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子どもを持つとは、男女が協力して、新しい生
命を産み育て、未来へ命をつないでいくこと。 

少子化は、この生命・人間の再生産の過程がう
まく機能していないことを意味します。 
   

少⼦子化とは何か・何が問題か	  

少子化がもたらすのは、「高齢者割合の増加」「人口構成の変化」 
「人口構成の変化」によって日本社会には　　 
　　　　　①労働力不足 
　　　　　②年金などの社会保障負担の増大 
　　　　　③経済成長の鈍化　　　　　　　　　などのデメリットが生じます。 

また、少子化は、「地域格差」「家族格差」を伴って進行します。 

「地域格差」　少子高齢化した地域からは需要もなくなり、サービス業が撤退、地域消滅。 

「家族格差」　多くの若者が、結婚して子供を持つことを望んでいながら、配偶者や子ども 
　　　　　　　を持てません。若者の四分の一が結婚せず、4割は子どもを持てていません。	  
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⼈人⼝口爆発ではなかったのか	  

3	  



1945～50年　戦後ベビーブームによる出産ラッシュ 
1950～55年　急激な少産化 
1955～75年　結婚、出産が安定 
1975～95年　穏やかな未婚化 
1995～現在　未婚化が急激に進むとともに、 
　　　　　　夫婦の子供数の低下 

⽇日本の少⼦子化問題と今後①	  

ここ30年年以上にわたって出⽣生数の減少が継続しています4。 
第⼀一次ベビーブーム最中の1949年年には269万6638⼈人が⽣生まれていました。 
1973年年には209万2000⼈人と第⼆二次ベビーブームのピークを迎えました。 
1993年年には120万⼈人を切切り、第⼆二次ベビーブーム世代が出産適齢期を迎えても
増えることなく横ばいとなり、2005年年には110万⼈人を割り込みました。 
30年年余りで出⽣生数は半減しました。 

戦後数年年間、合計特殊出⽣生率率率はベビーブーム時代までは4.0を超えていました。 
1950年年から急減しましたが1955年年から安定し、1974年年までは２⼈人を上回って
いました。その後は2.07の⼈人⼝口置換⽔水準を下回り、2005年年には1.26となり合計
特殊出⽣生率率率の最低値更更新 　先進国で最低のレベルとなりました。	  

2005年年の国勢調査では、未婚率率率、つまり⼀一度度も結婚していない⼈人の割合が急上
昇しています。ちなみに、30〜～34歳までの⼈人のうち、未婚者は、男性47.1％、
⼥女女性32.0％に達しています。 

夫婦出⽣生率率率の低下 　 　完結出⽣生児数（結婚継続期間15〜～19年年の⼥女女性が何⼈人⼦子ど
もを産んだか）は、2002年年まで30年年間2.2前後で安定していました。2005年年の
調査では、2.09	   4	  



日本の少子化問題と今後② ●2008年に始まった人口減少は、今後加速度的に進みます。 

●人口減少による消費・経済力の低下は、日本の 

　経済社会に対して大きな重荷となります。 

≪最新≫ 
平成29年4月10日、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）が作
成する「日本の将来推計人口（平成29年推計）」が、厚生労働相
の諮問機関である社会保障審議会人口部会で公表されました。こ
の将来推計人口は、2019年に実施が予定されている公的年金の財
政見通しの検証に用いられます。 

日本の総人口は2060年には約9284万人、2110年には約5343万人と
なるとの見通しが示されました（出生中位・死亡中位推計の結果。
以下同様）。前回推計よりも人口減少のスピードが遅くなる見通し
です。 
近年における30～40歳代の女性の出生率実績の上昇等を受けて、
推計の前提となる合計特殊出生率（推計初年から50年後）が、前
回推計の1.35から1.44に上昇しました。 

さらに、社会保障給付の見通しを立てるうえで重要となる65歳以
上人口比率（全人口に占める割合）は今回の将来人口推計では、
2025年に30％を超え、2040年に35％を超え、2050年代に約38％
となって、それ以降は同水準で推移します。 

75歳以上では医療や介護の1人当たり費用がより多くかかります。
その全人口に占める割合は2015年の国勢調査では12.8％でしたが、
これも同様に増加ペースが緩やかになっています。今回の将来推計
人口では、2021年に15％を超え、2026年に18％を超え、2039年に
20％を超え、2055年に25%に達し、それ以降はほぼ同水準で推移
します。 
さらに、今回の将来推計では、“うれしい悲鳴”ともいえるデータが
明らかになりました。平均寿命の伸長です。 
2015年の平均寿命は、男80.75歳、女86.98歳。今回の将来推計人
口では2035年には男82.85歳、女89.20歳、2060年には男84.66歳、
女91.06歳と伸びました。 下図の赤いラインは、まち・人・しごと創生「長期ビジョン」「総合戦略」による目標 5 



