平成12ｲＩｉ１Ｏ)］111発行(雫ﾄﾘ年`llIJ1発行)imlllｶﾞﾘ73号・ISSNO918-8967

〆人轤と鎚隷鰯蕊和繊繊圏繊て型

Ｚ

Ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ＆Development

OＣＴ
`Aａ

財団法人アジア人ロ・開発協会(ＡＰＤＡ）

十

露１

ｉ
ｉｉ

鋲！

１１

『

！

！

鐡辮鶴鰯懸議

１

|,！

軋……■蕊溌・

ノ

ー‐陣●．ｉ‐

，Ｆ。：・・Ｆｒｌｌ‐，ドー。，』ヒ

１

蝋''１１｢iｌ

蕊凝野眺:f璽鷺度

露Ｉ

□、P－コ

】

Ｊｉ．｛、：。『．」□Ｌ，。…Ｆ曰へ■払い雷■ＢＴ■ ■缶『■ゴー｛■ 」■ （■ ■ｎ斗、鬮ヨユＬへ州曰司１キロ一つ■ へ曰何毎口へ汪己洲仁

I

’しＦＩＩ■１勺弔刈則も召刃懸．Ⅱ麺創●●幻術・罰．。割．。‐・可．，。．●四画

'１１

l-pF轡＞凸」Ⅱ尹

0ケ割」

ﾆｰｰ遙鼻穂蕊Ij囲一

刑

Ｉ

■■■■■■ＴｈＩ■■□■■■■■■・■ｎ口■■Ｗ■■■■口吐■■いいい■ｎ口■Ⅷ■■□■。

【

人口と開発
秋･ＯＣＴＯＢＥＲ/2000．Nｏ７３

雛ノ

子路岸《１

鱒

園

杉本雄三･画く元･関西電力病院長〉

小島宏氾

８

４
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●吉林省の労働力移動
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ブリユッケマンーＰＰＦ事務局長が来日

国際人口問題議員懇談会総会開く
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ゆ

人口３分の１に減り自滅／子育て支援
が日本を救う／「人口一定」目標に／
上がり続ける未婚率／日本の人口一億
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巻頭言

あった人口転換の当然の帰結である

こうした現実はあまりにも急速で

対応や如何と注目している。これら

とは必要であり、先行するわが国の

差をもって同じ事態に見舞われるこ

比較的短期であったことに加え近年

と断ずるのは易いが、そこから将来

若年人口数が高齢人口数を下回る

の市場経済化の急進展もあって、社

諸国は経済成長期が程度の差はあれ

少子社会の姿は経済社会のダイナミ

会的資産の蓄積不足、平等化の歪み

に向けての建設的教訓をうることは

ズムの面からは、どうみてもマイナ

ウハウの提供が、かつての経済発展

少子社会への対応の成果と政策はノ

今後急速な実現が要請されている

資産の配分とも奏功していない。

意識の遅れも鮮明であるし、社会的

ある、リプロダクテイブ・ヘルスの

庭でも、もちろん行政面でもそうで

えない。企業でも地域でもさらに家

進展への対応に成功しているとはい

わが国とて、これまで少子化の急

き経済発展の成果に乏しい。

など社会福祉の充実局面に移管すべ

Ｐ右

非ロ。〈

題匡

スイメージが強い。わが国も成長よ

り安定を指向する段階にかかってい
るのだから経済成長期の意識の罠か

ら脱却しなければならないとの説も
説得力をもっている。

確かに少子社会は①労働力人口減

少による成長低下②社会の活力低下

③社会保障負担の増大などのほか過
疎化など地域社会の変貌などを含め

て経済社会への深刻な影響を否定で
きないといえよう。他方、出生率の
回復による少子化の抑止の期待に関

ひるがえって、二十世紀の人口爆

献というべきものではないだろう

れるとすればそれこそが真の国際貢

局面の経済協力の延長そして実現さ

育ての両立難に関する国民の意識の

発への人口政策的対応が急テンポで

か。

できないであろうか。

面から早急な効果は見込まれないの

進んだ東アジア諸国では一定の時間

しては①子育て費用負担②仕事と子

も厳しい現実である。
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地球規模の水問題

シンポジウムは国際交

流基金日米センター、側
国際開発高等教育機構、
国際水資源学会の共催で

開かれたが、これに先
立って二十五、六日の両
日、国際的な水問題の専
門家や有識者が集まって
「東京クラブ」を設立。
水に関する重要課題、今

ける問題点、日本の役割

題について、現時点にお

なりつつある世界の水問

行い、国際社会の焦点と

レーン・ストーミングを

て安全で良い水を安く飲めるよう、水

委員会議長）は「人類が将来にわたっ

ディン氏（世界銀行特別顧問、世界水

いて講演した。イスマイル・セラゲル

での問題、今後の国際的取り組みにつ

基調報告は、三人の権威者が現時点

後の組織運営についてブ

を含む国際協力の進め方

そのためには総合的な水資源管理、

の安全保障のある世界を確立しよう」

ち寄るバックグラウンド

地域参加型アプローチが重要。また、

や、解決策について論

・ペーパーをまとめて出

水を無料で提供するのではなく、価格

と呼びかけた。

版することも予定してい

を設定して料金を取ることが必要だ、

と強調した。同氏は、この問題につい

る。

議、今後各メンバーが持

jJ7有料にすべきだ
て、”水は人権だ、政府は全ての水を

無料で供給すべきだ“という反対意見

もあったが、私は、水に価格を設ける

のは倫理の問題であって、今の在り方

は正義に欠けている、と主張。貧しい

国の人達は、豊かな国よりも一一、三倍

も高い水を買っており、水汲みに苦し

む女性の労働は言語に絶する、と主

張。また、水のイノベーション（技術

革新）の優良事例を集めることが重要

で、現在七、八百億ドルの水への投資

額をさらに一千億ドル位にふやすこと

が必要だと述べた。

オルチャイ・ウンベル氏（トルコ。

、ぜいたく､を控え
拠出金を

■水は
Crl

５

検証報告では、この五年間に何をした

ゲンでの社会開発サミットからの会議

がっている。一九九五年のコペンハー

のに、南北の地域格差は三十倍にも拡

問題が世界的に重要なのが判っている

南東アナトリア開発公団総裁）は、水

河川での紛争が懸念されるが、流域全

戦略的行動が重要で、水をめぐる国際

情報不足だ。水問題を解決するには、

たっては、途上国は人材不足であり、

では実現しない。水の管理運営に当

は、水問題の解決はリップ・サービス

（ストックホルム国際水研究所教授）

ない。ｌと述べた。

ついて、人々の考えを変えないといけ

生命を維持する水システムの在り方に

のいらない作物を作ることも大切だ。

ばならない。また、乾燥地帯では、水

体を考えた協力体制が強化されなけれ６

のか成果が上がっていない。北半球の
アルコールや、ペット・フード、アイ

入に頼っているが、これは輸出国の大

量の水を使ってできたものだ。このこ

とを考え、自国で生産するよう努力す

べきだ。日本人である前に、地球人で

あれと、いいたい。明治までは、日本

も途上国だったのだから、先進国と途

上国の橋渡しのできる国にならないと

いけない。そのためには多国間協力の

枠組み作り、環境技術移転をどの様に

実現するか、検討を進める必要がある

Ｉと述べた。

裕・東京大学名誉教授が、深刻な水を

パネルディスカッションでは、高橋

の健康や、生活の安全性を考慮した規

り、産業優先政策をとったため、人間

は、日本は戦後、経済発展を急ぐあま

広中和歌子参議院議員（元環境相）

めぐる国際紛争について説明したあ

＝'二F橋渡しをせよ

制が緩かった、と述べ水俣病問題の失

■■先i隻国と途上国の

と、日本は食料、木材などの大半を輪

日本は

スクリームなどのぜいたくを少し控え

れば水への必要資金は出るはずだＩ
とＯＤＡが減少傾向にあることへの不
満を述べた。

マーリン・ファルケンマルク女史

国際篭)争防[このため
二?j■流域(ji)i､力嚇雌化を

地球規模の水問題

本の役割について、成功例だけでな

て水問題に貢献してほしいｌと要請

敗例を挙げた。

エジプト公共事業・水資源大臣
モハメド･アイトゥ・カーディ
モロッコ農村開発局長

した。

マフムード・アブザイド

く、失敗例からも途上国は学んでいけ

くメンバー＞
高橋裕東京大学名誉教授

ジェイ・ナラヤン・ピアス氏（イン

『ぶ

色一『》二

国際開発研究センター所長

るので、日本がリーダーシップをとつ

｜｜’がく’’一・〈・

◇智筥

一‐｜・・・菫‐．｜｜や一．鈩凸・＄‐・一身

，一一一》」一・．｜・・‐（‐４｜｜〆。』‐｜‐・一一．’一一一か‐‐‐

ゆ→Ｆ１Ｆ

（第三世界水研究所所長）

高橋一生財団法人国際開発高等教育機構(ＦＡＳＩＤ）

ド。グシャラート州水資源相）は、曰

東京クラブのメンバー

イ矛一』』

く発起人＞
アシット・ビスワス国際水資源学会会長（前）

ベネディート・プラガ国際水資源学会会長（現)、ブラジル
マーリン・ファルケンマルク

ストックホルム水シンポジウム科学プログラム

委員会議長
トーキルヨンク・クラウゼン

デンマークＴＡＣ、グローバル・ワォーター・

パートナーシップ（ＧＷＰ）議長

アールト・ルーシンクオランダ･ＮＥＤＥＣＯマネージング･ディレク
ター

ジョン・パイグラム国際水資源学会会長（次期)、オーストラリア

イズマイル・セラゲルディン

世界銀行特別顧問･世界水委員会議長､エジプト

マリー・シェイディカナダ国際開発庁（ＣＩＤＡ）上級政策顧問
オルチャイ・ウンペルトルコ南アナトリア開発公団総裁
ジェイ・ラナヤン・ビアス

インド・グジャラート州水資源大臣
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「性暴力を許さない女の会」は、雷

が代読された。

際家族計画連盟会長からのメッセージ

計画連盟会長とアンジェラ・ゴメス国

団体が受賞し、加藤シヅエ・日本家族

女の会」と「フィンレージの会」の二

われた。今年は、「性暴力を許さない

された「加藤シヅエ賞」の授賞式が行

鼓舞し育成することを目的として創設

継がれるよう、また将来を担う女性を

その高い志と精神が次世代に長く引き

族計画連盟会長の長年の功績を称え、

口賞」を受賞した加藤シヅエ・日本家

次いで、日本人として初の「国連人

基金特別顧問が祝辞を述べた。

会の挨拶を述べ安藤博文。国連人口

ず、黒田俊夫・ジョイセフ理事長が開

特別シンポジウムが開催された。ま

本プレスセンターで「世界人ロデー」

七月六日（木）午後一時半から、日

画

８

話相談や裁判支援など性暴力被害者をの世紀であった。一一度の世界大戦や内男性の活動が女性の問題を解決してい

言々壽鶴章:

,

飴色配

サポートし、また、公開講座の開催や戦により多くの犠牲者をだしてきた。くと考えている。また、女性は経済的
一三－スレターの発行により、性暴力いま日本は少子・高齢化問題に直面自立が必要である」と、述べた。

トン的のた箔

伊藤公雄大阪大学教授は、女性問題

収者阪Ｚ

４１力掌

■■

いくことが重要である。カイロ会議かを男性問題と考えて分析をしている。

LＪｒて］

「女性問題に取り組むには、女性のエ

建刀、、〕〃

る。

についての社会的啓発活動を行っていし、今後女性の活力を社会で利用して

,）＝り

窃

,）[

ラィンレージの会」は、不妊症にら十年目に当たる二○○四年の人口・
の住ニーア左形

ａｌ‘ユ■

六月に一三１ヨークの国連本部で、

る。男性は性というジェンダーに縛ら

澤十１つ八

９Ｆ

労六り

の価ゴｋＦ

も、また産めなくても生き生きと蟇ら一九九五年北京で採択された「北京行れている。男性の生活時間の組み替

社会ではなく、産んでも、産まなくて

悩む人をサポートするために発足し、
開発会議を是非日本で開催したいと活ンパワーメントだけでなく、男性の生
女性が子どもを産むことを当然とする動を進めている。」と述べた。
き方、考え方を変えていく必要があ

－カーにめ議仁

７１才IＴ

ロ

，

していける社会を求めて活動を行って動綱領」の実施状況の検討・評価したえ、家庭での時間を増やすことが重要
いる。一二１スレターの発行や、「井ことを踏まえて、三十一世紀の人口である」と説明した。
ＬＩＺＺと繩

戸端会議」と称する会員交流の場を提と女性」をテーマに三人のパネリスト

‘訳Ｌｆ伝

棹り

臣§TＨＥ

へ■

田中由美子ＪＩＣＡ社会開発協力部

菱由一F

日本の少子・高齢化問題について貧しいのは女性であり、”貧困の女性

われた。歌手のアグネス・チャン女史を当て講演した。「貧しい中でも特に
、

題協議会会長が「世界の人口問題と日「高齢化は問題ではなくバランスが悪化“といわれている。貧困の女性化の

シンポジウムでは、明石康・人口間は

ている。

供したり、セミナーの開催などを行っを招き、パネルディスカッションが行長は、援助開発の立場で途上国に焦点

1５１

本の役割」について基調講演し、「今いだけで、少子化が問題である。女性解決策として、ジェンダーの平等、女
世紀、世界は科学的進歩を遂げ生活水が子どもを産まないのは”不安”だか性の意志決定権を与える、ジェンダー

ＴＩズコー、

準が向上したが、我が国では精神面でらであって、この不安を取り除いてあの偏見をなくすことが考えられる。女
の荒廃が指摘されている。また今世紀げることが大切である。女性の問題は性が経済力をつけるには教育が重要と
は戦争・紛争の世紀であり、人口爆発女性だけで解決できることではない。なってくる」と主張した。

１

,

數量賢表,（＃

RTP砥

と

－宗教指導者の役割を考える

も一時的に上昇し、一九七○年には一

五許となったが、九四年には一三割へ

と低下している。仏教徒の割合は近年

低下気味で、一九七○年の七訂が九四

する一方で、ムスリムの割合が急上昇

と、近年、キリスト教徒の割合が低下

数派である人口大国でもみられる。

ろが大きい。このことはムスリムが少

おけるムスリム人口の増加によるとこ

る人口増加にもよるが、特にアジアに

年には五許となった。これに対して、

している。○胃：巴、（一九九七）の

○冒目巴、（一九九七）による一九九

教」がキーワードになりつつあるが、

推計によれば、一九○○年には一六・

四年に関する推計によれば、中国では

ムスリムの割合は近年急上昇し、’九

五億の人口のうち三一軒がキリスト教

ムスリムが総人口の二軒にすぎないが

七○年の一五許が九四年には二○許と

徒、一一一一評がヒンズー教徒、一三軒が

二千数百万もいるし、インドでは総人

人口研究も例外でない。しかし、イス

ムスリム、八軒が仏教徒であった。そ

口の一二訂にすぎないが一億数百万も

ラームについてはイスラーム教徒（ム

の後、中南米における人口増加等の影

いる。実際、ムスリム人口でみるとイ

なった。

響もあり、キリスト教徒、特にカト

ンドは、’億八千万のムスリムを擁す

スリム）が世界人口に占める重要性に

リック教徒の割合が上昇するが、過去

る第一位のインドネシアや一億三千万

冷戦終結後は多くの政策科学の分野

二十～一一一十年間における欧米と中南米

を擁する第二位のパキスタンを下回る

ムスリムが世界人口に占める割合が

における出生率低下や宗教離れの影響

比べて十分な研究がなされてるとは言

もあり、その割合が低下し、一九七○

ものの、第三位を占め、一億を擁する

近年急上昇した背景には中近東におけ

年の三一一一許から九四年の一一六許へと低

第四位のバングラデシュを上回ってい

えない。世界人口を宗教区分別にみる

下した。同様に、ヒンズー教徒の割合

で「イデオロギー」に代わって「宗

■イスラーム諸国の
人ロと出生率
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〔右頁・写真〕フィリピン国
ダバオ市のイスラーム地区
での調査

（左から２人目が筆者）

エジプトで五～六千万を擁している

わゆる中近東諸国のイラン、トルコ

る。ムスリム人口数で第五～七位はい
ることがあると言われている。

が、少数派として人口増加が求められ

ること、⑦特にシーア派に当てはまる

採っているサウジアラビア、出生率が

ると認識しながらも出生維持政策を

いるシリア、出生率が満足な水準であ

ブーが抑制されること、⑤宿命論的に

で当てはまるが、母乳哺育や性交タ

妻婚）制があること、④特にアフリカ

が低いこと、③父系制や複婚（一夫多

が早婚であること、②女性の教育水準

出生率が高くなる要因としては①女性

がある。｜伝統的」イスラーム社会で

人口増加の背景には比較的高い出生率

このようなイスラーム諸国における

政策を採って

がらも非介入

ると認識しな

答している。しかし、出生率が高すぎ

識し、出生抑制政策を採っていると回

る国々の多くは出生率が高すぎると認

結果によれば、ムスリムが多数を占め

六年の各国政府に対するアンケートの

も採られていない。国連による一九九

と認識されていないし、出生抑制政策

ような国々では必ずしも出生率が高い

ム諸国、特に内外に紛争を抱えている

にある。しかし、これ以外のイスラー

生抑制政策を採り、出生率が低下傾向

近年、出生率が高すぎると認識し、出

しかし、ムスリム人口大国の多くは

導者の出生政策ないし家族計画プログ

ラームの影響の相違、特にその宗教指

ラーム諸国間の相違の背景にはイス

うな避妊実行率や出生率に関するイス

生率が比較的低い国々もある。このよ

のように避妊実行率が比較的高く、出

は、前述のイスラーム人口大国の多く

率が高い国が少なからずある。他方で

実施により、避妊実行率が低く、出生

にも財政等の制約による不十分な政策

ると回答しているイスラーム諸国の中

ると認識し、出生抑制政策を採ってい

に高い。また、政府が出生率が高すぎ

生率は政府の認識とは無関係に、｜様

り、国連推計によるこれらの国々の出

採っているイラクのような国々もあ

低すぎると認識して出生促進政策を

が、数の上では東南アジアや南アジア

なること、⑥夫妻年齢差が大きいた

いるアフガニ

ラムに対する意識と行動の相違がある

●小島宏くこじま`ひろし＞

<現職>国立社会保障・人ロ問題研究所国
ＰｈＤ.(ＢｒｏｗｎＵ.）

<学歴>早稲田大学大学院経済学研究科博
際関係部長

く職歴>人ロ問題研究所人口政策研究部長
く主な著書>ＳｕＭｍ"ａｂｌｅＵｒｂ２"ｄｇａｌｔｍ，
Ⅱ/ＩＤｍｅｎＤｓＳｍｍ月α"乱侃cIigiIDn
士後期課程満期退学

i几Sbld[ﾉi…Msi叺編薯、国立
社会保障・人口問題研究所、１９９９

年３月

労働供給」

「中東諸国における有配偶女子の

ＸＩＭｌ、1999年３月

『日本経済政策学会年報」

連規定要因」

「中東諸国における健康の環境関
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「人ロ問題研究」第55巻第２号、

の国々をはるかに下回っている。

め、夫の権勢が強くなり、避妊を避け

スタン、出生

と思われる。

準であると認
識して非介入
政策を採って

、

率が満足な水

1953年愛知県生まれ

■出生政策における

青・コミュニケーション）活動が活発

してコミュニティー・レベルの宗教指

れまでの女性偏重に対する反省から最

割を検討する意義は大きい。また、こ

地が大きい。従って、宗教指導者の役

の宗教指導者による解釈・再解釈の余

の中央レベルやコミュニティ・レベル

れに有利なものが含まれており、各国

接的な評価の中には賛否両論のそれぞ

る直接的な評価がなされておらず、間

ないし、古典にもおいても避妊に関す

の法王庁に当たるような階層的権威が

いが、イスラームの場合はカトリック

本語の紹介もあるので、詳しく論じな

があるし、藤田二九九七）による日

は○日局自（一九九二）の詳細な研究

族計画に関する公式見解全般について

する見解や最近までの宗教指導者の家

イスラームの古典における避妊に対

る。また近年、イスラームないしカト

部局が調整している旨が書かれてい

とサービス提供活動を政府の人口関係

むＮＧＯ連合が実施する情報宣伝活動

ている旨や、ウガンダで宗教団体を含

み入れるためのマニュアルづくりをし

八宗教団体が人口教育を宗教活動に組

催して勧告を採択した旨や、ガーナで

ラームと人口」に関する国際会議を開

ラーム指導者・学者を招いて「イス

する国々からから八十人あまりのイス

ラ以南アフリカの一九カ国をはじめと

ＰＡが一九九八年にニジェールでサハ

が取り上げられた。そこには、ＵＮＦ

しての宗教指導者や宗教団体との協力

会におけるパートナーシップの一環と

九九九年『世界人口白書』では市民社

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）による一

実際、世界人口六○億を特集した、

イスラームの影響に触れている。遠藤

査に基づいて女性の避妊行動に対する

九九七）はチュニジアにおける実地調

を中心に論じている。また、岩崎二

法における家族計画の位置をエジプト

七）は文献研究に基づいてイスラーム

つある。例えば、前述の藤田二九九

政策への影響に関する研究は増加しつ

わが国においてもイスラームの出生

際的に注目されていることもある。

教指導者の出生政策に対する関与が国

かなように、各国の中央レベルでの宗

流れを変えたと述べたことからも明ら

やメディアでの論議を強調したことが

で故ホメイニ師が人口問題とその大学

て授与したことと、同博士が受賞演説

を変えたの．シ・冨閏：曰博士に対し

を務め、人口政策・リプロヘルス政策

年代前半にイランで保健医学教育大臣

Ａが一九九九年国連人口賞を一九八○

導者に対するＩＥＣ活動が盛んになっ

近の家族計画プログラムは次第に男性

リックが多数派を占める国々で国際機

化していることも宗教指導者の役割を

も対象とするようになってきたが、イ

二九九五）は中東諸国の出生政策に

てきたこともある。さらに、ＵＮＦＰ

スラーム諸国では彼等に直接的な影響

関や米国機関との協力の下で、特に男

関する相違を相互補完的な経済開発政

宗教指導者の重要性

を与えうるコミュニティー・レベルの

性に対する家族計画普及活動の一環と

考える上で重要であろう。

宗教指導者に対するＩＥＣ（情報。教
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試みられている。また、セネガルでは

