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論文摘要： 

 

本論文所探討的問題關乎到一個國家發展的未來，而且對先進國家而言，是 

無法避而不談的問題。每個國家少子高齡化的情況雖不太一樣，但各國皆關注著

日本的少子高齡化之解決方案。筆者認為如果日本政府找到很好的解決方法的話，

存在著跟日本一樣的問題世界上許多國家一定作為參考日本的方法。比預想的日

本少子高齡化得快，換句話說，日本將面對沒有先例且困難的問題。 

 

  日本政府最近才注意到這個問題是個非常嚴重的問題，第二次安倍內閣裡增

設地方創生大臣的職位。可看出安倍首相把地方再生置為最重要政策的位置，然

後向國民宣告［活化地方是解決問題最大的關鍵］。自民黨元幹事長石破茂議員

被任命創生大臣，由人事安排上可以看出安倍首相當重視少子高齡化的問題，但

目前尚不能採取恰當且有效的措施。鑒於此，少子高齡化不僅在日本，對世界各

國來說，難題是堆積如山。換句話說，如果日本可以將解決少子高齡化之有效方

針向世界建議，日本就可在各國立先驅之功。 

 

   在日本少子高齡化的三大原因是［出生率下降］、［壽命增長］、［少量移民政

策］，日本政府原則上不接收從外國來的移民。在日本 1950 年代的平均出生率是

2.58％，1960 年代平均出生率下降到 2.0％，1970 年代更下降到 1.98％，1960

年以後日本的出生率低於代替率 2.1％。出生率低於代替率的話，無法維持現在

的人口，這意味著人口開始減少。於 2010 年日本的總人口約有 1 億 2,650 萬人，

高齡者人口約有 3,860 萬人，根據日本政府估計於 2050 年日本的總人口約有 1

億 850 萬人，高齡者人口約有 4,500 萬人。 

 

  根據這些事實，為了提高出生率，首先追溯造成少子高齡化之原因，然後探

討有關再生都市的方法及創造，且幼童和高齡者、男性和女性的人口保持平衡之

結構。本研究為分析少子高齡化的主要背景與原因，於第三章第一節研究出生率

低下的原因，該章第二節研究平均壽命增長的背景原因，該章第三節研究日本政

府的移民政策，日本政府對移民採取消極的態度之原因，該第四節研究人口集中

在東京的功與罪。第四章研究社會保障制度，因年金制度與醫療保險制度最近引

起了日本國民的關心，特別是年金制度與醫療保險制度。再者，第六章將探討地

方再生的具體方案對出生率改善之情形。當中特別針對東京一極集中之問題，提

出具體改善方案。 
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  事實上，少子高齡化之課題別說日本，各國目前尚未找到明確的解決方案。

因此，本研究在有限的時間內，完成該項任務可說是不太容易。但為了接近理想

的未來，將全力以赴研究人口減少、少子高齡化的問題。 

 

關鍵字：少子化；少子高齡化；地方再生；合計特殊出生率；移民政策；平均壽

命；東京一極集中；社會保障制度；年金制度；醫療保險制度 
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 論文提要内容：                                    

 

 本論文の命題は現在日本が直面する国家の運命を左右する重要な課題であ

るばかりでなく、主要先進国にとっても避けて通ることの出来ない大きな問題

なので、それぞれの国によって、少子高齢化の内容は幾分異なる点はあるもの

の、日本の取り組みを自国の参考にしようと固唾を呑んで見守っていることと

思う。換言すれば、日本は世界で第一番目にこの問題の解決を迫られている国

で、過去に前例のないとてつもない難問題を突きつけられているわけである。 

 最近、日本政府もこの問題の重要性にようやく気が付いて、第二次安倍内閣

の中に地方創生大臣のポストを設けて、地方再生を内閣の最重要政策の一つと

決めて、少子高齢化問題の解決の鍵の一つが地方活性化にあると国民に宣言し

ている。そして、その証拠に自民党の前幹事長の石波茂をその任に当たらせて、

積極的に動き出したが、未だ有効な対策は何一つ提示出来ていない。この様な

実状から判断しても、このテーマは日本にとっても、また世界の多くの国にと

っても、非常に有益な方向性を提案出来る大きな可能性が残っていますが、そ

れだけ多くの困難を克服しなければならないわけである。 

 日本の大きな少子高齢化の波は出生率の低下、寿命の伸長、そして極端に少

ない移民の受け入れに象徴される。1950 年代には平均出生率は 2.58 であった

が、1960 年代と 1970 年代にはそれぞれ 2.0 と 1.98 まで下がり、人口維持に必

要な代替率 2.1 をその時点で下回った。そして、2010 年の総人口 1 億 2,650 万

人中 3,860 万人が高齢者であったものが、2050 年には総人口 1 億 850 万人中、

高齢者は 4,500 万人になると予想されている。 

 

 上述のような現状を踏まえた上で、出生率の向上を図るために、世界に前例

のない少子高齢化社会に至った過程を遡ってその原因を分析し、かってのよう

に全国津々浦々まで活気溢れる、幼児から高齢者まで、又男性と女性の比率が

バランスの良くとれた地域社会を復活させる対策を模索することに重点を置

くことにした。そして、少子高齢化の主要な背景と要因を分析するために第三

章の第一節では出生率低下の要因、第二節では平均寿命延長の背景と要因、第
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三節では日本が移民受け入れに消極的な理由を、そして第四節では人口の東京

一極集中の功罪を分析した。又第四章では社会保障制度の中で最近国民的議論

を呼んでいる年金制度と医療保険制度の改革についてのみコンパクトに検討

した。更に、第六章の第一節では出生率改善のための切り札である地方再生を

実現するための具体策を提案し、その中でもどうしても欠かすことの出来ない

人口の東京一極集中の解消のために有効と思われる対策を幾つか提案した。 

 

 正直言って、この論文の命題はあまりにも広範囲に亘る難問題であり、日本

政府は言うに及ばず、世界の専門家でさえも明快な解決の糸口さえ未だ示せて

いないのが現状であり、未熟な筆者が短期間で取り組むのは全く容易なことで

はなかったが、日本の未来の理想像に一歩でも近付くために全力を尽くした。 

 

キーワード：少子化；高齢化；少子高齢化；高齢化社会；高齢社会，超高齢社

会；団塊の世代；合計特殊出生率；生産年齢人口；人口の東京一極集中；地方

再生；社会保障制度；技術革新 
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Abstract:  

                                                                   

The theme of this thesis is on the extremely important problems which confront  

Japan at present and are likely to influence greatly the destiny of the nation. And on  

the other hand, some leading developed countries cannot overlook or stay  

indifferent to the same problems, because they are aware that they are also destined  

to be distressed by the problems, namely “Social aging and Population decline” next  

to Japan, though the contents of their problems are in some respects different from  

those of Japan. Therefore, many countries are watching how Japan will solve the  

difficulties. In other words, Japan is the first country that is being urged to solve the  

unprecedented difficult problems. 

  Recently, the Japanese government realized at last the importance of this problem, 

and in the second Abe Cabinet they prepared a post for the local creation minister. In 

addition, the government decided that the resurrection of local communities should 

be one of the cabinet’s most important policies, and that making the local 

communities come to life again is the very key to the “social aging and population 

decline” problem. In order to prove this, the government appointed Ishiba Sigeru, 

the former secretary-general of the Liberal Democratic Party, as the minister in 

charge, and have shown a positive attitude toward this policy. But it is to be regretted 

that the minister has not yet taken any effective countermeasures against this 

problem. 

  Judging from such situations, the writer believes this theme has great possibilities 

not only for Japan but also for many countries in the world to show some right 

directions of the effective solutions for this problem, but needless to say, the 

countries concerned must conquer so many difficulties. 

  The big waves of the social aging and population decline problem in Japan mainly 

arises from a marked decline in birthrates, extension of life span, and extremely strict 

admission of immigrants. In 1950’s the average birthrate was 2.58, and in 1960’s and 

in 1970’s the birthrate went down to 2.0 and 1.98 respectively, with the result that 
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the birthrates fell short of the minimum birthrate 2.1 which is essential to maintain 

the present population level. 

  And in 2010, out of the total population of 126,500,000, the number of the aged 

(of 60 years and over) amounted to 38,600,000, and furthermore it is expected that 

in 2050 out of the 108,500,000 population, the aged will amount to 45,000,000. 

  Taking the various present situations mentioned above into consideration, in order 

to raise the birthrate the writer made up his mind to analyze the processes and the 

causes of social aging and to put emphasis on searching for some effective 

countermeasures by which to recover the well-balanced local communities where 

everyone is lively everywhere, both the balance between the young and the old and 

the balance between males and females are ideally maintained. 

  And furthermore, so as to analyze the chief backgrounds and causes of social aging, 

in the first paragraph of the third chapter, the causes of the marked decline in 

birthrate principally examined, in the second paragraph the backgrounds of the 

prolongation of average life span, in the third paragraph the reasons why Japan has 

been negative toward admission of immigrants, and in the fourth the merits and 

demerits of “Concentration of the population in Tokyo only” were analyzed. 

  And also in the fourth chapter, out of many social security system problems, the 

writer took up only the reforms of annuity plans and medical insurance systems 

concisely, about which recently hot discussions are heard here and there among the 

Japanese people. 

  Moreover, in the first paragraph of the sixth chapter, some concrete measures 

were suggested in order to realize the recovery of local communities, which is looked 

upon as one of the most effective methods for improving birthrates. 

  Especially, there the writer showed some epoch-making methods to dissolve the 

“Concentration of people in Tokyo only” problem. 

   To tell the truth, the theme of this thesis refers to too far and wide fields, and 

without mentioning the Japanese government, even the world-famous experts have 

not yet shown any decisive clues to these difficult problems, much less can do the 

inexpert writer in such a short time. Anyway, the writer has done his best to 

approach the very ideal Japan of the future. 

 

Key words: low birth rate; population ageing; renewal of local community; total 

fertility rate; immigration policy; prolongation of life span; concentration of people in 

Tokyo; social security system; annuity plan; medical insurance system 
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第一章  序論 

 

人口減少は一国の存亡に関わる大問題であり、それは国家自体の存立を危うくする

ばかりでなく国内のあらゆる分野に計り知れない深刻な影響を齎すことは避けられ

ず、この問題の解決なくして国家の存続と繁栄は考えられない。特に全世界で最速の

スピードで少子高齢化が進行中であり、世界中を見渡しても他国に解決の模範例を求

めることの出来ない日本にとっては独自で改善方法を模索せざるをえない。この論文

では、先行研究の検証に加えて各種の研究資料や統計に基づいて総合的に判断し、日

本の進むべき理想の方向性を描き、各国それぞれ事情は異なるが、同じ様な少子高齢

化による＜人口減少＞問題を抱える国々にとっても参考に成り得るような解決法を

提示出来るよう最善を尽くした。 

 

 

第一節 研究動機 

 

三重県熊野市飛鳥町は三重県の最南端に位置する人口が僅か 1,267 人の山村で、そ

の面積の約 88％以上森林に覆われている熊野市に属し、海抜約 270 メートルの山間部

にあり、国道 42 号線が松阪市から南下して北隣の尾鷲市を経由して、市の中心地で

ある木本町と南隣の県である和歌山県に至る中間地点に在り、更に国道 169 号線が木

本町から飛鳥町を経由して、西隣の奈良県に至る山間地帯の交通の要所に位置してい

る。しかし、三重県の県庁が所在する津市からは車で片道約 2 時間半を要する遠距離

にある。しかし、この地域では空き家が増えていて、子供や青年は言うに及ばず、老

人の数もめっきり少なくなってきているようである。それ故、近いうちに完全にゴー

ストタウン化するのではないかと久しく危惧していたが、この日本でも有数の辺鄙な

地方に独特な現象なんだろうと、高（たか）を括っていた。 

 ところが、日本で最も歴史のある雑誌『中央公論』2013 年 12 月号、『壊死する地方都

市』と題する特集は、少子高齢化の波が日本の隅々まで急ピッチで押し寄せていると

いう事実を明らかにしたうえで、今直ぐ適切な対策を講じなければ、日本の未来は大

変な事になると警告を発した1。更に、2015 年 2 月 4 日付けの日本の新聞各社の報道

によると、文部科学省は 59 年ぶりに公立小中学校の統廃合に関する基準の見直しを

行い、日本の少子化の現象を裏付けるようになった2。これまでは公立小中学校の学

級数は一校当たり、12～18 が相応しいとされていたが、この基準は 1956 年に作られ

たものであり、当時全国の公立小中学校の児童数は 1,253 万人であったが、2014 年現

                                                     
1増田寛也・藻谷浩介・小山隆夫他『特集 壊死する地方都市』（東京：中央公論、2013 年 12 月）、

17～69 頁。 
2 例えば、「小中学校の統廃合基準、少子化で 59 年ぶり見直し」、『読売新聞』、2015 年 2 月 4 日、

http://www.yomiuri.co.jp/kodomo/newspaper/weekly/20150124-OYT8T50018.html 
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在約 648 万人にまで減少している。しかし、この事実を踏まえても、只経済的理由や

学校運営上の合理化の為に統廃合して、帳尻を合わせればよいというものではない。 

 新しい基準によれば、通学時間は 1 時間以内程度と定めているが、前述の筆者の出

身地では、以前 3 校あった小学校が 1 校に統合されていて、幼い小学生が数キロ以上

離れた車以外は歩行者の姿が殆ど見られない山道を、スクールバスがあるとはいえ、

通学しなければならなくなっている。事実、日本にはこの様な山間部や離島等統廃合

することが極めて困難な市町村が多く存在しているのである。 

米海軍大学校アジア太平洋研究担当教授であるトシ・ヨシハラは長年、学者や政策

決定者は日本を急速に高齢化する社会の典型的なケースとして取り上げてきている

が、その研究の多くは日本の高齢化がその経済と社会に与える影響に焦点を当ててい

て、日本の少子高齢化が国家安全保障と防衛力に与える影響への視点を欠いていると

指摘している。3それを受けて筆者は日本の人口動態の変化の安全保障への影響に関

して次の三つの疑問を提起している。 

一、日本の基盤的防衛に少子高齢化が如何なる影響を与えるか？ 

二、少子高齢化が日本の世界に於ける戦略的地位に如何なる影響を与えるか？ 

三、アジア地域と世界の安全保障環境における広域的戦略面にどのような影響

を及ぼすか？ 

毎年防衛省が発行する防衛白書によれば、少子高齢化が隊員募集に悪影響を及ぼし

得ることや、自衛隊隊員の定員数を下方修正せざるを得なくなる可能性が高いことを

明確に指摘している。事実、国連の世界人口予想（World Population Prospects）4によ

れば、日本の 15 歳から 24 歳までの男性の数は 1995 年の 950 万人から 2005年には 720

万人にまで減っている。一方、防衛省は隊員募集できる男性の数が 2018 年頃には 550

万人ないし 600万人にまで減少すると予想している。このような趨勢から判断すると、

日本は 20 年後には、自衛隊の隊員所要数を満たすことすら困難になっている可能性

大である。 

もし一で懸念されているような結果が現実になれば、自衛隊の人員不足は日本のア

ジア地域や世界における秩序維持の役割を果たす戦略的選択肢を徐々に失うことを

意味する。しかし、冷戦後、日本は一貫して自衛隊隊員数 24 万人を維持しており、

これは全人口の 0.18%に相当する。従って 2020 年の日本の人口が 1 億 2,300 万人に減

少したとしても、総人口に対して 0.18%を保てば、23 万 1,000 人程度の隊員を確保出

来ることになり、大きな問題を生じることはない。しかし、最近安倍晋三内閣が盛ん

に提唱している｢積極的平和主義｣5の名のもとに、国際的軍事活動に積極的に参加し

                                                     
3 スーザン・ヨシハラ、ダグラス A. シルバ、ゴートン G. チャン『人口から読み解く国家の興亡』(東

京：ビジネス社、2013 年)、36-53 頁、104-134 頁。 
4 UN, World Population Prospects: The 2010 Revision に掲載されている 230 カ国の中の内の順位。 
5積極的平和主義：同盟国である米国を始めとする関係国と連携しながら、地域及び国際社会の平和と

安定にこれまで以上に積極的に寄与することが日本自身の国家安全保障の強化に繋がると安倍政権が

主張する主義。この｢積極的平和主義｣を推進するため、安倍政権は歴代内閣の方針と異なり、憲法違

反との意見もある｢集団的自衛権｣の行使を認める閣議決定をした上、国会において与党の絶対的多数

を利して強行採決を行い、国民的議論を呼んでいる。 
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て、作戦範囲を拡大することになれば、現状規模の自衛隊員数では、賄うことが不可

能になることは火を見るよりも明らかである。  

 実際、日本の自衛官に対する一般的な日本国民の見方は、他国民の軍隊に対する見

方と大きく異なり、警察官や消防士と同様、各種国家公務員や地方公務員等の就職口

の一種として頭の中で捉えており、55 歳の定年(一般公務員の定年は 60 歳)で退職す

るまで勤め上げて、退職金を貰えることを当然とする発想法である。しかし、このよ

うに定年まで勤め上げる事が、自衛隊員の年齢構成において、大きな問題を齎してい

る。即ち、他国の軍隊と比較して、隊員の高齢化が顕著になってきていることである。

具体的に言うと、現在の自衛隊は、士官 5 万人、下士官 14 万人、兵士 4 万人という

アンバランスな構成になっている。そして、隊員の平均年齢は 1990 年には 31.8 歳で

あったが、 2011 年には 35.6 歳となっていて、欧米の軍隊の平均年齢 30 歳位と比べ

てかなり高く、年齢構成の見直しが求められている。 

  この年齢構成のアンバランスは、軍隊として兵力の劣化を意味するだけでなく、国

家公務員として勤務年数が長くなればなるほど給料、退職金などの人件費が膨らみ、

その分肝腎な軍事力を維持するための軍用機、艦艇等の装備を整えるための経費の削

減が余儀なくされることになる。その上、予算面で、自衛隊は過去何十年もの間、GDP

の 1%枠という非公式な上限を課せられてきたが、少子高齢化のために例外なく増え

続ける年金、医療費等の支出を含めた人件費が膨張する中で、防衛予算への影響は避

けられない。トシ・ヨシハラが指摘しているように、日本の防衛計画では、兵員の代

替となるような技術的解決策、言い換えれば所謂ロボット技術の軍事応用が立案され

ている。2009 年 12 月に自衛隊は日本初の高速無人機（UAV）の試験飛行に成功し、

国境警備やシーレーン監視から災害支援まで人間にとって危険な作業に積極的に応

用しようとしている。しかし、ロボット技術や無人機などハイテク技術を活用して任

務遂行に支障がなくても、それを操縦するのは人間であるので、やはり、トシ・ヨシ

ワラが指摘するように、人口減少が日本の安全保障と国際的な安全保障環境に与える

危険性を見落としてはならない。 

  以上の二例から考えても、少子高齢化の齎す諸問題は待った無しで解決策が求め

られており、筆者はこの問題に取り組む決意を新たにしたのである。 

 

 

第二節 研究目的 

 

一、 日本政府へ警鐘を鳴らす 

 

日本は少子化と高齢化の点で世界のトップランナーであり、人口減少傾向が最も顕

著に見られる日本自身ばかりでなく世界のその他の国々にもどの様な影響を及ぼす

のか、そして又その様な人口減少現象に対して日本が取りうる各種の対策とその効果
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を、後を追う欧州、中国、ロシア、韓国、台湾やその他の東南アジアの国々が自国の

参考にしようと、注目して見守っている。そして国連中心主義をとり、米国と経済及

び軍事同盟関係を推進する日本の政治的地位が国際社会に於いて、人口減少現象の中

でも、その高い信頼性と地位を保っていけるか否かを全世界が注目している。それ故、

多くの学者や専門家の意見や提案を参考にして、日本の取るべき最善策を描き、今ま

で如何なる積極的な対策も講じようとしてこなかった日本政府への警鐘としたい。 

 

二、 日本国民の啓蒙（問題意識の共有） 

 

 日本が現在直面している国家存亡の危機、即ち急激な少子化と高齢化による人口減

少の現象を一部の有識者以外、大部分の日本人が正しく理解していないし、全く他人

事の様に理解しようと努力していないことが正に大問題である。特にこの重大な問題

が国家にとって死活の問題であるいう意識を持つ政治家が極めて少ない事自体が正

に大問題なのである。 

そのことについて、増田寛也(2013)は、前出の『中央公論』特集に収録した論文の中

で、「人口減少という日本の近未来の危機を如何に防ぐか」という問題について、以

下のように結論づけている6。 

 

残念ながら、その答えを出すのに我々に与えられた時間的余裕は少なく，解答の選択肢も

限られている。まず、人口減少に対する危機感がまだ一部の有識者にとどまっている状況を

正していく必要がある。人口減少が社会経済の各方面に与える影響を国家規模で調査分析し、

その深刻な状況を全国民が共有しなければならない。その上で、各界の有為な人材を糾合し、

国家戦略を立案し、早急に実施に移すのである。このため、国に、こうした基本構想を描く

ための『中央司令塔』に当たる組織を置く。そして、その基本構想を踏まえて具体的なプラ

ンを作成し、実施するために、広域ブロック単位で『地方司令塔』となる組織を置くことが

重要である。国家存立に関わる重大事態も、日本国民が真剣に立ち向かうならば、決して超

えられない課題ではない。 

 

 筆者の意見でも、誰よりも先ず政治家、特に現政府が歴代内閣の過去長年にわたっ

て取り続けた殆ど効果のなかった少子化防止対策を猛省し、より有効な人口増加策を

立案し、全国民に日本国の力強い復活の未来図を示し、直ちにその実現に取り掛かる

べきである。何故ならば、日本にはもう既にゆったり構えている時間の余裕が無いか

らである。 

 さて、2014 年 9 月に、遅蒔きながら、専門家達の声を無視出来ず安倍晉三首相が第

二次安倍内閣の重要課題の一つとして『地方再生』を最大の目標に掲げて、自らの内

閣の中に地方創生大臣のポストを設けて、超大物政治家の一人である前自民党幹事長

の石破茂をその任に当たらせることになったが、その政策の具体的中身はまだ不明で

                                                     
6増田寛也・藻谷浩介・小山隆夫他、前掲、31 頁。 
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あり、今後を注目し続ける必要がある。上述の通り、安倍内閣はやっと重い腰を上げ

たけれども、日本の少子高齢化の最大の要因である地方人口の減少を齎した農業政策

を長年に亘って推進し続けてきたのはまさに安倍晋三の属する自民党にほかならな

い。 

 それはさておき、日本政府は勿論日本国民全員が、日本国を消滅に導く可能性大の

大変危険な現象が現在も進行中であることをしっかり認識しなければならない。そし

てその現象の最大の要因の一つが正しく『人口の東京一極集中』なのである。実際、

大都市への人口集中現象はヨーロッパや東南アジア諸国に於いても見られるけれど

も、『人口の東京一極集中』は日本に特有な要素を持つ現象であり、政府が強引と思

える程の対策で挑まなければ、到底解決不能な大問題である。本論文において、この

問題の幾つかの解決法を筆者の試案として呈示した。 

  

三、 日本の取るべき国家戦略の模索 

 

 先ず最初に日本の人口減少の実態と問題点を徹底的に分析検討することにした。そ

して、今後日本ではどの様に一層人口減少が進むのかを統計資料等を参考にしながら、

出来るだけ正確に推測し将来像をしっかり把握できるよう努力した。 

 国連統計によれば、日本は世界の高齢化の進行、出生数の減少、人口の減少のいず

れの分野においてもトップに位置している。若者の数に対する高齢者の数の比率の増

大は世界の最先端にあり、その高齢化の速度は今後更に加速すると予想されている。

そして、日本の急速な高齢化の主な原因は出生率の低下、寿命の増大そして極端に少

ない移民の受け入れに由来していると言われている。 

 又日本の国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」（2013 年

3 月推計）によると、2010 年に 1 億 2,800 万人の人口が、このままいけば、2060 年に

1 億人を切り、100 年後の 2110 年には 5,000 万人を下回るという驚くべき推計が出さ

れている。 

 事ここに至っては，今迄に取られた様な小規模の対策や安易な小手先だけの対策で

はどうしようもない段階にまで達しており、全国民と日本政府が一丸となって、木目

細やかで、しかも大規模な対策を本格的にかなり長期間（例えば、最低 30 年或いは

50 年以上）継続することが絶対欠かせないことである。 

 過去を振り返って見ると、日本では政権が短期間で交替することがあまりにも多い

けれど、今後は政権を如何なる政党が掌握するかに関係なく、全国民の合意の下で 100

年に亘る国家戦略を速やかに確立する事が求められる。その国家戦略なるものをどの

様に立案し、それを如何に具体的に実行していくべきかについて検討する時，憚りな

がら本論文の建議が幾らかでも参考になれば幸いである。 

 

 

 

 



6 
 

第三節 研究範囲と方法 

 

多くの研究書や専門書は本論文のテーマである『日本の人口減少問題』をしばしば

一国即ち日本一カ国だけの内政問題としての視点から論じている。 

 実際、現状の国際社会では殆ど全ての問題が国家を単位として判断されたり、処理

されたり、比較検討されたりしている。例えば、各国の GDP の増減が常に時の話題

に登り、各国間の輸出入のアンバランスが批判の対象になったりする。しかし、全て

の国家は国際情勢とは無関係に、又何の影響も受けずに自国だけの独自の道を歩むこ

とは、現在の国際情勢の下ではほとんど不可能に近い。特に経済分野においては、こ

のような傾向が顕著化していて、グローバル化と呼ばれる潮流に逆らうことはほとん

ど不可能である。 

そこで、この現象に対処するために、世界の多くの地域において、（1）欧州連合（EU、

28 カ国）、（2）東南アジア諸国連合（ASEAN）10 カ国の自由貿易協定（AFTA）7、（3）

アメリカ、カナダ、メキシコ 3 カ国による NAFTA
8、（4）南米南部共同市場（MERCOSUR、

メルコスール）9、（5）豪州とニュージランド経済関係緊密化協定（ANZCERTA）10等

のような地域経済統合や協力圏が加速度的に誕生している。しかし、この様なグロー

バリゼーションの潮流に乗れば世界各国が抱える国内問題が全て解決出来るかと言

えば、言うまでもなく、その答えはノーである。言い換えれば、グローバリゼーショ

ンは各分野で進行中ではあるけれども。現段階では各国の個々の国内問題の解決に大

きく貢献できるまでには至っていない。 

日本は少子高齢化による人口減少問題で苦しんでいるけれども、幸い経済活動を通

じて広く世界中の国々や地域と繋がっており、人口減少問題の理想的な解決策を探る

時、勿論日本国内のあらゆる問題を徹底的に分析検討する必要がある事は言うまでも

ないが、グローバリゼーションの要素を加えて探求しなければ、完璧で理想的な解決

策には辿り着けない。それにもう一つ日本にとって大変なのは、この人口減少問題、

特に少子高齢化現象は日本以外の主要先進国にも深刻な影響を与えようとしている

が、その速度は日本が最速であり，その他の分野の問題のように、参考となる前例が

皆無であることがその解決を一層困難にしていることである。 

この様な状況下で、以下の一で示す論文の研究範囲としては、（一）で少子化対策

の最重要課題の中心テーマに地方再生を据えて、その具体的解決策を探求し、（二）

では高齢化の進行に伴い増大する財政負担問題を分析し、その解決策を探ることとし

た。そして、以下の二で示す研究方法としては、下記の分析法を用いて、一で示す諸

問題の原因と問題点を炙り出してその解決策を探ることを試みた。 

 

                                                     
7 ASEAN Free Trade Area。 
8 North American Free Trade Agreement。 
9 （スペイン語）Mercado Comun de Sur,(ポルトガル語)Mercado Comum do Sur  関税同盟。 
10 Australia-New Zealand Closer Economic Relation Agreement。 
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一、 研究範囲の概略 

 

(一)、少子化対策（主として出生率を上げるための対策） 

 

地方再生………………  ①農山漁村人口の回復 

②人口の東京一極集中の解消 

             ③大学制度改革 

             ④技術革新の推進 

             ⑤品種改良 

 

(二)、高齢化対策（主として財政負担削減） 

 

1、制度改革…………   ①年金制度改革 

②医療保険制度改革 

③国会及び地方議会改革 

2、技術開発…………   ①業務用ロボットの開発 

           ②産業用機械設備等の開発 

 

 

二、 研究方法 

 

(一)、文献分析法 

 

論文の作成に際して採用する文献分析法（Document Analysis )は特定の研究目的又

は課題に応じて、そのテーマ（人口減少問題）に関連する情報、調査報告、統計資料、

人口動態等の文献資料を蒐集することによってあらゆる角度から、正確にこの研究命

題を掌握するための有効な方法である。蒐集内容は可能な限り豊富で、広範囲にわた

ることが求められ、分析を経過した後帰納的に統一整理して、人口減少を招く『少子

高齢化』の淵源、原因、背景、影響及び意義等を再分析することとする。 

 

(二)、比較分析法 

 

比較分析法（Method of Comparative Analysis）は別名＜対比分析法＞ とも呼ばれ、

客観的事物に比較検討を加えて、その本質と自然規律を見極めることによって、正確

な評価を下す分析法である。この分析法は相互に関連する指数を比較対比することで、

数値に基づいて研究対象の規模の大小、レベルの高低、速度の速さ、ならびに各種の

関係が調和がとれているか否かを明示して説明するものである。比較分析を行なう際

には、適切な対比基準を設定することがキーポイントであり、適切な基準が設定でき
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てはじめて客観的評価を下すことが出来るが、もし不適切な対比基準を選択してしま

えば、おそらく誤った結論を下してしまうことになる。それ故、本論文の内容分析に

は細心の注意を払わねばならない。 

 

(三)、分析枠組み 

 