少⼦子化問題の原因①	  
!  	  歴史⼈人⼝口学者 　⻤⿁鬼頭博⽒氏によると 

!  ⽇日本の1950〜～1955年年の少⼦子化は、「歴史的な必然」で 　国が豊かになり、少死化が起こると、出⽣生率率率は減少します。 

!  1975〜～1995年年の少⼦子化は、「世界の趨勢」1970年年代には世界的に⼈人⼝口を抑制しようとする動きがありました。 

 　 　⽇日本も率率率先して出⽣生率率率を抑制しようと、「⼦子供は⼆二⼈人まで」という合意をつくりあげていました。	  
!  1995年年以降降の少⼦子化は、「若若年年層の経済的困窮」が引き起こしたと考えられます。	  
!  出⽣生率率率は、有配偶率率率と有配偶出⽣生率率率、婚外⼦子の３つの要因で説明できます。（⽇日本では婚外⼦子が少ない。）	  
!  有配偶出⽣生率率率は落落ちていません。完結出⽣生数は2.2前後で推移しており、結婚したら⼆二⼈人の⼦子供を持つ慣⾏行行が崩れていません。	  	  
!  有配偶率率率については、⽇日本の結婚する意志をもつ未婚者は9割弱で、依然として⾼高い⽔水準にあります。 

 　 　にもかかわらず婚姻が遅れているのは、若若年年層の経済的困窮に原因があると考えられます。 

!  バブル崩壊と経済のグローバリゼーションを経て、⽇日本の雇⽤用形態が⼤大きく変化し、契約社員、派遣社員、アルバイト、パート 

 　 　タイマーなど、不不安定で、賃⾦金金の低い⾮非正規雇⽤用が増加しました。⾮非正規雇⽤用は、20〜～24歳の若若い年年齢層で特に⼤大きく割合を 

 　 　増やしました。「国⺠民⽣生活⽩白書」（平成17年年版）は、28〜～49歳の男性では（400万円以下）で独⾝身者が多いと指摘しています。	  
!  2010年年の厚⽣生労働省省の調査によると、男性の場合、正規就業者よりも⾮非正規就業者のほうがずっと未婚率率率が⾼高くなっています。 

 　 　男性の場合、30歳代の未婚率率率は正規就労者では30.7％、⾮非正規就業者では75.6％と⼆二倍以上です。	  
!  	  家族社会学者の⼭山⽥田昌宏⽒氏の考えを要約すると 

 　 　期待⽔水準の将来⾒見見通しが、結婚⽣生活、⼦子育てへの期待⽔水準を下回ると、若若者、特に⼥女女性は結婚や出産を控える、と説明します。	  
!  	  期待⽔水準に含まれるものは、①住宅宅の広さと質、家電製品 

!   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　②⼦子どもの教育、レジャー・趣味につかえるお⾦金金、そして 

!   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　③⾃自由な時間です。	  
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少⼦子化問題の原因② 
〜～なぜ、若若者に、住宅宅、お⾦金金、⾃自由な時間がないのか？〜～	  

●なぜ、住宅宅事情悪いのか 　→ 　⼤大都市に集中して住んでいるから。 
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　また、⼦子育てを助けてくれる⼈人が近くにいないことにもつながります。 

●なぜ、お⾦金金がないのか 　 　 　 　→ 　就労状況の悪化、住宅宅費の⾼高騰、税⾦金金、社会保険料料の⾼高騰 

 　 　 　 　どうしてそうなったのか 　→ 　海外の企業・労働者との競争、他の世代特に⾼高齢者との競争 
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　⽇日本の企業⾵風⼟土、東京⼀一極集中、⾼高齢化 

●なぜ、⾃自由な時間がないのか 　 
 　 　 　 　（家族との時間） 　 　 　→ 　遠距離離通勤（住宅宅事情）、企業⽂文化（単⾝身赴任、⻑⾧長時間労働）、家庭での介護等 　 　 　 　 

理理由を整理理すると 
 　 　 　 　 　 　 　 　 　●⼤大都市（東京）への⼈人⼝口集中 

 　 　 　 　 　 　 　 　 　●他世代（特に⾼高齢者）との⽣生存競争 
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　あるいは、⾼高齢者の世話（介護、社会保険負担） 

 　 　 　 　 　 　 　 　 　●⽇日本の社員を⼤大切切にしない企業⽂文化 

この三つが、少⼦子化問題の根源にあると考えられます。 
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政府の対応（概略略）①	  
1994年年 　エンゼルプラン---「緊急保育対策5か年年計画」 　 　 

 　保育の量量的拡⼤大・低年年齢児（0〜～2歳児）保育・延⻑⾧長保育・地域⼦子育て⽀支援センター整備	  

2003年年 　少⼦子化社会対策基本法 　 　 　少⼦子化社会対策会議設置	  

2010年年 　少⼦子化社会対策⼤大綱（⼦子ども・⼦子育てビジョン）	  

2012年年 　⼦子ども⼦子育て⽀支援法	  

2013年年 　 　 　少⼦子化危機突破タスクフォースの発⾜足	  

 　 　 　 　 　 　 　少⼦子化危機突破のための緊急対策 　 　 　 

 　 　 　 　 　 　 　「⼦子育て⽀支援」「働き⽅方改⾰革」「結婚・妊娠・出産⽀支援」の三本の⽮矢 　 　 　	  

2013年年 　 　「少⼦子化危機突破のための緊急提⾔言」	  

 　 　 　 　 　 　地域少⼦子化対策強化交付⾦金金」の創設（301億円） 

2014年年 　⼦子ども・⼦子育て⽀支援新制度度 　 　保育緊急確保事業	  

2014年年 　「放課後⼦子ども総合プラン」 　 　⼩小1の壁を打破、放課後児童クラブ30万⼈人分	  

2014年年 　地⽅方創⽣生担当⼤大⾂臣設置	  

 　 　 　 　「まち・ひと・しごと創⽣生本部」の発⾜足 　	  

 　 　 　 　「まち・ひと・しごと創⽣生法・⻑⾧長期ビジョン・総合戦略略」 　 　 　 　 　 　 　 　 　	  

2014年年 　新たな少⼦子化社会対策⼤大綱の策定	  

2015年年 　こども・⼦子育て本部 　 　 　 　 　少⼦子化対策及び⼦子ども⼦子育て⽀支援の企画⽴立立案	  

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　総合調整並びに少⼦子化社会対策⼤大綱の推進や	  

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　⼦子ども・⼦子育て⽀支援新制度度の施⾏行行を⾏行行う。	  