指導者や国民に対して浸透させようと

ことをコミュニティー・レベルの宗教

ておらず、肯定していると解釈できる

され、イスラームが家族計画を否定し

解』と題された小冊子が英語でも刊行

て『イスラームの家族計画に対する見

宗教指導者の協力の下で宗教省によっ

エジプトでは一九九四年頃、中央の

の影響も検討する必要があろう。

コミュニティー・レベルの宗教指導者

呼んでいるが、それらの要因に対する

がないことと副作用に対する恐れ」と

二九九七）は「避妊に対するニーズ

九五）は「伝統的要因」と呼び、岩崎

かったようである。また、遠藤（’九

者の影響に関する研究がなされて来な

ら、わが国においてはイスラーム指導

みている点で興味深い。しかしなが

策要因と宗教的要因で説明しようと試

一の有効な手段だと見なされるべきで

画は人口爆発と貧困に対処する上で唯

反すると述べている。さらに、家族計

絶を用いることがイスラームの教義に

族計画手段として系統的な人工妊娠中

関する規制・法律を強いること、③家

個人ないし集団のレベルで出生制限に

ルで恒久的な出生制限を行うこと、②

除き、個人のレベルないし集団のレベ

と述べる一方で、①不可抗力の場合を

イスラームの教義によって許容される

ニシアティブで出生を計画することが

イスラームの教義に応じて、個人のイ

物質的状況・可能性に応じるとともに

手段を暫定的に使うこと、③各個人の

枠組みの中で信頼性の高い近代的避妊

出生間隔をあけること、②近代医学の

して、①母子の健康を保持するための

じている部分もある。同冊子は要約と

ものの、実際の出生政策との関連で論

妊や中絶に対する見解に割いてはいる

ており、大きな部分をイスラームの避

子が経済財政計画省によって刊行され

した人口政策の宣言』と題された小冊

の下で『イスラーム教義を手がかりと

ら、各国政府やＮＧＯの家族計画プロ

的には避妊を合法としていることか

きで支持するものまであったが、｜般

れを無条件に支持するものから条件付

するファトゥア（宗教的裁定）にはそ

指導者）により出された産児制限に関

た、当時、各国のムフティ（最高宗教

法を許容していると結論づけた。ま

とし、正統四学派のすべてが性交中絶

イスラム法学者の多数派は避妊を合法

示していると結論づけている。同書は

ため、イスラム法学者は異なる見解を

るような個別の報告があるだけである

となるような証拠はなく、若干矛盾す

マドの言行録）にも厳密な見解の根拠

し、コーランにもハディース（ムハン

するイスラームの見解を包括的に検討

授は一九六五年の著作で産児制限に関

た冒巨厨日日且、巳］昌巨且丙・旨教

ば、カイロ大学イスラム法学部長であっ

国－国四日色目巴（’九七○）によれ

う手段もありうると結論づけている。

寄進財産等）における社会的連帯とい

されるようなあらゆる構成要素（喜捨、

なく、イスラームの教義によって示唆

■中央レベルの
宗教指導者と家族計画

一九九六年に中央の宗教指導者の協力

1３

ている」と述べているというもっとも

ヨーランは出生制限ができないとし

導者が「避妊は殺人である」とか

スクではコミュニティー・レベルの指

しているのに対して、同じカイロのモ

がイスラームが避妊を許容する発言を

ティ、冨呂四日目且、、ご丘弓：冒菖

リムを指導すべきエジプトのムフ

そして、八億五千万人のスンニ派ムス

イスラームでは逆であるとしている。

下の方が避妊を許容するのに対して、

トリックでは上の方が避妊を制限し、

見解が一般大衆レベルである程度の支

げられている。このような原理主義的

謀ないし侵略であると見なすことが挙

リム人口の増加を抑制しようとする陰

に、家族計画に対する国際援助をムス

産物として排除しようとすると同時

り、家族計画や近代的避妊手段をその

と、③西欧文明への不信が背景にあ

児をできるだけ再生産しようとするこ

思考があり、将来の兵士となるべき男

ようとすること、②ジハード（聖戦）

り、女性の「伝統的役割」を再規定し

化的復興主義と表裏一体の関係にあ

略的なものがあるが、①原理主義は文

もつ野心家の都市専門職者もムスリム

もにアッラーに対する絶対的な信仰を

同様に、祈りを捧げ、断食をするとと

つ宿命論的な農民がムスリムである。

のアッラーに対する絶対的な信仰をも

げ、断食をするとともに創造者として

教と見なさねばならない。祈りを捧

それに影響するとともに影響される宗

系）を集団の状況と相互作用をもち、

ム（およびそれ以外のあらゆる信仰体

いるとする。彼女によれば、イスラー

に関する行動に大きな影響を及ぼして

りも日常的な信仰体系の方が家族計画

民の場合、イスラームの教義や哲学よ

日呂二九七○）は特にエジプト農

統的要因」に関連して、国１国色目②‐

らしい描写でそのことを示そうとして

持を集めるのは、一般大衆だけでなく

である。両者の世界観はかなり異なる

見解の根拠としては神学的なものと戦

いる。描写の後半部分の真偽はわから

コミュニティー・レベルの宗教指導者

し、イスラーム信仰の解釈もかなり異

グラム実施が容易になった。

ないが、コミュニティー・レベルの宗

も「伝統的」見解を保持していること

富・［［巴（’九九四）はローマ・カ

教指導者の方が避妊を制限しようとす

なるが、いずれも自らが忠実な信者で

る。特定のムスリム社会が意識的。無

もった信仰の解釈をすることができ

除される危険を冒すことなく、幅を

団はムスリム・コミュニティーから排

ては聖職位階制がないため、個人や集

あると思っている。イスラームにおい

によると思われる。

前述のイスラーム社会における「伝

宗教指導者と
「伝統的要因」

■コミュニティー・レベルの

る傾向が強いという可能性は否定でき

ない。また、彼らの影響により都市住

民も「伝統的一見解を保持してきた可
能性もある。
このような「伝統的」見解の一部は

原理主義者の見解にも近い。原理主義
的な宗教指導者が家族計画を否定する

I‘
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解釈することは、その社会が対処すべ

様な要素の中から選択し、強調し、再

意識的にイスラームの教義・思想の多

悪影響を恐れているためであるが、疾

神の意志に逆らおうとすることによる

悪であると信じているためではなく、

に合法とされていることからそれが罪

（イスラーム聖法）が男児を尊重して

付けられている。さらに、シャリーア

ある」と述べていることによっても裏

はコーランが「子供は人生の装飾品で

ングラデシュの有配偶女子の個票デー

よっても部分的に支持されている。バ

このような可能性は数量的分析に

ラーム解釈もあるのかもしれない。

ニティー・レベルの宗教指導者のイス

特徴づけている。この背後にはコミュ

統的」見解と「近代的」見解の対立と

下層の事例を挙げ、避妊に関する「伝

の恐れに関するバングラデシュの農村

の意志に逆らおうとすることについて

している。旨・憲一（一九九四）も神

は間接的に避妊を抑制する傾向を保持

定にしていることもあり、イスラーム

宣告ができることが女性の地位を不安

要があることや男性のみが複婚や離婚

おり、男児を確保するために多産の必

き生活の状況や必要に依存する。選択

された要素は信仰体系の中に編入され
るやいなや、それと整合的な行動様式
を強化し、強力に奨励する。

実際、農民のレベルではコミュニ
ティー・レベルの宗教指導者による家

族計画普及活動が拒絶されるような事
例がエジプトの農村であったが、この
ことは生殖や出生に関する限りイス

ラーム法学者による公式見解よりも社

会制度の基盤を成す世界観や価値観の
方が農民にとって重要である可能性が
強いことを示している。これは第一

に、生活全般を当たり前のものとして
受け入れている農民が、生殖のような

非常に自然な過程を疑問に感じるべき
理由が特に見あたらないためである。

示された場合でも、世界観や社会にお

存が脅かされている状況では無理もな

病率や死亡率が高く、子供の福祉と生

用確率と不妊手術実行確率が低いし、

りもムスリムの方が伝統的避妊手段使

多変量解析によれば、ヒンズー教徒よ

タに小地域データをリンクしたものの

ける子供の価値により、それを即座に

い。また、子供が労働力として、貴重

第二に、出生制限の可能性が農民に提

受け入れることができないためであ

ムスリムの中では厳格なムスリムの方

タイ国ハジヤイ市のイスラーム地区での調査(右から２人目が筆者）

であることも言うまでもないが、これ

拳i罰i罰

る。彼らが鶴曙するのは、避妊がすで

１５

談

率、不妊手術実行確率のいずれをも大

的避妊実行確率、伝統的避妊実行確

もはるかに大きな影響力をもち、近代

さない者の割合は個人の宗教区分より

する小地域における毎日お祈りを欠か

使用確率が高い。しかし、個人が居住

族以外の男女の接触を抑制するイス

避妊具）が忌避される傾向があり、家

接触を伴うことが多いＩＵＤ（子宮内

と男性医療関係者による女性の体への

率は高いにしても、避妊手段別にみる

ラム政党支持率が高いほど、避妊実行

スリム人口割合が高いほど、またイス

うなＩＥＣ活動は長期的に活発に行わ

せるようなことも行わている。このよ

に医療関係者とともに宗教指導者を乗

シアでは家族計画普及事業の巡回バス

巡回してもらうこともある。インドネ

でなく、家族計画普及のために地域を

らえて家族計画を推奨してもらうだけ

が行われ、結婚式や礼拝等の機会をと

ベルの宗教指導者に対するＩＥＣ活動

宗教指導者、特にコミュニティー・レ

きく低下させており、小地域における

ラームの影響力が小地域で異なること

データの多変量解析結果によれば、ム

信仰の厚さとその背景にあると推測さ

を示し、コミュニティー・レベルの宗

れるとコミュニティー・レベルの宗教

が厳格でない者よりも伝統的避妊手段

れるコミュニティー・レベルの宗教指

教指導者の影響を示唆している。

え、近年、彼らを対象とするＩＥＣ活

ルの宗教指導者の影響の重要性を踏ま

以上のようなコミュニティー・レベ

事業の事例のように宗教界が穏健主義

画プログラムとしてのコンドーム普及

ジェールにおけるエイズ対策・家族計

い。しかし、一九九三～四年のニ

計画プログラムを開始することが多

ないとのお墨付きをもらってから家族

われ、イスラームは避妊を禁止してい

する一種の啓発ないし説得の努力が行

ＥＣ活動の参考資料として宗教指導者

他方、ヨルダンでは一九九八年にＩ

性が強い。

なんらかのＩＥＣ活動に参加した可能

れており、宗教指導者の大きな部分が

二千回以上の結婚登録セミナーが行わ

ナーが行われ、五千回以上の研修会、

九八四～九五年の問に三万回弱のセミ

は約百万人の宗教指導者がいるが、一

とになる。例えば、バングラデシュで

指導者のかなりの部分をカバーするこ

導者の影響力の大きさを物語ってい
る。他方、インドネシアの小地域別

動が出生抑制政策ないし家族計画プロ

と原理主義に二分されているような場

を対象とするサンプル調査が行われた

■コミュニティー・レベルの

グラムの一環として行われるように

合には、原理主義勢力の妨害に遭って

宗教指導者に
対する啓発活動

なってきた。ただし、エジプトやイン

ほか、宗教指導者が男性オピーーオン・

リーダー二千人を対象とした家族計画

挫折する場合もある。

高官による中央の最高宗教指導者に対

家族計画プログラム開始後は一般の

ドネシアにおけるように、まず政府の

Ｉ
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イスラームと出生政策

参照文献
Chesnais，Jean-Claude、1997．“Ｌｅｓ

れている。また、オピーーオン・リー

る理解と受容度が向上したことが示さ

ピーーオン・リーダーの家族計画に対す

加前後のアンケート調査結果から、オ

Ｃ活動に寄与した。実際、セミナー参

普及のためのセミナーに参加してＩＥ

家族・友人と話すようになり、夫の支

ナー参加者の多くが家族計画について

の結果から確認されている通り、セミ

へと上昇した。これはアンケート調査

地域の避妊実行率が二一一軒から三○計

一般男性が参加した結果、半年で対象

族計画セミナーが行われ、二万人弱の
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けにかえってそのようなＩＥＣ活動を

の方が「伝統的」である場合が多いだ

コミュニティー・レベルの宗教指導者

場合ほど中央集権的な階層性がなし、

り、イスラームの場合はカトリックの

よって確認されていないが、前述の通
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究が少ないが、わが国にとって戦略的

重要性をもつアジア諸国、特に東南ア

ジア、南アジア、中央アジア、そして

西アジアの多くの国々においてはイス

ラームが社会的に重要な位置を占める

ため、イスラーム（ムスリム）人口の

研究に精力を傾ける必要があろう。ち

なみに、二○○○年九月十四日には

「イスラム人口研究懇談会」が開催さ

れ、日本人口学会の「イスラム人口研

究委員会」が発足した（問い合わせ先”
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TableLKeyEconomiclndicators

:」&課

andFmance

国際協力研究科教授

神戸大学大学院

福井情

七、九八年は政治的混乱の影響で成長

率低下、九八年後半に新しい政治体制

が確立し、九九年前半にクメール・

ルージュが投降して以降は、成長。復

興の期待が大きくなってきている。

インフレ率は、すでに九五年以降沈

静化してきているが、財政赤字・経常

収支の赤字は経済成長率が高まると拡

大する傾向があり、海外からの援助や

直接投資が、カンボジア経済の成長に

とって決定的に重要である。

一方、農業部門の重要性は九○年代

に入って低下しているが、依然、ＧＤ

Ｐの四一軒、労働人口の約八○軒を占

めている（表２）。また、貿易面で

も、木材・タバコ・天然ゴム・魚製品

などが輸出品として重要な位置を占め

ている（表３）。このように、所得・

雇用の創出、経常収支の赤字縮小、外

■■■■■■■

１８

グローバリゼーションの進展とカンボジア農業の国際競争力

TableaMajorExportProducts（inmm1ionUS$）
Ｙｅａｒ

貨の獲得など、今後の

から一一一六軒（一九九七年）切

に僅かに低下したが、依然邨伽

９２９４１
５３４６
６１３

９１５１０麺カンボジアにおける経

４０

教育就学率一一一一軒、医療刈恥

サービス・安全な飲料水の班

ｓ

ｒ
ｅ
ｖ

ｔ

ｏ

確保・衛生状態も劣悪であ、
るなど、社〈室開発の面でもｍ

アジアで最も遅れている。

４

｝」のような状況で、貧困Ｐ

世帯の九○計が農業を主たに
ｂ

る生計の糧とする世管帝であ、

るという事実は、経済開発

の面でも社会開発の面でも農業発展が

門の成長

は停滞

し、この

期間の農

業成長率

は人口増

加率より

低かった

二九九

1993-94１９９７

｜～九六年の間の年平均成長率は二・

七瀞、これに対して人口増加率は三

許）。

本稿では、少甸己レー○国勺日の目の日の

の実施、ＷＴＯ加盟を控えて、タイや

ベトナムなどの農業先進国との競争に

晒されながら農業発展を実現して行か

ざるをえないカンボジア農業の現状を

紹介し、農業発展の課題を明らかにし

たい。
1９

極めて重要であることを意味してい

原洋之介縞著、ＮＴＴ出腿１９９９
年、『変貌する農産物流通システ
ム卸売市場の国際比較」小林康
平他と共著､農文協、1995年、『開
発援助の光と影援助する側され
る側」嘉田良平他と共著展文協、
1995年他著瞥多数

る。しかし、九○年代において農業部

国カリフォルニア大学バークレー

校客員研究員、九州大学農学部助
教授、大阪学院大学経済学部教授
<主な著瞥＞『地域発展の固有鹸理」原洋
之介編、京都大学出版会、２０００
年､｢アジア経済論」pP352-377

として吉向く（表４）、成人皿岼

非識字率六八・七割、中等糾汕

く職歴>東京大学東洋文化研究所助手、米

獅叫祇銅》済発展をスムースに進

㈹３四皿、展させて行くには、農

ｓ

１ｍ６展が不可欠である。
Ｐｅ
迦血カンボジアの場〈ロ、

１１８１９

９１４７碑業部門（広義の）の発

２

１２５
５１２

ｒａ９

幅、麺長年の内戦や政治的混

晦麺℃、乱のために、インフーフ

中退

吋咋巫錘》が破壊され、農地面積

授

〈学歴>京都大学農学部卒業、京都大学大
学院農学研究科収支課程修了、京
都大学大学院農学研究科博士課程

》欧》》醗樒》、捌川糀州臘舳川船則

<現職>神戸大学大学院国際協力研究科教

邨恥》蜂峰》烟腓肌Ⅷ川託憤困問題

Ｔ

農学博士（京都大学）

九○年代に入り、絶対的貧困線以下

の人口割合は、’一一九軒（一九九四年）

●福井清一くふくいぜいいち＞
1952年兵庫県生まれ

19921993199419951996

ＦｏｏｄＰｏｖｅｒｔｙＬｉｎｅ
ＰｈｎｏｍＰｅｎｈ

6.2

3.4

OtherUrban

19.6

15.4

Rural

21.6

20.0

Total

20.0

17.9

ExpandedPovertyLine
PhnomPenh

11.4

11.1

OtherUrban

36.6

29.9

Rural

43-1

40.1

Total

39.0

36.1

Source

JamesOKnwles，UUAnUpdatedPoverty
ProfileforCambodia-1997：Technical

ReporrU，MinistryofPlanning，Draft
dated20Marchl998．

２カンボジア農業の現状

2457.2

113.8

4.6
1661.7

1506.6

４９．６

15.3

1992

201Ｌ5

1844.0

50.0

26.3
1993

1991.2

1856.6

４３．３

18.4

1994

2094.1

1924.0

52.0

22.0
1995

2245.9

2086.0

５１．６

24.5
1996

2349.2

2170.9

４９．４

25.0

1997

2080.3

1928.7

３４．１

22．1

1998

2307.4

2104.0

４４．９

18.1

1999

2358.1

2157.6

５９．８

23.3

tistics．

199619981999

４

２

１

１

３６

１

２３１

１

２７

４

３

４

７４４６９４

６５４

２３３９

2189

１３１１７ 13417

１

重が圧倒的に耐蝿唖妬髄沁獅Ⅳ５”４卵山２幻秘帥哩”

ｓ

ｌ

１

１５８１６
２２０

燗叩Ⅲ肚肌鮴螂》軸翻椒輌梛哩鋼趨唖辨汕魂醒嘩翻唖岬
全体の九割以、“ｍ４１１ｕ２１咽１齢則即剛
ｕ
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（表５）、耕種皿、Ｉ・魎
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芸作物等の生産量は極めて少ないこと復したことや、気象条件に恵まれたこ
からも、明らかである（表６）。となど、好条件が重なり、一九九九／

米その他の農産物の生産量は内戦や二○○○年度にはようやく内戦以前の
政治的混乱の影響で激減し、その後も畠嵩レベル（一九六九年）に同覆し、四
停滞気味であったが、米の生産量は二万トンの余剰か生まれる見通しである。

徐々に回復しつつある（表６）。とく九○年代における農業生産の推移を

に、九八年の新政権成立、その後のポ見ると、米とうもろこし、キャッサバ、

ルポト派の投降を経て作付面積が急回家禽などは、この間の人口増加率を上

2０

１５９３２６９５７０６０５

４９２３８１

０

２

１４６３１

０９７０７９７８５３０１９
５
３

３

０６６３８１
１
３

０４８７２６７８５８５０４

２８２６

27622680

耕種部門で

系の観点から

は、耕地生態

農業部門の内訳を付加価値ベースで
生産に適して

2703.7

1983-87

いると考えら、”砺弱躯鋤配加６Ⅳ４皿ｕｌ弱、剛腿胱
れる稲作の比“四２２２，

見ると、耕種作物とゴムで五六許、畜

３３２３３３３４４

５９８６１－０５６４

１４４６１８０３６０

１７８３００９１１９
□■□■■●●●●■

1965-69

７４『１４０２８０６ｌ
７ｌ０５４６５６６５５

Source;DepartmentofPlanningandStatistics，ＭＡＦＦ，AgriculturalSta‐

産物が三○計、水産物七軒、林産物七

CornPotatoPulselndustrialCrop
TotalRice
Year

戸、。。．。。．。。・

軒となっている。

Table５.P1antedAreaofMajorCrop（1000ha）

グローバリゼーションの進展とカンボジア農業の国際競争力

回るペースで生産が増加し、主要な食用部門の発展が不可欠であ

ローバリゼーションが進

農産物については、国民一人当たり生産る。しかし、今後、グ

量が増加したことを示している（表７）。

の面で周辺

の農業先進

国に遅れを

とっている

カンボジア

の農業発展

は可能なの

であろう

ところで、先に述べたように、カン展することが確実な状況

ｊ

８
９

２
９

９

ｎｄか。次に、

く

ポジァの場合、持続的な経済発展と貧下で、インフラ整備・技

ｅ

Ｐ印みたい。

１１１

る。カンボジアにおける現在の灌概面

積率は一六パーセントと非常に低い

が、灌概面積拡大の可能性は大きいと

困の削減を同時に達成するには、農業術水準・流通効率性など

％

１

９
９

一一１｜

Ｏ

ｔ

㎡躯９７２２０９３９２７６２００００４５
ｓ四ａ６６８２Ｌ２Ｌ２Ｌａ２ａ２３Ｌ４ａ

罐Ｉ
Ｒ賑

蜥血

、四
Ｇ皿
ｎｒ

ｏｕ

ｃｕ
ｕＣ

ｏｇ

ｉｔ
ｔｌ

四Ａ

噸恥吋》拙》』杣》》》』岼蠅銃蠅地靹叶岼に可糊脈石
ａ

３農業生産拡大
の可能性

１

言われている（三シ司司・可少。§Ｑ

ｄｎ

農業生産力を向上させ、生産量を拡

ごｚＤ宅［ご＄］）。大規模重力灌概シ

Ｔ

大するには、灌概開発が不可欠であ

ProductioIuPotentials

RiceEcosysteIn

ＲｉｃｅＡｒｅａ nlOOOhaSoilProductionPotential

(Potential 1966/67）LowMediumHigh

ＲｉｃｅＡｒｅａ

(1994/95）

Wetseason

ステムの開発は、コスト・パフォーマ

ンスが悪く維持管理が困難であるため

期待できないが、浅井戸灌概（ＳＴ

Ｗ）や汲み上げポンプ灌概（ＳＢｂｍ）

の普及には期待できる。

2J

Table８．PrOportionofRiceEcosystemsundeｒＬｏｗ，MidiumandHighSon

RainfedLow]andＡｒｅａ(l000ha）
（%）

DeepWaterFloodingUOOOha）
UplandUOOOha）

DrySeason(FloodRecession＆
IrrigatedLowland）（l000ha）
TotalＡｒｅａ〈1000ha）

1９１０

(100）

(56）

400

440

(21）

(23）

400

7２

4０

(100）

(18）

(10）

(72）
(11）

40＊

２２

(55）

(34）

1８０

3６

2５

(100）

(20）

(14）

2530

1200

(47）

288

４

(100）

(100）
Ｓｏｕｒｃｅ

1070

４７９

(19）

1１９

1７４７

8４

3８

169

(66）
851

(34）

Nesbitt，Ｈ､』.，RiceProductioninCambodia，Ｃａｍbodia-IRRI-AustTalia
Project（ＣＩＡＰハ1997．
率Basedonl996/９７uplandricearea．

