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第 1回講義（政経）                             2017年 5月 6日 

 

         人口減少の課題、少子化対策の本気度は 

                               明治大学政経学部教授 

                                    加 藤 久 和 

はじめに（講義の目的） 

 人口減少について皆さんはすでにご承知と思います。実際に人口減少が確認されましたのは 2 年前

2015年の国勢調査が初めてでした。 

１）人口減少は加速し、高齢化は一層深化することが予測されます。このことが本当なのか、それとも

過剰な心配なのかを明らかにしたいと思います。 

２）人口減少、高齢化の深化の背景には「少子化」の問題があり、少子化の背景と少子化対策について

言及したいと思います。 

３）人口減少、高齢化の課題として、特に経済成長、労働市場、財政、社会保障にも言及したい。 

４）最後にどのような政策があるのか、特に財政・社会保障に関する方向性について議論を提起したい

と思います。 

１・人口減少・高齢社会の到来 

 2010 年の総人口は 12,800 万人でしたが今

回の調査で 12,700万人でした。これは和歌山

県の人口 96万３千人に相当する減少です。 

さらに人口予測では、2020年までに 200万人

の人口が減少するとされています。この減少

は四国 4県の人口に匹敵します。なぜ人口が

減少するかは単純な話で生まれてくる赤ちゃ

んの数より、亡くなる人が多いからです。 

日本の人口のピークは 2008年、約 10年前 

です。人口減少は 2008年以来 10年以上続い

ています。ちなみに言葉の定義として総人口

というのは外国人を含みます。127百万人の中に外国人は約 200万人含みます。なお、訪日外国人は 2,000

万人と言われます。外国人の居住数はあまり多くの数ではありません。 

次に高齢化について数値を見ていきます。高齢化といいますと 65歳以上の方がどのくらいいるか 26.6％。

今の人は昔に比べで 5歳ぐらい若いと思います。75歳ぐらいが高齢化の指標として適当ではないでし

ょうか、75歳以上の人は全体の 12.8％もいます。75歳ぐらいから介護を受ける方が増えてきますし、

後期高齢者の保険の適用を受けることになり

ます。8人に１人が 75歳以上といいますと大

変ことで外国人とこのことを話しますとなぜ

そんなに高齢者が多いのだと驚かれます。東

京には周りを見ても高齢者はいないじゃない

か。地方に高齢者が多いのは事実です。平均

寿命でみますと男性でも 80歳以上ですから、

中位数年齢というのがあります、平均年齢と

は少し違いますが 46.7歳より上の人、下の

人がちょうど同じぐらいいるという。1990年

ごろバブルの真っ最中のころは 37 歳ぐらい



2 

 