・1974年年に、⽇日本で戦後2回⽬目の⼈人⼝口⽩白書がでて、⼈人⼝口が2010年年
から減少すると予測しました。1974年年当時、2014年年以降降の⼈人⼝口減
少をどう⾷食い⽌止めるのか、何も⾔言っていません。出⼝口戦略略を考え
ていなかったのです。	  

・1974年年、⺠民間団体（⼈人⼝口問題研究会、⽇日本家族計画連盟、家族
計画国際協⼒力力財団、⼈人⼝口問題協議会）主催で⽇日本⼈人⼝口会議を開い
きました。1972年年の『成⻑⾧長の限界』で指摘されたように、もう資
源は限られている、⼈人⼝口抑制をしなくてはならないと提⾔言、「産
児制限で⼈人⼝口増加に⻭歯⽌止め」「⼦子供は⼆二⼈人まで」と新聞には端的
に書かれていました。	  

・現実は、1975年年に合計特殊出⽣生率率率が2を割り、そのときから
「少⼦子化」がスタートします。政府が対策として乗り出してくるの
は、1990年年代に⼊入ってからで、どこかで早くブレーキをかけるべ
きだったけれど、なかなか乗り出しませんでした。 

・「少⼦子化対策」としては、1994年年のエンゼルプランを初めとし
て政府もいろいろ⼿手を打ちましたが、それは⼈人間の再⽣生産の全過
程を俯瞰したものではなく、「⼥女女性が⼦子育てしにくい」という点
だけに焦点を当てたものでした。 

・キャリア⼥女女性を対象にした制度度しかない 
・待機児童対策を⻑⾧長年年しているが、少⼦子化に⻭歯⽌止めがかから 
 　ない 　などの批判がなされています。 　 

しかしながら、まち・ひと・しごと創⽣生法「⻑⾧長期ビジョン」「総
合戦略略」には、これまでの政府の対策にはなかった斬新な考え⽅方
が含まれています。	  
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政府の対応（概略略）② 　	  
まち・ひと・しごと創⽣生「⻑⾧長期ビジョン」「総合戦略略」は、地⽅方から都市への⼈人⼝口流流出と、⼤大都市にお
ける超低出⽣生率率率が⽇日本全体の⼈人⼝口減少につながっているとし、⼈人⼝口減少克服と、地⽅方創⽣生をあわせて⾏行行なうこと
を⽬目的としています。その⽬目的を達するために： 

 　 　●地⽅方における安定した雇⽤用の創出 　 　（サービス業・農林林⽔水産業・分散型エネルギーの推進） 
 　 　●地⽅方への新しいひとの流流れをつくる 　（地⽅方移住者⽀支援、⽇日本型CCRC（ケア付き退職者コミュティー）） 
 　 　●地域の特性に即した地域課題の解決 
 　 　●地⽅方公共団体に、各団体ごとの「地⽅方⼈人⼝口ビジョン」と「地⽅方版総合戦略略」を作成させる。 　 
 　 　●中⼭山間地域・地⽅方都市における⼈人⼝口減少に伴う⽣生活サービス提供等、地域の維持・活性化への対応、等々 
 　 　●東京⼀一極集中の是正 
 　 　●若若い世代の就労・結婚・⼦子育ての希望の実現 
 　 　●正社員実現加速プロジェクト 
 　 　●⻑⾧長時間労働の⾒見見直し 　 　等々を⾏行行なう。 

2014年年に、「過労死等防⽌止対策推進法」が成⽴立立するなど、	  ⻑⾧長時間労働対策の強化がなされようとしていること 

2017年年に、働き⽅方改⾰革実現会議で、⾮非正規社員の処遇改善を促す「同⼀一労働同⼀一賃⾦金金ガイドライン案」が出された
こと、などは、実質的に、少⼦子化対策でもあると考えられます。 
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⽇日本企業の少⼦子化への取り組み	  

1995年年以降降の少⼦子化は、若若年年層の経済的困窮が最⼤大の要因であり、その経済的困
窮をもたらしたのが、経済のグローバル化のもとで、国内の雇⽤用の⾮非正規化を進
めていった企業と、それを許した政府にあることが明らかとなってきました。し
かしながら、経済界は、この事実を正⾯面から受け⽌止めようとはしていません。 

少⼦子化に関連して、⽇日本経団連が意⾒見見を表明している資料料として、2006年年の『産業
界・企業における少⼦子化対策の基本的取り組みについて』があります。その内容
を⾒見見ると、少⼦子化の深刻化については認識識しているものの、対応としては、働き⽅方
改⾰革、男⼥女女共同参画、保育所の整備などの政府への要請にとどまり、⾃自ら、若若年年
層の雇⽤用条件を改善するスタンスは⾒見見えません。 

