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子育て日本一のまち神戸 
そして 

７０歳が現役のまち神戸 
 

北 山 順 一 
 
 国立社会保障・人口問題研究所が平成２４（２０１２）年１月３０日、「わが国の人口

は平成２２（２０１０）年の５０年後の平成７２（２０６０）年には３２．３％減って８，

６７４万人になるだろう。年少人口（０歳～１４歳）は５３％減り、生産年齢人口（１５

歳～６４歳）は４６％減少する。６５歳以上の人口が４割を占めるだろう」と日本の将来

推計人口を発表した。 
 この推計値は、新聞、テレビ、雑誌などで大きく取り上げられ、「５０年後の日本は経

済が破綻し、企業は海外に脱出」「生産年齢人口が高齢者を支えきれず、日本の福祉は悲

惨な状況になる」など、日本の暗い未来が盛んに描き出された。 
 実は、私は２５年ほど前から「やがて少子高齢化社会が到来する。今からその対策を考

えなければならない」と主張してきたが、そのころはバブル経済のさなかで、暗い未来の

話に耳を傾ける人はほとんどいなかった。 
 いま、この推計値が多くの人に危機感を持って受け止められているのは、東北大震災と

福島原発事故の被災地で大規模な人口流動が起き、人口構成の変化が社会と経済に重大な

打撃をあたえていることを目の当たりにしたからであろう。 
 津波で住居や水産設備が流された沿岸部では、若者は仕事を求めてふるさとを去り、残

った高齢者は復旧、復興に懸命に取り組んでいるものの後継者が戻ってくるだろうかと不

安に包まれている。原発事故で避難を余儀なくされた地域では、安全な空気と食を求めて

若い母親や子どもたちが全国各地に避難し、絆で結ばれた地域コミュニティが崩壊の危機

にさらされている。 
 人口構造の大きな変化と極端な少子高齢化がもたらす問題は、５０年後を待たずに不幸

にも東北の地で顕在化した。私たちは、他人事ではなく、想定外の話でもなく、日本の国

家と国民が直ちに取り組まなければならない課題であると理解し、その解決に知恵と意欲

を結集しなければならないと思う。 
 そのために、私は、わが国が活力ある国家であり続けるために、まず人口を安定的に維

持していくことが最重要だと考え、安心して子どもを産み、育てられる環境を整備するこ

と、高齢者というこれまでの概念を改め、いつまでも現役で働くことができる制度・政策

を打ちたてて、全国民が生き生きと活動できる場を広げたいと思っている。この試みをま

ず神戸で取り組み、「子育て日本一のまち神戸、そして７０歳が現役のまち神戸」を実現

し、全国に広げていきたい。 
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１．将来推計人口から何を学ぶか 

 
 大きな衝撃を与えた国立社会保障・人口問題研究所の日本の将来推計人口とはどのよう

な内容であったのか、概要を振り返ってみよう。 
 推計の基のデータは平成２２（２０１０）年の国勢調査の確定数で、これに基づいて５

０年後（平成７２年）の、外国人を含めたわが国に在住する人口規模を、男女・年齢構成

に分けて推計した。前提になる女性が生涯に産む子どもの数の平均数である合計特殊出生

率は、平成２２年は１．３９であったが、平成３６（２０２４）年に最低値の１．３３と

なり、長期的には１．３５に収束するとした。さらに、平均寿命は、平成２２年の男性７

９．６４歳、女性８６．３９歳から伸びていき、５０年後の平成７２年には男性８４．１

９歳、女性９０．９３歳に達するとみた。 
 推計にあたって、将来の出生推移・死亡推移を、それぞれ中位・高位・低位の３つを仮

定しそれぞれの値を引き出しているが、ここではいずれも中位とする仮定での推計結果を

取り上げた。 
 
［総人口の推移－５０年後は３２％減の８，６００万人に］ 
 平成２２（２０１０）年の国勢調査によれば、日本の総人口は１億２，８０６万人であ

った。出生中位の推計によれば、この総人口はしだいに減少し、２０年後には１億１，６

６２人となり、３８年後の平成６０（２０４８）年には１億人を割り、５０年後の平成７

２（２０６０）年には８，６７４万人となる。この人口は、現在の人口から４，１３２万

人、３２．３％の減少である。 
 
［人口ピラミッドの変化―底の細い不安定な壺型に］ 
 わが国の人口ピラミッドは、過去の出生数の増減によって著しい凹凸を示している。終

戦にともなう出生減、その後の昭和２２（１９４７）年から３年間の第１次ベビーブーム

による急激な出生増とその後８年間の出生減、昭和４１（１９６６）年の丙午（ひのえう

ま）に影響された出生減、昭和４６（１９７１）年から４年間の第２次ベビーブームによ

る増加とその後の減少などによって人口ピラミッドの斜面には大きな切れ込みや張り出

しがみられる。 
 平成２２（２０１０）年現在での人口ピラミッドは、生産年齢（１５歳～６４歳）人口

のうち３５歳から６４歳までの年齢層が大きく張り出し、６５歳以上の老年人口を支えて

いるが、３４歳以下の年齢層は急激にやせ細っている。 
 こうしたいびつな人口ピラミッドの形状は、第１次ベビーブームの世代が８０歳代に入

る平成４２（２０３０）年ごろまで継続するが、平成７２（２０６０）年の人口ピラミッ

ドはもはやピラミッドとは言えず、肩の部分が大きく張り、底の部分が細くなった壺のよ

うな不安定な形状になっている。これを「逆ピラミッド」と呼ぶ人もいる。（参考：図１） 
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［年少人口―４％減り９％台に］ 
 年少人口（０歳～１４歳）、生産年齢人口（１５歳～６４歳）、老年人口（６５歳以上）

の３区分で人口の規模と構成比の推移をみてみよう。 
 年少人口は出生数と関連する。昭和４８（１９７３）年の出生数が２０９万人であった

が、平成２２（２０１０）年には１０７万人までに減少した。その結果、年少人口は１９

８０年代初めの２，７００万人から平成２２（２０１０）年には約１，０００万人少ない

１，６８４万人になった。今後はさらに減少が続き、平成５８（２０４６）年には１，０

００万人を割り、平成７２（２０６０）年には７９１万人の規模になると推計される。 
 こうした年少人口の減少を総人口に占める割合でみると、平成２２（２０１０）年の１

３．１５％から、平成５６（２０４４）年に１０％台を割り、平成７２（２０６０）年に

は９．１％になる。 
 
［生産年齢人口―４５％減の４，４００万人に］ 
 生産年齢人口はこの５０年間は増加を続けてきて、平成７（１９９５）年には８，７２

６万人に達していた。だがその後減少し始め、平成２２（２０１０）年には８，１７３万

人に減った。将来は、平成２５（２０１３）年には８，０００万人を割り、平成３９（２

０２７）年には７，０００万人、平成６３（２０５１）年には５，０００万人を割って、

平成７２（２０６０）年には４５．９％減の４，４１８万人に激減すると推計される。 
 生産年齢人口の割合は、平成２２（２０１０）年の６３．８％から減少を続け、平成２

９（２０１７）年に６０％台を割り、平成７２（２０６０）年には５０．９％になる。 
 老年人口は、平成２２（２０１０）年の２，９４８万人から団塊世代が６５歳を迎える