でした。今より 10歳以上若かった。37歳の人が丁度真ん中でそれより上の人、下の人が同数でした。

25年以上たつと中位数年齢も上昇してくる。高齢者が増えるだけでなく真ん中の人も高齢化してくる。

このようにみますと高齢化問題は高齢化する人だけでなく働き盛りの人も高齢化してくるという問

題です。人口の将来はどうなるか、国立社会保障・人口問題研究所から 4月に将来人口推計が発表さ

れました。将来推計は毎年 1月発表なのですが今回遅れた理由は政権が 1.8の出生率目標を掲げてい

るかと考えています。下図は 2017年 4月発表の将来人口推計です。 

人口が減少することに変わりはないのですが、わずかですが出生率が好転しても 50 年後には 8,800

万人になる。50年間で人口が今の 3分の 1少なくなる。 

50年後の平均寿命はおおよそ男性が 85歳、女性は 91歳

強になります。 

 65歳以上人口は 40％、75歳以上では 25％以上と 4人

に一人となります。大変失礼なお話になりますがこの中

で私を含めて 50 年後の事実を確認できる人はいないの

ではと思います。学生にこの話をしますと学生たちは現

在 20歳ですから丁度 70歳ごろの話と実感できます。そ

のころには定年も 70歳になっているかもしれませんが、

人口が 30％減ってしまう社会です。私が丁度逃げ切り世

代ともいわれますが、こうしたな大きな問題を若い世代

に残したままで良いのだろうかと考えてしまいます。 

 右の表で平成 27年（2015 年）平均寿命はおおむね男性 81歳、女性 87 歳です。ただ平均寿命推計に

は若年者が早い時期に亡くなることも含まれますか

ら、現在 60歳以上の方は今まで困難を乗り越えて生

き抜いてきましたのでこの平均寿命の予測より長く

生きることができると思います。 

 つまり私たちは今まで 60歳の定年後 15年ぐらい

の余生を考えればよかったのが、30年の余生を考え

なければならない時代になったわけです。ですから

今まで以上に経済的にも活躍時間の延長することが

求められるのだと思います。 

 2065年には 85歳以上の方の比率は 13％になりま

す。8人に 1人の比率です。 

65歳以上の比率が７％から 14 ％になるまで日本は 24年しかかかっていません。 

ヨーロッパは40年50年掛かって倍になっています。高齢化のスピードは日本だけではなくアジアの国々

も相当に急速に進んでいます。韓国・シンガポー

ル・中国は日本以上です。中国は一人っ子政策の

せいだといわれますがそれだけでもなさそうです。

しかし高齢化の問題を良く分かっていていろいろ

な施策を講じている日本ですからその経験を海外

で展開すべきだという意見がありますが、どうも

そんなに簡単ではありません。 

高齢化問題というと良くシルバー民主主義と言

われることがあります。政治的意思決定に偏りが

あると言われます 
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左の図は扶養率ですが、20 歳から 64 歳ま

でを現役世代とします。この世代が 65歳以上

の方を何人で支えているか。1950 年ごろ 10

人で支え、今は 2.1人で一人の高齢者を支え

ています。先ほどの人口推計によりますと 50

年後にはおよそ 1人の若者が 1人の高齢者を

養うことになります。 

昔は10人で自分の稼ぎの1割を出せば高齢者

を支えられた。今は自分の稼ぎの 3割を負担

する時代です。最終的には二人分の稼ぎをしなければ

ならない時代になることが予想されます。一人が一人

を支えるということはそれだけ社会が豊かにならなけ

ればならない。経済成長で今より一人当たりの豊かさ

が増加しなければならいということです。 

 

2・少子高齢・人口減少社会の課題 

 少子高齢・人口減少社会の課題については右表に示

した通り、●経済成長と労働市場、●社会保障制度で

は給付の増加と財源問題、世代間の公平性、●社会的

多様性の喪失、●地域・都市構造の多様性、●家族のありようなどが考えられます。 

 本題としては少子化問題と少子化対策、人口減少の根本は少子化であろうと思います。合計特殊出生

率、女性が生涯に産む子供数は現在 1.46人です。人口を維持するためには、お父さんお母さん 2人です

から子供は 2人以上で人口が維持されます。た

だし子供は何人か大人になる前に死亡しますか

ら 2.07 人の出生率で人口の増加減は維持され

るということになります。 

 2.07 を超えると人口は増加されます。昔は

4.5でした。しかし人口は急速に減少しました。

1950 年代は上図中央の横線より上なので人口

は増えましたが 1975 年頃から人口減少は始ま

りました。1980年代は楽観的でしたが出生率は改

善しませんでした。都道府県別にみるとバラバラ

です。西の方は出生率が高く一番低いのは東京で

1.17 です。千葉も 1.35 で低い方です。出生数は

増えていません。出生数が 100万人を割ったのが

昨年です。出生数が減ったと言いましたが若い女

性の人口数に出生率を掛けると出生数が出ます。

ですから出生率が増えても若い女性の数が減ると

出生数は減る訳です。 

今は 98万人の出生数ですがあっという間に 80万
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になり、だんだん減っていくことになります。

