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少子高齢化のついての日本の見通しに

ついて 

 
 

少子化という現象は日本の年齢構成を歪にし、さまざまな弊害をもたらすとい

われているが、ほんとうにそうなのか?実は、良いことなのではないだろうか。 
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第一章 日本の少子化対策 

 

第一節 

現在の少子化の状況 

 

近年、日本においては、少子化が急速に進行している。その年の年齢別出生

率の合計である合計特殊出生率は、2005年には1.26と戦後最低を記録しており、

人口を維持するのに必要な水準（人口置換水準）である 2.07～2.08を大幅に下

回る状態が続いている。出生児数でみても、2005年には 106万 2530人と戦後最

低となっている。2006 年は出生数 109 万 2674 人（合計特殊出生率 1.32）と増

加したが、2007年は出生数 108万 9818人（合計特殊出生率 1.34）と微減した。

2008年は出生数 109万 2000人と微増している。 

合計特殊出生率は 15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計した値であるが、

2006年から 2007年にかけて、合計特殊出生率が上昇したものの出生率が減少し

たのは、少子高齢化に伴い 15～49歳の女性の人口が減少したからである。 

 出生数の減少は、我が国における年少人口（０～ 14歳）の減少をもたらして

いる。 

 第２次世界大戦後の年少人口の総人口に占める割合の変化をみると、1950 年

には35.4％（約3,000 万人）と、総人口の３分の１を超えていたが、第１次ベ

ビーブーム期以降の出生数の減少により、1960 年代後半まで低下を続け、総人

口の約４分の１となった。その後、第２次ベビーブーム期の出生数の増加によ

り若干増加したが、1980 年代後半から再び減少傾向となり、1997（平成９）年

には、老年人口（65歳以上）よりも少なくなった。 

 また、総務省「人口推計（平成20 年10月１日現在推計人口）」によると、年

少人口は1,717万６千人、総人口に占める割合は13.5％となっている。これに対

して生産年齢人口（15～ 64歳）は8,230万人（対総人口比64.5％）、老年人口

は2,821万６千人（同22.1％）となっており、我が国の人口構造はますます少子

高齢化が進行している。 
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   図表１ 出生数および合計特殊出生率の年次推移 

厚生労働省「人口動態統計（確定値）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省統計局 

図表２ 子どもの数および総人口に占める割合の推移 
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 第二節 

日本の少子化対策の推移 

 

日本で少子化対策が本格的に取り組まれるようになったのは、1990 年以降で

ある。1990年の 1.57ショックを受け、仕事と子育ての両立支援などの子どもを

産み育てやすい環境の整備として対策が検討され、1994 年にエンゼルプランが

策定された。 

 その後は、1999 年に少子化対策推進基本方針が策定され、それを受けて、新

エンゼルプランが策定された。2001 年には「仕事と子育ての両立支援の方針に

ついて」が閣議決定され、その中で「待機児童ゼロ作戦」などが実施されてき

た。 

 2002 年 1 月には国立社会保障・人口問題研究所が新しい人口推計を公表し、

より一層少子化の進行が見込まれたことを受け、同年 9 月には「少子化の流れ

を変える」ためのもう一段の対策として「少子化対策プラスワン」が策定され、

翌年 7月には「次世代育成支援対策推進法」と「少子化対策基本法」が成立し、

法律に基づいて、国が少子化対策に取り組んでいく方向性が示された。 

さらに、2004年6月に「少子化社会対策大綱」が閣議決定され、同年12月に「子

ども・子育て応援プラン」が策定された。そして、少子化対策基本法により設

置された少子化社会対策会議（会長：内閣総理大臣）の下に、2005年10月、少

子化社会対策推進会議（内閣官房長官主宰、関係閣僚と有識者で構成）が設け

られた。2007年2月には、効果的な対策の再構築・実行を図るため、「子どもと

家族を応援する日本」重点戦略を策定することとし、検討会議を少子化社会対

策会議の下に設置し、2007年6月の中間報告を経て、同年12月にとりまとめられ

た。従来の少子化対策は網羅的に施策を示してきたが、今回の重点戦略策定で

は、結婚や出産に関する国民の希望を実現するには何が必要であるかに焦点を

当てて検討を進めたところが特徴的と言える。2008年７月、「将来に希望を持

って安心して働き、安心して子どもを生み育てられること」、「病気になって

も安心して医療を受けられること」など、国民の「安心」につながる国民の目

線に立ったきめ細かな社会保障の方策を検討し、この１～２年の間に着実に実

行に移していくために求められている５つの課題について、緊急に講ずべき対

策とこれを実施していく工程を「社会保障の機能強化のための緊急対策～５つ

の安心プラン～」としてとりまとめた。 
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少子化社会の経緯 