ことしの平成２４（２０１２）年に３，０００万人を上回り、平成３２（２０２０）年に

は３，６１２万人となり、第２次ベビーブーム世代が老年人口に入った平成５４（２０４

２）年に３，８７８万人となってピークを迎える。その後は減少に転じて、平成７２（２

０６０）年では３，４６４万人となる。 
 
［老年の人口―２．５人に１人が老年］ 
 老年人口の割合は、平成２２（２０１０）年が２３．０％であったが、平成４７（２０

３５）年には３３．４％で３人に１人が老年となり、平成７２（２０６０）年には３６．

６％となって、２．５人に１人が老年となる。 
 国連機関の高齢化率の推移予測では、日本は２０１０年の時点でも世界で最も高い高齢

化率を占めしているが、２０５０年でも高齢化率は最高で、イタリア、スウェーデン、ス

ペインが３０％台前半、ドイツ、フランスが２０％台後半となっている。 
 
［従属人口指数の推移―働き手１人が１人を扶養］ 
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 従属人口指数というのは、生産年齢人口に対する年少人口と老年人口の割合で、生産年

齢人口の扶養負担を表す指数である。 
 老年従属人口指数（生産年齢人口を１００とした老年人口の比率）は、平成２２（２０

１０）年では３６．１（働き手２．８人で高齢者１人を扶養）であるが、平成３４（２０

２２）年には５０．２（働き手２人で高齢者１人を扶養）に上昇し、平成７２（２０６０）

年には７８．４（働き手１．３人で高齢者１人を扶養）となる。 
 年少従属人口指数（生産年齢人口１００に対する年少人口の比率）は、平成２２（２０

１０）年現在で２０．６（働き手４．９人で年少者１人を扶養）の水準から１７～２０の

水準の範囲で推移する。年少人口が減少しても年少従属人口指数がこの範囲にとどまるの

は、生産年齢人口も同時に減少していくからである。 
 年少従属人口指数と老年従属人口指数を合わせた値を従属人口指数と呼び、生産年齢人

口に対する年少・老年人口全体の扶養負担の程度を表す。この指数は平成２２（２０１０）

年の５６．７から平成４９（２０３７）年に８０．０に達し、その後平成７２（２０６０）

年には９６．３に達する。働き手１人がほぼ１人を扶養する状態になるのである。（参考：

図２） 
 
［第１の人口転換―明治期からの多産少死］ 
 弥生時代の日本の人口は６０万人程度であったとみられている（鬼頭宏「人口から読む

日本の歴史」２０００年）。平城京に遷都した８世紀初頭では４５０万人を超えたが、そ

の後の人口増加はゆるやかで、平清盛が太政大臣になり平家が全盛を誇ったころでも６５

０万人を超えた程度であった。それから５００年後に２倍の１，３００万人に達したが、

伸びのカーブはゆるやかだった。 
 だが、江戸期の社会が安定し、新田開発、経済開発が進むとともに出生率が上昇し、関

ヶ原の合戦（１６００年）から１１６年後の享保の改革の時点では２．５倍の３，１３０

万人に急増した。これが、日本が迎えた最初の「人口革命」であった。 
 明治維新（１８６８年）の時点で日本の人口は３，３００万人であったが、出生率が高

いまま死亡率が激減し、年少人口の増加、老年人口の増加によって「人口爆発」の現象が

起きた。出生率が高く死亡率が低い「多産少死」の状態に入ったのであって、これが「第

１の人口転換」と呼ばれる。「多産少死」の「人口転換」は、第１次世界大戦後の恐慌（大

正８年）、第２次世界大戦の開始（昭和１４年）などの影響で出生率が一時的に減少する

ことがあったものの昭和３０年代まで継続した。さらに「少死」によって平均寿命が延び

て高齢者が増加し、日本の総人口は平成２２（２０１０）年に１億２，８０５万人のピー

クを迎えた。 
 この間、昭和２３（１９４８）年に人工中絶が合法化され、「嬰児殺し」が合法的に蔓

延した。また、親世代と子世代が別居する核家族が増加して、子世代が一家の労働力にな

ってくれるだろうという期待が薄れた。また教育熱の高まりとともに教育コストの増加な
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どで、若い家族には第２子以降の子どもを望まない風潮が広がった。 
 
［第２の人口転換―出産数が減り人口減へ］ 
 こうしたことによって、昭和５０（１９７５）年ごろから合計特殊出生率（１人の女性

が生涯に産む平均子ども数。人口の維持には２．０７が必要）が下がり始めた。戦後の第

１次ベビーブームの昭和２２（１９７５）年には４．５４だったが、昭和５０年に２．０

を下回り、平成１７（２００５）年には１．２６の最低値になった。その後はやや増加に

転じ、平成２０（２００８）年は１．３７、平成２２（２０１０）年は１．３９となった。

わずかながらの増加だが、この要因には第２次ベビーブームの団塊ジュニアの世代の女性

が３０代後半になり、年齢的に出産の限界を意識し、高年齢出産に踏み切ったのではない

だろうか、という見方もある。 
 ちなみに１２都市の合計特殊出生率をみると、平均は平成１２（２０００）年で１．２

５、平成１７（２００５）年で１．１６だが、神戸市はそれぞれ１．２３、１．１５で平

均より低い。神戸市より低いのは札幌、京都、福岡となっている。 
 総人口のうち老年人口が増加するとともに、死亡数もゆるやかに増え、平成１８（２０

０６）年には出生児数と死亡者数がともに１０９万人となり、その後は死亡者数が出生児

数を上回って人口減少の傾向がはっきり現れてきた。この段階は「第２の人口転換」と呼

ばれる。 
 
［日本人の平均寿命と余命］ 
 日本人の平均寿命（０歳児の平均余命を平均寿命という）は、平成２１（２００９）年

で男性が７９．５９年、女性が８６．４４年となった。昭和５０（１９７５）年では男性

７１．７３年、女性７６．８９年であったから、３４年間でほぼ１０年延びたことになる。

（参考：表１） 
 

表１ 日本人の平均寿命 

（単位 歳） 

年次 男 女 

昭和５０（１９７５）年 71.73 76.89

55（１９８０） 73.35 78.76

６０（１９８５） 74.78 80.48

平成 ２（１９９０） 75.92 81.90 

 ７（１９９５） 76.38 82.85

１２（２０００） 77.72 84.60 

１７（２００５） 78.56 85.52

２１（２００９） 79.59 86.44 
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（２００９年 厚生労働省「生命表」「簡易生命表」 ） 
 
 ある年齢からあと何年生きられるかを平均余命というが、平均寿命の延びとともに平均

余命も増加している。 
 厚生労働省統計情報部の「簡易生命表」によると、平成２１（２００９）年の時点で、

６０歳では男性２２．８年、女性２８．４６年、６５歳では男性１８．８８年、女性２３．

９７年、７０歳では男性１５．１０年、女性１９．６１年、７５歳では男性１１．６３年、

女性１５．４６年となっている。（参考：表２） 
 ６５歳で定年退職しても、男性は１８年以上、女性は２３年以上活動できるのである。

このことについては「７０歳が現役のまち神戸」の項でくわしく論じたい。 
 

表２ 日本人の平均余命 

（単位 年） 

年齢 男 女 

55 27.09 33.04

60 22.87 28.46

65 18.88 23.97

70 15.10 19.61

75 11.63 15.46

80 8.66 11.68

 （２００９年 厚生労働省「簡易生命表」） 
 
 
２．「子育て日本一のまち神戸」のために 

 
［なぜ子育ては大変なのか］ 
 合計特殊出生率（１人の女性が生涯に産む平均子ども数の合計）の全国平均は、平成２

２（２０１０）年では１．３９である。神戸市の最新の数値はつかめていないが、平成１

２（２０００）年の全国平均１．３６に対し神戸市は１．２３、平成１７（２００５）年

の全国平均１．２６に対し神戸市は１．１５で平均より低い。１２都市では、北九州、広

島が全国平均を上回っているが、１２都市平均は１．１６で、神戸市はこれをやや下回っ

ている。 
 神戸市の就学前児童（０歳～６歳）数の推移をみると、平成１２（２０００）年の７８，

８１７人からわずかながら増加し、平成１６（２００４）年に８０，７０７人となったも

ののその後は減少傾向に転じて、平成２１（２００９）年には７８，０９０人となった。 
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 これは市の人口がやや増加してきているものの、増加分は老齢人口であって生産年齢人