海外との比較をしてみます。先進国の出生率

を見てみます。8カ国では 80年代は混然とし

ていましたが、今はスウェーデン・フランス・

アメリカ・イギリスが増加となり、ドイツ・

日本・イタリア・スペインが減少国になって

いますこれは第二次世界大戦の戦勝国と敗戦

国に分かれます 

日本は人口減少と経済の停滞で国力が減少す

る恐れがあります。 

アセアンの盟主はタイですが

多分ベトナムになるかもしれま

せん。韓国も中国も出生率が下

がっています。中国も二人子政

策でも出生率が上がらないだろ

う。最近の研究では経済成長が

少子化の主原因というのが通説

になっています。アジア全体で

出生率が下がっていくとアジア

全体で若い優秀な人の取り合い

が始まると言われています。30

年先は現実になるかもしれ

ません。 

少子化の原因は一つに結

婚年齢の問題です。右の図

は女性の初婚年齢の推移で

す。1970年代の女性の初婚

年齢は 25 歳でした。2015

年では 29.4歳、女性の結婚

年齢が上がって 29 歳で結

婚すれば子供を持つ期間は

短くなってしまう。 

 海外からの留学生に聞け

ば 29～30 歳ぐらいが普通

だという。海外でも晩婚化が進んでいます。ヨーロッパと違って子供を持つのは結婚が前提。25歳から

29 歳で未婚の女性の割合 1980 年では 24％、2015 年では 61％になっています。生涯未婚率（50歳時点

での未婚者の比率）についても 1990 年で男性が 5.6％、女性 4.3％でしたが 2010 年では男性 20.1％、

女性 10.6％と増加しています。 

なぜ子供を持たなくなったか、なぜ結婚しなくなったのか。社会経済的な理由があると思います。 

１）子供を持つことのコストが高すぎる。このコストは子供を育てるコストだけでなく、もし 2人目を

生まずに女性が生涯働いたら（うべかりし利益＝逸失利益）を含めて考える必要があります。 

２）女性の働き方の変化、一人目を持ち、働くことは企業も理解を示しています。しかし、なかなか 2

人目を持つことができない状態です。ある出版社の女性と話をしましたが 2年以上休んだら仕事ができ
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なくなる。だから二人目は躊躇すると言っていました。 

