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2015 年度 定例研究会 研究報告要旨 
 

第 571 回 （1 月 10 日） 

 

日本の健康寿命 

別府 志海 

 

日本の死亡率は戦後になって大きく低下し，1970 年代後半から世界で最も

寿命が長い国の一つとなっている。こうした背景から現代の日本社会では，単

に死亡率の低下をより進め長寿化を実現するだけでなく健康的に生活すること

が国民の重大な関心事となっている。 

日本の健康政策は「第１次国民健康づくり対策」（1978～88 年）から現在の

「第４次国民健康づくり対策≪21 世紀における第２次国民健康づくり運動（健

康日本２１（第２次））≫」（2013 年～）まで 40 年近く展開されているが，特に現

在行われている政策では「健康寿命の延伸と健康格差の縮小」が目標とされ，

健康寿命が国民的にも注目を浴びるようになった。 

ところで「健康」とは何だろうか。この厳密な定義は甚だ難しい。また健康寿

命を求める際には，定義に沿った統計が得られる必要がある。健康日本２１

（第２次）で用いられている健康寿命は，日常生活動作である「日常生活に制

限のない期間の平均」を主指標に，主観的健康度である「自分が健康であると

自覚している期間の平均」を副指標にしており（厚生労働省 2012），このほか
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市区町村が独自に算出可能な指標として，要介護度を用いた「日常生活動作

が自立している期間の平均（平均自立期間）」がある橋本（2012）。 

この様にして定義された健康寿命の推移を概観すると，日常生活動作・主

観的健康度のいずれによる健康寿命もこの 10 年ほどでは変化が小さく，平均

寿命に占める割合は 85～90％とほぼ一定で推移している。また，65 歳時につ

いて，平均余命に占める健康余命をみると 0 歳時よりも 20 ポイント程度低くな

っている。今後，高齢化・長寿化がさらに進む中で国民全体の健康度を上昇さ

せるためには，こうした高齢期の健康度を改善させることが重要となっている。 

 

 

東京の高齢化 

松浦 司 

 

本報告では，東京都の高齢化の現状と世帯構造について分析した。はじめ

に，1980 年の地域別高齢化率，1980 年時点の将来予測，2000 年時点の高

齢化率を比較した。その結果，1980 年時点では比較的東京都の東部地域に

て高齢化が進展し，西部地域の多摩地域では高齢化が進展していなかった。

しかし，その後は都心地区では高齢化の進展が比較的緩慢であったが，多摩

地域では高齢化が予想以上に急速に進展した。理由としては３つ挙げられる。

第１に，団地やニュータウンが建設後に数十年が経過して，住民の高齢化した

ことである。第２に，大学の都心回帰である。第３に，若年サラリーマン層の都
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心回帰傾向が理由である。 

 次に，東京都の高齢者の単身世帯化について論じた。その結果，単身世

帯化が急速に進展し，今後も単身世帯化が特に男性で深刻化することが予想

されている。そのうえで，高齢者の単身世帯化が高齢者の貧困につながること

を東京都の地域別データを用いて検証した。その結果，高齢者の単身世帯比

率が生活保護率に正に影響することを示した。ここから，今後も進展すると予

想される高齢者の単身世帯化は生活保護率をさらに上昇させる可能性が懸念

される。 

 つまり，東京都は高齢化し，その動きは特に多摩地域で深刻である。また，

単身高齢者世帯が増えている。この動きは急速であり，今後もこの傾向が続く

ことが予想されている。さらに，単身高齢化は高齢者の貧困の一因ともなりうる。

今後は高齢者の就業促進などにより，高齢者の貧困化を防ぐ必要がある。 

一方，東京都内の地域差に注目すると，高齢化率，高齢単身者世帯率，労

働力率，失業率などに関して 1980 年時点では地域差が明瞭であったが 2010

年では地域差は縮小したことから，東京都内の地域間格差は縮小しているとも

いえる。ただし，地価に注目すると，郊外の地価が下落して都心部と郊外では

地価の格差が広がっている点も併せて注目すべきである。 
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第 572 回 （2 月 7 日） 

 

健康格差とその要因 

 中川 雅貴 

 

本報告は，人口学ライブラリー『長寿・健康の人口学』の第７章にあたり，健

康格差をめぐる動向，分析に際する計測・方法論上の課題，健康格差の縮小

に向けた取り組みの理論的・実証的裏付けについて整理・解説することを目的

とする。また，他章の内容との重複を避けるために，本章では，その対象を高

齢者，分析の単位・視点を地域とする健康格差を中心に取り扱うこととした。 

健康格差研究の現代的意義ならびに健康格差をめぐる国際社会と日本の

動向について紹介した序章につづき，第 2 節では，日本における健康格差の

動向を，種々の指標ならびに近年蓄積されている新たな手法やデータを用い

た分析成果に基づいて整理した。ここでは，厚生労働省が公表する「都道府県

別生命表」や「市区町村別生命表」に加えて，2000 年の介護保険制度の開始

以来，各自治体（保険者）が蓄積している介護保険データ（要介護認定データ）

を利用した新たな分析成果とその可能性についても紹介した。 

健康格差分析の視角と方法について整理した第 3 節では，とくに地域（集団）

を単位とする健康格差について，「プレストンカーブ」や G. ウィルキンソンによ

る「相対的所得仮説」といった古典的命題を紹介したうえで，その背景や要因
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を説明する際の方法論的課題となる「構成効果」と「文脈効果」の峻別問題に

ついて解説した。さらに，この問題を克服するために導入されたマルチレベル

分析が，健康格差研究における国際的な標準ツールになっていること，近年

では，日本国内においても小地域統計・調査データにマルチレベル・モデルを

適用して，近隣効果（neighbourhood effect）等を検証する分析の試みが蓄

積しつつあることを，報告者自身による分析実例とともに紹介した。 

第4節では，現代日本における健康格差の縮小に向けた政策的取り組みに

ついて，その理論的・実証的裏付けについて整理・解説したうえで，終節では，

今後の研究課題に関する若干の展望を示した。 

 

児童福祉の国内地域格差について 

永井 保男 

 

