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序章 
 
 近年、少子高齢化が問題視されており、愛知県をまた例外ではない。少子化により発生

する問題は、労働力の低下や税収の減少である。また高齢化により、医療費や社会保障費

の増加も問題となる。少子高齢化の要因は、様々な事象が関係しあって起こるものであり、

断定することは非常に困難である。そこで、本稿では、愛知県の統計データから、少子高

齢化の要因を探っていくとともに、愛知県が少子高齢化の改善に効果のある政策を行って

いるかを調べていく。 
 
第１章 少子高齢化とは何か 

 
第１節 少子高齢化とは 

  
 少子社会とは、「子供や若者が少ない社会」のことであり、少子化とは、「出生率の低下

やそれにともなう家庭や社会における子供数の低下傾向」のことである（平成４年国民生

活白書より）。人口学的な定義は、「出生力が人口の置換水準を持続的に下回っている状態」

とされている。つまり、「合計特殊出生率が人口を維持するのに必要な水準を相当期間下回

っている状況」のことである。 
 高齢化社会とは、高齢化率が一定以上になった社会のことである。一般的には、高齢化

率が７%を超えた社会を「高齢化社会」、14%を超えた社会を「高齢社会」と呼んでいる。 
  

第２節 日本の現状 
 
 日本の総人口は、平成 19 年 10 月 1 日現在、1 億 2777 万人で、前年に対しほぼ横ばいと

なっている。その中で、65 歳以上の老年人口は過去最高の 2746 万人であり、総人口に占

める割合も 21.5%となり、初めて 21%を超えた。 
 また、年少人口は 1729 万人であり、総人口に占める割合は 13.5%である。平成 17 年時

点での世界全域の年少人口割合（国連推計）は、28.3%であるため、日本の年少人口割合は

小さいともいえるが、少子高齢化が進行していることに変わりはない。平成 19 年の合計特

殊出生率は 1.34（前年は 1.32）であり、増加はしているが、低い数値である。 
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表 1 日本の人口 
      平成 18 年   平成 19 年 

    総人口 127,770   127,771 

    年少人口（0～14） 17,435  17,293 

    生産年齢人口（15～64） 83,731  83,015 

人口（千人） 高齢者人口（65～） 26,604  27,464 

    前期高齢者人口（65～74） 14,438  14,760 

    後期高齢者人口（75～） 12,166   12,703 

        

    総人口 100   100 

   年少人口 13.65  13.53 

構成比（％） 生産年齢人口 65.53  64.97 

   高齢人口 20.82  21.49 

   前期高齢者 11.30  11.55 

    後期高齢者 9.52   9.94 

        

資料：総務省「人口推計」（各年 10 月 1日現在）   

図 1 日本における年齢別割合の推移 

 
出典：平成 20 年版 少子化社会白書 
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第３節 少子高齢化の要因 

 
 本節では、一般的に言われている少子高齢化の要因を述べる。 
少子化の要因としては、女性の社会進出に対する社会構造の対応の遅れや、未婚化・晩

婚化が挙げられる。働く女性が増え、夫婦ともに家庭と仕事の両立が困難になってきてい

る。それに伴い、晩婚化も進んでいる。日本人の初婚年齢は平成 18 年で、夫が 30.0 歳（対

前年比 0.2 歳上昇）、妻が 28.2 歳（同 0.2 歳上昇）と、年々上昇傾向にある。また、出生し

た時の母親の平均年齢も上昇しており、晩産化も少子化の要因といえる。 
 高齢化の要因としては、死亡率の低下による平均寿命の延伸や、少子化の進行による高

齢化率の相対的増加が挙げられる。戦後、日本の死亡率は医療技術の進歩、生活環境の改

善などにより、低下傾向にある。近年、死亡率は上昇傾向にあり、平成 18 年は 8.6 であり、

平成 19 年は 8.8 であった。しかし、この死亡率の上昇傾向は、高齢化の進展により、他の

年齢層に比べて死亡率の高い高齢者の割合が増加したことによるものであり、人口の年齢

構成に変化がないと仮定した場合の死亡率は依然として低下傾向にある。 
 

第４節 少子高齢化によりもたらされる問題点 
 
 少子高齢化により引き起こされる問題は、労働力の低下・税収の減少・社会保障給付費

の増大が挙げられる。特に社会保障給付費（医療・年金・福祉・その他を合わせた額）（国

立社会保障・人間問題研究所より）は平成 18 年で、89 兆 1090 億となり、過去最高の水準

となった。また、社会保障給付費の中で高齢者関係給付費は、平成 18 年度で 62 兆 2297
億であり、社会保障給付費の 69.8％を占めている。 
 少子高齢化が進行すれば、これらの問題点は国の財政をますます圧迫していくことにな