口（１５歳～６４歳）の減少に影響されていると思われる。 
 年少人口を増加させ、将来の生産年齢人口を確保するには出生率を高めることが第一だ

が、出産の能力を持ち、あるいは第２子、第３子の出産が期待される若年層（２０歳～４

４歳）は、子育てに多くの悩みと不安を抱いている。 
 神戸市の「子育てに関する意識調査」（平成２１年）によると、子育てをする中で感じ

る難しさや大変さ（１２項目から３項目を選択）では、 
 ①自分の時間が持てない   ５０．２％ 
 ②経済的負担が大きい   ４９．８％ 
 ③ときどき子どもにあたってしまう  ２６．７％ 
 ④精神的負担が大きくイライラする  ２２．４％ 
 ⑤身体的負担が大きい   ２０．６％ 
などがあげられており、「特にない」と回答したのは５．５％であった。 
 同じ調査の「いまの子どもに不足していること」の問いでは、 
 ①基本的なしつけ   ７０．５％ 
 ②自然に親しむ活動   ６４．２％ 
 ③家族とのふれあい   ４８．４％ 
 ④友だちとの交流・遊び   ３６．７％ 
 ⑤家事または家の手伝い   ３５．３％ 
などが上位にあげられ、「勉強」は１２．８％、「特にない」は１．０％だった。ここには

「しつけ」や「自然」、「家族」を重視する若い父母の子育ての方向と願いが読み取れるが、

それらの実現が「自分の時間が持てない」、「経済的負担」などの問題で達成されない悩み

の訴えでもあるだろう。 
 
［保育所入所待機児童数について］ 
 子育ての悩みの中で最も大きな割合を占めている「自分の時間が持てない」、「経済的負

担が大きい」は、育児中の親の悩みであるとともに、子どもを産もうかどうしようかと考

えている夫婦の悩みでもある。その背景には、保育施設の不足、育児休業がとれるかどう

かの不安、妊娠・出産・育児による退職などによる家計の不安がある。 
 神戸市は平成１４（２００２）年に「神戸市児童育成計画」を策定し、「すこやか子育

て支援のまち」をめざした。さらに平成１７（２００５）年に「次世代育成対策推進行動

計画」（神戸っ子すこやかプラン２１）、続いて平成２２（２０１０）年に「次世代育成対

策推進行動計画」（神戸っ子すこやかプラン２１）の後期計画を策定した。 
 これらによって、平成１１年度から保育所の新増設などで受け入れ枠を大幅に拡大し、

約５，３００人分が確保できたとしている。保育所入所待機児童数は平成２１（２００９）

年４月時点で４８３人に減少した、ということだが、この数値には保育所関係者や保護者
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から「現実を反映していない」という声が上がっている。 
 そのギャップの原因の一つは、待機児童の定義を、市は国の「他に入所可能な保育所が

あるにもかかわらず特定の保育所を希望し、保護者の私的な理由により待機している場合

は待機児童数に含めない」とする定義に基づいていることにある。つまり、一定地域の受

け入れ数と入所希望者数のバランスで待機児童数を算出しているのだが、保護者はわが子

をより良い条件の保育所に入れさせたいと願い、希望の保育所に入所できなければわが子

は待機児童になった、と判断している。つまり、入所枠という量の問題と評判のいい保育

所という質の問題のずれが保護者の不満を増大させている。 
 もうひとつは、市は「厳しい財政事情から公立保育所による新築整備はむつかしい。民

間の力を借りて整備していきたい」とする方針を示しているが、保護者の多くは公立保育

所に信頼と期待を寄せていて、これが市の保育所行政に対する不信につながっていると思

える。これには保護者側にも問題があり、市民の力による市民のための活動スタイルが十

分ではないことが指摘される。 
 保育所への期待は、仕事と子育てを両立させたい願いから生じている。神戸市の「次世

代育成支援に関するアンケート調査」（平成２１年２月）によると、母親の就労状況は表

３のようになっている。 
 

表３ 母親の就労状況（就学前）％ 

  平成１６年 平成２１年 

働いている 35.4 38.6

働いていたが現在は働いていない 40.6 52.9

働いたことはない 19.2 6.2

 
 ５年間で「働いている」が３．２ポイント微増しているが、「働いていたが現在は働い

ていない」が１２．３ポイント大幅に増えている。出産育児の段階で多くの女性が職場を

去っているのだ。経済状況の変化もあるだろうが、仕事をしながら子育てをするワーク・

ライフ・バランスが悪化しているのだ。 
 
［横浜市の保育対策］ 
 横浜市は平成２２（２０１０）年４月で保育所入所待機児童数が１，５５２人になって

いたが、１年後には５８１人少ない９７１人となった。この変化の背景には林文子市長（平

成２１年就任）の「横浜は活力を失いつつある日本社会の縮図。待機児童を解消し、子育

て支援に全力を注ぐ」という強い決意があった。 
 林市長は、東レ、パナソニック、ホンダ、ＢＭＷなどで営業能力を発揮し、日産自動車

執行役員などを務めてきた。市長選挙では、「社会を良くするために女性の管理職や社長

が増えることが大切。女性のキャリアアップを阻む待機児童の解消に取り組む」と訴えて
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当選した。 
 林市長は、まず育児と労働の両立の問題に手をつけた。未就学児童を持つ働いていない

母親のうち７割が就労を希望し、そのうち９割はパートやアルバイトを希望していて、「短

時間だけ子どもを預かってほしい」と思っているのだが、保育所の「１日４時間以上。１

カ月１６日以上」とする通所条件にマッチしないことから、フレキシブルな通所に対応す

る「横浜保育室」の開設を助成することにした。 
 「横浜保育室」は、個人や企業が経営する認可外の０歳から２歳を対象にした保育施設

で、市が独自に保育料、保育環境、保育時間の基準を設け、市が助成している。定員は２

０人以上、幼児４人に１人の保育従事者を確保し、給食を実施、預かる時間は、平日は７

時３０分から１８時３０分、土曜は１５時３０分。延長保育、休日保育を行っているとこ

ろもある。平成２１年４月の時点で「横浜保育室」の定員は４，０８７人になっている。 
 「横浜保育室」のほかに、市はＮＰＯ法人などを活用した「家庭的保育」の制度を待機