1959 年 11 月 20 日に国連総会で採択された〈児童の権利に関する宣言〉

の採択 20 周年を記念して，1979 年を「国際児童年 International Year of 

the Child」とする決議が，1976 年の国連総会で採択されてから半世紀近くが

経過しようとしている。この間，わが国では，人口減少と少子化，超高齢化社会

に入り，児童の社会生活環境も大きく変化してきた。特に，近年では 2014 年 6

月に，国民投票法案の改定が国会において審議され，憲法改正などに対する

投票年齢が，20 歳から 18 歳に引き下げられた。次いで 2015 年 6 月には，公
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職選挙法の改正により，選挙権年齢が 18 歳以上に引き下げられた。こうした，

激変ともいえる児童を取り巻く環境の変化は，早晩に予想される成人年齢の見

直しも含めて，今まで以上に児童時代の環境や過ごし方が大切になったともい

えよう。ともすれば社会における少数派として，その社会的存在をスローガンと

してのみ取り上げられてきた傾向がみられる児童について，「将来の国と社会

を担う子どもたちに優しい社会の確立」が今こそ望まれている。併せて，これか

らの若い世代には，「結婚や子育てといった基礎的な人間生活が保障される

社会」が続くことが希求されている。人生のスタートの時期に当たる児童時代の

生き方に，直接的あるいは間接的に大きな影響を及ぼす，児童福祉の実状と

児童を中心とした人口と社会の変遷を辿り，都道府県別に主要な児童福祉項

目の指数化を試みて，その地域間格差を比較するとともに，合計出生率との関

連性を検証することとした。あわせて、少子化が進む中でこれからの児童福祉

の在り方について，若干の考察をおこなった。 

 

第 573 回 （3 月 14 日） 

 

現役世代の健康・死亡と社会経済要因 

李 青雅 

 

働く人の自殺やメンタルヘルス，生活習慣病等が増加傾向を辿るなか，本

報告は，働く人の心身健康に影響する社会経済要因の解明を試み，健康予
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防対策を講じる際の 1 つの判断材料を提供することを目的とした。 

健康・死亡に影響する社会的，経済的要因としては，SES(socioeconomic 

status)要因，心理的ストレス要因，ソーシャルキャピタル要因などがあるが，働

く者に関してはその中でも不安定な雇用や仕事における自主性の欠乏，単調

さ，貧しさ，社会的ネットワークの乏しさ(Brunner 1997)，役割の過多からくる

ストレス(Williams et al. 1991；Ross and Mirowsky)，長時間労働などが注

目されている。 

報告では，まず，関連の統計により現役世代の自殺や有病率，精神障害に

関する現状を概観し，次に，労働政策研究研修機構が 2013 年に行った「職業

キャリアと働き方に関するアンケート調査」の個票データを用いた分析により正

規・非正規間の健康格差と格差要因を明らかにするための分析を行った。そ

の結果は以下のとおりである。 

第 1 に，非正規雇用者は正社員に比べて，病気・けが，身体の疲れ，ストレ

スなど健康リスクが低い仕事に就く可能性が高い。しかし，ふだんの生活にお

いて心身両面で不健康をより感じるのも非正規雇用者のほうである。 

第 2 に，健康に負の影響を及ぼす要因として，低い SES や脆弱なソーシャ

ルキャピタル，心理的ストレスなどの影響が観察された。具体的には，過去に

貧困経験があったり，相談相手が少なかったり，将来への見通しが悲観的であ

ったりすると身体面，精神面で不健康を感じる確率が有意に高くなる。一方，
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明るい将来見通しは身体面，精神面で不健康を感じる確率を有意に低くす

る。 

第 3 に，非正規雇用者の健康状態が正規雇用者に比べて有意に低いのは

部分的には彼らの低い SES や脆弱なソーシャルキャピタル，心理的ストレスに

よって説明できる。しかし，これらの要因を考慮しても正規と非正規の間には健

康格差がなお残る。非正規雇用者の低い SES や相談相手の欠乏は心理的ス

トレスを通じて精神面でダメージを与える可能性がある。 

 

少子化対策と地方自治体の負担 

増田 幹人 

 

本研究では，少子化対策のうち子育て支援策に焦点を当て，児童福祉費の

増加を子育て支援に対する支出の増加として捉え，これに対する子ども割合

の上昇の影響を通じて，自治体の子育て支援策を行う際に伴う負担を明らか

にした。また，その背景において，高齢者支出から子ども支出への移転が進ん

でいるのかどうかについても分析を行った。ここでは，1980，1990，2000，

2005，2010年の5時点の市町村別のクロスセクションデータを用い，それぞれ

について回帰分析を行うことにより，上記の時系列傾向を明らかにした。結果と

して，1990 年以降，0-14 歳人口割合のパラメータが上昇を続けていることから，

各自治体の子育て支援に対する負担は強まっていると捉えることができた。ま
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た，財政力指数のパラメータが上昇傾向であることから，子育て支援策の実施

が各自治体の財政力に依存する程度が強まっており，子育て支援策の実施に

ついて地域間格差が拡大している可能性が示唆された。 

また，子どもに対する支出は増加傾向を示すものの，高齢者支出に対する

割合は明確な上昇傾向が見られず，また子育て支援策に対する需要の増大

が，高齢者支出に対する子ども支出の割合を大きく押し上げるにも至っていな

いことが示唆された。今後は，企業や地方自治体等の子育て支援策の負担に

着目し，適宜，中央政府からの交付金の増額や自治体内における当該予算の

捻出を行い，実行可能で効果的な少子化対策の策定・実施を視野に入れて

いく必要がある。 

 

第 574 回 （4 月 18 日） 

 

死因から見たわが国の長寿化 

是川 夕 

 

急速に高齢化の進展するわが国において，死因別に見た長期時系列死亡

データの必要性は非常に大きいものの，現時点で十分な精度を持つ同データ

は得られていない。 

一方，それに代わるものとして，厚生労働省より公表される人口動態統計に

おいて，死因年次推移分類別の死亡数が公表されているが，これはわが国に
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おいて死亡数の多い主要な死因について，きわめて大まかに分類したものに

過ぎず，詳細な分析に耐えうるとは言い難い。 

このように，詳細な死因分類に基づいた長期死亡データが得られないのは，

死因別統計を作成する際に準拠している国際疾病分類（International 

Classification of Disease, ICD）がおよそ 10 年ごとに改訂され，異なるバー

ジョンの間で各死因の定義が一致しないのが主な理由である。 

わが国においても，以上のような問題意識を共有し，国立社会保障・人口問

題研究所において研究チームが組織され，INED を中心とした長期時系列死

因別死亡統計の構築（MODICOD 計画）へ参加している。具体的には，わが

国では 1995 年より導入され，特に大きな改訂とされた ICD9 から ICD10 への

接続を目指して研究を進めているところ，その概要につき報告した。 

 

