の夕食会
(左から松本議員、－人おいて大渕議員、スムロ国会議長、愛知議員、武山議員、久保田大使）

資金で建てられたのではなく、日本国

知団長が団員を紹介し、「日本政府の

対しての御礼の言葉が述べられた。愛

のスタッフの紹介と日本政府の支援に

トゥーラＩＰＰＦ会長から、センタ１

ることが出来ない。自分の能力をフル

帰っても働く場所がないし、外にも出

い施設で教育を受けても実際に村へ

ると、ある少女は「こんなにすばらし

「何が一番問題ですか？」と問いかけ

練を受けている少女達に、武山議員が

でセンター内を見学。性教育や技術訓

民の税金で賄われている」と説明。ま

に発揮できない」と訴えた。また、あ

きな拍手で歓迎を受ける。イナャ

た「日本へ帰国したら、加藤シヅエ氏

る少女は「ここへ来て、自信がつい

問題について意見交換をした。武山議

長・副会長・事務局長を表敬し、人口

行った。印パ関係について、愛知議員

ハックＰＭＬ副党首と再会し会談を

愛知団長は、女性議員と別行動で、

ツクＰＭＬ副党首表敬

いる」と語った。

である。曰パ友好関係を誇りに思って

日本は防衛費を必要としない幸運な国

きればもっと経済発展が出来るはず。

た」と目を輝かせていた。

や日本国民に報告したい」と語った。
イナヤトゥーラーＰＰＦ会長の案内

スムロ国会議長（ＰＰＧ
ＰＤ会長）・イクバルＰＰ
ＧＰＤ副会長・カーンＰ
ＰＧＰＤ事務局長表敬
女性一一一議員がＰＰＧＰＤ（人口と開

員が「カシミール・印パ関係など、

の理解を求め、日パ友好議連の活動を

発に関するパキスタン議員連盟）の会

色々な話しを聞き、また深い歴史背景

活発化していくことを話し合った。

五二％を防衛費に使っており、削減で

ムロＰＰＧＰＤ会長は「パキスタンは

を踏まえ理解が深まった」と述べ、ス

ノ、

Ｉ
轡
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ＡＰＤＡの議員派遣／パキスタンを訪問

へ移動。

７月四曰（木）

ラホールから車で三○分ほど離れた

せるなど、末端のサービスを行ってい

い、避妊手術についての認識を拡大さ

での過程について見学・カウンセリン鐙

戸灯は、女性が避妊手術を受けるま

ライウィンドゥで行われているＦＰＡ

リプロダクテイブ・ヘルス・サービス

を視察。地元の病院で避妊手術などの

る。

の人に避妊具や母子活動の提供を行

整している。巡回サービスで、農村部

を計画し、二省とＦＰＡＰが協力し調

を展開。保健省と人口省がプログラム

パンジャブ州議会議長を表敬

Ｐ（パキスタン家族計画協会）の事業

家族計画事情視察

(写真中央、パンジャブｿ'１１１議会議長）

イスラマバードからラホール

ライウィンドゥのＦＰＡＰ事業を視察

局長が歓迎の挨拶、スタッフの紹介、

ＰＡＰを訪問。フセインＦＰＡＰ事務

今回の視察の現地受入機関であるＦ

ＦＰＡＰ（パキスタン家
族計画協会）事務所訪問

女性を重視し、女性の社会的地位向上

維持を目標に活動を続けている。特に

行を促進し、社会指標改善および環境

画に対する関心を高め、家族計画の実

キスタン最大のＮＧＯとして、家族計

説明。

また日本政府への御礼の言葉を述べ

に力を入れている。

行うＬＨＷ（保健省の女性保健職員）
の女性達と面会した。

エラヒパンジャブ州議会

ＦＰＡＰは一九五三年に設立し、パ

た。ジャビーン主任オペレーティング

グ室や避妊手術室などをまわり、実際

議長表敬

オフィサーが、ＦＰＡＰの活動内容を

に村へ保健介護や家族計画サービスを

エラヒ議長はパキスタンの核実験・
カシミール問題について「インドと戦

足し、失業者が増加。そのため様々な

争にエスカレートしないよう様々な努
力をしている。日本へ帰国したら、な

いる。

保健省と人口福祉省が協力して行って

巡回サービス・家族計画普及員など、

いる。避妊サービス・男性避妊手術・

サービス・デリバリー事業を展開して

パンジャブ州人ロ福祉省

ジャブ州保健・人口福祉

ブリーフィング及びパン

ぜ核実験までに至ったか説明してほし

い」と述べた。愛知団長は、「今回の

視察で核実験に至ったいきさつを基本
的に理解したつもりである。経済制裁
解除は両国の共同作業になると思う」

の○・六％を占めているが、人口は世

グを受ける。パキスタンは世界の面積

タンの人口状況についてブリーフィン

パンジャブ州人口福祉省からパキス

年までに現在の二・三％の人口増加率

子化に向けて活動している。二○○三

連邦政府同様に人口議連を設立し、少

いて説明を受ける。パンジャブ州では

ら、パンジャブ州の人口政策などにつ

パンジャブ州保健・人口福祉大臣か

界の二・三％にも及ぶ。一九五○年以

から二％まで下げるのが目標。大渕議

大臣表敬

パンジャブ州議会議長主催で、日本

降、急激な人口増加を続け、学校・保

員より「男女別にカウンセリングを受

と語った。

レストラン「ＦＵＪＩＹＡＭＡ」で尽一

健サービス・住宅・水・土地などが不

エラヒパンジャブ州議会
議長主催昼食会

食会。

狸

ＡＰＤＡの議員派遣／パキスタンを訪問

家族計画プログラムス
タッフの訓練を受けて
いる女性たち

教育していけないのか？」という問い

けるのではなく、夫婦が一緒になって

のスタッフの訓練を行っている。

ＧＯ・家族計画プログラムの末端機関

リプロダクティブヘルスセンター・Ｎ

しい」と述べた。それに対し主席大臣

リサイクルを推進するなど努力してほ

問題を指摘し、「日本の教訓を生かし

る」と述べた。

送って、学ばせて頂くことも考えてい

投資家を探している。日本にチームを

ラムをラホールから始めるため、いま

上級アドバイザーが「ゴミ処理プログ

に、大臣は「古くからの習慣のため、
女性は自分の夫以外の男性と接しては

いけない。そのため男性のカウンセ

パンジャブ州主席大臣
公邸でパンジャブ州大
臣表敬

イザー

パンジャブ州主席大臣上級アドバ

行うべきであり、その方が安いコスト

題が起こる前に防止対策プログラムを

日本が一番協力できる分野であり、問

愛知議員から、潅概設備について、

パンジャブ州灌概・電力大臣

で済むと説明した。

■出席者

パンジャブ州森林・野生生物・水

ラホールからカラチへ移動。

産・青少年問題担当大臣

パンジャブ州保健・人口福祉大臣

カラチから成田へ出発。

田着。

マニラ経由で午後十二時四十分、成

パンジャブ州法務・議会問題大臣
パンジャブ州法務省次官
シャリフ首相の弟であるパンジャブ

州主席大臣が中国出張のため表敬不可
能となり四人の大臣と次官と主席大臣
上級アドバイザーと会談。

主席大臣上級アドバイザーが歓迎の
挨拶の後、核実験のいきさつを説明。

日本議員団から幅広い分野の質問が
あった。武山議員がパキスタンのゴミ

芋５

ラーだと夫婦で受けることが出来な

は訓見訓轄邦祉州ン続感し政よの慣改説

讓芙霧霊誇壹合竿萱引菖瀦ji雲妾宅宅ｕ
で同を域直連福ブパき゜実難口に化習、と

『ヨ

域人・ロゴ關睾莞園云至露圏丞函議

ていく上で重要な意義

を持つ会議となった。

会議には、日本、韓

国、中国をはじめとす

る東アジアの国々とモ

ンゴル国、
国、およびキルギスタン、タジ

家共同体）なら

ソ連邦の独立国家共同

ミトルクメニスタンなどの旧
モンゴル国会主催のＣＩＳ（独立国キスタン、

びに極東地域人
口開発国会議員

会衆

議議

衆議院議員の三名が参

同地域は、ソ連邦の

員艫加した。

員

中

華議院議員、松岡利勝・

松Ｄ議長、谷津義男・衆

蹄らは桜井新・ＡＦＰＰ

巍体諸国が参加し、さら
識にロシアがオブザー
艀バー参加した。日本か
会議が、モンゴ
ル国国会で八月
一日から三日間

開催された。こ

の会議は北アジ
ア地域で開かれ
たはじめてのＡ

魎籍崩壊で最も強い影響を
鯵酵受け、経済移行期の困
北渥難な問題に直面してい
酵軽る・国民一人当たりの
ＦＰＰＤ（人口

ラム）地域会議

ＧＮＰは低いが、社会

共同体や、モンゴル国などの人口と開

の崩壊を機に新たに独立した独立国家

ど、経済開発と社会開発がアンバラン

果、ほぼ完全な識字率を持っているな

主義時代に基礎教育の徹底を図った結

アジア》轡貝フォー

と開発に関する

であり、ソ連邦

発問題に関する国会議員活動を拡大し

4６

極東地域人口開発国会議員会議／ウランバートルで開く

桜井新ＡＦＰＰＤ議長
あいさつする

き上げつつあり、性行為感染症やＨＩ

の民営化、医薬品の不足が死亡率を引

低下し始めている。その一方で、医療

経済的な困難の影響を受け、出生率が

れていたが市場経済への移行に伴い、

ければ実現できない、と具体化への政

も具体的な行動のための意思決定がな

礎となると訴え、いかに会議を重ねて

頼が生まれ、この信頼が地域発展の基

を携えて取り組む事で、相互理解と信

共通の利益である人口・開発問題に手

重要だと述べた。さらに、この地域の

合した食料生産体制を確立することが

味で、国会議員の立場から各国国民の

が適合的であるとは限らない。その意

乏の時代となったときには、この原理

が、食料需要が食料生産を上回り、欠

期的利益の極大化を図るものである

由貿易の理論は、余剰を前提とし、短

指摘した。比較優位原則に基づいた自

ある中で新たな意味を持ってきた事を

論が、地球の扶養力の限界が迫りつつ

スな状態となっている。

Ｖ／ＡＩＤＳの拡大も危倶されてい

治的意思の重要性を訴えかけた。

社会主義政権下で人口増加策がとら

る。東南アジアの国々とは異なった人
会議では桜井新ＡＦＰＰＤ議長が基

リプロダクテイブ・ヘルス・ライッ、

の人口・開発の現状、セッション２鞄

同会議では、セッションー恥同地域

持った合理的な食料政策の枠組みが構

の持っている長期的視点と一貫性を

未来に責任を持つためにも、人口問題

口・開発問題を抱えていると一一一一口える。

調講演を行い、各地域の環境条件に適

築される必要があると述べた。

また松岡議員も、日本の食料政策に

セッション３》食料安全保障・人口と
持続可能な開発、セッション４叩ジェ

異なった状況にあるこの地域の現状

ついて与党の責任者としての立場か

期、セッション６恥ＡＰＤＡ（本協

を踏まえ、会議では多様性を尊重する

ンダーと人口に関連する政策の変化、

会）のスライド上映を行ったのち、ウ

形でウランバートル宣言が纏められ

ら、積極的な発言を行った。

ランバートル宣言の討議と採択が行わ

た。

セッション５ｍ思春期・青年期・老年

れた。

セッション３では谷津義男・衆議院
議員がリソースパーソンをつとめ、人

口問題と食料問題の関係について、二
百年を経て人口論を記したマルサスと

比較優位原則を発見したリカードの議

‘７

ｌｌＩＩＩＩＩＩｉ

ない規模にまで膨れ上がっている。特

にいる人口規模はかって経験した事の

本書のなかで、世界人口の動向がま

なっている。

界人口白書一九九九年版」が”世界人

カイロ国際人口・開発会議は画期的

に、思春期など、あと数年で子供を産

○万人もの人口が増加する一方で、先

なパラダイム変換を果たした。それ

だら模様となってきた事が強調されて

進国では人口増加率の停止、長期的に

は、数値目標で人口を抑制するのでは

口六○億人ｌ選択の時ｌ“と題して一

本年は十月十二日に世界人口が六○

見た場合の人口減少が深刻な問題に

なく、子供を産む存在としての女性が

んでいく世代の人口規模が極めて大き

億人を超えると予測され、人口問題を

なってきている。また、ＨＩＶ／ＡＩ

いる。最貧国においては激しい人口増

考える上で一つの大きな意味を持つ年

自己選択権を持つことで、または持つ

いのが特色である。

である。また本年は一九九四年にエジ

ＤＳの蔓延による死亡率の増加、旧共

ために社会的にも、身体的にもその力

九九九年九月二十二日に世界中で同時

プトのカイロで開かれた国際人口開発

産圏の国々の経済的困窮による出生の

加が続き、途上国を中心に年間七八○

会議から五年を経て、その評価のため

を向上させるという「女性のエンパ

てのリプロダクテイブ・ヘルスとリブ

低下や死亡率の増加、リプロダクテイ

ロダクティブ・ライッを徹底普及させ

ワーメント｜そして、男女双方の意識

しかしながら、世界的な規模で見れ

る事で人口問題を根本から解決すると

ブ・ヘルス環境の悪化などが深刻に

ば、人口増加の趨勢はかわらず、将来

いう、大きな変化が成し遂げられたの

の国連人口特別総会も開かれ、進捗状

の世界人口がどうなるかは”今“の選択

改革や性教育を含む包括的な概念とし

まえ作成されている。同書の構成は、

に委ねられている。現在、世界人口の

である。

況の評価や障害などが協議され、次の

第一章概要と序論、第二章人口変

半分は二十五歳以下の人口で、次の世

”今“、私たちが”選択の時“にいる事

なっている。

動と人々の選択、第三章リプロダク

代の親となる十五歳から二十四歳まで

がわかる。人口問題を解決するにはこ

作り上げた年でもある。

テイブ・ライッとリプロダクテイブ・

の年齢層に一○億人もの人口がいる。
達と人口問題を解決に導くために必要

世界人口が急増した結果、再生産年齢

○四から一・三一一一％まで低下したが、

口に、性教育を含む十分な教育、避妊

れから子供を産んでいくこの膨大な人

本年度の世界人口白書はこれらを踏

ヘルス、第四章パートナーシップと

現在、人口増加率が三十年前の二・

な分野をバランスよく網羅した構成に

この点から考えれば、まさしく

エンパワーメント、第五章資金の調

行動のための世界的なコンセンサスを

発表された。

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）の「世

１口■！

国連人ﾛ基金『世界人ロ白書1999年版 』
世界同時発表

`８

鰯

疑問をもたらしている。本書でも二○

できないのではないか、とこの数字に

界人口はこの低位推計以上増える事は

て一によれば、環境の制約によって世

ルド・ウオッチの「マルサスを超え

Ｖ感染を低下させるなどの現状に合わ

一九九○年当時の半分に減らす、ＨＩ

○五年までに女性と女児の非識字率を

年の国連人口特別総会をうけて、二○

本書はまざまざと示している。また本

なくして人類の福利はありえない事を

FAXO3-3235-7090

五○年には世界人口の四人に一人が水

TELO3-3268-5875

のた

人口問題に対する対処が失敗に終わ

保健会館新館

せた行動を呼びかけている。

を提供

り、環境上の制約で人口が増える事が

〒l62-O843東京都新宿区市ケ谷岩田町１－１０

不足に直面する事になると警告してい

し、それ

できないという事は、悲惨な環境被

制作財団法人家族計画国際協力財団法人（ジョイセフ）

めの

事が必須

害、戦争・内紛による死者、餓死者の

一選択の時一」

る。

「女性の

増加を意味し、我々の世界がかってな

日本語版

選択肢

エンパワーメント」を実現し、そして

い厳しい状況に置かれている事を意味
現在、世界の所得の不均衡は拡大

UmtedjVbltjo几ｓ

ＴｈｅＳｍＺｅＷｏ７ｊｄＰＯＰｕＺａｔｉｏ'21999,
PopⅢkztioﾉzFu"ｄ「ＵｌＶＦＰＡノ

孟県室兵士と旧疋吐ハナ

「リプロダクテイブ・ヘルスとリプロ

の面でも、十分に提供できるか否か

し、先進国においては過剰な消費が行

する。

が、将来の人口の趨勢を決めることに

われている一方、一○億人の人が基本

ダクテイブ・ライッ」を質の面でも量

なる。

る。途上国の四八億人の内、五分の三

的なニーズを満たす事ができないでい

界人口の現状はたいへん厳しいものが

は基本的衛生環境が整っていないとこ

増加率が低下したとはいっても、世
ある。二○五○年の人口は高位推計で

これらの世界的な問題のすべてが人

ろで生活している。

人、最も可能性の高い中位推計で八九

口問題を基本とし、人口問題への対応

4９

は一○七億人、低位推計では七三億
億人と推計されている。しかし、ワー

国連人口基金『1999年世界人口白書
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に功うすふぉｌらむ

猛スピードで進む少子高齢化
飢如鱸護鑑求められる国民的対応

》る。この現象をどうとらえ、どう対処したらよいのか。毎日新聞社

》弼一》拙》解密掛許忰》》糾辨葬聖挫一峠齊弄悸》》一一》鐸鐸睾》》

雰は人ロ問題調査会創立印周年を機に、各界の専門家５氏を招いて座

国
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善ニォ

ｌ毎日新聞の人口問題調査会
は、今年で創立加周年になりま

す。最初は人口抑制という問題意

・猛スピードの少子高齢化…印

・都・過去最低更新の出生…肥

・育児支援・７割が求める…閉

。「子供待とうと思わぬ」……閉

・女性４割、』拒婚は負担……帥

・少子乢爬対策に二千億円……腿

・結婚しても子供いらない…団
たく逆になって「少子化」が社会

・少子化対策費、効果疑問…舵

・ＯＤＡ・東アジア再生に…閃

・ＩＣＰＤ女性の人権尊重…船

・介護保険、見直し論噴出…“
という非常に低い数字になってお

・ＯＤＡ・経済改革支援……口

・年金．見えぬ将来負担……田

・世界人ロ、㈹億人に………加

・人ロ予測、卯年後の現実…、

原因、対応策を、いろいろな観点

・世界・加億人と米が発表…両

・かんがい用水不足で紛争…Ⅶ

？すは貧しい家に生れる……ね

。「避妊の勧め」は逆効果……ね
阿藤誠氏ｍ年代半ばに合計特

・家族こそ人間社会の基礎…ね
る「人口置き換え水準」（現在２．

殊出生率が、静止人口を可能にす

下さい。

態から見た少子化の流れをお話し

す。最初に阿藤さんから、人口動

からお話しいただきたいと思いま

きょうは、少子化の現状と、その

いて、対策に乗り出しています。

子化対策推進関係閣僚会議」を開

りまして、政府も５月肥曰に「少

供数）は１９９８年現在で１．羽

人の女性が一生の間に産む平均子

じのように、合計特殊出生率（｜

的な問題になっております。ご存

識から始まりましたが、今はまっ

叙じ
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にゅ－すふぉ－らむ

らどんどん下の方に離れるという

して、しかも人口置き換え水準か

れが、すでに四半世紀続いていま

肥人）を下回り始めたのです。そ

なりました。それが発表されたの

弱を下回って史上最低のｌ・訂に

特殊出生率は、船年の丙午のｌ・

とりわけ胡（平成元）年の合計

こると当然結婚も遅くなります。

急激に上がりました。未婚化が起

未婚率が、巧年から妬年にかけて

昇です。ｍ代、加代前半の女性の

250

Ｊ４'１９日日上

200

年そ
代れ

９０辺

厚生省「人口動態統計」各年版より

主な要因は

阿藤氏

翔蝋蝋溌騨iii

：え：

状況が続いています。

つまり長い間未婚でいて、ようや

１１

－‐Ｉｌ■■

Ｉ

5０

３
Ｈｕ」

２番目は「独身貴族仮説」で

ことがある。

らミスマッチが起こるとか、いう

ないとか、男女の家族観の違いか

男女の比率が違うので出会いが少

説」。地域的にあるいは職場的に

という「結婚市場機能不全仮

“結婚市場〃がうまく働いていない

つにまとめてみました。一つは、

られるんですが、私は、それを四

阿藤氏いくつかの仮説が考え

うかｃ

済的な背景で起きているのでしょ

を抑える傾向は、どういう社会経

ｌ未婚化や結婚しても子供数

きました。

いるということが、最近分かって

た人の出生率もやや下がり始めて

に入ると、未婚化に加えて結婚し

につながっているのです。加年代

婚化、晩産化という流れで少子化

産も遅くなる。つまり未婚化、晩

り続けて晩婚化する。同時に、出

く結婚しますから結婚年齢も上が

が加年で、卯年代に入ってから政

。
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未婚率の上

。弱・７％が核家族世帯……脚

・ＯＤＡ、人材・教育重視…Ⅲ

・コンドーム自販機が人気…巧

・イラク、幼児死亡率倍増…布

・インドの人口は相億人に…布

息鯉晴年齢、男女とも上昇…布

・引退、扣歳以上が合理的…万

・増加率０．四％どまり……沼

・ＯＤＡ、８年連続世界一…犯

・総人ロ１億２５８６万人…ね

・討論・急げ、少子化対策…別

・少干化対策は未来への責任肌

・子育てにお生宍討りの知恵…閉

・人ロ問題で国際会議………妬

・予算、少子高齢化に重点…妬

・晩婚化失華悉率上昇で加速…妬

。｜人っ子政策に住民抗議…妬

・百歳以上最多、八割女性…町

・少子化で変わる人ロ構造…師

・開歳以上は６人に１人……肥

・祖父母と同届望む…………閲

。｜人っ子で３億人以上抑制閉
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望む条件の全部は無理だから、｜