 

1990（平成 2）年    ＜1.57ショック＞＝少子化の傾向が注目を集める 

 

1994（平成 6）年    エンゼルプラン ＋ 緊急保育対策等 5カ年事業  

           （1995（平成 7）年度～1999（平成 11）年度） 

 

1999（平成 11）年                少子化対策推進基本方針  

 

      99年   新エンゼルプラン   

            （2000（平成 12）年度～04（平成 16）年度） 

 

2001（平成 13）年             待機児童ゼロ作戦      

 

2002（平成 14）年                      少子化対策プラスワン 

 

2003（平成 15）年          少子化対策基本法  次世代育成支援対策推進法 

 

2004（平成 16）年          少子化社会対策大綱  

  

 

            子ども・子育て応援プラン  

            （2005（平成 17）年度～09（平成 21）年度） 

 

2005（平成 17）年                      地方公共団体、企業等

における行動計画の

策定・実施 

2006（平成 18）年  新しい少子化対策  

           

仕事と生活の調和（ワー 

ク・ライフ・バランス） 

憲章及び行動指針 

2007（平成 19）年  

          「子どもと家族を応援す 

る日本」重点戦力 
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2008(平成 20)年  ｢新待機児童ゼロ作戦」 

         ５つの安心プラン  

         社会保障国民会議最終報告       

 

 

 

2009年度では、国の政策として 

１、新待機児童ゼロ作戦の推進 

２、育児不安を抱える家庭等すべての家庭への支援 

３、兄弟姉妹のいる家庭等への支援 

などとして、予算概算要求の総額が 1兆 6,837億円にものぼっている。 

今度、2015年には約 1,3～2,1兆円、2025年には約 1,6～2,5兆円が必要とされ

ている。 

 

 

第三節 

少子化対策に対する国民の意識 

 

まず、2005(平成 17)年度内閣府「国民生活選好度調査」により、国民生活に

関する 60項目について重要度をみると、年金や医療など社会保障に関する項目

が上位を占め、かつ、2002（平成 14）年と比べるといずれも順位が上がってい

る。一方で、少子化対策が話題になっているものの、子育てに関する環境に対

しての重要度は、2002（平成 14）年度と比べると順位が上がっているが一定し

て低い。 

 また、内閣府「国民生活に関する世論調査」をみると、今後政府が力を入れ

るべき事項として、「医療・年金等の社会保障構造改革」、「高齢社会対策」、「雇

用・労働問題」に比べ、「少子化対策」は依然として低い位置にいる。国民は、

「医療・年金等の社会保障構造改革」、「高齢社会対策」、「雇用・労働問題」の

方を優先して取り組んでほしいと願っているということになる。また、少子化

対策には今後も、力を重点的に注ぐべきではないと思っていることがわかる。 

 

 

図表３ 国民生活に関する重要度 

項目 2005(平成 17)年 2002(平成 14)年 

老後に十分な年金が得られること 第１位 第４位 
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地震、台風、火災などへの対策がしっかりしていること 第２位 第５位 

警察官、裁判官などが信頼できること 第３位 第１位 

大気汚染、騒音、悪臭などの公害がないこと 第４位 第４位 

費用の心配をあまりせずに診療が受けられること 第５位 第１６位 

食品や薬品などの商品・サービスの安全性が確保されて 

いること 
第６位 第２位 

危険な工場や施設に対する管理が十分なこと 第７位 第７位 

一人暮らしの老人や一人親世帯に日知たちなどが安心して 

生活できること 
第８位 第９位 

適切な(良質な)診断や診療が受けられること 第９位 第１８位 

安心して子供を産み育てられる環境が整っていること 第１０位 第１３位 

内閣府「国民生活選好度調査」（年度） 

 

 

 

図表４ 今後、政府が力を入れるべきだと思う事項(複数回答) 