Table９．Short-toMedium-TermPotentialsforlncreasingProductivityin
RiceEcosystems

RiceProductionSystemYield(t/ha;1996-97）Potential(5-10yrs）
ＷｅｔＤｒｙ

LowlandWetSeason

RiceCropping
lntensity(％）
resent5-10yrs

1．６７

lrrigatedDouble
Cropping
LowSoil

2.4

２７

100

180

Midium＆Ｈｉｇｈ

2.7

３．５

100

180

4.0

Ｓｏｉｌ

FloodRecession

3．５

100

100

DeepWaterFlooding

１．２

1.3

100

100

Upland

１２

1.4

100

100

Source

ＭＡＦＦ，ＦＡＯａｎｄＵＮＤＰ，CambodiaAgriculturalStrategiesandPolicy
FrameworkfOrSustainableFoodSecurityandPovertyAlleviation，JaL
uaryl999，Table５．３．

稲作の場合、内戦で放棄されてきた

3.0１００１００

2.5

８，９より筆者推計）。

でも、米の収量を平均一・六四少／鯵

（一九九六）から、一一トン／紗（一一○○三）

さらには一一・二トン／鯵（二○一○）へ増

大させる計画である。

問題は、生産量の増大が物理的に可

能でも、それが売れなければ生産は実

現されない、という点である。つま

り、カンボジア米の国際競争力の有無

が問題となる。この点を検討するため

に、カンボジア農林水産省の生産費調

査を基に、タイ米との比較を行ったの

が、表皿である注）。これによると、

カンボジア米の単位重量当たり生産費

より競争力を持ちうるといわれている。

鶏については、現在、魚津・米ヌヵ・

畜産物については、農家庭先飼養で

とうもろこし・砕米などを飼料用に輸

は、タイ米の五割から六割程度であり、

米以外の作目のうち、とうもろこ

も家畜の防疫に配慮し生産効率を高め

し、大豆、緑豆は競争力が有り、落花

出している状況であるが、将来これ

品質格差を考慮しても、カンボジア米の

生、キャッサバ、甘藷、野菜なども、

を、国内で濃厚飼料に加工し、地場・

れば生産拡大は可能である。養豚・養

低賃金と比較的高い土地ｌ労働比率と

外国資本の参入により、飼料生産から

国際競争力は高いと言えそうである。

いう利点を生かせば改良技術の導入に

また、政府の中長期計画（し、国・巳‐

lrrigated

耕作可能地（表８）の耕作と、ポンプ

DrySeson

百局①□のぐのＰ・ロ日の具四目５．コ中富の‐

lrrigated

１００

日巨目色ゴ、めげｏ旦弓の甸日こむ①１９］Ｓ

９５

１００

灌概の普及により収量・集約度を向上

９０

2.5

させることにより（表９）、少なくと

2.0

も三○○万少の増収が可能である（表

Raifed

TablelOProductionCostofRiceiIu Cambodia(1997/98）

ProductionCosIperUnitWeight
（,O00Riels/to､）
214

Cambodia
ThaiMrldヱ

DrySeason（Irrigated）
WetSeasob(Non-irrigated）

355
447

Source;Cambodia:StatistisOffice，DepartmentofP1anning，
StatisticsandInternationalCooperation，
MinistryofAgricultureForestryandFisheries・

Thailand：OfficeofAgriculturalEconomics,Ministryof
AgricultureandCooperatives．
＊TheproductioncostisconvertedatｌＯＯｒｉｅｌｓｔｏｏｎｅbaht．
”

グローバリゼーションの進展とカンボジア農業の国際競争力

付け面積の拡大・植樹密度の増大・樹

い、とされている。中長期的には植え

技術、加工品の品質向上の余地が大き

積を拡大することが可能であり、収穫

作物の作付面積を減少させずに耕作面

六○年代の二五軒にすぎず、他の耕種

輸出産品であった。現在の生産水準は

てきた伝統的商品作物であり代表的な

天然ゴムは、内戦以前から生産され

も不可能ではない。

れば、ＡＳＥＡＮ域内への畜産物輸出

り、商業的規模で生産を行うようにす

畜産物の生産まで垂直的に統合をはか

り、生産性が他のＡＳＥＡＮ諸国に比

備、研究・開発の遅れなどの要因によ

ること、⑥土壌条件の悪さ、灌概の不

力が欠如、などが輸出拡大の陰路にな

ハーベスト／加工施設、政府の行政能

支援事業の不備、不十分なポスト・

情報の欠如、インフラの未整備、農民

みが明白でないこと、⑥低品質、市場

⑧農業発展に必要な農業政策の枠組

多くの課題を克服しなければならない。

が可能であるためには、以下のような

て決して悲観的でない。しかし、発展

ジァにおける農業発展の可能性につい

の連携強化を強く望む次第である。

力と、国際機関を中心にしたドナー間

も少ない。カンボジア農民の一層の努

のであるが、残された時間はあまりに

援助に期待するしか他に手だてはない

農民の発展への意欲と外国からの開発

向上させて行くためには、カンボジア

克服しカンボジア農業の国際競争力を

決定している。上述したような課題を

下げる、というスケジュールをすでに

でにそれを○～五割の水準にまで引き

を徐々に引き下げ、二○○八年一月ま

巨鼻に載せ、一一○○一一一年から関税率

註○口■』、口巨回付］桿垣②Ｐ

句○○巳、の。皀己ごｍ口」句。くの鼻］シ」』の己Ｐ‐

臼、シ函己ｏ色」官制巳、芹Ｐ－の四』の⑪、ロロ
．句。］甘］可日日の急・鼻忌吋、巨切一日ロロ亘の

牌・冨鈩句固句少○ｍコロロョロ洞○脚冒す。‐

〈引用文献〉

える。

況では、それなりの意味を持つものと考

ならないのであるが、資料が限られた状

は、厳密な意味で国際競争力の比較には

〈後注〉むろん、生産費を単に比較しただけで

べて低いこと、⑪土地制度が依然不明

らず、農民の生産意欲に負の影響を与

木の生産性向上等により生産拡大が可
その他、果樹作物は輸出はともかく

えかねないこと、㈲普及制度、金融制

能である。

国内消費需要を満たす程度の生産が可

度が未整備で、改良種子、信用へのア

瞭で私的財産権が必ずしも確立してお

能であるし、カシュー・ココナッツは

クセスが悪いこと。

成し遂げる計画である。したがって、

を、市場への政府介入をすることなく

カンボジア政府は、今後の農業発展

生産拡大により輸出も可能、とのこと
である。

４・おわりに

たっても、米、とうもろこし等の主要農

少甸弓シ１○国⑦曰、島の白のの実施に当

以上のように、カンボジア政府や国

産物までも、白の白石ｏ３ｑ因〆。］ロ巴・ロ

ｌ農業発展の課題
際機関は、低賃金を武器にしたカンポ

認

人会員を迎え、現在会員数は百三十五
八月三日（木）、衆議院選挙後初の入会員
ＪＰ
ＪＰＦＰの役員人事では、新しく副

名になった旨、現状報告をした。
国際人口問題議員懇談会（ＪＰＦＰ）名にな

総会が、参議院第一会議室で開かれた。

会長に関谷勝嗣参議院議員、森山真弓
中山太郎ＪＰＦＰ〈室長が挨拶し、選ムニ長に
衆議院議員、持永和美衆議院議員が加
拳の結果、残念ながら二十名の会員が衆議院

（自由民主党）

◎谷津義男衆議院議員

（無所属）

堂本暁子参議院議員

（自由民主党）

◎持永和見衆議院議員

（民主党）

広中和歌子参議院議員

（自由民主党）

◎森山真弓衆議員議員

（自由民主党）

わり、幹事長には谷津義男衆議院議
議席を失ったが、新たに二十六名の新わり、

鱸ＪＰＦＰ新役□貝（◎新任）
願問土井たか子衆議院議員

副会長

（社会民主党）副会長

願問羽田孜衆議院議員
（民主党）

会長中山太郎衆議院議員

副会長

（自由民主党）副会長

会長代行鹿野道彦衆議院議員
（民主党）

副会長原田昇左右衆議院議員
（自由民主党）幹事長

副会長◎関谷勝嗣参議院議員

員、幹事には南野知惠子参議院議員が型

各々選ばれた。また、地球規模問題部

会長に武見敬三参議院議員が選ばれ、

その他の役員は全員再任された。

新役員からの就任挨拶に続いて、清

水嘉与子ＪＰＦＰ事務総長から平成十

二年度の国連人口基金への拠出全につ

いて、また事務局から、日本の臨時国

会のためモンゴル議員派遣が九月下旬

以降に延期するとの説明があった。

（◎は新任）

選出されたＪＰＦＰ役員は次の通

り。

副幹事長東祥三衆議院議員

（自由党）

大渕絹子参議院議員

（民主党）

佐藤謙一郎衆議院議員

（民主党）

伊藤英成衆議院議員

（自由民主党）

副幹事長◎武見敬三参議院議員

幹事

幹事

幹事

（社会民主党）

幹事◎南野知惠子参議院議員

ブリュッゲマン
｜ＰＰＦ事務局長
が来曰

（自由民主党）

事務総長清水嘉与子参議院議員
（自由民主党）

谷津義男

（自由民主党）

副事務総長南野知恵子参議院議員
●部会

国際協力部会頤

国際協力部会長

国際協力部会副部会長斉藤鉄夫

持永和見

衆議院議員（公明党）
国内対策部会函
国内対策部会長

衆議院議員（自由民主党）

国内対策部会副部会長熊代昭彦
衆議院議員（自由民主党）
女性問題部会卯

参議院議員（自由民主党）

女性問題部会副部会長部会長指名

地球規模問題部会ェ

地球規模問題部会長◎武見敬三

参議院議員（自由民主党）

地球規模問題部会副部会長

部会長指名

九二一万ドル）したことにお礼を述

南野知惠子

七月三十一日（月）、インガー・ブ心に深刻化するＨＩＶ／ＡＩＤＳの問

も、援助疲れの見える北欧や政策が

女性問題部会長

リュッゲマン国際家族計画連盟（Ｉ題に触れ、同問題における家族計画に
ＰＰＦ）事務局長、池上清子・同リ携わる者の役割について話し合った。

持続性を兼ね備えるユニークなもの

衆議院議員（自由民主党）

ソース。モービライゼーション・オ南野議員が一日本の助産婦はＨＩＶ／
フィサーが来日し、谷津義男・国際ＡＩＤＳに対応するようにしている」

であり、良いモデルである」と日本

■日本の例を良い

育するニュージーランドや、十分な

は、子供の頃から”体”について教

清水ＪＰＦＰ事務総長との会談で

の変わらぬ貢献に深く感謝した。

不安定なアメリカに比べ、安定性と

べ「日本は、国際協力について

と述べると、ブ

人口間題議

填聰膿人口懇幹部を表口散■・洲彫勵肺鐸
長（現在幹事長）、清水嘉与子ＪＰモデル・ケースとして各国に紹介した

訓練を受けた保健教育を担当できる

Ｐ）副幹事

ＦＰ事務総長、南野知惠子ＪＰＦＰい」と強い関心を示した。

一行はまず南野ＪＰＦＰ副事務総には、日本の拠出金が、昨年より一○

谷津ＪＰＦＰ副幹事長との会談の際

する教育について意見交換を行った。

りながら、若い人に対する健康に関

人材不足に悩む日本の現状を例にと

副事務総長を表敬した。

長と懇談。アフリカや南アジアを中○万ドル増額（注孵平成十一一年度一千

2５

吉林省刈翁鋤幼轆鋤人口研鈩
中国東北地方の中央部に位置している吉林省は、

南に遼寧省、西に内蒙古自治区、北には黒龍江省と
接しており、さらに東にはロシア極東と隣接し、ま
た図門江と鴨緑江を隔てて朝鮮半島と繋がってい

る。吉林省の面積は、’八・七万平方キロ肘で、日本
の国土面積の約半分に近い。’九九八年現在の総人

建国後、吉林省の人口は増加を続け

くになっている。しかし、時期により

四五年間に一一・五倍近露蓬一｛一江三一口一

丙

：仇雫

吉林省長春市内

間は、年平均三・五軒というかなり高

ば、’九五三年から一九七八年までの

（曲『

li曇譲ii蘂；

(二

ロは一一千六四三・七五万人で、自然増加率は○・六軒

であり、都市化率は四七軒に達している。数十年
来、経済開発と産業化の中で吉林省の労働力人口は

産業間、地域間で移動を続け、次第に産業の高度化
が進んできている。特に、七○年代末の経済改革と

てきた。吉林省の総人口は、一九五二

人口増加の勢いは違っている。例え

四四万人に達し、この騨麹一談一一一一一｛一口一》一一口一口一

一九九八年には一一千六一〉Ⅱ｛二一コ」工ｔ

対外開放を契機に、労働力の移動がさらに活発に
なってきた。
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年には一千六四・六万人であったが、

一、人口変動

．_、
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吉林省の労働力移動

年率一・○瀞に低下している。特に、

年から一九九八年までの約二十年間は

い増加率を記録しているが、一九七九
その後もずっと低下しつづ

え水準を下回っているが、

○年代初めにすでに置き換

し、これは都市と農村間に

け、一九九五年には一・二

な低下は、言うまでもなく、七○年代

は大きな差異が存在してい

九○年代に入ってからは、人口増加率

から始まった中国の人口抑制、八○年

る。都市と農村の間、また

は年率○・八許とさらに下がってい

代初めから本格的に導入された二

地域の間にさまざまな格差

七というかなり低いレベル

人っ子政策」を中心とする強力な計画

のあるのが、中国の現状で

年２月、“中国の人口と経済'。「統
計」日本統計協会、1994年12月、
“吉林省人口高齢化趨勢予測
と分析”（中国語）『人ロ学刊」
1998年８月、。中国人ロ研究二十年
の歩み厨（中国語・論文）ｒ人ロ学
刊」（中国吉林大学)、1999年２月

格差が
はっきり

と現れて
いる。
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まで下がっている。ただ

政策の実施により、出生率が急激に低

あるが、人口動態について

博士後期課程修了

平均寿命＊

る。八○年代以降の人口増加率の急激

下したことに根本的な原因がある。そ

ング総合研究センター客員研究員

く主な著榧、「中国の都市人ロと生活水
準」共著アジア経済研究所､1994

たものであるが、地域間の
地域間の

も同じことが言える。表１

く職歴>吉林大学人ロ研究所研究員､エージ

(歳）

国京寧林江海南東川西掴

全国人口には現役軍人を含めているが、各地域人口には含めていない。

□日日▲（叩〆】（叩く皿）・夘一』

■●由●

総人口は年末人口である。

の結果、古林省の人口はすでに低出

究所所長、教授

男子

(%o）

は中国部分地域の人口とそ

<最終学歴>中央大学大学院経済学研究科

合計特殊
出生率｡
(ＴＦＲ）

(万人）

生、低増加段階に入っており、将来的

（中央大学）

女子
(歳）

全北遼吉黒上河広四映新

２７

たる出生

率の低下

及び今後

資料：「中国統計年鑑、1999年ｌ中国統計H-I賑
資料：『中国統計年鑑、1999年｣、中国統計出版社。
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目 銭
増加率
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死亡率
出生率
人口

れに関連する諸指標を示し

観職>中国吉林大学東北亜研究院人口研

ＧＤＰ

998年

地域

には少子高齢化に向かうようになる。

●尹豪くいん.ごう＞

(ＲＭＢ）

中国部分地域の人口及び動態率、
表１

吉林省の合計特殊出生率は、一九八
1957年中国吉林省生まれ経済学博士

杏林大学

三次産業の発展に多大な貢献をしてい

量の労働力は都市の経済発展、特に第

をもたらし、今後吉林省の人口は急激

る一方、都市の基礎施設、交通、住宅

持続的な低出生率は人口構造にも変化
な高齢化を迎えるようになる。

も持続される人口抑制政策により、吉
林省の人口は将来にはマイナス成長へ

ている。

及び治安等に多くの問題をももたらし

と向かっていくことはほぼ確実視され

ている。当研究所の行なった中位推計

結果によれば、吉林省の総人口は二○

○万人規模に達すると見込まれる。こ

二○二○年の間にピークの約一千七○

ていくことになるが、二○一五年から

一方、労働力人口も引き続き増加し

ることになる。

と出生力及び死亡力の変動に左右され

は、引き続く出産抑制政策の実施状況

せよ、将来の吉林省人口の増加動向

ス成長を迎えると見られる。いずれに

吉林省は全国に先だって人口のマイナ

目標としている。この点からすると、

達し、その後徐々に低下させることを

半ばに総人口が一六億前後でピークに

とになる。中国の人口は、二十一世紀

に達したあとは、減少に転じていくこ

量の労働移動は、農村に膨大な余剰労

とは確実である。農村から都市への大

潮」と呼ばれているが、今後も続くこ

している。この労働力の流れは「民工

模で農村労働力が都市に向かって移動

た。現在も毎年数千万人と言われる規

発な人口および労働移動が発生してき

め、都市と農村間、更には地域間の活

より、中国経済は近代化の道を歩み始

末の経済改革と対外開放政策の導入に

く制限されていた。しかし、七○年代

農村間の人口及び労働力の移動が厳し

制が続き、地域間、とりわけ、都市と

は、旧ソ連をモデルにした計画経済体

で、一九七○年代末までの約三十年間

半世紀にわたる新中国の歴史の中

それはその時代の種々の経済的、社会

期により流出人状況が違っているが、

た流人超に転じている。このように時

び流出超となったが、九○年代にはま

い。八○年代に入ってからは、ふたた

口に影響をもたらすには至っていな

人程度で、人口移動が吉林省全体の人

と、幾つかの年次を除けば、年に数万

超であった。人口の移動規模からする

じ、七○年代にも若干ではあるが流入

のに対し、六○年代には流入超に転

ると、一九五○年代は流出超であった

他の地域との人口の流出人状況から見

が皆無であったわけではない。まず、

とであるが、それ以前の数十年間移動

は、やはり八○年代に入ってからのこ

が活発に行なわれるようになったの

吉林省の場合も、労働力人口の移動

れは、今後吉林省では労働力の供給圧

働力がプールされていることと、経済

的要因によるものである。

一一、労働力の移動

力がしばらくは続くことを意味してい

発展による都市労働需要の増加に起因

三○年頃に約三千一○○万人でピーク

る。もう一つ避けては通れないのは、

している。農村から流れ込んでくる大

地域内での移動が活発になったの

人口の高齢化である。出生率の低下と

2８
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い、今まで農村に大量に存在していた

済改革による農業生産性の上昇に伴な

への移動が可能になった。特に農村経

る。経済改革に伴ない、農村から都市

も、八○年代に入ってからのことであ

なっている。吉林省への流入は、断江

入超が三万人近くから七万人以上に

いる。この三年間、吉林省の毎年の流

万人に対し流出が五・二万人となって

人、さらに九六年には流人の一二・六

と割合を示したのが表２である。一九

方、産業別のＧＤＰ及び就業者の実数

がある（表１を参照されたい）。｜

と黒龍江省に比べてもかなりの隔たり

ば大きな格差があるが、隣りの遼寧省

上海、広東などの先進地域に比べえれ

きく一一一八・三許を占めており、一次産

省、江蘇省、山東省からが多いのに対

吉林省の経済水準は全国からみる

業の割合も二七・六許を占め、三次産

余剰労働力が顕在化してきた。その結

と、後進

業の占める割合が低いのが特徴であ

九八年の国内総生産は一千五五七・七

地域に属

る。同じく、一九九八年の就業者数は

し、吉林省からの流出先は広東省、北

してい

一千一一三九・七万人に達しているが、

果、八○年代に農村から都市への移動

》勺一九

これは総人口の約四七許になる。三大

八億元になっているが、その産業別構

九八年の

産業別にみると、やはり農業を主とす

京、上海、天津などの経済開発が進ん

一人当り

る一次産業就業者の割合が四割以上を

が主として「流動人口」という形で大

国内総生

占め、三次産業就業者が約一一一割程度

成をみると、二次産業の割合が最も大

産は五千

で、農業が中心となっており途上国型

だ地域が主となっている。

九一六元

の産業構造になっている。それにして

量に現れるようになる。しかし、九○

で、全国

も、ここ数十年来の経済発展に伜な
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資料：『吉林省統計年鑑、1999年』、中国統計出版社。

年代半ばごろからは都市での失業人口
の増加などが原因で、流動人口が減少

元を下

ら見られるように、四十年以上にわ

O１

していくようになる。流動人口という

回ってお

たって一次産業の就業者割合は次第に

4上

のは、戸籍の変更を伴なわない移動を
意味しているが、その大半は都市での

経済活動を目的とする労働力の移動で
あると言ってよい。’九九三年から一

九九七年間の吉林省の流動人口規模は

り、北一昂

lNl

六○万から七五万人程度と見られる

が、その中で他の省からの流動は一○
万人程度で、規模的には小さなもので
ある。例えば、一九九四年吉林省への

流入人口が二・六万人であるのに対
し、吉林省からの流出人口は八・八万

人であり、同じく、九五年には、流入
の一○・一万人に対し、流出が七・二万

2９

９Ｃ

Ⅱ

就業者
ＧＤＰ

割合(％）
実数(万人）
割合(％）
実数(億元）
産業

産業別国内総生産及び就業者、1998年
表２

割合はわず

業の就業者

間に二次産

がり、同期

四割強に下

九八年には

年後の一九

のが四十五

達していた

年の一次産業就業者は八割近くまでに

者割合は増加してきている。一九五二

い、労働力人口の供給圧力が続いてき

ある。長期にわたる人口増加に伴な

約二・五倍よりはるかに高い増加率で

が、これは同じ期間における総人口の

人に増加し、実に四倍になっている

から一九九八年には一千一一三九。七万

業者数は一九五一一年の三○一・七万人

ようになっている。また、全産業の就

産業就業者が二次産業のそれを上回る

るが、’九九五年になってやっと三次

業者の推移をグラフで示したものであ

は変わりがない。一方、図１は産業別就

中国で人口及び労働力の国際移動が

が予想される。

移動にさまざまな影響をもたらすこと

面している。それがまた今後の労働力

市場は依然として厳しい需給関係に直

り、労働力の供給圧力は大きく、労働

にわたる人口及び労働力の増加によ

業圧力を緩和してきた。しかし、長期

き続き新規労働力を吸収し、社会の就

長は旺盛な労働力需要を生み出し、引
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年率で成長してきた。持続的な経済成

か一割から

たのと同時に、時期的にかなりの変動

発生するようになったのも、やはり改

しても、現在も途上国型の産業構造に

二割をちょ

はあったものの持続してきた経済成長

革、開放政策により、国の門戸が開か

低下し、二次産業及び三次産業の就業

っと超える

により多くに新規労働力を各産業が吸

れてからである。吉林省の場合も同じ

０００００００００００

程度にな

収してきた。
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してきたに

割合が上昇

業就業者の

る。三次産

上昇してい

から三割に

割合は一割

業の就業者

入ってから国内総生産は一○・八瀞の

七軒に達している。特に、九○年代に

し、一九七九～九八年間のそれは九・

均増加率が五・七瀞であったのに対

九五三～七八年間の国内総生産の年平

続的な成長を遂げている。例えば、一

策が導入されてから吉林省の経済は持

確かに、七○年代末に改革、開放政

鮮族自治州は、中国で唯一の朝鮮族自

吉林省の東部に位置している延辺朝

存在である。

治州がユニークな地域として特徴的な

の国際移動については、延辺朝鮮族自

うになった。吉林省の人口及び労働力

だんと労働力の国際移動が発生するよ

であるが、対外開放政策により、だん

三、国際移動ｌ延辺の場合

り、三次産
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合計
三次産業

二次産業
一次産業

実数(万人） 割合(％） 実数(万人） 割合(％） 実数(万人） 割合(％） 実数(万人） 害Ｉ合(％）
年次

産業別就業者の推移
表３

資料：『吉林省統計年鑑、1997年』、「吉林省統計年鑑、1999年』、中国統計出版社。
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吉林省の労働力移動