現在においては、経済界の主導による少⼦子化の改善は考えにくいのです。 
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欧⽶米諸国における対応	  
!  欧⽶米の先進国では、1970年年代に⽇日本以上の不不況に⾒見見舞われました。⽇日本と同じように、「若若年年男性の収⼊入の相対的低下」に直⾯面しま

した。ヨーロッパの多くの国では⽇日本以上に若若年年失業率率率は⾼高まり、アメリカでは低賃⾦金金の雇⽤用が増⼤大しました。その結果、 　 　 　 　 　
「若若年年男性⼀一⼈人の収⼊入では、豊かな結婚⽣生活を⽀支えることはできない」という⽇日本と同じ状況が出現しました。	  

!  アメリカやイギリスなどのアングロサクソン諸国でも1960年年代までは、専業主婦が多く、男性⼀一⼈人の収⼊入で妻⼦子の⽣生活を賄うことが⼀一
般的でした。ちなみに、1950年年には、アメリカの既婚⼥女女性（⾼高齢者を除く）の就労率率率は、25％程度度、つまり、75％が専業主婦だった
のです。⽇日本では、既婚⼥女女性の労働⼒力力率率率は、下がっても四割だったので、アメリカは、⽇日本以上の専業主婦社会だったのです。	  

!  アメリカでは、1970年年代にフェミニズム運動が起きるとともに、⼥女女性の社会進出、つまり、職場労働への進出が起きます。フェミニズ
ム運動は活発化し、その結果、雇⽤用における⼥女女性差別が撤廃され、⼥女女性が⼗十分な収⼊入を得る職に就くことができるようになります。	  

!  しかし、未婚⼥女女性が職に就いただけでは、少⼦子化の⻭歯⽌止めにはなりません。アメリカでは、ベビーシッターをはじめとした⼦子育て労働
が市場によって供給されるようになりました。その結果、アメリカでは既婚⼥女女性の就労率率率は、2000年年には、75％となります。	  	  

!  ⼀一⽅方、北北欧諸国では、公的に育児サービスが供給され、働きながら⼦子どもを育てる条件が整います。育児や介護などの公共的事業は、
⺟母親を積極的に雇うことによって、育児サービスと⺟母親の雇⽤用の双⽅方を作り出しました。多くの欧⽶米諸国では、共働き化によって、若若
年年男性の収⼊入⾒見見通しの悪化を補ったのです。 

!  こうして、欧⽶米のほとんどの国々では、1970年年代の少⼦子化傾向が終了了することとなりました。1980年年代には、アメリカや北北欧では出⽣生
率率率が回復復し、フランスやイギリスなどでは少⼦子化が⽌止まりました。 
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政府や企業の対応についてのコメント①	  
少⼦子化問題に取り組む場合に、少⼦子化を、保育や待機児童対策の問題にすぐに結びつけるのは、問題の本質から
⽬目をそらし、問題を矮⼩小化して、必要な対応から⽬目をそらすことにつながるので、これまでの政府の対応は、保
育等の担当者の努⼒力力は、それなりに評価するとしても、全体としてとても褒められたものではないといえます。 

政府の少⼦子化に取り組む姿勢に真剣さが⾜足らなかったのは、⽇日本が⾯面積が⼩小さいのに、⼈人⼝口が多すぎるという漠
然とした感覚があり、環境危機、あるいは⾷食糧糧・エネルギー危機の中で⼈人⼝口がある程度度減少するのはむしろ好ま
しいことだという古い認識識のままにいる⽅方々が多かったからではないでしょうか。 

しかしながら、⼀一定の❝適正な⼈人⼝口❞というものは本来存在せず、その時代の、テクノロジーや社会構造によっ
て、❝適切切な⼈人⼝口❞は、変化するのであり、縄⽂文時代なら数⼗十万⼈人でもちょうどよかった⼈人⼝口は、農業の発展に
より、数千万⼈人でも適正なものとなり、そこにエネルギーに関する技術の発達や、農業⾰革命が加わると、⽇日本列列
島は⼀一億の⼈人⼝口でも⽀支えられる国⼟土となったのです。逆に、現在の少⼦子⾼高齢化や都市への⼈人⼝口集中の中で、⽇日本
の離離島や地⽅方は疲弊し、⼈人体に例例えると、まるで⼿手⾜足の感覚がなくなっていくように、⽇日本という国の⽼老老化がす
すんでいるように感じられます。 

そして、現在に⾄至っては、⽇日本は、少⼦子⾼高齢化による、社会保障の破たん、若若者の負担増によるさらなる少⼦子化、
そして⺠民族の消滅、亡国の危機に直⾯面し、あらためて、少⼦子化の恐ろしさに震え上がり、あるいは震え上がるこ
とさえもできずに無気⼒力力になっているのです。 

私はこのレポートの後半で、現在の⽇日本の少⼦子⾼高齢化問題を、社会保障の問題と同時に解決するための「試案」
を⽰示しますが、そこに⾄至る前に、⽇日本政府と企業に対し、「⽇日本⼈人の思考⽅方法、⾏行行動パターン」が、現代の⽇日本
の少⼦子化問題をはじめとする社会問題を⽣生み出した、ということを訴えておきたいのです。この問題点をしっか
りと認識識し、あるいは⽇日本の社会構造の中に組み込んでおかないと、⽇日本はまた同じ過ちを繰り返し、世界の中
で⽣生きていけない国になるからです。 
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政府や企業の対応についてのコメント②	  
●国⺠民に「⽝犬の道」を歩かせて、精神論論で国⺠民の尻を叩いてはなりません。 