農家における労働力雇用の関連要因 

―２０１０年農林業センサス個票データの分析結果― 

小島 宏 

 

外国人技能実習生が多いとされる６道県（北海道，茨城県，千葉県，長野県，

愛知県，熊本県）の販売農家（販売額 50 万円以上）を対象とする 2010年農林

業センサス個票の常雇いの関連要因のゼロ可変ポワソン（ZIP）分析結果によ

れば，販売額をコントロールすると家族構成の効果が小さくなるものの，全道県

で同居配偶者がいると男性常雇い雇用に負の効果があり，熊本県では女性の
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常雇い雇用にも負の効果がある。北海道で同居男子が１人ないし２人以上い

ると男性常雇い雇用に正の効果があり，千葉県では同居男子が２人以上いる

と女性常雇い雇用に正の効果があるものの，熊本県では負の効果があり，長

野県では同居男子が１人いると女性の常雇い雇用に負の効果がある。北海道

では同居女子が２人以上いると男性常雇い雇用に負の効果があるものの，愛

知県と熊本県では同居女子が１人いると男性常雇い雇用に正の効果があるが，

千葉県では同居女子が２人以上いると女性常雇い雇用に正の効果がある。 

北海道では同居の父親がいると男女の常雇い雇用に負の効果があるが，茨

城県では同居の父親がいると男性常雇い雇用に負の効果があり，千葉県と熊

本県では女性常雇い雇用に負の効果がある。北海道と愛知県では同居の母

親がいると男性常雇い雇用に負の効果があり，千葉県と熊本県では男女の常

雇い雇用に負の効果があるが，茨城県と長野県では同居の母親がいると女性

常雇い雇用に正の効果がある。北海道と愛知県では子の配偶者が同居すると

女性常雇い雇用に正の効果がある。北海道では男性の孫が同居すると女性

の常雇い雇用に負の効果があり，女性の孫が同居すると男女の常雇い雇用に

負の効果があるが，愛知県でも女性の孫が同居すると男性常雇い雇用に負の

効果がある。北海道では非同居跡継ぎがいると男女の常雇い雇用に正の効果

があり，長野県でも男性常雇い雇用に正の効果がある。従って世帯構成員同

居の効果は一貫していない。 
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第 575 回 （5 月 16 日） 

 

長寿化の帰結 

高橋 重郷 

 

本報告は，金子隆一・石井 太編『長寿・健康の人口学』の「第８章 長寿化

の帰結」に関連するものである。さて，長寿化，すなわち，年齢別生存確率の

上昇によってもたらされる人口構造やライフサイクルに大きな影響を及ぼすも

のと考えられる。第一に，人口構造への影響があり，それらには，①生存率上

昇にともなう高齢人口の増加，②社会保障（年金・医療・介護・福祉）への影響，

③高齢者人口の増加にともない，経済成長にとって労働力人口の供給縮小に

ともなう経済成長率への影響などが考えられる。第二に，長寿化と出生率低下

（人口転換）による複合的な影響を及ぼし，その複合効果として，人口構造を

変化させ，超高齢化社会を生み出す。第三に，人口集団内のライフサイクルへ

影響を及ぼす。たとえば， ①結婚期間の長期化（長期にわたる婚姻生活の期

間や老後の長期化など），②男女寿命差による寡婦・寡夫期間の変化，③離

婚や再婚の発生，未婚者の増加によるライフコースの多様化などが考えられる。

第四に，結婚期間の長期化にともなって，①男女の生存期間の長期化による

高齢期の生活リスクの拡大，一方で②結婚年齢の高年齢化（晩婚化）による結

婚期間の短縮化がみられる。 
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本報告では，基礎的な既存統計に基づき，上記の傾向を定量的検証した。 

 

日本の超少子化の原因論と政策論を再考する 

－ 政策による少子化是正は可能か？ － 

佐藤 龍三郎 

 

日本の少子化の原因論と政策論を振り返り，政策による人口維持すなわち

少子化是正がはたして可能なのかという論点について検討する。 

（１）総合的包括的な少子化の要因分析は必ずしも多くはない。少子化の原

因論として，子育ての経済的負担，女性の就業の継続困難，ジェンダーの不

平等，若者の雇用の不安定化などの説が唱えられているが，これだけでは説

明のつかないことも多い。他に探るべき側面として，①歴史的文化的背景，②

セクシュアリティとカップルの視点，③男女のライフコース戦略とジェンダー・シ

ステム，労働市場との関係などが重要と考えられる。 

（２）少子化に対する政策対応には，①少子化の結果に対する対応（少子化

適応政策）と②少子化の原因に対する対応（少子化是正政策）がある。結婚・

出産は個人の最も尊重されるべき自由であり，プライバシーに属することなの

で（リプロダクティブ・ライツ），民主主義国では国が直接介入することは許され

ない。国ができること，なすべきことは，国民の福祉を増進する様々な公共政

策を実施することである。出生力に関連のある公共政策としては，リプロダクテ
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ィブ・ヘルス／ライツ，家族・家庭支援，子ども・若者支援，ワーク・ライフ・バラ

ンス，ジェンダー平等などが挙げられる。 

（３）現在あるいは近い将来において政策による少子化是正は極めて困難

（ほぼ不可能）と考えられる。それは，①民主主義国では直接的な人口政策は

実施できない，②少子化のメカニズムは主に未婚化であり，結婚促進政策は

甚だ難しい，③少子化・未婚化の土台に歴史的文化的要因が想定される，④

配偶と生殖の古い型と新しい型が混在しており，政策は過渡的にはかえって

出生力を低める可能性もある，⑤先進国の現代的な経済社会システムの下で

人口置換水準出生力国のモデルが不在である，などの理由による。 

いずれにしても，政策による少子化是正には限界があり，少子化適応政策も

同時に考える必要がある。 

 

第 5７6 回 （6 月 20 日） 

 

世界の健康寿命 

菅原 友香 

 

これまで，国民の健康状態を示す指標として，乳幼児死亡率や平均寿命等，

死亡率を中心とした値が使われてきた。しかし，世界各地における生活習慣病

の蔓延を背景に，人生を長さだけではなく，健康状態を加味した「健康寿命」と

いう新しい考え方が提唱されるようになった。 
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世 界 的 な 取 り 組 み と し て ， 世 界 保 健 機 関 (WHO) に よ る 健 康 寿 命