日本の少子高齢化が招く人口減少問題を分析するため、蒐集したデーターを上述の

分析法で分析し、少子高齢化が日本社会に齎す問題点を特定し、真近に迫っている超

高齢社会の到来に備えるための社会政策を精査検討し、日本の理想的未来像を描く。

従って、図 1₋1 で示すように、色を付けた四角の枠の中の四項目が最も重要な研究行

為であり、更に『日本の人口減少』現象を世界主要国の人口動態との関連の中で考察

する。 

 

図 1-1：分析枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：筆者による作成

データー収集 

比較分析法 

による分析 

日本の人口 

減少事例 

世界主要国の 

人口動態事例 

少子高齢化の課題 

各種の社会政策 

不可避性 

（制約） 
解決・改善指向 

事例の比較分析による理想化 
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第二章 先行研究の検証 

 

  本論文を展開していく上で、理論的根拠となる主要な先行研究を取り上げ、本章で

確認紹介する。そして、第一節の一と二では、日本の人口減少の最大の要因である少

子高齢化とは何かの定義を行い、更に第二節では、少子化の原因を理論的に分析する

伊達雄高と清水谷論の共同論文を紹介する11。また、第三節では、日本の人口問題を

検証する際に、常に最大の問題を提議する『人口の東京一極集中』を齎す要因を分析

する『集積の経済理論』をいくつか紹介する。実際、若年層の大都市への転出は彼等

が生まれ育った地域の合計特殊出生率12の低下を招くだけでなく、移転先の都市（こ

の場合は東京圏）の出生率さえも押し下げる要素を多く含んでいる。何故ならば、都

市部は地方と比べて確保出来る居住空間が格段に狭く、多くの子供を儲けることが難

しい上に、育児や教育により多くの経費がかかるからである。それ故、ここで紹介す

る企業側から捉えると大きなメリットである『集積の経済理論』と『人口の一極集中』

が国家全体に齎す大きなデメリットである『合計特殊出生率の低下』の間の整合性を

如何に保つべきかが本論文の主要なテーマの一つである。 

  

第一節 少子高齢化に関する定義と理論 

 

一、 少子化の定義 

 

少子化を論ずる時には、『合計特殊出生率』というフレーズを使わないと、正確な

説明が困難になる。合計特殊出生率とは一人の女性が（15 歳から 49 歳までの再生産

年齢）の間に何人の子供を産むかを統計的に推計した数字である。例えば、2014 年に

おける合計特殊出生率を推計する際には、2014 年に 15 歳の女性が産んだ子供の数を

15 歳の女性人口で割り 15 歳の女性の出生率を求め、次に 16 歳の女性が産んだ子供の

数を 16 歳の女性人口で割り 16 歳の女性の出産率を求める計算を順次 49 歳まで各年

齢ごとに行い、15 歳から 49 歳までの女性の出生率を合計した値が 2014 年の合計特殊

出生率となる。そして、2014 年に 15 歳になった女性が、同年における再生産年齢の

女性と同じ確率で子供を産むとすれば、生涯（49 歳まで）の間に何人の子供を産むか

という推計値であり、少子化とは、この数値が『人口置換水準』13
2.08 を下回って人

口が減少することを指す。 

 

                                                     
11 伊達雄高、清水谷論「日本の出生率低下の要因分析：実証研究サーベイと政策的含意の検証」、内

閣府経済社会総合研究所 ESRI Discussion Paper Series No.94 、2004 年 4 月、
http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis094/e_dis094.html 
12 合計特殊出生率（Total Fertility Rate ）とは、女性一人当たりの生涯産む子供数の指標を指す。 
13 人口置換水準（Replacement Ratio）とは、人口水準を保つことの出来る水準を指す。 
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二、 高齢化の定義 

 

総務省 2004 年 10 月 1 日現在の推計によれば、終戦直後 400 万人以下で、総人口の

5％未満に過ぎなかった 65 歳以上の高齢者は 2004 年には 2,490 万人となり、総人口の

19.5％を占めるようになった。そして、国立社会保障・人口問題研究所の 2002 年の推

計によれば、平均寿命の上昇により、2015 年には 3,270 万人、2020 年には 3,450 万人

と増加するが、その後 2020 年から 2030 年にかけて、3,400 万人から 3,500 万人の水準

で頭打ちになると予測されている。 

 

図 2-1：日本の将来推計人口 

出所：国立社会保障・人口問題研究所｢日本の将来推計人口」（2012 年 1 月推計）。 

 

 

しかし、ここで注目すべきは、高橋伸彰が指摘している二種類の高齢化という概念

である。一つには長寿化により高齢者の数が年々増えていく絶対的高齢化であり、も

う一つは総人口に占める高齢者比率の上昇による高齢化、即ち相対的高齢化である14。 

そして、国立社会保障・人口問題研究所の 2002 年の推計によれば、総人口に占め

る高齢者比率は 2030 年に 29.6％に達し、さらに 2050 年には 35.7％まで上昇する見込

みである15。つまり、絶対的高齢化が頭を打っても、少子化に歯止めがかからないか

ぎり、相対的な高齢化が続き、年金等の社会保障制度などにより深刻な打撃を与える

可能性が大きいのは、絶対的高齢化よりもむしろ相対的高齢化なのである。 

                                                     
14 高橋伸彰『少子高齢化の死角』（東京：ミネルヴア書房、2006 年）、17～18 頁。 
15  高橋伸彰『少子高齢化の死角』（東京：ミネルヴア書房、2006 年）、18 頁。 
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第二節 人口経済学における出生率決定理論 

  

本論文は日本の実証研究を主目的としているため、下記の人口経済学における出生率

決定理論を詳細に検討することは別の機会に譲ることにして、ここでは伊達雄高、清

水谷論（2004 年）から最小限の紹介に留めた。16
 

 

一、 質、量モデル（Quality-Quantity Model） 

 

  出産に関する意思決定に標準的なミクロ経済理論を応用した先駆的な研究の一つ

として挙げられるのが Becker Gary である。彼の理論は、所謂質量モデルとして知ら

れている。17
 

 Becker によると、出産する子供の数と子供一人当たりのシャドープライスは家計に

とって内生的に決定されるため、両者はトレードオフ（家計内生産）の関係にある。

先進国において広く見られる出産率の低下は、子供の『量』（子供の数）に対する需

要の所得弾力性が子供の『質』に対する需要の弾力性を下回ることによって説明でき

る。つまり、所得が高くなると、親は子供の数を増やすことよりも、一人の子供によ

り高い教育を受けさせることなどを通じて、子供の『質』をたかめようとする。 

 

二、 世代間所得移転と出生行動に関する理論 

 

出産行動に関する理論は、しばしば世代間所得移転と関連付けてきた Becker と

Barroあるいは BarroとBeckerによるものである18。親の子供に対する利他心（altruism）

を組み入れた『世代間モデル』では、親の効用水準は、出産する子供数と子供の消費

水準に依存するという仮説である。つまり、親の効用関係の中に子孫の効用関数が含

まれており、親は自分の子孫の効用を最大化させるように所得移転や出産行動を決定

する。 

 

三、 人的資本理論（Human Capital Theory） 

 

  Becker と Murphy と Tamura は、人的資本についての収益が社会全体で増加してい

る場合、親は子供一人当たりの人的資本により多く投資するようになり、出生率が低

                                                     
16 前掲、伊達雄高、清水谷論。 
17 Becker, Gary S.(1960)  “An Economic Analysis of Fertility,” Demographic and Economic Change in 

Developed Countries, a Conference of the Universities, National Bureau Committee for Economic Research. 

Princeton , N.J.,Princeton University Press. 
18 Becker, Gary S., Barro, Robert J. (1988)  “A reformulation of the Economic Theory of Fertility,” The 

Quarterly Journal of Economics. www.nber.org/papers/w1793 
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くなると主張する。具体的な例を挙げれば、大学を卒業することが卒業しない場合に

比べて、将来の所得を大きく変化させるならば、子供の数を少なくしょうとするとい

う説である19。 

 

四、 相対所得仮説 

 

経済が低成長の場合出産率が低下するという現象を理論づけようと試みたのが著

名な Easterlin の相対所得仮説である。子供の世代が、親世代以上の生活水準を維持し

ようとする心理に着目している20。つまり、出産、育児の機会費用（shadow price）が

大きく、子供を多く出産することによって自身の親世代以上の生活水準が維持できな

いと判断すれば、子供の数を減らそうとする。逆に、経済が成長している場合には、

親世代の生活水準を維持することが容易であるため、出産の抑制要因が小さくなると

仮定している。 

 

五、 結婚の意志決定に関する理論 

 

Becker(1973)は、結婚することによる利益がその損失を上回る時のみ個人 

は結婚を決断すると仮説を立てて以下に述べる三つのタイプの結婚の利益を想定し

ている21。 

 

  第一の利益：夫婦分業によるメリット。つまり、互いにより得意な分野に 

        特化することで、家計全体としての生産活動が効率化される。 

  第二の利益：２人で一緒に生活することによりスケールメリットが働き、 

        生活コストが軽減される。 

 

  第三の利益：子供や性的満足のような結婚することによって得られる特殊 

        な利点。 

 

 

第三節 大都市集積の経済理論 

 

 都市集積の経済は、歴史的にはマーシャル(1890)の外部経済にまで遡る。そこでは、

                                                     
19 Becker, Gary S., Murphy Kevin M. and Tamura Robert F. (1990)  “Human Capital, Fertility and Economic 

Growth,”  Journal of Political Economy 98, no. S5 (1990): 12 
20 Easterlin,, R. A. (1969, 1973)  “The Easterlin Hypothesis,” 
21 Becker, Gary S. (1973)  “A Theory of Marriage,” University of Chicago and National Bureau of Economic 

Research.  www.nber.org/chapters/c2970.pdf 
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地域経済にとってより重要な生産面における集積の経済は通常、『地域特化の経済性』

（localization economics）と『都市化の経済性』（urbanization economics）の二つに分け

て論じられている。地域特化の経済性は特定の地域に同じ種類の産業に属する多くの

企業が互いに近接して立地することから得られる経済的利益のことで、その主な理由

として、次の三つの要素が考えられる22。 

第一、 投入要素の（共有化 Input Sharing）：原材料の調達を共同で行なうことによ

る投入費用の削減や共通費を共有することで施設や機械を共同で購入し

利用することが可能。 

第二、 共通の労働市場(Labor Market Pooling)：同じ種類の労働力を共有化でき投

入費用や探索費用の削減可能。 

第三、 知識・技術の漏出（Knowledge Spillovers）：近接していることで他社の技

術を対価なく利用可能。 

要するに、都市化の経済性とは、ある特定の都市地域に業績の異なる多くの企業が

集中することによって得られる経済的利益である。その主な理由として、１）専門化、

特化、分業 (Outsourcing and Specialization) ２）労働市場の多様性 (Labor Market 

Variety) ３）消費市場の大きさ (Large Market Potential)等が考えられる。 

たとえば、人口の多い大都会では、労働市場の規模が大きく多種多様な職種がある

ので、たとえ失業したとしても、再雇用先を見つけるのが容易である。企業側にして

も、労働力を確保しやすいという利点がある上，港湾や空港等大規模な社会資本の建

設を可能にするような需要も十分確保される。23
 

又、様々な分野の産業が限られた空間に集積しているために、多様な技術、知識、

情報、アイデアを持つ人々の交流が縦横に行なわれる。 

  それに、人口の多い大都市では各種の文化施設や娯楽施設等が建設され、市民の精

神面を癒し、活力を増大させ、またそのことが地方から多くの労働者を引き付ける大

きな要素にもなっている。そして又多くの企業が集中して立地することによって、企

業間の製品やサービスの取引費用が削減できる。 

 事実、製造業の本社の多くは、工場のすぐそばに立地せずに、大都市の中心部に立

地している。自社工場との連絡よりも、銀行や商社等他業種との取引に要する費用の

方が大きい比重を占めているからである。更に、日本のような中央集権国家では、殆

どの行政の意思決定機関(中央官庁、中央政府等)が首都東京に集中しているので、企

業が東京に本社を置くことが許認可をスムーズに得るための必然なのである。 

この様な集積の経済は、かりに地理的条件などの生産環境に差がなかったとしても、

労働や資本の生産性の地域間格差を発生させ、一部地域への集中を引き起こすことに

なる。

                                                     
22 イギリスの経済学者 Alfred Marshall は関数に対する価格決定に取り組んだ最初の経済学者であり、

近代経済学者は価格のシフトと需給曲線のシフトの間の関係の解明を彼の理論に負っている。Alfred 

Marshall, Principles of Economics. An Introductory Volume. 8th ed.(London: Macmillan, 1920)。 
23黒田達郎、田淵隆俊、中村良平『都市と地域の経済学』（東京：有斐閣、有斐閣ブックス、2013）を

參照。 
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第三章 少子高齢化を齎した背景と要因分析 

 

第一節 出生率の低下の要因 

 

 日本の人口減少の最大の要因は、間違いなく『少子化』と呼ばれる人口置換水準か

らの出生率の低下である。人口置換水準（Net Reproduction Rate：NRR）とは人口が増

加も減少もしない水準のことであり、合計特殊出生率（Total Fertility Rate: TFR 一人

の女性が一生涯で産む子供の数）が 2.07 の状態を指す。つまり、この女性一人当たり

の出生率が約 2.1 の水準を長期に亘って下回ると人口減少が生じることになる。 

 

図 3-1：出生数および合計特殊出生率の推移 

 

出所：厚生労働省人口動態統計月報年計（2012 年）。 

 

  上の図から読み取れることは、戦後日本の出生率は上昇することなく一貫して下が

り続けているという事実である。そして、1947 年に 4.54 であった合計特殊出生率（TFR）

が 1947～57 年には 2.07 まで、そして 1970 年代半ば以降は 1.91 と大幅に置換水準を

割り続け、90 年代前半には約 1.5，そして 2000 年代になると約 1.3 という超低水準に

突入している。24
 

 また、この過去 30 年以上続いている少子化現象は日本の総人口に対する高齢人口

の割合を大幅に増大させる要素にもなっている。それでは、何が原因でこの様な出生

率の低下を招いたのかを次に検証することにする。 

 

                                                     
24国立社会保障・人口問題研究所『人口統計資料集 2008』（東京：同研究所、2008 年）、50-51 頁。 
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一、 未婚率の上昇 

 

日本のようにほとんど（98%）が結婚している男女の間で子供を出産する社会では

15歳~49歳までの出産可能な女性の有配偶率の変化が戦後の急激な合計特殊出生率の

低下に間違いなく大きな影響を与えている。この様な傾向は上に掲げた表 3-1 と図 3-1

を見れば明らかである。つまり、1960 年代以降 1974 年頃までは 1966 年の『丙午』の

合計特殊出生率が一時的に 1.58 へと極端に低下している以外は、おおむね合計特殊出

生率は 2.0 を少し上回る水準を維持している。これは当時の社会が皆婚社会であり、

表 3-1 の 1960 年と 1965 年の欄の 30 歳から 50 歳までの未婚率を見ても男女共におよ

そ 5%であり、95%前後の男女が結婚していたことを示しており、これが最大の要因

であることが読み取れる。 

 ところが、1975 年頃から合計特殊出生率で 2.0 以下のきわめて低い水準が持続的に

見られるようになったのは、主として 20 歳から 30 歳までの女性の未婚率の急激な上

昇によって引き起こされた可能性が大きいことが表 3-1 から読み取れる。又、この表

から若い男女の未婚率が上昇した結果、50 歳時の未婚率も上昇し、生涯未婚率を押し

上げている。そして 1950 年に男女ともわずか 1.5%であった 50 歳時の未婚率が 2005

年には女性 7.3%男性は実に 16.0%まで上昇している。そしてその様な現実が少子化の

大きな原因であるばかりでなく、未婚者の老後に必要となる年金、医療、介護等に要

する費用が日本の社会保障制度に重大な影響を及ぼし始めている。 

 さらに、働く女性の未婚割合について総務省統計局の「就業構造基本調査」（2007

年）を見てみると、学歴、年齢階級別の女性有業者の未婚率は各年齢階級において、

高校，旧制中学卒業者より大学、大学院卒業者の方が高くなっており、25～29 歳にお

いては大学、大学院卒業者 82.4%，高校，旧制中学卒業者 60.9%と高学歴になるほど

差が大きくなっている。また、30～34 歳の大学、大学院卒業者の 51.5%が未婚者であ

り、出生率を下げる大きな要因になっていることは明白である。25
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
25 「平成 19年就業構造基本調査 結果の概要」、総務省統計局、
http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2007/gaiyou.htm 
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表 3-1：我が国における男女別・年齢別未婚者割合の推移：1950～2005 年 

（単位：％） 

年齢 

年 

15-19

歳 

20-24

歳 

25-29

歳 

30-34

歳 

35-39

歳 

40-44

歳 

45-49

歳 
50 歳 

SMAM

（歳） 

女 

1950 96.6 55.3 15.2 5.7 3.0 2.0 1.5 1.4 23.6 

1955 98.3 66.5 20.6 7.9 3.9 2.3 1.7 1.5 24.7 

1960 98.6 68.3 21.6 9.4 5.5 3.2 2.1 1.9 25.0 

1965 98.5 68.1 18.2 9.1 6.8 4.7 3.0 2.5 24.8 

1970 97.8 71.6 18.1 7.2 5.8 5.3 4.0 3.3 24.7 

1975 98.6 69.2 20.9 7.7 5.3 5.0 4.9 4.3 24.5 

1980 99.0 77.7 24.0 9.1 5.5 4.4 4.4 4.5 25.1 

1985 98.9 81.4 30.6 10.4 6.6 4.9 4.3 4.3 25.8 

1990 98.2 85.0 40.2 13.9 7.5 5.8 4.6 4.3 26.9 

1995 98.9 86.4 48.0 19.7 10.0 6.7 5.6 5.1 27.6 

2000 99.1 87.9 54.0 26.6 13.8 8.6 6.3 5.8 28.6 

2005 99.1 88.7 59.0 32.0 18.4 12.1 8.2 7.3 29.4 

男 

1950 99.5 82.9 34.5 8.0 3.2 1.9 1.5 1.5 26.2 

1955 99.9 90.2 40.7 9.2 3.0 1.7 1.2 1.2 27.0 

1960 99.8 91.6 46.1 9.9 3.6 2.0 1.4 1.3 27.4 

1965 99.6 90.3 45.7 11.1 4.2 2.4 1.7 1.5 27.4 

1970 99.3 90.0 46.5 11.7 4.7 2.8 1.9 1.7 27.5 

1975 99.5 88.0 48.3 14.3 6.1 3.7 2.5 2.1 27.7 

1980 99.6 91.5 55.1 21.5 8.5 4.7 3.1 2.6 28.7 

1985 99.4 92.1 60.4 28.1 14.2 7.4 4.7 3.9 29.6 

1990 98.5 92.2 64.4 32.6 19.0 11.7 6.7 5.6 30.4 

1995 99.2 92.6 66.9 37.3 22.6 16.4 11.7 8.9 30.6 

2000 99.5 92.9 69.3 42.9 25.7 18.4 14.6 12.6 30.8 

2005 99.6 93.4 71.4 47.1 30.0 22.0 17.1 16.0 31.1 

注：SMAM(Singulate Mean Age at Marriage)は、人口静態統計（国勢調査）の年齢別未婚者割合か

ら算出された平均初婚年齢である。国立社会保障・人口問題研究所『人口統計資料集 2008』を

参照 

出所：津谷典子・樋口美雄編『人口減少と日本経済』（東京：日本経済新聞出版社、2009 年）、11

頁。  

 

 

 



17 
 

図 3-2：学歴、年齢階級別女性有業者の未婚割合 

 

出所：総務省統計局「就業構造基本調査」（平成 19 年）を基に筆者作成。 

 

二、晩婚化の蔓延 

 

 次に合計特殊出生率の低下を招いている大きな要因として女性の晩婚化傾向が挙

げられる。そして、前述したように、女性の高学歴化が晩婚化に拍車をかけている大

きな一因であることは間違いない。そのことは、下記の国立社会保障・人口問題研究

所「第 13 回出生動向基本調査」(2005 年)の学歴別平均初婚年齢を見れば明らかであ

り、近年男女共平均初婚年齢が次第に高くなっていて、特に注目すべきなのは、学歴

が高くなるに従って、結婚年齢も高くなっている事実、いわゆる晩婚化が進んでいる

事実である。 

表 3-2 学歴別の平均初婚年齢 

夫婦・結婚年次 総数 中学校 高校 専修学校 短大/高専 大学以上 

夫 

1992～1997 年 28.43 25.66 27.73 27.61 28.62 29.80 

1997～2002 年 28.47 26.07 27.93 27.87 29.20 29.51 

2002～2005 年 29.45 26.37 29.25 28.78 28.76 30.25 

妻 

1992～1997 年 26.07 22.90 25.51 26.20 26.72 27.36 

1997～2002 年 26.81 22.37 26.28 26.92 27.48 27.70 

2002～2005 年 27.63 24.88 27.28 27.54 28.02 28.23 

注：1992 年～97 年、1997 年～02 年は、それぞれ第 11 回調査（1997 年 6 月）、第 12 回調査（2002

年 6 月）の調査時点より過去 5 年間に結婚した夫婦について、また 1992 年～95 年は第 13 回調

査（2005 年 6 月）の調査時点より過去 3 年間に結婚した夫婦についての比較。ただし、結婚の

過程が不詳の夫婦を除く。総数には最終学歴が『その他・不詳」を含む。 

出所：国立社会保障・人口問題研究所「第 13 回出生動向基本調査」

（http://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou13_s/doukou13_s.asp）を基に筆者作成。 
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三、既婚無子割合の増大 

 

 少子化を誘因する大きな要素として、女性の未婚率の上昇と晩婚化の蔓延の二つを

挙げたが、ここで、注意を払うべきもう一つの大きな要素は、三つ目の既婚無子割合

の増大である。一つ目と二つ目の発想法では、結婚をすれば当然子供が生まれるもの

という前提が暗黙の中に働いている。何故ならば、過去の日本の一般社会では、子供

は結婚後の夫婦間で儲けるものだというのが伝統的な考え方だったからである。 

しかし、下記の図 3-3 から読み取れるように、生涯結婚をしない女性が子供を産ま

ないのは当然としても、結婚しても子供を儲けない女性の割合（既婚無子割合）が徐々

に増大して、既婚無子と生涯未婚の女性の合計が女性総数に占めるパーセンテージは、

1990 年代生まれの女性で見ると 38.1%に達し、これに既婚で子供を１人だけ産む女性

の割合 18.0%を足すと、実に女性全体の 56.1%という驚くべき割合を示すことになる。

この現実を見れば、人口置換水準である合計特殊出生率（2.1）を達成することが如何

に困難であるかは火を見るよりも明らかである。 

 

図 3-3：日本女性の生涯未婚率及び完結出生子供数分布の世代別推移 

 

注：1950 年、1955 年生まれのグラフは実績値、それ以降のグラフは将来推計を表す 

出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口－平成 18 年 2 月推計の解説及び参考

推計」を基に筆者作成。 

 

  勿論、少子化を招いている要因は上で述べた三つに限られているわけではないが、

この三つが最も大きな要素であることを否定する人は誰もいない筈である。 
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 そこで、少子化を招いている主要な三つの要素、即ち 

① 未婚率は何故増大するのか？ 

② 晩婚化は何故進行するのか？ 

③ 既婚女性は何故子供を産まなくなるのか？ 

について、その原因と背景をもう少し詳しく考察すると、まず上記の三つの問題を引

き起こしている大きな要因として次の三つの傾向が浮かび上がってくる。勿論、それ

ら三つの要因が①~③の問題にはっきりと個々に関係したり、単独でその原因となっ

たりするよりは、相互に複雑に絡み合って影響している場合が多く、その影響の範囲

と程度を明確に特定することは容易ではないが、津谷典子らの研究で取り上げられた

三つの要因と三つの問題との因果関係を次のように分析する26。 

 

第一、 女性の高学歴化 

  日本女性の高学歴化の実態を掌握するために下に掲げた表 3-3 及び図 3-4 と図 3-5

を見てみよう。まず注目されるのは 1970 年頃から女性の短大及び大学への進学率が

上昇し始め、四年制への進学率は 80 年代後半から急速に上昇し始めていることがわ

かる。そして、ついに 2000 年には 20～24 歳の女性の 60%近くが高学歴化したことが

わかる。そして、この出産適齢期の女性の大学進学率の上昇は、未婚や晩婚化を招く

大きな要素となり、更に結婚した場合でも、初婚年齢を押し上げることによって、そ

の分女性の出産可能な期間を縮小してしまうことは明らかである。 

 

表 3-3 女性の年齢階級別高等教育在学・卒業者割合：1960 年～2000 年（単位：％） 

年 20～24 歳 25～29 歳 30～34 歳 

1960 年 6.0 4.4 3.5 

1970 年 17.0 10.0 6.9 

1980 年 40.0 25.9 17.4 

1990 年 47.1 42.7 39.5 

2000 年 58.3 50.5 44.3 

注：高等教育とは短大・高専・大学・大学院を指す。 

出所：総務省統計局「国勢調査報告」を基に筆者作成。 

 

 

 

 

                                                     
26 津谷典子・樋口美雄編『人口減少と日本経済』、前掲、30 頁。 
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図 3-4 女性の大学進学率推移 

出所：内閣府男女共同参画局（平成 25 年） 

 

図 3-5 年齢別に見た日本人女性の平均出生率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：厚生労働省人口動態統計月報年計の概況（2011 年）。 

 

第二、 女性の雇用増大と労働力化 

 進学率が高まれば、その能力を活かして、活躍したいと望む女性が増えるのは当然

のことであり、社会進出する女性が増えれば増えるほど、女性の婚期が遅くなること

は避けられず、又仕事に集中するために結婚を諦める女性が増えるのは当然の理であ

り、又結婚後も仕事を続ける場合は、家事や育児の負担が大きくなるので、本来希望

する理想の数の子供を儲けることを諦めざるを得なくなり、このことが出生率低下の

大きな要因になっていると見るのが、世間一般の考え方であり、ある程度その理屈は
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認めざるを得ないが、女性の社会進出、つまり雇用機会の拡大がイコール出生率の低

下に繋がるという論法はあまりにも短絡的で、高学歴を持つ女性に限らず一般の女性

も含めて、女性の雇用が増大し、社会進出すれば、（1）何故女性の未婚率を押し上げ

（2）何故晩婚化を招き（3）何故既婚女性の無子化又は少子化を引き起こすのか、そ

の真の原因について次に迫ることにする。 

 2014 年 12 月 14 日の総選挙で自民党が三分の二以上の絶対多数を獲得して、公明党

と共に万全な与党勢力の形成に成功した。そして、少子高齢化の進行を抑える為に地

方再生を謳う一方、女性の社会的地位の向上を計ることを公約に掲げて、女性閣僚の

割合を増やし、日本経済団体連合会27等企業の経営者達にも女性の経営陣への参加を

促進し、課長、部長、重役等の女性管理職の比率をアップするよう強く求めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     
27
一般社団法人 日本経済団体連合会（Japan Business Federation）日本の東証第一部上場企業を中心に

構成される団体。日本商工会議所、経済同友会と並ぶ「経済三団体」の一つである 
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表 3-4 女性活躍支援に関する施策の比較 

項目 日本 スウェーデン フランス 

女性の活動状況 女性の就業率 68.5%（2011 年） 83.1%（2011 年） 76.2%（2011 年） 

女性の管理職比率 11.2%（2013 年） 31.2%（2010 年） 38.7%（2010 年） 

男女平等ランキング 105 位（2013 年） 4 位（2013 年） 45 位（2013 年） 

税制 所得税課税方式 個人単位 個人単位 世帯単位 

（n 分 n 乗） 

結婚に

よる税

額の変

化 

片働き 減額 

（配偶者控除、配

偶者特別控除） 

変化無 減額 

共働き 変化無 変化無 減額 

支援策 育児休業 ・子が 1 歳になる

まで（両親で取得

の場合は子が 1

歳 2 ヶ月までそ

れぞれ 1 年取得

可能） 

・父親が産後 8 週

間以内に育児休

業を取得した場

合、再度の取得が

可能 

子が 8 歳になる

まで産前休業

10 日を含み母

親 240 日、父親

240 日計 480 日

（但し各 240 日

のうち 180 日は

お互いに譲渡可

能） 

・子が 3 歳になる

まで両親の一方

が取得（当初 1 年

は完全休業、2 回

更新可能。更新の

最、完全休業か最

低 16 時間のパー

トタイムを選択） 

・父親休暇（産後

4 ヶ月以内に連続

11 日）あり 

育児休業手当 ●育児休業給付金 

育児休業機関中

給与の 50%支給 

●両親手当 

480 日の育児休

業中 390 日間は

給与の 80%支

給。残り 90 日間

は約 2、700 円／

日を支給 

●乳幼児受入れ手

当－基本手当（所

得制限有） 

3 歳未満の子の養

育費約 25、480 円

／月を支給 

出所：内閣府、外務省等の資料を基に COCN が作成（2014 年）。 

 

 しかし、このような自民党の女性の社会進出を計る政策さえも少子化防止の観点か

らは大きな矛盾を孕んでいることを指摘しなければならない。何故ならば、現在の日

本では、女性が社会進出して、男性と同等な社会的地位を得ようとすれば、結婚をし

て、出産、育児に時間を割くことなど出来ない厳しい現実があるからである。それ故、

安倍晋三が経営者に強く要請しているように、女性の社会的地位を向上させ、その労

働力を多く活用すればする程少子化のスピードが加速するという、大きな矛盾に直面

するからである。しかし、ここで注目しなくてならないのは、この様な矛盾した現象
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は日本独特のものと言ってもよいということである。というのは、女性の社会進出が

日本より遥かに多い先進国の中には日本より出生率が高い国が多いからである。 も

っと厳密に言えば、それらの国々では、女性の社会進出を後押しする現実的な対策が

多く実施されているからだ。女性活躍の先進国の女性の活躍状況と日本を比較するた

めに、産業競争力懇談会（COCN）は 2014 年 3 月 3 日上掲の表 3-4 の内容について、

概略次のようにコメントしている。 

 