ないわけです。昔の親は「相手に

性に見えている先輩の女性たちの

女性も晩婚化しています。若い女

るわけではない。専業主婦志向の

ア志向の女性だけが晩婚化してい

椋野美智子氏必ずしもキャリ

持ちたい」ということとトレード

つぐらいはあきらめなさい」と

えなければ、その方向に人は動か

と、どんどん結婚を先延ばしす
・オフ（交換）の関係になってく

言ったものですよ（笑い）。それ

たい」とか、「セカンドハウスを

る。親元にできるだけ長くとど
るという見方です。

す。若者が独身生活を楽しもう

まって、家事・炊事・掃除・洗濯
もらって、自分の得た所得をレ
’１９４２年、東京生まれｃ東

―阿藤誠氏（あとう．まこと）

がつかない。

なりますから、なかなかふんぎり

が今では全部自分の判断と責任に

あるかもしれないけれども、家庭

性並みに働いている。やりがいが

働き方は、キャリアウーマンで男

はみんな専業主婦の母親にやって
ジャーに使って楽しもうという若

一京大学大学院修士課程修了、
一課程修了、厚生省人口問題研

｜米国ミシガン大学大学院博士

を味わってきた人たちなんです。

いうような働き方。そうでなけれ

との両立なんてとてもしんどいと

者が増えている。

三つ目は「女性の社会進出仮

トだと。これは両立するけれど

ば、家庭と両立する働き方はパー

今の若者はいろいろなぜいたく

説」です。女性の経済的な力がつ

ですから、｜結婚した時に、こう

させてもらえないし、長く働いて

も、なかなか責任をもった仕事を

いう楽しみがなくなるんじゃない
か」という不安があるｃ周りを見

一究所所長。現在、国立社会保

回すと、独身のままかっこよく楽

一障・人口問題研究所副所長

ティー・コスト（機会費用）を高

不況になれば真っ先にクビを切ら

も賃金はそんなに変わらないし、

き始めたということが、いわゆる

めているという考え方です。オポ

しんでいる人のいい面だけが目に

結婚・出産・育児のオポチラー

チュニティー・コストの高いもの

一１９３５年、東京生まれ。一

｜岩男寿美子氏（いわお・すみこ）一

を見つけて専業主婦になりたいと

んなことをするよりは、いい男性

す。

局、晩婚化が進んでいくわけで

なかなか見つかりませんから、結

夫を望む。しかし、そんな男性は

しあえて、家事に協力してくれる

る。さらに自分と話ができ、理解

るだけの高い収入を相手に求め

る。捨てても、快適な生活が出来

わけですから、自分の収入を捨て

考えるわけです。専業主婦になる

椋野さんはどう思われますか。

ｌ厚生白書をお書きになった

Ｆ・’１‐１１１１－ＩＩｌＩＩＩＩ０ＩＩＩ００Ｉ１ＩＩ－ＩＩＩｌＩ」

｜現在、慶応大学名誉教授、武一
一蔵工業大学教授、男女共同参一
一画審議会会長、少子化への対一
一応を考える有識者会議座長一

一了。慶応大学新聞研究所教授。｜

一エール大学大学院博士課程修一

れる。どちらの働き方も嫌だ。そ

入るわけです。

借寸

はだれも買わない。だから結婚し
ない、出産をしないという考え方
につながるんですｃ

・四つ目は「子ども消費財仮説」

です。かって子供は家の宝だっ
ｌ女性の立場から話を伺いた

た。ところが、今日では、子供は

家業を継ぐわけでもなく、老後の

いと思います。岩男さんは少子化

岩男寿美子氏結婚とか子供を

保障にもならなくなってきてい

産むということが、選択肢の一つ

の原因をどのようにお考えです

いまや”消費財化“しているんで

る。しかも子供の教育に大変年数

す。３人目の子供を持つかどうか

に過ぎなくなった。つまり独身よ

か。

が「いや、２人にしておいて、も

りも結婚の方がよほど魅力的に見

とお金がかかる。つまり、子供が

うちょっと豊かな消費生活を送り
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すふお－らむ
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Ｉ医師会の立場から、小池さ
んいかがですか。

小池噸一郎氏独身女性はマニ

キュアをきれいに塗って、いいハ
ンドバッグを持ってさっそうと歩
いている。だけど、苦労して子育

てをしているお母さんは特売のハ
ンドバッグで、指も洗剤で荒れて
ｌそれでは、経済同友会の立

きゃならないと思いました。

て、これをなんとか変えていかな

意見をいうことには、ためらいが

こに国や社会が圧力をかけて強い

一応大学法学部卒、富士銀行取

－１９３２年、東京生まれ。慶

｜伊藤建彦氏（いとう・たけひこ）

会がうまくいってないから、少子’

見方があると思う。一つは、「社

私は少子化については、二つの

あるわけです。

一締役一三－ヨーク支店長、１

がもし成り立つならば、当然、社

化が起きているのだ」という説明

一一一・チャーム株式会社副社長ｃ’

だ」と思われるのは、実感として

に、「もう次の子供はたくさん

うな身の上を比較していくうち

てもどうにもならない、というよ

現時点の生活を楽しみたい、それ

じたものがありました。一つは、

ポン』を見ておりまして、三つ感

ＮＨＫスペシャル『少子社会ニッ

伊藤建彦氏先ごろ放送された

たが、基本的に少子化は非常に問

’ひととおりお話を伺いまし

は、その結果として２０５０年の

来る、人口減少社会が来る。で

に少子化が進むと、超高齢社会が

なか分かりづらいんですね。確か

場から伊藤さんのご意見は？

よく分かる。

を壊したくないという価値観。そ

題であるという共通の認識がある

経済がどうなるかなんて、これを

ガサガサになってマニキュアつけ

子供を育てる楽しみを忘れて、

ういう個の主張は強いのですが、

ように思いますが、改めてなぜ問

一ｌｌｌ－ＩｌｌＩＩＩＩＩＩｌ０００ＩＩＩＩｌｌｌｌｌＩｌｌＩＩＩｌ』

う一つの、個人の選択の結果とし

て少子化が社会的な問題を引き起

こしているのだという点は、なか

人しても、とても魅力のある出会

状況で育てられたお子さん方が成

ている。こういうように不安定な

ような、情けない状況になってき

れて、塾に行き、エリート校に入

だと思います。教育ママに育てら

共通しているのは、挫折感のなさ

あの番組をリードしていた男女に

しくなっていること。三つ目は、

終わって、将来の夢が、非常に乏

二つ目は、右肩上がりの経済が

ディンクス（子供のいない共働き

の自由だと。シングルであれ、

を選考しようが、それは個人個人

いえば、どういうライフスタイル

もあるわけです。人権的視点から

いるんだという思いが、どうして

ういうライフスタイルを選択して

い問いなんです。いまの若者がそ

うになることでしょう。

るかというと、日本人がトキのよ

子化の日本の遠い将来に何が起こ

中国からもらうことになった。少

いたトキがいなくなってしまい、

思います。つまり佐渡にあれだけ

い象徴的なことが起こっていると

岩男氏いまとても分かりやす

予測することは大変難しい。

いなんて難しいのじやないかと思

り、いい職業に就いて、挫折感を

阿藤氏それは、なかなか難し

があり得るわけです。ところがも

焦りと、閉そく感と、脱落感の中

集団社会の中における個の主張や

題なのでしょうか。

会として改善していくという立場

で子育てをするから、子供の資質

抑制が欠落しているんじゃないか

一現在、同社特別顧問、経済同一

も低下してきて、大学に入った学

と感じました。

一友会少子・高齢化問題委員会一
一委員

生に高校の課程を補習するという

います（笑い）。

経験していない。まさに「ひ弱い

それはひとつの選択なんだと。そ

夫婦）であれ、｜人っ子であれ、

り強調されますが、すでに起こつ

実は少子化の影響で経済面ばか
エリート」という感じがしまし

5３

伊藤氏

子化の影響で児童書のマーケット

なっているそうです。これは、少

いい本がすでにたくさん絶版に

影響です。たとえば、子供の本で

優位の中で子供が十分に管理され

ですから過保護で、家庭でも大人

児の現状を見ますと、少数の子供

むしろ子供の資質が問題です。育

小池氏出生率もそうですが、

要なのではないですか。

個人に働きかけていくことが、必

卜にして、政府、自治体、企業、

少子化と高齢化の問題をワンセッ

作っていく必要があると思います。

男女の問題を考えられる文化風土を

か。小さいころから、おおらかに

関係を象徴しているんじゃない

が小さくなって、採算がとれない
ながら育つわけです。広い公園と

よ》っということであれば、やはり

から、出版社も出さないのです。

か野原もないですから、子供は家

るようなことになるのじやないかｃ

また、子供神輿が成り立たなく
の中に閉じこもり、親の好みの

ている大事なことは、文化面での

なっている。担ぐ子供がいなくな

「趣味的育児」が行われる。そうい

社会の実現を確かなものにするこ

あらゆる場における男女共同参画

と、家庭と地域の問題が基本で、

細に述べられています。働き方

を」を柱とした提言にも非常に詳

者会議の「働き方「｜と一家庭に夢

岩男氏具体的な対策は、有識

れば、当然お神輿がお蔵入りする

う状況で育てられた子供は、自立

部こし

わけです。子供の遊びも、バラエ

椋野氏対策の柱は、男女の役

とに尽きると思います。

椋野氏少子化は経済面と社会

でいるのが問題。企業の立場から

ピードで、少子化と高齢化が進ん

伊藤氏世界に例を見ないス

参加しました。両校の２人の秀才

の有力大学の学生がコンテストに

科大学（ＭｌＴ）と日本の理工系

まして、米国マサチューセッツエ

ロボット・コンテストをやってい

阿藤氏あるテレビの番組で、

地域活動にも参加できるような働

ダメです。男性がもっと家庭にも

そういう働き方をしてくれないと

つことができるためには、男性が

性が家庭でも職場でもゆとりを持

になると思うんです。つまり、女

が出来ず、自分の家庭も作れない。

面の影響があると思います。経済

見ると、労働人口の減少だけな

き方が望ましい。長時間職場にい
る方がいいというような、職場の

ティーが減ってきているわけで

割分業の見直し、いい換えれば男

面は労働力の供給が減少します

ら、外国人労働者を入れてもいい

ロボット秀才は母親が出てきまし

がテレビに出たのですが、日本の

ような職場でなくなっていくこ

都合を最優先する人が評価される

一方、期待にそえず、落ちこぼ

し、需要も当然人口減少で減って

し、企業自体が海外に出て行って

て、「いや、うちの子は勉強は心

と。そうなれば、女性も子育てを

女共同参画社会を作るということ

いくので、経済成長が低下しま

も解決できるでしょう。怖いのは

配ない。だけど、ぜんぜん女っ気

楽しむゆとりを持てるし、もっと

す。地方へ行くと、じっはもっと

ｌこの辺で少子化対策を具体

す。それから高齢化に伴う社会保

同友会の提言でも指摘しているよ

がなくて彼女がいない」と心配す

父親が家庭に入ってくれば子育て

れていく子供もあり、登校拒否と

障の負担、両方相まって手取り所

うに、少干化が進めば個人の価値

るわけです。片やＭＩＴの学生は

ひどく、文化的生活をするための

得が低迷してしまう。社会面で

観と社会インフラのギャップか

彼女を連れて日本に来ているわけ

や家庭のあり方も変わっていく

的にお話し下さい。

は、家族の変化、子供の健全な成

ら、社会的な活力の急速な減退と

です。この差がいまの日本の男女

ります。

長への影響、それからもう一つ、

しょう。そのスピードを緩めさせ

ろいろな問題を起している。

nm-j十

社会のゆがみが加速することで

か、学級崩壊とか、非行とか、い

必要

過疎高齢化といわれている地域

基本的なサービスが提供できなく

年金

が、全国の大多数の地域で出現す

なるほど人口が減っている所があ

子育て

5‘

し、結果として、結婚も増え、出

生率も上がっていくんだろうと思
うんです。

ｌ医師会でも少子化対策を具

体的に提言されていますが、小池
さん、切り札的な対策はありませ
んか。

小池氏私見ですが、子育てを

、ＩＩ

ｌ企業の立場で伊藤さんはど

職機会に恵まれない子育ての終っ

ていない。保育所をどんどん民営

蕊輿偲調

採用も増やしました。お客様の相

化し、保育時間の弾力化などの改

た女性市場に着目し、女性の中途
談やクレームに対する品質保証部

たが、卯年代に再び下がり出した

善点は多々あるようです。少子化

男女共同参画型社会に向けた変

のは、不況で補助金がカットされ

やお客様相談室の中心は、育児経

革は企業にとってもプラスだと気

たのが一因と言われています。

と高齢化のスピードに対策が追い

伊藤氏現在三一・チャームで

づき、トップダウンで行うことが

験を持つ中途採用の女性です。

算」をする。子供が私立学校に行

は仕事でも給料でも男女は対等で

大切です。育児休業の制度を手厚

つかないのが現状です。スウェー

けば１人２０００万円かかり、３

すが、旧年余り前は男性優位の普

一椋野美智子氏（むくの．みちこ）

「私の経験では、こんなふうに…

人産まれたら６０００万円かかる

通の会社でした。たまたま男性よ

くしても、それが取りやすい風土

’１９５６年、大分県生まれ。

デンでは長い年数をかけた官民一

わけですから、年金に加算してあ

り女性の方が優秀な人材が採用で

がなければ、「仏造って魂入れ

…」という一言には説得力があり

げれば老後が保障されるわけです

き、これを活用しなければ損だと

ず」でしょう。当社では女性の１

報化・地域政策推進室長、平

｜東京大学法学部卒。厚生省情

体の諸施策で出生率は回復しまし

から、失意のうちに後半の人生を

企業トップが気づいたのです。優

割強が結婚したり、育児を両立さ

成皿年版厚生白書「少子社会

ます。

送らなくてすむ。ご婦人に「子育

秀で勝ち気な女性を採用して能力

せており、産前・産後休暇や育児

を考える」を執筆。現在、日

のような対策をお考えですか。

て年金加算一をすれば、安心して

発揮の場を与えるとともに、男性

休業制度を使って張りきって復職

本社会事業大学教授

なさったご婦人に「子育て年金加

子供を産むことが出来ましょう。

管理職の意識変革も狙って小さな

している女性がかなりいます。結

会臨時委員、同省公衆衛生審

助教授、厚生省中央薬事審議

京医科大学大学院修了、同大

１９３１年、東京生まれ。東

性の制服廃止なども効果があり、

りました。「さん」付け運動や女

て堂々と説明することが普通にな

若い女子社員でも担当商品につい

法瓶からお茶を入れて飲む半面、

で、極端な出生率の低下に歯止め

会全体に大きな影響を与えるの

急速な人口減少や高齢化は、社

だ。少子化の進展は、女性の意識

化を和らげるための方策が必要

をかけ、将来予想される急激な変

経済同友会少子・高齢化問題
委員会の提言

婚が大きな退職理由になっていま

成功例を積み重ねました。

小池願一郎氏

議会委員、日本小児科学会理

お客様向け新製品発表会では女子

経営会議でも社長以下自分で魔

事、エイズ予防財団理事。現

社員が主役となりました。

（こいけ・きいちろう）

在、日本医師会常任理事

すばらしい能力を持ちながら復
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るｃ少子化対策は小手先にとどま

いついていないことに起因してい

やライフスタイルに社会規範が追

企業・部門・職種からまず着手す

として、できることから、可能な

週一を設けるのも有効だ。突破口

えば、育児休業期間中に「パパの

う意識を社員に広めるべきだ。例

外子差別の撤廃も必要だ。

う。夫婦別姓選択制度の導入や婚

なり、結婚・出産につながるだろ

知されれば、共同生活への契機と

用していくべきだ。

ネットワークを作り、積極的に活

は限界がある。近隣・親族による

より、家族だけの子育てや教育に

②核家族や共働き家庭の増加に

らず、真の男女共同参画社会の実
る。

だ。同せい・事実婚が社会的に認

現に向けて、社会システム全体を

少子化への対応を考える
有識者会議の提言

見直すべきだ。

⑤企業の子育て支援のための一厘
用環境整備を国が支援し、企業の

◆仕事と子育てが両立し得旦雇用
環境の実現
負担を軽減する。

◆民間活力推進による多様な子育

①フレックスタイム制度を拡大

観論はふさわしくない。

活力低下が懸念される。安易な楽

し、在宅勤務制度や長期休暇制度
て支援システムの整備

さを味わうことが困難な社会的、

③出生率上昇のために女性が家

長へのマイナス効果や地域社会の

を導入する。中途採用の拡大や契

①公立保育所の民営化を促進

経済的要因がある。これを取り除

庭に戻ればよいと考えるのは非現

規模の縮小などを通じて、経済成

約社員・短時間雇用者を積極的に

し、乳児保育、延長保育、一時保

き、家庭や子育てに夢を持つこと

実的。女性の就労機会を制限する

現在の日本には若い男女が家庭

活用する。転勤については本人の

育など社会の必要に応じてさまざ

ができ、それを実現できる社会と

を築き、子育てをする喜びや楽し

事情を配慮する。

まな保育サービスを効率的に提供

するための環境整備が必要だ。日

②女性の能力を積極的に育て、
する。

活用し、優秀な人材確保のチャン

②保育サービス購入券制度を導

本では、すべての国民が能力と個

◆働き方に関する環境整備

ことは不合理だ。

スを広げる。プロ意識と能力を持

入し、保育施設への補助から利用

①男女の固定的な性別役割分業

つ女性が増えれば、子育てを理由

を見直し、職場優先の企業風土を

性を発揮できる男女共同参画社会
の実現が求められている。子育て

者への補助へ転換する。

③国は子育て支援策に重点的な

是正する。

ど職場での仕事と育児の両立を支

②育児休業や育児時間の保障な

は社会全体で支えていかなければ
◆少子化対策の基本的な留意点

ならない。

に退職した場合、企業の損失にな
るため、子育て支援対策の必要性

④保育所を地域の子育て支援セ

財政配分を行う。

③会社に長時間いることが仕事

ンターとし、｜保育ママ制度」や

も自ずと高まる。

熱心だと評価される風潮を変える

間を削減する。

援。就業者全体の職場への拘束時

①結婚や出産は当事者の自由な

選択にゆだねられるものであり、

ベビーシッターを普及させる。

い。

社会が個人に押し付けてはいけな

べきだ。無駄な勤務時間を減らせ

用

◆家族観再考とネットワークの活
①結婚の形態にこだわるよりも

②少子化が進めば、労働力人口

ば、家族と過ごす時間を増やすこ

④育児休業制度を定着させるた

「男女が共に生きる」ことを尊重

の減少と高齢者比率の上昇や市場

労働市場を実現する。

不利にならないよう再就業できる

③出産・育児のため退職しても

めに、企業トップが率先して「男

し、自然な男女関係を築くべき

とができる。

性も子育ての時間を持てる一とい
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④企業の育児支援の取り組みを
勧奨・評価する仕組みを設ける。
◆家庭、地域、教育のあり方に関
する環境整備