事項 2007(平成 19)年 2005(平成 17)年 2002(平成 14)年 

医療・年金等の社会保障構造改革 第１位 第１位 第２位 

高齢社会対策 第２位 第３位 第３位 

景気対策 第３位 第２位 第１位 

雇用・労働問題 第４位 第４位 第４位 

自然環境の保護 第５位 第９位 第６位 

物価対策 第６位 第７位 第５位 

税制対策 第７位 第６位 第７位 

犯罪対策 第８位 第５位 第８位 

教育改革・青少年対策 第９位 第１０位 第１０位 

少子化対策 第１０位 第８位 第１２位 

   内閣府「国民生活に関する世論調査」（2002年・2005年・2007年） 

 

 

第二章 少子化のメリット・デメリット 

第一節 

少子化の如何とは？ 
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少子化による問題点とは、特に厚生労働省で取り上げられている労働人口の減

少・地域活力の減少・子供の健全な成長への影響などを含めだいたい 5 項目あ

る。 

1、労働人口の減少 

2、経済活力の減少 

3、地域活力の減少 

4、子供の健全な成長への影響 

5、社会保障制度の破綻 

しかし、これらの 5項目は少子化によってもたらされているのか疑問である。 

これについてこれらの 5 項目が本当に少子化によってもたらされる問題点なの

かを確かめてみたいと思う。 

 

 

 

1、2、労働力人口の減少・経済活力の低下 

 

この二つは関連した課題である。少子化による若年人口の減少は、就業人口=

労働力人口の減少をもたらす。サービス産業化が進行しつつある日本において、

労働力の高齢化そして絶対的な減少が、産業活動の低下と衰退を招く。労働力

人口の減少は、同時に消費人口の減少であり、内需の減少により、国内の経済

が縮小することとなる。というのが、その主張の要点である。 

しかし、この認識には、いくつかの致命的な見落としがあるように思われる。

企業の生産活動は、必ずしも労働者数に比例するわけではなく、生産手段の改

良=技術革新など他の要素が関連するからである。 

少子化に伴う労働力の減少が、後に詳細に説明するとおり、今後 20年以上に

わたり継続することが確定している以上、企業は労働力人口が増加するまで、

待つことは出来ないのである。 

また、団塊の世代に代表されるこれからの高齢者は、平均的には多額の貯蓄

と資産を保有する豊かな国民なのである。フローの所得に偏った現行税制にお

いて、高齢者のストックとしての富は退職後も維持される。労働力人口の減少

にも関わらず、高齢者が国内需要を支える可能性は高いのである。 

また、遺産として世代垂直的に移動する富も大きい。富の総量が変動しない

限り、経済活力は変動しないはずである。だから、労働力人口の減少・経済活

力の低下という問題は起こりえないと思われる。 
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3、地域活力の低下 

 

この課題は、やや曖昧であり意味が多様である。地方自治体の税収不足から

行政サービスが低下するとの観点から論じられていたり、子供が少ない地域コ

ミュニティーの活力を論じられていたりする。 

 現在の人口分布の問題は、学校の教育、学童保育、少年非行、進学競争など、

行政サービスの優先順位が子供に偏っているベッドタウン特有の現象であった

り、一方で、大都市圏に若年人口が流出し、高齢者が多くなってしまっている

というところにある。過疎地域では、地域活力の低下で戦後一貫した行政課題

である。 

しかし、経済問題を切り離して考えると、地域に若年人口が少ないことは、

大きな問題ではないことに気付く。高齢者が多い地域と、若年者が多い地域が

あってもよい。経済学者であるティブーが提唱したの「足による投票」のよう

に、その人自らが動き、自分自身の選考にもっともフィットする地域へ行けば

よい。だから、一人ひとりの国民にとって、自らのライフステージに見合った

サービスが地域で提供されていれば良いのであって、あらゆる年齢層が均等に

分布していることには、積極的な意味はない。むしろ、特定の年齢階層が地域

的に集中していたほうが、行政の効率は良くなるのである。高齢者の極端に少

ないベッドタウンに、高齢者福祉施設が必要なかったように、子供の少ない地

域には学校も保育園も不要である。少なくとも特定の個人にとって、同じサー

ビスを必要とする人だけがいる地域のほうが、税負担など各種の負担が少なく

て済み、受けられるサービスの向上が期待できるのである。その地域にあった

都市づくりをしていくことこそが、地域活力の低下に一番効果的であると思わ

れる。 

子供の賑やかな声がしない街は、街として不自然であり、活力がないとの意

見は、情緒的で郷愁に満ちた単なる幻想にすぎない。よって、経済的な観点か

らきりはなして見れば、地域活力の低下などは、起こりえないと思われる。 

 