ると考えられる。 
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第２章 愛知県の行政 
  
  第 1 節 愛知県の現状 
 
 愛知県の総人口は、平成 20 年 10 月 1 日現在、739 万 8327 人で、前年からの増加数は 4
万 6614 人（増加率 0.63%）である。 
 老年人口は 140 万人で、総人口に占める割合は 19%である。年少人口は 108 万人で、そ

の割合は 14.6%である。表 1 と比較すると、年少人口の割合は高いが、老年人口の割合は

低くなっている。しかし、図 2 より愛知県の少子高齢化は進行しているといえる。 
 愛知県の合計特殊出生率は、平成 18 年で 1.36 であり、全国の 1.32 を上回っている。 

 
表 2 愛知県の人口 

    平成 19 年   平成 20 年 

  総人口 7,352   7,398 

人口（千人） 年少人口（0～14） 1,075   1,080 

  生産年齢人口（15～64） 4,882   4,874 

  高齢者人口（65～） 1,359   1,409 

          

  総人口 100   100 

割合（％） 年少人口 14.6   14.6 

  生産年齢人口 66.4   65.9 

  高齢者人口 18.5   19.0 

          

資料：平成 20 年愛知県の人口（年速報） 
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図 2 愛知県における年齢別割合の推移 

 

出典：平成 20 年愛知県の人口（年速報） 
 
 
  第 2 節 少子高齢化の要因の検証 
 
 少子高齢化の要因は第１章第３節で述べたようであるが、本節では愛知県においてもそ

の要因が当てはまるのかを検証するとともに、解決策の糸口を探る。 
 なお、検証には回帰分析を用い、それぞれの相関関係について検証する。回帰分析とは

複数の変数間の関係を調べるものである。予測したい変数Ｙを被説明変数と呼び、被説明

変数を説明する変数Ｘのことを説明変数と呼ぶ。その際、決定係数（重決定Ｒ2）、t 値、P
値に注目する。決定係数とは、説明変数がどれだけ被説明変数を説明できているのかとい

う、回帰分析の当てはまりの指標である。t 値、P 値は、回帰分析の結果が統計的に信用で

きるかどうかを判定する数値である。ここでは、t 値の絶対値がおおむね 2．0 以上であり、

P 値が 0.05 以下であれば、その結果が統計的に意味のあるものだとする（有意）。 
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はじめに、少子化の要因について検証していく。なお、ここで用いられている数値は平

成 18 年の愛知県統計データであり、市町村別の数値である。 
 表 2－1 から表 2－4 は、出生数を被説明変数に取ったものである。 
 表 2－1 は婚姻件数との関係を調べたものである。当然のことながら、婚姻件の多い市町

村では出生数も多いという結果になった。 
 表 2－2と表 2－3は医療との関係を調べたものである。医療従事者が多いということは、

子どもを安心して産むことのできる環境が整っているということである。女性もそのよう

な充実した環境で出産、育児をしたいものと推測される。 
 表 2－4 は保育施設数（幼稚園と保育園）との関係を調べたものである。これも表 2－2
と同じように環境の整っている地域では出生数も多いと言える。しかし、行政の立場に立

つと、子どもの数に合わせて保育施設数を調整しているにすぎないと解釈できる。 
 

表 2－1 婚姻件数     

重決定 R2 0.996935     

  係数 t  P-値 

切片 -92.4899 -6.28862 3.81E-08

婚姻件数 0.745737 140.8492 2.22E-78

 

表 2－2 医師数     

重決定 R2 0.954896     

  係数 t  P-値 

切片 393.1164 5.455797 9.38E-07

医師数 3.221241 35.93658 9.35E-43

表 2－3 助産師数     

重決定 R2 0.959697     

  係数 t  P-値 

切片 334.829 4.885331 7.81E-06

助産師数 33.89104 38.11235 3.01E-44

表 2－4 保育施設数    

重決定 R2 0.992376     

  係数 t  P-値 

切片 -29.1455 -0.93394 0.354017

保育施設 41.95979 89.10682 2.6E-66
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しかし、これらは当然の結果とも言えるため、次に、出生率を被説明変数に取る。ここ