①家庭では男女の役割分担を見
直し、家事や育児への男女共同参

るこ

②内閣に閣僚レベルの取り組み

体制を整備し、国が行うべき対策
を推進する。

①子供と家庭に対する育胆

◆日本医師会が実施すべき対塞

援、とくに心の健康作り、体汽

り、保健・医療と福祉、教育上

統合的サービスについて指導力完

②地域では子育てを社会全体で
に進行している。この結果、高齢

日本では少子化と高齢化が同時

設定する。日本には約ｎ万組の不

適用範囲を拡大し、適正な点数を

③不妊治療に対する保険医療の

所嘱託医を推薦し、乳幼児の保峰

②乳幼児健全育成一時預かｈ

め、各医師会員の実践を支援す》

支援するという国民的合意を確立

者を支えるための現役世代の経済

妊治療対象者がいると推定され、

一一一一［

する。

的負担は極めて大きくなる。過疎

◇その他の対策

管理を充実させる。

］罠△五

③若い世代や社会全体に対し、

地域では基礎的な住民福祉サービ

不妊治療成功例による出生率は⑪

画を推進する。

男女共同参画の重要性、子育ての

スも提供できなくなる恐れがあ

すこやかな成長発達ができない恐

付する。

円、償還期間応年の割引国債を交

で延長する。

②学童保育の対象を小学６圧

する。

①子供の急病看護休暇を制麿

③地域医師会が幼稚園医や得

域医師会として支援する。

業（病児保育デイサービス）左

大切さや楽しさを知らせ、体験さ

を軽減する。

せる。

れがある。国の存立にも関わる少

④出産１人に対し、額面印万

⑤学歴偏重を改め、知育に偏ら

子化の進行を止めるための対策を

るため、社会性がはぐくまれず、

ない体験学習を通じて生きる力を

◆政府に対する要望事項

提言する。

制度整う北欧
出生率高く

身につけさせるご奨学金を拡充

①児童手当の支給要件を現行の

から１９６０年代にかけてベビ

⑥子育ての経済的負担を社会的

国連人口推計（別表）による

ブームが起こったが、帥年代の

３歳未満から義務教育年限の胆歳

と、先進国と東アジア、東南アジ

ばから出生率が一斉に低下し

まで延長し、所得制限を撤廃す

アの国々では合計特殊出生率が人

め、帥年代、帥年代を通じて低

に支援する税制や社会保障制度の

口置換水準の２・肥～２．帥を下回

を続けている。

る。支給額は一律１万円とする。
の補助を行い、被用者保険の自己

り、少子化の進行を裏付けてい

②喧歳までの医療費自己負担分

①総理大臣の下に各界関係者で

負担分ｌ入院２割、外来３割

◆少子化対策の推進体制

構成する「国民会議」を置き、職

る。

は、子供を持つかどうかは個人

戦後、フランスを除く先進国

ｌをゼロに、国保の自己負担分

欧米先進諸国では第二次大戦後

場、家庭、地域、学校でこの提言

犀迩
３割をゼロにして、家計への負担

あり方を検討する。

できる環境を整える。

し、旧歳になったら経済的に自立

要の多い子育てサービスを提供。

④都市部の低年齢児保育など需

万人に達する可能性がある。

弓ＴＯ

る。子供たち同士の交流機会も減

二へ

を実行してもらうよう働きかけ

５７

則

家族の意思にゆだねるべきで、国

ＩＬＯ（国際労働機関）が昨

巧年には世界で初めて両親を対

た独自の育児休業制度を設けてい

がある。全日休暇は子供の生後旧

と勤務時間を短縮できる部分休暇

の内容は国によって大きく異な

導入が始まっているが、育児制度

Ｕ）として共通の社会保障制度の

ヨーロッパでは、欧州連合（Ｅ

る企業もある。

に対して有給の出産休暇を認め、

る。「制度が整備されている北欧．

れた。両親の休暇には、全日休暇

意図をぼかした形で、育児の社会
その３分の１の国ではｕ週以上の

力月まで、部分休暇は子供が８歳

象にした一「両親休暇法」が制定さ

化、男性参加を促す制度が推進さ
出産休暇をとれる。また、別力国

ているｃ

南欧は出生率が低い一と指摘され

れてきた。しかし、こうした政策

それぞれに４週間が割り当てら

は出生率が高く、立ち遅れている

れ、残りはどちらがとってもよい。

で取れる。全日休暇の場合、父母

世界で最も早く高齢化が進んだ

フランスでは、育児休業は最長

未満まで、または小学１年終了ま

スウェーデンでは、男性の育児参

３年まで認められ、第２子以降の

以上が女性勤労者に育児休暇を認

的になっている。帥年代初めのス

加や育児の社会化が早くから行わ

子供が３歳になるまで育児手当が

めている。

ウェーデンでは合計特殊出生率が

れている。脚年には育児休暇中の

努力が出生率の上昇に実際に結び

急上昇して２．０を超え、世界の

両親に手当を支給する「両親手当

オーストリア１．４l
ハンガリーＬ３７

日本Ｌ４３

ポルトガルＬ３７

番港Ｌ３２
ロシア１．３４

ギリシャＬ２８
ブルガリアＬ２３
ドイツ１．３Ｏ

職期間を従業員に与える
キャリア・ブレーク制度

先進国で最も遅れてい

の無給休暇がとれる。ま

蝉後１年間に限り、皿週間

“休暇法により、実子や養
：子の生後または養子縁組

ぬる米国では、家族・医療

計
椎

“親もいる。

識を利用して育児に当たる
８

制度はないが、各企業が無給の体

スペイン１．１５

出生率1.06
過去最低更新

都の人ﾛ動態統計

した。

ポイント下がり、過去最低を更新

だった。前年からさらに○・○一

平均は一・三八）で、全国最低

合計特殊出生率は一・○六（全国

一生の間に生む子どもの数を示す

年報」を発表した。一人の女性が

都内人口の動きを示す「動態統計

都衛生局は一日、一九九八年の

Ⅲ

（毎日新聞一九九九・七・｜）

【生長恵理】

で減少に転じた。

支給される。

も℃

スウェーデン１．５７
ベルギー１．５５
キューハ１．５５
カーナダＬ５５
Ｌ５３
ポーランド
オランダ１．５O
スイス１．４７

英国では出産休暇が蛆週間あ

制度」が新設された。両親手当が

シンガポールＬ６８

出るのは４５０日間で、最初の３

韓国Ｌ６５

各国の家族政策の中で、育児休

注目を集めたが、後半は経済不振

つくかどうかは、専門家の論議の

よると、約８割の国が女性勤労者

ルーマニアＬ１７

年、１５３カ国から集めた報告に

イタリア１．２０
チェコ１．１９

や政府が介入すべきではないとの

フランスＬ７１

考えが支配的になり、出生促進の

英国Ｌ７２

Ｌ７３
ﾌｨﾝランド
デンマークＬ７２

り、焔歳以下（在学中であれば四

オーストラリア１．７O
タイ１．７４

業、育児手当、税控除などは、子

中国１．８Ｏ

歳未満）の子供の扶養家庭に育児

Ｌ８５
ノルウェー
ユーゴスラビア１．８４

６０日間は日割り年間所得の帥％

アイルランド1.0Ｏ

供を持つことを支援する施策とい

米国１．０O

手当が支給される。公的育児休業

ニュージーランド２．０１

なる。

マケドニア２．０６

を支給、続皇恥日間は定額支給と

朝鮮民ギキ義人民共和国２．０５

えるが、一般的な有給・無給休暇

スリランカ２.１０
アイスランド２．１０

を利用して育児に当たる親もいる。

1995年～2000年の各国の
合計特殊出生率予測

兜

空’一・塁・’０口

ニエハー十Ｉ折、

旦睾翻介ｇｂ兀一
。ｍＪ曽

なっている。

出産した母親を年齢別にみる

と、三十歳未満が前年に比べ千人
減った反面、三十歳以上が二千人
増え、全体の五一・六％を占め
た。

体的・精神的負担を訴える人が目

立った。男性は教育費などの経済

かった。

的理由を挙げた人が卯％で最も多

対策に関しては「結婚や出産を

阻む社会経済的・心理的要因を取

り除く環境整備一を求める人が師

％と多く、｜結婚や出産そのもの

を奨励すべきだ」と答えた人は四

ての経済的負担を軽減するため、

％にとどまった。巧％の人が子育

弱％、女性弱％と関心の低さが浮

がなくなる蛆鼎▽教育費などに金

るなど、懸念が広がっていること

る。

社会的支援を行うよう求めてい

総理府は３日、少子化に関する

き彫りとなった。「結婚したら子

がかかる、体力や根気がいる各如

がうかがえる。

一方、社会への影響について

初の世論調査結果を発表した。８

供を持つべきだ」と答えた人は全

％▽思ったように働けない亜％１

印加銅印

割以上の人が子供を持つべきだと

体の開％以上に上ったが、男性は

「子供待とうと

（毎日新聞一九九九・七・四）

【行友弥】

で若い人の負担が増える一を挙げ

は、全体の的％が「社会保障など

回答しながらも、女性の間で仕事

１の順で、仕事と育児の両立に肉

を下回り、特に加代はね％と最低

卯歳以上の各世代で８～９割だっ

対して社会的支援を求めているこ

だった。

女５０００人を対象に面接方式で
行われ、３５３０人が回答した。

％にとどまり、「楽しい時とつら

る時の方が多い」と答えたのは５

上は結婚しても子供を持つべきだ

十八’三十九歳の女性の二割以

なっていることが）淳き彫りになっ

消極的なことが少子化の一因に

査一で、若い世代の女性が出産に

子育ての楽しさ、つらさを女性

回収率はⅦ％・

い時が同じくらい」と答えた人を

とは思わないｌ・総理府が三日

思わぬ」２割

少子化に「関心がある」と答え

合わせると羽附。その理由を複数

に聞いたところ、「つらいと感じ

た人は既婚男性が市％、既婚女性

た。子育てへの社会的支援策とし

総理府
釘の少子化
世論調査
発表した「少子化に関する世論調

調査は今年２月、旧歳以上の男

とがわかった。

と育児の両寸一が難しいことへの不

ｇｏ

18~3嘘女性

たのに対し、女性は全世代で男性

三寸十士と一一天正

（朝日新聞一九九九・七・四）

割が求める

む）

％

満が強く、７割以上の人は育児に

つくき」８割超す

塵婚したら子砺蒔ﾗﾌﾏ害I盲]~Z署７[~言う〔ﾜﾗ霄晤
１００

囮
回答で聞いたところ、自由な時間

｜＿-－

ワ

が布％と高い一方、未婚では男性

5９
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は仕事と育児などの両立に悩んで

中で、男性は経済的な不安、女性

で二一・八％に達した。「結婚に

いる姿も浮かび上がった。

結婚生活で感じる負担として男

ては未婚女性の四四・八％が「夫

％）、女性は一家事」（三八・八

性は「経済的負担」（六八・九

（日本経済新聞一九九九・七・四）

は、男女とも既婚者では九○％前

五％）を挙げた人の割合がそれぞ

％）、「仕事と家庭の両立」（三七・

喜びや希望を感じる」と答えた人

後と高かった反面、｜感じない」

婦とも大いに働ける環境の整備」
は単純な結婚・出産の奨励より
と答えた人は未婚者で二四％前後

を挙げた。総理府は「少子化対策
も、女性が仕事と家庭を両立でき
だった。

子供は欲しいけど
「働ける環境を」

女性４割、結婚は負担

１１１１

調査」で分かった。また、４人に

が発表した「少子化に関する世論

を超えていることが３日、総理府

回答率は七○・六％・

に、面接で行われた。有効

以上の男女五千人を対象

権は少子化対策を重要課題の一つ

社会的支援を求めている。小渕政

ような環境の整備をはじめとする

性五八・四％であるのに対し、五

二十九歳では男性四九・二％、女

は年齢が上がるほど高く、十八’

たのは合わせて七二・一％・関心

関心がある」「多少ある」と答え

また、結婚に負担を感じている

％、女性七二・四％にとどまった。

三十上蔵未満の層では、男性七七・｜

そう思う」と回答。ただ、肝心の

「そう思う」「どちらかといえば

か」との質問には、八四・五％が

少子化について「とても

と位置付け、８日に閣議決定す

十歳代では男性七八・五％、女性

３人は、女性が育児中でも働ける

る。平成ｎ年度第１次補正予算案

性は四○・三％と高率で、子供を

男性は三一・六％なのに対し、女

に一駅前保育所」の設置支援費な

「結婚したら子供を持つべき

八一・○％にのぼった。
上する予定だが、さらなる対応を

ど２０００億円の緊急対策費を計

１１１

れ高かった。雇用情勢が悪化する

るような環境づくりこそ求められ
ている」と分析している。

調査は二月に全国の十八歳以上
の男女五千人を対象に面接方式で
だった。総理府の少子化に関する

実施、有効回収率は七○・六％

圏

少子化が深刻さを増す中で、８

「結婚したら子供を持つべき

世論調査は初めて。

割以上が一結婚したら子供を持つ

Ｆ１ｆ」Ｆ１ｆＬ

１３４５

瞬鑪蹴職聯

総理府が世論調査で少子

だ」との考えに全体の八四・五％

めてで、今年二月、十八歳

化問題を取り上げたのは初

迫られそうだ。

が一そう思う」と答えたが、女性

べきだ」と考えているものの、結

￣蕊騒騒蕊麺V；

婚に負担を感じている女性は４割

礒議i蕊霞議議礒i繭i恵；

男女男女男女男女
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で「そう思わない」十八’二十九

０２０％４０６０８０１００

歳で一一○・二％、一一一十’三十九歳
結婚した;ら子供を持つべきがｉｌｊ｛

6０

すさ お－らむ
こゆ

女性の多くは負担を感じる理由と

持つ女性では四○・八％だった。
現金給付」（二七・九％）を訴えた。

減」（三一一一・四％）「児童手当など

整備’一（三六・八％）「税負担の軽

厚生省は二○五○年に日本の人

して一「家事の負担」と「仕事と家
口は約一億人と現在の七割程度に

庭の両立が困難」を挙げている。

一方、少子化が進むことで「社

減り、十五歳未満の子供は約一三
二％に達すると試算しており、今

％で、六十五歳以上の高齢者が三

く、「結婚や出産を阻む経済・心
回の調査結果について「若いほど

（六九・二％）を心配する人が多
理的な要因を取り除く環境整備が
結婚観など考え方が多様化してお

会保障負担など若者の負担増加」

必要」（五六・八％）との考えが各

り、少子化は行政だけで解決でき

（産経新聞一九九九・七・四）

いえる」と指摘している。

る問題ではなくなってきていると

年代とも強い。

七五・五％が社会的支援の必要
性を指摘し、具体的には「育児中

の夫婦が大いに働けるような環境

４０～49

圭欝圏

男性では「そう思わない」が⑬．

０％、女性は六十歳代以上の五倍

近い加・２％。女性は三十歳代で

一方、子育ての楽しさとつらさ

もｎ．８％だった。

を聞いたところ、「楽しいと感じ

「楽しいと感じるときとつらいと

るときの方が多い一が別・９％、

感じるときが同じぐらい」が羽．

１％、「つらいと感じるときの方

が多い」が４．４％だった。

このうち、｜同じぐらい」「つら

どうつらいか複数回答で聞くと、

いときが多い」と回答した人に、

男女五千人を対象に実施し、三千

女性は「自分の自由な時間がなく

が、結婚しても必ずしも子どもを

三十歳代までの女性の卯％以上

心理面での負担や仕事との関係を

理由が多かったのに対し、女性は

育ての負担感では、男性に経済的

う思わない」は皿・４％だった。

えばそう思わない」を含めた「そ

が別・５％を占め、「どちらかとい

そう思う」を含めて一そう思う」

え方に対し、「どちらかといえば

ら子どもをもつべきだ」という考

調査結果によると、「結婚した

けない」を挙げた人も、女性は別

まった。「自分が思ったように働

ポイントも低い四・９％にとど

がなくなる一は、女性より四・８

女性がトップに挙げた「自由時間

かかる」（蛆・６％）が最も多く、

たｃ男性は「将来の教育にお金が

なる」（但・７％）が最も多かっ

持つべきだとは考えていないこと

挙げており、子どもを持つことへ

歳代以上では、「そう思わない」

も帥％以上が一子どもを持つべき

国民意識調査をしたのは、今回が

政府が少子化について本格的な

の割合が増え、十八’二十九歳の

下がるにつれ、一そう思わない」

に過ぎなかった。しかし、年齢が

だ」が最も多く、十八’二十九歳

「子育てより仕事を優先すべき

いては、男女とも六十歳以上は

子育てに関する男性の役割につ

９％にとどまった。

・８％だったのに対して男性は皿．

が三日、総理府が発表した「少子

のためらいに男女の間で微妙にず

だ」と考えており、世代間の意識

初めて。今年二月に十八歳以上の

年齢別、男女別で見ると、六十

化に関する世論調査「｜で明らかに

れがあることも分かった。

わ・６％だった。

五百三十人が回答した。回答率は

に対する否定的回答

「結婚したら子どもをもつべきだ」

30～3９

なった。六十歳代以上では男女と

結婚しても子供いらない

ぱ

年鑑

は男性で３．３％、女性で４．６％

Ｆ１別代以下女性２割超す

７８～２

の差が浮き彫りになっている。子

6Ｊ

四

は、「仕事と子育ての両立を図る

ように努めるべきだ―が男性（蛆
・１％）、女性（羽・７％）とも最

2000億円

｢保育所」待機
解消に重点

少子化対策費実効性に疑問

ＦＩＩ民間活力で効率運用を

保育士が増えないことには保育の

拡充につながらず、待機児は減ら

ない。

保育所の運営費は利用者と地方

円は少子化対策費が占める。｜緊

年度以降の運営費は今回全く考慮

ち。たとえ施設建設をしても、来

おびえる自治体は出費を渋りが

自治体が負担するが、財政危機に

近く国会で審議が始まる五千億

いう目的とあまり結びつかない施

で繰り越すことができる。限度額

万人以上の都道府県は七千万円、

的判断で盛り込まれた。だが、厚

る。待機児が一人もいない自治体

して全市町村にくまなく配分され

の都市部なのに、今回は交付金Ｌ

次に保育所不足はほんの一握ｈ

費を投じる対策の割には実効性に

にまでなぜ金がまわるのか。さっ

女性が第一に求めるのは「仕事と

歳から二歳の低年齢児。母親が産

二○％。その待機児の六五％は塞

待機児を抱える市町村は全国の

ぱり分からない。

ある。具体的には保育所の増設

これにこたえようというのが今

十人以上の低年齢待機児がいるの

増えてくる。緊急度が最も高い五

就労女性の広がりとともに今後上

で保育所への需要が多いからだ。
回の対策費。送迎に便利な駅前保

休や育休明けで仕事に復帰するの

育ステーションや駅近くの保育所

にすぎない。横浜、大阪、堺、川

は百十六市町村。全国の三・五“

だ。いま全国で認可保育所に入れ

の設置をはじめ保育所や幼稚園で

どだ。こうした地区でこそ交付全

崎、名古屋の各市や東京の区部左

さらに対象保育所は、公立と好

が使われるべきだろう。

コーナーなどが対象になる。保育

費を含めた運営費には使えない。

断して使う。だが、保育所の人件

責任を負う地方自治体が事業を判

の設備整備、公共施設での育児

ない待機児が六万人もいる。

家庭を両立させる環境の整備」で

子育てに欠かせない施策として

疑問が多い。

生省の保育関係予算の約半分の巨

い公明党の強い後押しがあり政治

されていない。

急雇用・産業競争力強化対策」と

を預かる「保育ママ」制度の拡充
など、市町村や民間が行う少子化
対策事業を対象に交付される。

市町村への配分金額は、保育所
への入所を待機させられている児
童数、小学校入学前の児童数に応
じて限度額を設ける。市町村は九
九年度中に消化し切れない場合、

た九九年度補正予算案に、自民、

の最高は横浜市の約六十億円。

基金を設置して二○○一年度末ま

自由、公明の三党が合意した「少

約二千億円が盛り込まれた。全市

五百万人未満の府県は五千万円を

都道府県に対しても、人口五百

町村に最低一千万円を保障し、親

限度額に、広報活動を対象に交付

子化対策臨時特例交付金」として

が希望しても子供を保育所に入れ

する。厚生省によると、保育所へ
の入所を待機させられている児童
は、認可保育所に限っても全国で

約四万人に達している。

（読売新聞一九九九・七・八）

策だが、福祉重視をアピールした

円超の補正予算案のうち約二千億

囮

られないケースの解消に重点を置
いたのが特徴だ。

交付金は、市町村の申請に基づ
き、駅周辺のビルなどを活用する

駅前保育所の設置、事業所内の保
育施設の整備、主婦などが乳幼児

Ｖ■－柏リベグ、〆Ｖ､’､二萬二、ｸﾞも宍角ヘグ、／､二、〆、

も多かった。

（読売新聞一九九九・七・四）

曝覇雪霊塞團
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少子化対策に

政府が八日午前の閣議で決定し

囮
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会社が経営する認可外保育所は対

会福祉法人の認可施設だけ。株式
きだが、効果第一で扱うべきだろ

われるこの少子化対策。いわくつ

で、公明党案が日の目を見たとい

（日本経済新聞一九九九・七・九）

編集委員浅川川澄一

〈ＯＤＡ中期政竺畢栞の要点〉

し、中長期的な経済成長に

▼東アジア各国を重点地域と

つながる構造改革を支援

成、金融システム強化、法

▼技術移転やすそ野産業の育

制度などの改革を支援

を集めた保育所の起業などを奨励

保育経験者や看護婦資格者など

急がれる。

用を図るには、民間活力の導入が

でもある・限られた予算の効率運

低下傾向の続く同地域向け援助の

重点地域と明記し、八○年代から

らかになった。東アジアを援助の

指針となるＯＤＡ中期政策案が明

五年間（九九二○○三年度）の

政府開発援助（ＯＤＡ）の今後

日本のＯＤＡの地域別配分の推

援助の効率性向上も目指している。

携する包括的アプローチも提唱、

や非政府組織（ＮＧＯ）などと連

再生を最優先に掲げている。民間

一連の金融危機を踏まえ、アジア

政府は三百億祓超の新宮沢構想の

アジア各国への資金支援として

「金融や法制」構造改革促す

ＯＤＡ・東アジア再生に重点

》つＣ

象とならない。来春からは、株式
会社に認可保育所への参入が認め

られるのに、タッチの差で間に合
わない。

そもそも運営費をあまりにも手

厚く公立保育所に注ぎ込んできた

すれば、新規雇用も期待できるは

割合を高めるのが柱。援助対象も

移（支出ベース）は、八○年に全

下で日本輸出入銀行融資や各国債

結果が、待機児を生み出した一因

ず。横浜市では、同市独自の基準

インフラ整備優先を改め、新宮沢

体の四八二％を占めていた東ア

券への保証を実施している。中期
中期政策はアジ

に落ち込んだ。

復に役立つ支援を充実させる。

し、アジア各国の中期的な成長回

政策はこの構想との提携を重視

げた。インフラ整備にとどまら

の金融システム強化、商法など各

ず、ソフト面の重要性に着目した

アの経済再生は

の援助を再度て

極めて重要」と

こ入れする方針

内容で、援助を受けた国が資金を

ネット（安全網）の基盤作りを挙

を打ち出した。

種経済制度、社会的セーフティー

まえ、「東アジ

鱸’

強調、同地域へ

具体的な課題では、アジア各国

ア金融危機を踏

評価のプロセスの改善

事前調査、実施監視、事後

▼援助の適正な実施を確保。

的アプローチ」に取り組む

団体と役割分担する「包括

に達していれば、こうした株式会

構想と連動し、金融部門の強化な

ジア向けが九七年には二九・四％
〒には二九・四％

▼国際機関、民間部門、援助

社を含めて多額の助成を始めてい

ど構造改革支援を重視する内容。

囚趨
;￣

る。

この一横浜方式」と呼ぶ認可外
保育所の活用策は、規制緩和の先

取りだ。待機児数が全国一の悩め
る自治体ならではの打開策だが、

立派なお手本であるｃ公立から民
営に、次は企業への門戸開放とい
う運営主体の切り替えが、政策と
して迫られている。

日米防衛協力のための指針（ガ
イドライン）関連法と引き換え

６３

すふお－らむ
こゆ

経済・社会開発に充てるよう義務
付けたセクター・プログラム・

ローン（円借款）などの拡充を想
定している。

｜方、民間部門などとの協力を

柱とする包括的アプローチを唱え

政構造改革を契機に取りやめた。

一九九九・七・十一）

（日本経済新聞

選挙控え見直し論噴出

困鬮臘魎問題山積、実施は目前

するよう

求める厚

本医師

生省や日

コミなど

会、マス

の声に押

される形

巴､卜｡EODI⑭■｡｡｣｡

ては困る一

のか。永田町の論理に巻き込まれ

「来年四月に本当に実施できる

制度審議会の総会では、委員から

にある総理府で開かれた社会保障

六月十七日、首相官邸の向かい

めた。し

は影を潜杣蝋蕊序…；………ｉ科

をやめるとか、家族に現金給付を

「選挙を念頭に保険料を取るの

険四月実施の延期・大幅見直し論

与党内で渦巻き始めていた介護保

る。四月実施の見返りに何らかの

かし、新たな問題が浮上してい
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どは支援措置 を検討

一定の介護サ・ 一ビスが提供できる基盤
ができ、問題 点の是正ができるまで保
険料徴収を廷 期する。費用は公共事業
削減で確保
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制度開始時の '保険料Iま全国一律2,500
円として３年 間据え置き低所得者の