３）若年層を中心にした雇用情勢の悪化が結婚に及ぼす影響は統計的にも明らかです。非正規と正規の

方の結婚する年齢は非正規の方が非常に遅くなっています。このように働き方も影響しています。 

 理想子供数、予定子供数という調査があります。理想では 2.3人、予定では 2.01人となります。理想

の人数を実現できれば政府目標の 1.8は実現できるかもしれません。 

 未婚者に対する生涯の結婚意思という調査では、大体 100％を予想するかもしれませんが、調査では

生涯結婚しないは男性で 12％、女性が 8％となり、未婚者の 10％の人が生涯結婚しないと考えています。 

結婚に魅力を感じなくなっているのだと思います。結婚の利点が有りについては男性で 64.3％、女性で

77.8％となっています。さらに未婚者に対する調査で衝撃的な数字があります。調査は 18歳から 34歳

までの未婚者ですが「交際している異性がいない」これは結婚前提ではなく単に友達としての異性を含

めた問いかけです。男性の 69.8％、女性の 59.1％が交際している異性がいないと答えています。 

 なぜ結婚しないのか、適当な相手がいない。結婚に魅力を感じていないということでしょうか。 

少子化対策の本気度が今日のメインテーマです。政府も意外と古くから対策を始め、1994年にエンゼ

ルプランを立案しています。切っ掛けは 1.57 ショックと言われた当時の出生率です。1992 年の国民生

活白書から少子化対策という言葉が使われ一般的になってきました。25年間かけてやってきた中で 2003

年「次世代育成支援対策」というのは、すべての市町村・企業で責任をもって少子化対策を進めようと

いうもので今でも続いています。2012年保育園と幼稚園を合わせて認定子ども園も生れましたが、待機

児童対策も解消に向かっていないのが実情でしょう。 

2016 年待機

児 童 の 数 が

23,000 人と言

われています。

この数字は保育

所に申し込んで

いて入れない人

の数字であり、

入れなくて諦め

てしまった人や

様々な事情で申

し込まない人な

どの潜在需要は

この 2倍ぐらい

と予想されてい

ます。去年ブログの「保育所落ちた！

日本死ね」が国会でも取り上げられま

した。待機児童の問題はなかなか解決

しにくい面があります。昨年横浜市が

待機児童ゼロを実現しました。これは

従来の認可、認可外保育所以外に横浜

市独自の基準で保育所を作り待機児童

をゼロにした。しかし良い事例がある

と周辺から住民が移動し、また待機児

童が増える結果になっています。待機
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児 童

23,000 人

のうち 0～

２ 歳 児 が

20,000人です。政府内には育児休暇を 3年にすれ

ばとの意見があります。しかし、1 年の育児休暇

でも女性にとって仕事の面で遅れることもあり、3

年は実現不可能な案ともいえるでしょう。 

23,000 人の待機児童のうち一番多い都市はど

こか？東京世田谷区です。 

市川市・江戸川区も待機児童が多いようです。

江戸川区は待機児童対策では先進的で

す。それを期待して他市町村から移入

してくる傾向もあると思います。全国

的にみると明らかに東京とその周辺の

都市圏ともいえます。実際の待機児童

対策として何をやっているか、児童手

当が出ています。民主党時代は子供手

当、今は児童手当と呼んでいます。 

第 1 子第 2 子が 10,000 円第 3 子以

降が 15,000円、所得制限がありまして

960 万円以下が 5,000 円、財務省が

5,000 円を削除したい意向を示してい

ますがどうでしょうか。ヨーロッパで

は第 1子が少なくて第 2子以降に手厚

くする傾向です。フランスでは第 1子

には手当を払っていません。日本でも

第 1子を 5,000円ぐらいにして 2子以降を手厚くしてよいのではと思われます。 

児童手当の発端は戦後子供が多すぎて貧困の家庭に支給された制度が今は子供が少ないための出産

奨励の制度に変わってきたということです。 
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育児休業制度も最近では取るのが当たり前になってきましたがまだまだ問題もあります。8 週間の産