 

4、子供の健全な成長への影響 

 

これは、子どもの数が少ないことで、子ども相互の交流が減少して社会性が

育たない、親が過度に子どもに干渉するなど子供の人格形成に支障が出る。な

どと言う見解である。 

 もっともらしく聞こえる意見ではあるが、ではどのくらいの子どもの数がい

れば良いか、大人と子どもの適正な比率はどのくらいかと考えると、ほとんど
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根拠のない意見であることがわかる。 

子どもの数が少ないことは、長い間、文明度・文化度を図る重要な指標であ

った。文明国・先進国と呼ばれる国は、いずれも出生率が低く、日本には出生

率の高さを後進国の証拠と決めつけてきた歴史がある。 

 今でも、国民生活を向上させるために、産児制限を推奨するのは、発展途上

国では一般的で、極めて効果的な政策なのである。 

また、「引きこもり」「ニート」「青少年の凶悪犯罪」など、現代日本の青

少年の病理現象を、少子化と過度に結びつける傾向があるが、科学的根拠は薄

い。むしろ、産業構造や社会構造の変化、教育理念の混乱など多様な要因が複

合していると考えるほうが自然である。 

中国において、長く「一人っ子政策」が行われているが、同様な現象は報告

されていない。それどころか、十分な教育の機会が与えられた優秀な人材が輩

出され、経済成長の原動力となっているのは事実である。子どもを健全に成長

させるのに必要なのは、優れた教育システムであり、子どもの数ではないと言

えるだろう。 

 以上のことにより、少子化は子どもの健全な成長に良い影響を及ぼすことが

あっても悪影響を及ぼすことはないといえる。子供の健全な成長への影響にた

いして、対策を講じたいというのなら、優れた教育システムを作ればよいので

あって、少子化対策により改善させようという考えは間違っている。 

 

 

5、社会保障制度の破綻 

 

今後、出生率が回復したところで、現行年金制度の破綻は回避不能である。

すぐに出生率が増加に転じたとしても、その生まれた子供が年金掛金を払うよ

うになるのは 20年近くも先のことなのである。しかも、団塊ジュニア層がすで

に 40代に近づきつつある現在、出産適齢期にある人口は今後とも長期に渡って

急速に減少を続けることが確定している。当然、生まれてくる子供の絶対数も

減り続けるのである。 

一方で、年金受給年齢に達した団塊の世代以下の高齢人口は、わずかに自然

減をしながらも、20 年以上にわたって急増し続ける。既に生まれている人口構

成は、戦災などの特殊な社会的要因がない限り、ほぼ変化することはない。平

均寿命が 80 歳を超える日本にあって、今の 50 代はほぼ全員が 20 年後には 70

代となるのである。 

すなわち、現行の社会保障制度の破綻は厳然として不可避な事実であり、出

生率を向上させる少子化対策で回避可能な課題ではないのである。だから、社
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会保障制度の破綻を防ぐために少子化対策をしようとすることは無意味である。 

 

 

 

             国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料」 

 

 

第二節 

少子化によるメリット 

 

少子化によって生まれるメリットはさまざまであるが、それらを具体的に確

認していくとともに、過度的段階での課題についての解決策を具体的に考えて

いく。 

メリット 

1、土地・住宅不足の解消 

2、都市問題の解消 

3、教育費の縮小 

4、大切に育てられる子どものたちの増加 

5、少子化により労働者の価値が上昇 

 

 

 

1、土地・住宅不足の解消 

 

戦後６０年、特に高度成長期以降の一般国民の最大の課題の一つは、住宅を
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いかに確保するかにあった。団塊の世代の流入と核家族化の進行は、都市周辺

部に広大なニュータウンを生み出した。それでも宅地の絶対量は常に不足して

きた。住宅価格は高騰し、１戸あたりの面積は極小とならざるを得なかった。

これが日本の「うさぎ小屋」と呼ばれるものの誕生である。遠距離通勤と高額

な住宅ローンは、サラリーマン世帯から生活の余裕を奪ってきたのである。 

この課題を抜本的に解決するのが少子化である。 

今後長期にわたる若年人口の減少は、世帯数の減少に他ならない。世帯数の

減少により、住宅に対する需要は継続的に低下する。既に住宅の総数は、世帯

数を上回っているが、これから住宅淘汰が始まるのである。 

それは、短期的には住宅価格や家賃の低下となって現れる。より便利なとこ

ろに安く住宅を買ったり、借りたりできる時代が到来するのである。 

そして、長期的には、都市近郊に良質で広い住宅が新築されることで、狭小

で遠隔地の住宅が一気に消滅することになる。 

 いずれも、少子化時代に生活する少数の若年者にとっても、また高齢期を迎

えて年金生活をしている高齢者にとっても、メリットそのものである。 

 