400

の朝鮮族人口の韓国への移動が大量に

国と韓国が国交を樹立してから、中国

国際的には韓国への流出が著しい。中

地域への若年労働力の移動が多いが、

車を掛けている。国内では、沿海開発

移動が当地域の朝鮮族人口の減少に拍

めである。特に、人口と労働力の国際

ていく人口移動のた

続く低出生率と増え

その主な原因は引き

万人減少している。

は前年より○・三二

・三八万人で、人口

あるが、出生数は○

族人口は八四万人で

’九九九年末の朝鮮

している。例えば、

ナス○・一軒で推移

然増加率は毎年マイ

いる朝鮮族人口の自

口の四割弱を占めて

九九六年以来、総人

拾地域であるが、一

目される。

であろう。今後の事態の成り行きが注

域経済を振興させるかが現実的な課題

だ不明であるが、やはり如何にして地

今後人口流出に歯止めがかかるかはま

対策が検討されているところである。

すでに社会の関心を引き起こし、その

響を与えつつある。このような状況は

労働力不足など、地域社会に深刻な影

ける男性の結婚難、嫁不足、ひいては

問題をもたらしている。農村地域にお

が大きく、また地域社会にさまざまな

流出は、延辺朝鮮族人口に与える影響

のような結婚適齢期の女性人口の大量

その行き先はほとんど韓国である。こ

て二万人余りに上るとも言われるが、

に行っている朝鮮族女性が再婚を含め

九八年までの間、延辺から外国にお嫁

れている。また、一九九三年から一九

の規模は毎年二千人以上になると言わ

女性が韓国にお嫁に行っているが、そ

ない。もう一つは、国際結婚で多くの

実態を示す統計数字はなかなかつかめ

くの若い労働力が流れているが、その

あろう。

開発を進めていくことが求められるで

資源、環境が協調の取れた持続可能な

成長の追求ではなく、経済、社会及び

予想される。その過程で、単なる経済

間の移動がますます活発になることが

た、これからも労働力の産業間、地域

のが今後の至上課題となっている。ま

にとって、その経済発展を図っていく

遅れ、一人当り所得水準も低い吉林省

中国の中で他の地域より経済開発が

200

一九九九年三月。

及び社会発展に関する統計公報

吉林省統計局一九九八国民経済

吉林年鑑出版社。

吉林年鑑一九九八年

中国統計出版社。

吉林省統計年鑑一九九九年
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を求め、種々のルートと形で韓国へ多
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講演者の小川直宏教授(左）

と開会の挨拶をする広瀬次
雄ＡＰＤＡ常務理事(右）

各国の
出生パターン

鱗

！

日本をはじめ先進国の緊急課題のひとつで

ある「人ロの少子・高齢化」について、国内

で出生率が二番目に低い北海道・札幌市でこ
の状況を広く道民に訴え、理解を求めるた

め、小川直宏・日本大学人ロ研究所次長を講

師に迎え、財団法人アジア人ロ・開発協会は
七月一一十四日（月）札幌市の北海道経済セン

ターで北海道、札幌市、側北海道青少年育成

在、日本では二時間に二百七十七人の

があったにもかかわらず九○年代には

型のスウェーデンは政府の手厚い保護

協会、北海道新聞社、ＮＨＫ札幌放送局、北

子どもが生まれ、二百六人が亡くな

出生力が低下した。米国や英国では、

すい。しかし、

予測がたてや

いが人口は、

の予測は難し

政治や経済

数が低下傾向になった。現在のわが国

海道でも札幌オリンピックを境に出生

し、その後急激に出生数が低下し、北

期の兄弟数は四・五人あった。しか

れた世代を団塊の世代と呼び、この時

ビーブーム期があり、この期間に生ま

日本では、一九四七年から三年間べ

が低いが、日本は独自のパターンと言

のパターンに類似し男性優位で出生率

は出生率が一・一九と低く、日本もこ

のイタリア、スペイン、ポルトガルで

が一・八と高い。南欧型で、男性優位

府が介入主義をとっているため出生率

をつくるからである。フランスは、政

い。これは、白人が同棲により子ども

政府の保護がないが依然出生率が高

子どもの生ま

の合計特殊出生数（以下ＴＦＲ）は一

、枇川糾腓納却縦洲…仲川耐翻剛蝿軌鍋

れる数を予測

世界の出生パターンをみると、北欧

’三四まで低下した。
て難しい。現

するのは極め

し、五人が自殺している。

り、百八十組が結婚、五十一組が離婚

賎

す国は
数
が日一るの低

暑奎Ｓ２塁蛋
霄峰○がパ向

:二王＝：ｉ：
窪三が灘
夕の

霊夢蕊
類進

｜な
クる

前後で、まだ多くの夫婦の意識には現

う。日本人の理想子ども数は、二・五

れば、出生増のチャンスを逃してしま

いうハードルを設けると、オイル

生む、第三ハードルが第二子を生むと

ドルが結婚、第二ハードルが第一子を

生率の変化についてみると、第一ハー

’九五一年から一九七三年までの出

観の違いが大きくそれを予測すること

実の子ども数より多くを望んでいる。

は極めて難しい。

毎日新聞社の今年四月に実施した世論

ショック直前までは、第三ハードルが

を迎えると予測される。この年を迎え

調査では夫婦が望む理想子ども数はこ

きつく第三子を持つ夫婦が少なくな

るにあたり行政は政策的介入をしなけ

れまで変わりがない。したがって、政

かった。八○年代になると、第一ハー

年までの間に生まれた、い

の昭和二十二年から二十四

少子化の問題点は、戦後

た。九○年代前半には、結婚して第一

カップルは第三子を持つこともあっ

た。ただし、第三ハードルを越えた

婚をしても子どもをつくらなくなっ

ドルでつまづき結婚をしなくなり、結

策介入の余地は充分あり、今がチャン

わゆる、団塊の世代といわ

子すら持たなくなった。九○年代後半

スである。

れる人口は、毎年二百七十

見合い結婚では、すぐ子どもをつく

は、教育やどのような生活環境であっ
較すると後者は四十三野に

るが、恋愛結婚の場合は二十七ヵ月ぐ

万人にのぼっているが、昨

過ぎない。この四十三計の

らい子どもをつくらないカップルが多

たかが結婚する要因となる。

集団が二百七十万人の集団

くみられる。これは、米国の子どもを

年生まれた百十七万人と比

を支えることが高齢化であ

毎日新聞社の調査では、バブル崩壊

持つ期間よりはるかに長い。
呼ぶ。また、人口の変化の

後第二子の生むタイミングが大きく変

る。これを選択なき社会と

中でそれぞれの年代の価値

鍵
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身近な問題として若者も

多い、講演を聞く熱心な
参加者たち。

率う率り女未。の加本晩す

のには、性婚高男しで婚む

蕊:鱗塞憲望

ている。

増加する

「パラサイト

・シングル」

わった。特に、都市部に住んでいる人

れ、十五軒の女性が生涯未婚者とな

査では、相手の親との同居が重要な条

｜方、若者の生活様式として、パラ

れを回復できれば出生率も回復でき

の低下の大きな要因となっており、こ

るかは、これまでは親や親類の紹介が

上回っている。どこで出会って結婚す

三月までの出生数は一～四評前年より

ミレーーァム効果で、今年の一月から

え、親が大学の授業料を出さないと子

スではカンガルー世代と呼ぶ）が増

同様にパラサイト・シングル（フラン

評を占めている。フランスでも日本と

者）が急速に増え、特に女性が九十五

サイト・シングル（親と同居の独身

る。経済の低迷が続けば、ＥＵと同様

多かったが、最近では、友人、学校さ

みても二十二轡が未婚である。

に第二子、第三子の出生がますます遅

どもが親を訴えるまでになっている。

戻す要因となる。経済の失速が出生率

るたとが、第二子を生むタイミングを

件になってきた。

る）が重視されていたが、九八年の調

と、お金、職業（個人経営は嫌われ

年と九八年の結婚の条件を比較する

率を上回ると予想している。一九八八

親と同居するほうが夫の親と同居する

究所の研究では二○○四年には、妻の

の同居があげられる。日本大学人口研

結婚を決意する要因のひとつに親と

鱸

る。東京都の場合、’一一十五歳～三十九

ら涯こ涯高卒もがの婚

ほどリストラが出生への影響が大きい。

藤澆簾篁鷆化

歳の男性三十二軒が未婚で、全国的に

志ｆ零Ａは簔宗睾誓曰す

政府が経済全般について活性化させ

電璽

らに町中での出会いが主な要因となっ

れることになる。
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蕊

最近、早く結婚したいと思っている

女性は、子どもの頃父親がいかに家族
に対して協力的であったかが最大の要
因であると判明した。

最近の母親が望むものは、二十代で
は出産手当、出産一時金や児童手当を

望んでおり、四十代では教育費を望ん
でいる。つまり、年代別で母親のニー

ズは異なり、年代別の行政サービスを

ルだが、この集団が同棲するようにな

れば、新しい出生構造ができる。

曰本は世界最大の
高齢化率
’九十歳以上の運転

免講窪著は一一万

七・四訂で、二○二五年に六十五歳以

上の人口が八十七割の町も出現すると

予測されている。

百歳以上の老人は年率十三軒ずつ増

加している。現在、全国で六千五百万

人が運転免許書を持っている。そのう

ち、九十歳以上で運転免許書を持って

いる老人は二万三千六百九十一人い

る。老人の免許保持者は年率四十三許

はこの点への検討が求められる。未婚

親の収入以上のコストであるため行政

人当たり月五十万円かかっており、母

の場合、○歳児を保育するコストは一

保育所の完備を望んでいるが、東京都

合は再び増加する。六十五歳以上の老

年以降または八十五歳以上の老人の割

老人の増加率は多少減るが、二○○六

年から二○○五年には八十五歳以上の

上の老人が最も増えている。二○○○

以上に分類すると現在は、八十五歳以

十五歳以上、七十五歳以上と八十五歳

一九九五年から二○○○年までの六

る事故も増えている。社会的には、今

内でも多発しており説階段から転落す

ステムづくりが行政に求められる。

ない。今後、高齢者にやさしい交通シ

秒以内に渡れる老人は五十五軒にすぎ

許保持者が増えると、交通事故の増加

持者が二十二人いる。高齢者の運転免

で増え続けており、百歳以上の免許保

の女性の性経験の低年齢化が進んでお

人と八十五歳以上の老人のニーズは全

後ますます下りのエスカレータ１が必

三壬ハ九一人Ｉ

り、東京都立の商業高校の女子の全員

く異なるため、政府の対応もこれに合

要になる。大阪市では、すでに駅など

パッケージ化することがのぞまれてい

が性体験があると回答があった。その

わせなければならなくなる。

高齢者に事故は、屋外だけでなく屋

い率を占めるようになると予測され

国となる。現在、全国で高齢化率が最

高齢化率となるため、世界最大の介護

二○一八年に日本は世界で最も高い

たところ、横浜は東京に比べ坂が多い

高齢者にとり住みやすい町を調査し

に下りのエスカレーターの設置に力を

る。現在の日本の同棲率はヨーロッパ

も高い市町村は、山口県の東和町が四

る。さらに、未婚または若い世代は、

結果、同棲への認容度が高まっており

にもつながる。また、横断歩道を四十

やがて、同棲がヨーロッパのように高

の四十分の一にすぎないが、これを食

入れている。

い止めているのがパラサイト・シング
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ため車椅子を使用するには不便なた
め、東京のほうが老人にとって住みや
すい町であることがわかった。

出生低下が
もたらす

社会構造への影響
ｌダメージが大きい

産科・歯料Ｉ
日本の出生数は、二○○三年にピー

う寺も出現している。

者の再就職問題をどう解決するかがカ

た老人がその地域で学校に通う子ども

会参加が求められ、地域に生まれ育っ

が増え、夫婦間の介護も難しくなる。

術の件数が増加する。離婚する中高年

高齢化がすすむと献血量が減り、手

ギとなる。

に地域の歴史や伝統文化を伝え交流を

二○一○年には、家族による介護能力

高齢者が多くなった現在、老人の社

深める活動がすすめられはじめてい

が先進国で最も低い国となる予測もあ

側の人がますます減少し、在宅ケアー

う。少子化がすすむことで、介護する

うち、女性が三分の二をしめるであろ

る。痴呆や寝たきり老人が増え、その

る。

曰本独自の
少子・高齢化

が不十分な状況になる。

減少により開業が難しくなっている。

業しておらず、歯科も同様に患者数の

東京では山の手線の内側には産科が開

る。都市部での出生数の低下により、

の減少により、産科は開業が難しくな

の後出生数は減少傾向になる。出生数

齢者が高齢人口の五十軒を越え、世界

る。二○二五年には七十五歳以上の高

などは七十年から八十年を費やしてい

二十二年で到達したが、スウェーデン

口が十評から二十許になるのにわずか

齢化を迎えている。六十五歳以上の人

日本は、先進国で最も早い速度で高

る。

以上に活発にすすめることが望まれ

る。また、地域ぐるみの老人対策を今

ことで高齢化率は現在と変わらなくな

対策を

｜方、ストレス社会により精神科は繁

で最も高くなり、介護問題が顕著にな

最後に、七十歳以上を高齢者とする

盛している。死亡数の増加に伴い葬儀

る。

クを迎えられるが、いずれにしてもそ

屋も繁盛している。

になるのは二○○七年で、この時点で

日本が六十五歳以上の人口が二十評
の先祖を守らなければならなくなる。

団塊の世代が定年を迎えるため、高齢

一人っ子同士の結婚は、双方の多く

最近では、インターネットで法事を行

３７

、■■

、Ｕごα｜皀

世界人ロが六十億人を超

擁え、ますます重要性を増す

生、地球規模の重要課題である

圏率人口と食料問題について、

銅辨九月一一十五日（月）、福島

麩鍬市の福島県自治会館で辻井
症輻博・京都大学大学院教授を
唾澆講師に迎え、財団法人Ｚン

熱をア人ロ・開発協会と福島県

農業会議が主催、福島県、

ＪＡ福島中央会、ＮＨＫ福

島放送局、福島民報社、福

民友新聞社、福島テレビ、福島中央

レピ、ＫＦＢ福島放送、テレビュー

島、ラジオ福島、ＦＭ福島の後援

、県内から百八十名の農業指導者が

加してＡＰＤＡセミナー「世界の食

不安ｌ日本のコメと農業ｌ」を

催した。

冒頭に、参院農林水産委員長に就任

た大田豊秋・参議院議員が挨拶、広

次雄本協会常務理事がこれまでの人

の推移、少子化がもたらす国防、消

、治安維持や年金を支える若者の人

減少など一一十一世紀の日本のかかえ
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挨拶する渡辺恂･農業会議
常任参与

講演する辻井博･京大大学院教授

る緊急課題、さらに世界規模で拡大を続ける農地の
表土の流失などによる農地の減少に伴う農業生産の
低下について訴え、開会の挨拶を行った。主催団体

の福島県農業会議の渡辺恂・常任参与は、福島県は

じめ農業県での減反問題について改めてコメの生産

が重要であると挨拶した。

限界などから二○二○年頃には世界の

食料生産は逼迫すると考えられる。｜

方、世界銀行や米国国際食糧政策研究

所などは、世界の食料は充分間に合う

との見解を出している。

コメは、世界総生産量の九十一パー

セントがアジアで集中的に生産され、

そのほとんどがアジアで消費するアジ

アの自給的穀物である。それに対し、

畑作穀物の小麦とトウモロコシの生産

地は地球上の全大陸に分散し、これら

の需要が大陸別の自給的穀物ではな
世界の食料生産を見ると、高所得国

れ、貧しい発展途上国には輸出補助金

高所得国の保護により過剰に生産さ

く、北・中部アメリカとヨーロッパの
の農業政策の転換、人口爆発、所得水

アジアでは、農家、農村、地域、国”

付きでダンピング輸出されてきた。

足による食料生産や農業技術の進歩の

準と食料消費構造の転換、農地や水不

自給

のコメの

アジア諸国

開会の挨拶をする
広報ＡＰＤＡ常務理事

あった。これが平成のコメ騒動の原因

国の稲作農家の調査では、自分の作っ

消費することが優先される。一方、米

める重要な食料である。一九八○年朴

○訂、中国が三五軒と平均五○許を占

マーで七七軒、タイ五五軒、インド三

九九四年度は一八四万トンと日本が薄

～一九九四年で二八八万トン、特に一

日本のコメ緊急輸入は、一九九三年

ロリー摂取は、日本が二五軒、ミャン

たコメの味を知らない農家が多くあ

政権下の韓国では、農政の失敗により

い世界のコメ市場で、突然世界最大の

のどのレベルでも、コメはまず自給・

り、国や農家はコメが自給的穀物では

コメが四○軒減産し、コメの緊急輸入

であった。

なく、販売・輸出の増加を目的として

コメ輸入国となった。日本の大量輸入

コメ市場は頼りないと判断し、主食で

ため、アジアでは薄く不安定な世界の

ることから、政治財と呼ばれる。その

輸入が必要となった。ジャポニヵ米は

では、二五○万トンのジャポニカ米の

た一九九三年の日本の平成のコメ騒動

大冷害により作況指数が七五であっ

を増大させることになった。

陥れることになり、アジアの飢餓人口

を急騰させ、低所得・貧困層を危機に

係数が高い発展途上国のコメ小売価格

急輸入は、インドネシアなどエンゲル

格も同時期に倍増した。日本のコメ緊

のコメ輸出国である米国のコメ輸出価

万二○○○バーツに急騰させた。第二

十月の六○○○バーツから五ヵ月で一

コクＦＯＢ輸出コメ価格を一九九三年

せ、世界最大のコメ輸出国タイのバン

は、インディカ米の価格まで急騰さ

によりコメの国際価格が急騰した。

政治財であるコメの国内供給と価格の

世界で一五○万トンしか世界市場を流

及ぼす影響

アジアに

コメ輸入が

曰本の

きた。

世界のコメ貿易市場は、非常に不安

定である。その理由は、コメの世界総
生産量のわずか四割で貿易市場を流通
し、非常に薄い市場性のためである。
他の主要穀物の貿易市場を見ると、小
麦一九軒、トウモロコシが一四評、大
麦一二許、大豆が二九訂などとコメに
比べその割合が高い。
アジア諸国で主食で賃金財であるコ

メは、価格が高騰したり供給が不安定
になると政治的な不安定性が増し、暴

安定を図るため、自給達成・維持政策

通しておらず、日本の輸入は不可能で

動などを発生させ、しばしば政変にな

をとってきた。アジアのコメからの力
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規定要因として土地、水・潅概など自

供給要因を見ると、穀物の長期供給

九六年にかけて大幅に上昇した。

バンコクのコメ輸出価格は九五年から

状況を反映してシカゴ穀物先物価格や

れを大幅に下回っている。このような

ＡＯの安全水準の一七訂ぎりぎりかそ

コシなどの飼料穀物は一・八野でＦ

一二・五評、コメは一四軒、トウモロ

七／九八年末に一五・三評、内小麦は

ている。穀物合計の予想在庫率は、九

降傾向的に減少し、穀物価格が高騰し

世界の穀物在庫率は、一九八七年以

代から七○年代には年二軒強あったが

けている。世界の潅概面積は、六十年

たる二○億鯵の土壌が劣化の影響を受

上の一三○億鯵の土地の内一五軒にあ

行している。ある研究によれば、地球

転用されてきた。土壌劣化は世界で進

農地が工場、住宅、道路などへ急速に

国、タイ、インドネシアなどで、優良

いアジアでは、特に速く起こる。中

制度が存在しない、かつ経済成長の早

う農地法制度のような農地を確保する

に転用できるかである。経済成長に伴

放牧地と森林の内どれだけが穀物生産

ら、農地の供給の問題はまず途上国の

口爆発は主として途上国で発生するか

二十一世紀にかけて経済の急成長と人

一五億鯵で内八億秒が途上国にある。

のデータによれば、世界の総耕地は約

六・九億鯵になった。ＦＡＯの八九年

それ以降傾向的に減少し、九四年には

七・六億鯵のピークまで増加したが、

た。世界の穀物総収穫面積も七七年の

そのうち中国は一・七億トン、インド

トンの膨大な穀物の不足が発生する。

○年にアジアの発展途上国で三・一一億

量も急増しなければならない。二○二

させることから、この期間に穀物供給

口爆発はそれだけで穀物必要量を爆発

二○二○年にかけて発展途上国での人

十一世紀にも衰えることなく増加し、

需要要因を見ると、世界人口は、二

実的成果はほとんど得られていない。

大幅に上げると期待されたが、現在現

バイテクは、過去二十年間作物単収を

子転換や遺伝子地図作製の方法による

潅概への投資の停滞などがある。遺伝

による枯渇、年々悪化する黄河断流と

どでの地下水の農業用水への過剰利用

への転用、米国、中国北部、インドな

長からくる農業用水の工業・生活用水

制約が働いている。世界各国の経済成

しており、この農業用水資源にも強い

は、世界の淡水供給の三分の二を使用

管理的そして環境的原因による。農業

は、それまでの増加傾向から反転して
減少し始めた。この傾向は、経済的、

の○・一二鯵へ傾向的に減少してき

然資源などがある。人口爆発により、

八○年代には一智強に減少している。

は○・一五億トン、世界全体では四二

二○二○年の

世界の人口一人当たりの穀物収穫面積

七八年から人口一人当たりの潅概面積

穀物需要

世界

は一九五○年の○・二四鯵から九四年
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この新農業基本法の基本的な考え方