休があり育児休業中は従来の給与の 3分の 2の給与が雇用保険から支給、1996年では 5割、現在では 9

割近い人が育児休業を取っています。男性の育児休業取得は 2％ぐらいの人で期間も 1 週間ぐらい、女

性でも 1年間は取っていません概ね半年ぐらいでしょうか。 

少子化対策は有効か？20年間やってきましたが出生率は上がっていません。 

諸外国の少子化対策はどのような状態なのか、次図に示し比較のために見てみます。少子化対策にお

金を使えば使うほど出生率は上がるという事実があります。少子化対策は集中してどれだけ本気でお金

を使っているかで出生率が変わってきます。実は国際比較で日本はあまりお金を使っていません。OECD

の調査の 6ケ国比較結果でもアメリカが少子化対策にお金を使っていないのは当然ですがそのアメリカ

を除くと最下位です。今日の新聞でオバマケアーをやめるとも報じられていますが、社会保障を軽視す

るのは問題外だと思います。家族・子供などの支出 GDP比は日本 1.3、イギリス 3.9、ドイツ 2.2、フラ

ンス 2.9、スゥーディン 3.6％となっており、日本は圧倒的に高齢者に対する社会保障支出が高いことが

わかります。この点をどう考えるかが少子化対策の本気度を示すとも思います。ちなみに昔スウェーデ

ィンが世界一社会福祉が進んでいると言われましたが、今はフランスです。少子化対策や教育その他福

祉に一番お金をかけています。その代り税金も高いです。私の研究テーマでもありますが女性が働きや

すい社会、育児か仕事かなどと選ぶ必要がない社会、育児環境が整っている社会ほど出生率が高いので

はないかという事実です。昔は女性が家庭で育児にかかわったほうが出生率が高いと言われましたが、

二者択一はどの世界にもあったのが 1970年代です。1985年にはいずれも関係ない、2000年代に入って

働く女性が多いほど出生率が高い傾向になった。上の図は OECDのデータをもとに私がつくりましたが年

代を追うごとにこのような二次曲線が描かれます。つまり働く女性の環境サポートが充実することによ

って出生率も上昇する事実が示されたわけです。  

ちなみに日本の都道府県別にはどういう傾向かを調べたものが上図の左下です。 

女性が働いている都市ほど出生率が

高い傾向が出ています。 

女性自身が活躍できるところほど出

生率が高い。ただし自治体の支援だ

けでなく両立支援は家庭内の支援が

大事なのだと思います。次の図をご

覧いただきます 

夫がどれだけを妻を助けるのかと

いうことです。この図で日本の男性

が一番家事をしないということがわ

かります。国際的に比較して家事の

時間の少なさが際立っています。 

これ以上言いますとわが身にもか

かわりますのでやめます。 

家族・子供 

高 

齢

・

遺

族 

高

齢 

者 

少

子

化 
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次に女性が育児をしながら仕事を続けられ

ないため仕事をやめた場合の逸失利益はどの

くらいになるかを下図に示しました。1）のケ

ースは就業を継続して定年まで働いた場合の

総収入は 28,560万円で逸失利益（機会費用）

はゼロということになります。 

2）のケースでは出産・育児で退職後再就職し

たケースの総収入は 20,082 万円で逸失利益

（機会費用）は 8,478万円、 

3）のケースでは出産育児退職その後パート就

労の場合の総収入は 4,767万円で 

逸失利益（機会費用）は 223,793万円という

ことになります。 

左の図は上記の試算を示したものです。上の山は 22歳で働き始め定年まで働いた場合このように賃金が

上昇することを示しています。しかし下の線は出

産育児のため 28歳で退職し、子供が 6歳ぐらいに

なってパートで働き始めた場合の収入です。出産

育児で失う逸失利益は生涯で 24,000 万円にもな

るということです。特に最近の女性の学歴・能力

は高く賃金も高くなっていきますから、逸失利益

はどんどん増えることになります。  

左図は婚外子の割合と出生率の関係をしめした

ものです。婚外子も認めれば出生率が向上するの

ではという意見がありますが、どうもそうではないよ

うです。フランスとかスゥエーディンは同棲婚が多く

婚外子の割合も多い。両国とも婚外子の割合は 5割ぐ

らいです。ドイツ・スペインも最近婚外子が多くなっ

ているのですが図のように出生率は増加していないの

です。ですから日本でも婚外子を認めれば出生率は上

がるという議論があるかもしれませんが間違いだと思

います。日本はドイツとスペインに近いと思われ

ますから、婚外子承認で解決するような問題では

ないと思います。 

私のテーマとして「市町村別の出生率」と様々

な状況がどのように関連するかということを調査

研究しています。おおむねデータ分析がまとまっ

てきましたので近々発表する予定ですが、前図は

日本の 1,893の市町村別の出生率のヒストグラム

です。中央値は 1.47です。これがどのような影響

で決まってくるか？ 
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私の関心は人口密度が高いほど出生率