図 3-6 年齢階級別女性の労働力率の推移 

 

注：『労働力率』とは、15 歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合。 

出所：総務省「労働力調査（基本集計）」より内閣府男女共同参画局作成。 

 

女性の活躍推進国のモデルケースとして、女性の意思決定過程への参画の割合が高

く、産業構造が日本と類似しているスウエーデンと子育て環境充実の一貫として女性

の社会進出支援に注力して成果を上げてきたフランスを取り上げ調査した。スウエー

デンは第二次大戦後に高度成長期を迎えたが、民間に男性の労働力がさかれていたた

め公的部門に女性の労働力が必要とされ、女性が男性と同等に働きやすい制度・支援

を充実させた背景がある。さらに両親手当などの育児と仕事の両立支援策等により、

女性の活躍が推進された。またフランスでは、多子家庭への手当支給や、急激な少子

化への対策として家庭給付制度を整備したことに始まり、女性の仕事と家庭の両立支

援が拡充されたことにより、子育てしやすく女性が社会進出しやすい社会を形成して

きた。更に所得税にも特徴がある。日本は個人単位での課税であり、片働きでの減税

措置（配偶者控除、配偶者特別控除）がある。スウエーデンは同じく個人単位での課

税であるが、結婚後の共働き・片働きの違いによる減額はない。一方フランスは世帯

単位での課税であり、n 分 n 乗方式28と呼ばれる、子供も含めた世帯人数を用いて税

                                                     
28 n 分 n 乗はフランスで導入されている所得税の課税方式。世帯を構成する家族全員の収入を合算し、

合計額を世帯の人数（N）で割る。その金額から、所得税率が適用されない一定の控除を差し引き、そ

 



24 
 

額を計算する仕組みで、子供の数が多い世帯ほど減額になるという仕組みがあり、子

供を増やしやすくなっている。 

日本では、1985 年 7 月 1 日に雇用の分野における男女の均等な機会及び雇用の確保

等に関する法律いわゆる『男女雇用機会均等法』が成立し、1997 年に全面改正され、

更に 2007 年再改正され妊娠や出産を理由とする退職強要や職種、配置転換などの女

性に対する不利益な扱いを禁止するなど女性の雇用を促進する法律が施行されてき

たが、十分な成果が上がっているとは言いがたいのが実状である。 

 つまり、女性の社会進出が少子化の原因なのではなく、出産、育児等の支援をして、

女性が社会に於いて男性と対等な地位や給料が得られるような体制や制度が政府や

企業において積極的に取り入れていないことが少子化を招く原因の底流にあるのだ。 

 その一つの証拠として、上記の図表 3-6 を見れば、結婚や育児を理由に退職する女

性の割合が大きいため 20代後半から 30代にかけての女性の労働力は減少する傾向に

あり、その減少率が大きいほど M 字型の凹み29が深くなることがよくわかる。 

 我が国の加速する少子化を緩和するためには、雇用環境、特に子供を持っている女

性が出産後も安定して働き続けられる雇用政策、例えば児童手当制度や出産、育児休

暇制度を大幅に改善するなど、官民挙げて取り組む必要がある。特に、民間企業の多

くは女性の安定雇用に消極的で法に則る政策に非協力的であり、定年まで結婚後も仕

事を継続したい女性は、教員を含む公務員の職種を望む傾向が強くなっている。政府

による民間企業に対する強力な指導が必要なことは明らかである。 

 

第三、 大都市在住の女性の増加 

また、津谷典子らが指摘しているように、男女共に、15 歳までの生育地が主に都市

部である者は、村落部で生まれ育った者に比べて初婚確率が有意に低く、またその都

市の人口規模が大きいほど初婚確率が低く、近年その速度は緩やかになってきている

とはいえ、我が国の大都市圏への人口集中傾向は今後も続くと予測されており、日本

人女性の未婚化と晩婚化が今後更に一層進むことを示唆している30。そして、この傾

向は国立社会保障・人口問題研究所の｢人口統計資料集二○○八｣の 166 ページにも明

記されているが31、この問題は第一章第三節の『人口の東京一極集中』の項で詳しく

論じることする。 

 さて、ここまで少子化を齎す要因と背景について分析してきましたが、次に日本

人の高齢化の原因と背景について検討することとする。 

 

                                                                                                                                                                   
の残額に税率を適用したうえで、再び家族の人数分(N)をかけて、世帯の税額を決める方法。 
29｢M字型の凹｣についての 2006 年 7 月 13 日付け日経新聞の解説：女性の労働力率（有業者と失業者の

合計が人口に占める比率）が出産、育児期に一時的に落ち込む現象。学卒の 20 代前半でいったん上昇

し、30 代で低下し,40 代で再び上向くため、グラフ上で各年代層の数字をつなげると「M」に見える。

出産、育児を機に仕事を辞め、育児が終わってから再び仕事に就く女性が多いことを示す。 
30 津谷典子・樋口美雄編『人口減少と日本経済』、前掲、20 頁。 
31 ｢人口統計資料集 2008 年版｣、国立社会保障・人口問題研究所、166 頁、
http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Popular/Popular2008.asp?chap=0 
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表 3-5 初婚タイミングの比例ハザード分析による説明変数の推計値のリスク比（Relative 

Risk）：1935～79 年生まれ（2004 年調査時点で 25～69 歳）の回答者男女 

説明変数 女 男 

出生コホート   

1935～39 年＊ 1.00 1.00 

1940～44 年 1.04 1.06 

1945～49 年 1.00 0.96 

1950～54 年 0.97 0.73** 

1955～59 年 0.79** 0.71** 

1960～64 年 0.81** 0.71** 

1965～69 年 0.68** 0.58** 

1970～74 年 0.57** 0.60** 

1975～79 年 0.43** 0.46** 

15 歳までの主な生育地 

農村・漁村・山村＊ 

地方小都市 

大都市圏 

 

1.00 

0.91* 

0.76** 

 

1.00 

0.87** 

0.82** 

学歴 

中学以下 

高校＊ 

各種専門学校 

短大・高専 

大学・大学院 

 

1.26** 

1.00 

0.80** 

0.84** 

0.65** 

 

1.08 

1.00 

0.96 

0.98 

0.90* 

Log likelihood 

LR chi-square(d.f.) 

Prob.>chi-square 

(Number of cases) 

-26984.3 

487.65(13) 

0.000 

(4.013) 

-20534.0 

128.08(13) 

0.000 

(2.911) 

注：１、**は 1％で有意、*は 5％で有意。 

２、リスク比とは推計された係数（coefficient）の指数値である。 

３、＊はレファレンス・カテゴリー。 

出所：津谷典子・樋口美雄編「人口減少と日本経済」、前掲、29 頁。 

 

 

第二節 平均寿命の延長の背景と要因 

 

一、食糧事情 
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敗戦時に軍人、民間人計 660 万人以上の海外に居住していた日本人が終戦直後から

1940 年末までに引き揚げて来たことに加えて、東京、大阪、名古屋、広島等大部分の

大都市が戦禍で破壊しつくされていたので、多くの人々が田舎に疎開して来て、現代

と比べて耕作面積も狭く、農作物の収穫率も低い状態のもと、日本の食糧事情は最悪

の状態となり、農民でない農村の人々でも，米のご飯をほとんど口に出来ない状態が

日本全国一律に続いた。 

 実際、このような状態は、自身で体験したことのない人に口で説明しても、到底正

しく理解してもらえるものではない。実際筆者の体験を少し付け加えれば、その当時、

農村の知り合いの農民に闇米を高値で回してくれるよう頼んでも、全く聞き入れて貰

えなかった。代金として高級な衣類等高価な物品を引き換えに要求されたのである。

筆者の母等は嫁入り時に持参した物品は全て無くなっていた。そのお蔭で筆者達その

子供は時々米のご飯を口にすることができたが、近所の巡査駐在所の子供達（筆者の

小学校の同級生）は全く米を食べることが出来なかった。何故ならば、父親が闇米の

売買を取り締まる立場にあったからだ。彼等の家庭の主食は当時の占領軍より支給さ

れた、巨大な古代の硬貨の形をした米国では家畜の飼料とし使われていたトウモロコ

シを固めたものであった。実際、当時の公務員特に警察官は法律遵守の範を垂れるた

め、最悪の栄養環境に置かれていた。 

 この様な飢餓状態を脱するため、日本各地で、開墾の可能な場所は山の斜面であろ

うが河川敷であろうが、農耕地に変えられたのである。それでも、農耕地を確保出来

ない人々は柿の葉っぱや薩摩芋の茎や葉っぱは言うに及ばず、山野に生息していて、

口に出来る物は全て食べたのである。この様な食料事情の下では，充分に栄養価のあ

る物を摂れる筈はなく、平均寿命の延長等無縁の世界だったのである。 

 しかし、その後、農耕地の開発に加えて、驚異的な農業技術の進歩と政府の食糧政

策のバックアップもあって、米の減反政策を実施せざるを得ないほど、日本の食糧事

情が改善し、それに伴って、栄養面で日本人の長寿化に大きく貢献している。 

 

二、医療事情 

 

日本には国民皆医療保険制度があり、医療水準が高く先進医療システムを完備した

医療機関が全国至る所に配備されていて、新生児から高齢者まで、各種の健康検診が

実施され、病気の早期発見と早期治療が可能になっている。特に小児医療が全国津々

浦々まで徹底されているので、乳幼児の死亡率が非常に低く、世界保健機関（WHO）

の世界保健統計(2010 年)に於ける乳児死亡率(1 歳未満)の国別順位を見ても、WHO 加

盟 193 カ国中日本は 178 位であり、乳児 1,000 人中 3 人が亡くなっている。又 1 位の

アフガニスタンは 1,000 人中 165 人が亡くなっており、最下位で 193 位のサンマリノ

は 1,000 人中 1 人だけ亡くなっている32。 

                                                     
32 「平均寿命ランキング・国別順位 - 世界保健機関（WHO）世界保健統計（2010 年）」、ＭＥＭＯ

ＲＶＡ、2010年 5月 12日、http://memorva.jp/ranking/unfpa/who_2010_life_expectancy.php 
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 そして、筆者の中学時代の同級生 99 名中 7 名が高校に進学した記憶があるが、こ

れは終戦直後（1950 年）当時の日本の地方での普通の高校進学率であった。しかし、

その後上昇を続け、1974 年には 90%を超えた。そして、短大、各種学校、４年制大

学への進学率が上昇し、教育水準が高くなるにつれて、健康に関する日本人の知識が

豊富になり、特に家庭衛生面での意識が高まり、各家庭での、水道、トイレ、浴室、

台所の設備が充実し、病気の予防に貢献している。中でも、特筆すべきは、日本の水

道水は除菌されていて、全国津々浦々で、そのまま飲料水として利用されていて、こ

の様な国は他には見当たらない。加えて、現在世界中で日本食ブームを巻き起こして

いるが、日本の伝統的な食文化が、日本人の長寿に大いに貢献していることを見逃す

わけにはいかない。特に、日本食は米食が中心で、豆腐、納豆、味噌汁等大豆を発酵

させて製造される食品は、最高の健康食品として、広く世界で認知されている。その

外、日本は周囲を海に囲まれている関係で、魚介類の摂取量が､脂肪の多い肉類の摂

取量より多い事も長寿の一因と考えられる。 

以上日本人の高齢化の直接的原因について検討してきたが、日本で進行中の高齢化

の背景について考える時、高橋伸彰が指摘しているように33、二つの異なった視点か

らこの問題を分析しなければならない。その一つは高齢者の実数が年々増加する，所

謂『絶対的高齢化』であり、その原因は主として長寿化、すなわち平均寿命の延長に

ある。そして、もう一方の高齢化は総人口に占める高齢者比率の上昇であり、絶対的

高齢化に対して『相対的高齢化』と言えるものである。この相対的高齢化は高齢者人

口の増加が止まっても進展する可能性がある。何故ならば、少子化の拡大により、日

本の総人口が減少すれば、高齢者の人数が増加しなくても、総人口の中に占める比率

が高くなるからである。そして、この比率が高くなればなるほど日本社会に様々な難

問を齎す。年金、医療、介護等の社会保障制度の改革と見直しが必至になってきてい

るが、この問題は第四章超高齢社会への対応：社会保障制度改革の第一節と第二節で、

年金制度と医療保険制度についてのみ、簡潔に分析することにする。 

 

 

第三節 移民受け入れの制限 

 

  1980 年代日本経済が順調に成長し続けるとともに労働力が不足し始めた。特に中小

の製造業や建設業、農林漁業等での現場労働者（blue collar workers）の不足が深刻化

し、これに対応するため日本政府は様々な対策を講じざるを得なくなった。そして、

1990 年には出入国管理法と難民認定法を改正し、日系ブラジル人や日系ペルー人等が

日本で就労することを可能にした。又中国残留孤児やフイリピンの日系家族等の帰国

を積極的に促進した。特に中国残留孤児については 1981 年から 1997 年まで通算 30

回にわたって訪日調査を実施し、終戦時生き別れになった肉親探しを行い、孤児達を

                                                     
33 高橋伸彰『少子高齢化の死角』（東京：ミネルヴア書房、2006 年）、17～18 頁。 
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日本人として迎え入れるため努力した。 

 しかし、『失われた 20 年』34という言葉でよく表現される、主としてデフレによる

日本の経済不況が始まり、1994 年をピークに GDP デフレーターと消費者物価指数が

下落に転じ、2010 年まで 16 年連続して、現在尚完全に脱出が出来ていない状態であ

る。更に 2008 年 9 月 15 日のアメリカの投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻が引き

起こした世界的金融危機、所謂『リーマンショック』35が追い討ちをかけて、日本の

多くの企業の業績が悪化し、労働力の過剰を招いた。その結果、真っ先に首切りに遭

ったのは、外国からの出稼ぎの人々であった。 

しかし、現在は少子高齢化が急ピッチで進み激減する労働人口を穴埋めする為に、

安倍内閣は毎年 20 万人の移民を受け入れようとしている。そして、経済財政諮問会

議を設けて、その専門調査会でどの程度の人数をどのような形で受け入れるか等の具

体的政策の実施プランを練っている。そして、1995 年の生産年齢人口（15~64 歳）の

ピークの状態を回復し、合計特殊出生率を 2.07 に上昇させるためには、2030 年まで

に約 1,800 万人もの外国人を受け入れる必要があるという経済産業省の試算を引用し

ており、今後更に大規模な移民の受け入れの可能性を示唆している。 

 そこで、ここでもう一度終戦後の女性一人当たりの合計特殊出生率（TFR）の急激

な減少の過程を振り返って見ると、1947 年には 4.54 あったが、1957 年には 2.07 まで

低下し、ついに 1975 年には 1.91 となり TFR を大きく下回り、その後もこの低下現象

は止まず、2000 年代に入って約 1.3 の低水準にまで落ちている。ここで注目すべきは

安倍内閣の採ろうとしている移民受け入れ拡大政策と従来日本政府が目指して来た

方針との整合性である。 

 現在まで、歴代日本政府は外国人労働者は日系外国人以外は高度な人材に制限して

おり、単純労働者の流入を極力避ける政策を採ってきた。それ故、日本国籍を与え永

住を許可せねばならない移民の受け入れを厳しく制限してきた。何故ならば、移民を

労働力と見做す場合、大部分は高度な人材として期待出来ないからである。 

 しかし、安倍内閣は通称『アベノミクス』と言う経済戦略を掲げ、日本の長期に亘

るデフレを克服し、経済の復活を図る為に所謂『三本の矢』36の中の一本の矢である

『成長戦略』において生産年齢人口（15 歳~64 歳）減少を補うために女性や高齢者の

活用を促進する一方で、移民受け入れも拡大しようとしているのである。この国策の

大転換とも言える政策転換には、自民党の経済政策に絶えず大きな影響を与えている

経団連の意向が強く反映されている。 

 経団連の目線は常に人件費削減を図るための有効な経済政策の導入にあり、自民党

                                                     
34 「失われた 20 年」とは、日本の GDP デフレーターと消費者物価指数は 1994 年をピークに下落に転

じ,2010 年まで 16 年連続で続いた日本の経済不況時代を指す。 
35 「リーマンショック」とは、2008 年 9 月 15 日、アメリカの投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻

したことに端を発して、続発的国際金融危機が発生した事象。日本の株価は 9 月 12 日の 12214 円から

10 月 28 日には 6000 円へと下落。 
36 安倍政権の「デフレからの脱却」と「富の拡大」を目指す経済政策の 3 本の柱をアベノミクスの三

本の矢と呼んでいる。それは「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成

長戦略」を指すものである。 
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に絶えず圧力をかけている。その一例を挙げれば、1975 年 7 月 5 日に成立した『労働

者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律』

（略称：労働者派遣法）37と 2012 年 10 月 1 日より施行されている同改正法は、今迄

で労働者にとっては最も劣悪な法律であったが、今回の移民受け入れを大幅に拡大す

る安倍内閣の政策転換は、それらとは比べものにならないほどのインパクトを日本国

と日本国民に与える可能性があり，大袈裟な言い方をすれば、国家存亡にも結びつき

かねない要素を含んでいる。それ故、国会で十分討論することは言うに及ばず、日本

国民に考える時間を充分与えて、日本全体としてのコンセンサスを確立することが非

常に重要である。 

 そこでまず、安倍内閣が歴代内閣の掟を破ってまでも経団連等財界の強い意向に沿

って、大胆に移民政策を変更し、大量の外国人を日本人として受け入れようとしてい

るのは何故なのかを理解するためにその背景を知る必要がある。つまり、この移民受

け入れ枠の拡大政策の動機は裏返せば、日本の人口減少、特に少子化問題を裏付ける

ものである。 

何故ならば、最近安倍内閣がやっと本格的に取り組み始めた少子化対策が徐々に効

果を齎したとしても、その対策が効を奏して新しく生まれてくる子供達が所謂『労働

生産人口』の年齢に達するまでは、最低でも 15~20 年の歳月を要するわけで、今後 20

年間の日本の新規労働者の数に彼等を加えることは不可能である。何故ならば、現在

既に 0~20 歳までの年齢に達している人口を増やす方法が無いからである。                        

それ故、どうしても日本国内で常に一定の『労働生産人口』を確保しなければなら

ない経済界にとっては、移民受け入れ制限緩和以外に確実で即効的な手立ては考えら

れないからである。 

しかし、ここで一般の日本国民は、(1)日本政府や経団連の主張する、人口 1 億人を

維持し、一定の労働力を確保するために、出生率が回復するまで、毎年 20 万人の移

民を受け入れ続けるのか、それとも、(2)たとえ今後生産年齢人口の減少により日本の

経済力、特に消費力が低下したり、社会保障の負担が大きくなるなどしても、外国か

らの移民制限を従来通り維持し続けるか、それとも、(3)それらの折衷案等別の対策案

を考え出すかを決断しなければならない。 

上記の三案について、その是非を判断する時、移民を大量に受け入れて来た米国や

欧州諸国を参考にすべきであり、移民大国の米国はさておき、EU 諸国を参考例とし

て、移民受け入れの功罪を学ぶべきである。 

積極的に移民を受け入れる(1)案の長所について考えると、当然人口が増加し、労働

生産人口が増加するので、労働コスト(賃金)を低下させ、物価上昇を抑制し、国内消

費を増やして、その結果国の税収を増加させる効果がある。従って、凡そ経済成長を

促進することが期待できる。要するに、移民の拡大政策は、少子高齢化によって、人

                                                     
37労働者派遣法：（1975 年 7 月 5 日法律 88 号）『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の就業条件の整備に関する法律』から『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等

に関する法律』に改正され、法律の目的にも、派遣労働者の保護のための法律であることが明記され、

2012 年 10 月 1 日より『労働派遣法改正法』として施行された。 
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口減少が進行する国に於いては、他の少子化対策と比較して、最も即効性が大きい政

策であると言える。 
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図 3-7：人口ピラミッドの比較（1960 年、2010 年、2050 年） 

 

 

 

出所：総務省統計局国勢調査（2010 年）より総務省が作成。 

 

1960 年：当時の高齢化率は 5.7% 

2010 年：当時の高齢化率は 23.0% 

2050 年：高齢化率の予測は 38.8% 
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しかし、移民受け入れを拡大する場合、その内容にも注目しなければならない。即

ち、どの様な外国人を移民として受け入れるかも議論しなければならない。例えば、

高度な知識や専門的技術を持った高度な人材を受け入れる場合、生産性向上に貢献す

ることが期待できるし、高収入を得るので、国内の消費や貯蓄が増大し税収の伸びが

期待できる。しかし、単純労働者つまり非就練労働者を移民として受け入れた場合は、

職種は主に肉体的労働が中心となり、労働力不足を補うことが出来ても、生産性向上

に貢献する所までは至らない。その上、給料も比較的低く、税収の改善にも繋がりに

くい。逆に、リーマンショック時のように、不況時には、真っ先に外国人労働者から

失業する可能性が高く、失業手当や生活保護を受ける人間が増加して、財政負担が大

きくなる危険性を孕んでいる。 

 しかし、日本政府と経済界の思惑通りに大量の外国人労働者を受け入れるためには、

現在高度人材などに制限されている方針を大幅に変更して、単純労働者の大量受け入

れを認めることが避けられず、正にそこが根深い反対論が噴出する所以である。 

 実際、大量の移民を受け入れている EU 諸国の例を見ても、経済的効果以外に大き

なデメリットが多くの国で見られ、解決困難な問題が発生していることに鑑み、日本

は先人の轍を踏むことなく、その導入に際しては細心の注意を払う必要がある。 

 事実、EU 諸国の中でもイギリスやフランス等多くの国が域外からの単純労働者の

受け入れを制限し、生産性の向上に繋がる高度人材の受け入れを積極的に行っている

のには、過去の反省が大きく影響している。 

 最近世界を震撼させた、テロリストによるフランスの新聞社襲撃事件は当たらない

としても、言語、宗教、伝統、文化、生活習慣、食生活等が異なる多くの人種や民族

が突然日本人になり、何千年も異文化の存在しない日本で融和して共同生活を送る事

は、誰が考えても、そう簡単なことではない。それ故、陸続きの EU 諸国と違って、

四方海に囲まれた島国に住み、他民族との交流経験の少ない日本人は移民の受け入れ

枠の拡大に極めて慎重に対処しなければならない。 

 次に (2)の案の労働生産人口が減少し、国内消費量が減り、社会保障費に対する負

担率が上がっても、従来通り外国人の移民受け入れを厳しく制限すべきだと言う意見

をよく耳にする。その主張の主な根拠としてよく挙げられるのは、女性と 65 歳以上

の健康な高齢者の就労を促進し、移民は高度人材は一定限受け入れても、単純労働者

は極力受け入れるべきではないが、看護、介護などの分野では、労働不足が深刻化し

ているので、ある程度受け入れを緩和することも止むを得ないと考える。 

 また、(2)の案を主張する人達の理由によれば、日本は表向きは移民の受け入れに極

めて厳しい制限を加えているが、外国人研修制度38や技能実習制度39という名の下に

                                                     
38外国人研修制度：開発途上国への国際貢献と国際協力を目的として、日本の技術、技能、知識の習得

を支援する制度。期間は原則 1 年。 
39外国人技能実習制度：日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実

務を通じて実践的な技術、技能、知識を学び,帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とし

た公的制度。所定の要件を満たせば、研修、技能実習と合わせて、最長 3 年間の滞在期間が可能とな

る。 
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実質上の移民政策を実施しており、事業主が『雇用対策法』の届出制度により厚生労

働大臣（ハローワーク）に届け出た人数は、15 万人前後に達しており、大部分は単純

労働者である。勿論、建前としては、外国人研修・技能実習制度とは、開発途上国の

人材育成を目的に 1990 年代前半に導入された研修制度に加え、1993 年から 1 年間の

研修後、所定の要件を満たせば、実習生として 2 年間就労出来るようになった制度で

ある。しかし、その実態は、地方の中小の製造業や、農水産加工業などでは、経営状

態が苦しく、労働力を確保出来ず、この制度での単純労働者の雇用なしでは存続でき

ない企業が多い。しかし、この制度による労働者達の滞日期間は 3 年で日本国籍が与

えられないので(2)の案の支持者達は外国人研修制度や技能実習制度の内容改善は要

求しても、制度そのものは、特別問題視していない。 

  次に、(3)の折衷案について検討したい。(1)と(2)については、移民受け入れ対策に

ついてはっきりとした自分の考えや姿勢を持った人達の主張であるが、(3)の折衷案は、

これが正に折衷案だというものがあるわけではなく、それぞれの個人や団体が自分達

や日本国にとって最も理想的な移民の受け入れ政策を頭の中で編み出し提起するも

ので、その内容は千差万別であり、(1)と(2)の折衷的なものや、(1)や(2)と全く別の考

えを結びつけたもの等、その組み合わせは数限りなく考えられる。 

 そこで、ここでは筆者の考える日本にとって理想的な移民受け入れ政策を折衷案の

中の一案として提示する。まず最初に、筆者が日本政府や経団連、日本商工会議所等

の経済界はもとより一般の日本人にも銘記してほしいことは、物品の輸出入や外国資

本の規制緩和や為替レートの変動に対する対処法等とは性質が全く異なる人間が対

象であることだ。もう少し噛み砕いて言えば、電気製品や農産物、又はドルや円や人

民元には自己主張する魂がない。その上、多数の国から日本にやって来る移民の場合、

生まれ育った国の生活習慣、言語、宗教、伝統、文化等全ての面で日本のものと異な

り、たとえ日本国籍を取得しても、日本人が何千年もかけて育ててきた伝統、文化、

生活習慣に完全に馴染むことは不可能であり、特に宗教の面で日本既存の宗教との軋

轢が危惧される。大袈裟な言い方をすれば、経団連のような一部の営利集団の主張を

受け入れて、日本国の主体性を失うことに筆者は到底賛同出来ない。少し極端な言い

方になるが、何が何でも単純労働力の不足を埋め合わせて、労働コストを低く抑えよ

うとする経団連のような発想法は危険極まりなく 100年後に実質的に日本国を消滅さ

せる可能性さえある。 

 日本政府と経営者達は彼等が国民の多くが反対する中押し進めた原子力政策を反

省の鑑とすべきである。東日本大地震で爆発した福島原子力発電所 2 号機は 3 年以上

過ぎた現在でも廃炉作業さえも不能で、東京電力は自力で廃炉処理が出来ず、国から

莫大な資金援助を受けながら、解決の糸口さえ見えていない。更に、アメリカ、フラ

ンスに次いで世界三位の原発大国である日本の 54 基の原子力発電所は現在全てスト

ップしており、国家に測り知れない程の損失をあたえている。 

 日本政府指導者は、100 年先の日本の姿を描きながら、目先の損得に惑わされずに、

あらゆる角度から移民政策を検討すべきである。筆者が注目するのは、2013 年 6 月に
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閣議決定された日本再興戦略や第二期教育振興基本計画に基づき、日本政府は 2008

年に発表した『留学生 30 万人計画』を 2020 年までに実現すべく努力していることで

ある。この制度は渡航費、授業料、その他の奨学金を支給しており、日本における学

修活動に専念出来るように支援するもので、2012 年の外国人留学生 14 万人を 2020

年までに 30 万人に倍増させることを目指しているが、筆者の考えでは、人口減少時

代に於ける外国人の高度人材の確保という観点からも、30 万人などという並みの計画

ではなく、世界第三位の GDP 大国の威信に賭けて、100 万人位の世界の優秀な若者に

日本の大学で学習する機会を提供すべきである。そうすれば、きっと諸外国の人材育

成に資するだけでなく、卒業後も日本に留まる優秀な人材も現れて、少子高齢化時代

の日本に貢献する公算大である。 

 少し回りくどくなったが、ここで示す折衷案は、移民の受け入れは従来どおり高度

人材に限定し、看護士、介護従事者等特殊な職種を除いて、単純労働者には国籍は与

えず、3~5 年程度の短期労働者として受け入れるという案である。 

 

 

第四節 人口の東京一極集中 

 

  最近あらゆる機会や場所でよく耳にする『東京への一極集中』と言うフレーズは文

字通り、政治、経済、文化、人口など日本社会における資本、資源、学術、その他商

業活動等の拠点が東京都に一極集中している状態を指している。 

 

表 3-6 世界の都市圏人口順位 

順位 都市圏 人口 

1 
東京 

37,126,000 

2 
ジャカルタ 

26,063,000 

3 ソウル 22,547,000 

4 デリー 22,242,000 

5 マニラ 21,951,000 

出所：Demographia（2012 年）、インターネット「東京一極集中―Wikipedia」、

http//ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E4%B8%80%E6%A5%B5…

より引用。 

 

 

 実際、人口だけから見ても現在東京は断然世界一の巨大都市である。では何故東京
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はこの様なマンモス都市になり、今尚人口流入が続いて膨張しつづけるのか、そして

日本の人口の東京への一極集中が日本の人口動態に如何なる影響を及ぼしていて、又

将来どの様な結果が予想されるのかについて、この節で検討する。 

 

一、現状分析 

 

 2000 年の国勢調査と 2005 の国勢調査の数字40を比べてみると、東京都、神奈川県、

千葉県、埼玉県の一都三県で約 100 万人増加し、2010 年の国勢調査によれば 2005 年

からの 5 年間で東京都は 585,140 人、神奈川県は 257,913 人、千葉県は 160,657 人、そ

して埼玉県は 140,575 人人口が増加し、一都三県の増加人口は 1,144,285 人に達した。 

 平成 26 年 9 月 17 日付の内閣府の資料によって、このような首都圏への人口転入を

年代別に見てみると、15 歳から 24 歳までの若年層の割合が圧倒的に大きく、進学や

就職の機会に東京に移動していることが窺われる。事実、10 代後半に若者は、北関東、

中部、東北を中心に全国から相当数が首都圏の大学に進学し、地方の大学に進学した

若者も 20 代前半に首都圏の企業又は官職に就職する傾向がある。 

 