（health-adjusted life expectancy/healthy life expectancy：HALE）の算

出が特筆される。これは，病気，怪我，後遺症等，様々な要因によって失われ

る人生の長さを推計する手法に基づいており，2010 年の結果では，187 ヵ国

中，日本が男女ともに最高の結果となった。地域別の研究動向を見ると，ヨー

ロッパでは健康余命に関する研究が早くから行われており，特に，2003 年の

「欧州所得・生活状況調査（the EU-Statistics on Income and Living 

Conditions: EU-SILC）」の開始により，国を超えた健康余命の比較研究が可

能となった。また，北米，特にアメリカでは計算手法の研究が進み，人種や教

育水準別の健康余命の算出も行われている。日本でも，健康寿命の延伸と地

域格差の縮小という 2 点が「健康日本 21（第二次）」の目標として設定されるな

ど，人生の質に対する関心が徐々に高まっている。その他，健康票を含んだ社

会調査の拡充を受け，タイ，フィリピン，ベトナム，バングラデシュ等，アジア諸

国でも健康寿命の算出が進められている。 

最近では，健康寿命の地域格差を背景に，健康寿命と関係した社会・経済

的要素に関する分析が行われるようになっている。例えば，EU 加盟国の間で

は，一人当たり GDP や高齢介護用支出が健康寿命に正の影響を与えること

が報告されている。こうした関連要因に関する研究は，健康寿命の地域格差の

解消を目指す日本にとっても，今後，重要な課題になると考えられる。 
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人口の男女構成と離婚との関係について」 

犬飼 直彦 

 

早稲田大学大学院社会科学研究科 2014 年度修士論文「離婚の関連要因

についての一考察」について報告した。 

同論文では，2010 年の国勢調査の集計結果や，日本版総合的社会調査

（JGSS）の個票データを用い，日本の，地域ごとの人口の男女構成と離婚との

関係を分析している。人口の男女構成と離婚との関係についての先行研究に

は，社会や離婚における男女の非対称性を前提として，相対的に男性が多く

女性が少ない地域で離婚が少なく，相対的に男性が少なく女性が多い地域で

離婚が多いという関係を提唱するものと，男女の対称性を前提として，男女の

数が均衡する地域で離婚が少なく，均衡から乖離する地域で離婚が多いとい

う U 字型の関係を提唱するものとがあるが，分析の結果，日本では，この 2 種

類の関係が混在していることが分かった。若い女性では後者の U 字型の関係

が観察されるものの，全体的には前者の関係になっている。 

人口の男女構成は，離婚に対する賛否，希望する子供の性別，三世代同

居観，および妻の仕事についての意識といった家族規範意識とも関係がある。

相対的に男性が多く女性が少ない地域では，相対的に男性が少なく女性が多

い地域と比較して，離婚に賛成する女性が多い傾向があるにもかかわらず，離
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婚が少なく，男女の非対称性が窺われる。また，人口の男女構成と妻の仕事

についての意識との間には，既存の理論による予測と合致しない関係がある。

先行研究において，人口の男女構成に地域差を生じさせる要因は充分に検

討されて来なかったように思われるが，人口の年齢構造の影響を除けば，男女

構成の地域差は人口移動によるところが大きい。分析の結果明らかになった

人口の男女構成と家族規範意識との関係は，人口の男女構成と離婚との関係

を考える際に，各地域の文化的・社会的背景が人口移動に及ぼす影響や，移

動する者の特性を考慮する必要があることを示唆するものである。 

 

 

第 577 回 （9 月 19 日） 

 

わが国の寿命の将来 

石井 太 

 

本報告は，人口学ライブラリー『長寿・健康の人口学』の第９章にあたる。 

世界のフロントランナーとして走り続ける日本の死亡率の特異性は，モデル

化や将来推計にとって極めて困難な問題となる。特に，将来の寿命を考えるに

当たって，平均寿命がどこまで延びるのかは重要な関心事である。1970 年以

前の先進諸国については平均寿命の延びは主に若年死亡率改善によってお

り，平均寿命の限界が論じられていたのに対し，1970 年以降も先進諸国の平
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均寿命は高齢死亡率の低下によって延伸を続けた。これは，従来の寿命の限

界論の想定を超えて寿命が延び続けてきたことを示すものである。ウィルモス

のTriple R理論によれば，人類が重視する取組みは進化するが，死亡率に対

する実質的影響は将来も変わらないと考えられ，将来の死亡率推計は，歴史

的な死亡率低下傾向の長期的安定性に基づき，外挿法による人口学的投影

によるのが望ましいとしている。 

人口学的投影手法に基づく国立社会保障・人口問題研究所の死亡率推計

手法(1976 年以降)は，概ね３期に分けることができる。第１期の将来推計は主

に他の先進諸国の最善の死亡率を参考とする最良生命表方式，第２期は死

因別に推計を行う死因別将来推計方式，第３期はリレーショナルモデルによる

方式であり，これらは各推計時点における実績の趨勢に基づき，専門的な観

点から実行されたものである。特に近年の推計では，現在，国際機関や各国

が行う将来推計において標準的なモデルとして広く用いられているリー・カータ

ー・モデルを基礎とし，これに高齢層において死亡率改善を死亡率曲線の高

齢側へのシフトとして表現するモデルである線形差分モデルを組み合わせるこ

とにより将来推計を行っている。このような手法を用いることにより，わが国の死

亡状況により適合する死亡率の将来推計が実現されている。 

 

 

 

 



２４ 

 

書評：高橋重郷・大淵寛 編著『人口減少と少子化対策』 

佐藤 龍三郎 

 