児童対策として作っている。ＮＰＯ法人などと業務委託契約を結び、賃貸マンションなど

を借り受けて保育ママの雇用・研修を行い、迅速・機動的に保育サービスを展開できるメ

リットがある。 
 また、「短時間就労者のための一時預かり」の制度も創設した。対象児童を、保育所の

入所要件に満たない短時間就労者の児童に限定し、１日の実施時間を１１時間（既存事業

では５時間）に延長し、就労者の労働時間に合わせやすくしている。この一時預かりは、

就労者だけでなく、保護者の冠婚葬祭などの一時的な用件にも対応でき、さらに「自分の

時間が持てない」と悩む母親たちのリフレッシュタイムにも活用できる。 
 こうした選択肢を整備しているが、需給のミスマッチも生まれている。「必ずしも効果

の高い場所に整備されていない」、「幼稚園、子育てサロンなど子育て資源の活用が不十分」、

「地域特性に応じた子育て施策を展開しにくい」などの問題点が指摘されている。これに

対して林市長は「量の提供から選択性の高い総合的対応へ」というスローガンを掲げ、区

長の役割・権限を拡大し、地域特性を踏まえた効果的な施策を展開できる体制づくりを開

始した。 
 区に「緊急保育対策チーム」を置き、市の各局が参加した「緊急保育対策支援会議」を

設け、未利用の市有地の有効活用、子育て応援マンション事業の推進、事業所内保育所の

設置促進などによって、区の「緊急保育対策チーム」を支援していくことにしている。 
 こうした体制によって保育サービスのメニューが増えていくが、横浜市は、適切なメニ

ューが選択できるように「保育サービスコンシェルジュ」を各区の「子育て支援拠点」に

置くことを検討している。これまでは、保育サービスの手続きの窓口が区役所や各保育施

設であったが、地域の市立保育所、民間認可保育所、認可外保育所、横浜保育所、家庭保

育福祉員などが「保育資源地域ネットワーク」を構成し、そこからの情報を「保育サービ

スコンシェルジュ」が保護者に提供することになれば、保護者の家庭事情、就労計画など

に見合った選択がしやすくなる。 
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［企業による仕事と出産・育児の両立支援の事例］ 
 兵庫県では平成１８（２００６）年に、兵庫県、連合兵庫、兵庫県経営者協会の政・労・

使が「仕事と生活の調和と子育て支援に関する三者合意」を締結し、仕事と生活のバラン

スを図る取り組みが本格化した。平成２１（２００９）年には「ひょうご仕事と生活セン

ター」が開設され、企業・団体への指導・支援が進められている。 
 「ひょうご仕事と生活センター」は平成２１（２００９）年から優れた取り組みを実践

し、成果をあげている企業の表彰を開始し、これまでに２６団体が受賞した。この中から、

出産・育児の支援などで表彰された企業・団体のいくつかを紹介する。（従業員数などは

表彰の時点での現況） 
 こうした両立支援を実践している企業・団体はまだ少ないものの、「子育て日本一のま

ち神戸」を築きあげるための有益な事例であるとおもわれる。 
 

▽働き続けるために短時間勤務制度―協同病理（病理学検査。従業員男性７人、女性１１

人。神戸市西区） 
 女性社員が出産・育児休暇を取得しても、円滑に職場復帰できるかが最も不安に思って

いることから、休業中はメールで業務報告を送って会社の現状を知らせていたが、さらに

復帰後の勤務方法に、フルタイム勤務と短時間勤務・パートタイム勤務のどれかを選択で

きる制度を設けた。社員が休業中は、残った社員が仕事を分け合い、負担が平準化するよ

うに工夫した。小川隆文社長は「一部の社員ために『してあげる』という気持ちでは限界

がある。『お互いさま』の制度にすることが大事」と話している。 
▽学校行事参加にも育児休暇―三ツ星ベルト（伝動ベルト製造販売。従業員男性９６２人、

女性８４人。神戸市長田区） 
 小学生以下の子どもがいる共働き世帯、母子・父子家庭、障害がある２０歳までの子ど

もがいる共働き世帯、介護は必要な親族がいる従業員が、年次有給休暇とは別に年間６日

～１２日の休暇がとれる「お星さま休暇」制度を設けている。学校行事への参加にも利用

でき、父親の育児意欲を応援している。育児支援金を支給する「お星さま制度」もあり、

１８歳未満の子どもがいる１人親家庭、障害がある２０歳までの子どもがいる社員、パー

トに月３，０００円を支給し、子育てを応援している。 
▽パートタイマーにも育児休業制度―モロゾフ（洋菓子製造販売。従業員男性４４３人、女

性３９３人。神戸市東灘区） 
 正社員を上回る数の女性パートタイマーが働いていることから、昭和５１（１９７６）

年から育児休業制度を取り入れた。さらに昭和６３（１９８８）年からは看護介護休職制

度を導入し、パートタイマーの労働条件を向上させた。同社は「パートタイマーも社員と

同じ仕事をしており、能力も変わらない。個人的な事情でパートで働かざるを得ない人も

いるのだから、社員との格差はなくしたい」という方針で、平成１４（２００２）年には
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能力によって処遇がアップする「エキスパート制度」を導入、さらに正社員の半分の勤務

時間の「ショートタイム社員制度」も設けた。パートタイマーから昇格する人もいるが、

正社員であっても出産・育児などで「ショートタイム社員」を選択する人もいる。 
▽仕事と育児の両立を支援―神戸デジタルラボ（情報サービス業。従業員男性９６人、女性

３１人。神戸市中央区） 

 社員の平均年齢は３２歳。若い父親や母親が多い。仕事と家庭との両立が社の方針で、

法律で定められた制度を拡充し、社員の実情に合わせたシステムを作っている。育児休業

制度は、法律では子どもが１歳（特別な場合は１歳６カ月）までだが、２歳になるまでに

期間を延長し、さらに、法律では休業申し出は１回に限定されているが、２回に分けて取

得できるようにした。これによって女性の育児休業取得は１００％となり、男性も３人が

取得している。 
 有給休暇は、「１日まるまる休むのには抵抗がある」という声にこたえて半日単位でも

休めるようにした。また、有給休暇は法律では２年間で時効になってしまうが、このタイ

ムリミットを外した。これによって、これまでたまっていた有給休暇を育児や子どもの学

校行事への参加に使うことができる。こうした育児と仕事の両立を図る会社の方針を知っ

て同社へ就職した社員もいる。 
▽ベビーシッター代半額を補助―甲南大学生活協同組合（大学生協。従業員男性９人、女性

１４１人） 
 平成１２（２０００）年までは男性だけの職場だったが、女性が働くようになって育児

休業制度が整えられ、出産後に復帰すればベビーシッター代の半額を補助する制度もでき

た。大学のある岡本地区にはほかに甲南女子大、神戸薬科大があり、イベントなどがある

繁忙期にはこれら３大学の職員がチームを組み、協力してプロジェクトに取り組んで仕事

の平準化を図っている。 
 定年退職者が再雇用される場合、これまで働いていた部署とは違う職場に配置されるの

が慣習化されていたが、「経験に基づいたアドバイスができる貴重な人材だ」と、経験の

長かった職場で働いてもらうことにした。 
▽「こども参観日」で親の仕事を理解―富士通テン（電気機械器具製造。従業員男性３，１６

８人、女性９７６人。神戸市兵庫区） 
 子どもたちと過ごす時間できるだけ増やそうというのが富士通テンンのワーク・ライ

フ・バランス活動のねらい。その一つが子どもたちが会社に出かけて親の仕事を見る「こ

ども参観日」。会社での親の働いている姿を見ることで家族のきずなが深まっているとい

う。 
 社員の仕事の平準化も図り、定時退社が守れるようにし、これまで１日平均１，２００

人が残業していたが４０人までに減らすことができた。 
 平成１８（２００６）年には「育児支援ガイドブック」を作成し、妊娠・出産・育児に

関する情報を提供した。女性社員の意見交換会で「どんな両立支援制度があるのかよくわ
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からない」という声から作られたもので、育児休暇や給付金の申請などが整理して紹介さ