が、今後の低関税化の流れを受け、増

嗜好に合うコメはわずかでしかない

米でも、現時点ではまだまだ日本人の

さらに、アメリカのカリフォルニア

のような大量な穀物不足が発生するの

では、大規模経営に農地を集積させる

である。

は、発展途上国の人口爆発と中国を中

ことで日本農業の生産性を高あ、農産物

七億トンほどの巨大な不足になる。こ

心とするアジアやその他の途上国の高

産に力を入れれば食味の点でも日本の

経済的に見た場合には生産費が低い

の内外格差を縮小し、価格形成に市場原
この農業基本法は、ＷＴＯ体制と連

ほうが有利なのは当然で、カリフオル

コメと競合することになる。

動しており、ＷＴＯ体制と連動するこ

ニアのように数千ヘクタール規模のコ

理を一層活用する政策が示されている。

需要が爆発的増加を引き起こすこと

とで、日本の農業を守るとされてい

メ生産と競合することになれば、日本

度経済成長が動物性蛋白質消費の増加

と、発展途上国を中心に自然資源・環

る。この新農業基本法は同時にＷＴＯ

のコメ生産は太刀打ちできなくなる。

を引き起こし、それに伴って飼料穀物

境・農業技術制約が穀物供給の増加を

に従い、五年ごとに関税率を引き下げ

最終的な新農業基本法には”自給率

格変動が非常に激しい。また各国にお

その生産量に比べて非常に少なく、価

アジアの各国においてコメの流通は

新農業基本法では、価格の急落を前

の向上をむねとし”という一文が入り

いて政治を左右する財であり、経済的

ることになる。しかしながら、これは

明かりが見えてきたが、基本的にＷＴ

な原則だけでは処理できない問題であ

提として収入保険の考え方も打ち出し

Ｏルールは日本農業を破壊するものに

る。日本をはじめ各国はできる限りコ

すなわち五年ごとに日本のコメの自給

なると思う。特に、五年ごとに関税を

メの自給を図るべきであり、それがで

ているが、農家の所得が維持されると

低下させていく過程で、中国東北部を

きない場合でも各国か各国の実情に合

率が低下し、最後には日本でコメが作

中心として高品質のジャポニカ米の生

わせて自主的に関税率を決められるよ

は到底考えれない。

産が軌道に乗り、日本人消費者の口に

れなくなることを意味する。

制約するためである。

新農基法では

新農業基本法は、三つの柱から成り

合うコメの輸入が現実のものとなって

うにすべきである。

曰本の

立っている。①価格支持の低下、②輸

きている。

なくなる

水田が

入の関税化と関税の低下、③収入保険
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八月二十八日から九月一日、東京・

が開催され、アジア太平洋地域を中心

協力ネットワーク会議、（以下ＡＰＡ）

動計画達成のためのアジア太平洋地域

き込んだアドポカシー戦略を紹介。ま

は、各国の著名人を親善大使として巻

また、アメリカに拠点を置くＮＧＯ

・ヘルスや人口問題に関する教育を行

本会議では、今後の活動について

ＡＰＡは、アジア太平洋地域のＧ

に、一九九九年米国・ハワイやタイ国

様々な提案がなされたが、アドポカ

い、彼らがマスコミの前で同問題の重

のチェンマイ市で開催され、今回で三

シー活動の一環としてさらにメディア

Ｏ、人口、リブロダクティブ・へル

回目となる。本会議では、主にリプロ

・キャンペーン実施の必要性を強調。

要性について講演するまでのプロセス

ダクテイブ・ヘルスや人口問題に関す

「マスメディア界の協力を得るために

ス、持続可能な開発に関するＮＧＯ及

るアドポカシー（啓蒙）活動のＣＯ、

も、まずジャーナリスト対象の研修ツ

を、ビデオをまじえて発表した。

ＮＧＯのイニシアティブや地域別ケー

ァーを」との声もあがった。

するアドポカシー」では、ホスト国日

リプロダクテイブ・ヘルスや開発に関

セッション１「日本における人口、

協力に関する提言書をとりまとめ、先

されている。これは、ＡＰＡで地域間

が開催されるニュージーランドで予定

ンウェルス（英連邦）の厚生大臣会議

第４回ＡＰＡは、来年の夏頃、コモ

本の外務省代表が”人口・エイズに関

述の会議に提出することが目的。

的なＧＯ・ＮＧＯのダイァローグの模

談会について取り上げ、参加者は継続

（ＧＩＩ）に関する外務省・ＮＧＯ懇

する地球規模問題イニシアティブ“

た。

ス・スタディーについて発表が行われ

び関連機関間の協力体制の強化を目的

範例として関心をよせていた。

半蔵門のグランドアーク半蔵門で、㈱

に、政府（ＧＯ）、非政府組織（ＮＧ

ず親善大使に対してリプロダクテイブ

異凹佳。Ｊ里

■Ｐ

Ｏ）等の代表ら約四十四名参加した。

ロヨ際人口・淵発△
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日本政府が援助の主体を広げる支援を表明
拶、南々協力の重要性を訴えた。谷津

タン国民福祉省サルワール次官が挨

在代表が開会の辞を述べた後、パキス

開会式では、長谷川祐弘ＵＮＤＰ駐

議」が開催された。

ハイレベルセミナー「南々協力国際会

により、国連大学で政策担当者による

開発計画（ＵＮＤＰ）と２０５０主催

九月十一日と十二日の二日間、国連

対する教育など重要な役割を担ってい

役割を果たし、今後も政治的指導者に

めにＵＮＦＰＡは調整役として大切な

て話した。ＩＣＰＤ行動計画実施のた

次長が「国連人口基金の役割」につい

め、まず和気邦夫国連人口基金事務局

保障・人口問題研究所長が議長をつと

施状況の検討」では、阿藤誠国立社会

セッションー「ＩＣＰＤ行動計画実

妊具に関して、女性が決定できる避妊

し、世界の中でも遅れをとっている避

門官が日本での取り組みについて説明

野由子厚生省児童家庭母子保健指導専

国での政策について発表した。又、新

ワール国民福祉省次官が、それぞれの

家庭福祉省次官補とパキスタンのサル

を務め、バングラデシュのナス保健・

ター・ドナルドソンＰＲＢ会長が議長

プログラム、サービス」では、ピー

具の推進など日本の今後の課題につい

くと訴えた。

次にコリン・ホリスＡＦＰＰＤ（人

義男ＪＰＦＰ幹事長は日本が推進して
きた南々協力や国会議員の役割につい

て述べた。

次にバラ・ムサ・シラ人口・開発

口と開発に関するアジア議員フォーラ

パートナーズ事務局長はアジアにおけ

て述べた。

ム）事務総長が「国会議員の役割」に

金的協力を提供する政府と技術資源を

基調講演では、西ヶ廣渉外務省経済

高橋牧人外務省国際社会協力部地球

提供するＮＧＯが協力し合い、活動し

ついて話し、資源動員について政府に

規模問題課長が日本の貢献として、国

ていくのが望ましいと訴えた。

協力局参事官が日本の南々協力に対す

と述べた。また、人口。ＨＩＶ／ＡＩ

際協力機関への協力及び二国間協力に

二日目のセッションⅢ「エイズ流行

る若者のためのリプロダクテイブ・ヘ

ＤＳやその他の感染症に対する日本の

ついて説明した。二国間協力としてイ

圧力をかけたり、議員の果たすべき役

活動として、ＧＩＩ（人口・エイズに

に関する政策、プログラム、サービ

る立場について説明し、日本は援助の

関する地球規模問題イニシアティヴ）

ンドネシアへの協力を取り上げ、母子

ス」では、バングラデシュのナス保健

ルス事業について説明し、政治的・資

の取り組みについて、二九九四年

保健手帳をインドネシアへ紹介したこ

。家族福祉省次官補が議長を務め、タ

割の重要性を述べた。

に、二○○○年度までの七年間で総額

とにより、乳幼児出生率低下に貢献し

主体を広げ、南々協力を支援していく

三○億ドル目途に人口・エイズ対策の

イのバロップ公衆衛生省保健局長、中

国の干学軍中国人口情報研究センター

たと述べた。

セッションⅡ「若者に関する政策、

ＯＤＡを実施すると発表し、五年間で

当初の目標を達成した」と説明した。

“

南々協力国際会議開く

厚生省保健医療局エイズ疾病対策課長補

・家族福祉省次官補と日本の伊東芳郎

のサルワール国民福祉省次官が議長を

政策とプログラム」では、パキスタン

セッションⅣ「ジェンダーに関する

ド、インドネシア、パキスタンの各国

ついてバングラデシュ、中国、イン

た。南々協力を通じた研修機会推進に

バングラデシュ国連大使が議長を務め

協力研修機会」と題し、チャウドリ・

佐がそれぞれの国でのエイズ政策・プロ

務め、インドネシアのウィロポ家族計

での取り組みについて各国代表が発表

重要性などをあげた。

グラム・サー

画調整委員会副議長と干学軍中国人口

副所長、インドのゴータム・バス保健

ビスについて

ジェンダーに関するアジアでの南々

閉会式ではフィリピンのサレナス議

した。次に駒野欽一外務省経済協力局

ン・クラウス

協力機会について長谷川祐弘ＵＮＤＰ

員が議長を務め、北谷勝秀２０５０代

情報研究センター副所長と日本の大西

氏は「アジア

駐日代表が講演を行った。ＵＮＤＰは

表が閉会の辞を述べた後、チャウドリ

説明をした。

での南々協力

毎年、人間開発報告書を発表し、その

バングラデシュ国連大使が「国連会

調査計画課長が、沖縄サミットでの感

機会」につい

中で各国のＧＥＭ（ジェンダーエンパ

議とＩＣＰＤの実施状況ｌ将来の課

珠枝総理府男女共同参画室長がそれぞ

て講演し、エ

ワーメント測定）の数値が示されてい

題」について講演した。ＩＣＰＤ＋５

国連エイズ

イズ対策事業

る。この数値は女性や男性が積極的に

で学んだこととして、それぞれの専門

染症対策イニシアティブやＧＩＩ活動

を実施してい

経済界や政治生活に参加し、意思決定

機関の経験を生かした機関間のコー

れの国でのジェンダーに関する対策と

く上で必要な

に参加できるかどうかを調べたもの

ディネートの重要性、独立の団体とし

合同計画顧問

いくつかの項

で、一番数値の高いノルウェーでさえ

て提案が出来るＮＧＯの存在の重要

の報告を含め「日本による協力」につ

目を述べた。

ＧＥＭの値が八一で、男性の方が女性

性、開発パートナーのコミットメント

プログラムの説明を行った。

政治的意志と

の社会参加より多くなっている。長谷

の必要性などを訴えた。

のスティーブ

リーダーシップや、エイズについて正

川ＵＮＤＰ駐日代表は女性の地位向上

いて講演した。

しい知識を得て誰もが話し合えるよう

（加藤祐子）

の重要性を訴えた。

セッションＶ「アジアにおける南々

な社会的にオープンであること、社会

政策改革や過去の経験から学ぶことの

4５

I・ヘンキン・ＵＮＦ ＰＡ

アジア太平洋局長（ 左)」

語9.:

長は「食料の増産が人口増加に間にあ

ローチすることが必要」、谷津副幹事

議員懇談会（ＪＰＦＰ）会長、堂本暁

わない。国際紛争に繋がりかねない水

長を囲んで、中山太郎・国際人口問題

ン国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）アジア

子同副会長、谷津義男同副幹事長、清

の問題を、人口問題と共に考えていく

七月十日（月）、イメルダ・ヘンキ
太平洋局長が、打合せのために本協会

必要がある」などの意見を述べた。

水嘉与子同事務局長、南野知惠子同事

鐸（‐震，一・〈・対，『室帝亭盤

を訪れた。

鷲

ヘンキン局長は、日本とＵＮＦＰＡ

務が協力して女性

艫の地位向上、女

鄙性に対する暴

㈲南

塞力、リプロダク
蠣霊ティブ。ヘルス、
伸關ライッの問題等
零鐘に取り組んでい
辨長ることを説明
扉辮し、ニューョー
ル鱸クで開催された
》銅「北京十５」会

勃長議の折、堂本議
く総員がＵＮＦＰＡ

で女性に対する暴力について講演した

ことにも触れた。堂本議員は「ニュー

国と先進国間の対立が激化している環

その他、清水事務局長が「開発途上

う」と述べ、終始和やかな雰囲気で懇談

員が活躍しているのを知って嬉しく思

ヨークのＵＮＦＰＡで日本人の女性職

議員懇談会」の設立背景や、協会の事

会は終了した。

国会議員活動を紹介した。

業概要について説明した。同日、午後

境問題を、人口問題の視点からアブ

（星合千春）

二時からは参議院議員会議室で、同局

ジア議員フォーラム」「国際人口問題

i i ililI

`６

2000年世界人ロ白書を発表

■田一塁一一一一一一
一口

二十世紀は驚異的な変革があったに

験があり、大半は夫や家族など顔見知

要されるなど「虐待行為」を受けた経

一癖

だとも指摘している。

消するには男性の理解と協力が不可欠

と判断している。同時に、性差別を解

多子の悪循環を断ちきることが出来る

産婦及び乳幼児死亡率も低下し、多産

族計画の実行率も高く、その結果、妊

が高いほど保健サービスを利用し、家

蕊`蕊量露轤

『『
『』

もかかわらず、未だ世界各地で女児や

りによるものであると指摘し、又すべ

ミエ且鞆

国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）は九月

女性が教育やヘルスヶアヘのアクセス

ての妊娠件数の約三分の一は望まない

了一語睡僖

二十日、「二○○○年世界人口白書」

を奪われていたり、職場での機会を与

妊娠か望まない時期のものと推計。

峯一二

を発表した。毎年、地球の人口爆発に

警鐘を鳴らしてきた世界人口白書だ
が、二十世紀最後の年となる今年は
「男女共生と見えない格差ｌ変革の
時ｌ」と題し、主軸に人口推計予測

えられず男性に比べて賃金が低いなど

国際人口基金では、女性の教育水準

凡Ｆ

韓

を据えない異例の構成で、男女間の不
平等問題を取り上げている。

白書は、「ジェンダーによる差別を
撤廃することは、人権及び開発にとっ

て緊急な優先課題であり、性差別に終

n回日

ている。白書では、世界の女性の三人

美

①

止符を打たなければ、結局、人口問題

2$

亜

に一人が、暴行を受けたり性交渉を強

;Ｉ

？
--N

園

は解決しない」と指摘している。

簿灘:：

⑪
ジェンダーによる差別は根強く存在し

4７

麓

乏垈
■

P勺曰

ツ委員長は十日、ロシアの人口は

二○七五年には五千万－五千五百
万と現在の約三分の一程度にまで
激減する可能性があることを明ら
かにした。プーチン大統領は八日

五千－五千五百万人になってしま

同委員長は、「二十世紀に入

う」との推計を示した。
り、人口の減少は、第一次大戦、

革命後の国内戦と三○年代（ス
ターリン時代）の飢饅（ききん）

と粛清、第二次大戦に次いで四度

・人口３分の１に減り自滅…帽

。子育て支援が日本を救う…蛆

。「人口一定」目標に………伯

。上がり続ける未婚率………印

・日本の人口’億二六百万…卯

目である」と指摘。「平時では前

・幸王晁へ人口集中加速………５

画」として、出生率向上の奨励、

・高齢化、加速する豪………閲

・高齢者の生協、事業好調…閑

・人ロ増加分の七割が移民…艶

○干ばつ、食料被害深刻に…魂

。国会議員男女比率均等に…引

例のない今回の人口減の状況は、
根気強く厳格に実行される克服計

プーチン大統領が述べた明確で、
自滅現象が起きている」と改めて

画なしには、根本的に変えられな
い」と強調した。

で、今年元日現在のロシア人口は

子沢山の家族への支援、貧困の予

ゲラシメンコ委員長は「克服計

一億四千五百五十万人であると

防、保健措置への金銭的援助など

出生率が史上最低を更新した。

だ。保育サービスの充実など、連

産み育てにくいのが日本の実情

る。子供を産みたくてもきわめて

・今後の高齢社会は暗い……胡

・人ロ増加女性差別が助長…卵

・中国・人ロ問題と経済……卵

・世界の５人に１人貧困屑…卵

・開歳以上、最高の人口……訂

・日本にコメ援助中止を……訂

・米、外国人労働者が烟％…弱

・江戸前半、近代に急増……弱

・貧困・飢餓をなくそう……別

●第二子以降には報奨金……記

し、「（ソ連崩壊翌年の）一九九二

（産経新聞二○○○・七・二）

を挙げた。

出生率激減

問題に初めて言及、「ロシア民族

それも人口推計の下限を大幅に下

子育て支援が曰本を救う

の生き残りの脅威」であると強調

回ったのだから事態は深刻であ

囮

したが、同委員長は「国の人口の

の年次教書演説で深刻な人ロ減少

献じ

年から減少が始まったロシアの人

ファクス通信とのインタビュー

ゲラシメンコ委員長はインタ

民族存亡の危機だと警告した。

に功うすふぉｌらむ
2075年に５千万人

口は、二○一一○’一一○二五年には

ロシア

【モスクワⅡ日Ⅱ斎藤勉】ロシア

激減し自滅

一億人に、さらに二○七五年には

３分の１に

下院のゲラシメンコ保健・スポー

囮

`８

れば、日本の社会は土台から崩れ
し、児童手当を拡充する」、自由

た。民主党は「各種控除を見直

学金制度を拡充する」とうたっ

「少子化対策で育児休業給付や奨

営者が預かった子供をせっかん死

神奈川県大和市のベビーホテル経

せぜるを得ない親も少なくない。

では急増中のベビーホテルを利用

延長保育も不十分で、大都市圏

れたはずである。

保育制度が充実していれば避けら

させた疑いで逮捕された事件も、

やかに子育ての負担を軽減しなけ
ていく。

党が「育児離職の女性、定年退職

ところが、連立与党は公明党主

（産経新聞一一○○○・七・三）

厚生省のまとめによると、昨年
の合計特殊出生率（女性が生涯に
諺フロ

今年の一・三八を底に上昇すると
導で児童手当（第二子まで月五千

者の再雇用を義務付ける」とい

産む子供の推定数）は、｜・三四
だった。人口推計（中位）では、

見込んでいたのだから、底割れ状
入学まで拡大する一方、小中学生

円、第三子以降一万円）を小学校

日本の人口構成をみると、昭和

を育てている大半の家庭が負担増

態である。

四十六’四十九年に毎年二百万人

準、日本でいえば約二・一人を目

での長期モデルで試算すると、こ

標にすべきだろう。二一○○年ま

の水準に早く戻せれば戻したほ

ど、経済成長率なども早く、高く

回復することがわかった。それで

も今後卯年間の人口減、経済活動

は十八歳（学生は二十七歳）未満

は一・四一に上昇した。児童手当

二で日本より低かったが、一昨年

にとって初めての体験といってよ

そのものの低下による減少は人類

ることは何度もあったが、出生率

戦争や疫病で一時的に人口が減

公立保育園に子どもを預け働いて

革をはかるしかない。私の長女も

手当の拡充、企業や男性の意識改

ような育児サービスの充実や児童

性はなくとも産みたい人が産める

になる扶養控除見直しを実施し

を対象に、第二子まで月約一万七

い。底を打てば自然に回復すると

いるが、迎えは午後５時、保護者

ドイツは合計特殊出生率が一・

いのか。地球環境の未来を考えて

（談）

（朝日新聞二○○○・七・七）

できるかが重要だ。

いかにきめ細かいサービスを提供

人口政策に特効薬はない。即効

ない。

千円、第三子約二万円、第四子以

いう楽観論もあるが、合計特殊出

会は平日昼間と、働く実態にあっ

低下、社会保障負担増は避けられ

十九歳に達した。昨年は女性の平
均初婚年齢が二六・八歳、第一子
出産時の平均年齢が二七・九歳
だったから、この世代がまさに結

降は約二万三千円を支給し、育児

生率は一・三四人と史上最低に

いわざるを得ない。

婚・出産適齢期である。

休業は最長三年間である。

ていない。「もう一人産むなんて

給与の二五％から四○％に引き上

日本は来年から育児休業給付を

ところが、昨年の出生数は約百
十八万人と前年より約二万五千人
減り、結婚件数も約二万三千組減
少した。東京都に住む男性の平均
初婚年齢は三十歳である。生産年
齢人口の今後十年で五百万人以上

新エンゼルプランで保育サービス

も今以上に人ロが増える必要はな

げるが、取得期間は最長一年だ。
を充実するが、保育所待機児は三

い。人口が一定に保たれる置換水

減っていく。

少子化に対する危機感は政界、

万人を超えている。

ではどの程度の出生率が望まし

無理」と話している。量よりも、

以上生まれた第二次ベビーブーム

；

なった。経済的、文化的にも、少

た。子育ての足を引っ張る愚策と

|ｺﾗﾑ捌二剖
中央大学教授大淵寛さん（田）

目標に

子化のメリットはないと考える。

の団塊ジューーァ世代が二十五’一一

塁Ｉ
｢人口一定」

経済界の指導層でとくに強い。総
選挙の公約をみると、自民党は

型９

すふ､お－らむ
こゆ

日本、一億二六○七万人

区の議員一人当たりの人口格差も
の四・七三七倍から広がった。｜

最大で四・七六九倍となり、昨年

で、選挙制度の見直し議論に拍車

票の格差が一段と拡大したこと

末時点の住民基本台帳に基づく人

自治省は三日、二○○○年一一一月

選挙区の人ロ格差二票の格差）

て日本経済新聞社が衆院全三百小

い水準だった。この調査に基づい

一九六八年の調査開始以来最も低

千八百六十七人。出生者数が百十

た数）は、過去最低の二十二万三

者の数から死亡者の数を差し引い

増加率最低０．，％

口調査の結果を発表した。総人口
を試算したところ、最大で二・四

番目の低い水準に落ち込んだのが

八万七千三百五十七人と、過去二

73年８０８５９０９５２０００

人）。参院選挙区の議員一人当た

など）、二十三万八千四百四十八

大きかったのは、神奈川７区（横

九万五千二百三十人と同○・二六

りの人口格差は、定数四の千葉県

一・四九％減少。労働力の主な担

％減った。一方、六十五歳以上の

百三十七人）と島根３区（浜田市

老年人口は二千百五十二万二千七

（日本経済新聞二○○○・八・四）

と定数この鳥取県の差が最大。

浜市港北区など、五十九万二千九

百八十三人と同一一一。四四％増加

化の一段の進行を裏付けた。

六人と過去最低を更新し、核家族

世帯当たりの平均人数は、二・六

調査開始以来減り続けている一

ることを改めて浮き彫りにした。

し、少子高齢化が急速に進んでい

い手となる十五歳から六十五歳未

衆院小選挙区で人口格差が最も

２２ⅢⅢ０％

５０５０５０

人ロ増加率
満の生産年齢人口も八千五百九十

七十五人と、前年三月末に比べて

人口は一千八百五十五万三千二百

年代別では、十五歳未満の年少

響いた。

八七倍となり、昨年の二・四四六

膠歳歳廟

３仮

千二百九十九人、率にして○・一

■｜■■■

【）

戚の一一・’二催

眉ｃ“叉叶」の二‐十符

倍からさらに拡大した。参院選挙

Ｒ』‐二円

国立社 会保璋・’八口韮口題研
のまとめ

はこのこ
るⅡゲラ

夕を二十

伸びが著

・・

七％増えたが、増加数、率ともに

一九九九年の自然増加数（出生

は一億二千六百七万千三百五人

がかかりそうだ・

と、前年三月末に比べて二十一万

四回
函困
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東京へ人口集中、加速
社会増四万七○○○人

を占めた。中国、四国は人口増加
県がゼロ。「企業の地方支店の閉

と三十年ぶりに都道府県の過半数

差し引いた社会増は四万七千人に

鎖や公共事業の一段落などが影響

トップ。とりわけ転入から転出を

六万三千人となり都道府県別で

達した。部外への転出増加に歯止

いという地域特性に加え社会増も

した」（経済企画庁）という。例

鮮明となった。

新規分譲マンションの供給戸数は

めがかかったためで、二位の神奈

東京圏の人口増加率は前年比○

に向けた施設整備などで転入が増

目立った。七月の主要国首脳会議

外は沖縄県で人口増加率は全国

・五一一％・名古屋圏も三万三千

最高を記録した。国立社会保障・

九九年に四万三百五十五戸と過去

えた。

ためで、東京への人口一極集中が

いる。自治省の住民基本台帳人口

人、関西圏も二万六千人増えた

人口問題研究所の西岡八郎人口構

（日本経済新聞二○○○・八・四）

大阪市への人口移動が加速して

調査（今年三月末時点）では、地
方圏が一九八二年の調査開始以来
が、増加率はそれぞれ○・三一

造研究部長は「都心部は居住空間

人口の都心回帰を受け、都内の

初めて前年割れとなったのに対

％、○・一五％にとどまった。地

としても見直されており、この傾．

川二万四千人）を引き離した。

し、三大都市圏はいずれも人口を

方圏は一万九千人（○・○三％）

トップの○・八四％。出生率が高

増やした。なかでも東京圏（埼
玉、千葉、東京、神奈川の四都
減となった。

人ロ(人）増減率

せない。人口減少自治体は二十四

逆に地方は低落傾向から抜け出

県）は全国の増加人口二十一万人

東京圏のなかでは東京都への集

向はさらに強まる」とみる。

のうち十七万人を占めている。地

栃木2,000,497０－１２
群‘薦２０１７，７６８０．２０
埼玉6,870,003０．４７
千葉⑤５，８９３，１６６０．５１
束京④11743.189０．５４
神奈川③8,370,292０．５５
新潟2,482,386▲0．２２