が低いのではという観点です。右図はアメ

リカ 50州と日本の 47都道府県の人口密度

と出生率の相関を示したものです。国を変

えても人口密度が高いほど出生率が低いこ

とが現れています。 

このことは市町村別でも立証できるの

ではないかというと女性の労働参加率が高

いほど出生率が高いのではないかという発

想で 1,893の市町村を調べました。 

1 つは女性の働いている市町村ほど出生率が高い、

保育所が整備されている、児童福祉率の高いところ、

最後に待機児童の少ないところが出生率が高いと実

証できました。当たり前のことですね。 

市町村の出生率向上についても女性が仕事をし

易い環境を整えていること必要だと明確になりまし

た。左の図は市町村毎にどんな少子化対策をやって

いるかという総務省の 2014 年のアンケート結果で

す。 

最も多いのが①保育サービスの充実、②子育て支援

のメニュー整備、③不妊に対する総合的支援でした。 

最近では保育所整備、拡張することが必要だと認

識されるようになりました。しかしながら保育の充

実も難しい問題があります。保育士さんの確保が難

しくなっています。しかも保育士さんの需要ピーク

が 2019年か 2020年で切迫した問題です。問題はそ

のあとのバランスで有効人材活用の問題が必須です。

さらに介護士さんも同じで、両方ともとても大事な

仕事です。しかし待遇が良くない事実があり、魅力

的な仕事ではない。子供が好きだからという選択理

由もありますが、インセンティブをどのようにする

か、例えば介護士さんの例ですが、仕事を続けてゆ

くうえで自分のライフパスを考えるとき自分がどの

ように成長して行くのかということも仕事上の課題

と言えます。保育士さんも同じだと思われます。若い時はいいのですが将来にわたって自分をどのよう

に成長させて行くのかが大事になってきます。 

 安倍内閣は出生率 1.8を目標にしています。私も少子化問題を 25年以上やってきましたが市町村レベ

ルでは目標があっても国が出生率を目標に掲げるのは初めてのことだと思います。それだけ切羽詰まっ

ているといえます。このままで行くと 50年後に日本の人口は 3分の 1減少します。さらに次の世代では

3 分の 1 減少します。人口の大小は大きな問題ではないと考える方もいらっしゃいます。人口が減れば

大学も入り易くなるし、通勤も楽にある。人口が減れば大学の数も減るわけだし、通勤電車の車両数も

減少します。最後は 1両編成になるかも。さらに人口が減れば地価が安くなると考えがちですが、人口
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減少下では人々は過疎地を離れて密度の高い土地に住むようになります。生活圏の土地は上がることも

考えられます。 

人口が減ることはあまり良い結果にならないと思います。一番困るのは経済成長です。高齢化自身は

悪いことではない。健康寿命が伸び豊かさを享受できることが一番良いのです。豊かさを維持するには

経済成長しかありません。成長に大事なのは人の数だけではありません。何より生産性、技術の進歩で

す。技術は発明だけではありません。小さな日常の工夫・改善も含めてです。下表は OECDのデータから

作成しましたが、生産性と人口の関係、高齢化と技術進歩の関係を示し。生産性と人口での関係では 

＊人口規模は多いほど優れたイノベータを輩出。＊さらに知的交流の機会増加で技術進歩促進＊人口減

少は集団力低下（規模の経済喪失効

果）＊若年労働力減少は（創造性喪

失効果）＊人口減少は生産要素を多

用し様々な技術を生み（労働力節約

促進効果）で生産性上昇する側面も

あります。 

上図の右側は 1985 年～2010 年に

OECD 加盟 20 カ国のパネルデータを

もとに OFCD が測定している生産性

（多要素生産性）高齢化の関係を検

証した結果です。横軸は 65歳以上の

比率、縦軸は技術進歩率で相互の関

連を検証。高齢化の進行は有意に生産性にマイナスの影響があることを示しています。人口の数と生産

性の関係を重要視しています。日本のように教育が行き届いた若い人口の数があるから生産性の優位性

が保たれると思われます。 

 人口減少下で生産性を高めるにはどうするか、一つは優秀な外国人労働力の導入ですが、すでにアジ

アの中で優秀な人材の取り合いが始まっています。留学生の実態はその国で超一流の優秀な学生はシン

ガポール、ヨーロッパ、アメリカに行きます。日本は彼らの選択肢の 2番手、3番手です。 

経済成長の決め手は優秀な人材確保によって技術革新を成し遂げることです。いまはオリンピック等で

人手不足ですが、今後は熟練の労働力を確保することが重要な課題になると思います。日本の若い人も

海外の若い優秀な人材に負けじと切磋琢磨するようになると思います。 

 教育も重要です。画一的でない創造的な教育と外国の若い人材を呼び込むことが生産性の決め手にな

ると思います。今は日本でも始まっていますが、小学生から英語とプログラミングを履修することが世

界的潮流です。教育に関する私の考え

は学生たちに英語力、データ分析力、

世界史の三つを確実に身につけて欲し

いと思っています。この三つがあれば

世界で戦えます。世界史は教養です。

英語ができないと世界でコミュニケー

ションが取れません。データ分析力は

社会人として一人前に通用するために

必要です。 

最後に日本の財政と社会保障の厳

しさを一部紹介します。前頁の図は平

成 29年度の一般会計予算です。歳出の
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4 分の 1 は借金の返済、3 分の 1