れている。 
 
 

参考 
フランスの出生率はなぜ高いのか 

 
 日本の女性の合計特殊出生率がこれまで最少の１．２６となった平成１７（２

００５）年、内閣府経済社会総合研究所は「フランスとドイツの家庭生活調査―

フランスの出生率はなぜ高いのか」を発表した。その概要をみてみよう。 
 
１）高い女性の労働力 フランスでは、出産期（２５歳～４４歳）の女性の労働

率は７９．５％と高い一方、合計特殊出生率も１．８９（２００３年）と日本の

１．２９（同）、ドイツの１．３４（同）よりも高い水準を保っている。 
２）少ない育児退職 女性の労働力は、日本では２９歳までが７０％を超えてい

るが、３４歳までは６０％程度に減少し、そこから微増を続け、４９歳ごろに７

０％台に戻っている。フランスでは２０歳代前半は５０％台であったが３０歳近

くになると８０％に近づき、これが減少することなく、４４歳ごろは８５％ほど

になっている。日本は、結婚前の労働力が高く、結婚・出産・育児年齢期に低く

なり、育児期を過ぎると労働現場に戻っていて、グラフで表せば中央がへこんだ

「Ｍ字型」を描いている。 
 フランスでは、出産・育児期においても退職せず、育児休暇の取得や保育所を

活用して働き続けているので中央部が盛り上がった「逆Ｕ字型」になっている。 
 ドイツは、フランスの「逆Ｕ字型」に近いが、３０歳代の労働率はフランスよ

り５ポイントほど下回っている。 
３）晩産化が進行 フランス、西ドイツ、日本のいずれも晩産化が進行している

が、フランスでは１９９５年ごろから３０歳代前半の出産が急増し、３０歳台後

半での出産も高くなっている。日本では２０歳代後半の出生率が１９８５年ごろ

から急激に低下してきているが、フランスでは高く安定しており、加えて３０歳

代前半・後半の出生率が上昇してきている。 
４）手厚い家族手当 フランスでは家族への支援を通じて出生を促進する政策・

税制が手厚く行われている。家族手当は、全国家族手当金庫を通じて給付される。

財源は事業主が支払う社会保険拠出、事業主の負担金、一般社会拠出金（一般福

祉税）の一部が充てられている。 
 家族手当は、第２子以降へも、２０歳になるまで所得制限なしで支給され、支

給額は子どもが増えるとともに増加する。（月額。２００４年現在） 
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 子ども２人 １１２ユーロ（約１５，０００円） 
 子ども３人 ２５６ユーロ（約３５，０００円） 
 子ども３人 ４０１ユーロ（約５４，０００円） 
 さらに、子どもが成長するにつれて次の金額が加算される。 
 １１歳から１６歳 ３１ユーロ（約４，３００円） 
 １６歳から１９歳以下 ５６ユーロ（約７，６００円） 
 ほかにも、出産手当、新学期手当などきめ細かな支援策がある。 
５）収入減を補てんする両立支援 仕事と子育ての両立支援のために「就業自由

選択補足手当」、「保育自由選択補足手当」がある。 
 「就業自由選択補足手当」は、子育てのため仕事を休んだ場合、子どもが１人

の場合は出産後６カ月、２人以上の場合は末子が３歳未満である間、休んだ割合

によって５０１ユーロ（約６７，０００円）から２８８ユーロ（約３９，０００

円）が支給される。これによってフルタイム勤務からパートタイム勤務に移って

も、減収分の一定額が補てんされる。 
 「保育自由選択補足手当」は、６歳未満の子供がいる保護者が公認保育ママや

ベビーシッターを雇う場合、その費用の一部を補てんする制度で、支給額は、子

どもの数・年齢、保護者の収入などによって決められる。 
６）子どもが多いほど税制有利 所得税は「Ｎ分Ｎ乗方式」で課税されるので、

子どもが多いほど有利になる。「Ｎ分Ｎ乗方式」は、世帯所得を家族の人数で割っ

た所得に対して課せられる税額に家族人員を乗じて決める方式が採用される。子

ども２人目まではそれぞれ０．５人分、３人目からはそれぞれ１人分として家族

人員として計算する。このため、累進課税のもとでは、子どもの数が多いほど税

制上有利になる。 
７）保育サービスが充実 フランスでは子どもが３歳になるまで育児休業または

勤務時間短縮が認められている。しかし、パリでは終日の育児休業を選択しない

人が約７割を占め、多くの女性が勤務時間の一部短縮かフルタイム勤務で復職す

る。保育所、保育ママ、ベビーシッターなど多様な保育サービスが充実している

ためだと思われる。一方ドイツでは、学校の大多数が半日制で、給食制もほとん

どないことから、子どもは昼食前に帰宅するので、母親のフルタイム勤務が困難

になっている。 
８）短い労働時間 労働時間は、フランスでは男女とも週３５時間程度というの

が多く、ドイツでは男性で４０時間というのが多い。フランスでは半数の女性が

午後６時前に帰宅し、男性も午後７時前に帰宅している家庭が多く、家族がとも

に過ごす時間に余裕がある。 
９）婚外子差別がない フランスでは、婚外子（自然子）に対する差別がない。

これが、人工中絶を決断する圧力を低くしていると推測できる。２０００年現在
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でフランスの婚外出生児は４５％、ドイツは２５％、日本は２％程度である。 
 さらに、同棲カップルが多く、３５歳から４４歳のカップルのうちパリでは３

１％が同棲カップルという高い割合になっている。フランスでは、法律婚のきっ

かけが「妊娠」であることは少ない。一方ドイツでは、法律婚をしたカップルの

うち「妊娠」を理由にあげている割合がフランスより高い。 
 フランスには同棲を法的に認める連帯市民協約（ＰＡＣＳ Ｐａｃｔｅ Ｃｉｖｉｌ Ｓｏｌｉ

ｄａｒｉｔé） という制度がある。１９９９年に民法改正によって、共同生活を営むカ

ップルを新しい家族組織として国家が容認する制度で、結婚より規則がゆるやか

だが、法的権利を保障していて、広がりをみせているという。 
 
 
３．７０歳が現役のまち神戸 

 
 日本の人口ピラミッドは、平成２２（２０１０）年の形を見ると、６０歳から６５歳の

年齢層が大きく張り出し、男性、女性とも１００万人から１１０万人を超えていることが

分かる（図１）。第１次ベビーブームの人たちだ。 
 ２０年後の平成４２（２０３０）年では、ベビーブーム世代は８０歳から８５歳になっ

ているのだが、男性は６０万人から７０万人、女性は９０万人以上が生存していることが

分かる。人口ピラミッドの頂点は、男女とも１００歳に達し、ことに女性は１１０歳にま

で伸びている。スーパー長寿社会の到来だが、老年（６５歳以上）人口を支える生産年齢

（１５歳～６４歳）人口は下細りの形を明確に示し、老年人口の重みに揺らいでいるよう

に見える。この不安定な形は５０年後の平成７２（２０６０）年にはさらに進行し、逆ピ

ラミッドになってしまう。 
 これは全国の平均的な形だが、神戸では阪神・淡路大震災のとき、仮設住宅や復興住宅

の限定的な場所ではあるが、こうした逆ピラミッドの形の居住者年齢構成が現れた。私た

ちは、高齢者が多く、年少者が少ない生活の姿がどのような問題を生じるのか、地域社会

にどれほど解決が難しい課題を与えるのかを経験している。 
 老年人口の増加は生産年齢（１５歳～６４歳）人口の負担を大きくする。生産年齢人口

を１００とした老年人口の比率を老年従属人口指数というが、国立社会保障・人口問題研

究所の推計によると、平成２２（２０１０）年では３６．１（働き手２．８人で高齢者１

人を扶養）であった、平成３４（２０２２）年には５０．２（働き手２人で高齢者１人を

扶養）に上昇し、平成７２（２０６０）年には７８．４（働き手１．３人で高齢者１人を

扶養）となる。より少ない人が働いて、経済活動を支え、社会保障制度を維持しなくては

ならないのだ。 
 言い換えれば、生産年齢の１人当たりの所得が同じなら、日本人全体の１人当たりの所

得は低下し、経済は規模縮小に向かっていく。さらに、年少人口が減少は、その後の生産
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年齢人口の減少につながるのであるから、将来世代はより重い負担を担うことになる。 
 高齢人口と年少人口の合計を生産年齢人口で割った値を従属人口指数というが、この指