▲0.07

石川1,175,661０．０１
山梨885,422０．１８
長野2,202,317０．０８
岐阜2,109,147０．０３
静岡2,759,490０．１３
愛知6,906,979０．４５
三童１．８５７，３７６ｑＯ８
滋賀②1,3251618０．７１
京都2,563,355０．０６
大坂8,626,766００３
兵庫5,521,426０．３７
奈良Ｌ449,146０．１１
和歌山Ｌ091,260▲０．２６
.鳥取617,825▲ｑｌ７
島根763,699▲０．３０
岡山1,957,664▲０．０４
広鴫2,874,315▲0.07
山□②１．５３４，４３５△０３８
徳島833.408▲０．２８
香ノ1１１，０３４５５４▲０．１０
愛媛③1,511,855▲Ｏ３５
高知819.252▲０２４
福岡4,967,686０．２５
佐賀883,511▲0.05
長崎⑤１，５３２．２３５▲０．３３
熊本1,869,819▲ｑＯ３
大分1,236,408▲０．１７
宮崎1,187,031▲０．１１
鹿児島1,787,121▲０．１９
沖縄①1,324,834０．８４
合計126,071,305０．１７

(注)丸数字は増加率上位５位｡白抜き

数字は減少率上位５位まで

中ぶりが目立つ。人口増加数は約

都道府県の人口

価下落で住宅の都心回帰が進んだ
府県名（96）
北海道５，６８２８２７▲０．１６
青森1.499,725▲０．３１
岩手1,425,135▲０．２０
宮城2,343,852０．１６
秋田⑪1,2031471▲０．４７
山形④1,244,955▲０．３４
福島2,136,344▲０．１１
茨城2,993,872０．１１

都道
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富山

内閣や国会議員

男女比均等に

ＮＧＯが署名求める

る。国連登録ＮＧＯ（非政府団

活動が日本でも繰り広げられてい

キャンペーン」の団体ごとの署名

半分まで増やそうという詞対卯

地方自治体に占める女性の割合を

二○○五年までに内閣、国会、

函

発機構）が世界的に実施している

体）であるＷＥＤＯ（女性環境開

皿

囮
（2000年３月３１日時点、▲と減少）

ドなど９か国で女性比率は釦％を

超える。これに対し日本の衆議院

もので、事務局は国内での署名締
め切りの今月即日を前に「できる

は７．３％で即位だ。

月別日。問い合わせは国内事務局

国内での署名の締め切りは、今

だけ多くの人に知ってほしい」と

このキャンペーンは、「女性の

呼びかけている。

を務めるＮＧＯ「女性連帯基金」

位のスウェーデン（姐・７％）を

ジュネーブ）の調査によると、１

墨品雰の

七割が移民

一地球･24時一

は人口減に。少子・高齢化の中で

イタリアなど五カ国は移民抜きで

タン約千二百万人⑤エチオピア約

いる。

外国人労働力への依存が強まって

流入によるものだった。ドイツ、

ンドなどは、政府が被害者の救援

【ジュネーブ９日Ⅱ大内佐紀】世

は、ＷＦＰの支援対象者は三百万

六百万人に上るという。九六年に

求めてきており、その対象者は千

ア、ケニアなどはＷＦＰに支援を

然増は二十八万人弱で、残る七十

出生数から死亡数を差し引いた自

（○・二六％）増えた。ＥＵ域内の

七万人で、前年より九十九万人

ＥＵの人ロは三億七千五百九十

集中。９月の国連ミレニァム総会
で事務総長に提出する予定。各国
の政府や議会、政党に向け、構成

界食糧計画（ＷＦＰ）は八日、異

（朝日新聞一一○○○・八・十八）

など。

国の十六万人、イタリアの十万人

立つのは、ドイツの二十万人、英

る増加。移住者による人口増が目

一万人はＥＵ域外からの移住によ

員の一定割合以上を女性に充てる

（読売新聞二○○○・八・十）

人だった。

最も深刻なのは、①インド約四千

それによると、干ばつの影響が

るとする報告書を公表した。

常気象を含む原因で今年、世界各

を比べた列国議会同盟（本部。

（日本では衆議院）の女性議員割合

世界１７６カ国の下院相当議会

クォーク（割り当て）制導入な

に乗り出しているが、エチオピ

千百万人ｌの五か国．中国やイ

六百万人②中国約二千八百万人③

では昨年、人口増の七二％が移民

ると、欧州連合（ＥＵ）十五カ国

○年一月一日現在の人口統計によ

員会が発表した欧州各国の二○○

【ブリュッセル支局Ⅳ日】欧州委

面

ケニア約千八百万人④アフガニス

（読売新聞二○○○・八・七）

ｌョ、く）でも紹介している。

（亘一ロヘヘミミョＢ・ｍＣ１ｐの一・口の．ご｝

０５．００３１）。ホームページ

（東京、中西珠子代表）（旧・５８

政治参画」が重要課題の一つとさ
れた６月の国連特別総会「女性２
０００年会議」会期中に、ＷＥＤ

は女性。国や地方自治体の政策決

Ｏが開始したもの。「人口の半分
定の場に女性が半数参画すること

はじめ、デンマーク、フィンラン

る」という趣旨だ。

が、男女平等社会の実現につなが
ＷＥＤＯは国と地方双方の行政
府と議会に占める女性の割合の目

標を「２００３年までに釦％、２
００５年までに別％」と具体的数
値で示し、世界のＮＧＯから電子

#

世界食糧計画報告書
地に干ばつが広がり、一億人を超

1億ＭM餓線上

ど、積極的な女性登用を働きかけ

干ばつ被害深刻

える人々が飢餓などに苦しんでい

岡

る方針だ。

メールやファクスなどで署名を収

)
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高齢者の生協、介護事業好調

登場し、現在は北海道、東京、福

高齢協は一九九五年に三重県で

ある。

で補完し便利さを打ち出す動きも

の食事の宅配などもボランティア

協同組合（高齢協）が、介護保険

高齢者主体の生協である高齢者
している。新組合も加わり、介護

た実績を生かして、利用者を獲得

齢者関連サービスに取り組んでき

設立を準備中だ。介護保険関連事

石川、奈良など三’五地域で組合

数は四月に比べ既に約二割増加。

会（東京・豊島）によると、拠点

二○○○・八・二十一）

（日本経済新聞

岡などで合計二十七団体、組合員
数約二万二千人に増えている。

関連サービスを急速に拡大中だ。

拠点は来年三月には二百カ所に広

業収入（売上高）は六月が一億三

関連団体の労働者協同組合連合

四月の介護保険制度開始を契機に
がる見通し。｜般の民間事業者も

千万円で、四月に比べ約四割増。

ノウハウ生かし来春２００拠点に

各地で一斉に参入、訪問介護など

無視できない存在になりつつあ

十三億円を突破し、二十億円に達

今年度の年間合計は当初見込みの

の拠点は既に全国約百二十カ所に
向うＣＣ
達した。介護ヘルパー養成など高
Ｉ；ｉｉｉくりｊｉ５ｉｉｊｉｈ

に九百万人に達するとした。

【シンガポール幻日Ⅱ林田裕章】

しそうな勢い。コムスン（東京・
港）、一一チイ学館などの大手を除

急速な少子・高齢化への対策とし

統計局はまた、今後十年で十四

くと中小事業者の多い業界では、

までに、シドニーの人口が今後五

ストラリアの政府統計局は二十日

一年以降、人口が著しく増加し、

る世代が、六十五歳になる二○｜

とくにベピーブーマーと呼ばれ

十万人に達するとみている。

一千人だが、二○一○年には百六

八十五歳以上は現在、二十四万

地域の高齢者らに親近感を持たれ

スを広げている。こうした実績で

も手掛け、組合員以外にもサービ

護保険導入前から、家事援助など

出資するなどして組織が拡大。介

は、比較的年齢の低いヘルパーも

な事業を実施してきた。最近で

心に出資し、高齢者のための様々

高齢協は、六十歳以上の人が中

まる中、どこまで奏功するか－．

いるが、女性のキャリア志向が強

た。政府の強い危機感を物語って

として親に支給することを決め

三千シンガポール。がを、報奨金

がは約六十四円）、三人目には同

ガポール・がニシンガポール・

子供を産めば年間最高千五百シン
た。

十年間で六百万人に近づくとの見

海外移民の増加と加えて、人口増

ると、ゴー・チョクトン首相が発

【シドニー即日Ⅱ佐野慎輔】オー

通しを発表した。現在のシドニー

スは制度によって料金や内容が定

ている。しかも、介護保険サービ

（産経新聞二○○○・八・二十｜）

められているが、同保険の対象外

ら実施される。第二子については

二十一日シンガポール各紙によ

の人口は約三百七十万人。また、

の要因となるとの見通しを示し

歳以上の人口が倍増すると述べ

歳以下の若年層の比率が現在の二

少子化で

てシンガポール政府が、二人目の

シンガ・ポール
中堅クラスになる。

報奨金

一％から一四％に下がり、六十五

■■訂

た。

ﾍﾞﾋﾟｰﾌﾞｰﾏｰ世代
10年機､都市部も人口急増

シドニーを抱えるニューサウス

加速する豪

表した出産奨励金は、来年四月か

高齢化

ウェールズ州も、二○五一年まで

鏑

第 2子以降には

雇函
皿

えて両親が子供の養育費として銀

五百シンガポール．がを支給、加

満六歳になるまで毎年、無条件で

（読売新聞一一○○○・八・二十一一）

低下した。

九二だったが、昨年は一・四八に

同国の一九九○年の出生率は一・

る。第三子には額が倍増される。

生きていくうえで最低必要な栄養

一㎡（約百十円）以下で生活し、

ＡＯ）によると、十二億人は一日

いのです。国連食糧農業機関（Ｆ

分な食事を取っているわけではな

００

2０３０４０ｓｏ

…＃ｉ

ｌｌ

．Ｉ

子どもの比率（％）

ＯＩＯ

カリブ海
近東・
北アフリカ
サハラ以南
アフリカ

人口）が約八億人、うち二億人以

総人口に栄養不足人口の占める割

上が五歳未満の子どもたちです。
合が妬％以上の国もソマリア（羽
％）、エリトリア（、％）、ブルン
ジ、モザンビーク（開％）など二
エチオピアなど三十六か国では食

糧が極度に不足し、たえず外国か

十五か国に上ります。ソマリア、

ら援助を必要としています。

した。それが一九六○年に三十億
人になり、昨年、六十億人に達し
に増えたのです。「人口大国一

八億人が開発途上国に住み、人口

七千万人）などの順ですが、四十

サミットで、集まった百八十六カ

六年、ローマで開かれた世界食糧

こうした現状を打破しようと九

ンド（十億人）、アメリカ（二億

は、中国（十二億七千万人）、イ

増加率が高いのは、サハラ砂漠以

に減らすと宣言しました。農業生

五年までに、栄養不足人口を半分
産性を向上させるため品種改良や

国の首脳たちは、協力して二○一
世界人口は二○五○年に七十三

かんがい水路の整備、食糧が全国

の国々です。

は推計していますが、最も可能性

どによってですが、これ以上の農

民に行き渡るための政策の展開な
この六十億人の人々が毎日、十

がある数字は八十九億人です。

億’百七億人に増える、と同基金

南のアフリカと南・西アジアなど

農業生産向上など
国際的規模で展開

ました。世界人口は百年間で四倍

初め、世界の人口は約十五億人で

国連人口基金によると、今世紀

が常に不足している人（栄養不足

行に預けた金額に等しい額を上限

貧困、飢餓をなくそう

千シンガポール・がまで支給す

●■■●■

枢億人は１曰１ドル以下で生活

鰯身長不足
I■I体重不足
囮衰弱

ラテンアメリカ・

途上国の５歳未満の
子どもたちの栄養不足

函
南アジア

1薑ｌｉｉｉｉｉｌｉｉｉｉｉｉｉｉ:::::i:::鵲墨
東･東南アジア

即兜⑪
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「~~－－栄養不足人口が総人口の20%以上の国
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化、水不足など食糧増産を阻む要

る農地の荒廃、自然災害、砂漠

地の拡大は難しいうえ、紛争によ

です。途上国にとって効果的な農

成しているアジア学院（栃木県）

ア、アフリカの農村の指導者が養

多くなりました。その一つがアジ

江戸前半、近代に急増

分になってしまった。

この一○○○年の人ロ推移

業技術やリーダー論などを一年間

飢鐘で膨大な餓死者が出れば、

因も多くあります。

途上国へのわが国の政府開発援
学んで帰国した研修生は、七三年

ところで、この１０００年、日

助（ＯＤＡ）は世界一になりまし

本の人口はどんなふうに変化して

当然人口が減る。たとえば、天明
の飢鐘のとき、八戸藩は３万人の

の設立以来八百人を超しました。
貧困、飢餓問題にはいろいろな

た。中でも若者たちが、自分の
持っている技術で、途上国の国づ

3000

に統計的な処理を行って

が全国の遺跡の数を基本

考古学者の小山修三さん

山推計」があるからだ。

いてはよく知られた「小

いうのは、この時期につ

て。せっかくだから、と

代の日本の人口につい

せっかくだから、縄文時

りずっと前であるが、

まずは、１０００年よ

なる。

の成果を紹介することに

うあまり耳慣れない研究

る。後は歴史人口学とい

あるのは明治以降であ

のような正確なデータが

といっても、国勢調査

テーマとしよう。

の１０００年の人口」を

きたのだろうか。この機会に「こ
一ろうか。この機会に「こ

私たちにできることにはどんな

餓死者が出て、人口がほとんど半

ことがあるでしょうか。まず大切

【】

難しいテーマがありますが、その

を突破しました。うち羽％が農林

なことはこうした「事実を知るこ

くり・人づくりを支援する青年海

・水産業の職種です。途上国の人

と」だと思います。例えば、日本

解決に取り組むわが国の政府、Ｎ

口を抑制し、貧困をなくすために

の食糧自給率は加％と先進国中最

外協力隊事業は、七月に派遣され

は、単に食糧増産だけでなく、教
育水準の引き上げ、保健衛生の向

低で、帥％は海外に依存していま

ＧＯによる国際協力は多くの途上

上、女性の地位向上なども大事な

す。日本人の食べ残し、食料の廃

た隊員で、’九六五年の発足以

テーマで、最近の派遣隊員ではこ

棄も大きな問題になっています。

国から支持されています。

うした分野の人も多くなっていま

食卓から、途上国の人々のために
Ｌ士酊

来、累計が二万人（六十九カ国）

す。

できることは何かを考えてみま
しょう。

また、ＦＡＯは飢餓をなくすた
めに九七年から世界中でキャン

（読売新聞二○○○・八・二十四）

５０００

万
人

1995年

160017211804

1150

900

ペーンを実施、集まった約六億円

で、途上国で食糧増産など五百を
超すプロジェクトを展開していま
す。

さらに、途上国の人づくりに貢

献するＮＧＯ（民間活動団体）も
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００年、６５０万人からスタート

をピークに減り始める。この１０

１０００年間に日本の人口は出倍

して基本的には右肩上がりを続け

る。これは宗門改帳とちがって死

出した人口推計である（「縄文時

ているから、多くのデータを収集

亡者の日時、死因などが記載され

てきた日本列島の人口はついに上

以上に増えたことになる。江戸時

昇時代を終える。少子高齢化など

代Ｉコンピュータ考古学による復

し、分析することによって人間の

の戸口調査を盛んに行った。一

（前掲書）。死亡が多いのは８月を

年までの死亡例を分析している

（毎日新聞二○○○・九・四）

（於）

生・老・病・死にかかわるさまざ

代前半に急速に増えた後に停滞が
ところで、歴史人口学では、ど

方、キリスト教を取り締まるため

た春から初夏は死亡数が少ない

ピークにした夏。５月を中心にし

少の時代が始まる。

未経験の問題が山積みした人口減
たとえば、江戸時代、季節的に

まな状況が明らかになる。

元」中公新書）。

前８１００年前）の日本の人口
のような手法でこうした数字をは

続き、近代以降再び急増した。

（沖縄を除く、以下同じ）は２万
じきだすのだろうか。

それによると、縄文早期（紀元

人。地域的には東北地方が２００

ごえこ・つ

か。鬼頭さんが、江戸・本所回向

はいつ死ぬ人が多かったのだろう

江戸時代に関しては一赤門改帳が

院の過去帳を基に、１８１５（文

しゆうもんあらためちよう

０人で他を圧している。縄文中期
大きな手がかりになる。江戸時代

化皿）年から１８７６（明治９）

に行われたのが「宗門改」であ

いん

（紀元前４３００年前）にようや

「人畜改」「人別改」などの名称

昔の時代についての推定だから、

る。Ⅳ世紀後半にはこの２種類の

（月は新暦）。

じんちくあらため

には各藩が領民を掌握するために

まあ日本列島は全体として見れ

調査が毎年同時に行われるように

ほどだから、まだ優位にある。

く妬万人。東北は４万６０００人

ば、まったく「過疎地」だったの
なった。

の名前、戸主との続き柄、性別、

く赤痢など伝染病で死ぬ人たちが

夏季集中型だったという。おそら

冬がおおいそうだが、明治後期は

口に占める外国人の割合が昨年一

ムズによると、米国内の労働力人

四日付の米紙ニューヨーク・タイ

【ワシントン４日ⅡＡＦＰ時事】

この「小山推計」はなにしる大

だと思っておけばいいだろう。西

年齢が記載されている。長期にわ

二％に達し、過去七十年間で最高

現代の同種のデータは夏よりも

暦９００年以降、現在までの日本
をグラフにしたのが、下の図であ

夏の死亡例を増やしたのだろう。

宗門改帳には世帯ごとに世帯員

る（鬼頭宏「人口から読む日本の

かってこの宗門改帳が残っている

の人口（１８７３年以前は推計）

歴史」〈講談社学術文庫〉所収の

の数字を記録した。

によると、米国内の外国人就労者

同紙が引用した政府の最新統計

現代は、がんが死因としては一番
害が死につながるケースは冬の寒

多いわけだが、心臓病や脳血管障
のない歴史人口学研究の史料であ

の中位推計によると、日本の人口

は、成長産業に豊富な労働力を提

は不法移民。外国人労働者の流入

五百七十万人で、うち約五百万人

数は三年前に比べて一七％増の千

は２００７年の１億２７７８万人

国立社〈云保障・人口問題研究所

＊

１８７３年以前は沖縄が、それぞ

を宗門改帳によってとらえること

さと関係があろう。

ちょうど西暦１０００年のデー

によって、同時期の全国的動向を

る。地域的な人口変化のパターン

タはないが、１０００年段階を約

寺院の過去帳も重要な史料であ

推定できるわけだ。

約１億２０００万人だから、この

６５０万人としておこう。現在は

れ含まれていない）。

さと網羅性において世界的にも類

米紙報道
賃金抑制に寄与

地域は限られているが、その正確

外国人最高の12％

６００年以前は北海道と沖縄が、

米国内の獺力人口

データを基に作成した。なお、１

囲

5６

供する一方、最低賃金を低く抑え
る結果にもなっているという。

外国人労働者は、低賃金の単純
労働ばかりでなく、ハイテク産業

「閲歳以上」最高の一一一九万人

七十五歳以上で六五パーセント、

八十五歳以上で七一パーセント

る。

と、高齢になるに従って増えてい

総務庁が発表した「敬老の日」

ント上昇し、一七・三パーセント

総人口に占める割合も○・六ポイ

三六パーセント、女性の一五パー

計）は四百九十三万人で、男性の

業者と求職中の完全失業者の合

六十五歳以上の労働力人口（就

の十五日現在の高齢者推計人口に

と過去最高を更新した。国民の五

セントが仕事に就いているか、仕

敬老の日に総務庁が推計

う盛な需要があり、クリントン政
権が技能労働者向けの特定就労ビ
よると、六十五歳以上の高齢者は

・八人に一人が高齢者の計算で、

囮

ザ（査証）の発給件数増加を提唱
二千百九十万人で昨年より七十四

事に就く意欲を持っている。特に

が集中するシリコンバレーでもお

している。

少子高齢化がさらに進んでいるこ

六十五’六十九歳の男性ではこの

万人増加し、過去最高となった。

とが浮き彫りになった。

（日本経済新聞二○○○・九・五）

送る計画で、関係国と調整中だ。

見ると、女性が千二百七十七万人

諸外国との比較では総人口に占

る。

日本にとっては少額の人道支援

で、男性の九百十三万人の一・四

比率は五三パーセントに達してい

に過ぎない事業だが、タイにとっ

六十五歳以上の人口を男女別で

ては市場を奪われる心配がある。

で、スウェーデン、イタリアに次

九・十五）

二○○○・

（日本経済新聞

み。

の一・五倍となる見込

千三百十二万人と今年

け、二○二五年には一一一

今後も増加傾向を続

六十五歳以上の人口は

問題研究所によると、

国立社会保障・人口

ぐ水準になっている。

める六十五歳以上の高齢者の割合

加歳以上

倍。高齢者のうちの女性の割合は

(65歳以上)の割合

六十五歳以上で五八パーセント、

一方、コメの過剰はタイでも問

（朝日新聞二○○○・九・五）

総人ロに占める高齢者

「援助に反対はしないがタイの

コメを買い上げて配ってほしい」
（商業省）

一九九六年から始まったこの援

た。タイのコメを配るのでは日本

業相は途上国支援として日本が

題になっている。近年の豊作でコ

する書簡をこのほど送った。
日本政府はバングラデシュやタ

ンザニアなどアジア・アフリカな

メの市場価格が下落している。

行っているコメの無償援助に抗議

助は日本の過剰米対策の一環だっ

【バンコク４日Ⅱ山田厚史】「日
本の食糧援助は、輸出市場を圧迫

国内がおさまらない。

タイ｢輸出の妨げ」

■
コメ援助中止
日本に求める

している」。タイのスパチャイ商

四
ど食糧不足が問題になっている地
域二十七カ所に、今年十八万少を

５７

すふお－らむ
こゆ

地域に集中していることが分かっ

人口の約９割を占め、貧困が特定

トと、３地域だけで世界の貧困層

ア・太平洋地域が泌・２パーセン

た。

報格差）の解消－－などを挙げ

安定③デジタル・ディバイド（情

イズ研究の促進②国際金融市場の

て、①熱帯病のワクチン開発やエ

（読売新聞一一○○○・九。十三）

た。

報告の中で世銀は、途上国と先
進国で取り組むべき貧困対策とし

経済発展と課題
人口問題は解決したか
国の人口問題は、二人っ子政

した。中国の統計などによると、

これで合計特殊出生率（一人の女
性が生涯何人の子供を生むかとい
う指標）は、六・四（六五年）か
ら一・八（九七年）へ激減した。

と、中国の総人口は十三・八億人

国連の人口予測（九八年）による

（二○一○年）、十五億人（二○
三○年）の後、二○五○年には十
四・八億人に減少する。｜方、家
族計画政策に後れをとったインド
は二○四○年代に中国を超し、世

界一の人口大国になるという。
人口抑制という目標には一応の
成功をおさめた一人っ子政策だ

五・四に比べ著しく高い。農村で

第二は、出生性比のゆがみであ
る。九八年の中国の出生性比（女
児を一○○とした男児の出生率）
は二七・○であり、日本の一○

る。

先進国並みに高齢化が進んでい

Ｓ）を上回り、上海にいたっては

Ｎ）、新興工業経済群（ＮＩＥ

東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡ

に、中国の老年人口指数はすでに

で進む高齢化である。図のよう

る。第一は、日本以上のスピード

子政策（独生子女政策）」を開始

人口抑制政策、いわゆる「一人っ

・優性」をスローガンに、厳しい

少生・稀（三’四年の出産間隔）

ようやく七九年に「晩婚・晩産・

本説」によるところが大きい。
人口の急増に直面した政府は、

定的に評価した毛沢東の「人口資

産少死が続き、文革期の七一年ま
で激増した。原因は人口増加を肯

六一年の「大災害期」を除いて多

人だった。人口はその後、五八’