「人口学ライブラリー16」として 11 人の分担執筆により 2015 年 3 月に刊行さ

れた本書は，序章，第 1～9 章，終章で構成されており，日本の少子化の要因

と政策対応とりわけ家族・労働政策に焦点を当てている。日本の少子化の原因

論と政策論については「1.57 ショック」（1990 年）以来，これまでに多くの研究

があり様々な議論がなされてきたところであるが，人口学研究者の視点から包

括的に書かれた本は非常に少ない。本ライブラリー・シリーズの No.1『少子化

の人口学』（大淵寛・高橋重郷編，2004 年），No.2『少子化の社会経済学』（大

淵寛・兼清弘之編，2005 年），No.3『少子化の政策学』（大淵寛・阿藤誠編，

2005 年）と比較し，この 10 年ほどの間に研究がどれほど進展したのかという点

でも興味深い。 

本書は，少子化の原因論と政策論に関し，人口学の視点から包括的にまと

めた上で，特に家族・労働政策との関連について一歩研究を進めた本といえ

る。視点や分析アプローチは概ね標準的かつ正攻法でなされており，大学・大

学院の教科書・参考書としても好適である。約 10 年前の「少子化 3 部作」で網

羅的に把握された諸課題のうち分析可能ないくつかの課題について分析を進

めたともいえよう。しかし日本の少子化の原因論と政策論に関して，なおも説明

できないこととして，①未婚化の要因はまだ十分説明されていないのではない
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か，②セクシュアリティ（カップル行動，性行動，妊孕力）の視点からみるとどう

か，③結局のところ，政策による少子化是正（TFR≧2.1）は可能なのか，④人

口政策論を公共政策論の中にどのように位置づけたらいいのか，といった点で

疑問あるいは課題が残ると思われる。 

 少子化研究にはなおも未開拓の領域が多い。「1.57 ショック」から四半世

紀経た今日，本書を一つの集大成として，少子化研究の「第２の波」が始まるこ

とを期待したい。 

 

 

第 578 回 （10 月 17 日） 

 

親の離死別と子どものライフコース 

余田 翔平 

 

本報告の目的は 2 つある。第 1 に，子ども期をひとり親世帯で過ごすことで，

ライフコースとりわけ教育達成にどれほどの格差が生じるのかを記述的に明ら

かにすることである。第 2 の目的は，ひとり親世帯出身者が経験するそうした教

育達成上の不利が，親の不在の因果的効果を反映したものなのか，セレクショ

ンの影響によるものなのかを検証することである。 

第 1 の研究目的については，「日本版総合的社会調査（JGSS）」を用いた

分析の結果，以下の知見が得られた。15 歳時に母子世帯で暮らしていた人々
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（母子世帯出身者）は，二人親世帯で育った人々（二人親世帯出身者）よりも

高校進学率／卒業率が低いものの，進学率／卒業率の絶対的水準は上昇ト

レンドにあった。しかしながら，短大以上の高等教育機関への進学率は，母子

世帯出身者の場合は概して低調であり，二人親世帯出身者との格差も近年ほ

ど拡大していた。 

 母子世帯出身者のこうした教育達成上の不利は，父親の不在の因果効果に

よるものなのだろうか。婚外出生率の低い日本では，ひとり親世帯は主に離婚

か配偶者の死亡を通じて形成される。さらに死亡率の低下が進行すれば，ひと

り親世帯の主成分は離別ひとり親世帯となる。離婚の生起リスクが学歴や職業

をはじめとする階層的要因によって異なることはよく知られており，さらにこれら

の階層的要因は子どもの教育達成とも強く相関している。したがって，親の不

在（離婚）と子どもの教育達成との間には交絡要因が存在し，これらの影響を

除去しなければ，親の不在の「効果」はバイアスを持って推定される。 

そこで第2 の研究目的として，中学 3年生とその保護者を対象にした親子デ

ータを用いて，傾向スコアマッチング法による因果分析を行った。交絡要因の

影響を統制することで，子どもの教育達成上のアウトカムに対する親の離婚の

処置効果は小さくなるものの依然として統計的に有意であり，親の離婚の因果

効果が存在する可能性が示唆された。 
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地域別出生力転換の空間分析 

鎌田 健司 

 

本報告では，古典的人口転換期に基づく出生力転換について，地域間の

拡散過程に着目した空間分析を行うことを目的とする。分析単位は都道府県と

し，1920年から 2010 年までの出生力の低下過程に関する都道府県別の類型

化，成長曲線モデルに基づく出生力転換過程の再現ならびに共変量の効果

の測定，空間計量経済モデルによる拡散過程の検証を行った。今回の分析に

用いた出生指標は標準化出生比（SFR），標準化有配偶比（SMR），標準化

有配偶出生比（MFR）の 3 指標である。 

類型化では，因子分析ならびに階層クラスター分析・k-means 法による類

型化を行った。その結果，SFR・MFR は東高西低から西高東低へ傾向が変

化したこと，地域性という観点では，東西というおおまかな分類と都市規模が各

類型を規定すること等がわかった。年次別の空間的類似性を示す空間的自己

相関指標（Moran’ I 統計量）を用いて各指標の時系列変化をみた結果，戦

前は各地域の水準としてのばらつきは大きいが，地域ごとの類似性は高いこと，

戦後直後の急激な出生力の低下と 2005 年以降の出生力の回復は，全国的

に進行したこと等がわかった。 

成長曲線モデルとは縦断データを用いたマルチレベルモデルであり，各個

体内変化と変化の個人差をモデリングすることができる。多項式モデルと区分
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線形モデルによる推定を行った結果，SMR モデルでは，1955 年と 1975 年を

区分線形モデルの変曲点としたモデルの再現度が高く，女性初婚年齢による

説明力が高い。MFR モデルでは，区分線形モデルの再現度が高く，乳児死

亡率で転換過程を説明するモデルの説明力が高かった。 

最後に出生力転換の拡散過程の検証として空間計量経済モデルによるモ

デル推定を行った。用いた空間モデルは，従属変数の空間ラグ（隣接地域の

従属変数の値）をモデルに組み込む空間ラグモデルと従属変数と独立変数の

空間ラグとモデルに組み込む空間ダービンモデルによる推定を行った。従属

変数の空間ラグが統計的に有意な場合，隣接地域との空間的相関が観察さ

れ，拡散効果があると考える事ができ，女性初婚年齢，乳児死亡率，第一次産

業割合を共変量に組み込んだモデルそれぞれで拡散効果が確認できた。今

後は時期ごとの推定や市区町村データの整備等モデルの改善を行っていきた

い。 

 

 

第 579 回 （11 月 21 日） 

 

企業における仕事の評価方法が若年正社員へ与え影響関する分析 

菅原 佑香 

 

本研究は，企業がおこなう仕事の評価方法や施策が，若年正社員の仕事に
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対する意欲と職場へ与える影響について，既存調査の二次分析を通じて明ら