 

図 3-8 首都圏の大学に進学した学生の出身地域（2013 年） 

 

出所：学校基本調査（内閣府平成 26 年 9 月 17 日）より引用。 

 

それでは、何故若年層の東京等の大都市への流入と地方での若年人口の減少が起こ

るかといえば、地方と比べて各種産業の豊富な職種と雇用機会に恵まれるからであり、

更に所得の大きな格差も背景にある。 

 円高によって地方の工場が海外移転したり、閉鎖に追い込まれたりして、地方での

雇用機会が失われたこともあって、農業、建設業、製造業等の就業者数が減少してい

                                                     
40「国勢調査」（平成 22 年度）、総務省統計局、http://www.stat.go.jp/data/kokusei/index.htm 

総数：76,744 人 
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る一方、東京圏における情報通信業や専門・技術サービス等の就業者数は増加してい

る。 

 

表 3-7 年間収益 10 億ドル以上の大企業の本社数 

順位 都市圏 企業数 

1 東京 613 

2 ニューヨーク 217 

3 ロンドン 193 

4 大阪 174 

5 パリ 168 

出所：マッキンゼー・アンド・カンパニー、インターネット｢東京一極集中ーWikipedia｣、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E4%BA%AC%E4%B8%80%

E6%A5%B5 より引用。 

 

東証一部上場企業の 52%が東京に本社を構えており、60%が首都圏に本社を置いて

いる。又外資系企業の本社は 76%が東京に, 88%が首都圏に集中している。実際この

ような状態は世界的に見ても異常で、上掲の表 3-7 を見れば明白である。 

 まず、厚生労働省の「平成 23 年人口動態統計月報年計（概数）の概況：結果の概

要」の中の表 5「都道府県別にみた合計特殊出生率」から平成 22 年と平成 23 年の出

生率の最も高い都道府県と最も低いところを十箇所ずつ選ぶとつぎのようになる。 
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表 3-8：合計特殊出生率ベスト 10 

順位 都道府県名 平成 23 年 東京圏 平成 22 年 東京圏 

1 沖縄 1.86 －3、111 1.87 225 

2 宮崎 1.68 36 1.68 846 

3 鹿児島 1.64 －392 1.62 1、072 

4 熊本 62 －70 1.62 1、353 

5 島根 1.61 －75 1.68 273 

6 佐賀 1.61 106 1.61 524 

7 長崎 1.60 608 1.61 1、248 

8 鳥取 1.58 167 1.54 467 

9 福井 1.56 278 1.61 542 

10 香川 1.56 67 1.57 760 

11 大分 1.55  1.56  

全国平均  1.39  1.39  

注：東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）の転入転出超過数（－は転出超過） 

出所：厚生労働相の平成 23 年人口動態統計月報年計の概況より筆者作成。 

 

 

表 3-9 合計特殊出生率ワースト 10 

順位 都道府県名 平成 23 年 東京圏 平成 22 年 東京圏 

1 東京 1.06 〇 1.12 〇 

2 北海道 1.25 3,295 1.26 2,801 

3 京都 1.25 88 1.28 1,733 

4 宮城 1.25 6,154 1.30 4,023 

5 奈良 1.27 423 1.29 1,089 

6 神奈川 1.27 〇 1.31 〇 

7 埼玉 1.28 〇 1.32 〇 

8 大阪 1.30 3,719 1.33 9,094 

9 千葉 1.31 〇 1.34 〇 

10 秋田 1.35 2,059 1.31 2,541 

全国平均  1.39  1.39  

注：東京圏（東京、神奈川、埼玉、千葉）の転入転出超過数（.○印は首都圏） 

出所：厚生労働相の平成 23 年人口動態統計月報年計の概況より筆者作成。 
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図 3-9：都道府県別合計特殊出生率（2011 年） 

 

出所：厚生労働省平成 23 年人口動態統計月報年計（概数）の概況：結果の概要を引用。 

 

上記の二つの合計特殊出生率に関する二つの表と、分布地図から分かるように、出

生率の高い県は主として沖縄九州と山陰地方に集中している。又低い地域は北海道や

宮城は別として、首都圏と大阪や京都等関西圏の人口密集都市に多い。この原因を科

学的に正確に証明するのは難しいけれども、おおよその原因と理由は見当がつく。 

2013 年の農業産出額の全国順位においても、鹿児島は北海道、茨城についで第三位

にあり、熊本は五位、宮崎は七位で、全国七都道府県中九州勢が 3 つの座を確保して

いる。 

 

表 3-10 全国農業産出額順位ベスト 7（畜産の産出額を含む） 

順位 都道府県名 産出額（億円） 

1 北海道 10,137 

2 茨城 4,097 

3 鹿児島 4,069 

4 千葉 4,009 

5 熊本 3,113 

6 愛知 2,948 

7 宮崎 2,874 

 全国計 93,455 

出所：なるほどの素 http://blog.livedoor.jp/veritedesu/archives/1898565.html を参照。 

   

 

 このように、九州は農業や漁業が盛んで、2007 年 8 月の九州農政局発表の「九州の
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新規就農の状況について」41によると、2006 年の新規就農者数は鹿児島が 335 人、宮

崎県が 243 人、熊本県が 200 人となっており、更に鹿児島県経営技術課は 2010 年度

の新規就農者数は 320 人となり 2001 年から 10 年連続で 300 人を超えたと発表した。

事実、鹿児島は全国的に農業人口が減少し、高齢化が進む中全国第三位の農業県の地

位を維持している。 

 総務省統計局の「住民基本台帳人口移動報告」42によって，首都圏への都道府県別

人口転入超過数をみると、各道府県から首都圏への人口流入の人数と各道府県の合計

特殊出生率の高低が見事に反比例していることが分かる。この事を合計特殊出生率ベ

スト 10 の表 3-7 で確認してみると、全国一位の沖縄は平成 23 年度首都圏から 3,111

人が移住して来ており、二位の宮崎だけがわずか 36 人首都圏へ転入超過になってい

るが、三位の鹿児島へは 392 人、四位の熊本へは 70 人、そして五位の島根へも 75 人

が首都圏から移り住んでいる。 

 そして、ここで特に注目しなければならないのは、合計特殊出生率ベスト 10 の中

にトップの沖縄を含めて、宮崎、鹿児島、熊本，佐賀、長崎の６県が入っており、11

位には大分がいて、27 位(1.42)の福岡はやや劣るものの、九州の全ての県が好成績を

収めていることである。そして、その出生率が首都圏への転入の少なさにある事は、

説明した通りである。実際、平成 23 年度出生率 1.42 で全国 27 位の福岡県に同年 1,539

人が首都圏から転入しているのである。 

 では何故九州地方から首都圏や関西圏に転出する若者が少なく、逆に大都市から流

入する現象が見られるのだろうか？それは、九州の各県が農業の規模拡大や企業の参

入を責極的に支援しているからである。 

 例えば、福岡県は 2011 年から 3 年間、飼育規模を拡大したり、生産性を高めるた

めに畜産農家法人の投資負担を軽減する制度を導入している。又鹿児島県は企業の農

業への参入を奨励しており、2010 年 12 月現在 134 社が農業経営を行っている。又宮

崎県も農業振興公社を設立して、一般企業の農業へ参入支援事業を展開し、参入企業

の新規雇用者一人当たり 30 万円の助成金をだしている。又熊本県と大分県も一般企

業の農業への参入を積極的に支援しており、各種の助成制度を提供している。 

 筆者が特に注目するのは、人口の東京一極集中を防ぎ、この現象がもたらす最も深

刻な結果の一つである地方の合計特殊出生率の低下が招く少子高齢化の進行に歯止

めを掛ける対策として、九州各県の採っている農業政策が大きな効果を発揮している

ことである。 

 次に、表 3-9 の合計特殊出生率ワースト 10 に登場する東京圏と関西圏が何故出生

率が低いのか、その原因を分析して、その対策を検討する。先ず、内閣府が発表した

「東京への一極集中の是正について」というレポートの内容を整理分析することにす

                                                     
41「九州の新規就農の状況について」の詳細は以下のアドレスでアクセス可能。 

http://www2s.biglobe.ne.jp/~kobayasi/agun/nougyou.html 
42 総務省統計局の「住民基本台帳人口移動報告」の詳細は以下のアドレスでアクセス可能。

http://www.stat.go.jp/data/idou/index.htm 
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る43。しかし、地方から東京圏への人口移動の状況やその内容と主な原因、理由につ

いては、この節の冒頭で説明しているので、繰り返しは避けて、首都圏での合計特殊

出生率の低下の原因及び対策と東京への一極集中の功罪について考察することとす

る。 

 先ず、注意を喚起すべきことは、地方からの若年層の流入の結果、東京圏に住む若

年層(20~39 歳)の総人口に占める割合は、1990 年初頭に男性 30%超、女性 28%超まで

高まり、2012 年の段階では、男性 31.9%、女性 30.9%にまで達している。本来ならば

当然合計特殊出生率を全国一大きく押し上げるべき年代の若年層が存在しながら、何

故そうならないのか、その原因を分析することで、日本の少子高齢化に歯止めを掛け

る方策が自ずと見えてくる筈である。 

 まず第一に、首都圏の合計特殊出生率の向上を妨げていると思われる主な要素とし

て、次のような事が考えられる。44
 

  

○首都圏と地方の生活環境の相違 

 

（a） 住宅：東京の民営賃貸住宅の単位面積(1 ㎡)あたりの家賃は 2,677 円であり、

全国平均の 1.63 倍である。又、東京の一住宅当たりの延べ面積は 67.7 ㎡で

あり、全国平均の 0.71 倍である。 

（b） 食費：一人当たりの年間食費は 39.7 万円で、全国平均の 1.23 倍である。 

（c） 通勤時間：首都圏在住者のうち、通勤時間が 1 時間以上の割合は 32.6%であ

り、全国平均の(16.4%)の約 2 倍である。 

（d） 交通機関の混雑：東京圏を中心とした一部の路線、区間には非常に高い混雑

率が存在している。 

（e） 保育所の待機児童数：全児童数に占める待機児童の役割は沖縄(2.54%)、東京

(1.66%)、宮城(1.04%)で 1%を超えている。 

  

 以上挙げた主な要因だけからも、東京圏で住居を構えて、結婚し、子供を儲けるこ

とが如何に多くの困難を伴うものであることかが分かる。ましてや、複数の子供を持

つことは若年層の親にとって、経済的にも精神的にもかなりの覚悟が必要である。出

生率の低下は必然の結末である。 

 

二、急がれる対策 

 

 さて、ここで視点を 180 度転換して、合計特殊出生率の増減とは全く関係のない角

度から、この内閣府の「東京圏への一極集中に関する論文ペーパー」を観察すると、

                                                     
43 「東京への一極集中の是正について」、内閣府、2014 年 9 月 17 日、

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/future/wg3/0917/shiryou_04-1.pdf 
44 「東京への一極集中の是正について」、前掲。 
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日本政府のこの『人口の東京一極集中』問題に対する本音が見えてくる。一つは「個

性を生かした地域戦略の推進」という文章の中に出てくる“東京圏のさらなる集中抑

制と地方への人の流れを作る一方で、東京圏ではグローバル経済の中で存在感を発揮

できる競争力を強化させていく必要がある”という件と 2014 年 9 月 9 日の「まち、ひ

と、しごと創生の推進にかかる総理指示」の中の「個性を生かした地域づくり、東京

の競争力強化の観点」においては、“東京の競争力強化のためには、東京だけでなく

地方圏からの多様な人材、更には高度な専門知識等を有する外国人を活用することに

よって、付加価値の高い産業を集積させていく必要性がある。”と強調している。こ

れらの文言から、安倍内閣は、人口の東京一極集中を解消しようとしているのか、そ

れとも推進しようとしているのか、皆目見当がつかない。 

察するところ、歴代自民党政権が人口問題に関して無策であった結果。現在の少子

高齢化による人口減少を招き国家存亡の危険を感じながらも、従来からの一極集中に

よる東京圏の経済力は何としても維持したいという大きな矛盾を露呈している。換言

すれば、表向きは、地方創生担当大臣まで設けて、地方を再生し、出生率を上げる努

力はしているが、内閣発足以来既に三年経った現在でも具体的に何の有効な手立ても

全く講じていない。 

 そこで、日本政府は人口の東京一極集中による利便性と経済効果の魔力に取り付か

れて、有効な対策を打てずにいる中、日本政府ばかりでなく日本国民全員に東京一極

集中が齎す出生率の低下は言うまでもなく、あらゆる負の効果を理解させることが非

常に重要である。 

  参考とすべきは、2001 年 9 月 11 日にアメリカの同時多発テロ事件が発生した際に

は、政治の中心地はワシントン D.C.、経済の中心がニューヨークと政策分離策がとら

れていたので、国家機能の壊滅という事態を免れることが出来たと言われている。内

閣府政策統括官（防災担当）によると、今後 30 年以内に必ず起こると想定されてい

る首都直下地震での最大被害総額は計 95.3 兆円と予想されており、ミュンヘン再保険

会社が公表した『世界大都市の自然災害リスク指数』によれば、東京、横浜は世界主

要 50 都市の中で災害リスクが最も高くなっている。 

 地震大国日本で、首都直下地震が 30 年以内に確実に発生すると想定されている中

で、政治、経済、文化等全ての中心機能を首都圏一箇所に集中させることはこの上な

く危険なことで、日本国を壊滅させる危険性大であり、早急に手を打たねば間に合わ

ない。 

 そこで、1990 年に盛んに議論されたが、現在立ち消えになっている首都機能移転構

想45を国民的命題として復活させる事が必要であり、又大阪市市長の橋元徹の主張し

ている大阪都構想46や道州制47や地域主権など地方分権制度について、国会ばかりで

                                                     
45首都機能移転構想：古くからの首都とされる都市に置かれている国家政府の立法機関、行政機関、司

法機関を他の都市に移転すること。 
46大阪都構想：大阪市の 24 区を再編し、5 つの特別区を設置し、大阪府と大阪市の広域行政を総合す

ること。2015 年 5 月 17 日、大阪市で行われた住民投票の結果否決され、「大阪都構想」は廃案となり、

橋本市長は政界引退を宣言した。 
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なく、全国民的議論を展開する必要性が生じている。 

こうした状況下で、一つの救いは 2014 年の内閣府「農山漁村に関する世論調査」

によれば、都市住民の 3 割以上が農山漁村への定住願望があり、2005 年の調査時の約

1.5 倍に増加していることである。そして、彼等の定住実現の必要条件は『医療機関

の存在』、『生活を維持出来る仕事があること』、『家屋、土地を安く購入出来ること』、

『居住地の決定に必要な情報を入手出来ること』、『生活に必要な交通手段が確保出来

ること』などが上位に来ている48。この都市住民の意識の変化は、筆者の考えでは、

日本各地の農山漁業を蘇らせ、合計特殊出生率を復活させる切り札になる可能性大で

あり、その為の活用法の一つとして、全国で増え続ける空き家等も有効的に利用でき

るメリットも生じる。 

 更にもう一つ、総務省の「地域おこし協力隊の概要」及び「平成 23 年度地域おこ

し協力隊の任期終了に係るアンケート結果」によれば、地方自治体が地域おこし隊員

として都市住民を受け入れ、一定期間以上、農林漁業の応援、水源保全、監視活動、

住民の生活支援等の各種の地域協力活動に従事しながら、当該地域への定住、定着を

図っていく総務省の制度で、任期は最長で 3 年で、総務省から隊員一人に対して 400

万円を上限として財政支援しており、70%近くの隊員が任期終了後も当該地域に定住

しているという49。この政策は極めて現実的で有効な政策であり、益々その規模を拡

大することを期待したい。 

 

                                                                                                                                                                   
47道州制：北海道以外の地域に数個の州を設置し、それらの道州に現在の都道府県より高い地方自治権

を与える構想。 
48 「農山漁村に関する世論調査」、内閣府世論調査、2014 年 6 月、

http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-nousan/ 
49 「地域おこし協力隊」、総務省、

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/02gyosei08_03000066.html；「平成 23 年度地

域おこし協力隊の任期終了に係るアンケート結果」、総務省、2012 年 4 月 12 日、

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei08_02000026.html。 
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第四章 超高齢社会への対応：社会保障制度改革 

 

  

 日本が直面している少子高齢化が齎す最大の問題は｢社会保障財政は、高齢者人口

の生産年齢人口に対する比率の上昇によって悪化する｣という方程式から逃れようが

ないことである。2013 年 12 月 6 日に国立社会保障・人口問題研究所が発表した 2011

年の社会保障給付費（年金、医療、介護、子育て支援等）は 107 兆 4,950 億円に達し

ており、これは国民所得の 31%に相当する50。 

 社会保険制度とは国民が病気になったり、経済的に生活が困窮した場合に備える強

制加入の公的な生活保障制度であり、主に社会保険の形をとっていて、医療保険、年

金、介護保険、雇用保険、労働者災害補償保険等がある。これらの中で、本論文では、

少子高齢化社会の人口減少によって特に大きな影響を受ける年金制度と医療保険制

度について、人口減少が引き起こす問題点を考察し、日本の社会保障制度の中での両

制度の理想的な方向性をコンパクトに追求する。 

 

図 4-1：社会保障給付費の推移 

 

注：図中の数値は、1950、1960、1970、1980、1990、2000 及び 2010 並びに 2014 年度（予算ベー

ス）の社会保障給付費（兆円）である。 

出所：国立社会保障・人口問題研究所「平成 23 年度社会保障費用統計」、2012 年度、2013 年度、

2014 年度（予算ベース）は厚生労働省推計、2014 年度の国民所得額は「平成 26 年度の経

済見通しと経済財政運営の基本的態度」（平成 26 年 1 月 24 日閣議決定）を参照。 

 

                                                     
50「社会保障費用統計（平成 23 年度）」、国立社会保障・人口問題研究所、

http://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/fsss-h23/fsss_h23.asp 

 



44 
 

第一節 年金制度 

  

 日本の年金制度は社会保険方式で、国民皆年金が特徴である。つまり、日本国籍を

有する全ての 20 歳から 60 歳までの国民が加入し、基礎的な年金を給付する国民年金

とそれに上乗せして報酬比例の年金を支給する。民間企業に勤める人達の厚生年金と

公務員等の加入する共済年金があり、更に 1961 年に設けられた自営業や農林漁業者

を対象とする国民年金基金がある。 

 

図 4-2 年金制度の体系 

 

注 1：厚生労働省『社会保障審議会企業年金部会第 8 回」による。 

注 2：共済年金の数値が速報値であるため、共済年金を含む数値はすべて速報値として斜体字で

表記している。 

注 3：第 1 号被保険者には任意加入被保険者を含む。 

注 4：第 2 号被保険者等は、第 2 号被保険者の他、65 歳以上で老齢または退職を支給事由とする

年金給付の受給権を有する者を含む。 

注 5：国民年金（基礎年金）の被保険者数は第 1 号被保険者、第 2 号被保険者等、第 3 号被保険

者の単純合計である。 
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表 4-1：『年金制度の体系」の内容説明 

３階部分 

『企業年金」 

厚生年金基金 企業や業界団体等が厚生労働大臣の認可を受けて設立す

る法人であり、国の年金給付のうち老齢厚生年金の一部

を代行すると共に、厚生年金基金独自の上乗せ（プラス

アルファ）を行い、年金資金を管理・運用して年金給付

を行う。 

確定給付企業年金 運営形態により、企業が法人格のある企業年金基金を厚

生労働大臣の認可を受けて設立する『基金型」と、労使

合意の年金規約を制定し、厚生労働大臣の承認を受ける

『規約型」の二つに大別され、年金資金を管理・運用し

て年金給付を行う。 

確定拠出年金 運営形態により、企業が実施する『企業型」と国民年金

基金連合会が実施し確定給付型企業年金のない従業員や

自営業者などが加入する『個人型」の二つに大別され、

いずれも規約を作成し厚生労働大臣の承認を受ける。拠

出された掛け金は個人ごとに明確に区別され、掛け金と

個人の運用指図による運用収益との合計額をもとに給付

額が決定される。 

２階部分 

『被用者年金」 

厚生年金保険 民間企業で働く 70 歳未満の従業員が対象であり、基礎年

金の上乗せとして報酬比例年金を支給する。 

共済年金 公務員および私立学校の教職員等が対象であり、厚生年

金と同様に基礎年金の上乗せとして報酬比例年金を支給

する。 

１階部分 

『基礎年金」 

国民年金 日本国内に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満の者全員が

対象。被保険者の種類によって第 1 号被保険者、第 2 号

被保険者、第 3 号被保険者の三種類に区別される。 

出所：企業年金制度、企業年金連合会、

http://www.pfa.or.jp/nenkin/nenkin_tsusan/nenkin_tsuusan01.html 

 

 

一、 年金の保険料（財源） 

 

国民年金の被保険者は第一号被保険者、第二号被保険者、第三号被保険者 

に分類される。第一号被保険者は自営業、農業者が大部分で自ら加入手続きを行い、

定められた保険料を払い込む。第二号被保険者は民間企業に勤める人達と公務員の人

達で、それぞれ厚生年金と共済年金にも加入するが、保険料の半分は事業主が負担し、

加入手続きや保険料の支払いは事業主が行う。そして、第三号被保険者は第二号被保

険者によって扶養されている配偶者で、扶養者が加入している厚生年金や共済年金が、
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被扶養者分も含めて国民年金への拠出金として負担しているので、第三号被保険者が

直接保険料を支払う必要はない。51
 

 又第一号被保険者の支払う国民年金の保険料は定額（月額 14,980 円、2012 年） で

あるが、厚生年金と共済年金の場合は、給与（賞与を含む総所得）と比例する額とな

っており、その中から国民年金の第二号、三号被保険者の保険料相当額が拠出されて

いる。 

 2003 年の厚生年金の保険料は 13.58%であったが、2004 年 10 月から毎年 0.354%（労

使折半）引き上げられ、2017 年 9 月以降は 18.3%で固定される予定である。一方共済

年金は 2011 年 9 月現在、国家公務員共済組合と地方公務員共済組合は 15.862%、私

立学校共済組合は 12.938%であるが、すでに閣議で共済年金と厚生年金の一元化が決

定している。 

 そして、保険料（拠出金）、国庫負担（基礎年金の２分の 1 相当額）、及び積立金（各

種年金を支払った後の残余）の運用収入から老齢年金、障害年金、遺族年金が支払わ

れている。日本の公的年金制度は 1944 年に厚生年金法が制定され、厚生年金が積立

方式でスタートし、1954 年に新厚生年金法により、修正積立方式へと移行した。修正

積立方式とは、端的にいえば、積立方式と賦課方式の折衷方式と言える。つまり、引

退した高齢世代へ給付される年金は、基本的にその時の現役世代の拠出した保険料で

賄い、現役世代の保険料で賄いきれない場合には、積立金から補填するという制度で

ある。 

ここで、積立金について少し説明したい。厚生年金と共済年金と国民年金は毎年現

役世代の納付する保険料と引退高齢者に給付される支払金の差額を積立金としてプ

ール運用して、保険料が年金の支払額を下回った場合に補填して、支払われる。それ

故、少子高齢化社会において、生産年齢人口の老年人口に対する比率が年々悪化する

現状を目の当たりにして、将来を予測する時、積立金の存在が年金制度を継続維持す

るために極めて重要な役割を果たしていることが容易に理解出来る。そして、この積

立金を厚生労働省所管の年金積立金管理運用独立行政法人(Government Pension 

Investment Fund GPIF) が管理運用している。GPIF が管理運用しているのは、日本の

公的年金のうち、厚生年金と国民年金の積立金であって、共済年金は含まれておらず、

別会計になっている。年金積立金管理運用独立行政法人が管理している資産規模は米

国社会保障年金信託基金に次ぐ世界第二位を誇り、2014 年 7~9 月時点で、130 兆 8,846

億円の運用資金を持つことから世界最大の投資機関と呼ばれている。52
 

 そして、年金積立金は、法律により、長期的な観点から｢安全｣かつ｢効率的｣に運用

することと謳われている。この｢安全｣かつ｢効率的｣な運用のためには、一つの資産に

                                                     
51 東京大学高齢社会総合研究機構『東大がつくった高齢社会の教科書』（東京：ベネッセコーポレー

ション、2014 年）250~251 頁の内容参照。 
52 Sovereign Wealth Fund Institute (2014 年 6 月閲覧)、Public Fund League Table(2014 年 11 月 26 日閲覧) 

  下記のメールアドレスで Sovereign Wealth Fund Institute にアクセスすれば、①Fund Rankings ②

Sovereign Wealth Fund Rankings ③Statistics & Research ④Public Fund League Table 等を検索することが出

来る。www.swfinstitute.org/  
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資金を集中するのではなくて、複数の資産に資金を分けて運用する｢分散投資｣が有効

とされている。そこで、GPIF は、基本的な資産の構成を定める｢基本ポートフオリオ｣

を中期計画の中で決めている。2008 年度から 2014 年度までを対象とする｢第二期計

画｣では、｢基本ポートフオリオ｣の資産構成割合を、国内債券 67%、国内株式 11%、

外国債券 8%、外国株式 9%、短期資産 5%と定められた。 

 相場の変動等により、資産構成割合が｢基本ポートフオリオ｣から乖離してしまった

場合には、資産の入れ替えなど（リバランス）を行い、乖離を解消することになる。

しかし、小さな乖離が生じる度に入れ替えを行うことは、売買コストの面などから非

効率である。そこで、｢基本ポートフオリオ｣からの乖離を許容する範囲を定めており、

これを｢乖離許容幅｣と言っている。 

 なお、2014 年 6 月の財政検証結果、また、厚生労働大臣からの要請を受け、GPIF

運用委員会で次期基本ポートフオリオの検討が前倒しで行われ、2015 年 4 月からの

｢第三期中期計画｣を待たずして以下の内容に変更され 

 

 

表 4-2：GRIF の「基本ポートフオリオ」からの｢乖離許容幅｣（2014 年 6 月から実施） 

出所：年金保険料、http://think-nenkin.jp/asset_manage/。 

 

二、 年金の保険料(拠出金)と給付金のバランス 

 

少子高齢化社会の最大の経済問題は社会保障財政にある。前述したように、現行の

社会保障の財政方式は、現役世代の負担によって高齢者の給付の多くの財源を調達し

ているため、現役世代に対する高齢者の比率が高まると、財政状況が悪化することに

なる。つまり、人口の年齢構成バランスがよく、高い合計特殊出生率が続いて人口ピ

ラミッドの裾野が広く安定しているならば、賦課方式53でも全く問題は生じないが、

少子高齢化によって人口ピラミッドが逆三角形になると、増え続ける引退世代を支え

るべき現役世代が減少するわけだから、賦課方式は機能不全に陥ることになる。そこ

で、社会保障制度を安定的に維持発展させるためには、社会保障と税の一体改革は避

けて通ることが出来なくなる。 

 

 

                                                     
53賦課方式：国、地方団体等が収めるべき金額を計算し、納税者に通知する方式。 

 国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 

構成割合 35% 25% 15% 25% 

乖離許容幅 ±10 ±9 ±4 ±8 
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図 4-3 65 歳以上人口 1 人を支える 15 歳～64 歳人口 

 

出所：総務省「地方財政白書」（平成 26 年）を参照。 

 

 

三、 少子高齢化が年金制度に齎す問題点の一つ世代間格差 

 

2010 年度の年金給付額は約 50 兆円で、社会保障給付総額の約 50%を占めている。 

2012 年 8 月 1 日現在の日本の高齢化率は 24.0%であるが、2060 年には 39.9%に達する

と予測されている。このように高齢化がハイスピードで進行する情況のもとでは、適

正な給付を行うための充分な財源を確保することは容易なことではない。 

 特に、現在の年金財政は賦課方式をベースに運営されているので、この方式は、現

役世代の支払う保険料がそのまま引退世代の年金として支払われる。そして、インフ

レになっても現役世代の賃金も連動して上昇するため、給付財源の確保には大きな問

題は生じない。しかし、ここで 15 歳から 64 歳までの生産年齢人口何人で 65 歳以上

の引退世代の給付を支えてきたかを見ると、1970 年代は 9 人位で 1 人を支え、1990

年前後は 4 人位、そして現在は 2 人程度になっている。そして、やがて 1 人の現役世

代が 1 人の引退世代を支えなければならなくなる。つまり、現役世代の保険料を増や

すことは既に限界に達しているのである。このように、少子高齢化によって、保険料

を支払う現役世代が減少し、給付を受ける引退世代が増加する場合とデフレによって、

現役世代の賃金が減少した場合には財源の確保が極めて困難となり、無理矢理保険料

を上げるか、給付額を削減するか、それともその両方を行うかしか道がなくなる。 

そして、賦課方式の年金制度では生まれた世代によって、生涯支払う保険料よりも

受け取る年金額が少なくなるケースも生じてくるのである。更に多くの企業は、労使

が折半負担する厚生年金の保険料（拠出金）を減らし、人件費を削減するために、派

遣労働等による非正規労働者を増やしている。その結果、総務省統計局の｢平成 24 年

度就業構造基本調査｣によると有業者は 6,442 万 1 千人で、5 年前に比べ 155 万 7 千人

減少し、無業者は 4,639 万 4 千人で 207 万人増加している。54
 

                                                     
54 総務省統計局｢平成 24 年度就業者構造基本調査｣ホームページ URL、

http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2012/index.htm の内容を参照。 
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図 4-4 出生年別生涯平均厚生年金保険料率 

 

注：縦軸は生涯所得に占める生涯厚生年金保険料の割合 

出所：鳥取県生活協同組合「機関紙せいきょう」（2008 年 4 月号）を参照。 

 

 