 　「⽝犬の道」とは、ヤフー・チーフ・ストラテジーオフィサー安宅宅和⼈人⽒氏の著書『イシューからはじめよ』に紹介さ
れている⾔言葉葉ですが、「優先順位を考えず、⼀一⼼心不不乱に⼤大量量の仕事をして⽬目標に達しようとする」⼿手法のことです。
戦時中の「⾵風船爆弾」や「⽵竹やり」ではありませんが、「保育システム」だけを使って少⼦子化に対応しようとしたり、
「年年⾦金金等の国⺠民負担を極端に引き上げ（例例えば国⺠民負担率率率85％）、あるいは国⺠民への⽀支給を極端に遅らせて（年年⾦金金⽀支
給開始75歳）」少⼦子⾼高齢化に対応しようとするのがこれにあたると思われます。国⺠民がどんどん疲弊し、少⼦子⾼高齢化
が⽌止まることはありません。国⺠民に努⼒力力しなさいと、⼤大号令令をかける前に、問題の本質をつかみ、より楽に⽬目標を達
成できる別の道がないか、公の場でもっと広く議論論すべきです。 

●⼦子どもや若若い世代を⼤大切切にしなくてはなりません。 

 　⽇日本の現役世代向けの社会保障は、欧⽶米の1/2〜～1/3しかありません。⽇日本の社会保障の給付費は年年⾦金金と医療療で約８
割を占めます。医療療費のうち６５歳以上が全体の５８％を占め、現役世代とは１⼈人当たりで４倍の開きがあります。
⼦子育てや職業訓練・紹介などが充実し、現役世代と⾼高齢者の給付費が均衡しているスウェーデンなどの北北欧諸国とは
雲泥泥の差なのです。「⼤大切切なものを、⼤大切切と⾔言い続け、守る勇気」が社会に⾜足りないのでしょう。 

・住宅宅補助についても、⽇日本では制度度がありません。これは、⽇日本では終⾝身雇⽤用を前提として、企業が社宅宅や住宅宅補
助を⾏行行っていたためです。終⾝身雇⽤用がなくなっても、国の補助制度度がないままなのです。	  

 　 　 　ヨーロッパの住宅宅補助は、イギリスは全世帯の1/6に対して平均52万円の補助 　 

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　フランスは全世帯の1/4に対して平均28万円の補助があります。 

●政府が⾃自国通貨を積み⽴立立てることは将来に備えることを意味しません。 

 　国が亡ぶとき、国の通貨の価値も同時になくなることを考えると、「⾃自国通貨は国にとって価値でない」ことが分
かります。それであるなら、「将来の年年⾦金金のために、国⺠民から⾃自国通貨を集め、積み⽴立立てておく」ことは、政府の帳
簿上にはプラスであっても、国富を増やさず、国⺠民を痛めつけ、結果的に国の富を減らすことになってしまいます。 

それでは、⼀一体、今何をしておけば、国富を増やし、少⼦子⾼高齢化に対応することになるのでしょうか？ 　	  
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2060年年からのバックキャスティング①	  

ただし、希望する国の形を考えるといっても、社会全般を構想するのではなく、少⼦子化の解消にかかわる部分だけを
考えることにします。また、インフレ率率率や経済成⻑⾧長率率率などの具体的な数字の予想も事実上不不可能なのでここでは無視し、
⼈人⼝口については「まち・ひと・しごと創⽣生⻑⾧長期ビジョン（以降降⻑⾧長期ビジョン）」の数字を使⽤用し、それ以外は定性的
に考えます。しかし、それでも意味はあります。「未来のシステムは我々が作っていく」もので、数字は後からついて
くるものなのですから。 

①まず、⼈人⼝口ですが、⻑⾧長期ビジョンでは現在の2060年年の中位予想8,674万⼈人（ここでは現状ケースという）を10,194
万⼈人（ここでは希望ケースという）にするとあります。 

②死亡率率率については同じですから、約４０年年間で現在よりも⼦子供の数が、1520万⼈人増えるということで、⼀一年年あたり
の出⽣生数にすると38万⼈人増ということになります。 

③⼀一組の夫婦から⽣生まれる⼦子供の数が2.2という過去の平均的な数字を使うと、夫婦の数は、40年年間合計で、690万組、
現状ケースよりも増えることになり、年年平均にすると約17万組増えることになります。この時代に結婚する世代の⼈人
⼝口は、⼀一年年あたり男⼥女女とも50-60万⼈人程度度ですから、現状ケースの結婚率率率が現在と同じ約6割で、これにこの数字を⾜足
すと約95％、希望ケースでは⾼高度度成⻑⾧長期と同じような皆婚時代になっていることになります。現在、若若者が結婚を希
望する割合が95％ですから、若若者の希望がかなえられる時代ということになります。 