惇R全劉．希IlEE |料の減魚措層に十分配慮

ら効率性という「質」重視への流
れを鮮明にした。途上国間のいわ

への不満が相次いだ。

i臼田Z2鹸角片隅ｿ罰識Ｒｎ部田域観饒

まかない、残りは四十歳以上の人

県と市町村が一二・五％ずつ）で

要な年間四兆円余りの費用は、五
○％を公費（国が二五％、都道府

所したりしてもらおうという制度
だ（図参照）。スタート時点で必

数いる病院（療養型病床群）へ入

別養護老人ホームや介護職員が多

ホームヘルパーを派遣したり、特

必要」と認定されたお年寄りに、

になって「介護や家事への支援が

介護保険は、寝たきりや痴ほう

●核家族化も背景

のだ。

財政上の措置を追加しろ、という

くるのはおかしい」

認めるという話が今になって出て

予定通り来f鳫 ４月p'ら実施｡保険料抑
制のため療養ｉ 型病床群の数に歯止めを
か'六極端な‘ 保険料格差が出る場合な

それから一カ月。予定通り実施

ゆる「南南協力」の支援による援

最近、ＯＤＡの実施段階で援助
受け入れ国の汚職事件が相次いで
いることに関しては、各プロジェ

予定通り来年‘
会保険方式かＩ
には消費税を【

旧剛》ロ

ＬＰ一佃關

国△■酷

露国目四A塞騨白負目旬転餌騨強

クトの事前調査、実施段階での監

視、事後の評価をそれぞれ徹底
し、援助プロセス全体の見直しを

中期政策は関係省庁の協議を経

約束した。

保険料と公ｾﾞﾐｊ
予定通り来年
市町村格差の｜
緩和を検討中

ヨニ剖酵沁麺▲▽閂ロム山皆

当面'よ、在宅； 介護は保険料、施設介護
は税金を主体， とし、早急に見直しに向
けて検討を進’ ぬる

’

て七月末にも公表する。九二年の
ＯＤＡ大綱を踏まえた政府の援助

方針となる。これまでの中期方針
は第五次目標（九三－九七年、七

百億－七百五十億が）のように援
助額の目標を設定していたが、財

群RRRG鮮碩R同訟R2R曲辨且群

助の節減効果も期待している。

上国に流入しないとＯＤＡの効果
ためだ。ＯＤＡの「量」の拡大か

い財政事情に加え、民間資金が途

たのは、ＯＤＡ予算をめぐる厳し

2025

1993年２０００２０１０

－■1-..-..ｂＳＧ.｡｡L▲｡■.O0UII●OII.●?■｡､■P-UP.●P￣I｡Pf●.■いり､P｡?●.｡.｡=ＩｏＳＳ■･s

で延期論》鍍珂、刺‐側到刎皿Ｍ－｝〈

議灘適繍灘鍵鵜繍
;(万人）（厚生省推計）

を相殺してしまうとの判断がある
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國互
r党の立場

“

にゅ-すふぉ－らむ

族化が進むため介護をする家族も

まれている（グラフ参照）。核家

年には五百二十万人に上ると見込

齢化が、ピークに達する二○二五

約十万人のペースで増え続け、高

寄りを介護保険の対象に移すこと

め長期間病院に入院しているお年

宅で介護を受けることが難しいた

えることが必要、などと説明・自

護を社会全体で支える仕組みに変

て、これまで家族が担ってきた介

になっているためで、費用の高い

が介護サービスにかける費用の総
額に応じて保険料を決める仕組み

村によって異なる（注）。市町村

の保険料は、保険を運営する市町

一方、六十五歳以上のお年寄り

から集める保険料を充てることに
この仕組みを定めた介護保険法
は、’九九七年十二月に当時与党
だった自民、社民、さきがけ三党
六十五歳以上、という例が増える

病院や特別養護老人ホームなどに

なっている。

の賛成で成立した鰯

で、膨れ上がる一方の老人医療費

政府は介護保険の必要性につい

と予想されている。

支凹

ＴＴ上

年前の今年十月から始ま

介護認定」の手続きは、半

要かどうかを審査する一要

ら実施されるが、介護が必

新制度は来年四月一日か

と違い、介護保険は介護の必要性

れでも診察を受けられる医療保険

減ることになる。病気になればだ

にとっては、それだけ現金収入が

から天引きされるので、お年寄り

また、保険料は原則として年金

村は保険料も高くなる。

入所しているお年寄りが多い市町

膿漏

珂鬮

鑿
EXa腿肚．

●サービス不足も

を抑える狙いもあった。

念歴

★調査員

る。実質的には二カ月後に

もう一つの問題点は、介護サー

しい」との声も聞かれる。

い場合、住民や議会への説明が難

は「近隣の市町村より保険料が高

が認められなければサービスを一受
けられない。自治体の担当者から
だが、まだ解決されてい

スタートするわけだ。

ない問題も多い。

｜つは保険料が一律でな
く、かなり格差がつくこと

り、従来の医療保険料に介

医療保険ごとに金額が決ま

は、それぞれ加入している

の一現役世代」の保険料

四十歳から六十四歳まで

サービス量しか提供できないこと

生省は二○○○年度には介護が必
要な人に対して四○％くらいの

くなどの準備を進めているが、厚

はホームヘルパーの養成講座を開

整っていないこと。各地の自治体

ビスを提供する態勢がまだ十分に

護保険分が上乗せされて徴

を認めている。介護が必要な人が

だ。

収される。

6５

専矼

介護を必要とする人は二○○○
年で二百八十万人。その後、毎年

－介護保険のサービスを受けるまでの流れ－

いるのに施設はいっぱいで、ホー

いう政治状況があることは間違い

約二千六百円。平均は三千三十六

動計画のさらなる履行に向けた行

て、多くの政府が人口政策を開発

動提案」では、５年間の成果とし

円で、宮下創平厚相が今年五月、
国会答弁で示した「三千円弱」の

ない。

〈注〉厚生省は、都道府県を通じ

ムヘルパーも足りないという「売

り切れ」が起きないか、との心配

上ｌなどを挙げた．半面、エ

念が定着▽家族計画の利用率が向

ロダクティブヘルス・ライッの概

政策に統合▽死亡率が低下▽リプ

て各自治体の保険料の試算結果を

見通しよりやや高い水準だった。
（朝日新聞一九九九・七・十五）

集計中だ。大阪府の場合、最も高
い自治体で約三千六百円、最低が

イズなどの性感染症の予想を超え

た広がり▽旧社会主義国などに見

られる寿命の短縮▽アジアなどの

行動計画の実施を妨げている要因

経済危機▽環境破壊ｌなどが

関する健康と権利）がより強固な

ブヘルス・ライッ」（性と生殖に

る分野を達成させるための数値目

女性の人権尊重
と青年への性教育

ニューヨークの国連本部で先月

ものになったことを評価したい。

標と目標年次を明示した。
この行動提案の草案を協議する

証し、遅れている分野の達成を各
国に促す狙いが込められていた。
行動計画には２０１５年を最終期
限に、両性の平等、家族計画の普
及、性感染症の予防、教育水準の
向上などのために各国政府が行う
べき事柄が列記されている。
今回、採択された「ＩＣＰＤ行

まとめが遅れ、関係者をハラハラ

ンなどの強硬な姿勢で草案の取り

特別総会が開幕しても、バチカ

との間で意見が大きく割れた。

欧米諸国と、保守的なバチカンや
一部のカトリック、イスラム教国

その上で、行動提案は遅れてい

別曰から３日間開かれた国連人口

【生長恵理】

準備会合は３月から断続的に開か
れたが、青年がリプロダクティブ

と指摘した。

開発特別総会は、１９９４年の国

国際人ロ開発特別総会

際人口開発会議（ＩＣＰＤ）で採

特別総会は、ｌＣＰＤ以降５年

択された行動計画を各国に完全実
施させるための新たな行動提案を
打ち出した。この提案は、妊産婦
死亡率の低下、エイズなど性感染
症の予防対策、教育や識字率での
男女格差の解消などについて、各

国が達成すべき数値目標と目標年
次を定めたもので、今後の人口政
策の指針となる。特別総会を取材
して、行動提案の採択に至るまで

の各国の思惑の違いに、合意形成
の難しさを痛感したが、ｌＣＰＤ

で打ち出された「リプロダクティ

間の行動計画の進ちょく状況を検

ヘルス・サービスや性教育を受け
る権利と親の監督権、中絶を受け
た女性に対する懲罰措置を含む法
律の再検討などの扱いをめぐり、

IＣＰＤ

も根強い。

●刀じっと国費を」
全国市長会と全国町村会は六
月、政府に対して円滑な実施に向
けて「適切な措置」を取るよう求

める決議をそれぞれ採択した。保
険料を低く抑え、サービスを提供
する施設や人員などを整備するた

めに、国がもっと費用を出すべき

これを受けて、自民党では保険

だというのだ。

料の引き下げが検討され始め、全
市町村に一律に国費を投入する案
などが出ている。党内からは「お

年寄りが負担する保険料は総額六

千億円余り。この金額に見合う対
策は必要」との声も聞かれる。
丹羽雄哉党医療基本問題調査会

長は六日の党の会合で一介護保険
は来年四月に確実に実施する。八

月末のシーリング（来年度政府予
算概算要求）の中で配慮されるよ
うがんばりたい」と述べた。自民

党議員の念頭に、来年秋までに衆
院の解散・総選挙が控えていると

囮

6６

すふお－らむ
こゆ

者は行動提案に盛り込まれなかっ

ンスをとった表現に落ち着き、後

させた。結局、前者は双方のバラ

パートナーシップなどを強化する

ビスの提供、市民社会と政府の

のリプロダクティブヘルス・サー

持し、女性の人権の尊重、青年へ

大部分がＩＣＰＤの合意内容を支

率を両性とも帥％以上にする。

し、２０１０年には小学校の入学

の格差を２００５年までに解消

●初等、中等教育を受ける男女

数値目標と目標年次》

を世界全体で２００５年までに帥

に、専門家が立ち会う出産の割合

造改革を重視することや、「国益

ア各国の経済再生に向けた経済構

た。日本経済と関係の深い東アジ

策の案が十四日、明らかになっ

助（ＯＤＡ）の指針となる中期政

向こう五年間の政府の途上国援

小企業振興やすそ野産業の育成な

協力だけでなく、技術の移転、中

た。具体的には、インフラ整備の

革を進めることが重要だと訴え

指摘、東アジア各国の経済構造改

構造の弱さが明らかになった」と

ア危機を契機に開発途上国の経済

●非識字率（文字を読み書きで

数、２０１０年までに宿％、２０

●妊産婦死亡率の低下のため

５０年までに全員に提供する。

％、２０１０年までに筋％、２０

●各国政府は国連エイズ計画の

１５年までに卯％に増やす。

くに女性や女児の非識字率を２０

％、２０１０年までに妬％にエイ

支援を得て、応歳から型歳までの
●各国政府は２００５年までに

ズ予防のための教育やサービスを

０５年までに１９９０年の半数に

帥％の保健・家族計画施設で、２

イズ感染率を２０１０年までに躯

提供する。また、世界の青年のエ

青年のうち、２００５年までに帥

０１０年までに別％の施設で、２

％減少させる。

（毎日新聞一九九九・七・十五）

重くなる現役世代の保険料負担を

軽減するため、サラリーマンが加

決定することで正式合意した年金

などの給付抑制策が盛り込まれて

の支給額を現行より五％削減する

入する厚生年金（報酬比例部分）
制度改革法案には、少子高齢化で

自民、自由両党が十六日に閣議

自白が法案合意

鱸灘消曹規上げ焦点

見えぬ将来負担

●家族計画を望む個人に対し、

策を提供する。

家族計画、避妊、性感染症の予防

０１５年までにすべての施設で、

する。

きない人の割合）を低下させ、と

各国は２００５年までにその半

非政府組織（ＮＧＯ）「ｌＣＰ
ことに合意したのは大きな成果

に関係する政策」との連携をうた

どへの取り組みを強めるとした。

《行動提案に盛り込まれた

Ｄのための女性連合」のジタ・セ
だ」と話していた。

た。

ンさん（インド）は、「参加者の
▲■〃●、イＪＵＢｑＰざＪｑＢｆＢげ、〃ｑＪＫＪＥＢグも０Ｆ、グ■■Ｆ１㎡●ＬＰ、グ、グ、グーｑ■〃。●Ｐ、△ＰＧ●■も▲ｆｑ

治（グッドガバナンス）」を促す
ことなども盛り込み、国際世論に
も配慮したものになっている。
中期政策は援助額の目標を設定
していた従来の中期方針に代わる

もので、今月末にも正式決定す
□］

る，

うなど、ＯＤＡを戦略的に進めて

アジア支援のために三百億㎡を用

函峰
中辨》

いく姿勢を示した内容になってい

意した「新宮沢構想」と連動する

政策案はまず、一九七年のアジ

る。インフラ（社会的基盤）優先

姿勢も示した。

（朝日新聞一九九九・七・十五）

を改めて、教育や医療にも重点を
置くことや、援助を通じて途上国
に行政の腐敗防止などの「良い統

６７

図籔

国益との連携も配慮

Ｖ臼ヅーーベハゴベゴーヘジ百一門ザ、〆

を十分に議論し、できるだけ早／

と保険料でどのように分担する〈

い。将来的に基礎年金の財源を譜

ナダやオーストラリアなどは税方

明確な結論を国民に示さなけお

保険方式を採用している一方、カ

一にすれば、二○○四年度で二兆

式に移行しており、各国の対応は

ただ、国庫負担の割合を二分の

金に占める国庫負担の引き上げ問
七千億円の財源が必要になる。国

二分されているご

いる。ただ、全国民共通の基礎年

題について、焦点だった時期と財
費税で賄うとすれば、消費税率は

庫負担率の引き上げ分をすべて消

することは難しい。

ば、年金制度に対する不安を解港

源を明確にできず、国民にとって

年金支給の原資は税金にしても

は将来の負担水準が見えない状態

ｌ１ｉｉｌｌ１ｌｌｌｉＩｌ１，厚生年金報酬比例部

支給額５％削減／開始年齢閲歳へ

▽こう変わる年金ｌｊｌｌｌ，！…，Ｉく！～、ｌｌｉｉｉｌ

かの形で負担しなければならな

今回の自自合意では、基礎年金

保険料にしても最後は国民が何ら

自民、自由両党は基礎年金に占
の財源を現状通り保険料主体にす

現行水準より一％程度引き上げな

める国庫負担の割合を二○○四年

るか、自由党が主張するように全

ければならなくなるｃ

までに現在の三分の一から二分の

額税に求めるかという、社会保障

が続くことになる。

一に引き上げることで合意した

行より五％削減する。夫婦二人

制度のあり方をめぐる両党間の根

金のうち、現役時代の本人の給与

が、引き上げに必要な財源をどう

税方式化が浮上した背景には、

モデル世帯（夫は厚生年金に四

○○年四月以降から給付水準を

部分（二階部分）について、二

深刻化している国民年金の”空洞

に応じて支給額が決まる報酬比例

サラリーマンが加入する厚生年

園給付水準

化問題“がある。保険料徴収には

本的な対立点を棚上げしている。

見られるが、実現は容易ではない。

最も有力な財源は消費税の増税と

強制力がないため、国民年金の対

確保するかに踏み込めなかった。

全国民共通の基礎年金は国庫負

甲一別副

年間加入、妻は専業主婦）

担と保険料で賄っている。国庫負

わず、制度全体への不信を招いて

象者の約三分の一が保険料を支払

基礎年金2人分

担の割合を引き上げれば、少子・
高齢化に伴う保険料の引き上げを

いる。税方式に移行すればこうし

－１受給権」を得るという負担と給

７０Ｌ

弓４

(月風夫婦2人､夫40年ｊ0入､妻専業主婦の場合)428万円

〃０
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r1

｢１

L｣

１」

受け取る毎月の年金額は、

人に比べて年金額が減らな

年三月までに受け取り始め

だ、同じ条件なのに二○○

の受け取りを始める人。

○○年四月以降に新たに年

削減の対象となるのは二

減少幅は一万円近くなる。

には四十一万八千円となり

千円減る計算。二○二五年

●。

円と制度改革前に比べて約四

九年度価格で約二十三万八

(力ＩＥ

、ロ凸

抑制することができる。

付の関係があいまいになったり、

グげ

で、保険料を支払うことで年金の

を試算したところ、厚生年金の

すでに保険料の支払いを終えてい

＿■Ｐ

た問題を解決できる。その一方

ピーク時の保険料は、国庫負担率

る高齢者が追加負担を強いられる

グ

厚生省が保険料を五年間凍結し

が一一一分の一のままなら二○二五年

との問題もある。

程度
改正前.,………，

蕊
ワひ

Pケ

ヴタ

程度

ＰＤＰゲナゲ

23.1万円

ヮロ
グ

2402万円

た場合という仮定で保険料見通し

度に月収の二七・六％（労使折

が保険料の徴収を前提とした社会

海外の主要国では、日本や英国

半、現在は一七・三五％）、国庫
負担率が二分の一に引き上げられ
れば二五二％になる。

?城うり斧マンｌｉｂ標蕊的な年議額の変化

6８

すふお－らむ
こゆ

よう経過措置を設けることにして

らせる。今年四月一日時点で三十

三年ごとに一歳ずつ支給開始を遅

女性は六十五歳まで年金を受け取

七歳以下の男性、三十二歳以下の

いる。

圃支給年金

遅らせる。現在は六十歳から満額

給開始年齢を六十五歳に段階的に

が、年金額は生涯にわたって本来

り上げて受給できる制度も残す

希望すれば六十歳代前半から繰

れなくなる。

もらえるが、厚生年金のうち定額

の支給額の七割程度に減額され

二○二五年までに厚生年金の支

の基礎年金部分は二○○一年度か
るｃ

収入多ければ減額

開Ｉ朋歳

ら二○一三年度にかけ、支給開始
年齢を六十五歳に遅らせることが
九四年改革で決まっている。

六十歳代前半の人は満額年金を

受け取る年齢になるまでは報酬比
ていたが、今回の改革では残る報

以上の会社員は保険料を負担せ

現行の厚生年金では、六十五歳

園在職老齢年金

酬比例部分の支給開始年齢も徐々

ず、満額の年金をもらっている。

例部分だけを一受け取ることになっ

に遅らせる。男性は二○一三年度

二○○二年四月からは六十五’六

56-57

52-53

54-55

50-51

46-49

44-45

42-43

40-41

38-39

37篇以下

酬比例部分の合計が月

具体的には、給与と報

す仕組みを導入する。

があれば年金額を減ら

収し、｜定以上の収入

らも新たに保険料を徴

から、女性は二○’八年度からそ

》ａα唾砕睡翻鱸

iilli露i:織織綴：窪

十九歳で会社員を続けている人か

頗

58歳以上

…ｉ

額三十七万円までなら

満額もらえるが、それ
を超えた場合は超過額

65～69嵐の在職老齢年金制度(単位:万円）
!浅(ZMF 童年鐙 袋⑳年金
嚢の蔓穫 世帯
蔓礎年金 {と月靱の 年金
収入
合§f醤'」
潔分
８

６ ７

45.7

６ ７

5204

3３

７

６ ７

46,7

６ ７

5３４

4３

２

６ ７

51,7

６ ７

58.4

4５

１

６ ７

52.7

６ ７

59.4

4７

0

６ ７

53.7

６ ７

60.4

金を得ていた場合

､夫は厚生年金に40年加入で60歳

十七万円を超えると年金が減り、
四十七万円を超えると報酬比例部

分はゼロになる。基礎年金は収入

「賃金」凍結物価分のみ

園スライド制

厚生年金と国民年金の双方につ

いて、六十五歳以上の年金を現役

世代の手取り賃金の伸びに応じて

年金額を引き上げる「賃金スライ

ド制」を凍結する。現行制度では

賃金増と物価上昇の両方に連動し

て年金額を増やす仕組みをとって

いるが、二○○○年四月以降は物

ただ、年金額が賃金スライドを

価上昇分のみを加算する。

実施した場合の八割未満になる

会社員に同様の仕組みが適用され

今の制度では六十’六十四歳の

半）を徴収する一方、ボーナスか

月収から一七・三五％（労使折

現在の厚生年金は保険料として

圏保険料

ている。六十五歳以上にも適用対

い。年収に占めるボーナスの比率

らは一％（同）しか徴収していな

保険料負担は軽くなる半面、ボー

が大きい大企業のサラリーマンの

象を広げるのは、会社役員など高
金支給額を減らし、若年世代の負

額所得を得ている高齢者層への年

に関係なく満額受給できる。

賞与含めた年収ベース

ケースでは、賃金スライドを再開

51.4

3１

する特例を設けるなど、賃金スラ

約504
６ ７

の半分ずつ報酬比例部分の支給額

６ ７

44.7

が減る。六十歳まで標準的な賃金

約43,7

６ ７

イド凍結による減少幅を一定限度

6.7

９

を得ていた人の場合、報酬比例部

約1０

2９

に抑える方針だ。

2７

分の年金額は約十万円。給与が二

三鵜

担を和らげる狙いがあるｃ

6９

窒鑿ｉ

年齢

基礎年金部分 鰯酬Ｍ１部分
ｅｏ麓

れぞれ六十一歳の支給とし、以後

購生年金の萱鐺翻鶴葎齢

スの比率が小さい中小企業では
負担が重くなりがちだった・
こうした不公平感を解消するた
、二○○’一一年度からボーナスを

めた年収（総報酬）の一定割合

と保険料として徴収する方式に切

度から始める。

（日本経済新聞
九九九・七・十五）

立ったものの、肝心の財源問題は

タートをする前から見直し論が出

解決していない。介護保険は、ス

まさに今である。
まだ人口減少は起きていない

（読売新聞一九九九・七・十六）

暗たんたる思いだ。

次の「三十年後」を考えると、

る始末だ。

が、すでに”老人国“に足を踏み
入れた。あと十年もたたないうち

に人口はピークを迎え、以後、減
る。

少に転じるのは確実とみられてい

三十年前に問題とされた合計特

殊出生率、つまり一人の女性が生
たｃ

涯に産む子供の数は二・○九だっ
それが、先ごろ発表された九八

七○年代前半に、｜時的な「第

で落ち込んだｃ

年人口動態統計では一・三八にま

二次ベビーブーム」が起きたとは

は”老人国」

つい最近読んだような新聞記事

【ロンドン出日共同】世界の総

国民年金の未納・未加入対策と

ロ円）とも現行水準で凍結する。

）、国民年金（月額一万三千三

して、年齢構成が極めてアンバラ

年後には日本の人口は急激に減少

し続けていることを指摘し、三十

会が、過去十年間、出生率が低下

少子・高齢化は、速度を速めて

まさに「泥縄」だ。

なった。

る条件整備」は今や緊急課題と

あの時指摘された「子供を産め

てから、わずか弱年で２倍に増え

みだ。１９６０年に弧億人を超え

人口が四日、帥億人に達する見込

て、二○○二年度からは低所得

ンスな”老人国〃になると警告し

て帥億人を超える。

口は、今年は約７７００万人増え

咄年に弱億人台に乗せた世界の人

欧米の研究機関などによると、

る計算になる。

］が申請すれば保険料を半額免除

今後もなお進む。今度こそ「転ば
難の解消、保育所の増設など、

はといえば、医療保険改革は関係

ところが、社会保障制度の現状

いる「世界の人口」は、日本時間

トのホームページに常時掲示して

米商務省統計局がインターネッ

ぬ先のつえ」を期待したい。

納付を免除し、十年以内に追納

「子供を産める条件整備」を急ぐ

の⑬曰昼ごろに帥億の大台に乗せ

そして、養育負担の軽減や住宅

きる制度を新設する。

い。年金改革も法案提出のめどは

者の利害が対立して出口が見えな

記事がいう「三十年後」とは、

必要がある、と結んでいる。

担分を免除する制度も二○○○年

育児休業中の厚生年金の企業負

度からは学生の国民年金保険料

ていることを報じている。

したのである。

いえ、三十年前の警告はほぼ的中

の見出しだが、実は一九六九年八
月の本紙である。

わずか39年で倍増

替える。厚生省は保険料収入を

30年後の現実

「出産ペース世界最低、加年後

人口予測、

記事は、厚生省の人口問題審議

世界の人口
６０億人に

増やす考えはないとしており、
小－ナスを対象にする分を考慮し

」保険料率を一七・三五％から一
一一・五八％に引き下げる見通しだ。
月収三十六万円、年間ボーナス
曰三十万円程度の標準的なサラ
リーマンの場合、ボーナスから天
引きされる保険料は現行の六千五