又厚生労働省｢平成 20 年国民年金被保険者実態調査｣によれば、国民年金加入者の

就業状況は自営業が減少し、パート、アルバイト、派遣労働者、業務派遣など非正規

労働者や無職の人が徐々に増加している。 

 上述の２つの調査から、国民年金の空洞化と共に厚生年金にも空洞化が発 

生しており、公的年金への非加入者が拡大しつつあることが窺える。事実、2011 

年度の国民年金の納付率は 58.6%と低く、厚生年金保険の未適用事業所は 2011 

年度末で 24 万６千に上り、このまま公的年金への未加入者を放置すれば、将来 

生活保護費が増大し、財政負担に歯止めが掛からなくなる恐れがある。 

 

四、 マクロ経済スライド制 

 

上述したように公的年金の財源が縮小する現状を改善しようと 2004 年(平成 16 年）

の年金制度改革から『マクロ経済スライド制』55が導入された。これは急速に進行す

る少子高齢化の中で増え続ける現役世代の負担に歯止めをかけ、世代間の格差を是正

して、将来にわたり年金制度を安定的に持続できるものとするため、給付と負担のバ

ランスを調整出来る新たな年金財政システムを確立しようとする試みである。この改

                                                     
55 マクロ経済スライド制とはその時の社会情勢(現役人口の減少や平均余命の伸び）に合わせて、年金

の給付水準を自動的に調整する仕組みである。 
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正の主な内容は次の通りである。 

1.保険料の上昇を 2017 年で固定する。 

・厚生年金：2004 年 10 月から毎月 0.354%引き上げ、現在の 16.412%から 18.30%(労

使折半)にする。 

・国民年金：2005 年 4 月から毎年 280 円引き上げ、現在の保険料 15,020 円を 16,900

円に改める。 

   

2.基礎年金国庫負担額の引き上げ 

2009 年までに基礎年金給付費に対する国庫負担割合を現在の三分の一から二分の

一に改める。しかし、実際には厳しい財政状況から財源が確保出来ず、2008 年まで

に国庫負担割合は約 36.5%までしか引き上げられていない。しかし、2014 年度に消費

税（8％）を含む税制改革が行われることを前提として、2009 年 4 月 1 日から国庫負

担を二分の一に引き上げた。 

 

3.（財源の範囲内で）給付水準を自動調整する方式 

原則、年金額は毎年度の物価や賃金の変動に応じて自動的に改定し、①新規受給者

の年金額は、賃金変動率により改定し、②既受給者の年金額は、物価変動率により改

定する。但し、マクロ経済スライドの導入にとり、際限なく年金支給額が下がらない

ようにするため、現役世代の所得代替率56
50%の支給保証を国の義務とする方式。 

 

4.積立金の安定確保  

今後 100 年間の財政均衡を図るために、財政均衡期間が終了した後も一年分以上の

積立金を確保し、後世代への給付の安定化を目指すこととする。 

 

5.まとめ 

合計特殊出生率と平均寿命の延長が現在のペースで進むと仮定すれば、少子高齢化

によって、2050 年には日本の人口は 9,700 万人にまで減少すると予測されている。そ

の結果、賦課方式では 4人の現役人口が 3人の高齢者を支えねばならない事態になり、

日本の年金制度は実質的に崩壊すると見られる。この様な悲観的な見方を殆ど全ての

専門家や研究者がしているが、彼等の唱える改革案は、大部分が安定した財源の確保

(保険料の増額)、給付額の削減又はその両方に関する提案であったり、時には保険料

の徴収方法の改善や保険料の余剰金を積立金としてプールしての有効活用等に関す

るものもあるが、年金制度を抜本的に改善する改革案は全く見当たらない。それ程年

金問題は国民の生活と権利に深く係っているので、安易な改善策を求めたり、即効的

な妙案の発案は期待出来そうにないが、深刻な少子高齢化社会を迎える日本にとって、

年金制度改革は待ったなしの課題である。 

                                                     
56 現役世代の所得代替率：厚生年金においては、現役世代の平均的なボーナス込みの手取り賃金に対

する新規裁定時の年金額の割合を｢所得代替率｣と呼んで、給付設定の基準としている 
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第二節 医療保険制度 

 

一、 日本の医療保険制度の仕組み 

 

日本の医療保険制度には、職域、地域、年齢（高齢・老齢）に応じて下記の表 4-3

で示す種類がある。 

 

表 4-3 医療保険制度の体系 

 制度 被保険者 保険者 給付事由 

医

療

保

険 

健康保険 一般 健康保険の適用事業所で働

くサラリーマン・OL（民間

会社の勤労者） 

全国健康保

険協会、健康

保険組合 

業務外の病

気・けが、

出産、死亡 

法第 3 条第

2 項の規定

による被保

険者 

健康保険の適用事業所に臨

時に使用される人や季節的

事業に従事する人等（一定

期間をこえて使用される人

を除く） 

全国健康保

険協会 

船員保険 

（疾病部門） 

船員として船舶所有者に使用される人 全国健康保

険協会 

共済組合 

（短期給付） 

国家公務員、地方公務員、私学の教職員 各種共同組

合 

病気・けが、

出産、死亡 

国民健康保険 健康保険・船員保険・共済組合等に加入し

ている勤労者以外の一般住民 

市（区）町村 

退

職

者

医

療 

国民健康保険 厚生年金保険など被用者年金に一定期間

加入し、老齢年金給付を受けている 65 歳

未満等の人 

市（区）町村 病気・けが 

高

齢

者

医

療 

後期高齢者医療

制度 

75 歳以上の及び 65 歳 74 歳で一定の障害

の状態にあることにつき後期高齢者医療

広域連合の認定を受けた人 

後期高齢者

医療広域連

合 

病気・けが 

出所：全国健康保険協会（https://www.kyoukaikenpo.or.jp）より引用。 

 

上掲の表 4-3 で示したように、日本の医療保険制度は，被用者保険としては、（a）

全国健康保険協会と健康保険組合が保険者で給付に責任を持つ｢健康保険｣（b）同じ

 



52 
 

く全国健康保険協会が保険者である｢船員保険｣（c）各種共済組合が管理する｢共済組

合保険｣（d）市、区，町、村が管理する｢国民保険｣、75 歳以上の後期高齢者が加入し、

後期高齢者広域連合が保険者である｢後期高齢者医療制度｣の計六種類がある。 

又日本の医療保険制度は｢社会保険方式｣を採り、1961 年以来国民皆保険を実現し、

全国民に医療サービスの提供を保障している。社会保険方式とは、必要な医療費給付

を拠出された保険料から支払う方式である。しかし、国民は一部の例外を除いて自分

の加入する保険の種類を選択出来ないだけでなく、保険料の金額も被保険者の意思で

決める事が出来ない上に、保険者によって被保険者の年間所得に応じて決定される。

そして、万一保険料の支払いが出来ない場合は、医療給付が受けられず、公的医療扶

助が適用されることになる。 

 

図 4-5 医療費の患者負担 

 

注：平成 20 年 4 月から 70 歳以上 75 歳未満の窓口負担は 1 割に据え置かれていたが、平成 26 年

4 月以降新たに 70 歳になる被保険者等から段階的に 2 割となる。 

自己負担限度額は、被保険者の所得に応じ、一般・上位所得者・低所得者に分かれる。 

出所：厚生労働省公式サイト『我が国の医療保険について」より引用。 

 

二、 日本の医療保険制度の財政状態 

 

上記各種医療保険制度間の負担と受給のバランスの格差が益々大きくなりつつあ

ることが大きな社会的批判を受けている。 

なぜなら、大企業等の比較的所得水準の高い現役世代が加入する健康保険組合や、

公務員と私立学校教職員等が加入する共済組合の財政は豊かである一方、自営業者や

老齢年金給付を受けている 65 歳未満の高齢者等が加入する国民健康保険と、75 歳以

上の人及び 65~74 歳の人で一定の障害の状態にあって、後期高齢者医療広域連合の認

定を受けた人達の加入する後期高齢者医療制度は極めて厳しい財政状況に晒されて

いる。そして、その原因は、それら二つの医療保険制度の加入者の構成を見れば一目
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瞭然である。これら二つの医療保険制度の中に高齢退職者が全員包まれているからだ。

実際、日本の医療費は、厚生省の「2004 年度医療費の動向」によると、2003 年度の

実績で 30.8 兆円で、この内 70 歳以上の高齢者の医療費は 11.7 兆円と 38.0%を占めて

おり、1993 年から 2004 年の 10 年間で医療費総額は 22.4 兆円から 30.8 兆円へと 8.4

兆円増えているが、高齢退職者の医療費は 7.4 兆円から 11.7 兆円へと実に 50%以上増

えている。57
 

それ故、75 歳以上の高齢者は、後期高齢者医療制度という其の他の医療保険制度か

ら独立した保険制度に加入し、医療費は高齢者本人が 1 割、現役世代からの支援金が

4 割、公費が 5 割の割合で、それぞれが負担する仕組みになっている。そして、現役

世代の支援金については、各保険の被保険者の加入数で比例負担する事になっている。 

 

三、 日本の医療保険制度の課題 

 

今後少子高齢化が加速し、人口が急速に減少することが予測される中で、75 歳以上

の高齢人口が増え続けることはそれを支える現役世代の比率が大幅に低下すること

を意味し、医療保険制度の益々の財政悪化は火を見るよりも明らかである。それ故、

年金制度同様抜本的改革が必至の情勢である。 

日本政府も学者や専門家達も今のままでは、現状維持どころか、近い将来制度その

ものが破綻に追い込まれる可能性さえあることは異口同音に唱えているが、①後期高

齢者を含む全ての被保険者の保険金負担額の引き上げと給付額の引き下げ、②国庫負

担金の増額、 ③消費税等の増税による財源の拡大など以外、根本的に有効な解決策

は何一つ提示されていない。このことは、それだけ医療保険制度の改革は、国民の日

常生活に大きな影響を与える問題だけに、国民一人一人に犠牲を強いる以外に術がな

いことを証明しているのかも知れない。 

特に、平成 25 年 8 月 6 日の｢社会保障制度改革国民会議｣の報告書を読んでも、目

新しく注目に値する提案は何一つ見当たらず，ただ当たり障りなく、現状の一歩前進

を目指すことで、お茶を濁していて、失望を禁じ得ない。 

日本の医療保険制度は、少子高齢化の観点から考察する時、あまりにも難問が山積

しており、その内容と範囲はあまりにも複雑で多岐に亘っているので、本論文におい

て、満足のいく分析をする事は容易なことではないが、主な問題点にのみ焦点を絞っ

て簡潔に分析した。 

 

 

                                                     
57高橋伸彰『少子化の死角』（東京：ミネルヴァ書房、2006 年）,  110 頁 
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第五章 地方再生計画 

 

  人口の東京一極集中を改善する最重要課題として、地方再生が不可欠であると考え

られる。そのために本章では日本農業の復活と大学制度改革という二つの取り組みを

提案することにした。 

 

第一節 戦後日本農業の歴史と現状 

 

第二次世界大戦直後日本は深刻な食糧不足に直面した。その大きな原因は多くの軍

人が復員した事や、海外から多数の民間人が引き揚げてきたことに加えて、終戦直前

に日本政府は本土決戦に備えて多数の農民を徴兵していたからである。それ故、就農

人口の不足のため農業生産高が大幅に減少していたのである。 

そこで、日本政府はこの深刻な食糧不足を補うため、1945 年 11 月 9 日の閣議で｢緊

急開拓事業実施要領｣を決定した。この法案の狙いは、食糧の増産ばかりでなく、敗

戦による海外からの帰還者と、多数の徴兵されていた農民を農業に復帰させることに

より、就労を促進することでもあった。その具体的な目標として、当時の政府は 5 年

間で 100 万戸を農業に復帰させ、155 万町歩58の農地を開墾し、新たに 10 万町歩を干

拓する方針を掲げている。 

しかし、終戦直後の深刻な食糧危機を徐々に脱出するにつれ、農耕地拡大の必要性

は次第に薄れていった。そこで、農林省は 1947 年 10 月 24 日、「開拓事業実施要領」

を制定した。この要領からは、食糧不足への対応や海外からの帰還者等の農業への就

労を促進する対策が削られ、農地の効率的な利用対策のみが掲げられた。開墾目標面

積は 155 万町歩で｢緊急開拓事業実施要領｣と同じのままだったが、新規就農者の目標

人数を 100 万戸から 34 万 6 千戸に下方修正している。しかし、昭和 20 年代(1945~1954

年)は日本人全員が満足に米を口にすることが出来なかったばかりでなく、全ての食

糧が不足していて、特に都市部では、児童の栄養状態が劣悪の水準にあった。そこで、

政府は外米を輸入したほか、「ガリオア・エロア」資金59（Government Appropriation for 

Relief in Occupied Area, GARIOA）を活用して大量のメリケン粉を輸入し、学校給食で

パンを提供し始めた。  

そして、このパンを使い始めた事が後に日本人の米食離れを引き起こして、食習慣

の欧米化を招き、米の消費量を大幅に減少させて、日本の食糧生産体制に大きな影響

を与えることになった。 

さらに、昭和 30 年代後半になると、化学肥料や農薬が使用され始め、農業機械も徐々

                                                     
58 町歩とは：田畑、山林の面積の単位。1 町歩は約 1ha (9917 ㎡)。 
59 「ガリオア・エロア」資金とは、第二次世界大戦後、アメリカ政府が占領地の疾病や飢餓による社

会不安を防止し、占領行政の円滑化を図るため、陸軍省の軍事予算から支出した援助資金である。 
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に導入されるなど、米作技術が大幅に改善され、生産量が驚くほど増加して、誰もが

充分米を食べられるようになった。 

このような情況の下では、戦時体制の時代に確立され、戦後のこの段階まで効果を

発揮してきた｢食糧管理法｣はその役目を終えたかに思われたが、廃止されることなく、

日本政府の農業政策の中で、その後長く生き続けることとなる。 

そして、昭和 40年代(1965~1974年)に入ると、農村の水路の整備が格段に改善され、

化学肥料や農薬も一段と普及し，品種改良も進み、米の生産量は急上昇を続けた。し

かし政府は食糧管理制度を利用して、米を市場価格より高く買い取ることにより農家

の所得を増やす方針を崩さなかった。それは、農民の収入が停滞する一方、都市部の

労働者の所得が急上昇する中、そのバランスを取る必要があったからだ。しかしその

結果、政府の買い上げる備蓄米が激増し、毎年膨大な国費が必要になった。 

このような事態を打開するために実施されたのが「減反政策」である。しかし、｢減

反政策｣は一種のカルテル60であり、政治的色彩が非常に強いものであった。何故なら、

この手法には政権与党自民党の集票田としての意味合いが強く反映していたからで

ある。実際カルテルは消費者の利益を損ない、経済の非効率化を招き、ひいては、国

民経済の健全な発展を阻害する恐れがあるため、独占禁止法はカルテル行為を原則と

して禁止している。｢減反政策｣は政府主導の非社会的政策であり、事実日本農業の活

力を奪い続けて、その発展に大きなダメージを与えてきたことは紛れも無い事実であ

る。 

しかし、現在農業就労人口が激減して、国政選挙における農業団体の代表である農

協61の集票能力が著しく減退し、政界への影響力が激減している。まさに、これに歩

調を合わせたかのように、2014 年 11 月 26 日第二次安倍内閣は過去 40 年にわたって

米の減産に対して助成金を給付してきた｢減反政策｣（生産調整制度）を見直し、4 年

後の 2018 年 4 月から廃止する方針を決定したのである。 

 

一、 日本の農業に影響を与えた主要政策 

 

  戦後日本の農業の進展に大きな影響を与えた主要な政策は、以下で述べるように四

つがある。 

 

（一） 食糧管理法 

 

1942 年 2 月、当時の東條内閣時代に《食糧管理法》62が制定された。米や麦類等の

                                                     
60Kartell：企業の独占の一形態。同一産業部門内のいくつかの大企業がそれぞれ独立性を保ちながら、

生産量、販売地域、価格等を協定し、市場に対する支配力を強め、独占的な高利潤を得ようとするも

の。（企業連合） 
61農協： ｢農業協同組合｣の略。平成四年に JA と改称。 
62 「東條内閣時代の食糧管理法」（昭和 17 年 2 月 21 日法律第 40 号）、この法律の詳細については、

以下参照。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E7%B3%A7%E7%AE%A1%E7%90%86…….. 
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主要食糧の生産、流通、消費について政府が全て管理するシステムであり、食糧の需

給のバランスと価格の安定を図るものであった。供出価格と供出数量は政府によって

決定され、管理された。 

 そして、1994 年 12 月 14 日、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律《食糧法》

が公布され、一部の条項を除き翌 1995 年 11 月 1 日に施行され、これと同時に《食糧

管理法》は廃止された。 

 

（二） 農地改革 

  

 1945 年 12 月 9 日、「連合国最高司令官総司令部」（General Headquarters、GHQ 最高

司令官ダグラス・マッカーサー（Douglas MacArthur）は日本政府に『SCAPIN-411 農

地改革に関する覚書』63を送り、数世紀に亘った日本の封建的な地主制度を打破し、

農地の所有制度を徹底的に改革するよう指示した。そして、日本政府はその指示通り、

第二次農地改革法を作成、1948 年 10 月に成立した。 

 日本政府による農地の買収、譲渡は 1947 年から 1950 年まで行われ、全国で 193 万

町歩の農地が、延 237 万人の地主から超低価格で買収され、延 475 万人の小作人に売

り渡された。そして、農地改革は GHQ の行った戦後改革のうち最も成功した例とし

て評価された。しかし、この農地改革の結果、日本には殆ど大規模農家が無くなり、

多数の零細兼業農家を生み出すこととなった。 

 現代の視点に立って考察すると、生産性を高めるために，機械を導入して経営を合

理化しようとしてもあまりにも規模が小さく、日本の農業は多くの問題点を抱えるこ

とになった。 

 

（三） 農業者戸別所得補償制度 

 

農林水産省の農業者戸別所得補償制度の概要に於ける本制度の説明を要約すると

大体以下のようになる。 

 本制度は、食糧自給率の向上を図ると共に、農業と地域を再生させ、農山漁村に暮

らす人々が将来に向けて明るい展望を持って生きていける環境を作り上げていくた

めの施策である。 

 

1．目的 

販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付すること

により、農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、もって食糧自給率の向上と農業

の多面的機能を維持することを目的とすると謳っている。 

 

                                                     
63この農地改革に関する覚書に関しては、以下参照： 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E5%9C%BO%E6%94%B9%E9%9D%A9 
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2．対象作物の範囲 

 

(1) 農業者の農業経営の安定を図るため、恒常的にコスト割れしている作物。 

(2) 食糧自給率の維持向上を図るため、国民の食生活上特に重要な作物。 

(3) 多面的機能の維持を図るため、農地の有効活用と農業生産力の維持が重要であ

ることから、他の作物と組み合わせた生産が広く行われている作物。 

(4) これらを満たす作物として、米、麦、大豆，こん菜、でん粉原料用馬鈴薯、そ

ば及び十菜種を対象とする。 

(5) なお、水田活用の所得補償交付金については、水田における主食用米との所得

格差を補償する交付金であり、水田作の麦、大豆，飼料作物、米粉用米，飼料

用米、稲発酵粗飼料用稲、そば、なたね、加工用米を戦略作物とし、これ以外

の地域特産物についても都道府県又は地域の判断で対象にできる。 

 

3．対象農業者 

 

 本制度の交付金の対象者は、対象作物の生産数量目標に従って販売目的で生産（耕

作）する 1「販売農家」（法人を含む）と 2｢集落営農｣である。この制度は 3 専業農家

と 4 兼業農家にも適用される。 

(1) 販売農家：経営耕作地面積 30a 以上または農作物販売金額が年間 50 万円以上

の農家。 

(2) 集落営農：複数の販売農家により構成される農作業受託組織で、組織の規約

及び代表者を定め、かつ対象作物の生産販売について共同販売経理を行って

いるもの。 

(3) 専業農家：世帯員の中に兼業従事者が一人もいない農家。 

(4) 第一種兼業農家：世帯員の中に兼業従事者が一人以上おり、かつ農業所得の

方が兼業所得よりも多い農家。 

(5) 第二種兼業農家：世帯員の中に兼業従事者が一人以上おり、かつ兼業所得の

方が農業所得より多い農家。 

 

そのため、農業収入がそれ程大きな割合ではない兼業農家にも適用され、本来農業

を担っている専業農家が優先的に保護されていない。又専業農家が主に生産している

園芸作物への保護が軽視されているなど、多くの問題点が指摘されている。 

 

（四）減反政策 

  

第二次世界大戦末期から戦後しばらくの間、日本は食糧不足に悩まされた。そのた

め戦争中の 1942 年に《食糧管理法》を制定し、米の大増産を進めた。農家が作った

米を政府が高く買い取り、消費者に安い価格で転売した。生産量が増えれば増えるほ
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ど国の赤字が増大し、売れ残りの在庫米が増え国の財政負担が大きくなった。 

そこで、政府は 1970 年から、米の生産を制限する、｢減反｣64と呼ばれる生産調整制

度を実施した。毎年農協を通じて全国の農家に田んぼを減らす目標値を割り当て、目

標値を達成した農家に補助金を支給したのである。1995 年に食管制度が廃止され、農

家が自由に米を作って販売できる新しい食糧法が施行されたが、減反政策は米の需給

と価格の安定を保つために現在まで継続されている。しかし、政府は減反政策自体を

2018 年 4 月に廃止する方針を正式に決定した。 

 現在、国の生産目標に従って減反している農家に、10a(1 反)当たり年間 1 万 5,000

円が支給されているが、2014 年度から半分の 7,500 円に減額され、2018 年度から廃止

される。 

 農地の集約化、大規模化をすすめて米の生産性を高めるには、補助金で零細農家を

支えている減反政策を廃止して、意欲ある専業農家を育成する必要があると政府は考

えているようだが、広大な耕作面積を誇る諸外国と異なり、80%以上が森林で耕作面

積が極端に狭い日本では、大規模農業経営は相応しくないと、政府の方針に異議を唱

える人も多く、日本特有の地形や気象条件等を生かした、コンパクトだが大規模農業

経営に引けをとらない収益性の高い農法の開発を急がねばならない。 

 

二、 農山漁村の復興 

  

 人口の東京圏一極集中を解消し、地方再生を図る為には、農山漁村の復活が求めら

れる。そして、その為には大都市圏から農山漁村地域への有効な移住策を強力に推し

進めなくてはならない。しかし、ここで一番問題なのは現在大都市で暮らしている住

民の中に地方での生活を希望し、移住したいと思う人達がどのくらいいるかであり、

若しその数が少ない場合は、増やす方策を立てねばならない。 

幸い、内閣府が 2014 年 6 月に実施した｢農山漁村に関する世論調査｣に依ると、都

市住民で農山漁村に定住を希望する人が 31.6%もいて、前回の 2005 年 11 月の調査時

よりも 11%も増えているのである。特に図 5-1 を見ると、年代別では 20 歳代の移住

願望率は 38.7%と全ての年代の中で最も高く、30 代が 32.7%、40 代が 35.1%、50 代が

33.1%、60 代が 33.8%、70 歳以上が 22.5%となっていて、年齢の若い世代にも移住願

望があることが地方再生の明るい可能性を示している。 

  

                                                     
64減反の｢反｣とは古い単位の面積を表す言葉で、1 反は約 10a で、１反とは 1 石（こく）と呼ばれる量

の米が収穫できる水田の広さを表していた。 
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図 5-1 都市住民の農山漁村地域への定住願望の有無 

 

出所：内閣府 http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-nousan/zh/z14.html を(2015.3.23)参照。 

 

又図 5-2 の｢農山漁村への定住実現の時期｣に関する調査でも、該当者数 362 人の中、

8.3%がすぐにでも、16.9%が 5 年以内に、24.9%が 10 年以内の定住実現を希望してお

り、これらを合計すると実に 50.1%の人が農山漁村への定住を強く希望していること

が読み取れる。 

このような状況のもとで、この移住計画をスムースに実現するためには、日本政府、

地域の自治体は勿論，それぞれの地域の民間団体及び個人の積極的な協力が欠かせな

い。そして、この国家的プロジェクトを成功に導く為に最も重要なことは官民あげて

協力して、農山漁村への移住と定住を希望する人々に安心して決断して貰える様な環

境を整備することである。 
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図 5-2 農山漁村地域への定住実現の時期 

 

 

出所：内閣府 http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-nousan/zh/z15.html を(2015.3.23)参照。 
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図 5-3 都市住民が農山漁村地域に定住する際の問題点 

 

 

出所：内閣府 http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-nousan/zh/z20.html を(2015.3.23)参照。 

 

  そこで、図 5-3 の｢都市住民が農山漁村地域に定住する際の問題点｣の内容を精査し

なければならない。都市住民が最も不安視している上位五つの問題を見てみると、①

定住するための仕事が無い。②買い物、娯楽などの生活施設がない。③地域内移動の

ための交通手段が不便。④医療機関（施設）が少ない。⑤都市住民を受け入れるサポ

ート体制が整備されていない等が上位五位を占めている。 

上記五つの問題点のうち、②と③は地方再生計画が軌道に乗って地方の人口が増加

すれば、自然に解消する筈である。問題なのは①と④と⑤である。その中で、④の医

療機関（施設）が少ないという問題に関しては、本章第三節の｢大学制度改革｣で分析

検討する。⑤の都市住民を受け入れるサポート体制の問題については、多岐にわたっ

ているので、この欄で集中的に論ずるのではなく、第 5 章の中を中心にして、この論

文の各欄で他の問題と関連して触れる事とする。ここでは①のみを検討する。 

 

問題① ｢地方には都市住民が定住するための仕事がない。｣ 
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 安倍内閣は 2014年 12月 26日、地方創生の司令塔となる『まち・ひと・しごと創生本部』

の有識者会議を首相官邸で開き、2020年までに取り組む地域活性化策や工程表を盛った

『総合戦略』案をまとめたが、翌日、将来の人口展望を示す「長期ビジョン」案とともに閣議決

定した。その総合戦略案は、地方自治体が自由に使える新たな交付金の創設を明記し

2016 年度からの本格実施に向け検討するとした。政府は地方自治体に対して、2015

年度中に｢地方版総合戦略｣を策定するよう求めており、地方の自主的な取り組みを財

政面から後押しする構えである。そして、2020 年度までに地方で 30 万人分の若者の

雇用を創出することや、政府機関の地方勤務者を 4 万人増やして東京一極集中を是正

するという目標を掲げている。65
 

筆者はこの記事を読んで一瞬自分の目を疑った。地方で 30 万人の若者の雇用を創

出するのではなくて、300 万人の若者の間違いではないのか、そして、地方勤務者を

4 万人増やすとの件は、40 万人の間違いではないのかと思い、俄かには信じられなか

ったのだ。 

実際問題として、首都圏の都市群には 3,000 万以上の人間がいる中で、30 万人の若

者と 4 万人の勤務者を地方に移住させて、一極集中問題が解決するなんて誰が信じる

だろうか？これで、この問題に取り組む政府の本気度が明々白々になったと確信した。 

又政府の｢総合戦略案｣の具体策として、東京から地方に本社機能を移転した企業へ

の税優遇や政府機関の地方移転等も盛り込まれているが、本論文の第二章第三節の

｢大都市集積の経済理論｣と第三章第四節の｢人口の東京一極集中｣などの欄で既に分

析したので、ここでの重複は避けるが、地方での会社や工場の経営が行き詰まって止

むを得ず工場を海外に移転したり、本社機能を東京に移した多くの会社が、政府の一

言で地方に再移転するなんて話はとても信じることは出来ない。又政府機関の地方移

転についても、政府の主要機関が具体的に地方移転を公表するまでは、軽々しく信じ

ることは出来ない。それくらい、日本の主要官庁や官僚は霞ヶ関に深く根を下ろして

いるのだ。 

日本政府が地方創生担当大臣のポストを設けて、この問題に取り組みながら、今も

って何一つ有効で具体的な対策を打ち出せていない中、筆者は地方再生は農山漁村の

復活を措いてないという結論に達した。（特に、農業の復活に全力を尽くすべきだ。） 

勿論、この計画は官民あげて協力しても、そう簡単に実現出来ることではないが、農

林水産省が纏めた「農林業センサス累計統計—農業編--（昭和 35 年～平成 22 年）」を

見ると、1975 年に 4,853,071 戸あった総農家数が平成 22 年(2010 年)には 2,527,948 戸

まで激減して凡そ半分になってしまっているのである。 

その要因については、既に本論文中で検討分析しているので、繰り返しませんが，

喩え、農家の戸数が半減していても、農地そのものは、休耕地や耕作放棄地として、

全国津々浦々に残っているのである。従って、それらの農地を復活さえさせれば、間

違いなく地方再生が可能になるわけである。 

                                                     
65 「地方創生へ東京一極集中是正 総合戦略を閣議決定」、『日本経済新聞』、2014 年 12 月 28 日、

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS27H6L_X21C14A2PE8000/?n_cid=SPTMG002 
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幸い、本節の冒頭で取り上げたように、大都市圏には日本農業の次代を担うかなり

の数の若者や中年の人々がいて、条件さえ整えば移住を決断する筈だ。つまり、農業

を専業として成り立つ経済的裏付けがえられ、加えて、内閣府の｢農山漁村に関する

世論調査｣に見られるような其の他の要望が叶えられれば、地方定住の希望者が更に

増加し、人口の一極集中の解決の決め手になることは間違いなく、人口減少の最大の

要因である少子高齢化に歯止めを掛け、出生率の上昇に貢献することが期待出来るの

である。 

そこで、次に都市住民の地方への移住を促進する為の主要な対策として、第二節で

は、｢政府の取るべき復興支援策｣を、そして、第三節では｢日本の大学制度｣、特に医

科系大学の制度を検討分析する。 

 

 

図 5-4 総農家数及び土地持ち非農家数 

 

出所：農林水産省「農林業センサス累計統計－農業編」（昭和 35 年～平成 22 年）を基に筆者作成。 
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図 5-5 耕作放棄地のある農家（世帯）数 

 

 

 