④この若若者の皆婚は、強制ではなく、本⼈人たちの期待が満たされた形で達成されなくてはなりません。⼭山⽥田昌弘⽒氏の
⾔言う、住宅宅の質と、ある程度度の収⼊入、そして⾃自由な時間という条件が満たされている必要があります。若若者のほとんど
に、⼦子ども２⼈人を産み育てることが必要な住宅宅（60-70平⽶米以上）を通勤圏内で与えられていることになります。⼦子ど
もの数が現状ケースにまでの数量量の住宅宅は、⾃自⼒力力で若若者が⼊入⼿手しているとして、増加分の年年17万⼾戸の住居が、夫婦で年年
収300万程度度の若若者世帯に何らかの⽅方法で供給されている。というのが、バックキャスティングから導かれます。	  

2060年年に我々が希望する国の形を構想し、現在（2017年年）に存在する諸条件と、希望
する国の形が結びつくかを考え、⽋欠けている政策・要素を埋めていく、というのが私
の提案するバックキャスティングの⼿手法です。	  
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2060年年からのバックキャスティング②	  
!  ⑤この年年間17万⼾戸の住居は、個⼈人にも、国にも資⾦金金がないのですから、新たに建設して供給することはで
きません。また、⾼高齢者がなくなり、相続される住宅宅については、すでに現状ケースに含まれていると考
えられます。そうすると、可能性が⾼高いのは、かなりの数の⾼高齢者が、地⽅方に移住し、現在の⾼高齢者の住
宅宅が若若者へ賃貸されていることだと思われます。例例えば、現在⾸首都圏で賃貸価格が⽉月15万円程度度の住宅宅が、
今後供給が増えることで、⽉月10万程度度になり、そこに⼦子育て期間の夫婦には、⽉月5万円程度度の住宅宅補助が
ある、という形が考えられます。これであれば、若若者がパラサイトをやめて❝希望に満ちた❞⼦子育て⽣生活を
始めることができます。 

!  ⑥⻑⾧長期ビジョンで検討するとされているのが、⽇日本版CCRC構想（Continuing Care Retirement 
Community)です。⽇日本版CCRC構想は、「東京圏をはじめとする⾼高齢者が、⾃自らの希望に応じて地⽅方に移
り住み、地域社会において健康でアクティブな⽣生活を送るとともに、医療療介護が必要な時には継続的なケ
アをうけることができるような地域づくり」を⽬目指すもので、①⾼高齢者の希望の実現、②地⽅方へのひとの
流流れの推進、③東京圏の⾼高齢化問題への対応、がこの構想の意義だとされています。 

!  ⑦内閣官房が2014年年に⾏行行った調査によれば、東京都在住者のうち、地⽅方へ移住する予定⼜又は移住を検討し
たいと考えている⼈人は、50代では男性50.8％、⼥女女性34.2％です。しかし、⾼高齢者から若若者に、年年間17万⼾戸
の住居を賃貸させるということは、例例えば毎年年60歳に達する160万⼈人のうち、4分の1近い34万⼈人が、都会
から、地⽅方に移住するということになり、移住に関し、よほど⼤大きなインセンティブが働いていると考え
られます。それは、政府から60歳以上の⼈人に⽀支給される、CCRCの居住や、⽣生活必需品の購⼊入などのみに使
⽤用できる第⼆二の通貨あるいは地域通貨（仮に通貨Xと呼ぶ）であると考えらます。 
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2060年年からのバックキャスティング③	  
!  ⑧なぜ、通貨Xが必要なのか、それは社会保障と国⺠民負担の現状から導かれます。経済学者の鈴鈴⽊木亘⽒氏は、2009年年の厚⽣生労働省省の試

算によると、国⺠民年年⾦金金と厚⽣生年年⾦金金を合わせた年年⾦金金純債務は800兆円に達し、医療療保険の純債務は380兆円、介護保険が230兆円で、社
会保障全体の純債務は1500兆円にのぼり、これが政府債務の1107兆円とは別に存在しているといいます。そして、厚⽣生年年⾦金金の積⽴立立⾦金金
は2038年年に、国⺠民年年⾦金金の積⽴立立⾦金金は2040年年に枯渇すると⾔言います。消費税の5％増税によって増える税源は年年間13.5兆円程度度にすぎず、
消費税収を「⾼高齢者三経費等」（基礎年年⾦金金、⾼高齢者医療療制度度、介護保険の国家負担分、⼦子育て経費）にあてるとすると、2050年年に
は消費税が30.7％、2075年年には41.5％だと予想しています。あるいは年年⾦金金の給付を70歳、あるいは最悪75歳まで引き上げる、ある
いは保険料料を引き上げ、国⺠民負担率率率85％など、どれを選びますか、という状態です。 

!  もちろん、国⺠民が、そうですかと受け⼊入れることのできる数字ではありません。しかしながら、社会の実体をそのままに、数字だけ
をさわって帳尻を合わそうとするとそのような数字になります。⼤大切切なのは社会の実体を変えることです。そこで、社会の実体が
2060年年に希望に満ちたものになっている、というところからはじめ、受け⼊入れることのできる条件だけ受け⼊入れて、バックキャス
ティングを進めているのです。 

!  この中で、消費税や、保険料料の引き上げを選択すると、若若者の⽣生活を締め付け、少⼦子化がさらに進むので、選択するのは不不可能だと
思います。そうなると社会的に受け⼊入れざるを得ないのが、年年⾦金金⽀支給開始を欧⽶米諸国と同じく70歳近くまで引き上げましょうという
ものですが、その場合でも勤労者の60歳から70歳までの収⼊入をどう確保するかという問題が、まるまる残ります。⾼高齢者世帯（夫65

歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの世帯）の平均貯蓄現在⾼高2160万円をすべて使い切切らないと、空⽩白期間を乗り越えることができない
でしょう。 

!  そして、もし、企業が社員の70歳までの雇⽤用を進めるということになると、⾼高齢者世代と若若者世代の雇⽤用をめぐる闘いが激しくなり、
それもまた、⼦子育てにも⼤大きな悪影響を与えることになります。しかしながら、貯⾦金金もない、企業からの収⼊入も期待できないとなる
と、この世代は、政府に、基本的な⽣生活を保障しろ、という強い要求を⾏行行うことになります。政府は、財政上の理理由で現⾦金金を渡すこ
とができないので、⾼高齢者に対し、「年年⾦金金を使⽤用⽤用途を絞った通貨Xで受けとる、そのかわり、60歳から受け取れる」、という選択
肢を⽤用意するしかなくなるのです。 
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2060年年からのバックキャスティング④	  
!  ですから、国⺠民は、年年⾦金金を現⾦金金で70歳過ぎから受け取るか、60歳から通貨Xで受け取り、地域通貨が使える地域に住むか、

という選択ができるようになるわけです。 

!  国⺠民に選択権があるのですから、CCRS等、地⽅方に作られる施設は、社会のために貢献してきた⼈人たちが誇りをもって楽し
く⽣生活できる魅⼒力力的なものである必要があります。また、単に住居だけでなく、集会施設や、スポーツ施設、農園なども必
要でしょう。そこに移り住んだ⼈人は、そのコミュニティーのなかで重要な役割を果たし、地域通貨などでの収⼊入も得て、楽
しく⻑⾧長い⽼老老後を過ごすことになります。 

!  また、通貨Xが使える分野も重要でしょう。住居費、光熱費、基礎的な⾷食糧糧費、介護費⽤用などは、地域通貨で⽀支払えること
が必要でしょう。もちろん居住者は、貯⾦金金してきたお⾦金金を使うこともでき、都会で若若者に貸している住宅宅からの現⾦金金収⼊入も
あります。また、住居は借りるのですから、全国のCCRS等、地域通貨が使える場所を渡り歩く楽しみもあります。 

!  それでは、地域通貨で⽀支払える住宅宅とは、どんなものになるのでしょうか？地⽅方にある空き家を修理理して使うなどというこ
とも考えられますが、施設運営の利利便便性から考え、5万⼈人程度度の⾼高齢者コミュニティーを作ることを考えてみてはいかがで
しょうか。⼀一⼾戸当たりの建設費は、現在の公営住宅宅の⼀一⼾戸当たり1200万円よりも少し安い程度度でいいでしょう。しかしな
がら、地⽅方ですから、いいものができるはずです。 

!  居住者は、20年年程度度で⼊入れ替わるはずですので、必要⼾戸数は、17万⼾戸×20くらいでいいでしょう。建設コストは340万⼾戸
×1200万円弱、建設国債を発⾏行行して10年年かけて、およそ40兆円くらいでできるはずです。各県に、5万都市を⼆二つずつつく
るような感じです。不不可能な仕事ではないでしょう。初期費⽤用はそれくらいで、医療療を除く地域システムは、そのほとんど
が地域通貨で動き、国の財政に影響を与えないようにすることができます。 

!  すなわち、⾼高齢者の社会保障の⼀一部を、現在の財政から切切り離離し、新しい通貨システムXのもとで⾏行行うことになるのです。
このXは海外との取引などには⼀一切切使われませんから、国際的には通貨とみなされず、国際的な規制を受けないと考えます。
（要調査）（但し、地域通貨の発⾏行行を国がやるのが問題があるなら、県がやればいいと思います。） 
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2060年年からのバックキャスティング 　まとめ	  
!  ①から④で述べたことをまとめておきます。 

!   　 　2060年年に向けて、出⽣生数 　 　 　 　38万⼈人増 　（年年間） 　 　 

!   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　婚姻数 　 　 　 　17万組増 　（年年間・皆婚時代の復復活） 

!   　 　若若者に追加的に供給される住宅宅 　17万⼾戸 　（年年間×20年年程度度 　既存住宅宅の賃貸） 

!   　 　⾼高齢者の地⽅方移住数 　 　 　 　 　 　34万⼈人 　（年年間） 

!   　 　（第⼆二の通貨・地域通貨による60歳からの年年⾦金金⽀支払いがインセンティブ） 

!   　 　地域ケア付き⾼高齢者住宅宅の建設 　340万⼾戸（17万×20） 　 　各県に10万⼈人都市1・2個 

!   　 　⾼高齢者住宅宅の建設コスト 　 　 　 　40兆円 　 　40年年で建て替え 　 

!        若若者への住宅宅補助 　 　 　 　 　 　 　年年間⼆二兆円程度度 　（⼦子育て中のみ・低所得層） 　 

!  これは、少⼦子化対策としての 

!  「⾼高齢者の地⽅方転出による若若者への住宅宅供給策」ということになりますが、先ほど書いた、将来に向けて、 

!   　我々は何が残せるのかという問いに対して、(⼈人が住みたくなるような住居は、将来に向けた資産である） 

!   　と答えたことになると思います。 　 

!  しかしながら、 　 　 　 　 

!   　 　若若者は、住宅宅を与えられれば、結婚するか？⼦子どもを産むか？ 

!   　 　若若者にとって魅⼒力力的な住宅宅がこの⽅方法で供給されるか？ 

!   　 　⾼高齢者の地⽅方への移住の強制といわれないか？ 

!   　 　魅⼒力力的な⾼高齢者都市が作れるか？ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　という問題が残っています。 　 18	  