数は平成２２（２０１０）年の５６．７から平成４９（２０３７）年に８０．０に達し、

その後平成７２（２０６０）年には９６．３に達する。働き手１人がほぼ１人を扶養する

状態になる。 
 国連の「２０１０年版世界人口予測」の従属人口指数ランキングをみると、２０１０年

では、日本はナイジェリア、ノルウェー、パキスタン、フィリピン、イスラエル、エジプ

トに次いで５番目だが、４０年後の２０５０年には１位になると予測されている。日本の

人口バランスのマイナス面は世界１となり、生産年齢の人たちにだけではなく将来世代に

大きな負担を押し付けることになるのだ。 
 
［高齢者という呼び方が適切か］ 
 日本人の平均寿命（０歳の平均余命）は表１に示したように昭和５０（１９７５）年で

男が７１．７３歳、女が７６．８９歳であったが、平成２１（２００９）年には男は７９．

５９歳、女は８６．４４歳にまで伸びた。これに伴って平均余命も延びてきており、平成

２１年の時点で、６５歳では男は１８．８８年、女は２３．９７年となっている。６５歳

から、男性は誕生から高校生までの年月を過ごし、女性は誕生から結婚年齢ほどの人生を

生きるのだ。人生これだけの歳月の余裕をいかに過ごすか、その位置づけがいま問われて

いる。 
 ６５歳以上を「高齢者」と呼んでいるが、平均して１８年から２３年生き続けることが

できるこの年齢層からを高齢者と呼ぶのに違和感を覚える人は多いだろう。 
 「高齢者」という呼び方は、昭和３１（１９５６）年に国連の報告書が「６５歳以上の

人口が総人口の７％を超えた社会を高齢化社会とする」と定義したことから日本でも「６

５歳以上は高齢者」と使われるようになった。この当時の日本の平均寿命は、男性６３．

５９歳、女性６７．５４歳で、平均寿命を超えた人たちを高齢者とみなしていたから、い

わば長寿を祝う意味合いもあった。 
 「高齢者」という言葉が使われ始めてから５５年、この間に平均寿命は１８年から２３

年も伸びたいま、６５歳以上を高齢者として扱うのが適切だろうか。 
 日常的に介護を必要とせず自立した生活が可能な年齢を「健康寿命」と言うが、平成１

６（２００４）年に世界保健機構が日本人の健康寿命を７５．０歳（男性７２．３歳、女

性７７．７歳）と報告したことなどから政府は７５歳以上を「後期高齢者」と呼ぶことを

提案した。だが、国民の多くから「墓場行きを待っている者たちのように扱うな」と強い

反発があって、この呼び方は定着しないままだ。 
 また国立社会保障・人口問題研究所は、６５歳以上の人口を「老年人口」としているが、

「老年」も現実を反映していない定義ではないだろうか。では、どのような呼び方がふさ

わしいのだろうか。 
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 昭和６０（１９８５）年に労働省が、５０歳から６０歳代の呼び方を公募したことがあ

る。「熟年、「実年」、「充年」などの名前が上位に上がり、労働省は「実年」を採用したが、

官庁用語の段階にとどまり、一般には普及しなかった。「シニア世代」などという呼び方

もあるが、一般化していない。適切な呼び方がすぐさま浮かんでこないのは、これほど大

規模の長寿社会、高齢者人口はわが国が歴史始まって以来初めて経験する出来事で、これ

を受け止める社会制度が備わっていないことにもあるだろう。 
 
［定年退職は日本独特の制度］ 
 定年退職制は、日本独特の制度として多くの企業に取り入れられている。米国では定年

制は禁止されているし、ヨーロッパでは、年金支給開始のときが職業からの引退時期と判

断されていて、定年という意識は薄い。 
 日本では、経営側は従業員を定年まで解雇しない代わりに労働側は配置転換や賃金抑制

を受け入れるという暗黙の了解のもとに、平均寿命を前提とした「生涯雇用」が約束され

ていた。「生涯雇用」の保証は、企業・団体にとって家族的経営が円滑に行われるという

メリットがあった。年功序列の待遇も、年齢基準によって公平性が了解され、不満なく進

めることができた。労働力の補給計画も、定年制によって労働力の推移が遠く先まで見通

せるので立てやすかった。定年制は、日本の雇用慣行の基本的な仕組みを支えていたのだ。 
 平均寿命を前提にしていた定年制だから、昭和２０年代前半は５０歳定年が主流だった

が、この時代の平均寿命は５８歳ほどだった。昭和３０年代には５５歳定年制を採用する

企業が多くなったが、平均寿命は６３歳ほどの社会であった。６０歳定年が法制化された

のは平成１０（１９９８）年だが、この年の男性の平均寿命は７７歳に達していて、定年

後の「余生」は長くなり、「余生」ではなく「第２の人生」という呼び方が定着した。 
 
［定年退職制度が日本を暗くしている］ 
 慶応義塾塾長で政府の労働政策審議会委員の清家篤慶応大学教授は「定年退職制度が日

本を暗くしている」と主張している。 
 「長生きすることができなかった時代、高齢者が少なかった時代につくられた仕組みや

行動パターンが、長生きできるようになった社会、高齢者の多くなった社会にそぐわなく

なった。その典型が雇用制度である。なかでも象徴的な例が、定年退職制度である」「定

年に象徴される古い仕組みや行動パターンが高齢化社会を暗いものにしている。…制度や

行動パターンを変えることで、高齢社会の到来は喜べるものになる」（「６０歳からの仕事」

共著。講談社、２００９年）と説いている。 
 平均寿命・平均余命の延びによって、厚生労働省は平成１８（２００６）年に高年齢者

雇用安定法を制定し、企業は定年年齢の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年制廃止のど

れかを採用するよう義務付けた。しかし、８割強の企業は定年制の改善より継続雇用制度

を選択した。この制度は、労使の合意があれば、定年で一度退職させ、労働意欲や健康状
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態などいくつかの基準によって再雇用者の選択が行えるので、企業側にメリットがあった