かにすることを目的とする。 

企業が今後どのように仕事の評価方法をおこなうことで，より若年正社員の

意欲を高め，士気の高い職場にできるのかということを検討することによって，

企業の労働生産性への向上が期待される。使用するデータは，JILPT が，

2007 年に実施した「従業員の意識と人材マネジメントの課題に関する調査」の

アンケート」の企業調査票と従業員調査票のデータを結合させたマッチングデ

ータである。 

分析の結果，以下の三点が明らかとなった。第一に，男性の場合「個人の中

長期的な成果や業績」を企業が評価していると，仕事の意欲を高めており，そ

れは未婚男性で有意な傾向が見られた。加えて，未婚男性は「個人の能力向

上」の評価方法が，意欲を低下させていることから，成果主義のような短期的な

成果で評価処遇をされる仕組みが彼らの意欲を低下させていると考えられる。

第二に，女性全体では，評価方法および施策の効果は得られなかったが，未

婚女性に限定した場合に，「中長期的な成果や業績」の評価方法が意欲を高

めている。第三に，男女ともに「個人の中長期的な成果や業績」を評価する場

合は，チームワークの向上に対して効果があると未婚女性と既婚男性が感じて

いることが分かった。 

若年正社員に対しては，企業側が「中長期的な成果や業績を」評価していく
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という考え方や姿勢を，職場全体や上司が具体的なアクションを取り，若年層

へ伝えていく必要があると考えられる。男性および未婚女性の場合は，中長期

的な成果や業績を企業が評価することで，個人の働く意欲に加えて，職場全

体のチームワーク向上を通し，職場の士気を高めている可能性があるだろう。 

 

書評：小崎敏男・永瀬伸子 編著『人口高齢化と労働政策』 

永井 保男 

 

人口学ライブラリー15 として編まれた本書は，少子高齢化が進むわが国に

おいて，人口減少と人口構造が変化する中で特に，労働力人口が減少すると

いう点にスポットをあて，高齢者の労働について多様な角度から体系的に分析

を行い，エイジフリーの観点から提言を行った意欲作である。本書は，3 部，9

章から構成されている。第 1 部は「人口高齢化の現状とその影響」について，

人口高齢化の実状，人口高齢化の社会経済的影響を，第 2部は「人口高齢化

と労働市場への影響」に関して，高齢者就業と年齢差別，高年齢者就業と年

金財政，高年齢者の就業・非就業行動を取り上げ，第 3 部は「高齢労働者の

労働市場統合とその働き方」について，健康，教育訓練と高年齢者就業，高年

齢女性の就業行動，高齢化に対応する雇用システム，超高齢化の中での高齢

者の新しい働き方について述べている。全体を通して，「人口の高齢化と労働

政策」に関する先行研究の紹介と幅広い角度からの詳細な統計資料に基づく
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分析が行われている。労働力人口が減少期に入っているわが国の高齢者雇

用の在り方について，問題点とその背景を丁寧に明らかにした点において，ま

さに時宜に適った書である。 

 

第 580 回 （12 月 19 日） 

 

子どもは父親の経済力を 高めるか？既存児の性別構成を用いた操作変数法

による追加出生と稼得収入との因果関係の検証 

岩澤 美帆・茂木 暁 

 

子どもを持つことは，直接的／間接的なコストを発生させる一方で，便益をも

たらす。本報告では，その１つとして，子育てが，父親の就業行動を活発化さ

せるインセンティブを与え，収入の増加をもたらす可能性について検証する。

便益発生を因果関係として検証する際には，内生性の問題により，追加的な

子ども増加を独立変数，収入を従属変数として最小二乗推定（OLS）を行って

も，バイアスを伴った推定結果しか得られないことが懸念される。これに対処す

るため，Angrist and Evans(1998)の戦略を参考に，第１子と第２子の性別組

み合わせを操作変数とする推定を行った。第１子と第２子の各性別は収入に

対して外生的に定まることを利用して，上記操作変数を用いた２段階最小自乗

推定（2SLS）を行えば，少なくとも子どもが２人いる男性を対象に，ランダムな

第３子出生（子ども増加）が収入に与える影響を因果関係として推定できる。
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『出生動向基本調査』の第 10 回から第 14 回までのプールドデータを利用して，

OLS と 2SLS とで推定したところ，以下の結果を得た。第一に，全サンプルの

推定結果として，OLS では，第３子出生は収入に対して有意な負の関連をも

つのに対して，2SLS では，正の符号条件をとるもののその関連は有意ではな

い。これは，所得が低い人ほど追加出生が発生しやすいという逆の因果を示

唆する結果である。第二に，学歴別サンプルの推定結果から，高卒以下の男

性についてのみ，OLS で有意な負の関連，2SLS では有意な正の関連が示さ

れた。これは，高卒以下の男性において，上記逆の因果のみならず，追加的

に子どもを持つことが所得上昇をもたらすという因果関係の成立を示唆する結

果と言える。いずれも，内生性をもたらす観察されない属性の影響が推測され

る結果であるが，それがどのようなものであるかについての検証が今後の課題

となる。 

 

会長講演: 国際比較から見た日本の少子化と少子化対策 

阿藤 誠 

 

本報告では，日本の少子化と家族政策の特徴を，OECD データなどを用い

て国際比較の視点から明らかにし，あるべき少子化対策を提言した。 

先進国は緩少子化国(北欧・英語圏・フランス語圏諸国)と超少子化国（日本

を含む東アジア・南欧・ドイツ語圏諸国)に二分される。先進国に共通する少子
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化の人口学的要因は「出生の高年齢への先送り」であるが，日本の場合，同

棲・婚外子がほとんど増えないまま晩婚化が非婚化に，晩産化が無子化につ

ながりつつある。少子化の社会経済的背景ならびに少子化関連施策も先進国

間で共通する面が多い。ただし，超少子化国日本を緩少子化の北欧・フランス

語圏諸国などと比べると，以下の特徴がある。 

① 女性の避妊法が普及せず，それが 20 歳代のパートナーシップ形成の抑

制につながっている可能性がある。 

② 教育の公的負担が小さく，それが子育ての直接費用を高めている。 

③ 育児休業制度は普及したが，保育サービスへの公的支援が不十分であ

り，長時間労働が常態化している。それが仕事と子育ての両立を困難に

し，女性にとって子育ての機会費用を大きくしている。 

④ 非正規雇用の拡大により不安定雇用と低所得の若者が増大し，それが

結婚抑制につながっている。 

⑤ 個人主義的価値観が弱く，それが同棲・婚外子の増大を抑制している。 

⑥ ジェンダー格差が大きく，性別役割分業意識が強い。そのことが男性の

家事・育児参加の障壁となり，結婚の抑制につながっている。このような

意識は，直系家族制と儒教文化の伝統と関連している。 

国際比較の視点からみると日本では，経済政策的には，特に若者の雇用と

所得の安定化，教育費の公費拡大，保育サービスの拡充を大胆に推進するこ
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とが求められる。それに加えて，社会政策として，性教育の充実，ワークライフ