 

2、都市問題の解消 

 

日本における都市問題の根本的な原因は、過度の人口集中による都市の過密

化にある。少子化による住宅環境の改善は、この都市問題解決の切り札でもあ

る。 

住宅価格を基準に、押し上げられている都市地域の地価が低下する結果、土

地区画整理などの様々な手法による都市改造が可能となるからである。遅々と

して進まなかった、道路・鉄道などの都市基盤整備、職住分離を基本とする高

機能都市への再生が、一気に実現する可能性は高い。 

 

 

3、教育費の縮小 

 

現在、高齢化に伴う施設等の不足は大きく取り上げられているが、少子化に

伴う学校と教員の余剰はあまり認識されていない。概ね５００メートル四方に

１校の割合である小学校や中学校、さらに上級学校の敷地だけでも膨大な面積

である。 

教育は基本的に労働集約的性格のものであり、教職員の余剰も、また膨大で

ある。裏返せば、そのための予算が不要となるのであり、その額は巨額である。 
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戦後の人口急増期を通じて、教育費負担は国や公共団体の予算、そして家計

を圧迫し続けてきた。しかし、少子化のために余剰となる土地や人・予算を、

より必要な政策に転用することが可能となる。もちろん行政改革の一環として、

削減することもできる。 

全国の義務教育課程の教員を、児童・生徒の減少と同率で削減すれば、国家

公務員の削減目標 5％など一気にクリアできる。 

義務教育にかかわる教員数は約 70 万人で、2005 年～2010 年に児童・生徒の

減少率は 6.3％である。よって、児童・生徒の減少率と同率で削減すれば、4.4

万人削減することになる。国家公務員は約 66 万人であるから 5％の 3.3 万人を

軽く上回ることになる。 

義務的経費が減少することは、政策の自由度を大きく上昇させ、柔軟な予算

編成を可能とするのである。不足するものは声高に主張し予算を獲得し、余剰

には沈黙して予算を温存するのは、官僚機構の本質的病理である。余剰となる

教育費を的確に削減し、国民の税負担を減少させることは可能であり、また必

要である。 

 少子化対策をやめるということは、少子化対策にかかる経費以外に、教育費

までもが縮小できてしまうのである。 

 

 

4、大切に育てられる子どもたちの増加 

 

少子化社会において、子どもは貴重である。貴重なものは、大切にされる。

大切に育てられた子どもは、良い社会人となると信じるのは個人的願望に過ぎ

ないのかもしれない。しかし、家庭においても、地域社会においても、企業内

においてさえ、子どもや若年者に十分な関心・費用そして労力をかけられる少

子化社会は、子ども達にとって悪い社会であるはずはない。 

子どもの密度が低くなることによる弊害が仮にあるとすれば、子育てに特化

した都市を造り、人工的に密度をあげれば良いだけのことである。大切に育て

られた子どもが、良き大人となり、未来の日本の中心層となったとき、現代日

本社会の病理現象はおのずから消滅するように思う。 

 

 

5、少子化により労働者の価値が上昇 

 

「少子化による就業適齢人口の長期的減少」という経済的課題を考えていく。 

現在まで、社会構造を理解するために、様々な経済社会モデルが考案されて
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きた。資本家と労働者と生産手段の関係に整理したのはマルクスである。ある