でいう出生率とは、人口 1000 人に対する出生数のことである。 
 表 2－5 は婚姻率を説明変数としている。やはり婚姻率と出生率は高い相関を持っている

ことがわかる。 
 
表 2－5 婚姻率       

重決定 R2 0.746419     

  係数 t  P-値 

切片 2.209177 3.986035 0.000182

婚姻率 1.24814 13.3998 7.84E-20

 
図 3 婚姻率と出生率 

 
資料：平成 18 年 愛知県衛生年報より 
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 表 2－6、表 2－7 は人口 10 万人に対する医師数と助産師数を説明変数に取ったものであ

る。表より、これらには相関があるとは言えず、医療従事者の数が直接、少子化の要因に

繋がるとは断定できない。しかし、小児科医や助産師が減少してきているため、医師の確

保は優先的に行われるべきである。 
 
 
 
 
 
表 2－6 対 10 万人医師数      

重決定 R2 0.009353     

  係数 t  P-値 

切片 9.227164 25.30494 4.77E-34

医師数 0.001375 0.758913 0.450827

 
 
表 2－7 対 10 万人助産師数     

重決定 R2 0.047856     

  係数 t  P-値 

切片 8.957949 24.32028 4.33E-33

助産師数 0.033133 1.750985 0.084976
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図 4 対 10 万人医師数と出生率 

 
 
図 5 対 10 万人助産師数と出生率 

 
資料：平成 18 年 愛知県衛生年報より 
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表 2－8 と表 2－9 は、初婚夫婦当たりの第 1 児出生数を被説明変数に取り、それぞれの

初婚平均年齢を説明変数に取ったものである。ここでは、初婚夫婦がどれだけ子育てに積

極的かを調べた。第 1 児とは、その夫婦が産む 1 人目の子どものことである。しかし、初

婚夫婦がその年に子どもを産む場合も、結婚して数年後に初めての子どもが生まれる場合

も、測定した年の第 1 児出生数に含まれてしまうため、正確な数の把握は難しい。ここで

注目すべき点は、初婚年齢の高い女性ほど、出生数が多いということである。これは、年

齢の高い女性は経済的な余裕があるので、子育てに対して意欲的であると考えられるため

である。視点を変えると、若い年齢で結婚したとしても、社会的要因として職場復帰など

に不安が残る場合、育児に消極的になると考えられる。 
 つまり、少子化の対策には安心して育児の行える社会的構造の形成が不可欠ということ

である。 
 

表 2－8 男性初婚平均年齢   

重決定 R2 0.184304     

  係数 t  P-値 

切片 -1.55251 -1.09559 0.291748

男性初婚 0.084888 1.778553 0.097028

表 2－9 女性初婚平均年齢    

重決定 R2 0.43028     

  係数 t  P-値 

切片 -1.8951 -2.15233 0.049302

女性初婚 0.103511 3.25169 0.005793

 
 
図 6 女性初婚平均年齢と初婚夫婦 1 組当たりの第 1 児出生数 

 

資料：平成 18 年 愛知県衛生年報より 
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次に高齢化について検証していく。ここで用いる数値も平成 18 年の愛知県統計データで

あり、市町村別の数値である。そして、一人当たり老人医療費を被説明変数にしている。

ここでは、高齢化により引き起こされる問題、すなわち社会保障費の増大による財政の圧

迫が、どの要因と関係しているのかを調べ、その緩和策を探る。 
 表 2－10 は、人口 10 万人に対する医療関係施設を説明変数としている。医療施設の多い

地域ほど競争が激しくなり、患者に対して過剰診療が行われ、医療費が増大すると推測し

たが、結果は異なっていた。 
 
 
表 2－10 対 10 万人医療関係施設数 

重決定 R2 0.209411     

  係数 t  P-値 

切片 928376.4 23.6626 8.37E-32

医療施設 -1056.67 -3.95321 0.000209

 
 
図 7 対 10 万人医療施設数と一人当たり老人医療費 

 
資料：平成 18 年 愛知県衛生年報より 
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表 2－11 は、人口 10 万人に対する医師数を説明変数としている。この場合も、表 2－10
と同様に、競争により患者へ過剰診療が行われ、医療費が増大すると推測した。図 8 をみ

ると、関係性がありそうである。しかし、t 値と P 値より、この分析結果は統計的に有意で

ない。 
 
 
表 2－11 対 10 万人医師数   

重決定 R2 0.028165     

  係数 t  P-値 

切片 764899.5 53.45887 1.11E-51

医師数 93.7093 1.307638 0.196069

 
 