バランス施策の推進，女性の社会進出の促進を通じて，性別役割分業システ

ムを変革していくことが望まれる。 
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記 事 

 

（文責：総務幹事 中川雅貴） 

 

≪2015 年度評議会≫ 

2015 年 12 月 19 日正午より中央大学理工学部校舎（後楽園キャンパス）6 号

館 6413 教室にて開催された 2014 年度評議会において，以下の各事項が審

議され，同日の会員総会に提案された。 

 

 

1. 研究会例会活動 

永井例会幹事より第 571 回（2015 年 1 月 10 日）から第 580 回（2015

年 12 月 19 日）までの 2015 年度研究会例会活動について報告がなさ

れ，了承された。詳細は本紀要に掲載されているとおりである。 

 

2. 2015 年度会計報告 

寺村会計幹事より，2015 年度収支決算（会計期間 2014 年 12 月 1 日～

2015 年 11 月 30 日）が報告され，承認された。 

 

また，従来，研究会の資金が複数の口座に分散していた問題について

評議会および会計幹事で検討し，以下のとおり，口座を統一することが

報告され，了承された： 
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口座名義：ゆうちょ銀行「人口学研究会」 

住  所：中央大学経済学部和田研究室 

 

会員による年会費の納付は原則としてこの口座への振込を通じて行うこと

が確認された。 

 

会則「第 3 章第 5 条」にしたがい，2014 年 12 月時点で会費の未納期間

が 5 年を超える会員について退会とすることが了承された。なお，会費の

未納による退会に際しては，原則として，滞納した期間の会費（5 年分を

上限）の納入を求めることが申し合わされた。 

 

 

3. 新入・退会会員 

松浦総務幹事より，2015 年度における入会・退会者および物故者が報

告され，全て承認された。 

 

入会者 

【学生会員】（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

推薦月 氏 名 所 属 推薦者 

9 月 岩上 俊 
東京大学大学院医学系研究科 

 修士課程（人類生態学教室） 
和田・守泉 

12 月 山川 慶子 
お茶の水女子大学大学院 人間文化

創成科学研究科 博士前期課程 
永瀬・寺村 
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【通常会員】（敬称略） 

 
 

退会者（敬称略） 

 本人申し出による退会 

佐能俊紀（学生会員） 

 

会員数（2015 年 12 月） 

名誉会員：7 名，通常会員 75 名，海外会員：4 名，学生会員：24 名，計 110 名 

 

4. 研究会プロジェクトの進捗状況 

各プロジェクトの進捗状況について，編集責任者より以下のとおり報告さ

れた。 

『人口減少と少子化対策』（高橋・大淵 編） 

 2015 年 3 月刊行済み 

『ポスト人口転換期の日本』（佐藤・金子 編） 

 編集作業中 

推薦月 氏 名 所 属 推薦者 

2 月 知脇 希 
帝京平成大学 健康メディカル学部 

講師 
永瀬・松浦 

4 月 藤井 多希子 
政策人口研究所 

 代表 
廣嶋・原 

9 月 鈴木 俊光 
内閣府（経済財政分析担当） 

 政策企画専門職 
松浦・増田 

10 月 茂木 暁 
東京大学社会科学研究所 

 助教 
石井・岩澤 
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『長寿・健康の人口学』（金子・石井 編） 

 例会報告終了，2016 年度内に原稿とりまとめ 

 

5. 2016 年度以降のプロジェクト 

「移民・外国人と日本社会」（編者：佐藤龍三郎 会員・小崎敏男 会員）

プロジェクトが評議会で承認された。例会報告は 2016 年 5 月～2017 年

6 月（予定）。 

 

また，2016 年度以降の新規プロジェクトについて，以下のとおり了承され

た： 

 新規プロジェクトの提案を，会員から広く受け付ける。 

 全ての会員が提案の資格をもつ。編者の候補の提案については，

自薦・他薦を問わない。 

 提案方法の詳細については，後日，例会幹事よりアナウンスされ

る。 

 

6. 役員改選 

阿藤誠会長の任期満了による退任に伴い，吉田良生会員（現・副会長）

が新会長に選出された。任期は 2016 年 1 月からの 2 年。 

 

吉田新会長より，以下の副会長に以下の 3 名が任命された： 
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佐藤龍三郎 会員（再任） 

廣嶋   清志 会員（新任） 

渡辺真知子 会員（新任） 

 

2916 年から 2017 年度の諸幹事の委嘱は以下のとおり。（継続を含めた全

役員の一覧は紀要巻末を参照のこと。） 

  総務： 和田 光平   中川 雅貴   鎌田 健司 

  会計： 寺村絵里子  余田 翔平 

  例会： 永瀬  伸子   影山 純二    増田 幹人 

 

また，以下の２名が新たに評議員に任命された： 

井上 孝 会員 

永井保男 会員 

 

以下の２名が名誉会員に推挙され，承認された： 

  早瀬保子（元・会長） 

  森岡 仁（元・会長） 

 

7. その他 

 紀要の巻末に掲載されている会員名簿情報のうち，「自宅連絡先」

（住所・電話番号等）については，本人からの申し出があれば削除
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することが了承された。この変更については，研究会メーリングリスト

を通じて会員に通知し，削除を希望する会員は例会幹事にその旨

伝えることが申し合わされた。 

 

≪2015 年総会≫ 

定例研究会の後に，中央大学理工学部校舎（後楽園キャンパス）6 号館 6417

教室において会員総会が開催され，評議会からの上程議案はすべて承認さ

れた。 

 