が、いくつかの問題を抱えてい

策」によって解決したのだろう

【】【山

ｎＣ

か。人口史を振り返ると、建国当

中国の総人口は、一九九九年末

Ｗ

時の四九年の総人口は五億四千万

時点で十二億五千九百九万人（香

ロロ

の約十倍、世界第一位である。中

た「２０００年版・世界開発年次

報告書によると、貧困層の人口
は、世銀の前回調査（加年版）に

比べて約１６００万人増えてｎ億
９８００万人に上り、この、年間
で貧困層の削減が進まず、むしろ
微増している状況を示した。
地域別の構成比で比べてみる
と、インドやパキスタンなどの南

西アジア地域が妃。５パーセン
ト、サハラ砂漠以南の南アフリカ

地域が型・３パーセント、東アジ

９７
９６
９５
９７

９５
９５
９９
９８
９５

以来だ。

港、マカオを除く）に達し、日本

で暮らす「貧困層」になっている
ことが、世界銀行がｎ日に発表し

１日当たり平均１㎡以下の生活費

【ワシントン旭日Ⅱ天野真志】世
界人口の約２割を占める皿億人が

世界の
5人に１人
「貧困層｣

報告書」で明らかになった。世銀
が世界の貧困層の実態調査をまと
めたのは、１９９０年版の報告書

函藝

歴國

”

すふお－らむ
こゆ

だ。将来、男子の結婚難が深刻と

出産を認めているのが原因の一つ

第一子が女児の場合に限り第二子
題である。一人っ子の社交性、自

は、一人っ子「小皇帝」の教育問

子）」問題も生じている。第四
欠だと指摘している。

るには、男性の理解と協力が不可

白書はこうした性差別を解消す

帯ともに羽％だった。逆に、「明

い一と回答したのは単身、夫婦世

に、「暗い」「どちらかといえば暗

るい」との回答は「どちらかとい

主性、思いやりの欠如が多くの研

えば」を含めて、夫婦世帯が卯％

なろう。第三は、農村で一人っ子

【渡部武史】

だったのに対し、単身世帯は蛇％

だった。

また「社会とのかかわりを持っ

て生活したいか」との質問に「そ

で、前回より９ポイント減少し

う思う」と答えた高齢者は図％

た。「高齢期に大切なもの」（複

年間７５００万人ずつ増加してい

００年世界人口白書を発表した。

生と見えない格差」と題する２０

国連人口基金は卯日、「男女共

女性への暴力も後を絶たず、世

している。

れ、うち約７万８０００人が死亡

５０００万件の人工中絶が行わ

年間８０００万件にのぼり、年間

げている。女性が望まない妊娠は

て白書はジェンダーの不平等を挙

しかし、これを妨げるものとし

以上の単身者と夫婦のみの世帯の

の生活実態の把握を目的に、髄歳

同意識調査は昨年ｎ月、高齢者

いるとみられる。

障制度への不安が、影を落として

かった。長引く景気低迷や社会保

が発表した高齢者意識調査で分

羽％に達したことが訂曰、総務庁

回調査と比べて皿ポイント増え、

と考える高齢者が、４年半前の前

今後の高齢社会を「暗い社会」

（毎日新聞二○○○・九・二十八）

齢者像も浮かび上がった。

ジョイする半面でやや内向きな高

逆転するなど、個人生活をエン

（恥％、前回比３ポイント減）と

国

る世界人口は安定させるには、

界中で３人に１人が夫や夫以外の

夫か妻を対象に面接調査し、１９

％）が８ポイント増え、「友人」

数回答）については、「趣味」（鋼

ジェンダー（社会的・文化的性
別）に基づく差別撤廃が急務だと

家族の男性から殴られたり、性行

の鵬卿
搬高

して、世界各国に不平等を解消す

為を強要されている。毎年４００

１０人から回答を得た。

るよう呼びかけている。

万人の女性や女児が結婚、売春、

社会をどう考えるか」との質問

それによると、「高齢者の多い

白書によると、今年７月１日現

社会保障への不安か

（毎日新聞二○○○・九・二十一）

究者に指摘されている。

二○○○・九・二十）

（日本経済新聞

政策が徹底されていない点であ
る。｜多子多福」の伝統的価値観

が強く、出産後も子供を戸籍に登

録しない「闇（やみ）っ子（黒咳
上国で起きている。途上国の女性
たちが十分な教育を受けて自由に
家族計画を立案し、自分が望む子

供数だけ産むようになれば、出生
率は現在より３分の１減ると予測

り」

奴隷的労働のために売買されてい

している。

は

在の世界人口は釦億６０００万人

国連白書
る。

人口増加
女性差別
が助長

で、人口増加の妬％以上は開発途
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ReportontheBasicSurveyofPopulatiDnand
DevelopmentinSoutheastAsianCountrles
-India-

３．中華人民共和国人口・家族計画第二次基礎調査報告灘
BasicSurvey(、）onPopulationandFhmiIyPlanning
inthePeople､sRepubllcofChina

生育率和生活水平矢系第二次中日合作凋査研究柵
僑名（中国語版）

４．ネパール士風人口・家族計画埜礎調在
BasicSurvevReportonPopulatlonandRlmily

PIanningintheKingdomofNepal（英語版）

５．日本の人口梛市化と開発

昭和58年度
1．中華人民共和国人口家族計画膿礎調査報告書
BasiCSurvevonPopulationandFamilyPlanmng
inthePeopIeWsRepublicofChina（英語版）
生育率和生活水平矢系中日合作凋査研究披告お
（中国語版）

昭和59年度
Ｌアジア諸同の腰村人にＩと農業開発に関する調企級告諜
一インドｕ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕralPopulationand
AgriculIuralDevelopmentinAsianCountries
-India-

（英語版）

UrbanizatlonandDevelopmentinJapan（災語版）
２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書

６．バンコクの人口都市化と生活環境・福祉調企
一データ綱一

ｓu｢veyofUrbanization，LivingEnvironmentand
WelfareinBangkok－ＤａＩａ－

一タイｌｒｌ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｆＰｏpulationandDeve
lopmentinSoutheasLAsianCountries
-Thailand-

（英語版〕

３．Ｈ本の人I｣転換と農村開発
７．スライド

日本の都市化と人口（日本語版）

Ｕ｢banizationandPopulationinJapan（英語腿）
日本的城市化与人口（中国語版）
UrbanisasiDankependudukanDiJepang
（インドネシア語版）

昭和61年度
1．アジア諸国の農村人ロと農業開発に閥する調森報告脅
一インドネシアｉｌｌ－

DemogI-aphicT｢ElnsitioninJapmnandRuralDeve‐
lopment（英語版）

４．SurveyofFer[ilityandLivingStandardsinChinese

RuraIAreas--Data-Allthehouseholdsoftwo

villagesinJilinProvincesurveyedbyquestiollnai1es
（英語版）

失干中国友付的人口生育率与生活水平的ijM盃恨告
一対千古林省iUi十村近行全戸面i淡(１Ｍ森的培果－
－焼汁蛎＝（中国諾版）

ＲｅＤｏｒｌｏｎｔｈｅＳｕ｢veyofRuralPopulation臼nd

AgriculturalDevelopmentinAsianCountries
-Indonesia-（英語版）

２．東南アジア諾1劃等人ロー開発基礎調逃報告書
一インドネシアｌＴ１－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏｆPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-Ind(me爵iａ－（英語版）

３．在日留学生の学習と生禰条件に関する研究

５．スライド日本の農業、農村|)3発と人１１
－その軌跡一（Ｈ本譜版）

Agricultural＆RwalDevelopmentandPopulatioｎ
１ｎＪａｐａｎ（英鍛版）

日本衣此衣村的友展fI1人口的推移（中同語版）
PerkembanganPertaman，MasyarakaKDesaDan
KependudukanDiJepang（インドネシア譜版）

（以上４カ国版スライドは、日本産業教育スライドコ
ンクールにて優秀徴を受賞しました｡）

一人的能力開発の課題にHlIして－

４．日本の労働力人口と開発

LaborForceandDevelopmeminJapan（英語版〉
５．人口と開発関連統計集

Demog】raphicandSocioEconomiclndicatorson
PopulationandDevelopment（英語版）

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

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＲｕ｢alPopulatlonand
Ag｢iculturalDeveIopment1nAsianCountries
-ThajIand-（英語版）
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２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告普
一中聴人氏共和同一

ReporlontheBasicSurveyofPopuIatioIUand

DevelopmenlinSoutheastAsiaIlCounIries
-China-（英語版）

３・アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告齊
一タイ凶一

６．スライドＨ本の藤業開発と人口

－その原動力・通気一（Ｈ本譜版）

IndustrialDcvelopmentElndPopulalioninJapall

-TheprimeMoverElectricitvＨ本的拝並友展5人ロ

（英語版）

ー」Ｌ１Ｈ(功ﾌﾞﾉｰ山気－（中国語版）

PembanguI】alllndustridankependudukandiJepang
-PenggerakU埠ma-TengaListrik（インドネシア謡版）

４．Ｈ本の人Ｕと家族

PopuIationandtheFamjIviHjapan（英語版）
５．アジアの人口転換と開発一総iil蝶一

DemographicTransllionandDevelopmentlnAsian
Countries-OvervxewandStatisticalTables（英語版）

７．ネパール｣:同人1ｺ家族jilmDj第二次基礎調企

CornpIementa｢yBasjcSurvevReportonPopula[ion
andFamjlyPlanningjnthekingdoｍｏｆＮｅｐａｌ
昭和62年度
Ｌアジア諸国の腱村人、と農業開発に関する調在報告普

６．スライド

一’１１錐人災共和国一

日本の人口と家族（日本語版）

FamjlyandPopulationjnJapan-AsianExperI
elTce-（英語版〉

Rep【)ｒｌｏｎｔｈｅＳｕ｢veyufRumlPopulationand

Aglicultul･alDevelopmentinAsianCounlrieｓ
－Ｃｈｉｎｔｌ－(英語版）

日本的人ログ家庭（中国語版）

Penduduk＆KeluargaJepang（インドネシア譜版）

２．東南アジア諦陛'零人1Ｊ開発鍛礎調迩報告讐
一’'１瀧人IIL共和国一

7・ペルー共和国人口家族計画雅礎調査

ReportoI1【heBasicSurveyofPopulatlonand
DevclopmentinSouIheaslAsianCount｢ｉｓ
－Ｃｈｊｎａ－－

平成元年度

1．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する鯛在報脊欝
一バングラテシュllL1-

ReportontheSurveyofRurtllPopulationaIld
AgriculturaIDevelopmenl-Bangladesh-（英

語版）

３・アジア諸国からの労働力流ｌｌＩに関するijM炎研究報告評
一フィリピン同一

４．Ⅱ本の人にIと農業｢汁j苑

PopulationarldAgricul[uralDevelopmenlinJapan
（英譜版）

２．東南アジア諸国等人[非IJfl光雄礎調盗報告齊
一スパール雁ｌ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏ「Populationand

DevelopmentinSoutheag［AsianCouI1tr1es
-Nepal-（英語版）

５．ネパール内人ＬＩ・開発・環境

PopulatiD｢】，DevelopmenlandEnvironmenliImNepal
（英語版）

６．スライド

３・アジア諸匝1からの労勤ﾌﾞ｣流出に｢１０する調在研究報告課
一マレーシアlｒｌ－

Ｈ本の人口憾勤と経済発展（日本繭版）

１，hcMigraloryMovementan(lEconomicDevel0p・

ｍｅｎｔｊｎ」apa、（英識版）

４．日本の人口構造変動と11+1発一iI1i齢化のアジア的祝
lI1r-

PB0bb

SlructuralChangeinPopulaIjonandDevelol)ｍｅＩ１ｌ

－にpEIn'sExpcrlenceinAging-

（,英語版）

（英謡版）

［１本的人11秘功与鶏庁Mii展（中催|諾版）

PerpindahaI1PendudukDaJ】PerkembanganEkonom1

Di」epang（インドネシア語版）
７・トルコIIJ人口家liXi汁画雅礎調:筏

５．スライド

高齢化社会への日本の挑戦

一生きがいのある老後を目指して一（日本語版）

AgmginJapan-ChallengesfmdProspects（英語版）

辺人厩齢化社会的日本正iii｢l缶挑銭一追求IFLLt命意又

的老年１k雛一（中l到語版）
6Ｊ

昭和63年度
Ｌアジア諸国の農村人ｕと農業開発に関する調査報告響
一ネパールlIl--

Report（)ｎｌｈｅＳｕ｢veVofRuraIPoI〕ulationand
AgriculturalDeveIonmentinAsianCoun[｢iｅｓ
－Ｋｅｘｘ１Ｉ－（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調蚕研究報告響
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

RegionalDevelopmentandPopulatiｏｎｉｎｊａｐａＩ１
－Ｔ｢ｅｎｄｓａｎｄＰｒｏｓｐｅａｓｉｎｔｈｅｌ９９０ｓ－
（英語版）
５．スライド

日本の地域開発と人口（日本語版）

TantanganMasyarakatLanjulusiaJepang
（インドネシア譜版）
６．アジア諸国の農業開発－５カ国の比較一

StrategicMeasuresfbrlheAgricultulalDeveIopment
-Compa｢ativeStrudiesonFiveAsianCounmeｓ－
（英語版）

（本作品は、1990年榊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｡）

ReginalDevelopmentandPopulatioｎｊｎＪａｐａｎ
（英語版）

日本的区域升友和人口（中国語版）

PermbangunanDaerahdanPopulasidj」epang
（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炎報告瞥
一フィリピン隆ｌ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏfRuralPopuIationand
６．アジアの労働力移動

Ag｢iculluralDevelopment-Philippines-（英語版）

LaborMigrationinAsia（英語版）
２．東南アジア諸同等人口・開発基礎調通報呰沓：

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森報{1了諜
一マレーシア国一

ReportontheSurveyofRuralPopulationand
AgriculturalDeveIopment－Malaysia－
（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書
一ベトナム国一

ReportontheBasicSurveyofPopulatiolland
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-VietNam-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する鋼Zi1f研究報告響
一スリランカ同一

４．アジアの産業転換と人口

IndustrialTransitionandPopuIationinAsia
（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）

LivingfoI・Ｔｏｍor｢０Ｗ－IndusKIrialTransitionand
PopulationinJapan-（英語版）
生活在明天一日本的Ｆ:止鋳換与人ロー（中圃語版）

－バングラテシュー

ＲｅｐｏｒｔｏｒｌｌｈｅＢａｓｉｃＳｕｗｅｖｏ「Populationand
DevelopmentinSoutheastAsianCoun[｢】es
-Bangladesh-（英語版）
３．アジア蒲1画からの労働力流'1|に関する調森研究報告瞥
一インドネシア同一
４．日本の人口 ･開発・環境一アジアの経験一

Population
jalxm

DevelopmentandErwironmentln

AsianExper1ence-（英語駁）

５．スライド

日本の環境・人口・開発（日本語版）

Environment，PopulationandDeveIoomentin

jlpan（英語版）
日本的坏境・人口・升友（中国語版）

LingkunganPendudukdanPembangunanJepang
（インドネシア語版）

（本作品は、1991年010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．アジアの人ロ都TlJ化一糀計巣一

ProspectsofUrbanizationinAsia（英語版）

平成３年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告啓

HidupUntukHariEsok－PeralihanStruktu「
IndustriDanPopulasjDijepang（インドネシア語脳）

一スリランカE1-

ReportontheSurveyRuralPopuIationand
Agricultu｢alDevelopment-Srilanka（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書

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狂報舎瞥
一ベトナム国一

一フィリピンｌｉＥｌ－

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｏIPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountTies

-Philippines-（英語版）
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平成７年度
1．アジアiii１国の発展段階;１１農業・農村開発ﾉｉｆ礎調炎報片
ｉＩキーパキスタン同一

RepoIr〔ｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕ｢ｖｅｖｏ】、AgriculturalandRural
DcvelopmentbyProgre霜StageinAsianCountries
-Pakistan－（英語1ｶt）

２．アジア諸睡lの都市化とIlfj発些礎調卉級告齊
－ネパール国一

ReportontheSurveyofUrbanizationandDevelopment
inAsianCountrleｓ－Ｎｅｐａｌ－（英語腿）

３・アジア詣匝1の人Ｉｌｌｊ溢灘開発と労ＩｊＭｌ力に側する鋼jlf研究
報告書一インド同一

４．アジアにおける女性のエンバワーノント

ＥｍｐｏｗｅｒｍｅｎｌｏｆＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉ＆（英諦版】
５．スライド

アジアを拓け一女･性たち－（日本語版）

ABrightofGenderEquaIity-Empoｗｅ｢ｍｅｎｌｏｆ

ＷｏｍｅｎｉｎＡｓｉａ－（英語版）

jiuil剴日強之路一今日IlEiilll女性一（IlInil識版）
HarpanCerahbagiPersamaan－KaumWal血l
AsiaMerambahJalan-（インドネシアﾊﾟﾊﾟ版）

ReportontheSurveyofRuralPopuIationand

Agricultura］Deveiopment-VielNam(英語版）

２．東南アジア諸国等人I］・開発基礎調査報告書
一スリランカ国一

ReportontheBasicSurveyofPopulatjonand
DevelopmentinSoutheastAsianCountr1es
-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査研究
報告書一フィリピンﾛ一

４．アジアからの挑戦一人Ｕと開発一

ChallengeandStIategyofAsianNations
-PopulationandSustainableDevelopment
（芙語版）

５．スライド

女たちの桃Ｍｉ－女性の地位向上と日本の人ロー
（日本語版）

WomenandtheirChallenges－Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｍｓ
ｉｎｔｈｅＳｔａｔｕｓｏｆＷｏｍｅｎｔhePopulationofJapan（英語版）

女性的挑ｈｌｉ－女性地位的提商与日本的人口一
（中圃語版）

TantanganKaumWanita-EmanslpaslWanjta
danPopulasiJepang-（インドネシア諾１１k）

平成８年度
1．アジア粥、の発展段階別農業・農村開発些礎調ilf報(1ｒ
ＩＩドーラオス人氏民主共和国一

RepoltontheBasicSurveyonAgriculturaland
RuralDeveiopmentbyProgressStageinAsian

Countries－LaoPeople､sDemoraI1cRepublic（英語版）

２．アジア猪、の都ilj化と開発調先報告F1ト
ーフィリピン国一

ReportontheSurveyofCrbanizationandDevelop、
ｍｅｎｔmAsianCoL1ntries-Philippines-（災語111〔〉

平成６年度
1．アジア諸国の発展段階別腱業・農村開発基礎調森報告
響一インドlTil-

ReportontheBasicSurveyonAglriculturalandRural
l)evelopmentbyPmgregsStageinAsianCOuntries
-India-（英語版）

２．アジア諸国の都市化と開発調査報告書一タイ国一

ReportontheSurveyofUrbanizationandDevelopment
inAsianCountries-ThaiIand-（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．アジア諸国の人''１１溢源Ⅱ開発と労働力にllUする鋼jof研究
報告瞥一ラオス'五'一
４．２１世紀の人'二Ｉ・食柵戦略一アジアと世界一

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

2025年への決断一アジアの人[IjPihI1と食料
ChallengeandDecisionfOI-theYear2025
-PopulationlncreaseandFｏｏｄｉｎＡｓｉａ‐
〈英船版）

侭

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，sLaborParticjpationandEconomicDeveIop
mentinAsla-Strategytowaｒｄ２１Ｃｅｎｔｕｒｙ－
（英語版）

５．スライド

アジアの女性たちはいま……（ｎ本語版）
NewHorizonsfbrtheWomenofAsia（英語版）
並洲ｶﾖ女的新)Ⅱ種（中l玉l語版）

ＷａｎｉｔａＡｓｉａＫｉｎｉ……（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
ＡＷａｍｉｎｇｆｒｏｍｔｈｅＥａｒ[ｈ－ＴｈｅＦｕｔｕＩ－ｅｏｌＡｓｉａ

Ii1矛i2()25年的jtWi-il1jiiilll｢Mj人口噛侯和糎食一

ＷａｔｅｒａｎｄＦｏｏｄ－（英語版）

TekadUnlukTahun2025-Pe｢tambahanPoPulasi

来自地球的鋳告一jlIi洲、水和纏食的未来一

danPangandiAsi２－（インドネシア識版）

(''１国語版）

（中国語版）

PeringatandariBumi-MasaDeDanAsia-Airdan

Pangan-（インドネシア語版）

平成９年度
Ｌアジア諸国の発展段|蒲刈農業・農村|}}１発A1;礎JMiIf報告

平成11年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発逃礎i澗森撒告
ｉ１ドーモンゴル凶一中央UiLセレンゲリiLを'+'心として－