曰円程度から九万円程度に膨らむ。

保険料は次の年金改革まで厚生

囮

鳥制度を設ける。また二○○○

金（月収の一七・三五妬、労使折

皿

含汐

、

る見通しだという。

既婚女性による出産調整の普及

になるのには１５０年以上かかっ
た。

水需要急増、枯れる大河

少で流れが海に到達しない日が過

しかしその後の増加は急速で、

【ワシントンⅣ日Ⅱ辻篤子】急速

た。

去最高の二百二十六日に記録し

などを反映して、人口増加率はｎ

ワシントン大学のピーター・

に進む水不足が世界の食糧生産を

かんがい用水不足、紛争の火種に

ワード氏は一「人口増加は深刻な環

大きく低下させ、途上国での飢餓

水不足で食糧生産が落ち、輸入

２０５０年には現在の２倍の１２

０１３年にはｎ億人、２０２７年

までは毎年１％以上増え続け、２

境破壊を招いている。地球は持ち

や水争いによる紛争が頻発するお

年以降低下が続いている。同局の

には帥億人を超える。
こたえられない」と話している。

に頼る国が増えている。穀物の輸

０億人になるとの予測もある。

旧日の英日曜紙オブザーバーに

それがあるとする報告書を十七

見通しでは、それでも２０１５年

よると、世界の人口がｎ億人を超

日、環境問題を専門とするワール

二○二五年には約八十億人、一一

き、水利用の効率を大幅に上げる

産を急増させた「緑の革命」に続

トン）が発表した。世界の食糧生

うした国々が国際市場でいつまで

リカや中東諸国で高い。しかしこ

％、エジプト四○％など、北アフ

ル八七％、サウジアラビア五○

（毎日新聞一九九九・七・十九）

えたのは１８０４年。これが３倍
ＩｉｌＩＪ■１

○五○年には約九十三億人に達す

も不足分を調達できるかどうかは

加速度的に増加し続けている。

ると予想されている。

増加する世界人口をまかなう食

大きな疑問だ。

の約三分の二がかんがいに使わ

報告書によると、世界の水需要

ンターネット上で人口カウンター

している国連人口基金も同様にイ

量にあたるかんがい用水が必要に

に新たにナイル川二十四本分の流
なくみあげによる地下水位の低下

糧をつくるには、二○二五年まで
しかし、こちらは十八日夜の時

なるという。今後、国際河川で、

れ、それによって、食糧の約四割

【ワシントン旧日Ⅱ時事】米商

点で五十九億八千百万人台を表示

水を争う紛争が起きる可能性もあ

が生産されている。しかし、過剰

務省統計局がインターネット上で

と都市の水需要の急増で、農業に

（朝日新聞一九九九・七・十九）

る。

使える水は年々減っている。
農業用水の不足は、中国からイ

がっている。インダス川やカンジ

ンド、パキスタン、北アフリカか

今年一月に同局が発表した世界
人口報告によれば、一八○四年に

ス川など主要河川の枯渇も目立

ら中東、米国など、世界中に広

十億人に達した世界人口は、一九

ち、黄河は一九九七年、流量の減

（朝日新聞一九九九・七・十九）

しており、六十億人突破は十月十

を掲示している。

｜方、毎年世界人口白書を発表

「青の革命」が急務としている。

ドウオッチ研究所（本部・ワシン

入率はヨルダン九一％、イスラエ

回

表示している世界人口カウンター

億人米が発表

二日と予想している。

ｓ07月,8日

が、十八日夜（日本時間十九日午
前）六十億人を突破した。

四
六○年に三十億人を記録した後も

刀

すふお－らむ
こゆ

【上海四日Ⅱ古谷浩三一人っ子
内に初めてコンドームの自動販売

政策を進める中国で、上海の大学

ムの普及を進めるが、「性行為を

機が設置された。当局はコンドー

い。

勧めるものだ」という反対も根強
上海市計画生育委員会は今月初
め、コンドームの自販機二百台
を、ホテルや大学、駅に設置する

と発表。しかし、大学への設置に

しかし、高齢者らの反発は強

も背景にあった。

通しての配布が困難になったこと

対し、貧しい家で生まれる確率が

に誕生する確率がｎ分の１なのに

達すると指摘。子どもが豊かな家

た。年内に世界の人口が釦億人に

０万人の子どもの保健と教育に費

の債務返済するため、３億６００

ラ以南のアフリカは２０００億が

いことを説明している。またサハ

（ＨＩＶ）感染率が少年よりも高

でｍ代の少女のエイズウイルス

く、今年一月、広州のバス内に掲

、分の３にもなると述べている。

やす以上の資金を使っている事実

示された英国製のコンドームの広

貧困によって病気で早死にした

■ユニセフが警告

主張している。

を紹介し、債務救済が不可欠だと

「青年報」は一中国人にとってま

調。ボツワナで２０００年には５

り、識字の機会を失う恐れを強

告は当局によって禁止に。上海紙
だ大つぴらに買う物ではないよう

（毎日新聞一九九九・七・二十一一一）

家族こそ人間社会の基礎

機が登場したのは一九九五年。同

中国で初めてコンドームの自販

どもの健康を取り巻く環境は皿年

まれる確率はｎ分の３と高く、子

万人の赤ちゃんが貧しい家庭に生

日、今年出産予定の１億３０００

ユニセフ（国連児童基金）は配

【ニューヨーク型日川西和夫】

ヨーロッパにおける黒死病以外経

おける人口減少は、人類はかの

る。このような急激かつ短期間に

万人から三千三百万人ほど減少す

生産年齢人口は今の八千七百四十

のまま推移すれば二○五○年には

変結構なことである。第一に現在

断然相違してくる。

人以上の子どもを生むかどうかに

れとも三十五歳までに結婚し、二

代と同じ行動パターンをとるかそ

あり、自分達の親の世代、兄の世

代、二十代の人達が老後の世代で

とお思いであろうが、現在の十

た。

は設置の翌日に大学当局が撤去し

大学の二台だけ。上海師範大学で

年、国家教育委員会はエイズ予防

前より危険になっていると警告。

験していない。三八％の減少であ
るが、ＧＤＰの減少はその三八％

よって、二○五○年の老人問題は

のためコンドームの教育アピール

子どもの権利を守る努力を訴える

二○五○年というと遠い先の事

壊滅的な打撃を被るであろう。

教育関係、農業、住宅、飲食店は

を超えるであろう。大学をはじめ

ｒ少孑化国民会議に寄せて

イズが占めることや、多くの国々

歳未満で死亡する原因の図％をエ

だ」としている。

（朝日新聞一九九九・七・二十）

四

政府は少子化問題を中心とした

■’’○五○年の老人問題

伊音暎男

を始めた。人々が都市間を自由に

国民会議をスタートさせたが、大

社会評論家

年次報告「国々の前進」を発表し

生まれる

中国･上海

移動するようになり、各自治会を

■生活環境の悪化

子どもの
３分の１は
貧しい家に

F壁妊の勧め」
は逆効果

は抵抗が強く、実現したのは同済

囮

四

形

は賛成ではなかったはずである。

もそも厚生省は本来、乳児保育に

合意によって決めるほかない。そ

結婚や出生率については、国民の

ては慎重に対処している。従って

が確立し、政府もこの問題につい

り、政府が関与しないという考え

もを何人生むかは夫婦の問題であ

の人口政策を反省した結果、子ど

第二に戦争中の生めよ増やせよ

きであろう。その上で、出生率が

ように社会環境を整備していくべ

割の女性が確実に子どもを持てる

る、と報道すべきである。この八

は子どもを持つべきだと考えてい

あったが、これは、八割もの女性

思わない、と答えたというもので

も必ずしも子どもを持つべきとは

聞報道は二割もの女性が結婚して

る世論調査」を発表した。その新

先日、総理府が「少子化に関す

関する規定が抜けている。

があるが、これは、先祖、子孫に

によって家庭を築く、という規定

が同等の権利を有し、相互の協力

の合意によってのみ成立し、夫婦

憲法二十四条には、婚姻は両性

を見直すべきであると述べている。

会に於いて、独身者に対する給付

険審議会長のシュメール氏も講演

を守ることに熱心であった。先皿

はもとより農家でも商人でも家一

うやく安定したものである。武一

祖崇拝の体系が取り入れられ、

もない仏教が、我が国に入って

崇拝する民族であった。墓も葬

を持つことになる。

は家名の存続につながり、後継

を互いに名乗って争ったことから

日本では源平以来、武士は出所

日本人は連綿とした営みの中に

リカにはこの質問自体がなかった。

とに九割の賛成があったが、アメ

を守ることは子孫の義務である一’

の日米価値観調査でも、先祖の蕊

日本は古来、家を重んじ先祖

それは親子関係を冷たいものに

まだ上がらないとすれば、これは

もわかるとおり、家を重んじてい

■家族への伝統的な考え方

し、かつ、乳児を保育所に集中さ

男性の側にこそ問題がある。

出生率を上げることは困難であ

せることに危険が伴うからであ
る。

いのであろうか。それは子どもを

では、乳児保育はどうすればよ

入を得て、一方で子どもを生みた

策をとったからである。女性が収

務への復帰を認めることなどの対

育休暇、及び給与の保障、従前勤

とに成功した。それは二年間の保

出生率を２．１まで引き上げるこ

であった。この間いかに未婚率が

れらの数字は、二一・五及び八・五

なっている。なお、五五年にはこ

十五歳から四十歳層で二二％と

から一一一十五歳層で一一一七・三％、一一一

の上昇が大きい。未婚率は三十歳

少子化の原因は、男性の未婚率

本ではご先祖様に申し訳が立た←

国人から聞かれたことがある。円

どもにモラルを教えるのか、と外

宗教教育がなくて、どうして子

いるのではないか。

薄弱が出生率低下の一因になって

た。こうした「家族」への意識の

「家族」であり、｜先祖崇拝」だっ

繁栄を築いてきた。その中心が

生んだ母親に少なくとも一年間の

いと思うことは自然の理である。

上昇したかわかるであろう。日本

いといったことが、外国の宗教鍔

る。

保育休暇を認め、その間の給料を

国民会議においては、労使とも出

では結婚以外で、子どもが生まれ

るが、スウェーデンは、合計特殊

保障するべきであろう。その費用
の四割は企業、六割の半分は国が
持てばよい。市町村は、乳児保育

席するということなので、是非と

■出生率を上げる対策

のため十万円から二十万円の負担

育の代わりをしていた。現在五４

代、六十代の銀行の頭取や重役士

る例が少なく、結婚するかしない

見ていると、他人の金を預かこ

もこの点について充分論議しても

動物の雄も自分の後継者を持つた

いるという責任感があるとは思一｝

増を強いられているから、家庭保

なお、年金制度の上でも、独身

めに涙ぐましい努力をするが、そ

ない。彼らは、戦後の新憲法教害

らいたい。

してもよい。これによって女性は

や子どもがいないことは問題で

れが人間では種の保存、日本人で

育に対してもそれくらいの負担を
キャリアを維持できるし、男女平

あって、｜昨年、ドイツの社会保

かが子どもを生む決め手である。

等一厘用が初めて実現できる。

沼

や日教組教育、ご先祖様喪失の生
んだ犠牲者ではないだろうか。

（いくひでお）

核家族世帯は今後も増えるとみ

向を作り出しており、後者は少子

ない症候群」の増加がこうした傾

一人暮らしの高齢者や「結婚し

を上回っているからだ。

られるが、全世帯に占める核家族

たな問題を突き付けている。

化という解決策が見いだせない新

ではない。

世帯」を意図的に崩壊させたわけ

の核家族世帯は一九六○年の千百

世帯の割合は八○年の㈹・３％を

（金）

（産経新聞一九九九・八・四）

七十九万世帯から九五年には二千

・７％になった。その理由は、単

ピークに減少に転じ、九五年は記

（読売新聞一九九九・八・十）

ｌｉｉｉＩＩｉＵ

五百七‐エハ万世帯と倍増している。

独世帯の増加が核家族世帯のそれ

麟家雄世帯，

※資料｢国勢調査」

政府は十日、政府開発援助（Ｏ

た「中期目標」に代わって、今回

降、五回にわたって策定されてき

目標はＯＤＡ実績総額の目標を定

金額に言及していない点だ。中期

目標と異なる最大のポイントは、
に、外国に援助する巨額の予算が

めたもので、その性格が供与額の

初めて作られた。中期政策が中期

必要なのか」というＯＤＡ批判の

拡大計画だったことと比べると様

年間のＯＤＡ実施に関する基本方

声が強まる中で策定された中期政

変わりと言える。

日本の九八年のＯＤＡ実績額は

策は、人材育成などソフト面の支
徴だ。今後のＯＤＡ実施の羅針盤

従来のような「聖域」ではなく

年度比、・４％削減されるなど、

は、九八年度当初予算で初めて前

百六億八千万㎡で、八年連続で世
界最高を記録したが、ＯＤＡ予算
（新井康夫）

ＯＤＡ中期政策は、七八年以

◆「量」に触れず

た。

となる中期政策の内容を検証し

援重視の姿勢を打ち出したのが特

針を決定した。「国内が不況なの

ＤＡ）中期政策をまとめ、今後五

人材派遣、教育支援を重視

「量より質」ソフトに転換

とりわけ六○年代から七○年代
前半にかけての増加が著しい。大

鰯
ili二二蟇M111ii
霧臘

函

正時代から終戦直後にかけて生ま
れ、兄弟姉妹が四、五人いる世代
の中で長男だけが実家に残り、他

ている。その意味で、核家族化は

の兄弟が仕事を求めて都市部に移

族化の進展がある。国勢調査から

；

三世代同居を示す「その他の親族

風

その流れをみると、親と子供だけ

り住んだことが大きな要因になっ

587％

高齢者の介護問題がクローズ

全世帯に占める
核家族l蹄の割合

アップされる背景の一つに、核家

圖團
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臣地域別援助のあ

Ｃへα・支腰

瓢一団亟洲』聰馴繩削国際機串
匡引援助計画の

隈ケ

厳しい財政事情を受けて、供与

行政の両面にわたる協力強化ｌ

入れ体制の充実③学校教育と教育

援のための人材派遣②留学生受け

の中心に据える。

どでは貧困の緩和をそれぞれ援助

を、インドシナ諸国やモンゴルな

なっている。

のＯＤＡ政策を見直す必要性が高

額の拡大を中心に据えてきた日本

一方、貧困対策や環境保全で

などに重点を置く方針だ。

まってきたことを契機に、中期政

は、援助対象国で実際に活動して

Ａの効用として挙げている。武力

中期政策は、ＯＤＡについて政

策では「量から質への転換」（外務

は初めて、「国益の増進」をＯＤ

府見解をまとめた公式文書として

◆国益前面に

省首脳）が図られることになった。

いる民間活動団体（ＮＧＯ）の経
める必要性を指摘した。

験なども活用し、援助の効果を高
◆ＮＧＯ活用

中血租政策の策定は、九八年七月、

こたえ、中期政策

こうした批判に

ぎている」「効果が

面の整備に偏り過

や橋などのハード

ら日本のＯＤＡに対しては、｜‐道路
に対しては、｜‐道路

たことが直一接のきっかけだ。以前か
きっかけだ。以前か

刀型静的な見直しを行う」と指示し

「ＯＤＡのあり方について、透明か

七年夏以来のアジア通貨・金融危

す」（通産省幹部）。このため、九

回復は日本経済にも利益をもたら

相互依存関係が強く、「アジアの

経済的にも日本とアジア諸国は

重点を置いていく」としている。

政策でも「今後ともアジア地域に

歴史的に関係が深いためで、中期

視が鮮明になっている。地理的、

アジア向けで、現状でもアジア重

見ると、九八年実績で伍・０％が

日本の二国間ＯＤＡを地域別に

イド（資機材の調達先を限定しな

ただ、先進国のＯＤＡはアンタ

い通産省の主張を入れた考え方だ。

とで、日本の景気回復に役立てた

テコに日本企業の一党注を増やすこ

考え方も盛り込まれた。ＯＤＡを

加機会の拡大に留意」する、との

よる事業で「我が国企業の事業参

また、中期政策では、ＯＤＡに

と見られる。

持を高めるため、国益を明記した

を進めるのに当たって、国民の支

部）だ。財政難の中でＯＤＡ政策

めて重要なカード」（外務省幹

にとって、ＯＤＡは「外交上、極

行使という選択肢を持たない日本

が重点課題として

機に見舞われた諸国に対し、総額

い）化が主流。この流れに逆行し

◆アジアに重点

示したのが、ソフ

三百億がの支援策「宮沢構想」な

た中期政策の方針は、欧米から反

政権発足後の初閣議で、小渕首相が

ト面の支援を重視

どを軸に経済構造改革支援に力を
中国に対しては、国内の地域間

批判もあった。

不明確だ」などの

する方針だ。具体

入れる方針だ。

策のアドバイザー

格差是正と環境問題への取り組み

（読売新聞一九九九・八・十｜）

発を招く可能性もある。

的には、①経済政

里債務貧匝国の債務淵題へ刀双り岨

千億円脚旭扣
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億

日本のＯＤＡ実績額の推移

イラク、幼児死亡率が倍増

の増加率はインドが上回ってお

二億六千七百万人。しかし、人口

五年に十五億人に達し、中国を追

り、今のペースが続けば、二○四

テム破壊によって伝染病で死亡す

けられなかったり、上下水道シス

な生活基盤が機能せず、医療を受

二億九百万人）、ブラジル（約一

七千六百万人）、インドネシア（約

て人口が多いのは、米国（約二億

今年現在、中国、インドに続い

い抜くという。

るケースが多かったりしたためと

轆礁蝋鱸経済制裁で生活基盤機能せず

経済制裁下にあるイラクで、四歳

【ジュネーブ皿日Ⅱ佐藤伸】国連

以下の幼児死亡数が十数年前に比

している。

加盟国の意思で行われているが、

児童基金（ユニセフ）は十二日、

人口増に悩む中国、北京と上海

べ倍増したとする調査報告を公表

い”やみつ子〃問題やエイズのまん

子供へのマイナスの影響は避ける

インド２位
日本の９位
イラク中南部の幼児死亡数は、八

国連の救援活動が行われていない

実施された。ユニセフによると、

は一九四七年の独立当時、約三億

億人の大台に乗る。インドの人口

が独立記念日に当たる十五日、十

連の推計によると、インドの人口

億二千七百万人）は第九位。国連

は、中国とインド以外の国が「十

億人クラブ」に仲間入りすること

る。

は将来もなさそうだと予測してい

（読売新聞一九九九・八・十四）

囲幟盤

日本人が初めて結婚する平均的

上昇を続け、九五年には男性鍋．

四’八九年に千人あたり五十六人

５歳、女性配・３歳になった。こ

な年齢（初婚年齢）が、男女とも

最も人口の多い中国は一九八○

四千五百万人だったが、その後五

年に十億人を突破し、現在は約十

だったが、九四’九九年には百三

億六千八百万人）で、日本（約一

にコンドームの自販機がお目見え

した。報告は、「二九九○年のク

延も悩みのタネ。新興都市・深川

べきだ」と結論付けている。
イラクでの本格的調査は、一九

で試験的に導入した後、２大都市

九一年の湾岸戦争以後初めて。世

中国１位

【ワシントン田日Ⅱ大塚隆二国

ｲﾝﾄﾞは10億人に

十年余りでほぼ三倍に急増した。

戸を対象に二月から五月にかけて

Ⅲ
十一人に増えたという。

幼児死亡数が倍増した理由につ
いては、経済制裁の影響で社会的

男I性28.5歳
女性26.3歳

での導入に踏み切った。大学構

内、駅、公衆便所などに計帥台設

I、:」

府の協力を得て、イラク国内四万

界保健機関（ＷＨＯ）とイラク政

（北京）

置、１個ｌ元（約ｕ円）で販売し
ている。

（読売新聞一九九九・八・十三）

霞

（読売新聞一九九九・八・十四）

した。人口約⑫億５０００万の中

図画
ウェート侵攻で国連安全保障理事

自販機が
人気
会が決議した）経済制裁は、国連

コンドーム

口抑制に躍起だが、戸籍に載らな

中国で

国は、「１人っ子政策」などで人

四国

市

結婚経験がない人の割合を表す

れにともなって、五十歳の時点で

る。

慎重になっていることがうかがえ

化し、男女ともパートナー選びに

やがて適齢期へのこだわりが希薄

また、働く女性にとっては、結

「生涯未婚率」増加、男性は８．蛇
なることで、女性の出産可能期間

％、女性は５．冊％・結婚が遅く
が短くなるため、晩婚・非婚は少
ｌという状況も、ためらう一

因になっていると見られる。た

婚が出産、退職につながりやすい

初婚年齢上昇の背景には、女性

子化の大きな要因になっている。

の社会進出があげられる。経済的
’三十四歳の未婚男女の九割近く

だ、アンケート調査では、十八歳

は少ない。

（読売新聞

（畑）

一九九九・八・十七）

が、｜いずれは結婚するつもり」

に自立する女性が増えた結果、
「理想的な相手が見つかるまで

頂報部一人口動愚統計

口普●一連刊

墓、

１ ,|’