出所：農林水産省「農林業センサス累計統計－農業編」（昭和 35 年～平成 22 年）を基に筆者作成。 

 

 

図 5-6 耕作放棄地面積 

 

出所：農林水産省「農林業センサス累計統計－農業編」（1960 年～2010 年）を基に筆者作成。 
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第二節 政府の取るべき地方復興支援策 

 

一、 都市と地方の賃金格差の是正 

．  

 人口の一極集中現象は多くの方面で様々な社会問題を引き起こしているが、その中

で最も深刻な現象は、多くの地方では若者が都会へ出て行ってしまい、少子高齢化が

益々進み、過疎化が加速している事である。そして、この現象に追い討ちをかけてい

るのが都市と地方の賃金格差である。 

 

図 5-7 全国都道府県民の個人所得格差 

 

出所：内閣府「2011 年度県民経済計算」に基づいて筆者作成。 

 

 先ず内閣府｢平成 23 年度（2011）県民経済計算」の各県の所得格差を見ると、第一

位の東京都民の一人当たりの年間所得は 4,373,000 円で、下位から三番目の宮崎県は

2,208,000 円、下位から二番目の高知県は 2,199,000 円で、最下位の沖縄県は 2,018,000

円と三県の個人所得は全て東京都の半分以下である。 

 もう少し正確に説明すれば、二位の静岡県から七位の広島県までは、かろうじて 300

万円台を維持しているが、八位の栃木県から最下位の沖縄県まで一府一道三十八県全

てが 200 万円台である。この事実から、いかに東京都の収入が突出しているかがわか

る。 
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 更に注目すべきは、最低賃金の地域格差である。そもそも最低賃金とは最低賃金法

に基づき定められた賃金が最低基準で、経営者は最低賃金額以上の賃金を労働者に支

払わなければならないとされている。この最低賃金にさえも地域格差が生じているの

である。 
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表 5-1 地域別最低賃金の全国一覧 

都道府県名 最低賃金時間額（円） 発効年月日 

北海道 748 (734) 平成 26 年 10 月 8 日 

青森 679 (665) 平成 26 年 10 月 24 日 

岩手 678 (665) 平成 26 年 10 月 4 日 

宮城 710 (696) 平成 26 年 10 月 16 日 

秋田 679 (665) 平成 26 年 10 月 5 日 

山形 680 (665) 平成 26 年 10 月 17 日 

福島 689 (675) 平成 26 年 10 月 4 日 

茨城 729 (713) 平成 26 年 10 月 4 日 

栃木 733 (718) 平成 26 年 10 月 1 日 

群馬 721 (708) 平成 26 年 10 月 5 日 

埼玉 802 (785) 平成 26 年 10 月 1 日 

千葉 798 (777) 平成 26 年 10 月 1 日 

東京 888 (869) 平成 26 年 10 月 1 日 

神奈川 887 (868) 平成 26 年 10 月 1 日 

新潟 715 (701) 平成 26 年 10 月 4 日 

富山 728 (712) 平成 26 年 10 月 1 日 

石川 718 (704) 平成 26 年 10 月 5 日 

福井 716 (701) 平成 26 年 10 月 4 日 

山梨 721 (706) 平成 26 年 10 月 1 日 

長野 728 (713) 平成 26 年 10 月 1 日 

岐阜 738 (724) 平成 26 年 10 月 1 日 

静岡 765 (749) 平成 26 年 10 月 5 日 

愛知 800 (780) 平成 26 年 10 月 1 日 

三重 753 (737) 平成 26 年 10 月 1 日 

滋賀 746 (730) 平成 26 年 10 月 9 日 

京都 789 (773) 平成 26 年 10 月 22 日 

大阪 838 (819) 平成 26 年 10 月 5 日 

兵庫 776 (761) 平成 26 年 10 月 1 日 

奈良 724 (710) 平成 26 年 10 月 3 日 

和歌山 715 (701) 平成 26 年 10 月 17 日 

鳥取 677 (664) 平成 26 年 10 月 8 日 

島根 679 (664) 平成 26 年 10 月 5 日 

岡山 719 (703) 平成 26 年 10 月 5 日 

広島 750 (733) 平成 26 年 10 月 1 日 

山口 715 (701) 平成 26 年 10 月 1 日 
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徳島 679 (666) 平成 26 年 10 月 1 日 

香川 702 (686) 平成 26 年 10 月 1 日 

愛媛 680 (666) 平成 26 年 10 月 12 日 

高知 677 (664) 平成 26 年 10 月 26 日 

福岡 727 (712) 平成 26 年 10 月 5 日 

佐賀 678 (664) 平成 26 年 10 月 4 日 

長崎 677 (664) 平成 26 年 10 月 1 日 

熊本 677 (664) 平成 26 年 10 月 1 日 

大分 677 (664) 平成 26 年 10 月 4 日 

宮崎 677 (664) 平成 26 年 10 月 16 日 

鹿児島 678 (665) 平成 26 年 10 月 19 日 

沖縄 677 (664) 平成 26 年 10 月 24 日 

全国加重平均値 780 (764)  

注：2014 年 9 月 26 日現在の改定状況 

出所：厚生労働省の地域別最低賃金の全国一覧を参照。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumi 

 

   厚生労働省の｢平成 26 年度地域最低賃金改定状況｣を見ると、東京の一時間当たり

の最低賃金 888 円に対し、最も低い鳥取，高知、長崎、熊本、大分、宮崎、沖縄七県

の一時間当たりの最低賃金は 677 円で、その差が実に 211 円もある。仮に一日 8 時間

週 5 日一ヶ月間働いたとすると、東京都では 888×40x4=142,080 円となり、下位七県

では、677×40×4=108,320 円で、その差は 33,760 円にもなる。この差額に 12 ヶ月を掛

けると年収で 405,120 円もの大きな差額になるのだ。 

 労働者を保護する為に制定された最低賃金法の運用によって地域間でこんなにも

酷い格差が生じる事が許されてもいいものだろうか？これは格差と言うよりも完全

な差別であり、民主国家の｢法の下での平等｣の概念を大きく逸脱している。日本国の

統治者として日本政府は｢地方創生｣を唱える前に最低賃金法の実施内容を適正化す

べきである。 

 

 

二、 既存の支援策の更なる充実 

 

（一）農業者戸別所得補償制度の改訂 

 

本制度に関しては、本章第一節の一の（三）において、概要は既に検討しているの

で、その内容を一から見直すのではなく、地方再生のために都市住民に地方への移住

を促し、農業復興の担い手になって貰えるようにするにはどうすれば良いかと言う観

点から、一言筆者の提言を申し述べることにする。 
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 本制度は、農業者を過保護に遇するもので、日本農業の自立発展を妨げて、現在の

農業の衰退を招いた一因であると、非難する意見をよく耳にするし、そのことを全面

的に否定する根拠を持ち合わせているわけではないが、人生での一大決断をして、不

安な要素を一杯抱えながら地方移住に踏み出そうとしている人々に出来るだけ保護

的な対策を講じてあげることが極めて重要なことである。特に筆者が問題視するのは、

本制度実施要綱の中の｢対象農業者｣に関する次の三項目である。 

1. 本制度の交付金の対象農業者は、対象作物の生産数量目標に従って販売目的で生

産(耕作)する｢販売農家｣と｢集落農家｣である。 

2. ｢販売農家｣については、対象作物の販売実績のある者又は農業共済の加入者であ

る。 

3. ｢集落営農｣については、複数の販売農家により構成される農作業受託組織であっ

て、組織の規約及び代表者を定め、且つ対象作物の生産、販売を共同販売、経理

を行っているものである。 

 上記の農業者戸別所得補償制度の内容を見ると、既存の農業者や営農組織を保護し、

維持することのみに重点を置いていて、少子高齢化現象によって、農業従事者が高齢

化し、地域農業の運営が日に日に困難になりつつある現実を改善するために、若い年

代層の就農意欲を掻き立て、地域農業を活性化しようという積極的視点を全く欠いて

いると言わざるを得ない。自分の農地も家も無い都市の人々が、地方に移住し、地域

の発展に貢献することを期待するならば、まず迎え入れる体制を整備すべきである。 

 

（二）｢地域おこし協力隊｣と｢田舎で働き隊」 

 

1. 地域おこし協力隊 

地域おこし隊とは都市地域から過疎地域等の条件不利な土地に住民票を移し、生活

の拠点を移した人に、地方自治体が｢地域おこし協力隊員｣として委嘱するものである。

隊員は一定期間、地域に居住して、地場産業の開発、育成等の地域おこしに協力した

り、農林水産業に従事して、地域住民への生活支援活動に参加しながら、隊員自身の

地域への定住、定着を図る取り組みである。 

この活動の主催者は地方自治体であるが、実質的な仕掛け人は総務省であり、特別

交付税により、次の様な財政支援を行っている。 

第一、 地域おこし協力隊員の活動に要する経費として隊員一人当たり 400 万円を

上限に支給する。 

第二、 又地域おこし協力隊員の募集等に要する経費については、一団体あたり

200 万円を上限に支給される。そして、隊員の活動期間は概ね一年以上三

年以下と規定している。政府は 28 年度の募集目標を約 3000 名としている

が、過去の実績は次の通りである。 
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表 5-2 地域おこし協力隊員数、取組団体数の推移 

 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

隊員数 89 名 257 名 413 名 617 名 978 名 

団体数 31 団体 90 団体 147 団体 207 団体 318 団体 

出所：総務省「地域おこし協力隊員について」

(http://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/about/index.html)より引用。 

 

上記の隊員数の内訳を見てみると、隊員の約 40%が女性であり、約 80%が 20 歳代

と 30 歳代であり、しかも約 60%の隊員が任期終了後同じ地域に定住していることが

平成 25 年 6 月末現在の調査で判明している。実際、この活動以上に、少子高齢化の

進行に歯止めを掛け、しかも地域再生に実効性のある試みは現在のところ考えられな

い。 

 安倍内閣は募集目標を約 3,000 名なんて言っていないで、日本の国力の全てを集中

して、この活動を最大限に拡大することを提言する。 

 

2. 田舎で働き隊 

 

 上述の地域おこし協力隊の場合は、総務省主管の活動事業であるのに対し、田舎で

働き隊の活動は、農林水産省が主導している。そして、農林水産省はこの制度の設立

趣旨について次のように指摘している。66
 

 

 農村の活性化には、それを担う人材が必要となるが、高等教育機関や安定した就業の場が

ないことから、農村では青年層を中心に都市部への人口流出等が進み、活性化の担い手とな

る人材が不足している。一方、都市住民の間では、農村への関心が高まっており、また都市

住民が農村と協働して農村活性化に向けた取り組みに携わり、外部の者ならではの｢気付き｣

をきっかけとして、農村の活性化が進展している事例も見られる。このように、都市と農村

の協働は、農村の活性化を図る上で有効な手段の一つであると考えられるが、その推進のた

めには、農村と都市部等の人材をつなぐ有効かつ、汎用性の高い仕組みの存在が必要である。

このため、｢田舎で働き隊｣事業(農村活性化人材育成派遣支援モデル事業)において、都市部

等の人材を農村の活性化のために活用するための人材の仲介業務を支援することとする。 

 

 筆者は｢地域おこし隊｣と同様、｢田舎で働き隊｣の活動方針に全く賛同する。何故な

らば、前にも述べたように、これら二つの活動以外に現在のところ、少子高齢化を食

い止め、日本の出生率を上昇させ、人口減少に歯止めを掛ける為に有効な方策は、他

に殆ど行われていないからである。 

 しかし、ここで筆者が問題視しなければならないのは、日本の行政機構の悪弊の最

                                                     
66

 「「田舎で働き隊！」事業（農村活性化人材育成派遣支援モデル事業）の募集について」、農林水

産省、http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kouryu/081224_1.html 
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たるものである｢縦割り行政｣である。この傾向は、非社会的集団の活動の表現によく

用いられる｢縄張り｣を意味し、日本国民に何の利益も齎さないばかりか甚大な損害を

与えるものだからである。 

 この二つの事業が目指すところは、全く同じであるのに、主管する部署が異なるた

めに、事業活動を推進する手法や手続きがまちまちで、若し統一して行えば、手間や

経費を半減させることも可能になる筈である。又隊員に対する財政支援一つを取って

も、総務省は｢地域おこし協力隊｣隊員一人当たり、上限 400 万円の支援をしており、

一方農水省は｢田舎で働き隊｣の隊員一人当たり研修手当てとして、月額 14 万円程度

を支給するが、その額は受け入れ地域によって異なるとしている。これでは、参加者

を戸惑わせるだけでなく参加を躊躇させることにもなりかねない。日本政府指導者の

決断が必要である。 

 

（三）中山間地域等直接支払制度 

  

中山間地域とは、平野の外縁部から山間地を指すが、山地の多い日本では、このよ

うな中山間地域が国土面積の 73％を占めている。農業生産条件の不利な中山間地域等

において、集落等を単位に農用地を維持・管 理していくための協定を締結し、それ

に従って 5 年以上農業を続ける農業生産活動等を行う方々に対して、政府は面積に応

じて一定額を交付する仕組みである。中山間地域等においては、高齢化や人口減少が

著しく、農業や集落の維持を懸念する声もあるが、この制度を有効に活用し、 農業

生産の維持を通じて多面的機能の確保、地域の活性化に結び つけていくと思われる。 

農林水産省は 2000 年度から実施している「中山間地域等直接支払制度」は、第 2

期対策（2005～2009 年）、第 3 期対策（2010～2014 年）を経て、高齢化に配慮した、

より取り組みやすい制度へと見直した上で、2015 年度より第 4 期対策として新たなス

タートを切った。67筆者が本制度の重要性を指摘したい理由は、日本の大部分の農山

村の人口が急速に老齢化が進み、人口減少が著しく、後継者不足で、平地農業地域と

比べて、休耕地や耕作放棄地が増加する傾向にあり、その対策が急がれるという認識

に加えて、平野の外縁から山間に至る中山間地域は、日本の国土面積の約 70%を、経

営耕地面積の約 40%を占める重要な農業生産地域だからである。 

 更にもう一つ重要な事は、最近日本の各地で宅地開発が進んだ結果、多くの土石流

が発生し、痛ましいニュースが絶えないが、流域の上流部に位置することから、中山

間地域等の農業・農村は水源涵養機能、洪水防止機能等の多面的機能によって、下流

部の住民の生命、財産と安全を守る役割を果たしているからである。 

この制度の概要を簡潔に纏めると次のようになる。68
 

                                                     
67 「中山間地域等直接支払制度とは」、農林水産省、

http://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/s_about/index.html。 
68 「中山間地域等直接支払制度」、農林水産省、2013 年 5 月、

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/files/2013-1206-1824.pdf#search='%E9%9B%86%E8%90%
BD%E5%8D%94%E5%AE%9A%E3%81%A7%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%B1%BA%E3%82%81%E3%82%8B%E5
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1. 対象地域: 

(1) ｢特定農山法｣｢山村振興法｣｢過疎地域自立促進特別脊措置法｣｢半島振興法｣｢離島

振興法｣「沖縄振興特別措置法」｢奄美群島振興開発特別措置法｣「小笠原諸島振興

開発特別措置法」の指定地域。 

(2) 地域の実態に応じて都道府県知事が指定する地域。 

2. 対象農用地: 

｢農業振興地域の整備に関する法律｣において定める「農用地区域」内の農用地で、

傾斜基準等を満足する農用地が 1ha以上まとまって存在もしくは集落協定に基づく農

用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が 1ha 以上。 

 

図 5-8 急傾斜地と緩傾斜地の参考図 

 

 

出所：農林水産省農村振興局中山間地域振興課資料より引用。 

 

 

3. 集落協定で取り決める内容：協定の対象となる農用地の範囲 

(1)構成員の役割分担 

(2)集落マスタープラン 

・集落の 10~15 年後を見据えた将来像 

・将来像を実現するための 5 年間の活動計画 

(3)協定で取り組む活動内容（交付金の交付要件となる活動の選択） 

(4)其の他、交付金の使用方法等 

 

4. 交付対象者: 

協定に基づき 5 年間以上継続して行う農業者等。 

本制度を利用している集落では、農業者の高齢化に伴う経営規模の縮小や営農活動

からの撤退、更に休耕農地の増加等を防ぐために、集落の営農形態の再構築を図り、

既存の営農組合が中心となって協定を締結して、地域の農業経営の改善に取り組んで

                                                                                                                                                                   
%86%85%E5%AE%B9 
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いるようであるが、確実に次世代に引継ぎ可能な営農形態を実現するためには、都市

住民や他の地域からの青年層も積極的に参入出来るように本制度の内容を改善せね

ばならない。 

 

 

第三節 大学制度の改革 

  

一、 地方再生の一方策としての大学制度改革 

 

 実際、人口減少を食い止める有効な手段や対策を具体的に提示することは至難の命

題であり、その証拠に、第二次安倍内閣発足以来三年が経っても、地方再生担当大臣

のポストまで設けているが、未だに何一つ有効な対策が打ち出せていない。ただ人口

問題の専門家も日本政府も、日本の合計特殊出生率が年々低下する最大の要因は、地

方に住む若年層が極端に少ないことにあるという認識では完全に一致している。 

 そこで、各方面から「人口の東京一極集中」の解消が提起されているが、その具体

案となると誰一人有効な解決策を提示出来ないのが現状である。 

 そこで、筆者は第五章の「地方再生計画」の中で、農山漁村の復活の必要性を強調

し、特に[農業の復活]が地方再生の切り札になり得ることを強調したし、その信念は

全く揺らぐものではないが、この計画を実現するためには、日本政府や全ての日本国

民の協力が得られたとしても、かなりの時間を要することは否定出来ない。 

 そこで、先ず若い年代の人々を地方に分散させる最も現実的で即効性のある手段と

して、地方への大学設置の増大を提案したわけである。しかし、地元の大学にも同じ

学部がある場合、わざわざ遠方の大学を選択することは期待出来ない。そこで、医学

系の国公立大学を出来るだけ多く地方に設置する事を提案した訳である。 

 本章の第三節で詳説しているように、日本の医科系大学の入学制度は矛盾だらけで、

大改革が必至であるが、日本では医師の社会的ステータスが非常に高く、待遇も良い

ので、若者の憧れであり、万難を拝して医学の道に進むことを望む若者が多く、たと

えその大学が辺鄙な地方に在っても、彼等を惹きつけることが出来るのである。 

 本章第一章で取り上げた日本政府の「総合戦略」に盛り込まれている東京から地方

への企業の本社移転や政府機関の地方移転案と比較して、首都圏に集中している教育

機関、特に医科系大学の地方への分散案のほうが遥かに実現性と効果が大きいと確信

する。 

 次に、現在の大学の実情を下に掲げる「全国都道府県別大学数ランキング」を見て

分析することにする。 
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表 5-3 全国都道府県別大学の数ランキング 

ランキング 都道府県名 学校数 教員数 学生数 

1 東京 138 47,911 729,422 

2 大阪 55    12,595 228,516 

3 愛知 51    10,267 191,342 

4 兵庫 42 6,570 125,689 

5 北海道 36 6,483 92,153 

6 福岡 34 8,207 123,974 

7 京都 31 9,123 161,212 

8 埼玉 30 4,409 125,143 

9 千葉 28 4,028 118,061 

10 神奈川 28 5,321 205,956 

11 広島 22 3,969 60,058 

12 新潟 18 2,297 29,938 

13 岡山 17 3,273 41,160 

14 宮城 14 4,541 59,174 

15 群馬 14 1,639 27,823 

16 静岡 14 2,035 35,439 

17 石川 12 2,528 29,113 

18 岐阜 12 1,689 21,427 

19 青森 10 1,256 16,062 

20 奈良 10 1,453 24,727 

21 山口 10 1,410 19,384 

22 長崎 10 1,794 19,220 

23 熊本 10 1,730 29,575 

24 茨城 9 2,956 38,670 

25 栃木 9 3,359 22,623 

26 福島 8 1,202 17,232 

27 長野 8 1,536 16,999 

28 三重 8 1,230 15,343 

29 滋賀 8 956 37,199 

30 山梨 7 1,006 17,972 

31 宮崎 7 975 10,983 

32 沖縄 7 1,258 20,151 

33 秋田 6 960 9,269 

34 鹿児島 6 1,471 18,475 

35 岩手 5 1,356 13,618 
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36 山形 5 1,055 12,914 

37 富山 5 1,103 11,681 

38 愛媛 5 1,160 17,368 

39 大分 5 997 16,908 

40 福井 4 921 9,810 

41 徳島 4 1,592 14,243 

42 香川 4 874 10,137 

43 和歌山 3 654 8,811 

44 高知 3 903 8,982     

45 鳥取 2 788 7,217 

46 島根 2 776 7,311 

47 佐賀 2 787 8,930 

全国合計  778 174、403 2887414 

出所：文部科学省 平成 22 年 全国都道府県別 大学の数ランキング

(http://www.japan-now.com/article/300797944.html)を参照。 

  

 

 まず、このランキング表の第一位の東京の大学数は 138 に対して、最下位の三県、

つまり 45 位の鳥取、46 位の島根、47 位の佐賀の大学数は其其たった 2 校にすぎない。

東京にはこれら各県の実に 69 倍もの大学が存在するのだ。 

 又東京とこれら三県の差異を学生数で比べてみると、東京の学生数は 729,442 人で

あり、一方鳥取は 7,212 人、島根は 7,311 人、佐賀は 8,930 人と三県いずれも一万人に

も満たない。東京の学生数は最も少ない鳥取県の実に 100 倍以上なのである。 

 ここで、更に驚愕の分析結果を示すならば、東京に、一般的に首都圏と呼ばれてい

る、埼玉の 125,143 人、千葉の 118,061 人、神奈川の 205,956 人を加えた学生総数は

1,178,582 人となり、最下位三県の其其の学生数の約 163 倍にも達するのである。 

 実際、地方には私立大学が極端に少なく、大学の定員がそれだけ少なくなり、少子

化で減少している高校生が卒業と同時に都市部の大学に進学し、しかも卒業後もその

まま都会で就職して帰郷することが稀なため、地方の少子化に拍車をかける最大の要

因となっている。この最悪のスパイラルに終止符を打つためには、大学や各種研究機

関の地方への新設又は移設が最も効果的である。それらの新設或いは移設された大学

や研究施設には全国から若者が集まるので、現在の地元の人口はそれらの大学又は研

究機関を地方に導入する際の参考基準とはならない。 

 

二、 医科系大学の改編 

 

 筆者は日本の大学制度の中で、医科系の大学のシステム、所謂医学部と歯学部の体

制にこの上ない不合理性と矛盾を感じていて、その改革が必至であり、もし改革が成
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功すれば、あらゆる方面で日本の将来に好影響を与えるに違いない。そこで、先ず幾

つかの参考資料を提示して、次に日本の現状を検討分析し、目指すべき将来の方向性

を提示する。 

 

(一)大学医学部の医師研修制度と医師不足 

 

最近では｢医師不足｣はマスコミであまり報道されなくなった。それは、深刻な医師

不足が解消されたからではなく、あまりにも長年に亘ってこの問題が報道され続けて

きた結果、医師不足による極端な例証でもないかぎり、ニュース、バリューがなくな

ってしまったからである。 

 しかし、現実を見直してみると、以前は医師不足は過疎地や比較的人口の少ない地

方での深刻な問題であったが、数年前からは地方の中核地域や都市部でも深刻度を増

してきている。特に 2006 年から、都市部での医師不足が大きな話題となっている。 

 その大きな理由として指摘されているのは、2004 年度から実施された大学医学部の

研修制度69改革である。2004 年度までは医学部を卒業した研修医は出身大学の各診療

科に所属して、卒業後 2 年間大学附属病院で研修を受けた後に、地域の医療機関に派

遣されることになっていた。それ故、研修医は大学の医局と教授などによって統括さ

れ、その命令よって研修中ばかりでなく、終了後も臨機応変に過疎地や僻地も含めた

一般医療機関へ派遣され地域医療を担ってきた。それが、2004 年の医師研修制度の改

革によって、研修医は自分の意思で研修医療機関を選択出来ることになり、大学附属

病院より研修内容が充実し、待遇が良い大都市の公立病院や民間病院などに集中し、

地域医療の荒廃や一部診療科への偏在を招く結果となった。 

勿論、この医師研修制度については、筆者のみならず多くの日本国民が疑念を抱く

点が多く、改善を急がねばならないことは言うまでもないが、筆者の論点を絞るため

に、ここではこれ以上検討を加えない事とする。 

 

(二)医師数の国際比較 

 

ここまでは、医師不足問題を国内的視点からのみ見てきたが、客観性を 

高めるために、岩手医科大学学長小川彰の解説を借用すれば、「経済協力開発機構」

（Organisation for Economic Co-operation and Development、OECD）の人口 1,000 人当た

りの医師数国際比較によると、、日本は OECD 加盟国中最下位のトルコとほぼ同等で

あり、OECD の平均 3.1 人を大幅に下回り、日本の医師数は世界水準の三分の二にす

ぎない。また、医師免許を持っている医師の数ではなく、現実に働いている医師数で

                                                     
69大学医学部の研修制度：医師法第二十六条の二に基づく臨床研修。診療に従事しようとする医師は、

二年以上、医学部を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を

受けなければならない。 
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見ると、OECD 加盟国の中で実質最下位であると述べている。70
  

 

図 5-9 臨床医密度（人口 1000 人当たりの医師数）（2007 年） 

 

出所：OECD Health data 2009、June 2009(http://diamond.jp/articles/-/7830?page=3)を参照。 

 

 

  都道府県別に見ると、その異常な状況が一層明白になる。最下位の埼玉県にいたっ

ては、10 万人当たりの医師は 146.1 人と世界標準の二分の一にも満たない。また、日

本の 10 万人当たりの医学部卒業者数は 6 人であり、先進国の中で最低のレベルであ

る。さらに、2005 年の日本の大学の医学教育に対する公財政支出は、対 GDP 比 0.5%

で、OECD 加盟国平均の 1.1%の半分以下で加盟国中最下位である。 

 

(三)大学医学部改革の問題点と対策 

 

1.医学部の定員 

 

医学部が大学の其の他の学部と根本的に異なる点は、卒業生は卒業後ほぼ 100%医

師国家試験を受験して医師免許を取ることである。他の学部、例えば法学部の場合は、

                                                     
70 井家真人「ＯＥＣＤ加盟国で最下位レベル!?なぜ日本は深刻な“医師不足”なのか――岩手医科大

学 小川彰学長に聞く」、DAIMOND nnline、2010年 4月 8日、http://diamond.jp/articles/-/7830 
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卒業生全員が司法試験を受験するわけではなく、極一部の者だけが受験するだけであ

る。しかも医学部は特別に専門性が要求されるので、卒業まで 6 年の学習期間が必要

で、歯学部及び薬学部も 6 年である以外は、殆ど全ての学部の修学年限は 4 年となっ

ている。それ故、政府の決める国公私立大学の医学部の入学定員がイコール日本の医

師数を決定することになる。だから、日本政府の過去の大学医学部に対する政策が現

在の医師不足や診療科の偏在等の多くの問題を引き起こしたことになる。特に、医学

部の入学定員の増減を振り返って見ると、将来の日本の医療を見据えた一貫したビジ

ョンに欠けていて、場当たり的な対応しかしてこなかったことは明らかだ。 

  実際、平成 24 年 9 月 10 日付の文部省及び厚生労働省が共同で発表した｢地域の医

師確保対策 2012～医師のキャリア形成と社会構造の変化に対応した医師養成・確保の

推進～｣を読んでみても通り一遍の対策を網羅しているだけで、医師の数を確保して、

地域医療の危機を抜本的に改革しようという覇気も意欲も読み取れないし、ましてや

画期的提案等何一つなされていない。その事は下掲の表 5-4｢地域の医師確保対策

2012｣の中の医学生の入学定員数の推移を注視すれば一目瞭然である。 

 

表 5-4:地域の医師確保対策 2012(医師のキャリア形成と社会構造の変化に対応した医師養成・確保

の推進) 

年度 人数 入学定員の推移 

1981 年～84 年 8,280 過去最大定員 

1985 年～1998 年 8,260～7,640 1982 年閣議決定後 

1999 年～2002 年 7,630 1997 年閣議決定後 

2003 年～2008 年 7,625 抑制後定員 

2008 年 7,793 医師確保対策後定員 

2009 年 8,486 2009 年度の措置 

2010 年 8,846 2010 年度の措置 

2011 年 8,923 2011 年度の措置 

2012 年 8,991 2012 年度の措置 

出所：平成 24 年 9 月 10 日文部科学省 厚生労働省｢医学部入学定員増について」を参照。 

 

2.国公立大学医学部と私立大学医学部の学費 

 

国立大学の場合、学部を問わず初年度納付金は、入学金(28 万 2,000 円)+授業料(53

万 5,800 円)＝81 万 7,800 円(2012 年時、昼間)で、国立大学医学部全てで同額であるか

ら、日本の北端は、旭川医科大学から南端は琉球大学医学部まで、42 国立大学医学部

の学費を比較する必要は全くない。 

 公立大学の場合も、学部を問わず学費は同額ですが、学生の出身地によって幾分金

額が異なる。つまり、その大学の所在地（県又は市）の住民であればいくらか優遇さ

れる。これは所在地が住民の税金を使って大学を運営しているから当然のことである。
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それで、初年度納入金は其其の公立大学で幾分差があるが、概ね国立大学の初年度納

入金を少し上回る程度である。 

 問題なのは、私立大学の学費である。そこで、次に私立大学医学部を含む全大学医

学部の初年度入学金ランキング表①と私立大学医学部の 6年間の納入金総額ランキン

グ表②の内容を比較検討する。 

 