いは、人と技術の相互関係、法人と自然人の相互関係で理解することも可能で

ある。 

いずれのモデルによっても、就業人口の減少が意味することは同じである。

生産活動に必要な他の資源に対して、労働力という自然人のみが提供できる資

源が稀少化し高価になるのである。特定の資源が不足することや、高価になる

ことは、製品の原価が上昇することを意味する。原価の上昇は、競争的な環境

では、利益の減少か競争力の低下をもたらすため、避けなければならない。 

すなわち、少子化の経済的問題は、企業活動上の問題なのである。企業ある

いは法人、広く言えば資本主義国家の利益の観点からは、少子化は避けるべき

である。安く安定的に供給される豊富な労働者は、企業活動にとって有益であ

り、利益の源泉である。労働力が不足したり、高価になれば、企業活動は低下

するか、新たな投資が必要となるのである。 

しかし一方で、一人の国民、自然人としての個人として、その意味すること

は正反対である。 

マルクスが指摘するように、労働力しかもたないプロレタリアート（労働者）

にとって、労働力が稀少化し貴重になることは望ましいことである。市場原理

に従い、労働者が減少することは、その価値が上昇することにほかならないか

らである。 

具体的には、賃金が上昇し、労働条件が良くなり、所得が増大するのである。

好景気の時に、アルバイトの賃金や初任給などが、敏感に反応して上昇するこ

とは、だれでも経験がある。個々の労働者としての国民は、少子化によって長

期にわたり恒常的に高い賃金を労せずして手に入れられることとなるのである。 

労働者である国民、特に賃金労働者である国民は、少子化を促進させること

で利益を得ることができる。 

 

 

第三節 

少子化時代の都市づくり 

 

子どもの密度が下がることが、子どもの健全な発育の障害になるとの主張に

は、科学的根拠が低いように思われる。しかし、それが本当ならば対応は可能

である。 

基本的に土地に定着する農耕民族であった日本人の多くにとって、自らは定

住し都市環境を改変していくことは、一般的であり当然のことのように思われ

てきた。江戸時代から明治・大正・昭和そして平成と時代が変化し、世帯構成
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や生活スタイルが変化しても、その意識は変わることはなかった。 

しかし、その意識を覆していかないとこの先の少子化社会では生き抜いてい

けない。 

産業化と情報化の結果として、日本の都市は地域的特徴を失い、どこもが均

質なものとなった。ノーマライゼーションの概念がどこまで適当であるかはと

もかく、あらゆる人のニーズに応える都市を造ることは難しくコストがかかる。

特に短期的に住民の年齢構成が変わる場合などは、そのロスは極めて大きい。 

例えば、子供の増加に対応し多額の費用を投入して整備した学校などの施設

が、子供が減少すれば無駄になる。この先 30年ほどの、高齢者人口の増加に対

応して必要となる施設は、数十年後には、過剰となることが現時点で既に明ら

かなのである。 

したがって、社会インフラとしての都市は、長期にわたって利用されるべき

資本ストックである。だから、都市を改造するより、一人ひとりの国民が自ら

の選択とライフステージに応じて居住地を変えるほうが、合理的である。 

それぞれの都市が、特定の居住者を想定して、特化したインフラ整備を行う

ことは、都市経営の観点からも、都市居住者の観点からも望ましい。保育園・

教育施設・子育て支援施設や機能を強化し、子育てを支援する税制をとる都市

が建設されるなら、より良い子育てを行おうとする世帯の移動が起こる。その

結果、相対的な子供の数が増え、少子化社会においても必要な「子供密度」を

確保できるはずである。 

同様に高齢者都市・勤労者都市など住民層を明確にした都市群が形成される

ことが望ましい。 

 

 

第四節 

少子化対策での経済効果の比較 

 

 少子化対策が奏功して子どもが増加した場合には、教育費や食料費などへの

支出が拡大することで個人消費が増加することが期待される。仮に、社会保障・

人口問題研究所（社人研）の人口推計をベースとして、中位推計と高位推計に

おける子どもの数の差による消費増加額を試算すると、2020年頃には子供一

人・一ヶ月当たり消費支出増加額約32,000 円×12ヶ月×（高位推計の子ども数

－中位推計の子ども数）＝4,000～6,000 億円となり、高位推計通り子どもが増

加した場合には中位推計で推移した場合よりもGDP成長率が0.2％ポイント程度

押し上げられる計算となる。これに加えて、保育サービス整備により新規雇用

も創出されることとなる。 
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 少子化対策は20 年・30 年といった遠い将来の経済成長のためのみならず、