以上から七十歳以上に引き上げ、

齢者の年齢区分を従来の六十五歳

わなくなってきていると指摘。高

るイメージ」は必ずしも現実にあ

以降上昇に転じるが、二○一五年

人口に対する割合）は二○○○年

未満人口の二十歳以上七十歳未満

従属人口指数（七十歳以上二十歳

を支えなければならないかを示す

総人口に占める高齢者の比率
年に二・六％（六五歳以上の場

所得や健康面で格差が大きい高

にとどまる計算だ。

合は一七・一一％）、二○二○年には

弱者」ととらえる見方にも疑問を

十歳以上）の平均貯蓄残高は二千

夫婦世帯（夫六十五歳以上、妻六

呈する。九四年の調査では、高齢

齢者層を一律に一身体的・経済的

現役世代が何人の高齢者と子供

度合いは緩やかになる。

のイメージに比べて高齢化の進み

二○・五％（同二六・九％）。従来

は、七○歳以上でみると二○○○

ごろでも一九七○年ごろと同水準

人口構造の変化を推計した。

「六十五歳以上で社会から引退す

白書は人生八十年時代の現代は

見直す必要を訴えている。

今年の厚生白書は二十一世紀の

一引退の定義
変わる高齢者一

と答えており、二生結婚するつ

｢70歳以上」
が合理的

は、無理に結婚しない」という意

皿

高齢社会に対する暗いイメージを

Ｉ

1９５０５５６０６５７０７５８０８５９０９５

もりはない」という〃確信的拒否“

（

識が強まり、男性にも波及した。

（国立社会

厚生省統
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二百四十六万円。収入・貯蓄の双

年齢による区別は、社会的に合理

の社会保障制度にみられる単純な

とほぼ同程度いる。白書は「現在

は最大二・四四六倍で、昨年の二・

選挙区の人口格差二票の格差）

大は定数削減論議に影響を与えそ

区（相模原市、五十八万七千八百

一九九九・八・二十七）

（日本経済新聞

年の四・七一三倍から四・七三七倍

県西部、二十四万三百五十九

十三人）と島根３区（浜田市など

円・貯蓄千二百万円）を上回る高

方で現役世代の平均（収入八百万

人）。参院選挙区の最大格差も昨

的な理由をつけることが困難にな
る」と指摘している。

に広がった。

四○一倍からさらに拡大した。自
民、自由、公明三党の連立政権樹
立に関連して焦点となっている衆

医療機関への通院頻度でも「月

院の比例代表定数削減問題ともか

齢世帯も全体の九％いる。
（日本経済新聞
一九九九・八・十七）

らみ、小選挙区での一票の格差拡

二、三回」が一一八％と最も多い反
面、「通院していない一も二七％

出生者から死亡者を引いた自然

うだ。

増加数は二十三万八千五百六人
で、調査を開始した八○年（七九
年度分）以降で最低。出生者数が

だった九六年の○・二一％に次ぐ

○・二五％を下回って、過去最低

六万六人となり、増加率は昨年の

る割合が前年より○・五○ポイン

千八十万七千人で、全人口に占め

人口が前年比一一一・三九％増の約二

年代別では六十五歳以上の老年

のＯＤＡは前年比且・２％増の百

た。それによると、九八年の日本

内容が二十六日、明らかになっ

の実施状況に関する年次報告一の

「我が国の政府開発援助（ＯＤＡ）

百二十万六千九百五十六人、前年
比○・七○％増えたが、死亡者が

過去二番目の低い水準にとどまっ

ト上昇して一六・五三％と過去最

七億七千六百万㎡となり、八年連

自治省は二十六日、今年三月末

た。都市圏への人口集中が進み、

高となった。一方で十五歳未満の

同六・○六％増の九十六万八千四

特に東京圏（東京都、神奈川県、

年少人口の割合は同○・二七ポイ

時点の住民基本台帳人口調査結果

埼玉県、千葉県）は前年比○・五

続で世界一の供与額を記録した。

アジア通貨危機に対する支援の

ント下がって一四・九六％まで落

衆院小選挙区で格差が最も大き

れた。とくにアジア諸国向けの割

五千百万がが二国間援助に充てら

増額が主因で、このうち八十六億
日本経済新聞社が今回の調査に

かったのは昨年と同じく神奈川Ⅲ

だ。

基づき試算した結果では、衆院小

しているとみられるご

四％の高い増加率となった。地価

百五十人で最高となったためだ。

アジア向け
高い伸び
ち込み、少子高齢化は一段と進ん

を発表した。総人口は前年同期比

年連続
世界一

外務省がまとめた九八年度の

函函

低下などが都心回帰の動きを促進

○・二三％増の一億二千五百八十

四淵裂鮓仁澤誌六万人魎
住民台帳二
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社会にとって好ましくない行動が

府のＯＤＡ大綱に基づいて、国際

前年度の調査で鮖歳以上の老年人

連続して過去最低を更新。また、

増加数は羽万８５０６人で、５年

出生者と死亡者の差である自然

転入者から転出者を差し引いた

で、長崎県（４８７１人減）、愛

減ったのは５０５８人減の秋田県

トップだった。逆に最も人口が

などの措置を取った例を挙げ、政

見られる国には厳しい対応で臨む

口の割合が咀歳未満の年少人口の

合が前年の柵・５％から剛・０％に

姿勢を強調した。

割合を初めて上回ったが、肥年度

動向では、九八年五月に相次いで

年次報告は、国・地域別援助の

増加している。

地下核実験を行ったインドとパキ

（読売新聞一九九九・八・二十七）

５人。東京都が３万９３８９人と

媛県（３４５２人減）と続いた。

スタンの両国に新規円借款の停止

社会増加は過去最高の５万３４６

また、３大都市圏の東京圏（東

減が最多だった。

会減少は大阪府の２万２０７６人

最も多く、転入より転出が多い社

はその差がさらに開き、少子高齢
化社会の進展を裏付けた。

全国の人口の男女別の内訳は、

男性が６１７４万７４２８人（岨
・冊％）、女性は６４１１万２５７

屋圏（愛知、岐阜、三重）、関西

老年比率、最高の佃・昭％

都道府県別で最も増えたのは前

圏（大阪、京都、兵庫、奈良）の

京、埼玉、千葉、神奈川）、名古

８６万６人で、前年度より羽万１

年度と同じく神奈川県で、対前年

８人（卯・鋼％）だった。

９７１人（０．四％）増えたもの

度比５万６０８０人増。率では、

函総人口は１億２５８６万人
の、人数、増加率とも過去２番目

合計人口は総人口の蛆．、％とほ

自治省は沁日、住民基本台帳に
基づく１９９８年度全国人口動態
調査（今年３月末現在）の結果を
に低かった。

老年人口の全人口に占め

ぼ半数を占めた。

発表した。全国の人口は１億２５

|蕊

０・閉％増の滋賀県が５年連続

0．２３

Ｎ

計１億2586万０００６２９万1971

る構成比は焔・詔％（前年

焔・昭％）に上昇、過去最

高となった。

【平林壮郎】

一九九九・八・二十七）

（毎日新聞
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急げ、少子化対策
職場優先見直し、子育て支援充実

争点討論

干央児童福

鯆鮨栄ロ司十小呼邑十

鑑】藩閉凸室未女自己

山〆砦寸剋則万千ｎか

圭二詞調△産〈

庫・‐ハロ韮口襲

一一室一

仕事と子育てを両立できる柔軟な

と。長時間労働をなくし、女性が

システムが必要だ。自治体には、

向けの優良図書が絶版になるな

ど、問題は深刻だ。子供の健全育

家庭で必要なのは、男性の家事・

保育サービスの充実を求めたい。

成にも影響があり、親は一層過保
出会いが減って人格形成にマイナ

育児参加で、欧米ではすでに七○
年代に、”家庭内革命“で男女共

護になるうえ、子供自身も多様な
スになる。今、手を打たなけれ

すべきだ。

同参画が実現している。日本で
も、身近なところから意識改革を

ば、もう遅いほどの状況だ。

の人口が減少するということと、

江草氏少子高齢化には、全体

人口構造がいびつになるという二

にも個人にもたくさんして欲しい

る。政府をはじめ、企業にも組合

つの問題がある。現代の子供の問

が、子供の数が減っていること

ことがあるが、一一一一一口で言えば、結

阿藤氏合計特殊出生率が、人

た七四年から四半世紀がたつが、

で、仲良く過ごすというルールを

では、百数十の施策を提言してい

まだ回復の兆しが見えない。他国

学習していないのではないか。お

て欲しい。それには働き方を変え

婚や子育てに夢を持てるようにし

岩男氏座長をしている「少子
化への対応を考える有識者会議一

と比較して、八○年代半ばまでは

互いに思いやり、支え合うという

る必要がある。職場優先が当たり

題として思い浮かぶのは、不登校

比較的高い方だったが、その後、

る。健全育成というより、子供の

人間生活の基本が忘れられてい

や校内暴力、家庭内暴力などだ

南欧やドイツに近い水準まで低下

口置き換え水準」の２．肥を切っ

しており、来世紀の人口減少、高

の一つではないだろうか。

役世代の負担が過重になり、市場

がずっと大きい。社会保障では現

験戦争、環境問題の解消などをあ
げる声があるが、デメリットの方

い。企業は、雇用慣行を変えるこ

支援にもっとお金を出して欲し

育費負担軽減等、子育ての社会的

すべきことがある。政府には、教

阿藤氏それぞれの立場で、な

なる。

決のためのコストがかえって高く

体で温かく子育て支援をしない
と、様々な問題を生じて、その解

不安やストレスは大きい。社会全

情報の洪水の中で孤立している状
況があり、専業主婦でも子育ての

が欠かせない。また、若い母親が

とりにくい。企業幹部の意識改革

前という考え方では、育児休業も
齢化の進展を考えると、かなり深
刻な状況にある。

岩男氏少子化については、メ

ｌ最重点に取り組むべき対策

では需要が縮小、労働人口も不足

は、何か。

する。｜方で、文化面でも、子供

リットとして住宅事情の緩和や受

それが、暴力や不登校などの原因

正常な発達が崩れかかっていて、

口が増えも減りもしなくなる一人

一人の女性が生涯に産む子供の数の推定値（合計特殊出生率）が１
曲に落ち込み、日本の少子化は急速に進んでいる。｜方で、高齢者
の割合は年々増加、人口構造のバランスが崩れかけており、将来の社
会保障や経済への影響が懸念される。女性の社会進出が進み、男女共
同参画がテーマとなる中、少子化対策に決定打はあるのか。

函
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域の復権は、家族の復権につなが

ている人たちがたくさんいる。地

さなグループで育児を真剣に考え

方にはまだ地域が生きている。小

江草氏大都市部とは違い、地

体ではなく、私たちだ。自分の暮

それに灯をともすのは政府や自治

らないごたくさんの政策の中で、

連帯感を持つ地域にしなければな

会を、まず一群衆」にし、やがて

のため、女性の側に子育ての負担

画できないことも知っている。そ

職場が仕事優先を求めており、参

の参画の意思があっても、多くの

いが強い。また、夫に家事育児へ

わってくる。こういうことが相乗

ほどの精神的・経済的負担が加

など、若い夫婦には耐えられない

さや育児・教育費負担、受験戦争

ンとこない。｜方で、家事の大変

族や育児の魅力を聞かされてもピ

的に働いて、未婚率を押し上げ、

感が大きくなる。このような状況

育児に魅力を感じなくさせている

らしを見直す時がきている。

により是正されると期待してい

が男女共同参画社会基本法の成立

う背景があるが。

ないという夫婦が増えているとい

の増加や、結婚しても子供はいら

ｌ少子化の要因として、未婚

充実するにつれて、その要素が薄

雇用者の割合が増えて社会保障が

面倒を見る”生産財“だったのが、

て、労働力を支え、いずれは親の

なっている。さらに、子供はかつ

あることが多く、核家族化で三世

は、自身がせいぜい一人の兄弟で

江草氏今の三十代までの人

戻せ

うようになる。こういう経験があ

「このにおいはたまらんなあ」と言

も、次第にかわいくなってきて、

らったが、はじめは怖がっていて

に、地元の高校生に手伝っても

のではないか。また、子供のかわ

阿藤氏未婚が増えている理由

れている。親にとっては子供をつ

代家族も少なく、生活が地域や家

れば、将来、結婚や子供のことを

る。

については、いくつかの見方があ

くる必然性がなくなり、そうなる

族から遊離している。そういう家

江草

という問題もある。乳児健診の時

いさを知る実体験が非常に乏しい

る。まず「見合い」が少なくなっ

と、結婚する必要性も乏しくな

考えてくれるのではないかと思う。

育児の魅力取り

て、恋愛結婚が九割を占める中、

族との生活体験の少ない人が、家

ジャーを楽しんでいられる。三つ

親元にいれば家事もしないでし

で、豊かな家庭に育ってそのまま

峰いわゆる独身貴族の快適さ

ではないかということ。二つ目

そういう文化が発 達していないの

す文化的土壌があるが、日本に

ことに抵抗感が強い。特に女性は

で育っており、自由が制約される

れている。そのうえ、豊かさの中

るかという情報はたっぷり提供さ

育てがいかに大変か、お金がかか

に大人になっている。｜方で、子

がかわいいと実感する経験をせず

小さい子供に実際に触れて、子供

個人的な問題であるのに、政府が

阿藤氏その前に結婚・出産は

男女共同参画が
阿藤
基礎

る環境とは、どういうものか。

と。働く人の八割以上がサラリー

るのは、社会の不均衡だというこ

目は、今の少子化をもたらしてい

水準すら下がる恐れがある。二つ

子化が行き過ぎた場合の人口減少

子供は公共の財産

目は、女性の社会進出が進む中、

子供により自分が味わっている生

この問題に取り組まざるをえない

刻な状況を引き起こすこと。生活

と超高齢社会は、特に経済的に深

理由を考えてみたい。一つは、少

子育てをだれが担うかという問題

活の楽しみをそぎ取られるとの恩

ｌ女性が安心して子供を産め

が生じ、新しい、 ンステムが必要に

岩男氏くつの若い人の多くは、

るｃ

うまくえり分けてパートナーを探

西欧には男女が交流の中で相手を

なぜ未婚が増える

るので、「分衆」になっている社

i］
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ま

というような効率の悪い部分を後

い。さらに、児童手当が大幅に増

なく学童保育も充実させて欲し

えを持つことが大事だ。夕ご飯を

をしたいのか、はっきりとした考

に住みたいのか、どんな家庭生活

マンで、女性も社会進出する中
回しにしてきた。今はそうした考

家族一緒に食べたいとなれば、労

ると聞いているが、それだけでは

で、だれが子育てなど人口再生産
え方を改め、少子化対応にモード

働時間の短縮が必要になる。労働

男性はもっと人間的な働き方をし

は何も子供のためだけではない。

た、個人レベルでは、どんな社会

うな社会を作ることになる。ま

産みたい人が夢を持って産めるよ

く、状況によって変えられる柔軟

条件は生涯を通じて一定ではな

の担い手になるのかが問われてい

る。こうした施策の積み重ねが、

額されれば、消費拡大にもつなが

である側面が強くなっているこ

て、女性も仕事と家庭が両立でき

（様式）を切り替える時期。これ

と。自営業中心社会では後継者と
るようにすることで、社会全体が

る。最後に、子供が「社会の宝」

なる子供を持つ動機を見いだせる
すべての人にとって住みよいもの

性の社会進出が進めば進むほど少

ある時、その解決策を考えるのが

が、産みたい人が産めない事情が

欧米から学ぶこと

乳幼児保育はほとんどないなど、

では育児休業は三年保障するが、

最後はドイツや南欧型。ドイツ
さまざまな取り組みが見られる

いるべきだといった「三歳児神

話」が制度化されている。ただ、

母親は子供が三歳になるまで家に
欧型で、男女平等社会を作ること

観を守ろうという政策は、逆効果

今の時代にこうした伝統的な家族

阿藤氏先進国の少子化対策は

が結果的に少子化問題の解決につ

かと考えた場合、北欧型の男女共

日本がどの政策を参考にしよう

だ。

けられている。二つ目は、米英カ

ず一か月取ることが法律で義務付

の合意が国民の間で得られるかど

ただし、相当金がかかるので、そ

うかがカギとなる。アメリカは、

同参画の理念に立つべきである。
いものの、育児休業も公的保育も

ナダなどのアングロサクソン型

はフランス型で、三人目の子供を

なく、国の介入は少ない。三番目

など、出生政策的色合いが濃い。

産んだ時に手厚い家族手当を出す

政府は何もしていないのに出生率
は意外に高く、その背景として、
個人や非営利団体や企業など、民

で、家族を大事にする価値観は強

では、育児休業を男性も女性も必

ながるという立場。スウェーデン

次の四つに分けられる。｜つは北

が。

ｌ少子化については海外でも

Ⅱ

性も必要だろう。

が、サラリーマン中心で社会保障

もらう仕組みになっているのだか

が発達した社会では難しい。しか

ら、『公共財としての子供』とい

に変わっていく。私たちはいくら

私は二つ目が中心だと思う。男

し、だれかが育てた子が社会を支

女分業がうまくいかない時代に

う考えに、理解を求めるのは当然

頑張っても老いるし、若い人もい

なった以上、男女共同参画社会を

のことだと思う。男性も女性も仕

えていくのだから、子を持つ親を

作っていく必要がある。また、今

事も家庭もうまくバランスが取れ

ずれ老いて次の世代に面倒を見て

後、労働力減少の一方で、高齢者

るような社会にしていくしか、解

社会的に支援する必要性がある。

が増えるというアンバランスが起

決策はない。

子化が進むという少子化スパイラ

具体的な対応だ。育児休業期間が

江草氏出産は個人の選択だ

き、いや応なしに女性に働いても

ルを起こすようでは社会が自滅す

長ければその間、安心して子供を

らう方向に行かざるを得ない。女

る。そうならないように、一厘用環

遇を、きちんと担保することが必

育てられるし、そのためには休暇

要になる。次に保育所の問題で、

境、家庭、社会を整備し、変革し

岩男氏日本は戦後、経済的な

政府は予算を増やして整備にあた

中の所得保障や、職場復帰後の待

豊かさを追い求め、効率の良い社

ていくことが一番のポイントだ。

会を目指す中で、子供をはぐくむ

￣
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の発達も、出産・子育てによる離
職・再就職を容易にしている。政
府ばかりに頼らず、国民のニーズ