表 5-5 大学医学部初年度納入金ランキング 

順位 大学名 学部学科 初年度入学金 

1 帝京大学 医学部医学科 14,207,320 円 

2 川崎医科大学 医学部医学科 12,015,000 円 

3 金沢医科大学 医学部医学科 11,789,970 円 

4 埼玉医科大学 医学部医学科 10,070,000 円 

5 独協医科大学 医学部医学科 10,300,000 円 

6 杏林大学 医学部医学科 10,050,700 円 

7 福岡大学 医学部医学科 9,624,710 円 

8 大阪医科大学 医学部医学科 9,600,000 円 

9 愛知医科大学 医学部医学科 9,500,000 円 

10 岩手医科大学 医学部医学科 9,400,000 円 

11 久留米医科大学 医学部医学科 9,313,000 円 

12 藤田保健衛生大学 医学部医学科 9、296,000 円 

13 兵庫医科大学 医学部医学科 9,025,000 円 

14 北里大学 医学部医学科 9,008,000 円 

15 東京女子医科大学 医学部医学科 8,901,000 円 

16 関西医科大学 医学部医学科 8,860,000 円 

17 東邦大学 医学部医学科 8,297,800 円 

18 東京医科大学 医学部医学科 7,569,400 円 

19 聖マリアンナ医科大学 医学部医学科 6,900,000 円 

20 近畿大学 医学部医学科 6,804,500 円 

21 東海大学 医学部医学科 6,499,200 円 

22 日本大学 医学部医学科 6,350,000 円 

23 産業医科大学 医学部医学科 6,122,800 円 

24 日本医科大学 医学部医学科 5,880,000 円 

25 昭和大学 医学部医学科 5,095,000 円 

26 自治医科大学 医学部医学科 4,628,270 円 

27 慶応義塾大学 医学部医学科 3,763,350 円 

28 東京慈恵会医科大学 医学部医学科 3,500,000 円 

29 順天堂大学 医学部医学科 2,900,000 円 
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30 福島県立医科大学 医学部医学科（県外） 1,769,800 円 

31 奈良県立医科大学 医学部医学科（県外） 1,386,600 円 

32 和歌山県立医科大学 医学部医学科（県外） 1,287,800 円 

33 福島県立医科大学 医学部医学科（県外） 1,205,800 円 

34 横浜市立大学 医学部医学科（市外） 1,132,000 円 

35 名古屋市立大学 医学部医学科（市外） 1,055,700 円 

36 京都府立医科大学 医学部医学科（府外） 1,028,800 円 

37 札幌医科大学 医学部医学科 1,017,800 円 

38 名古屋市立大学 医学部医学科（市内） 955,700 円 

39 横浜市立大学 医学部医学科（市内） 941,000 円 

40 大阪市立大学 医学部医学科（市内） 877,800 円 

41 奈良県立大学 医学部医学科（県内） 866,600 円 

42 全国立大学 医学部医学科 817,800 円 

出所：「大学学費ランキングまとめーNAVER まとめ」

http://matome.naver.jp/odai/2138536025431788701 を基に,一部筆者改編。 

    

 

表 5-6 私立大学医学部医学科 6 年間納入金総額ランキング 

順 位 大 学 名 全 学 費 

1 川崎医科大学 4,716万円 

2 金沢医科大学 4,054万円 

3 北里大学医学部 3,952万円 （特殊第一種～四種） 

4 埼玉医科大学 3,917万円 

5 藤田保健衛生大学 3,873万円 

6 愛知医科大学 3,800万円 （一般上位 30名 3,300万円地域大卒 1,790万円） 

7 福岡大学医学部 3,776万円 

8 兵庫医科大学 3,760万円 

9 杏林大学医学部 3,755万円 

10 帝京大学医学部 3,750万円 

11 獨協医科大学 3,730万円 

12 久留米大学医学部 3,637万円 （2015年度入学者より）←3,267万円 

13 近畿大学医学部 3,584万円 

14 東海大学医学部 3,500万円 （2015年度入学者より）←3,754万円 

15 聖マリアンナ医科大学 3,473万円 

16 岩手医科大学 3,440万円 

17 東京女子医科大学 3,341万円 （上位 10名 2,611万円） 

18 日本大学医学部 3,337万円 
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19 大阪医科大学 3,207万円 

20 東京医科大学 2,977万円 （上位一般 35名＋セ 15名 2,477万円） 

21 関西医科大学 2,814万円 

22 日本医科大学 2,799万円 （上位 60名 2,523万円） 

23 東邦大学医学部 2,629 万円 

24 昭和大学医学部 2,309 万円 （特待生 2,009 万円） 

25 東京慈恵会医科大学 2,286 万円 

26 慶應義塾大学医学部 2,157 万円 

27 順天堂大学医学部 2,113 万円 （特待生 1,990 万円） 

28 
産業医科大学 1,130 万円（卒後の指定勤務義務を拒否する場合,最大 2,260

万円） 

29 自治医科大学 0 円（卒後の指定勤務義務を拒否する場合,最大 3,049 万円） 

注：自治医科大学 1972 年開学。僻地医療の充実を目的に,各都道府県の共同の出資によって作ら

れた私立の学校法人,その設置趣旨のため各都道府県の定員枠（2 名ないし 3 名）により選抜する

全寮制で,卒業後は採用枠都道府県の定めにより,公立病院を中心に 9 年間地域医療に従事するこ

とが求められる。6 年間の学費は 2,200 万程度だが在学中は貸与され,卒業後 9 年間指定公立病院

等に勤務した場合その返還は免除される。 

出所：「Top／私立医学部の学費」

（http://www.saijuken.com/swiki/index.php?%BB%E4%CE%A9%BCE5%B3%D8%C9）

を基に作者が作る。 

 

 

  先ず注目すべきは、表 5-5 を見ると当然のことながら、日本の全医学部の中で、私

立大学の医学部が一位から二十九位までを占めており、次に公立大学が続き、その次

に国立大学が続いている事実である。そして私立大学の学費は国立の最大で 17.4 倍に

達している。次に、表 5-6 の私立大学の六年間の納入金と国公立大学の六年間の納入

金額を比較するために、筆者自身が国公立大学の分を計算した結果、次のようなラン

キングが成立した。 

 

表 5-7 国公立大学医学部医学科 6 年間の経費ランキング表 

順位 大 学 名 全 学 費 

1 福島県立医科大学（県外） 4,448,800 4,448,800 

2 奈良県立医科大学（県外） 4,065,600 1,386,600＋2,679,000＝4,065,600 

3 和歌山県立医科大学（県外） 3,966,800 1,287,800＋2,679,000＝3,966,800 

4 福島県立医科大学（県内） 3,884,800 1,205,800＋2,679,000＝3,884,800 

5 横浜市立大学（市外） 3,811,000 1,132,000＋2,679,000＝3,811,000 

6 名古屋市立大学（市外） 3,734,700 1,055,700＋2,679,000＝3,734,700 
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7 京都府立医科大学（府外） 3,707,800 1,028,800＋2,679,000＝3,707,800 

8 札幌医科大学 3,696,800 1,017,800＋2,679,000＝3,696,800 

9 名古屋市立大学（市内） 3,634,700 955,700＋2,679,000＝3,634,700 

10 横浜市立大学（市内） 3,620,000 941,000＋2,679,000＝3,620,000 

11 大阪市立大学（市外） 3,556,800 877,800＋2,679,000＝3,556,800 

12 奈良県立医科大学（県内） 3,545,600 866,600＋2,679,000＝3,545,600 

13 京都府立医科大学（府内） 3,496,800 817,800＋2,679,000＝3,496,800 

14 全国立大学 3,496,800 282,000＋3,214,800＝3,496,800 

15 大阪市立大学（市内） 3,436,800 757,800＋2,679,000＝3,436,800 

注：計算式＝（公立）初年度納入金＋（1 年間の学費 535,800 円✕5）＝6 年間の学費 

    （国立）入学金（282,000 円）＋授業料（535,800✕6）＝3,496,800 

出所：大学学費ランキングまとめ,ＮＡＶＥＲまとめ、

（http://matome.naver.jp/odai/2138536025431788701）を基に筆者が作成する。 

 

私立大学医学部医学科の六年間の学費が最も高い川崎医科大学の 47,160,000円は公

立で最も高額の福島県立医科大学の 4,448,800 円の約 11 倍であり,国立大学医学部の

3,496.800 円の 13.5 倍の金額になる。何故こんなに大きな差が出るのか、更に一般常

識として、私立大学医学部の場合、入学時に協力金又は助成金の名目で、多くの場合

一口 300 万から 500 万程度を任意で父母に要求する事が多く、これらは正規の学費と

してはカウントされていないようである。 

 

図 5-10:サラリーマンの平均年収 

 

出所：「国税庁平成 25 年民間給与実態統計調査結果」年収ラボ

http://nensyu-labo.com/heikin_suii.htm 
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私立大学医学部の学費が如何に高く、理不尽なものであることを立証するために、

国税庁平成 25 年度民間給与実態統計調査結果に基づく日本のサラリーマンの平均年

収の推移と見比べてみると、1995 年から 2013 年までの平均年収は一度も 400 万円台

を超えたことがなく、2009 年度の 406 万円を下限として 2013 年度も 414 万円と低迷

している。そして、この 2013 年度の平均年収に基づいてサラリーマンの生涯獲得賃

金を計算すると約 2 億 3,864 万円になると推計される。この事実から判断すると、一

般サラリーマンは、どう考えても約 5 千万円(平均で 3 千 2 百万円)もの学費を払う術

はない。しかも、これらの金額は大学に納付すべき学費だけであり、6 年間の生活費

や教養・娯楽費等は含まれていないので、卒業までには実質 1 億円近く必要だという

のが定説である。これでは、大部分の日本人の子弟は、いくら勉強しても、どんなに

優秀でも、私立大学の医学部への進学を諦めざるを得ない。これは大変な差別である

ばかりでなく国家にとっても大損失である。 

 

(1)大学医学部の一極集中 

 

国立大学の医学部医学科は 47 都道府県中 40 都道府県に存在し、北海道には旭川医

科大学と北海道大学医学部の 2 校あり、東京にも東京大学医学部と東京医科歯科大学

の医学部の 2 校あり、それ以外の 38 府県には其其一校の国立大学医学部医学科があ

る。そして、国立大学医学部がない 7 県の内、福島県には、福島県立医科大学、神奈

川県には、横浜市立大学医学部、奈良県には、奈良県立医科大学、そして和歌山県に

は和歌山県立医科大学がある。そして、残りの 3 県、つまり岩手県、埼玉県と栃木県

には、国立大学医学部も公立大学医学部もない。しかし、岩手県には、岩手医科大学、

埼玉県には、埼玉医科大学、そして栃木県には、独協医科大学という三つの私立医科

大学が存在する。 

次に、東京以外で国公私立を問わず、二つ以上の大学医学部医学科を擁する道府県

名と大学名を北から順を追って挙げると次のようになる。 

 

表 5-8 東京以外で大学医学部医学科を擁する道府県と大学名 

順位 道府県名 校数 大学名 

1 北海道 3 旭川医科大学（国）、北海道大学（国）、札幌医科大（公） 

2 栃木県 2 独協医科大学（私）、自治医科大学（私） 

3 石川県 2 金沢大学（国）、金沢医科大学（私） 

4 
神奈川県 

4 
横浜市立大学（公）、聖マリアンナ医科大学（私）、東

海大学（私）、北里大学（私） 

5 
愛知県 

4 
名古屋大学（国）、名古屋市立大学（公）、愛知医科大

学（私）、藤田保健衛生大学（私） 

6 京都府 2 京都大学（国）、京都府立大学（公） 

7 大阪府 5 大阪大学（国）、大阪市立大学（公）、大阪医科大学（私）、
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関西医科大学（私）、近畿大学（私） 

8 兵庫県 2 神戸大学（国）、兵庫医科大学（私） 

9 岡山県 2 岡山大学（国）、川崎医科大学（私） 

10 
福岡県 

4 
九州大学（国）、福岡大学（私）、久留米大学（私）、

産業医科大学（私） 

出所：文部科学省の公式サイトに基づいて筆者作成 

 

 

 これに対して、東京都内に医学部医学科を設けている大学は次の通りである。 

  東京大学（国）、東京医科歯科大学（国）、帝京大学（私）、杏林大学（私）、東京女

子医科大学、（私）、東京医科大学（私）、東邦大学（私）、日本大学（私）、日本医科

大学（私）、昭和大学（私）、慶応義塾大学（私）、東京慈恵会医科大学（私）、順天堂

大学(私)等東京都内には、二つの国立大学医学部と 11 の私立大学医学部があり、合計

で 13 の大学医学部と附属病院が有り、他の道府県の合計 30（平均 3）と比較すると、

実に地方の 4.3 倍以上の医科系大学や附属病院が東京都に一極集中している実態が分

かる。 

 

(2)地域再生と医科系大学の制度改革 

 

上記の記述から医科系大学の東京一極集中が人口の一極集中の大きな原因の一つ

であることを分析出来た筈だ。何故ならば、それでなくても出生率が低く、若年層の

少ない地方から、地元に教育機関(特に医学教育機関)が少ないがゆえに、上京せざる

を得ないことに加えて、日本の私立大学医学部 29 校のうち、東京都に 13 校(41.3%)

が集中していて、高い学費だけでなく物価が日本一高い東京都での生活を考えれば、

一般サラリーマンの子弟にとって、医学部への進学は夢のまた夢なのである。 

 そこで、この不合理極まりない日本の大学医学部の制度改革を徹底すれば、現在の

安倍内閣が推進している｢地方への本社機能の移転｣や｢政府機関の地方移転｣政策よ

りも遥かに大きな効果が期待できる上に、日本政府が本気でやる気を起こせば、その

実現の可能性は非常に大きいのである。この改革の主なメリットとして、次の様なも

のが挙げられる。 

第一、医科系大学制度の改革は文部科学省と厚生労働省に跨る事案であり、両省が

協力して強力に推進すれば、実現の可能性大であり、縦割り行政の是正にも

貢献できる。 

第二、地域の深刻な医師不足を解消し、東京一極集中に歯止めを掛けて、地域活性

化が期待出来るので、地方自治体の協力が得やすい。 

第三、その対策の一つとして、大学医学部の新設又は定員増は国公立も含めて、地

方都市にのみに許可を与え、大都市では認可しない。 

第四、医学部の募集定員の｢地域枠｣を大幅に拡大することによって、卒業後の地域
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定着率の改善を図る。それは又自宅通学が可能となり、生活費が削減出来る

ので、進学率の向上にも繋がる。 

事実、筆者の知っている限り、地方の国公立大学医学部の合格者の出身高校又は出

身地を見ると、医学部のみ全国区となっている。もう少し詳しく説明すると、他の学

部の合格者の大部分は同じ道府県又は近隣県の出身者であるのに対し、医学部の合格

者のみ大学の所在地の出身者よりも他道府県の出身者の方が圧倒的に多く、東京や大

阪等の超有名進学校の生徒でも北は旭川医科大学から南は琉球大学まで受験してい

る。それ故、地方に国公立大学医学部を新設又はその定員を増やせば、卒業後の地方

定着率を高め、地方の人口減少に歯止めを掛け、医師不足の解消に繋がり、一挙三得

なのである。 
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第六章 人口減少時代を乗り切るための対応策 

 

第一節 技術革新の促進 

 

一、 ロボット技術の活用 

 

（一）ロボットの定義 

 

ロボット（Robot）と言う言葉は、1920 年にチェコスロバキアの小説家が戯曲『R.U.R.」

の中で、チェコ語で｢強制労働｣を意味する Robata を用いたのが始まりとされている。

ロボットの学術的定義としては、日本ロボット学会が編纂した『ロボット工学ハンド

ブック』には学会の代表者によるものが多数紹介されている。 

1967 年開催された第一回ロボットシンポジュウムでは、森政弘、合田周平により、

｢移動性、個体制、知能性、汎用性。半機械半人間性、自動性、奴隷性の七つの特性

を持つ柔らかい機械｣という定義が提唱された。また、人間型ロボット研究開発の草

分けであった加藤一郎は、(1)脳と手と足の 3 要素を持つ個体、(2)，遠隔受容、接触

受容器をもつ、(3)平衡覚、固有覚をもつ、これらの 3 条件を備える機械とし、自らも

人間もどきのイメージが強いとしている。  一方で実用的な｢産業用ロボット｣につい

ては、日本工業規格（JIS）｢産業用マニピュレーテイングロボットー用語｣(JIS 

B013-1998)の用語の 1100 番に｢自動制御によるマニピュレーション機能又は移動機能

をもち、各種の作業をプログラムによって実行できる、産業に使用される機械｣と規

定されている。71
 

 

（二）ロボットの技術開発 

 

 安倍内閣は 2014 年 6 月に発表した成長戦略第二弾(｢日本再興戦略｣改定 2014)で、

社会的課題の解決にロボットの活用を打ち出した。そして、9 月 11 日から 12 月 5 日

まで｢ロボット革命実現会議｣72なる会議を立て続けに 5 回開いて、その趣旨を｢少子高

齢化の中での人手不足やサービス部門の生産性向上という日本が抱える課題の解決

の切り札にすると同時に、世界市場を切り開いていく成長産業に育成していくための

戦略を策定するため、ロボット革命実現会議を開催する。｣としている。 

 

 

                                                     
71『NEDO ロボット白書 2014』、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、2014 年 3 月、
http://www.nedo.go.jp/content/100567345.pdf 
72第 6 回ロボット革命実現会議 HP（平成 27 年 1 月 23 日総理大臣官邸）、詳細は以下のメールアドレ

スで検索可能 http://www.kanntei.go.jp/jp/sing:/robot/ 
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1. 介護ロボット 

 

  年々高齢化が進む中、高齢者介護の需要が益々増大しているが，要介護者を引き受

ける施設が大幅に不足しているばかりでなく、介護現場の現状は介護職職員の離職率

が高く、深刻な人材難に直面している。 

 出生率が低下し、平均寿命が年々伸びて、高齢者比率が加速度的に高くなっている

現状を踏まえて、昨年厚生労働省は｢団塊世代｣73の高齢化に伴う介護ニーズを賄うに

は今後 10 年間で介護職員を 40 万人～60 万人増やす必要があると推計している。 

しかしこのように介護福祉士増員の必要性が介護現場で強く求められているだけ

でなく、政府の関連機関でも常に声高に叫ばれているにもかかわらず、何故一旦職に

就いた介護職員の離職率が高いのか？その根本的な原因を分析し、改善しない限り、

この問題の解決は図れない。 

 そこで先ず、｢介護｣という言葉を聞いた時の世間一般の感触を知るために、内閣府

の平成 22 年度の｢介護保険制度にかんする世論調査｣の中の<介護職に対するイメー

ジ(複数回答) >を見ると、 

  第一位 夜勤などありきつい仕事        65.1% 

  第二位 社会的に意義の有る仕事        58.2% 

  第三位 給料水準が低い仕事          54.3% 

  第四位 やりがいのある仕事          29.0% 

  第五位 自分自身も成長できる仕事       18.0% 

  第六位 将来に不安がある仕事         12.5% 

 

となっている。これらのアンケートの回答を見て、筆者の感じる事は、上位六位まで

の内容がプラス志向とマイナス思考が半々であり、将来の介護職場の改善に官民一体

となって取り組めば、成果が大いに期待出来る筈だ。 

 一方、介護施設の現場で働いている人々の生の声を知るために、(財)介護労働安定

センターが実施した｢平成 18 年度介護労働実態調査｣において、労働条件、仕事の負

担についての悩み、不安、不満等(複数回答)を尋ねたところ、次の通りになった。 

   

  第一位 仕事の内容の割りに賃金が低い     40.3% 

  第二位 休息がとりにくい           31.4% 

  第三位 健康面の不安がある          30.1% 

  第四位 休暇が取りにくい           27.5% 

  第五位 職場にたいする社会的評価が低い    26.7% 

  第六位 体力的問題              25.4% 

 

                                                     
73 「団塊の世代」とは戦後の第一次ベビーブーム期(1947~1949)ないしその前後に生まれた世代を指す。

団塊世代、もしくは｢団塊｣とも呼ばれる。 
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 上記の内容を要約すると、①仕事の割りに賃金が安い，②休暇や休息がとれない過

酷な労働環境の中で常に体力面で不安を抱えている。③過酷な労働条件にもかかわら

ず、社会的評価が低く、報われない。以上の三つに纏められる。 

 厚生労働省の 2006 年の｢雇用動向調査報告｣によれば、介護労働者の一ヶ月の平均

賃金は 213,837 円で全産業の平均賃金 334,374 円を 10 万円以上も下回っている。これ

では、介護従業員が仕事の内容に満足し、やりがいを持とうと努力しても、社会的評

価が低い事を実感せざるを得なくなるのは当然の理であり、政府が主導性を発揮して、

介護職員の待遇改善に取り組むべきである。 

そして、もう一つの現場の切実な訴えを忘れてはならない。それは、介護現場の厳

しい業務内容である。特に忘れてはならないのは要介護者は幼児と異なり、体重が重

く、多くの介護従業員（約 7 割）が腰痛で苦しんでいるという事実である。 

 

図 6-1 介護施設における改善要望の高い業務内容 

 

出所：厚生労働省「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業報告書」（平成 24 年 3 月）より筆者

が作成する 

 

この点から考えても、ロボットの導入は介護現場の労働条件を大きく改善出来るこ

とは明らかである。厚生労働省が介護施設において業務改善の要望が高い項目を調査

した結果、移乗、入浴、認知ケア、排泄、見守り等の介護負担が大きいことがわかっ

た。そうした事を参考に、経済産業省と厚生労働省は平成 24 年 11 月に「ロボット技

術の介護利用における重点分野」（2014 年 2 月に改訂）を公表、2013 年度から｢ロボ

ット介護機器開発、導入促進事業｣を実施しており、機器メーカーや大学等の開発現

場と介護現場との協力体制を進めており、その結果介護現場の労働環境が大幅に改善

され、介護従業員がその職責に誇りを持って、より少ないスタッフで効率的に業務を
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遂行出来るようになることを期待する。それが日本の人口減少問題への対処の一助と

もなるからである。 

 

2. 農業ロボット 

 

 少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する中で技術革新が日本の第一次産業の未

来を左右するという考え方に異論を唱える人はまずいない筈だ。こうした中、2015

年 1 月 1 日の産経インターネットニュースの「[農業ロボット]で未来を耕す 遠隔操

作で完全自動化 コスト低減で実用化に道」という記事74の内容を読んで、これぞ正

しく日本の農業の理想像であり、これまで筆者の脳裏で描き続けて来た人口減少時代

を乗り切るための最も有効な手段の一つであると同時に、地方再生を実現し日本の出

生率を向上させる対策にも繋がると確信し、その記事の概略を出来るだけ原文に忠実

に以下に紹介する。 

 

  日本の農林水産省の現場に、IT(情報技術)化とロボット化の波が押し寄せている。

無人で農作業をするロボット農機や IT と連動させた漁業などの技術開発が進めば、

生産効率は飛躍的に高まる。 

 北海道大学構内の広大な実習農場で，一台のトラクターが衛星利用測位システム

（GPS）による位置情報を使い、自動運転で農作業を行っており、タブレット端末を

手にした学生が遠くで監視していた。これが正に｢ロボット農機｣なのだ。 

 農地の地図を元に、作業内容を指定すれば，自動で農機が作業を行う、田植え機や

コンバインなど他のロボット農機の開発も進んでおり、複数を同時に使用すれば、作

業効率は三倍以上に高まると、北海道大学の野口伸教授は試算している。 

 既存の農機に GPS 受信機とコントローラーを組み込むことで、低コスト化を図れ

ば，一台につき約 300 万円で農機をロボット化出来るという。 

 IT 化が齎すのは、労働力の軽減だけではない。農業に必要な｢経験と勘｣を IT で補

う開発も進んでいる。｢統合型農業情報システム｣が開発されれば、衛星画像による気

象情報や農作物の成熟期予測情報、病害虫予測といったデータを解析し、作業の内容

や時間、農機の位置など必要な情報をスマートフオンに伝える仕組みだ。「いつ、何

を、どのようにやればいいか」という農家のノウハウを素人でも判断できるようにな

るという 

 実際、間もなくこのようなシステムが実用化される可能性が大きく、そうなれば、

首都圏をはじめ大都市の若者が IT 技術を駆使して、農林漁業で活躍するという夢が

実現する事になる。更に、ここで注目すべき事は、日本の農地は第五章の地方再生計

画で検討したように、外国の農業と比べて、耕作面積が極端に狭小な上に、中山間地

域が国土面積の 73% (耕地面積の 40%)を占めていて、農作業の機械化は難しいとさ

                                                     
74この産経インターネットニュースの詳細は以下のアドレスでアクセス出来る。 

http://www.sankei.com/premium/news/i5010/prm1501010028-nl.html 
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れてきたが、IT 化とロボット化を連動させることで、この超難問題が解決される公算

が大きくなり、日本の農業の前途に光明を見出せることになる。 

 

図 6-2 中山間地域とは 

 

出所：農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/s_about/を参照。 

 

二、 養殖技術の開発と普及 

  

(一) 日本の養殖業の歴史と現状75
 

計画的で安定した生産が可能な養殖業は水産物の安定供給のためには欠かせない 

産業に成長している。農林水産省｢平成 23 年度漁業、養殖業生産統計｣によると、日

本の水産物の国内生産のうち、養殖業が占める生産量の割合は 19% （約 90 万トン）

となっている。国内生産量のうち、養殖によって生産されている主要な魚類はウナギ

が 99%、マダイ 79%、ブリ類 56%、ヒラメ 34%となっていて、養殖の比率はかなり

高い。 

 海水魚の養殖の歴史の中では、マダイが最も古く、明治 43 年頃始まったと言われ

ている。ブリの養殖は昭和初期に香川県の野網和三郎が初めて事業化に成功したとさ

れている。このような古くからの伝統のもとで日本は世界の中でも超一流の養殖技術

を持っている。例えば、種苗の生産に関して言えば，十数魚種の完全養殖が可能な国

は日本以外にないと言われている。 

 

                                                     
75日本の養殖技術の簡単な歴史と現状について、「特集 1 養殖技術開発の最前線（2）」、農林水産省、

http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1303/spe1_02.html 
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(二) 新開発の養殖技術 

 そんな中最近特に注目されている、日本が世界に誇れる新開発の養殖技術の例を二

つ次に紹介する。 

 

1. クロマグロの完全養殖 

 平成 14 年近畿大学水産研究所がクロマグロの完全養殖に世界で初めて成功した。

クロマグロはマグロの中でも最大の魚種で、成長すると全長 3m、体重 500kg まで成

長し、味がよく、高値で取引されるため、世界中で乱獲されてきた。それ故捕獲量の

厳しい規制がなされている。しかし、これまでの養殖技術は、天然の稚魚を捕獲し育

てるものであるから、養殖が盛んになればなうほど稚魚が乱獲され、天然マグロの減

少を招いてきた。 

 しかし、近畿大学が成功した完全養殖は，人工孵化した仔魚を親まで育て、その親

魚から採卵し、人工孵化させて次の世代を生み出していく技術であり、天然資源に頼

らず、全てのプロセスを人工的に行うことを可能にしたのだ。 

 

図 6-3 クロマグロ完全養殖のサイクル 

 

出所：近畿大学水産研究所 http://www.flku.jp/aquaculture/tuna/(2015.4.25)閲覧 

 

2. 淡水での海水魚養殖技術 

 

  水と体内の塩分濃度の違いから、淡水魚は体内に過剰に水分を取り込まないように、

海水魚は逆に水分が出過ぎないように浸透圧を調整している。岡山理科大学の山本俊

政準教授らは海水に含まれる約 60 種の元素の中から、魚の浸透圧調整に深く係るカ

リュウム、ナトリュウムなど数種類の成分と濃度を特定し、わずかな濃度の電解質を

加えることで、このような水を作り上げることに成功した 

 

  同大学では既に内陸 10ｋｍ以上のキャンパスで生産されたトラフグ、ヒラメ、シマ

アジ、ニホンウナギ等の養殖魚を市場に出荷してきたが、今回海水を用いない内陸育
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ちのクロマグロを出荷した。その外、栃木県那珂川町では、温泉水とナトリュウムを

使って、塩分の濃度を海水より低い 0.9%に調整し、温水プールを利用して、本格的

にトラフグの生産を開始しており、海の無い国や地域での海洋魚の養殖に道を開くも

のとして、世界の注目を集めると同時に、地域産業の活性化に大きく貢献している。

このように陸上での魚介類の養殖技術の開発を更に進め、日本各地で実用化すれば、

地方での雇用が生まれ、地域再生の大きな切り札の一つになり得るばかりでなく、広

大な内陸部を抱える多くの外国の市場開拓にも極めて有望な手段となりうる。76
 

 

三、 農作物の品種改良と植物工場 

 

（一）品種改良 

 

農林水産省の｢特集１食の未来を拓く品種開発(1)｣に拠ると、品種改良とは、美味し

さや高い収穫量、病気への強さ、冷害や高温への耐性など、生産者や消費者が望む新

しい特性を持った品種を開発することと定義している。77
 

日本の米の品種改良は 1903 年に始まったと言われており、当時近代国家を目指し

ていた日本にとって、農産物の増産が最重要課題であり、政府が国立農事試験場に品

種改良の研究を開始するよう命じたのである。現在日本で行われている米の品種改良

は、人工交配によって優れた品種同士を組み合わせる｢交配育種法｣が主流になってい

る。昭和に入って以来、国の農業試験場で改良された品種は約 400 種類にのぼり、都

道府県の試験場が改良した品種も 300 種類以上あり、これまで 700 品種を超える米の

品種が開発されてきた。 

 さて、農林水産省の放射線育種場のガンマーフイールドにおいて、放射線照射によ

る突然変異の誘発技術開発、突然変異を利用した育種素材の作出及び変異体の遺伝子

解析を重点課題として、種子及び栄養繁殖性作物、果樹、材木等、木本性作物，花卉

等、様々な作物を対象とした研究が行われている。それは植物において自然に起きる

突然変異の中から優れたもののみを抽出し、交配を重ねてより良い品種を作り出すの

には時間と労力を必要とするが、放射線を利用することにより、より速く、より優れ

たものを見つけ出すことが出来るからである。 

 こうした中、日本を代表する品種である『コシヒカリ』は、昭和 19 年に新潟県農

事試験場で、品質，食味とも優れた｢農林 1 号｣と、いもち病78に強い｢農林 22 号｣を交

配して、1956 年に福井農事改良実験所が命名登録した品種であり、現在では米国、イ

タリア、タイ国等海外でも日本食の普及と共に盛んに栽培されている。 

 このような日本の品種改良の技術は長い歴史と伝統に支えられた世界に冠たる技

法であり、今後も日本の各地域の農業の発展ばかりでなく、世界の食糧事情の改善に

                                                     
76 「淡水で海水魚がすいすい成長」、KAKENET 、http://kakenet.net/spec/spec3.html 
77「特集 1 食の未来を拓く品種開発(1)」、農林水産省、http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1111/spe1_01.html  
78 いもち病(稲熱病)：稲の病気。葉、茎、穂くび等が菌に侵されて、小さな斑点ができ変色し、種子が