からだ。 
 こうした企業側の選択は、退職者の半数程度しか再雇用されない結果になり、厚生労働

省は、平成２３（２０１１）年に定年退職者の中で６５歳までの就労を希望する従業員全

員の雇用を企業に義務付ける方針を明らかにした。年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、

高齢者の無年金、無収入を防ぐねらいもある。 
 さらに、厚生労働省は平成２４（２０１２）年２月、定年後も６５歳まで働きたい人た

ち全員の職場を確保するよう義務付けるため、高年齢者雇用安定法を改正する方針を固め

た。厚生年金の支給開始年齢が平成２５（２０１３）年度から男性が６１歳になり、その

後も３年ごとに１歳ずつ上がり、平成３７（２０２５）年度には６５歳になる。企業が再

雇用する人を限定すれば、無年金、無収入になる人が出るからだが、この改正は再雇用の

義務化であって、定年延長とは別のものである。 
 
［７０歳まで働ける社会を］ 
 高齢者の就労意欲について、内閣府が行っている「高齢者の地域社会への参加に関する

意識調査」によると、平成２０（２００８）年では、「働けるうちはいつまでも」という

のが３９．９％で最も多い。次いで「７０歳ぐらいまで」が２６．１％、「６５歳ぐらい

まで」が１９．２％となっている。 
 年度による推移で特徴的なのは、「６０歳くらいまで」というのが平成１８（２００６）

年では９．０％だったのが３年後には１．３％に減少し、「７５歳ぐらいまで」と「７６

歳以上」の合計が９．６％から１３．４％に増加している点だ。 
 就業希望の理由は、総務省の「就業構造基本調査」（平成１９年）によれば、６５歳を

境に変化が現れている。６４歳までは「収入を得る必要」が多いが、６５歳以上では「健

康を維持したい」が３０％を超えている。 
 清家慶応大学教授はこの点に注目し、「６５歳までの雇用と、６５歳以降の雇用はステ

ージが違うと考えるべきである。生きがい・社会参加や健康のために働くとする者の割合

が年齢が高くなるほど増えている。この人たちの就労意欲と仕事能力の活用を急がなけれ

ばならない」と述べている。その具体的方策として清家教授は次の点を指摘している。 
 ①同一企業の継続雇用だけでなく、他企業への再就職もある。 
 ②６５歳以上の者に適した職域の開発が必要。 
 ③自由度の高い臨時的雇用、在宅勤務、派遣労働なども視野に入れる。 
 ④フリーランス、自営、ＮＰＯ活動などに挑戦する。 
 ⑤仕事と生活時間のバランスが重要。 
⑥企業は６５歳までの人事処遇（賃金、雇用、昇進など）を見直し、従業員の生活設計    

を支援し、職域開発に努める。 
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［７０歳現役社会づくりへの福岡県の取り組み］ 
 いま６５歳定年完全実施が企業に求められているが、清家教授は「６５歳以上を高齢者

とすること自体を見直すべきだ」と提案している。この提案に応じたのが福岡県で、麻生

渡福岡県知事は「現在の高齢者は比較的元気で、非常に能力が高い。今の７０歳は昔でい

う５０歳くらいではないか。しかも多くの人が働きたいという気持ちを持っている。その

気持ちに応えられる社会を作るべきだと思っている」と提案し、平成２２（２０１０）年

６月、「７０歳現役社会づくり研究会」を立ち上げた。 
 「現役」というのは、いま現在も職業についているということのほかに、地域社会の一

員としてＮＰＯやボランティアに参加して社会活動に貢献することも「現役」であり、家

族の一員として家事を担い、孫の世話をしていることも「現役」だとしている。 
 研究会は、県の商工会議所連合会、商工会連合会、経営者協会、中小企業団体中央会、

青年会議所、福岡連合、社会福祉協議会、老人クラブ連合会、婦人会連絡協議会、シルバ

ー人材センター連合会、高齢者能力活用センター、ＮＰＯ、学識経験者などで組織してい

る。委員長は藤村博之法政大学大学院教授で、清家慶応義塾大学塾長が顧問になっている。 
 研究会の審議テーマは、「年齢にかかわりなく元気で働きたい人が働くことのできる『７

０歳現役社会』の実現に向けた仕組みづくりとそのための施策（法制度の見直し、支援策）

の研究」で、その具体的な項目は次のようになっている。 
①高齢化による基本的な社会構造の変化（意識改革の推進） 
②雇用制度のあり方（企業における継続雇用の促進） 
③生涯職業能力の開発と多様な就労への支援（再就職支援） 
④高齢者自らの就業機会の創出（起業支援） 

 
［５年後の数値目標を設定］ 
 福岡県の「７０歳現役社会づくり研究会」は、その後平成２２（２０１０）年１１月に

東京で公開研究会を開き、この会には国会議員、経済界、労働界、有識者が参加して意見

交換を行った。平成２３（２０１１）年２月に報告書がまとめられ、翌３月には県民シン

ポジウムが開かれた。９月に官民一体の「福岡県７０歳現役社会推進協議会」が設立され、

１０月に「福岡県７０歳現役応援センター」が設置されて、企業向けセミナーや県民シン

ポジウムなどの啓発活動が始まった。 
 「７０歳現役社会」に期待される効果として「地域経済の活性化」と「豊かで安全・安

心な地域社会の実現」を見込んでいる。 
 「地域経済の活性化」は、高齢者の就業が進むことにより労働力の減少を補うとともに、

高齢者が培った技能・技術・知識・経験などを活用し、地域の企業活動の維持・発展が可

能になる。さらに、高齢者の所得向上や活動の活発化で消費の拡大が図れる。 
 「豊かで安全・安心な地域社会の実現」は、健康の維持・増進が図られ、高齢者が健康

で豊かな生活を送ることができる。高齢者が地域活動に参加することによって、地域コミ
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ュニティ機能が再生され、福祉・子育て・教育・防犯・防災・環境などの値域課題の解決

が促進される。 
 こうした目標へ向けた活動の評価指数と数値目標も設定した。 
 ①「７０歳まで働ける企業の県内割合」を、平成２２（２０１０）年６月現在の１６．

１％（全国１７．１％）を５年後の平成２７年に３０％とする。 
 ②「県内高齢者の就業率」を平成１９（２００７）年の１８．５％（２７万人）から平

成２７年には２５％（３２万人）に増やす。 
 
［７０歳現役特区を設定し規制を改革］ 
 雇用制度や年金問題など、福岡県独自では行えない課題もある。麻生知事は、福岡県が

「７０歳現役特区」となることでこうした課題を解決しようとしている。特区は、高齢者

の雇用や就業支援、職業能力開発などを県が一手に引き受け、高齢者向けの多様な雇用形

態を展開することにしている。 
 特区のねらいの一つは、国の事務を県に移管し、「福岡県７０歳現役応援センター」で

効率的に実施することだ。例えば、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が所管してい

る高齢者雇用促進事業を「現役応援センター」が引き受けることがある。この業務を引き

受ける代わりに、人件費移管・事業費など相当分の２億円の財源を移譲してもらいたい、

としている。 
 また独立行政法人中小企業基盤整備機構が所管している新現役マッチング支援事業の

県への移管も求め、５００万円の財源移譲を求めている。 
 さらに、国に対し、高齢者の派遣事業について、派遣就業の拡大を図るため最長３年の

派遣期間の制限を緩和してもらいたいと、規制緩和措置を求めている。 
 一方で、福岡県独自の事業・支援策として、「現役応援センター」の事業に年間１億５

０００万円を計上し、高齢者の就労相談、高齢者人材バンク事業や、企業・ＮＰＯ・ボラ

ンティア団体とのマッチング支援を強化すること、高齢者の起業を支援すること、地域や

企業で高齢者活用モデル事業を実施することなどを計画している。 
 また、新規創業資金制度にシニア創業特別枠を設け、融資枠８億円を確保すること、Ｎ

ＰＯ・ボランティア団体と行政との協働事業を推進するために４，３００万円、専門的技

能を持った高齢者を派遣してＮＰＯの活動基盤強化するために８，４００万円など、県独

自の施策を立てている。 
 「７０歳現役社会づくり」のためにはほかにも多くの課題がある。たとえば、高齢者の

就労意欲の阻害原因となっている賃金と年金の合計が一定額を超えると年金支給額が減

額される年金制度の見直し、６５歳以上には支給されない高齢者雇用継続給付金など雇用

保険制度の見直しなどがあるが、こうした国の制度の見直しを求めていきたいとしている。 
 
［就業とボランティア活動の２つの「現役」］ 
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 「７０歳現役社会づくり」に対する疑問や批判もある。福岡県ではシンポジウムなどで、