ることがある。また、再雇用市場

間の保育が多様な形で発達してい

等の待遇に差がなく、夫婦がそれ

トであれフルタイムであれ、賃金

に過ごしたいからだという。パー

能だが、これは、昼間子供と一緒

というフレックスタイムも利用可

からの早朝とか、夜間中心に働く

カップルも少なくないｃ午前六時

く、なかなか産もうとしないとい

一人っ子は育児に対して不安が強

た。一人っ子政策の結果生まれた

なら二人産んでもよいことになっ

入っている。一人っ子同士の結婚

策も二十年を経て、現在見直しに

いるのが現状。また、一人っ子政

化が日本と変わらないほど進んで

といった大都市では、少子・高齢

供連れは割引にするなどしても良

幹線の席がすいている時には、子

ている。同じように、日本でも新

れの飛行機料金を大幅に割り引い

いうのはおかしい。そのへんの意

とろうとしたら「昇進に響く」と

必要だ。家族のために有給休暇を

ことであるというコンセンサスが

調査によると、日本では男性が

日本にも参考になることが多い。

合うことで景気も回復していて、

驚くほどよいし、育児休業の制度

ていて、たとえば保育所の整備は

ている。女性が働ける環境は整っ

画社会で、女性の卯％以上は働い

｜方、社会は完全な男女共同参

る。

きることは、身近にたくさんあ

いのではないか。子育て支援でで

江草氏フランスでは、子供連

識を変える必要がある。

を民間がくみ取って提供するのも

ぞれの。ハート労働で○・七五人分
ずつを働き、二人合わせて一・五

うことも聞いている。

一つの解決策といえるｃ

人分という二・五人政策」を

岩男氏フランスでは、長い育
児休業が出生率を上げることには

仕事に費やす時間が他国に比べて

オランダ型を
参考に
つながらなかった。そこで現在
は、国民会議なども作られ、各方
面の意見も聞き、国は家族政策と

とび抜けて長い一方で、育児に費

一の集合住宅に共働きの世帯が

などもよくできている。また、同

選択肢を用意して、集団型保育を
支援する一方、家庭で保育したけ
ればそれも支援する、という具

い。保育支援にしてもいろいろな

ば、児童手当は子供二人で約一万
三千円、三人で一一一万八千円と手厚

ているのに、それにこたえる選択

フスタィルも、ニーズも多様化し

は改善しないだろう。日本はライ

メニューを提供しなければ、事態

策にしても、柔軟性のある多様な

は、少子化対策にしても、景気対

同参画社会の実現が急務だ。今後

育児政策も、参考になることが多

にあるわけで、このような中国の

民の家族観は、アジア的風土の中

本は様々な点で欧米化したが、国

対応も実にうまくいっている。日

る、といった具合に、地域社会の

家の親がほかの家の子も面倒を見

三、四軒あると、最初に帰宅した

家族形態はもちろん日本の経済、

る。高齢者が増える一方で、若い
人口が減っていけば、人口構造、

を決める問題にまで発展してい

少子化はいまや「国のかたち」

とっている。国民が雇用を分かち

して多様なメニューを提供し、か

やす時間が極端に少ない。男女共

合。出生率は若干上向きで、こう

肢に、柔軟性と多様性が欠けてい

した方法がまずまず成功している

ぼすからだ。

社会保障の在り方にまで影響を及

岩男氏家族を大事にするのは

Ｉほかに何かあれば。

が深いが、中国と言えば一人っ子

人間として当たり前で、好ましい

江草氏私は中国にいささか縁

い。

といえそうだ。

またオランダは、驚いたことに

働く女性の師％、男性ではげ％が

政策で知られている。北京、上海

少子化の原因は未婚、非婚率の
上昇や仕事と出産・育児の板挟み
に悩む女性の「反乱［最近は「結

る。

「おとこ社会」
変革の時期

「ｌ・座談会を終えて。

なりの金をかけている。たとえ

男

パートで、夫婦ともパートという
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岩

就職できる風土がある。

る。

る方が効果的だとする意見もあ

支援よりも、｜雇用の流動化を進め

少子化対策に関する議論は多種

女性の社会進出が進んだ現在、少

保育サ１ビスについては、わが

研究者によっては、制度による

なくとも働く女性が子供を産み．

国は明らかに整備が立ち遅れてい

しかし、それだけでは不十分

識改革など多様で巨視的かつ構造

育てることに不安を覚えないよ

る。乳幼児保育や延長保育、一時

婚しても子供はいらない」という

的な世直しが必要だろう。安易な

う、支援する制度の整備とそれを

多様で、諸外国の例をみても、こ

「産めよ殖やせよ」論は百害あっ

バックアップする社会的合意の形

で、いわゆる「おとこ社会」の変

（水巻）

れといった決め手はない。だが、

て、出産・育児休業の充実や保

て一利なしである。

革、雇用制度の見直し、国民の意

育、所得保障制度の拡充など女性
が安心して子供を産み、育てられ
（読売新聞一九九九・八・二十八）

その対策は諸外国の例を参考にし

る環境作りを最優先すべきであ

新たな価値観などによっている。

る。

保育など、そのニーズが多様化し

子育てのために就業を中断するこ
とのハンデは当事者にとって深刻

終身一雇用が一般的なわが国では、

育所の推進なども検討すべきでは

胆に導入すると同時に、企業内保

保育所経営にも、民間活力を大

にいるｃ

所などでは、ほとんど対応できず

ているにもかかわらず、公立保育

成が不可欠だろう。

だ。制度はあっても、それを利用

育児休業制度について言えば、

することで、それまでに積み上げ

ないか。

子育ての環境整備が急務

・高齢化は進んでいるが、こうし

た実績が無になりかねないという

囮少子化対策は未来への責任

生まれてくる子供の数が減少す

た”逆転現象“はまだ起きていな

思いは強い。

算一をするというのもアイデアか

あるいは、年金に「子育て加

る一少子化一に一向に歯止めがか
い。

招きかねない。また、超高秘騨社会

幅に減少し、経済水準の低下すら

将来のわが国は、労働力人口が大

休業制度や所得保障を法制化する

北欧やドイツでは、手厚い育児

視するのが実情だろう。

忠誠度や仕事に対する態度を疑問

ても、二人目、三人目となると、

ではいきそうにない。

企業の側も、一人目はいいとし

からない。

の担い手がいなくなり、各種社会

ものであり、生活に「夢」を与え

さらに少子化が進むようなら、

と、一人の女性が一生の間に産む

制度が維持できなくなるかもしれ

試みがなされているが、その成果
は国によってまちまちだ。これに

九八年の人口動態統計による

子供の平均数（合計特殊出生率）

ない。

に知ってほしい。損得ではなく、

てくれるということを、若い世代

象だが、わが国では、それと並行

子育てには未来がかかっている。
（読売新聞一九九九・八・三十一）

何よりもまず、子育ては楽しい

課題は多く、少子化対策は一筋縄

負担や住宅問題など、解決すべき

子育てをめぐっては、重い教育

は１．羽と、過去最低を更新し

社会生活の面でも、子供の数が

対し、アメリカでは、この種の制

も知れない。

た。世界的にみても最低水準だ。

減り、高齢者ばかりが目立つ、国

が、キャリアさえあれば、以前の

度はほとんど整備されていない

少子化は、先進国に共通した現
して高齢化が世界に例を見ない速

全体の「過疎化一が進んで、明日

職場とそんなに待遇に差がなく再

への活力を失った社会になる恐れ
がある。

度で進行しており、既に六十五歳
以上の「老年人目が十五歳未満
の「年少人口」を上回っている。
ヨーロッ。ハの主要国でも、少子

盤
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た。子ども三人の家庭へ派遣して

て支援のモデル事業を全国で始め

作ろうと、民間の福祉団体が子育

と経験を育児に生かすノウハウを

内の家庭に、子育てを終えた中高

もを抱え、家事支援を希望する市

（埼玉県浦和市）は、三人の子ど

の一つ、ＷＡＣケアハンズ浦和

モデル事業を実施するグループ

合どうするか」など、具体的な活

育て支援は何か」「ケガをした場

で、「お年寄りが無理なくできる子

瀬康子・日本女子大名誉教授）

援活動委員会」（委員長．一番ケ

の専門家らで構成する「子育て支

えで、心理カウンセラーなど七人

報告書を提出させている。そのう

担感や満足度などを細かく記した

月、活動時間や内容をはじめ、負

両団体では五つのグループに毎

か」と話している。

化すれば活動が広がるのではない

い人が多い。報告書をマニュアル

こから手を着けていいか分からな

助けをしたいと思っていても、ど

気なお年寄りで、子育て世代の手

町野美和・高齢者ケア部長は「元

報告書をまとめる予定。ＷＡＣの

同委員会は来年三月までに最終

る。

家事を助ける事業や子どもの自然

年の女性を低料金で派遣してい

動方法やルールなどを検討してい

る」との声が上がっている。

とのふれあいを手伝う事業などを

る。支援を受ける三十歳代の主婦

子育てにお年寄りの知恵

通じて、高齢者に適した子育て支

おじいさん、おばあさんの知恵
ターの事業などを実施している。

モデル事業をマニュアル化

援のあり方を探っており、カウン

のことなど、色々教えてもらえて

は「人生の先輩にお料理や子育て

（朝日新聞一九九九・九・｜）

百人以上が参加する予定だ。

国の国会議員や、国際機関から計

心にアフリカ、欧州など約四十カ

初めて。アジア・太平洋地域を中

一九九九・八・三十一）

（日本経済新聞

セラーら専門家が来春報告をまと

助かる」と派遣を歓迎。派遣され

子どもが自然に触れる取り組み

める予定だ。経験豊富なお年寄り

を手伝うグループもある。ＮＡＬ

た五十七歳の主婦も一元々ご飯の

高齢者の子育て支援モデル事業

アジアなどの人口増加に伴う食

の子育て参加は核家族化で身近に

は、退職者の生きがい作りなどに

Ｃ枚方・天の川クラブ（大阪府枚

糧や環境をテーマに各国の国会議

用意などをして人に喜ばれるのが

取り組む民間団体、長寿社会文化

方市）は地元の兼業農家が開放す

員らが話し合う「人口と開発に関

相談者がいない子育て世代に好評

協会（ＷＡＣ）とニッポン・アク

するアジア議員フォーラム」（Ａ

好き。自分の経験を生かせて無理

ティブライフ・クラブ（ＮＡＬ

に、退職した中高年が出向いて、

る農園を利用した一自然小学校」

ＦＰＰＤ、議長・桜井新代議士）

で、元気なお年寄りの活躍の場が

Ｃ）が六月、厚生省の支援を受け

農作業の手ほどきなどをしてい

の第六回大会が十月四、五日、新

なく活動できる」と話す。

て始めた。両団体に所属する、東

る。参加した子どもの親からは

広がる効果も期待されている。

京、大阪、名古屋などの五つのグ

10月4.5日新潟市で
潟市で開かれる。日本での開催は

人口問題で
国際会議
「大人と子どものつながりができ

函

ループが高齢者によるベビーシッ
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函

少子高齢化対策に重点

児童虐待が起きないように児童相

に子育てや介護を体験させたり、

三十一日締め切られたが、高校生

二○○○年度予算の概算予算が

る。

十九倍の三十五億円を要求してい

る事業では、前年度当初予算比三

ベーターやエスカレーターを設け

用しやすくするため、駅にエレ

鉄道の駅を、障害者や高齢者が利

他に住宅対策、環境問題も

談所に対応協力員を置くなど、少

園》
子高齢化社会をにらんだ施策を多

環境問題では、プラスチックな

会が減ることを懸念して女性の

研究所は「失業率が高いと希望

婚が遅れるという傾向が出た。

る企業に就職しにくいため、率

どから溶けだす内分泌かく乱物質
方法の開発のため、前年度当初予

か」と指摘している。

時に結婚する人が多いのではな

（環境ホルモン）の危険度や評価
算比三・四倍の一一十一一億八千万円

は「最近の失業率の上昇で、新

調査した樋口美雄慶応大学封

を要求している。

（読売新聞一九九九・九・｜）

女性は早く結婚する傾向が強生

一方、すでに就職している人は

婚を遅らせるので、全体として

晩婚化が進む公算が大きい」上

折している。

高校生が子育てや介護の大切さ、

少子高齢化社会への対応では、

で、月々の返済額を抑え、若年層

わらず最長三十五年とすること

返済期間が異なるが、構造にかか

五年などと、住宅の構造によって

査機関、家計経済研究所が二日発

速するｌ・経済企画庁の関連調

失業率上昇で女性の晩婚化が加

一方、住宅対策では、住宅金融

難しさを身をもって知ることがで

るパネル調査」でこんな結果がわ

表した「九八年度消費生活に関す

く盛り込んだのが、｜つの特徴と

きるように、幼稚園や老人福祉施

でも住宅を購入しやすくするのが

（日本経済新聞一九九九・九・一

設で保育や介護を実際に体験する

狙いだ。これに合わせ、住宅ロー

ると、中国の広東省陽春市の村

間が最長三十五年に一本化され

「高校生保育・介護体験総合推進

ンの返済額を当初五年間は軽減

十四歳だった女性千五百人を対象

４日、住民５０００人以上が一

公庫の新築住宅向け融資の返済期

事業」（二億千百万円）を、全都

し、六年目以降は多くする「ゆと

に始めた追跡調査。失業率と未婚

なっている。人々の身近な暮らし

道府県で実施する。また、児童虐

り償還制度」は廃止される。給与

率の関係では、学校を卒業する時

る。現在は木造住宅なら最長二十

待が増えていることから、児童虐

水準が年々上昇することが前提の

て村の政府に押し掛け、計画Ⅲ

人っ子政策」の関連措置に抗議

に関係の深い要求の内容を見てみ

待に関する調査や関係機関との調

制度だったが、右肩上がりの成長

の失業率が高いと、女性は早く結

た。

整を行う児童虐待対応協力員（百

が望めなくなり、返済額の急増に

婚するが、卒業後、就職中に失業

この調査は九一一一年に一一十四’三

かった。

七十四人、一億七千万円）を、児

率上昇を経験すると、再就職の機
さらに、階段の上り下りの多い

スが増えたためだ。

企画庁関連機関調べ

耐えられずローン破たんするケー

晩婚化失業
率上昇で加速

童相談所に置く。

囮

一人っ子政策

に住民抗議

担当部門の事務室を壊した。公

６日付の香港紙、東方日報に

團圓

」Ｉ耶匠
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当局は村民数十人を殴打した上で
額な罰金を払えず、村内の小中学

を取った。しかし、大半の親は高

別では、沖縄（二八・○六）が十

・九二増えて八・九七人。都道府県

た。

九）、島根（二二・一九）が続い

（日本経済新聞一九九九・九・七）

連行した。
【香港・共同】

年連続トップで、高知（二五・九

という。

（毎日新聞一九九九・九・七）

少子化で変わる人口構造

晩婚化・非婚化・高齢化が推進役

男子加歳前半の未婚率は加年の

ピッチです。

経済を人口、環境、技術の長期的

ｎ％から弱年には師％に、女子加

ら砺年には蛆％に上昇していま

な視点からまとめてみたいと思い

今回から３回にわたって、日本

囲

校の入学率は釦％以下に低下した

村の政府は１日、２人以上の子
供を抱える家庭に対し、多額の罰
金を払わなければ２人目以降の子

供の学校への入学を認めない措置

一○○歳以上
最多の一万二一四六人

日本の人口は、国立社会保障・

す。高学歴化や核家族化が進んだ

歳代後半の未婚率も、年の旧％か

人口問題研究所の１９９７年１月

のために仕事をやめるコストが大

現在では、教育費の負担や、育児

ます。

の予測（中位推計）によれば、２

倍というハイペースで、改めて高

長寿番付は今月三十日時点で百

００７年の１億２７７８万人を

きくなっていて、これが少子化に

全国の百歳以上の高齢者が一万

た今年の全国高齢者名簿（長寿番

歳以上になる人を、同月一日現在

ピークに減り始め、加年には１億

齢化が急速に進んでいることを裏

付）で分かった。八一年に初めて

人そこそこになるとみられていま

一千人を突破し、過去最高を更新

千人を超えてから十八年で約十一

で集計した。総数は一万一千三百

人口減少や高齢化は社会にさま

四十六人で、昨年から二・七％

す。

にすでに減り始めています。今後

ざまな影響を及ぼします。第１に

女性や高齢者の中で、働く人の割

人口が減っていく最も大きな原

は２．四人と、ぎりぎりで人口が

合が増えたとしても、ｎ世紀はじ

働き手が減少します。嘔歳から叫

減らない水準でしたが、明年には

めから労働力が減ることは避けら

歳までの人の数は、妬年をピーク

に住む百十一歳の本郷かまとさ

「ｌ・訂ショック」と言われるまで

れそうにありません。

に産む子供の数は、１９７０年に

ん。今月中旬に百十二歳の誕生日

に低下、加年には１．詔人に落ち

因は少子化です。日本女性が一生

を迎える。男性の最高齢は川崎市

込んでいます。子供が少なくなる

の田辺定義さんの百十歳。
人口十万人あたりの百歳以上の

第２に社会保障を従来のままの

一因である晩婚化や非婚化も急

長寿日本一は女性で、鹿児島市

百七十三人だった。

で八二・六％を占め、男性は千九

の増加。女性は九千三百七十三人

拍車をかけています。

付けた。

囮
したことが、厚生省が七日発表し

8割女性

高齢者は、全国平均で昨年より○

８７

すふお－らむ
こゆ

百歳以上長寿者数の年次推移

６

63年７０７５８０８５９０９５９９

と、年金、医療、福祉サービスを

ています。高齢者の比率が高まる

ません。これからは子育て支援な

になった結果だといえなくもあり

高学歴化、長寿化など日本が豊か

ですが、これは女性の社会進出や

人口減少や高齢化は大きな課題

を超えた。

初めてｎ％

け、酪年に

上昇を続

が、その後

していた

前後で推移

人口の５％

受ける人が増えるため、負担の引

どの充実とともに、人口構造の変

くる可能性があります。

き上げと、給付の引き下げが必要

化に見合った一雇用や社会保障の仕

厚生省の社

仕組みで維持するのが困難になっ

第３に地域にも影響が出てきま

組みづくりなど、大胆な変革が求

になります。

口が増加すると予想されているの

す。師年から２０２５年までに人

口問題研究

会保障・人

所の推計に

められています。

（日本開発銀行調査部）

は、幻都道府県のうち大都市周辺
などｕの自治体で、Ⅲ％以上減る

（毎日新聞一九九九・九・十）

００６年に

と、男性８８１万人、女性１２３

ポイント上昇した。男女別にみる

００万人を

週年に３０

齢者人口は

一方、高

》蕨瞥

３;彦霞

500

（毎日新聞一九九九・九・十五）

1500

よると、２

日本の閲歳以上の高齢者人口

６万人で、女性は男性の１．４倍

超え、ｎ年

2000

と予想されている自治体は灯に上
り、過疎化が深刻な問題となって

０／０、５二

２０１１

配％を超
え、加年に

（唱日現在）は２１１６万人とな

だ。布歳以上の女性は５５２万人

に達する。

は犯・３町

り、総人口に占める割合は旧・７

で男性２９６万人の１．９倍、帥

に３３７９

総務庁調査で高齢者過去最高に

％と人口、割合ともに過去最高を

歳以上の女性は３０９万人で男性

クを迎えたⅢｉ：：

万人とピー

囮閲歳以上は６人に１人
更新したことがｕ日、総務庁が発

１４７万人の２．１倍と、高齢に

３く３２

表した人口推計値で分かった。こ

なるにつれ女性の比率が高くなっ

【高安厚至】

後、減少に転じる見通しだ。

（鋤加工卿剛

れで６人に１人が高齢者になった

高齢者は－９５０年ごろまでは

ている。

計算だ。

高齢者人口は昨年より碗万人増
え、総人口に占める割合も０．５

８８，

1000
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祖父母と同居望む
小学生灯％・中学生血％・高校生四％

高を記録した。男性は八百八十一

７％で、人数、割合ともに過去最

合は前年比０．５ポイント増の旧・

もしくはいずれかが高齢者で、子

のⅣ・５％を占める。夫婦の双方

十二万世帯で、高齢者のいる世帯

た。

は十二億四千八百万人に抑えられ

・八四人に低下した九八年の人口

政策」の結果、平均出生児数が一

人の見込みだったが、「一人っ子

を加味しても同十五億六千三百万

四千五百万人、出生児数の自然減

（読売新聞二九九九・九・十五）

高齢者のいる世帯の窃・２％。

のケースは三百四十九万世帯で、

どもと同居していない二人暮らし

世帯は千三百八十七万世帯。高齢

九八年十月時点で高齢者のいる

万人、女性は千二百三十六万人。

生で碗・６％を占めたが、中学生

総務庁は十四日、「児童・生徒

する人たちなどと家族が一緒に世

者が一人暮らしのケースが二百四

話をするのがよい」では、高校生

では妬・４％、高校生では粥・５％

調査は今年二月、厚生省指定の
の卿。５％、中学生の羽・５％を占

の高齢化問題に関する意識調査」

全国のボランティア協力校の中か

め、小学生でも皿・３％あった。

に減少。「家で、福祉サービスを

ら小中高各二十四校ずつを選んで

「老人ホームなどで世話をしても

初めて実施した。小学校は五年

生、中・高校は二年生を対象と

らうのがよい」も、中高生で約田

負担の軽減分は、九七年国内総生

％、小学生で９．５％あった。

一方、中高生に青回、社会のイメー
【北京詔日Ⅱ杉山祐之】「一人っ

産（ＧＤＰ）に匹敵する七兆四千

し、計二千九百四十人（肥・５

ジを聞いたところ、「経済的に豊

子政策」をはじめとする人ロ抑制

億元（約九十二兆円）と、経済発

％）から回答を得た。

祖父母との同居について聞いた

かで活力に満ちている」かどうか

策によって、中国の人口は七一’

政府機関である国家計画生育委
総務庁は十四日、敬老の日の十

時）が計画出産を提唱した七一年

それによると、周恩来首相（当

中国紙「経済日報」などが報じた。

少子化に伴う国と家庭の養育費

ところ、二緒に暮らしたい」は

について、「そうは思わない」（だ

展の効用も強調された。

小学生では⑪・８％だったのに対
し、中学生では羽・５％、高校生

九八年に三億人以上も抑えられ

では幻・０％に減少。逆に、「暮ら

大きく上回った。

６人に１人が高齢者

したくない」「あまり暮らしたく

ない」を合わせた別居派は、小学

生の８．８％に対し、中学生では

五日現在の高齢者人口推計値を発

の平均出生児数は五・四四人。そ

員会がまとめたもので、同日付の

め、年齢が上がるにつれて高齢者

表した。六十五歳以上の高齢者

のままでは九八年総人口は十八億

Ｉ砧歳以上２１１６万人にＩ

との同居を敬遠する傾向が見られ

は、前年と比べ六十七万人多い二

た。

祖父母の介護については、「家

千百十六万人。総人口に占める割

旧・９％、高校生では配・６％を占

らかになった。

％）が「そう思う」（４．４％）を

中国が成果強調

（読売新聞一九九九・九・二十九）

１３

人っ子j1i(策で
億ＭＵ２抑制

た、とする調査結果が二十八日明

皿

結果を発表した。

総務庁調査

で家族がするのがよい」は、小学

釣
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TheMigratoryMovementandEconomicDeveIoP
mentinJapan（英語版）

日本的人口穆功与鑑済茂展（中国語版）

PerpindahanPendudukDanPerkembanganEkonom1

DlJepang（インドネシア語版）
7．トルコ国人ロ家族計画基礎調査

５．スライド

ｉ廟齢化社会への日本の挑戦

一生きがいのある老後を目指して－（ロ本譜版）

AgiIIgin」apan-ChallengesandProspects（英語版）

近人高齢化社会的日本正面'1缶挑戦一追求具生命意又

的老年生Mｆ－（中国語版）
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昭和63年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書
一ネパール国一

Ｒｅｐｏｒｔｏｎ［heSurveyofRuralPopulationand
AgriculturalDevelopmeminAsianCountries

-NePal-（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
一中華人民共和国一

４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

RegionaIDevelopmentandPopulatjoninjapan
-TrendsandProspectｓｉｎｔｈｅｌ９９０ｓ－
（英語版）
５．スライド

日本の地域開発と人ロ（日本語版）

TantanganMasyaraka［LanjutusiaJepang
（インドネシア語Ｈ１〉
６．アジア諸国の農業開発－５ヵ国の比較一

StrategicMeasuI-es［ortheAgricul[LIralDeveIopment

-ComparativeStrudiesonFiveAsianCoumrles（英語版）

（本作品は、］990年肋日本視聴覚教育協会主催優秀映
像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞≦）

ReginalDevelopmentandPopulationinJapan
（英語版）

Ｈ本的区域升友和人口（中国語版）
PermbangunanDaeInhdanPopulasidijepaI1g
（インドネシア版）

平成２年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調在報告晋
一フィリピン同一

Repo｢ｔｏｎｌｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕｍｌＰｏＩ〕ulationand
６．アジアの労働力移動