を社会保障に支出しています。歳

入の 3分の 1以上は借金で賄って

います。 

一方で上図のように社会保障

給付は急増しています。年金・医

療・介護などが増加しています。

給付の 66.3％を保険料で賄い、残

りは国庫・地方負担になっていま

す。日本は世界で三番目に医療費

負担が多い国になっています。これに対して医療費を削減すればという意見がありますが、これには反

対です。先日オブジーボという年間 3,600万円かかる高額の抗がん剤が保険適用になりました。これに

よって大事な生命が救われるのは良いことです。医療の進歩は妨げるのではなく保険料を増額負担する

べきだと考えます。保険料アップだけでなく消費税や所得税などのアップで負担すべきです。この負担

は若い世代だけでなく引退された高齢者の方々にも負担をお願いすべきだと思います。 

 最後に財政健全化ついて私たちは逃げていてはいけないと思います 2020 年にプライマリーバランス

を黒字化するという国際公約を先延ばしすることが内々で考えられているかもしれません。しかし健全

化のための負担増から為政者・国民が逃げていては問題が解決しません。負担増を是認するべきだと思

います。だいぶ省略が多くなり大変恐縮です。ご清聴ありがとうございました。 

質疑 

Q:女性の労働について農山漁村では自家で働きながら育児することが多いと思いますが。 

A:第一次産業やサービス業で働く女性が多いほど出生率は高いと思います。 

Q:自宅で働くことと育児の両立は可能と思いますがいかがでしょうか？ 

A：大家族で自営などのようなケースのほうがやはり出生率は高いと思います。3世代同居の家族は少な

くなっていますね。またおじいさんおばあさんもあまり育児はしたがらない傾向のようです。 

A:IT関係などが増えてきましたので自宅で仕事というのも仕事と育児両立の面で良いと思います。 

Q:少子化・高齢化社会で経済成長が絶対必要とお話しされましたが、年率何％位の成長が必要ですか。 

 そして人口はどのくらい必要でしょうか。 

A:内閣府の推定では 50年後に 1億人が維持できれば経済成長率は２％程度維持出きるとされています。 

 そのために出生率を上げて 50年後 1億人維持が目標とされています。 

Q:人口増加のアメリカ・フランスは移民を受け入れていますね。英国も移民受け入れの方向性と思いま 

す。日本でも技術者や知的労働者を含めて移民を受け入れるべきだと思いますが、なぜ政府から案が

出ないのでしょうか。 

A:移民受け入れについては全く同意見です。アメリカ・フランスとも移民の出生率も高いですが、両国

とも白人・黒人問わず出生率が高い傾向です。受け入れ人数の目安は 5～600 万人位ぐらいが適当か

なと思います。現在の外国人居住者が約 200万人ですからその倍ぐらいが適当かなと思います。 

Q：グーグルの検索エンジンの開発者はロシアからの移民ですね。そうした例に学んで発想の異なる人と

の交流が技術開発につながると思います。 

A:おっしゃる通りですね。問題は日本に来ていただけるかどうかですね。もう一つ日本人の働き方が彼

らか見るとどうも理解しにくいこともネックになっているようです。新卒の一括採用方式なども理解

し難いようです。日本が変わらないといけないのだと思います。 

Q:少子化と高齢者問題が国の根幹にかかわるのに国も地方も政治が動かないのは選挙がかかわっている

と思います。若い人は選挙に行かず、私たちは社会保障のことなどが気になるので投票に行きますの

でこの問題が進まない。結局トップの人の考え方が変わらないといけないと思います。 
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A:この問題の解決には国がしっかりと青写真を作るべきだと思います。選挙制度の問題もあると思いま

す。シルバー民主主義という言葉もあります。ご指摘の通りだと思います。 

Q:ロボットホテルができました。人間は二人だけですね。労働人口が減るならばロボットに変わりをさ

せれば良いと思いますが。 

A:考え方はそれでよいと思います。それがいつから実現できるかですね。工場ではロボットがたくさん

使われています。ロボットの話になりますと人間と機械の競争の話が出ます。イギリスの研究論文で

はロボットに取って代わられる仕事は先ず、最初にホワイトカラーであり、デザインなどの創造的業

種や肉体的にきつい業種などが後になるという研究結果でした。このような予測では労働業種のミス

マッチが多く生まれると思われます。                          
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