その他の政府の少⼦子化対策	  

少⼦子化社会対策⼤大綱には、「結婚、妊娠・出産、⼦子育ての各段階に応じた切切れ⽬目のない取り
組み」、「地域・企業など社会全体の取り組み」、「社会全体の⾒見見直し」、「⻑⾧長期的展望に
⽴立立って、⼦子どもへの資源配分を⼤大胆に拡充」など、適切切な基本的考え⽅方と、⼦子育て⽀支援施策
の充実を超えた、若若い年年齢での結婚・出産の希望の実現のための「経済的基盤の安定」、特
に、若若者の雇⽤用の安定や、⾼高齢世代から若若者世代への経済的⽀支援促進、若若年年者や低所得者へ
の経済的負担の軽減など、適切切な重点課題がちりばめられており、これらに関連するすべて
の施策は適切切に実現していくべきであると考えますが、ここでは、その内容について、深く
議論論することはできません。 

しかしながら、若若者への安価な住宅宅供給は、経済的基盤を安定させるものであり、⾼高齢者世
代から若若者への最⼤大の経済的⽀支援になるでしょう。さらに、⾼高齢者都市を作るという公共事
業で、今すぐにでも若若者の雇⽤用を創出することが可能です。この意味で、	  「⾼高齢者の地⽅方転
出による若若者への住宅宅供給案（以後住宅宅供給案という）」は、少⼦子化社会対策⼤大綱に沿った
ものと⾔言えます。 

そして、最後に⼀一⾔言だけつけくけ加えると、これらの施策の実現のために必要な財源は、逆
進性の⾼高い消費税ではなく、⼤大幅に拡充された炭素税に求められるべきだと主張させていた
だきます。 19	  



想定される質問に対する回答	  
!  若若者は、本当に住宅宅を必要としているのか？ 
!  慶応義塾⼤大学教授、経済学者の⼭山⽥田篤裕⽒氏は、「⽇日本以外の多くの国では、⼿手厚い家族給付（給付付き税額控除を含

む）および住宅宅給付（公的家賃補助）が社会補助とは別途存在しており、社会扶助を強⼒力力に保管する役割を果たしてい
る」と指摘。 

!  聖学院⼤大学⼈人間福祉学部客員准教授 　藤⽥田孝典⽒氏は、「2013年年における⽇日本の全住宅宅のうち、公営住宅宅は3.7％、公社・
URが1.6％、社会住宅宅に相当する割合は合計でわずか5.3％となっており、公営住宅宅では若若者を受け⼊入れる体制は整備さ
れていない。⽇日本の少⼦子化対策や若若者の救貧対策に、住宅宅政策がほとんど⼊入っていないことは驚くべきこと」と指摘 

!  ⼤大分⼤大学准教授の川⽥田菜穂⼦子⽒氏は「住宅宅⽀支援給付の受給率率率の低いイタリア、スペイン、⽇日本など若若者の住宅宅⼿手当がほぼ
存在しない特殊な国では、彼らが親元から独⽴立立できないために、合計特殊出⽣生率率率も低くなっている」と指摘。 

 　 　すなわち、若若者が住宅宅を必要としていて、少⼦子化対策の重点が住宅宅政策に置かれるべきことは、すでに周知の事実。 

!  空き家が増え、家はあまっているのではないか？ 
 　 　本当に余っているなら、家賃の相場が下がるはず。下がっていない。空いているのは何らかの理理由で市場に出せない家。 

!  相続で家をもらって、困っている⼈人も⼤大勢いるのではないか？ 
 　 　90歳の⼈人が亡くなり、65歳の⼦子どものいない⼈人が広い家を相続しても使いようがない。⼦子育て世代に、住宅宅のストック
を回さなくてはならない。 

!  地⽅方で住みたい⾼高齢者が、そんなに多くいるのか？ 
 　 　平成29年年5⽉月1⽇日の⽇日経ビジネスで、「⽼老老害」⽇日本10の提⾔言という特集が組まれている。このなかで、CCRCについて書か
れており、⼩小規模のCCRC的施設の⼊入居者の声も紹介されている。「精神的な満⾜足感が⼤大きく、幸福に過ごせてます」という
ものであった。「CCRCは⾼高齢者の⽣生き⽅方そのものを改善することが⽬目的で、幸福度度が増せば、⾼高齢者の地⽅方への⼤大移動の可
能性もある」と好意的に紹介されている。 

!  地域通貨で年年⾦金金を受け取る案は、市⺠民の⼤大反発を受けるのではないか？ 

 　「年年⾦金金を地域通貨で⽀支払う」という公約ではなく、「地域通貨で年年⾦金金を受け取って、CCRCに住める」という公約 

 　 　各CCRCの「地域通貨」の発⾏行行量量の上限を、CCRCの開発費⽤用等までに限定しておけば、地域通貨の価値の暴暴落落もない。 
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