LaborMigrationinAsia（英藷版）

Agricul[LIralDevelopment-Philippines-（英語版）
２．東南アジア諸国等人口・開発些礎調在報告杏

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杏
一マレーシア催ｌ－

ＲｅｐｏＩ－ｔｏｎｔｈｅＳｕｗｅｙｏｆＲｕｒａｌＰｏｐulationand
AgriculturalDevelopｍｅｎｔ－Malavsia（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発避礎撹在報告書
一ベトナム国一

ReportonlheBasicSurveyofPopulationand

DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-VietNam-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告諜
一スリランカ国一
４．アジアの産業転換と人口

IndustrialTransitionandPopulatjoninAsia
（英語版）
５．スライド

明日に生きる－日本の産業転換と人口一（日本
語版）

LivingforTomorrow－Indus[rialTransi[ionand

一バングラデシュ_

Repo｢tonIheBaBicSuI-veyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountrles
-Bangladesh-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告劃：
－インドネシア同一
４．１１本の人口 ･開発・環境一アジアの維験一

Population，

DevelopmentandEnvironmentin

Japan‐ 八sianExpe｢,ence-（英語版）
５．スライド

日本の環境・人口・開発（Ｈ本譜版）

Environment，Popu1ationandDeveIopment】ｎ

Japan（英語版）
日本的坏境・人口・升友（中国語版）

LingkungallPen(IudukdanPembangunanjepang
（インドネシア語版）

（本作品は、1991年0M)日本視聴覚教育協会主催優秀映
像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）
６．アジアの人口都市化一統計巣一

Pr0spectsofUrbaniZatloninAsia（英語版）

PopulationinJapan-（英語版）

生活在明天一日本的汗止鋳換与人ロー（中倒語版）

平成３年度
Ｌアジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告書

HidupUntukHariEsok－PeralihanStruklur

lnduBtnDanPopulasiDiJepang(インドネシア語版）

一スリランカ国一

ReportontheSurvevRuralPoDulationand

AgricLIlturalDevelopmel1t-Srilanka（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発堆礎調在報告書

平成５年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告杏
一ベトナム国一

一フィリピン１重１－

ReporlontheB2sicSurveyolPopuIa[ionand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries

-Philippines-（英語版）
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平成７年度
Ｌアジア識'五|ｸﾞ)発展段階別腱巣・腱捲IlM発JIL礎ｊｉＷｆ澱ｲﾔ
，Ｉドーパキスタンロー

Rel〕ｏｒｔｏｌｌｌｈｅＢａｓｉｃＳｕｗｅｙｏｎＡｇｒｉｃ瞳Itural〔lndRural
DevelopmenlbyProgressStageinABianCounlrles
-Pakist副１－（英語IHI(）

２．アジアi調|蚕lのliljilI化と開発J1L礎iilMilf報ｉ１ｉ諜
一ネパールｌｒ１－

ＲｅＩｘ〕rtontheSurveyI〕fUrI〕anizatlonandl)evelopmenl
inAslanCounlnes-Ncpa１－（英語版）
３・アジア禰lⅡ|の人１１M資源lll難と労IiMl力にＩＨＩする調従ilf究
辮ｌｎＷ－インド国一

1．アジアにおける女･lV1jのエンハワーメント

EmpowermeX]ｔｏｆＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ（英語I;IX）
５．スライド

アジアを拓け－女性たち－ｉ［I水諮ｌｌｈ〕

ReportontheSuweyofRuralPopulaIionand

AgricultumlDevelopment－ＶｉｅｔＮａｍ－
(英語版）

２．束南アジア諸国等人口・開発基礎調在搬告書
一スリランカ圧１－

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmenIinSoutheastAsianCountries
-SriLanka-（英語版）

３・アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調森研究
報告普一フィリピン催’一

４．アジアからの挑戦一人口と開発一

ChallengeandStrategyofAsjanNations

-PopulationandSustainableDevelopment
（英語版）

５．スライド

女たちの挑職一女性の地位向上と１１本の人に１－
（日本語版）

ＡＢ｢igh［ofGenderEQualjty-EmI)oｗｃｒｍｅｎｔｏｆ

WomenandtheirChallenges－Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔｓ
ｉｎｔｈｅＳｔａｔｕｓｏｆＷｏｍenthePoDulationofJapan-

jmij且tl蝿之路一今日IIi洲女fl；－（''１圧1譜版）
HarpanCerahbagiPersamaan－KaulnWanita

女性的挑liIi－女性地位的提高与日本的人ロー

AsiaMerambahJalan－（インドネシア謡版）

TantanganKaumWanita-EmansipElsiWanita
danPoI)ulasiJepang-（インドネシア譜版）

ＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ－（災iYllUX）

（英語版）

（中国語版）

平成８年度
Ｉ・アジア諸国の発腱段階別艇業・農+l開発』L礎i讃森報告
韮一ラオス人民1ｔ主共和国一
ｆ１

Ｒｅｐｏ｢toIltheBaslcSurvevonAgr1culturaland
RuralDevelopmcntbyProgTessStageinAsian

CounLI･ies－ＬａｏＰｅ〔)plc'ｓＤｅｍｏ｢atlcReI)ubiic（英語版）

２．アジア諸[刊の都Tl『化とllM苑iiW在iill告杵
一フィリピン国一

ReportontheSurvevoflJrbanizationan〔１１)evelop・
menIinAsianCountries-Philjppines-（英語飯）

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
書一インドm-

ReportontheBasicSurveyonAgricultu｢alalIdRuml
DcvelopmenlbyProgrｃｓｓＳｔａｇｅｉｎＡｓｉａｎＣ()untr1es
-lndia-（英語版）

２．アジア諸国の都市化と開発調査報告書一タイ同一

ReportontheSurveyolUrbanizationandDeveIopment
inAsjanCountriGs-Thailand-（英語版）

３・アジア諸国の人間資源開発と労働力に関する調査研究
３．アジア論伍1の人lIIjiiif源１１M発と労働力にl則するi誕戯１１先
鞭告諜一ラオス賑１－

１．２１世紀の人Iル食桃戦略一アジアと世界一

PopulfHtionandFoodStrategyfo「２１s［ceI11uTy
-AsiaandWorld-（英語版）
５．スライド

2025年への決断一アジアの人L1期DIIと食料
ChallengeflndDecisionibrtheYear2025
--Populationlncrease〔ｉｎｄＰｏｏｄｉｎＡｓｉａ－
（英硫版）

a，

報告書一ベトナム国一

４．アジアの女性労働力参加と経済発展
－２１世紀の戦略一

Women,ｓＬａｂｏｒＰａ｢ticipationandEconomicDevelop

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

アジアの女性たちはいま……（日本語版）

ＮｅｗＨｏｒｉｚｏｎｓｆｏｒｔｈｅＷｏｍｅｎｏｆＡｓｉａ（英語版）
荻洲如女的新用程（中国語版）
WanitaAsiaKmi……（インドネシア語版）

地球からの警告一アジア．水と食料の未来一
ＡＷａｍｉｎｇｆｒｏｍｔｈｅＥａｒｔｈ－ＴｈｅＦｕｔｕ｢ｅｏｆＡｓｉａ１

[ｲﾘ藩2()25年的托断一正洲的人口端値利根食一

ＷａｔｅｒａｎｄＦｏｏｄ－（英語版）

TekadUntukTahuI12025-PertambahanPopuIasi

来自地球的警告一亜洲、水和娘食的未来一

danPangandiAsia-（インドネシア語版）

〈中同語版）

（中国語版）

PeringatandariBumi-MasaDepanAsia-Airdan

Pangan-（インドネシア語版）

平成９年度
１．アジア諸lIFIの発展段階別農業・農村開発雅礎調盗報告
岱一ラオス人民民主共和国－

１(eportonlheBasicSuweyonAgriculturaland
RuralDeve1opmentbvＰ｢ogI-essSlaRelnAsian
Countrles-LaoPeopleSDemograticRepublic２．アジアの社会ｌ刑発と人ｌＩ１ｌｌｌｆｌ苑

SocialDevelp罰entandIlur遇allDeveloI)ｍｅl]ｔ
ｉｎＡｓｉａ

３．アジア粥風の人'１１１資１Ｍ(1)M発と労働力に関する調fit研究
報-皆i』トーマレーシア同一

４．水をめぐる21111紐の危機
一アジア人口を礁点として－

Ｗate「CrisisintheTwenlyFllstCentL1ry
-ProspectofAsianPooula[ionandDevel(〕pｍｅｎｔ－
５．スライド

水は生きている一人口と水資源一

Ｗa[erisAIive-PopulationandWater、
Resou｢ｃｅｓ－（英語版）

水避有生命的一人｢1勺水臓源一（中|]２１譜1111）
ＡｉｒｉｔｕＨｉｄｕｐ－ＰｅｎｄｕｋｄａｎＳｕｍｄｅｒＡｉ「－
（インドネシア繍版）

平成10年度
l・アジア諸国の発展段階別農業・農村開発些礎調森報告
書一カンボジア国一

ReportontheBasicSuweyonAgricuI[uraland
RuIralDevelopmentbyProgressStageinAsian
Countries-Cambodia-

ａアジア諸国の向齢化と保健の実態調斑報皆書
一大韓民国一

ReportｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｖｏｌＡｇｉｎｇａｎｄＨｅａＩ[h
inAsianCountr】ｅｓ－ＴｈｅＲｅｐｕｂｌｉｃｏｆＫｏ｢eａ

３．アジア諸国の職業安定制度と雇用政策に関する調森研
究報告啓一イラン国一
４．発展の制約一中国・インドを中心に－
ConstramsonDeveIoDment-FocusChiｎａａｎｄ
ｌｎｄｉａ－

５．スライド・ビデオ
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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#M安全保輝に関するAFPPD（人口と開
発Iこ関するアジア議貝フォーラム）特別連常委１１会で、
ベトナム側会社会委貝全姿貝艮グエン・テイ・タン識
、とマグサイサイ甘受賞省である著名恋農業学者ポー
トン・ズアン博士の共箸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．Ｆ国際食料安全保障・人ロ・開発溌員会蟻｣、国際食料

安全保障・人口・開発鵬貝会麟(lMPFSPD)醗事録、
1997年（和文）

（内容：食料農業機関(ＦＡＯ)主雌の世界食料サミゾト
（WFS)にあわせ､ｌｌｊﾖ(ｌｆｌＬｌｌｌｌにスイス･ジュネーブで１%１
催された国際食料安全保障・人口‘開発縦風会議
（IMPFSPD)の讓鳫雄同会議の成果は、世界食料サミ･フ
トで公式に配布され、またＷＴＯルジニーロリ永務局擾
にも桜井新・会議議踵から手波された｡！

10.国達人ロ基金ｒ未来のための食料』1997年（和文）
（内容：国連人口雄金出版物FoodfortheFutureの

日本語版。人口噌加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ざまざな具体例から
解きほぐしている。）

１１．国連食糧農巣機構(FAO）アリソース・シリーズ４世界
食料サミット1996年世界食料安全保障のためのローマ

宣言および世界食料サミット行動計画由、1997年（和文）
（内容：世界食料サミットのローマ7i:言と行動計画の
本邦初の翻訳であI)．多分野から|可文悲の日本翻訳の
決定版として商い評価を受けた」

12．『リソース・シリーズ５FiveYearsfromICPPD-国
際人ロ開発溌員会繊から５年一人ロと開発に閲する国
会溌員会麟宣言文』1998年（和・英）

（内容：カイロの国際人１.開発会議から５年目を迎え、
この機会に人口と開発に関する１劃除議員会議、地域議
貝会議の宣言文を集成。今後の更なる発展のための驚
科とした」

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

（内容：当財団が主|{iｌする「人1ｺと開発に1Nするアジ
ア国会議貝会議」で呼びかけをおこない、各国”人口

政策を各国政府資任者もしくは専門家が記述した。各
国の政策に責柾を持つ国会議員が関与している点で．
航例を見ない。）

14．「リソース・シリーズ７欠乏の時代の政治学一引き裂

I．「国際人ロ開発会鱗行動齢画要旨』1995年（和文）
（内容：1994年カイロの国際人口開発会議(ICPD)の行
動;liuijの婆屋同文杏関連の出版物としては本邦初｡）

２．ｒ国際人ロ開発鰻貝会鰻』、国際人ロ開発鱗員会艦醗事
録、1995年（和文）

（内容：1994年カイロで1塁l際人口開発会議(ICPD)に先
駆けて開催された国会議貝会議である,量I際人【｣開発議
員会議の議事録。同会議には117カ国約300名の国会議
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
同会議貝フォーラムが準備された｡）

３．国連人ロ基金「世界人ロ・開発援助の現状一日本の貢
献一ｊ1995年（和文）

（内容：現在の人｢l分野に対する援助の現状と、資金
の流れを分析。我が国の人口分野への式献も併救｡）

４．「国際人ロ・社会開発鯛風会鯛』、国際人ロ・社会開発
醗員会鰻(IMPPSD)鰯事録、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貝会議議事録｡）
５．黒田俊夫箸ｒリソース・シリーズ１国運人ロ会醗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lnI人口会議であるブカレスト

会議から1994年カイロの国際人ロ開発会議まですべて
の国連主催の人ｕ会議に参加し、人口分針における世

界的大家である著者が．その推移を概観し、分析した｡）
６．ToshioKurodaoResourceSeries2uuFromBucha･

resttoCairo-20YearsofUnitedNationsPopula‐
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．ｒ国際女性．人ロ．開発職員会麟｣、国際女性．人ロ．
開発鯛員会蟻(lMPGPD)鰻事録、1996年（和文）
（内容：第４回世界女性会議(ＦＷＣＷ)にあわせ、１９９５
年９月に東京で開催された国際女性．人口．開発議員
会議(IMPGPD)の議事録。同会議には第４回世界女性
会議に対壜する各国政府代表を中心とする国会議貝が参
加した=）

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

Poste朏著、WorldwatchPaperl32

Dividingthewaters：ＦｏｏｄSecurity，Ecosystem
Health,andtheNewPoliticsofScarcityの邦訳。今後
人頬社会に大きな制約を与えるのか、淡水壷源の不足

である。期え続ける人口を支えるための農業生藤もま
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８．ＦＡＯ／ＵＮＦＰＡおよびポートン・ズアン、グエン･

テイ・タン署、『リソース・シリーズ３食料安全保障
と人ロ：資料』、1997年（和文）
（内容：世界食料サミソトヘの準備として国連食料農
業機関(ＦＡＯ)が国連人口韮余との共同研究された、「人

口増加と土壌劣化」に関する論文の日本語版および、

た淡水資源の逼迫によって大きく制約を受けると考え

られている。地球は水の惑星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量は地球上の水の0.00
0008％に過ぎない。この水の総量は、有史以来変わっ
ておらず、人口が墹加する分だけ、－人当たり使用で
きる水の錨はどんどん減少しているのが現実だが、こ
のことが十分に認識されていない。人口増加を支えて
いる地球の限界が目の前に迫っている二とに警告を発
している｡）（ロ本語版版権取得）
15．国連人ロ基金「人類のための環境」（和文）
（内容：国連人口基金出版物BnvironmentfOrPeople
の日本語版。人口問題、環境問題、開発問題を効率的

かつ実質的に解決するためには、その３つの領域の間

に架け橋を懸け、相関関係を重視することが必要であ
るとの視点に立って、主に環境と人口の間に横たわる
様々な問題を例に、解決のために必要な視点、方法、
手段を探っている｡）

１６．Parliamentarians1ActivitiesonPopulationand
DevelopmentHistDryofPar1iamentariansIActivitiesand
It､sFindings‐（英文、－部スペイン鰭）
1992年２月ハーグの国際フォーラムに合わせて開催さ
れた'~圃際人にI開発会議評価のための国会議貝フォー
ラム（ＩＦＰ)」のために準備された出版物である。こ
の出版物は1994年の国際人ロ開発会議以降の人口と開
発に閲するアジア議員フォーラム(ＡＦＰＰＤ)を始め
とし．アメリカ地域人口・開発国会護同グループ（Ｉ
ＡＰＧ）、アフリカ・アラブ地域人口開発議員フォー
ラム（ＦＡＡＰＰＤ〉、ヨーロッパ地域の国会議員活

動の成果である宣言文と、各議迷の活動史を縄ぬた世
界で初めての出版物である。同会議貝活動の地球規模
での広がりをも象徴している。

17．国際人ロ開発会徽評価のための国会職員フォーラム
（ＩＦＰ）報告街
1992年２月ハーグの国際フォーラムに合わせて開催き
れた「Imil際人口l荊発会議評価のための同会議貝フォー

ラム（ＩＦＰ)」の綴呰排である。同会議には103カ国
からおよそ２１０名の国会議貝が参加した。同会議では
国際人口開発会議から５年間の進捗状況とその進展を

阻む障害について熱心な討議が行われ、人口と持続可
能な開発を－H1した視点で扱う躯を強く求めた「国際
人口開発会縦評IIHiのための国会識且フォーラム・ハー

グ宣言」が採択された。この内容は会議ｌ;務総長を務
めた桜井新ＡＦＰＰＤ議長の手によって、ハーグの国
際フォーラムならびに３月にニューヨークで開催され

た準IMi会議の場でも発表誉ｵした。

9６

７月６日「・ハキスタン・イスラム共和国人口・開発事情視察
議員団」結団式を開催。パキスタン保健・人口福祉
大臣と在日パキスタン大使が出席。

７月８日「世界人口デー」に星合千春国際課長と加藤祐子国
際課課長補佐が出席。

７月四日厚生省・国際厚生事業団委託調査「アジア諸国の高
齢化と保健の実態調査」の研究会を開催。

７月型日農林水産省委託テジァ諸国の発展段階別農業・農
（団員卯楠本修主任研究員）

～別日村開発基礎調査」予備調査団をモンゴル国に派遣。
日日

に出張。

長、楠本修主任研究員、星合千春国際課長が新潟市

会開催準備のためシフ・カレーＡＦＰＰＤ事務局

８月釦日人口と開発に関するアジア議員フォーラム第６回大

（団長叩福井清一、大野昭彦、山崎正史、楠本修）

～羽日・農村開発基礎調査」調査団をモンゴル国に派遣。

８月ｕ曰農林水産省委託調査「アジア諸国の発展段階別農業

課長、加藤祐子国際課課長補佐）

本惟子衆院議員、大渕絹子参院議員、星合千春国際

（団長心愛知和男衆院議員、武山百合子衆院議員、松

議員団」を派遣。

７月配日「パキスタン・イスラム共和国人口・開発事情視察

３１２６

９月２日労働省・雇用促進事業団委託「アジア諸国の職業安

定制度と雇用政策に関する調査研究」の研究会を開
催。

９月５日労働省・雇用促進事業団委託「アジア諸国の職業安

～旧日定制度と雇用政策に関する調査研究」調査団をバン

グラデシュ国に派遣。

（団長罪大野昭彦、渡辺真知子、藤田幸一、楠本修）

９月四日厚生省・国際厚生事業団委託「アジア諸国の高齢化

～妬日と保健の実態調査」調査団を中国に派遣。

（団員恥苅部ひとみ、内藤佳津雄、遠藤正昭）

９月”日大阪フォーラム「少子・高齢化をどう乗り切るか」

を南海サウスタワーホテルで開催。中山太郎理事長

が講演。会議運営のため、広瀬次雄常務理事、星合

千春国際課長、加藤祐子国際課課長補佐が出席。

’一……露趣

前号、第舶号に誤りがございました。

御迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し訂正いた
します。

。Ｐ川一ＡＰＤＡ日誌」の標題が欠落

。Ｐ叩御苑寸言１行目

「日本人口研名誉所長」↓日大人ロ研名誉所長
・同咀行目

●

「プロダクティブ・ヘルス」

↓リプロダクテイブ・ヘルス

１１１１

９７

７

１月

￣

曰誌
■■■

ＡＰＤＡ

◇ＪＲの電車内から“赤ん坊“が消えた。いささかミステリアスな表
現だが、日中の車内では、あのツブラな瞳の可愛い赤ちゃんに滅
多にお目にかかれない。東京都の合計特殊出生率が、遂に一・○
五にまで落ちこんでしまったｂ「いまの生活をエンジョイしたい
から子供は欲しくない二結婚はあとでもできる」ｌＴＶでホン

ネを語っていた若い女性の言葉である。こうした風潮の中で「少
子化は日本の存亡にかかわる大問題です目と説いても虚しい。
価値観の多様化、晩婚化が最大の原因だろうが、このままでは一一
一○○年のわが国人口は四七○○万人まで激減してしまう、と
推計されている。そ、ｂ恐ろしい話だ。

◇九月上旬の急激な円高ドル安で日本は四兆円を失ったそうだ。ド
ルの一極体制下で、またしても日米マネー戦争は日本の敗戦が濃
厚だ。日本経済が崩壊すれば一番大きなダメージを受けるのは超
大国である。アメリカの有力紙、ＮＹタイムズが「数十年先日本
は少子化で過疎の島になる」という特集記事を組んだという。皮
肉な話だ。

◇少子化がどんどん進めば労働力不足が深刻化して、経済は衰退
し、社会も活力と輝きを失い、やがて国家存亡の危機に直面す
る。”老人力〃の世代は、温かい親子関係、一家団らんの微笑まし

（Ｔ・Ｈ）

い家庭像を懐かしむが、時代遅れだろうか。二十一世紀の日本再
生のために、少子・高齢化をめぐって、今こそ国民的論議を展開
すべき時代にきている、と思うが…。

舐め場となる。

･編集発行人広瀬次雄

周辺から塩分カルシウムが集積し、
牛や馬、羊達の格好の水飲み場や塩

1999年10月１日発行く季刊〉

モンゴルは夏の間に雨が降り、窪
地がしばしば池となる。そこには、

人ロと開発･秋季号<通刊69号＞

強く、一面の草原となり、ゴビ沙漠へと
つながる。ウランバートルから北へ行く
にしたがって雨量も多くなり、標高も下
がり、小麦や野菜の生産に適した場所と
赴叩

蝿
表紙の写真説明

モンゴル国セレンゲ県

モンゴル国の首都、ウランバートルか
ら北に300kmセレンゲ県の風景である。
ウランバートルを境として、南は乾燥が

なる。

･発行所

財団法人アジア人口･開発協会

〒160-0022

東京都新宿区新宿1-5-Ｌ３Ｆ

ＴＥＬ（03)3358-2211(大代表）

ＦＡＸ（03)3358-2233

・印刷所

文化印刷株式会社
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