 
図 8 対 10 万人医師数と一人当たり老人医療費 

 
資料：平成 18 年 愛知県衛生年報より 
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表 2－12 は、人口 10 万人に対する病床数を説明変数としている。病床数が多いというこ

とは、それだけ多くの患者を入院させることができるだけでなく、投薬などで医療費のか

さむ機会も増えることを意味する。 
 
 
表 2－12 対 10 万人病床数   

重決定 R2 0.067653     

  係数 t  P-値 

切片 748971.5 43.44555 1.69E-46

病床数 34.46608 2.06909 0.042927

 
 
 
図 9 対 10 万人病床数と一人当たり老人医療費 

 
資料：平成 18 年 愛知県衛生年報より 
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表 2－13 は総世帯に占める祖父母と暮す世帯の割合を説明変数としている。すなわち、

高齢者の属す世帯が、高齢者のみで構成されていない世帯ということである。高齢者であ

る親が、子と生活している世帯では、家庭内で介護が行われ、医療費の節約になっている

と推測される。 
 これらの統計結果から、高齢化による医療費の増加を抑えるためには、病院に通わなく

て済む健康な身体を持ち、維持することが重要である。たとえ高齢者であっても、毎日を

健康に過ごすことが可能ならば、医療費を抑えることができる。このような個人の努力も、

これからの社会において必要になってくるだろう。 

 
 
 
表 2－13 総世帯に占める祖父母と暮す世帯の割合 

重決定 R2 0.412588     

  係数 t  P-値 

切片 895671.6 44.74412 3.13E-47

世帯 -705168 -6.43743 2.41E-08

 
図 10 総世帯に占める祖父母と暮す世帯の割合と一人当たり老人医療費 

 

資料：平成 18 年 愛知県衛生年報より 
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 第 3 節 愛知県の取り組みと政策 
 
 前節では、愛知県における少子高齢化の要因や、その解決策を探ってみた。愛知県では

少子高齢化に対して様々な政策を計画している。本節では、その取り組みの一部を紹介し、

愛知県は有効な政策を実行中であることを確認する。 
 少子化に対する計画に、「あいち 子育て・子育ち応援プラン」というものがある。これ

は、平成 17 年に策定されたもので、「次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、

育成される」社会、そして「家庭において、子育ての意義についての理解が深められ、か

つ、子育てに伴う喜びが実感される」社会の実現を目指している。そして、「育児」「教

育」「子育て環境」の三つを次世代育成支援における重要な要素だとしている。具体的な

取り組みをいくつか抜粋する。 

 ・休日保育、夜間保育の促進 

 ・子育て支援、育児支援の対象地域拡大 

 ・育児休業制度の積極的導入 

 ・インターンシップの推進や、ヤング・ジョブ・あいちを活用した就業支援の推進 

これらの計画には、具体的な数値目標が設定されており、将来において女性が子どもを産

み、育てやすい環境作りが約束されている。 

 しかし、子育ては女性だけが行うことではない。1996 年に「男女共同社会参画基本法」

が公布されたのを受け、愛知県では、平成 13 年に「あいち男女共同参画プラン 21～個性が

輝く社会をめざして～」が策定された。現在は改定され、女性の社会へのチャレンジ支援

や、男女の職業生活と家庭・地域生活の両立支援などの見直しが行われている。 

 高齢化に対する計画としては、「愛知県高齢者保健福祉計画」というものがある。この

計画は、高齢者の誰もが、住み慣れた家庭や地域において、人としての尊厳をもって生き

生きとした生活ができるように策定されたものである。基本目標として、介護予防や高齢

者の雇用・生きがい対策の推進、高齢者の自立を支える福祉環境の構築などがある。シル

バー人材センターなどで、活力のある高齢者を雇用し、または、趣味となるものを見つけ、

生きがいを得ることで、健康に生きられるよう計画されたものである。 
 このように愛知県は、少子高齢化に対し、以前から危機感を持って取り組んできたこと

がうかがえる。 
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終章 

 

第 2 章で述べてきたように、愛知県の少子高齢化の影響を抑制するためには、女性の社

会進出に対する社会構造の改善と、高齢者の生きがいづくり、健康づくりが必要不可欠と

なる。 

 そして、愛知県は、この問題に対して以前から対策を講じてきている。人口動態はゆっ

くりと変化をしていくため、政策の効果はすぐには期待できないかもしれないが、将来は、

次代を担う若者が苦労をすることのない社会になっていることを筆者は望んでいる。 
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