できなくなる病気。 
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大きく貢献出来る筈だ。 

 

（二）植物工場 

 

 植物工場とは、安全に安定して農作物を生産、供給するために、光や水、温度を人

工的に制御して行う生産システムである。別名野菜工場とも呼ばれ、天然光又は人工

光を利用して、屋内施設で、無農薬で、培養溶液を用いて植物を生産する生産システ

ムである。1957 年にスプラウトの一貫生産を行ったデンマークのクリステンセン農場

が植物工場の起源だと言われている。日本での研究開発は 1974 年に日立製作所で開

始された。 

植物工場には主に太陽光を活用する太陽光型と完全人工光型の二つのタイプがあ

る。 

第一、 太陽光型は、温室等の半閉鎖施設内で太陽光の利用を基本とするが、雨天

や曇天時等採光が困難な時は一般電源で補い、周年一定の室内温度を維持

することにより、生産を安定させる方式である。所謂、ハウス栽培である。

しかし、土地を平面的に利用するため、栽培面積が広くなり、地価の高い

地域での設置には困難が伴う。 

第二、 完全人工光型は、密閉された空間で LED 等人工光のみを使用して栽培す

る方式で、土地を立体的に利用出来るため、栽培面積が比較的狭く済み、

地価が高い都市部でも設置可能である。 

 

 植物工場での農作物の栽培を一般の耕作農法と比較すると、次の様な利点が考えら

れる。 

第一、気象変化の影響を受けない。 

第二、病原菌や害虫による被害がない。 

第三、農薬なしで栽培するため、安全性が高い。 

第四、栽培に土壌を利用せず、専用キットと培養液を用いるため、作物の生育期間

を調整できる上に、施設の空間を立体的に利用できるので、土地の利用効率

がよい。 

第五、栽培技術が一定であるため、マニュアル化が可能で、農業知識の充分でない

初心者でも作業が可能である。 

 三菱総合研究所の調査レポートによると、国内で 2012 年 3 月には、210 の植物工場

が操業し、2013 年 3 月では 304、2014 年 3 月末現在 383 の工場が稼動している。その

大きな要因は 2009 年農林水産省と経済産業省が総額 150 億円の補助金を出して、後

押ししていることだ。 

 最近植物工場用の設備の小型化が進み、個人の住宅や小さな店舗内でも栽培可能に

なってきて、徐々にその数は増加してはいるが、工場を設置するためには、高額の投

資が必要なため、個人での進出はかなり厳しいのが現状である。 
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 しかし、日本の植物工場ビジネスは関連産業も含めると、2025 年には、6,700 億円

の市場規模が予想されるため、植物工場事業を専業とする企業以外に、建設業界、鉄

鋼メーカー、貿易会社、光学機械メーカー、ベンチャ企業等多くの異業種の企業が進

出している。これは日本の強みである農業技術とテクノロジーが融合した結果であり、

将来この流れが続けば、人口減少時代の日本の労働不足をカバーするだけでなく、都

市部の若年層が農業の知識や技術がなくても、農作物の栽培に参加し、地域再生の促

進を可能にする要素を含んでいる。 

 

 

第二節 国会と地方議会の議員定数と歳費削減 

 

少子化で生産年齢人口（15～64 歳）が減少し、高齢化によって、高齢者人口（65

～74 歳）と超高齢者人口（75 歳～ ）の比率がますます増大する中、日本の財政収

入が減少する一方、財政支出の増大に歯止めが掛からない状態が続いている。 こう

した状況の下、財政支出を抑えて、人口減少時代を乗り切るために、年金の受給額の

減額、医療費負担の増額、介護施設に対する財政援助の削減及び介護料金の値上げ等、

国民の経済的負担が軒並み増額される中、国会議員や地方議会議員の歳費や待遇は世

界の主要国の中でも、際立って優遇されており、国民に犠牲を強いる前に国民の代表

者として、先ず自ら範を垂れるべきであるという世論が益々高まっている。 

 

一、 日本の選挙制度 

 

（一）国会議員の選挙制度 

 

日本の国会は衆議院と参議院の二院制であり、いずれも全国民の代表とし 

て選挙によって選出された議員によって構成される。衆議院の任期は 4 年であるが、

内閣総理大臣に解散権があるため、4 年の満期前に選挙が行われることが多い。 

一方参議院議員の任期は 6 年で任期が満了前に解散することはないが、3 年ごとに

定員の半数が改選されるため、3 年毎に選挙が実施される。 

衆議院議員選挙は｢小選挙区比例代表並立制｣79を採用しており全国の 295 小選挙区

の定数は全て１で定員は 295 名であり、そして比例区の方は全国を 11 のブロックに

分けており、拘束名簿式80を採用していて、小選挙区との重複立候補も可能となって

                                                     
79小選挙区比例代表並立制：有権者が一人 2 票を持ち、総定数のいちぶを小選挙区で、残りを比例代表

区で別々に選挙する制度。有権者は、小選挙区では候補者の名前を、比例代表区では政党名を書いて

投票する。当選者は小選挙区選挙では一位の候補者、比例代表区選挙では政党の届け順に名簿の中か

らドント式（d’Hondt method）によって決まる。 
80拘束名簿式：有権者は政党名で投票し、各政党があらかじめ届け出た名簿順位に従って、獲得議席の

数だけ当選させる方式。 
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いる。 

一方、参議院議員選挙は、｢非拘束名簿式比例代表制｣を採用しており、通常選挙の

方は、全国 47 選挙区の定数は 1~5 であり、当選者総数は 146 名である。又比例区は

全国一区で非拘束名簿式81で、選挙区との重複立候補は認められていない。 

衆参両議院の議員選挙において、地方から都市部への人口移動が続き、地方の過疎

地域の人口減少の結果、都市部と地方の選挙区の間に議員定数と有権者の比率に大き

なアンバランスが生じ、｢一票の格差｣82がしばしば問題となり、最高裁で違憲判断が

示される事態にまで及んでいる。 

 

（二）日本の地方議会選挙制度 

 

国会は国権の最高機関であり、唯一の立法機関であると日本国憲法 41 条に規定さ

れているが、一方地方自治制度は首長制を採用しており、通常地方議会の議員のみな

らず、その首長も住民から直接選挙されるため、地方議会は地方公共団体の最高の機

関ではない。 

 

（三）国会と地方議会の問題点 

 

国会と地方議会に関して、あまりに多くの問題点があり、それらを全て詳しく本論

文で検討分析することは不可能であり、ここでは，本章のタイトルの主旨に沿って、

進行する人口減少による日本の財政危機を乗り切るための有効な対策の一つとして

の観点からのみ、この問題を取り上げ分析する。先ず、国会議員の定員の妥当性につ

いて検討する。両議院の人員構成は次の通りである。 

 

衆議院議員 475 人 
小選挙区  295 人 

比例代表  180 人 

参議院議員 242 人 
選挙区   146 人 

比例代表   96 人 

 

ここで、欧米の主要な国の国会議員の定数と日本を次の表から比較してみることに

する。 

 

 

                                                     
81非拘束名簿式：有権者は政党だけでなく名簿登載者個人にも投票できる上、個人名投票数の多寡によ

って開票後に議席配分順位を決める方式。 
82一票の格差：最高裁は 2013 年 7 月の参院選について、法の下での平等に照らして｣違憲状態にあった｣

との判決を下している。同選挙では、議員一人当たりの有権者数が最も少ない鳥取県で約 24 万 1千人、

最も多い北海道では約 114 万 9 千人で、その格差は 4.77 倍であった。最高裁は又 2012 年の衆院選も最

大 2.43 倍の格差があり，｢違憲状態｣にあると判決を下している。 

 



96 
 

表 6-1 国会議員定数の国際比較 

国名 
人口 

（名） 

上院定数 

（名） 

下院定数       

（名） 

合計                

（名） 

上院議員 

一人当たり

の人口（名） 

下院議員 

一人当たり

の人口（名） 

両院議員 

一人当たり

の人口（名） 

日本 
1億 

2,706万 
242 480 722 52.5万 26.5 万 17.6万 

米国 
3億 

582万 
100 435 535 305.8 万 70.3 万 57.2万 

ドイ

ツ 
8,259万 69 598 667 119.7万 13.8 万 12.4万 

カナ

ダ 
3,297万 105 308 413 31.4万 10.7 万 8.0万 

フラ

ンス 
6,164万 343 577 920 18.0万 10.7 万 6.7万 

イタ

リア 
5,888万 315 630 945 18.7万 9.3万 6.2万 

イギ

リス 
6,077万 742 646 1、388 8.2万 9.4万 4.4万 

出所：Yahoo/Japan 筆者一部改編。 http:blogs.yahoo.co.jp/greenshiroshima/62303579.html 

 

上掲の表から読み取れることは、欧州各国の人口に対する議員定数は軒並み日本よ

り多いことである。しかし、この表の中で、人口が日本より多い唯一の国であるアメ

リカを見てみると、日本よりも遥かに少ないことが分かる。一部にアメリカは連邦制

であり、しかも国民が直接大統領を選ぶ選挙制度であり、議会制民主主義の日本とは

根本的に異なるので、比較することは出来ないと主張する人々がいる。しかし、各国

其其異なった国内事情があるのは当然の事で、全ての条件が同じでないと如何なる比

較も成り立たないという論法には同意出来ない。 

アメリカ合衆国は 9,629,091平方 kmの面積の国土に 3億 582万人の国民が住んでお

り、一方日本は 377,930 平方 km の国土に 1 億 2,706 万人が住んでいる。つまり、アメ

リカ合衆国の国土面積は日本の国土面積の 260 倍であり、人口は約 2.4 倍である。そ

のような巨大な国の国家機能が日本より国会議員数で 185 名も少ない体制｢(日本の議

員数(722 名)－米国の議員数(535 名)＝185 名)で充分にその機能を果たしているのを見

れば、日本の国会議員定数の削減を検討してみる価値は充分にある。 
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表 6-2 国会議員の歳費の国際比較 

順位 国名 年間議員報酬 参 照 事 項 

1 日本 約 2,200万 （歳費 129万 4000✕12月）期末手当 約 635万円 

2 アメリカ 約 1,570万 年額 約 1,566円（＄1≒90円換算） 

3 カナダ 約 1,260万 １加＄80円換算 

4 ドイツ 約 1,130万 1ユーロ 134円換算 

5 イギリス 約 970万 1ポンド 150円換算 

6 韓国 約 800万 月額 940万ウオン（67万円） 

出所：[高すぎるか？] 国会議員の給料（歳費）を各国で比較―NAVERまとめを筆者一部改編 

http://matome.naver.jp/odai/2131739964131468401 

 

上記の日本の国会議員の基本的な年間報酬は他国のものと比較すると断然高いこ

とが分かるが、これ以外に 3 人の秘書の給与を公費で賄うことができるなど、基本給

以外にも多額の必要経費が保証されている。その内容は大体次のようになる。 

 

基本給 15,528,000 円 

期末手当 6,350,000 円 

文書通信交通滞在費 12,000,000 円 

立法事務費 7,800,000 円 

秘書給与 18,000,000 円~24,000,000 円 

合計 59,678,000 円~65,678,000 円 

 

  仮に、米国の議員数と対比して、参議院議員の定数を 100 名とし、衆議院議員数を

350 名とすると、参議院議員(142 名)＋衆議院議員(130 名)＝272 名分の歳費が削減可

能になる。272 名×約 65,700,000 円＝17 億 6,704 万円を毎年削減出来るのだ。さて、

国会議員の定数削減は常にマスコミ等で話題になり、最高裁での判決が出るに至って、

現在国会でも渋渋取り組まざるを得ない段階に至っているが、ここでどうしても取り

上げねばならない国会議員に関する重要な問題がもう一つある。それは｢政党助成金｣

と言う名の奇怪で、その主旨に大きな矛盾を感じる、抜け穴的国会議員報酬の一種で

ある。 

 先ず、総務省のホームページ83のこの制度についての記述から、その要点を絞ると

次のようになる。 

 

(1) 政党助成制度設立の趣旨 

 

                                                     
83下記のインターネットアドレスで総務省「なるほど！政治資金 政党助成金」にアクセスすれば、日

本の政党助成制度の概略が分かる。http://www.soumu.go.jo/senkyo/seiji_s/seitoujoseihou01.html 
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政党助成制度は、議会制民主主義政治における政党の機能の重要性にかんがみ、選

挙制度及び政治資金制度の改革と軌を一にして創設された、国が政党にたいする助成

を行うことにより、政党の政治活動の健全な発達を促進し、もって民主政治の健全な

発展に寄与することを目的とした制度である。(『政党助成法』、1995 年 2 月 4 日公布、

1996 平成 7 年 1 月 1 日施行) 

 

(2) 政党交付金の交付の対象となる政党 

 

政党交付金の交付の対象となる政党は、次のいずれかに該当するものとされている。 

① 国会議員 5 人以上を有する政治団体 

② 国会議員を有し、かつ、前回の衆議院議員総選挙の小選挙区若しくは比

例代表選挙又は前回若しくは前々回の参議院議員通常選挙の選挙区選挙

若しくは比例代表選挙で得票率が 2％以上の政治団体ただし、法人格を取

得していない政党には交付されない。 

 

(3) 政党交付金の総額 

 

毎年の政党交付金の総額は、人口（直近において官報で公示された国勢調査の結果

による確定数に 250 円を乗じて得た額を基準として予算で定めることとされており、

平成 22 年国勢調査人口により算出すると、約 320 億円となる。 

 

(4) 政党交付金の使途 

 

  国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を

付し、又はその使途について制限してはならないとされている。 

この政党助成金の矛盾と不純性を訴え、この制度の撤廃を求め、この 20 年間受け

取りを拒否している日本共産党の主張84に賛同し、（念のため、筆者は日本共産党の支

持者ではないが）次に一部を紹介する。 

  政党助成金は 1995 年、｢政治改革｣の名のもとに、小選挙区比例代表並列制ととも

に導入、施行された。この制度は、国民一人当たり 250 円を負担させ、毎年約 320 億

円もの税金を各党に配分する仕組みである。この 20 年間の政党助成金の総額は、約

6,311 億円に上る。 

 そもそも、国民は、自らの思想、政治信条に従い、支持政党に寄附する自由と権利

をもっており、政治資金の拠出は、国民の政治参加の権利そのものである。ところが、

税金を政党に配分する政党助成金の仕組みによって、国民は、自ら支持しない政党に

対しても強制的に寄附させられることになる。日本共産党は、このような制度は、｢思

想。信条の自由｣や「政党支持の自由」を侵す、憲法違反の制度であると指摘し、そ

                                                     
84 しんぶん赤旗は日本共産党の機関紙。 http://www.jcp.or.jp/web_policy/2015/01/post-681.html 
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の創設に反対するとともに、一貫して政党助成金の受け取りを拒否してきている。 

 

二、 地方議会制度の問題点 

 

更に、日本国民はあまり意識していないが、日本国の逼迫した財政の観点に立って

考えると、地方議会議員の定数及び歳費の削減の方が国に与えている財政的ダメージ

を軽減するためには避けられない事であることを指摘したい。もう少し詳しく述べれ

ば、｢議員定数及び歳費削減｣等の生温い対策ではなく、地方議会制度そのものの抜本

的改革が絶対欠かせないのである。 

具体的に見てみると、国会議員の定数は，参議院(242 名)＋衆議院(480 名)=722 名で

ある。一方、地方議会議員の定数は、都道府県議会議員(2,874 名)＋市会議員(21,222

名)＋町村議会議員(36,072 名)＝60,168 名であり、実に地方議会議員数は国会議員数の

8.34 倍に上る。 

これを歳費面から見ると、国会議員については、先述した通り、基本給プラス諸手

当の合計は最大 65,678,000 円であり、両院議員数 722 を掛けると総額約 473 億 9,851

万 6,000 円となる。これに対し、地方議会議員の歳費85を概算すると下記の通りであ

る。   

 

①都道府県議員数(2,874 名)×基本給プラス諸手当(2,119 万円)=630 億円 

②市会議員数(21,222 名)×基本給プラス諸手当(952 万円)=2,019 億円 

③町村議会議員数(36,072 名)×基本給プラス諸手当(399 万円)=1,441 億円 

 

 そして①、②、③の全地方議員の年間歳費を合計すると 4,090 億円となり、国会議

員の年間歳費の総額約 473 億 9,851 万 6,000 円の約 8.6 倍に匹敵する。 

 

 

表 6-3 定例会・臨時会等の会数・会期日数（都道府県議会） 

 平均回

数 

 平均会期

日数 

 

定例会 臨時会 定例会 臨時会 

平成 18 年 4.60 4.00 0.60 85.11 83.83 1.28 

平成 19 年 5.19 4.00 1.19 84.62 81.72 2.89 

平成 20 年 4.49 3.96 0.53 91.00 89.47 1.53 

平成 21 年 5.60 3.94 1.66 97.64 95.11 2.53 

注：各年の計数は、当該年 1月 1日から 12月 31日におけるものである。 

出所：定例会及び臨時会の開催回数等に関する調（全国都道府県議会議長会）参照。 

                                                     
85 JAPAN INITIATIVE 構想日本｢日本の地方議員にかかる税金の内訳｣に次のアドレスでアクセス出来る。

www.kosonippon.org/  
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表 6-4 定例会・臨時会等の会数・会期日数（市区議会） 

 平均回

数 

 平均会期

日数 

 

定例会 臨時会 定例会 臨時会 

平成 18 年 5.6 3.9 1.7 78.6 76.2 2.4 

平成 19 年 5.6 4.0 1.6 79.9 77.6 2.3 

平成 20 年 5.4 4.0 1.4 80.8 78.7 2.1 

平成 21 年 7.1 4.0 3.31 85.4 81.3 4.1 

出所：定例会及び臨時会の開催回数等に関する調（全国都道府県議会議長会）参照。 

 

表 6-5 定例会・臨時会等の会数・会期日数（町村議会） 

 平均回

数 

 平均会期

日数 

 

定例会 臨時会 定例会 臨時会 

平成 17 年 7.1 3.8 3.2 43.9 38.9 5.0 

平成 18 年 6.7 4.0 2.7 41.2 38.0 3.2 

平成 19 年 6.4 4.0 2.4 41.4 38.3 3.0 

平成 20 年 7.7 4.0 3.8 43.6 39.5 4.1 

注）各年の計数は、当該年 7 月 1 日から翌年 6 月 30 日におけるものである 

出所：定例会及び臨時会の開催回数等に関する調（全国都道府県議会議長会）参照。 

 

次に、地方議会の会期日数に注目したい。上に掲げた都道府県議会、市区議会及び

町村議会の｢定例会、臨時会等の回数・会期日数」を示す三つの表を検証してみると、

平成 21 年度では、それぞれの平均会期日数は都道府県議会で 97.64 日、市区議会で

85.4 日、町村議会(平成 20 年度)では 43.6 日となっている。つまり、一年 365 日のう

ち、都道府県議会議員は平均 97.64 日、市区議会議員は平均 85.4 日、町村議会議員は

平均 43.6 日しか働いていないのだ。この現実をはっきり認識し、年間 300 日前後も働

いている一般サラリーマンと、精精 2~3 ヶ月しか仕事をしない地方議会議員の給料を

同じ土俵で比較する事が如何にナンセンスであるかを分析し、はっきり立証しなけれ

ばならない。 

例えば、都道府県議会議員の歳費(21,190,000 円)を実働日数(97.64 日)で割ると、日

当が 210,000 円以上になる。一般国民の最低賃金が鳥取、高知、長崎、熊本、宮崎、

沖縄の七県では一時間当たり 777 円で、東京都の 888 円との格差について厳しい論争

が展開されている中、国民の税金から全て支出される地方議会議員の不当な報酬を看

過出来ない。 

 ここで諸外国の地方議会議員の年間報酬を検証することにする。 
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表 6-6:諸外国の地方議会制度 

 国名 国と地方の関係 年間報酬総額（手当含む） 

1 アメリカ 連邦制 

州 郡 自治体、ダウンタウン 

400 万円 
100 万人以上の都市：950 万円 

それ以外：50 万円 

2 ドイツ 連邦制 
州 郡 基礎自治体 

620 万円 50 万円程度 

3 フランス 国家主導 
州 県 基礎自治体 

数十万円 ほとんど無報酬 

4 イギリス 国家主導 
県 市町村 

73 万円 

5 スイス 連邦制 
州 市町村 

ほとんど無報酬 

6 韓国 国家主導 
広域自治体 基礎自治体 

350 万円 210 万円 

出所：JAPAN INITIATIVE 構想日本（www.kosonippon.org/）を筆者一部改編。 

 

三、 諸外国の地方議会制度に倣え 

 

 表 6-6 の表を見ると、多くの国の地方議会の場合、国会と異なり議員は待遇面でボ

ランテイア的貢献を期待されている状況が現れている。一方、日本の場合、準国会議

員待遇を立候補者自身が強く期待していて、地域社会に貢献したいという願望よりは

安定した収入とステータスシンボル（status symbol）を得たいという気持ちの方が強

いようだ。 

日本の深刻な人口減少問題を乗り切り地方創生を図る為には、あらゆる方面で財政

支出を削減しなければならない。そのためには、都道府県も含めた全ての地方議会議

員の報酬を日当制にして、定例会と臨時会及び常任委員会や特別委員会等への出席日

数に応じて、手当てを支給する方式に切り替えるべきである。勿論、通信費や出張費

等の必要経費は別途支給すべきであることは言うまでもない。 
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第七章 結論 

 

第一節 少子高齢化対策 

  

本論文中で、日本の少子高齢化が齎す人口減少の現状と問題点を正しく認識し、多

くの分野での課題と対策について検討し、日本が採るべき最善の方法を求めて、この

問題が齎す又は近い将来齎すだろうと予想される諸問題について、多くの分野の専門

家の意見や提言を参考にしながら、あらゆる角度から検討分析を進めてきた。 

 又日本以外の先進諸国においても、少子高齢化による人口減少が大きなマイナス的

影響を齎すことが予想されているが、日本には他国と異なる要素が多々ある上に、先

進国の中で最初に少子高齢化問題に直面する国であるが故に、他国の前例を参考にし

て、対策を練ることは不可能であり、解決法はすべて独自で模索するしか術が無く、

そのことが本論文の作成を極めて困難なものにしてきた。 

 実際筆者が本論文と取り組んで実感したことは、この難問題を一挙に解決できるよ

うな｢奥の手｣と言ったようなものは全くなく、一つ一つの問題を根気よく、丁寧に解

決するしか道がないということである。最近安倍内閣は、地方創生大臣の枠をまで設

けて、本格的にこの問題に取り組み始めているが、未だに有効な対策は打ち出されて

いない。本論文の趣旨が日本政府の今後の政策に少しでも反映されることを期待した

い。 

 そのことを受け止めて、本論文では多くの問題について、それぞれの問題点を取り

上げて、その対策を提示してきたが、まとめて言えば、下記の三つの視点からそれぞ

れの課題の解決策を探ったことになる。 

 

一、 少子高齢化の原因 

 

一つ目は、日本の女性の合計特殊出生率（Total Fertility Rate TFR）を人口置換水

準である 2.1 人以上に如何にして改善し、少子化の解決に繋げるかである。実際、日

本の人口は 2010 年の 1 億 2,800 万人をピークに、2012 年以降減少し続けており、こ

のテンポは今後も加速し続け、2055年には 8,993万人まで減少すると予想されている。

このような継続的人口減少の最大の要因は急激な少子化であり、1975 年に女性一人当

たりの合計特殊出生率が約 2.1 の人口置換水準を割り込み、その後も低下し続け、2000

年代に入ると約 1.3 人という超低水準にまで下落している。 

 具体的に見てみると、本論文の第三章の少子高齢化を齎した背景と要因分析におい

ては、出生率低下と平均寿命延長という 2 つの要因を取り上げた。その中で出生率の

低下の大きな要因として、未婚率の上昇と晩婚化蔓延及び既婚無子の割合の増大を取

り上げ、そして高齢化の要因としては農業と医療技術の向上を明らかにした。又少子
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高齢化を齎す地方衰退の最大の引き金となっている｢人口の東京一極集中｣も明らか

にした。 

二、 解決策としての地方再生計画 

 

そして二つ目は、少子高齢化現象を解消するためには、地方再生が最重要課題であ

り、それを実現するためには、都市圏から地方への若年層の移住及び定住を推進する

政策は絶対欠かせないものである。中でも筆者が地方再生のための切り札と目する

｢農業の復活｣に重点を置くべきだと強く主張した。又第五章の第三節では、若年層を

地方に惹きつける手段でもあり、政府の努力次第で最も実現性の高い大学制度改革、

特に医科系大学の改編を提案した。 

 

三、 人口減少時代への対応 

 

三つ目は、たとえ一つ目の出生率の改善に成功し、人口置換水準の 2.1 人以上を実

現したとしても、今から生まれてくる赤ちゃんが生産年齢人口(15 歳~64 歳)に到達す

るまでには，30 年~40 年の長い時間を要するため、それまでの人口減少時代を乗り切

るための有効な手立てとして、ロボット等の技術革新の促進、養殖技術の開発と普及、

そして農産物の品種改良と植物工場を含めての技術革新の推進及び国会と地方議会

議員の定数と経費削減を今後の課題として提案した。 

 

第二節 今後の課題と展望 

 

 日本は、少子高齢化による人口減少により国内の経済規模が縮小し、財政状態の悪

化は避けられず、年金制度や医療保険制度等の改革による国民負担の増大なくしては、

国力の維持は到底不可能だとする見方が専門家筋の間では圧倒的に多く、又それを覆

すような具体的資料や論拠を示せる人は皆無であろうと推測する。しかし、国民の頭

数の大小で、国家の経済規模や国民生活の質まで全てが決まってしまうかのような論

理はあまりにも単純で、国民の能力や勤勉性其の他の必要構成要素を考慮しない非科

学的発想法と断定せざるを得ない。 

 そこで、筆者はここで“グローバリゼションの潮流”を取り上げないわけにはいかな

い。現在の国際社会を見ると、政治面や宗教面での対立が多く、国家間や宗教宗派間

の争いが絶えず、幾らグローバリゼションが拡大しても、政治的にも、宗教的にも国

際的な平和時代が到来するなんて夢のように思われるかもしれない。 

 しかし、globalization（全球化）と言う言葉を経済の分野に見てみよう。恐らく、誰

もこの言葉を聞いて特別違和感を覚えることはないだろう。米国の連邦準備理事会議

長(Chair of The Federal Open Market Committee)の Janet L. Yellen が、何か一言経済政

策についてコメントしたり、今後の見通しについて意見を述べると、直ちに世界中の
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為替レートに影響を及ぼし、又ギリシャやスペインの不良債権問題がマスコミで報道

されると、忽ち国際経済に深刻な打撃を与えている。この時、影響を受けるのは、民

主主義国家も共産主義国家も関係なく、又キリスト教徒もイスラム教徒も全く関係な

い。 

 このような現実を見れば、政治面や宗教面等の分野でも、全地球的な融和が必要で

あり、またこのことが可能であることを否定する人はいない筈だ。何故ならば、地球

上の全人類は政治信条、宗教、文化、伝統、風習等の違いがあっても、全員飯を食わ

ねば生きていけないからだ。 

 幸い、日本はグローバリゼションの潮流に乗って、全地球的に経済活動や文化活動

などを積極的に進めており、日本の各種の商品や高度技術が既に海外で受け入れられ

ている。例えば、世界一の生産高を誇るトヨタ自動車工業の 2012 年の生産台数86を見

てみると、世界全体での生産台数は 10,117,174 台だが、国内生産台数は 4,290,652 台

である一方、海外での生産台数は 5,826,622 台に達している。そして、2014 年 12 月末

現在、トヨタは 27 カ国/地域に 54 の海外製造事業体87があり、海外の 170 カ国/地域以

上で販売されている。 

  又財務省が 2015 年 5 月 13 日に発表した 2014 年度の国際収支報告88によると、輸出

から輸入を差し引いた貿易収支は 6 兆 6,708 億円の赤字だったが、配当など海外との

総合的な取引状態を示す経常収支の黒字額は 7 兆 8,100 億円となっている。 このよ

うな現実から判断して、国内の少子高齢化が齎す人口減少による経済規模の招く財政

負担の増大を、海外市場の拡大やロボット等の技術革新によって、労働力の代替を行

うことによって乗り切る等の手筈が日本にはまだまだ沢山埋れており、有効な対策を

練り上げる術が十分あると考える。しかし、それら具体案の提案は次の機会に譲るこ

ととする。

                                                     
86 トヨタデータ 「トヨタの自動車生産台数」。http://www.toyota.co.jp/jpn/company/about_ 

toyota/data/monthly_data/j001_13.html (2015.5.30 閲覧) 
87 トヨタグローバルニュースルーム 「海外の生産拠点」。

http://newsroom.toyota.co.jp/corporate/companyinformation/worldwide (2015.5.30 閲覧) 
88財務省「2014 年度国際収支報告」。http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_bop-balance 
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