「年金をもらいながら就労するのはおかしい」「若者の就職が厳しい時代に高齢者を優遇

するのはどうか」「高齢者に、元気だからまだ働け、と強制することになるのではないか」

などの意見が出された。 
 これに対して、「７０歳現役社会づくり研究会」顧問の清家教授は、「年金をもらいなが

ら就労するのはおかしいと言うが、年金受給年齢を過ぎて働くと返って損をする場合があ

る。逆にこの点を改善すべきだ」、「不況の時期に高齢者が働くと若者の雇用機会が減る場

合もあるが、長期的には高齢者が働くことで、若年人口の減少を補い、また若い世代のワ

ーク・ライフ・バランスにもつながる。高齢者が若い世代の子育てを支援するような働き

方もある」と答えている。 
 麻生知事は「現役とは、むりやり就業することだけではない。ＮＰＯやボランティアな

どの社会貢献活動も現役のひとつだ。就業とボランティア活動の２つを現役ととらえ、こ

れらが実現できる社会にしていきたい」と述べている。 
 また、福岡県シルバー人材センター連合会の会長は、センターの活動を踏まえて「定年

後も働きたい人は多い。高齢者に向いている仕事はたくさんあり、若い世代との住み分け

は可能だ」と話している。 
 
［神戸こそ「７０歳現役社会づくり」の適地］ 
 福岡県が全国で最初に「７０歳現役社会づくり」へ名乗りを上げたのは、麻生知事の「高

齢者対策というと、これまでは高齢者を元気づけようという発想が中心だったが、これだ

けでは十分ではない。もっと働く意欲を満たす社会を作るべきではないか」という考えに

よるところが大きいが、福岡県の社会的条件にもあった。 
 福岡県はアジアに向かって開かれた地理的条件があり、付加価値の高いものづくり産業、

高度なサービス産業があり、付加価値生産性を高める大学・研究施設など知的基盤の集積

がある。商業、工業、農林水産業など多様な産業がバランスのとれた構造になっており、

さまざまな年齢層がそれぞれの能力を発揮できる地域を構成していて、これらが少子高齢

化社会を改善するカギを持っていて、豊かな高齢化社会のモデル地域になるポテンシャル

が高い。 
 こうした条件は、神戸市にも当てはまる。 
 神戸は世界に開かれた港の歴史によって多様な文化を受け入れてきた。最近、ダイバー

シティ社会の重要性が説かれるが、神戸は古くから多様な人材を受け入れ、違いを認め、

尊重して洗練された都市を育ててきた。産業も、重厚長大な基幹産業を成立させ、日常生

活に欠かせない衣食住にかかわる産業も、世界に誇るべきものに発展させた。工業だけで

なく、海と山に恵まれ、水産業、農林業も伝統を持ち、バランスの良い産業構造を形成し

ている。 
 神戸市の人口ピラミッドは、全国の人口ピラミッドとほとんど変わらないが、このこと
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は少子高齢化にどのように取り組むべきかが国家にとって重要なように、神戸市にとって

も緊急な課題であることを表している。 
 福岡県は「７０歳現役社会づくり」へ向けた取り組みのポテンシャルに「人情味のある

地域社会が多く残っている」ことを強調しているが、神戸市にもそのポテンシャルはあり、

ことに阪神・淡路大震災での市民の助け合いの姿は世界の人々から称賛された。また、「ボ

ランティア元年」と名付けられたように、市民の自主的な社会貢献活動は、その後の各地

の自然災害で信頼される支援活動を展開してきた。 
 神戸は「７０歳現役のまち」をめざし、それを実現し、日本の、いや世界のモデルにな

りうる条件を備えている。 
 
［シルバー人材センターの活用を］ 
 シルバー人材センターは昭和５５（１９３０）年から始まった６０歳以上の高齢者の就

業を支援する団体である。発足当初は、全国で団体数９２、加入会員数４万６，４４８人、

契約金４２億円（社団法人全国シルバー人材センター事業協会の統計）だったが、高齢者

の増加とともに急速に規模を拡大して、平成２０（２００８）年には１，３２９団体、７

６万４，１６２人、３，１９８億円になった。しかし、その後停滞し、平成２２（２０１

０）年は、１，２９８団体、７８万６，９０６人、３，０６６億円となっている。 
 神戸市には東部、中部、西部、西区、北区の４つのセンターがあり、平成２２（２０１

０）年現在の会員数は市全体で１万１，０４３人、契約金は３５億７，８８９万円（平成

１９年度は４０億８，０００万円だった）。会員の平均年齢は６９歳、６０歳以上の人口

の２．３％（県平均２．６％）が会員になっている。 
 会員数は多いものの、就業率は、請負・委任が５９．１％（県平均７７．６％）、派遣

が７３．５％（同７９．９％）で、それぞれ県平均を下回っている。契約の相手方は、公

共団体が１２．３％（同２６．４％。全国平均３１％）、民間企業・個人が８７．７％（同

７３．６％。全国平均６９％）で、公共団体からの発注が際立って少ないことが分かる。 
 「７０歳が現役のまち神戸」をめざしてスタートする第一歩は、公共団体がシルバー人

材センターを活用するところにあるだろう。 
 
［子育て支援施策とのマッチング］ 
 「７０歳が現役のまち神戸」のために高齢者を活用する分野には子育て支援施策とのマ

ッチングもある。神戸市看護大学大学院の岩下真由美氏は、保育所待機児童数を減らし、

母親の就労を支援すること、多様化している保育ニーズに応えるために次のような提言を

行っている。 
①保育所の０歳から２歳児までの定員を増やし、専門家の指導のもとで６０歳以上

の人たちに育児経験を生かして働いてもらう。 
②学童保育所の利用を小学校６年生までに伸ばし、専門家の指導のもとで６０歳以
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上の人たちに育児経験を生かして働いてもらう。 
③６０歳以上で、以前に教員として働いていた人たちに、学童保育所で専門分野の

授業をしてもらう。 
④保育施設の開園時間を１８時以降まで延長し、日曜・祝日も開園し、専門家の指

導のもとで６０歳以上の人たちに保育施設で働いてもらう。 
⑤看護師や医師など仕事が時間内に終わらない人たちの子どもの保育所への迎えや

食事の世話などを６０歳以上の人たちに行なってもらう。 
 いずれも、これらの労働に対してはそれに見合った賃金を支払うことが必要だが、シル

バー人材センターの賃金（配分金）に準じるとすれば、保護者の負担は大きなものにはな

らないであろう。 
 岩下氏は、これらの提言は地域の実情に合った運営のために区または校区単位で実施す

ることが大切だ、と述べ、「子育て支援と高齢者施策の融合を機会に、もう一度昔に戻っ

て、世代を超えたまちづくりを行おう」と訴えている。 
 
 