ReporIontheBasicSurveyonAgriculluraland
RuraIDeveIopmentbyProgressStageinAsian
Counlries-Mongolia-FocusonTovandSelenge

ｚアジア捕国の高齢化と保健の実態綱代搬告『'トー【ｌ１Ｉｆｌ－
上流を'１１心に

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏｆＡｇｉｎｇａｎｄＨｅalthinAsian
Countries-ChiI1a-FocusonShanghai-

３．アジア諸国の職業安定制度と雁lⅡ政策に側する調盗研
究報告書一バングラデシュ人氏共和国一

ｉリニーラオス人氏氏主共fⅡ国一

ReporRonthcBasicSurveyonAgricuiIu｢ｆＩｌａｎｄ
Ｒｕｒａｌｌ)eveIopmentbyPr(〕gressSIageinAsian
Counlries-LaoPeople，sDcmograticRepublicＺ、アジアソ)｛I:金川1発と人llilljllｿﾋﾞ

SocialDevelpmelltandl-IumanDevelopmenl
inAsia

３．アジアi制玉lの人H1]盗illi1l糾発と労ｉｌＨｊﾉﾉに|典｜する劉從川究
報告iiドーマレーシァ国－

４．水をﾀﾞ〕ぐる２１世紀の危機
一アジア人1」を!(i点として－

ＷａｔｅｒＣｒｉｓｉｓｉｎｔｈｅＴｗｅｎｔｙＦ１ｒｓｔＣｅｎtury

-ProspeclolAsianPopulatio】]flndDevelopment５．スライド

水はlｋきている－人[=Iと水資源一
Ｗate「ｉ富Alive-Populatio,］ａｎｄＷ＆ler・
Resources一（英語版）

水足ｲi21i命(１，－人[１句水航i１$（－（l11ililiili版）
AirituHidup-PendukdanSumdｅｒＡｉｒ－
（インドネシア『締I>(）

平成10年度
1．アジア諸国の発展段階別農業・磯村開発雅礎調査報告
ｉｌｌｉ－カンボジア匠l-

ReportontheBasicSurveyonAgriculturaIand
RuI･alDevel(〕pmentbyProgressStageinAsian
Countries-Cambodia-

２．アジア諸国の刊齢化と保他の実態禍森報告晋
一大憾民国一

ReI)ｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｖｏｌＡｇｉｎｇａｎｄＨｅａｌｔｈ
ｉｌ】AsianＣ()un[ries-TheRepublicofKorea

３．アジア諸辰Iの職業安定liIl度と脈用政策に関する調炎研
究撒告書一イラン同一
４．発展の制約一中'五|・インドを中心に－

ConstrainsonDevelopment-FocusChinaand
lndia-

５．スライド・ビデオ

“

1996年５１１にマレーシアのクアラルンプールてMIIか!〔
だ、人11と食鮒安令保障に関するAFPPD（人口とilU
苑に関するアジア縦且フォーラム）特別逆営姿Li会で、
ベトナム国会社会鐸i会鋳li圧グエン・〒′・タン縦
風とマグサイサイ徴受徹宵である韓澗な農業'7:背ポー
トン・ズアンIHll士の尖ﾔii論文の卜１本i濡版の合ｲﾊﾟ。世界
食料サミットにlijjけた浅科として作成ざ１Lた＿）

９．「国際食料安全保障・人口・開発識員会蟻さ、国際食料
安全保障・人ロ・開発鱗員会議(lMPFSPD)識事録、
1997年（和文）

（内容：食料農業機ilLI(ＦＡＯ)主ｌｉｌｌの世界食料サミ，ト
（WFS)に#)2,せ」!〕()lifILllllに虹イラぃジュネーブで開
IiMされたlEl際食料安全保障・人口・Ｉ淵発議ti会iijli
（IMPFSPD)′)雛１５鍬。同公儀の成来は、ｌｌｌ界食料サミ{，
卜で公式に配布さﾉL、またＷＴＯルジェーロ,|;務｣Ijl2
にも桜井新・会議縦踵から手漉された.）

１０．国運人ロ基金「未来のための食料」1997年（和文）

（１）１存：圧1迎人1-1ﾉ,L命lIIII2物ＦｏｏｄｆｏｒＩｈｅＦｕｌｕｒｅの

Ⅱ本語版。人口lWjjllの抑術|Iと食料確保をｉｊうために、
女fl亘の参加が不可欠であることを言まざな1M本|ｸﾘから

解きほぐしている。)

11．国連食糧農業機構(FAO）’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J、1997年（和文）
（内容Zlit界食料サミ､､,トのローマ直さと行』1M]打l1lIIiの

１．γ国際人ロ開発会議行動計画要旨』1995年（和文）
（内容：1994年カイロのI｣il際人111判発会識(ICPD)の行
鋤,illIbjの要旨。同文ilF関迎の''１版物としては本邦fIL）
２．・国際人ロ開発磯貝会蟻j、国際人ロ開発議員会鰻敷事
録、1995年（和文）

（1ﾉﾘ春：1994年カイロで国際人[I開発会議(ICPD)に先
駆けて開I1i1さjした、会議貝会議であるIiR1際人口開発議
凡会繊の毅?「鍬。同会議には117力lrl約300名の|天l合繊

Ｌｌが参加した⑩会議'l2i:言文はＩＣＰＤ総会でも発表ざｊした＿
また、この会護を契機としてアフリカ・アラブ地域の

lJX1会磯貝フォーラムがiﾘﾆ附きノした"）

3．国運人ロ基金『世界人ロ・開発援助の現状一日本の貢
献一』1995年〈和文）

（内容：ＪＭＥの人[1分軒に対する援助の現状と、溢企
の流ｵLを分析。我が圧lの人11分野への戊献も併,lili｡）
４．ｒ国際人ロ・社会開発凝員会蟻.,、国際人ロ・社会開発
蝋国会鯛(IMPPSD)護事録、1996年（和文）
〈内行：世界社会|;'1発サミ",ト（WSSD)にあわせ、１９９５
年３)ｌにデンマーク・コペンハーゲンで開１１１１された人
Ｉ］と社会１１M発に関する皿会i議貝会議識』|；難）

本jlj初の翻訳であり、多ﾂﾞ)ffから同文ijfのⅡｲ兵翻`il<ｿﾞ）
決定肱として闘い`iiﾄﾞ価を受けた｡）

５．黒田俊夫署「リソース・シリーズ1国達人ロ会蝿20年
の軌跡一ブカレストからカイロヘー』、1996年（和文）
（内fi:iF：１１:1巡主Ｉｉｉ１の第一lul人[Ⅲ会議であるブカレスト

12．「リソース・シリーズ５FiveYearsfromICPPD-国
際人ロ開発醗員会蟻から５年一人口と開発に関する国

会議から'1)94年カイロの【｣！際人[｣開発会議まですべて
のlLl述主(Ii1の人LI会識に参力11Ｌ、人口分１Ｍニおける世
ＶＭｔｌ大家である特脅が、その惟秘を概観し分析した｡）

会鰻員会溌宣言文.11998年（和・英）
（内容：カイロの国際人[]開発会鍍から５１１二Mを迎え、

この機会に人１１と|)M発に関-ｹるIr1際繊li会畿、地域識
Ｌｊ会議の宣i二;文を喚成。今後の史なる発腱のための盗

料とした。〉

１３．アリソース・シリーズ６PopulaticnPolicyinAsia-1
1998年（英文）

〈内容：当財、が主(脱する「人'二Iとljll難にIILＩするアジ
ア[と1会鍍tl会縦」でl呼びかけをおこない、什囚〃)人１１
政策を各国政府黄征者もしくは#１１１１家がiiU逃した‘各
LfIの政策に責Ｉ１Ｈを付つl秀l合繊11が関与している点で、
ｉｆ((lﾀﾞﾘを見ない｡）

１４．「リソース・シリーズ７欠乏の時代の政治学一引き裂

６．ToshioKuroda，ResourceSeries2fF｢omBucha‐

ｒｅｓｔｔｏＣａｉｒｏ､２０YearsofUnitedNationsPopula・

tionConferences-''’’９９ｓ（英文）
（内容：好hiﾄﾞをもって迎えられた『リソース.シ'ノー
ズｌ」の災文版｡）

７．ｒ国際女性・人ロ・開発蟻員会溌.!、国際女性・人ロ・
開発甑員会識(lMPGPD)磯寧録、1996年（和文）
（内容：第４回世界kll:会議(ＦＷＣＷ)にあわせ、1995
年９１１に9k京でｌｊｌＩｉ蔭ｵした'型|際女I?l:‐人[ル開発議貝
合繊(IMPGPD)のi識1m録。｜司会縦には鋪４１m世界女性
会縦に対する汁IEI政府代表をL'’心とするlIil会談lZiか参
加した。）

かれる水資源一』（和文）

（内容：ワールドウオッチ研狛i1fからf１１行されたSandrtl

Postel杵、Ｗｏ｢ldwatchPaperl32
DividingtheWa[ers：FoodSecuriLy，Ecosysteln
Health､andtheKewPoliticsofScarcityの)ＩｌｉｉｌＬ今後
人鮒社会に大きなﾙ''約を与えるのか、淡水在iIiIの不足
である。財え続ける人口を父えるための腱堆生産もま

“

８．ＦＡＯ／ＵＮＦＰＡおよびボートン・ズアン、グエン．

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

（内容：１１上界食料サミヘ，卜へのAIilMiとしてlIil巡食料農
蝋機関(ＦＡＯ)が国連人I-Ij座金とのjtlmil研究された、「人
「I輔川]と上喋劣化」に１M付るi愉文のＵ本i譜HIIおよび、

評価のための国連人口特別総会報告書」日本語版。１蘭］
会議では、国際人口開発会議（ＩＣＰＤ）から５年を
総て、その進捗を妨げる障害、ＡＩＤＳなどの予想以
上の蕊延など、時代の変化をとり入ｵし、行動計iiliを実
施する上で必要となる指標や障害を解消するための具
体的行動などを国連加盟睡lが国連総会の場で協議し確
認した。

１９．人ロと開発に閲するアジア職員フォーラム第６回大会
・世界最初の人口と開発に関する議貝フォーラムであ
る「人にＩと閉発に関する識且フォーラム(ＡＦＰＰＤ）
が３年に一度開'１鵬する大会の議事録≦
ＡＦＰＰＤは1981年に設立されてから|Ⅱ:界の指導的

な人口と開発に関する地域議員iili動として、アジアの
みならず、世界レベルでも人口と開発に関する国会議
員活動の指導的な役割を111っている。その礎I】&者であ
り、‘'1識者の佐藤隆・元殿水大臣と、桜井新・現識及
の出身地である新潟県で開雌されたＡＦＰＰＤ大会の
報告書（日本語版）。同大会では1000年期妓後の大会
として、2000年期に|/01けたアジア・太平洋地域の人｢1・
開発問題に関する国会議員の活動方針を協議し、その
成果1点「新潟宣言」にまとめられた．

20．リプロダクテイブ･ライツ･チャート
IPPF(|塵l際家族計【illi巡盟)が作成した`1PPF／iwtlraw

reproductiverights2000`，ウォールチャートのロ本譜

ＷＬ世界各国のリブロダクティプ・ヘルスやライツに
ｌ兇1連する政策の現状や進捗状況を一瞳にしたものであ

た淡水漬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fitは地球上の水の0.00
0008％に過ぎない。二の水の総最は．有史以来変わっ
ておらず、人口が墹加する分だけ、一人当だI)使用で
きる水のfitはどんどん減少しているのが現実だが、こ
のことが-1-分に認識されていない。人ロ増加を支えて
いる地球の限界が目の前に迫っていることに警告を発
している｡）（日本語版版権取得）
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EnviTonmentforPeople
の日本語lMio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|剛

に架け綴を懸け、相関関係を重視する二とが必要であ
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．ParliamentariansoActivitiesonPopulationand
Development-HistoryofParliamentariansfActivitiesand
It0sFindings．（英文、－部スペイン語）
1992年２月ハーグの国際フォーラムに合わせて開催ざ
オした「国際人口開発会議評価のための国会議風フォー
ラム（ＩＦＰ)」のために準備きれた出版物である。こ

した正規名称を用いている。

の出版物は1994年の国際人口開発会議以降の人口と開
発に関するアジア議胤フォーラム(ＡＦＰＰＤ）を始め
とし、アメリカ地域人口・開発国会議員グループ（Ｉ
ＡＰＧｊ、アフリカ・アラブ地域人口開発議貝フォー

21．女性のエンパワーメントに向けて

動の成果である宣言文と、各議連の活動史を繩ぬた世

る。英語駁ではアルファベットIlUiになっていたものを

地域別・あいうえお順に糊集を加え、読者のI9Iiを図っ
ている。また、各国の国名表記は外務省の表記にi仏拠

ＵＮＦＰＡのWOrkingtoEmpowerWomen,ＵＫＦＰＡ，s
ExperienceinlmplementingtheBeijingPlatform
o（Actionの日本語版｡.､女性のエンバワーメン；“は国
際人口開発会議(ICPD)行1,1計iiiliにおいて人nIll1題の
解決を果たす上での取要なカギとなる概念として位祇
付けられた。また、「'１国北京で開催された第４回世界
女性会議では中心的な概念となった。第４回世界女性
会議から５年を踏まえ、人口、女性IllI題に共通する女
性のエンバワーメントを中心に､ICPD行動計画ならび
に女,性会議⑪行動綱領実施とllLl迎するＵＮＦＰＡのiiIi
勅を具体的に細介している。

ラム（ＦＡＡＰＰＤ）、ヨーロッパ地域の国会議員活

界で初めての１１１版物である。国会護同活動の地球規模
での広がりをも象徴している。

17．国際人ロ開発会鰻呼価のための国会磯貝フォーラム
（ＩＦＰ）報告書
1992年２１]ハーグの国際フォーラムに合わせて開雌さ
れた「、際人1-1開発会議評価のための国会議且フォー

ラム（ＩＦＰ)」の報告書である。同会議には103カ国
からおよそ２１０名の国会議風が参加した。同会議では

、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-11tした視点で扱う事を強く求めた「国際
人口開発会議評価のための国会議貝フォーラム・ハー

グ宣言Ｊが採択きれた。この内容は会議事務総長を務
めた桜井新ＡＦＰＰＤ議長の手によって、ハーグの同
際フォーラムならびに３月にニューヨークでilMIIHされ
たiU輔会i甑の場でも発表された。

18第21回国連特別総会特別委貝会報告轡｢付録」
国連人口開発会鰻行動計画のさらなる実施に向けた主
な行動

1999年６月30Ｈ－７月２Ｈにかけて、ニューヨーク
のlrl迎本部で開催された「国際人口開発会議から５年

6６

７月４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」第１回研究会開催。

「世界人□デー」特別シンポジウム－ｍ世紀の人口と
女性ｌに、星合千春国際課長と加藤祐子渉外課長が出

席。

８日毎ｎ日

セミナー「世界の食料不安ｌ日本のコメと農業ｌ」
開催準備のため遠藤正昭業務推進委員が福島に出張。

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」調査団をタイ国に派遣。（団長萩原康

生、苅部ひとみ、遠藤正昭）
９月１日

９［月酊日

（団長駒井洋、大野昭彦、天川直子、楠本修）
２０５０と国連開発計画（ＵＮＤＰ）主催「南南協力国

際会議」政策担当者によるハイレベルセミナーに星合千

春国際課長と加藤祐子渉外課長が出席。

「世界人口白書」プレスカンファレンスに加藤祐子渉外
課長が出席。

和気邦夫ＵＮＦＰＡ事務局次長が来所。広瀬次雄常務理

福島中央テレビ、ＫＦＢ福島放送、テレビュー福島、ラ
ジオ福島、ＦＭ福島。講師は辻井博・京大大学院教授、
主催者挨拶を太田豊秋福島県農業会議会長、広瀬次雄常
務理事、挨拶を渡辺恂福島県農業会議常任参与。
国際交流基金日米センター、㈱国際開発高等教育機構、
国際水資源学会共催の国際シンポジウム「地球規模の水
問題」に広瀬次雄常務理事と加藤祐子渉外課長が出席。

事と国際協力について協議。
９月筋日 セミナー「世界の食料不安ｌ日本のコメと農業ｌ」
を福島県自治会館・大会議室で開催。主催ＡＰＤＡ、福
島県農業会議、後援福島県、ＪＡ福島中央会、ＮＨＫ福
島放送局、福島民報社、福島民友新聞社、福島テレビ、

９『月ｕ日

９日麺旧日

日日

７月、日イメルダ・ヘンキンＵＮＦＰＡアジア太平洋局長が来
所。広瀬次雄常務理事、星合千春国際課長、加藤祐子渉

２３１０

１２１１

（ＡＰＡ】に星合千春国際課長が出席。

㈱ジョィセフと㈲オイスカ共催「第３回ＩＣＰＤ行動計
画達成のためのアジア太平洋地域協力ネットワーク会議

日日

労働省。雇用・能力開発機構委託調査「アジア諸国の職
業安定制度と雇用政策」調査団をカンボジア国に派遣
９

９

外課長と国際協力について協議。

同日、ヘンキン局長は、中山太郎ＪＰＦＰ会長、堂本暁
子同副会長、谷津義男同幹事長、清水嘉与子同事務総

長、南野知恵子副事務総長と懇談。

農林水産省委託調査「アジア諸国の発展段階別農業・農
村開発基礎調査ｌミャンマー連邦ｌ」予備調査報告

会開催。

７月型日セミナー「日本の少子化ｌ子どもがいなくなるｌ」
を北海道経済センター．Ａホールで開催。主催ＡＰＤ
Ａ、後援北海道、札幌市、剛北海道青少年育成協会、Ｎ
ＨＫ札幌放送局、北海道放送、北海道新聞社。講師は小
川直宏・日大人口研究所次長、主催者挨拶を広瀬次雄常
務理事。

労働省。雇用・能力開発機構委託調査「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」第１回研究会
開催。

春国際課長と加藤祐子渉外課長が出席。

７月”日第孤回ＧＩＩに関する外務省・ＮＧＯ懇談会に、星合千
７月卯日農林水産省委託調査「アジア諸国の発展段階別農業・農
福井清一、大野昭彦、藤田幸一、楠本修）

８肌、日村開発基礎調査」調査団をミャンマー連邦に派遣（団長

て協議。

８月３日国際人ロ問題議員懇談会・総会を開催。役員人事につい
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日日

９８

１月

１月

￣

曰誌
■■■

ＡＰＤＡ

束京都新宿区新宿1-5-1‐３Ｆ
ＴＥＬ（03)3358-2211(大代表）

ＦＡＸ（03)3358-2233

◇日本には、人口分野で世界に誇る”国会議員〃がいる。岸信介・
元首相（国連平和賞）、福田剋夫・元首相（同）、百歳を超えて今
なおご健在の加藤シヅエ・元代議士（国連人口賞）の先達である。
その教えをうけ、生涯を人口問題に捧げた佐藤隆・元農水相（国
連平和賞）もその一人だ。岸、福田、佐藤の三氏は他界された
が、この偉大な先駆者の松明（たいまつ）を受け継いだのが、先
の総選挙で、まさかの落選をした桜井新・前代議士（新潟２区）

財団法人アジア人口･開発協会

J:鱗：
i尋､雪

〒160-0022

蔵の導入の有無がこの逆転を生んだ。

2000年10月１日発行く季刊＞

ミャンマー（旧ビルマ）マンダ
レー近郊パッテンジーの村で農業
労働者がゴマの脱穀を行ってい
る。農業労働者は隣のサガイン管
区から農繁期に泊り込みで出稼ぎ
にきている。準乾燥地帯にあるマ
ンダレーでは灌概の有無が生産性
を決定する。灌概のない村は灌慨
のある村に出稼ぎに行かざるをえ
ないのだ。その昔は、サガインの
}であったという。人口の増加と灌
Iまうが豊かであったという。人口の土

人口と開発･秋季号<通刊73号＞

である。晴天の露護であった。

◇桜井氏はＡＦＰＰＤ（人口と開発に関するアジア議員フォーラ
ム）で連続三期、議長をつとめた初代議長・佐藤隆氏の後をうけ
て一九九三年から二代目議長になった。

一九九四年、カイロの「国際人口会議」と同時開催された「国際
人口・開発議員会議」で、同会議運営委員長、事務総長として一
躍、世界の桧舞台にデビューした。世界百七カ国、参加三百名に
上る大会議を仕切る晴れ姿は、筆者の記憶に新しい。
氏の哲学は軸足をアジアに置き、アメリカ一辺倒の世界制覇を許
すのではなく、東西文明がバランスよく共生していく中で人口、
食料、環境問題などを解決していくことにある。とりわけ食料問
題では、貧しさゆえに発展途上国の人達が飢えて倒れることのな
いよう”主要食料は自国で生産しよう〃と主張した。

◇禿いためだけにこの世に生れてくる子供をなくそう」ｌ岸信
介・元首相のヒューマニティ溢れる金言を胸に世界を駆け巡った
桜井氏に、いま途上国の国会議員からボスに対して団鈩【□罰芭
○しげＥが起きている。

（Ｔ・Ｈ）

二十一世紀最大の政治課題解決のため、桜井氏の”捲土重来“を

念ずるのは寸言子だけではない。

表紙の写真説明

ゴマの脱穀

･編集発行人広瀬次雄

・発行所

・印刷所

文化印刷株式会社
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チャイルドシートの着用は.大人の責任です６
・・蜜

Ｈ

ｻﾞ

覇

錘

蕊

】

岸■

／

１１

たとえ嫌がっても.お子さまのかけがえのない命を

万一の事故から守るためにチヤイルドシー卜逢｡小さな時からの習慣化が大切で覗
〆

、

Ｆ

お子さまは､自分でIij:クルマの事故の

お子さまは後ろの席にＩ体格【ニ合ったチャイルドシートを

時のことを想像することができません。

万一の１F故の場合､，

蒲極的に安全を考え

後ろの〃が安全と‘

万一の時の安全の

きれていますH2また、

ために､お子さまに

IMI千MFに乗せると、

↓

のいたずらなど、

着用の習個を身に

述Ihiiの妨げになる

■■■

おそれがありますｂ

ｆ

辻

体絡に合わないﾁｬｲﾙﾄﾞシートは宏奄とは

いえません｡体格に合わせて利川してください。

スイッチやレバー弧

チャイルドシート

つけさせてくださ｛，

、

’

bＬ

ペビーシートチャイルドシートジュニアシートノ

鞭日本自動車工業会

日本航空

いい旅をご一緒に。
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今を心に刻む旅２０００－２００］

jl6L

／国醸線予約･案内､

面nOr20再２５－５９３１
（
、函o12o溺冒:魂1ノ
ニツコーコクサイ

／国内鯉予約･案内､

iEI5iO1I塾０－塾gi-59ア１
【函０，塾｡溺冒弱ﾁ1ノ
＝ツコーコクナイ

蛾諾番号をよくお確かめのうえ､おかげください。
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