短・中期的な需要拡大と労働供給・雇用創出効果を持っている。 

一方で、名古屋市では、複合医療施設「クオリティライフ 21 城北」(名古屋

市北区平手町)内に 2012 年度の開院を予定していた「陽子線がん治療施設」の

建設を凍結するといった事態も起きている。さらに、重症心身障害児者施設の

建設の撤退や学童保育に対する助成の廃止、自動車図書館やキャンプ場などの

施設の撤去などが起きている。また、国では事業仕分けにより、中小企業地盤

強化事業・奨学金貸付事業・入学資金融資斡旋事業・重度心身障害者医療助成

事業などへの予算が削減される。 

少子化対策に対する予算が削減され、予算に余裕が生まれれば、こういった

ことも起きなくなると思われる。 

子どもを増やすために今生きている人の生活の豊かさまで奪って政策を施し

ていく理由はないと思われる。 

平成 21年度では、新待機児童ゼロ作戦の推進・育児不安を抱える家庭等すべ

ての家庭への支援・兄弟姉妹のいる家庭等への支援などとして、予算概算要求

の総額が 1兆 6,837億円にものぼっているがこれらが削減されることになれば、

莫大な予算を追加することができる。 

毎年、何兆円も使ってその効果が、GDP を 4000～6000 億円押し上げるだけ、

そして子宝を授かるというのはあまりにも合理的ではないように思う。 

 

 

今後の出生数の予想 

  

０～１４歳（１０００人） 

 

  

出生中位 出生高位 出生低位 

平成 22 (2010) 16,479  16,766  16,132  

23 (2011) 16,193  16,566  15,738  

24 (2012) 15,880  16,347  15,312  

25 (2013) 15,542  16,112  14,858  

26 (2014) 15,201  15,883  14,399  

27 (2015) 14,841  15,643  13,920  

28 (2016) 14,486  15,415  13,445  

29 (2017) 14,133  15,196  12,973  

30 (2018) 13,803  15,006  12,525  

31 (2019) 13,488  14,837  12,093  

32 (2020) 13,201  14,700  11,690  

国立社会保障・人口問題研究所 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%b0%e5%ce%c5
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%af%a5%aa%a5%ea%a5%c6%a5%a3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%be%eb%cb%cc
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%cb%cc%b6%e8
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最終章 日本としては少子化への対策はどうしていけばよいか 

 

 

第一節 

他国の少子化対策 

 

イギリスでは、家族政策は、貧困層などごく限られた層を対象としている。

「子どもを産むかどうか」は個人的な決定に委ねられるとして、公的機関の介

入を極力抑えている。なので、合計特殊出生率は、1980年代後半から 90年代初

めにかけては 1,80を超える比較的高い数値を示していたが、90年代に入ってか

らは、減少傾向にある。 

 イタリアでは、出生率は 91年に 1.26まで低下、依然低下傾向が続いている。

他のヨーロッパ諸国に比べて同棲率は低く、婚外子出生率も低いので、出生率

低下は婚姻内出生率低下の結果と考えられる。なお、イタリアでは、これまで

人口政策・家族政策はファシスト時代の記憶と結びついてタブー視されてきた。 

こういった政策をとる国もあるのだから少子化対策をやめることは間違いで

あるわけがない。 

 

 

第二節 

日本としての少子化への対策はどうしていけばよいのか 

 

年金問題と連携するように少子化を問題視する議論が盛んである。その内容

は悲しいほど浅い。少子化は社会システムを破壊する。子供を生まないのは反

社会的である。結婚すらしないのは犯罪的ある。とでも言わんばかりである。 

対策も、月数千円の児童手当の支給年齢を引き上げるとか、子育てしやすい

社会を皆でつくりましょうとか、何ら抜本的なものがない。 

なぜ少子化しているのかの原因が把握できていないのである。 

少子化のメリット・デメリットを正確に把握し分析する必要がある。そして、

将来の日本社会のビジョンを明確にしなければならない。そのビジョンに国民

的コンセンサスが形成されてこそ、個々の国民は正しい選択を行える。少子化

が問題なのか、福音なのかは、国民の総意が決めることなのである。 

 しかし、個人的な意見としては、今まで述べてきた結論からすると、少子化
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は福音であると思う。そして、少子化を避けられないものとして受け容れ、そ

れに耐えられる社会制度の構築を進めよと訴える。少子化が不利益だとするな

ら、何の効果もない政策を（ウソまでついて）次々と打ち出し、税金の無駄づ

かいを続けるよりもその不利益を平等に負担できる社会を作ってほしい。 

少子化万歳。少子化対策をやめれば、5頁で説明したような少子化対策に関する

経費が約 2兆円も削減できることとなる。そして、少子化対策のせいで経費が

削減されてしまったものに充てることができる。 
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