総会終了後，午後 6 時より，中央大学後楽園キャンパス前の bar a vins 

FOUGAU にて，恒例の懇親会が開催された。兼清弘之名誉会員による乾杯

の発声では，2015 年秋の叙勲で大淵寛名誉会員が瑞宝中綬章を受章された

ことへの祝意が述べられた。その後，約 25 名の参加者による懇親の会が午後

8 時頃まで続いた。 
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≪出版物の配布・保管・管理について≫ 

研究会が刊行する出版物の配布・保管・管理方法を以下のとおり定める（2012

年 12 月 8 日会員総会にて承認）： 

 

1. 叢書・紀要の配布時期 

 例会幹事より例会の連絡時に配布時期を通知する。 

 配布は，刊行直後の例会とその次の例会の 2 回行う。 

 地方会員への研究会叢書の送付は，会費納付状況を確認したうえ

で，編者の責任のもと速やかに行う。なお，送付費用については，

研究会会計よりこれを支出する。 

 

2. 叢書・の配布方法 

I.  執筆者 

 出版社より 1 部郵送され，例会で 4 部配布する。 

 編者には 5 部配布する。例会を欠席した執筆者には編者が直接送

付し，送料は研究会費で支払う。 

 編者には 5 部配布する。例会を欠席した執筆者には編者が直接送

付し，送料は研究会費で支払う。 

 

II. 執筆者以外の会員 

 出版社より 1 部郵送され，例会で 4 部配布する。 
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 地方会員は，会費納入状況に応じて会計幹事が 1 部送付する。送

料は研究会費で支払う。 

 会員への配布残部数が出版社提供の 100 部を超過する場合，そ

の不足分は研究会費で購入する（例：現代人口辞典）。 

 

III. 叢書の管理 

 編者は残部を管理する。 

 編者は残部を書評依頼や研究交流に活用したり，著者割引価格の

2 割引で学生などに販売することができる。その売り上げは研究会

に納入する。 

 

IV.  紀要の管理 

 総務幹事が保管・管理する。 

 改選時の新役員と各年度の記事については，例会メールでも各会

員に伝える。 
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人 口 学 研 究 会 会 則 

 

1968 年 1 月施行 

2013 年 12 月改正 

第 1 章 名称および事務所 

 第 1 条    本会は人口学研究会と称する。 

 第 2 条 本会の事務所は中央大学経済学部研究室内におく。 

   

第 2 章 目的および事業 

 第 3 条 本会は人口および人口問題の理論的ならびに政策的研

究によって，人口学の建設に資することを目的とする。 

 第 4 条 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行なう。 

1. 定期共同研究会の開催 

2. 定期刊行物の発行 

3. 研究資料の交換，収集，保存 

4. その他適当と認める事業 

   

第 3 章 会員および総会 

 第 5 条 本会の会員は本会の目的に賛同するものからなり，通常会

員は会員２名の推薦によって入会し，研究に寄与するもの

とする。賛助会員は臨時または定期に本会の事業に財的

援助を与えるものとする。名誉会員は本会に功労のあるも

のの中から評議会が推薦し，会員総会の承認を受けるもの

とする。名誉会員は会費を免除されるものとする。 

但し，会員は 5 年間継続して会費を滞納した場合，会員

の資格を失う。 
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 第 6 条 総会は毎年 1 回以上会長が召集し，本会の運営その他重

要事項を決定する。 

 第 7 条 総会は会員の過半数の出席により成立し，その議事は出

席会員の過半数をもって決定する。 

   

第 4 章 役員および幹事 

 第 8 条 本会に次の役員をおく。会長 1 名，副会長 3 名，評議員若

干名。 

 第 9 条 会長は総会の互選により，その他の役員は会長がこれを委

嘱する。 

 第 10 条 会長は本会を代表して会の運営を統括する。副会長は会

長の職務を補佐する。評議員は会務を分掌し，運営の責

に任ずる。 

 第 11 条 本会の会務を円滑に執行するため，幹事若干名をおき，

会長がこれを委嘱する。 

 第 12 条 役員の任期は 2 年とする。但し重任を妨げない。 

   

第 5 章 評議会 

 第 13 条 評議会は全役員をもって構成し，重要な会務を決定する。

なお，評議会には名誉会員および会長経験者も出席する

ことができる。 

 第 14 条 評議会は会長がこれを召集し，議長を務める。 

 第 15 条 評議会は役員の過半数の出席により成立し，その議事は

出席役員の過半数をもって決定する。 

 第 16 条 評議員は幹事の出席を求め意見を聴くことができる。 
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第 6 章 会計 

 第 17 条 本会の会計年度は前年 12 月 1 日より 11 月 30 日までとす

る。 

 第 18 条 幹事会は当該年度の予算ならびに前年度決算を総会に

報告して，その承認をえなければならない。 

 第 19 条 通常会員の会費は年額 5000 円とする。但し，月例研究会

に常時出席しえない地方会員および学生会員の会費は

2000 円とする。また，海外会員及び期間が 継続して 1 年

間を超える海外への出張を行う会員の会費は本人の届け

出により評議会の議をもって免除される。 

 第 20 条 新入会員は以下の原則にしたがって会費を支払うものとす

る。すなわち，1 月から 6 月までの定例研究会において入

会の推薦を受けたものは，当該年の会費を支払う義務を有

する。また，9 月以降に入会したものは当該年の会費を免

除される。 

但し，本研究会の研究叢書を無償で受領したものはす

べて，当該年の会費を支払わなければならない。 

   

第 7 章 定期刊行物の配布 

 第 21 条 本研究会の研究叢書が刊行されたときには，研究会幹事

は事前に直近の定例研究会においてこれを配布する旨予

告するものとする。そして，原則として出席会員に限りこれ

を無償で受け取る権利を有する。 

但し，欠席会員も事前に研究会幹事に連絡して代理人

を指定し，その代理人が定例研究会に出席すれば研究叢

書を受け取ることができる。 
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第 8 章 その他 

 第 22 条 会員の死亡に際しては，別に定める慶弔規定にもとづいて

弔意を表すものとする。 

   

第 9 章 附則 

 第 23 条 本会の会則は総会出席会員の 2／3 以上の同意によって

変更することができる。 

 第 24 条 本会則は 1958 年 1 月 3 日から施行する。 

 

 

【慶弔規定】 

1.  会長，副会長および評議員（以上の経験者を含む）については生花

および香典３万円を贈る。 

2.  幹事（およびその経験者）については香典２万円を贈る。 

3.  その他の会員については香典１万円を贈る。 

 

【傍聴規定】 

1. 傍聴者を推薦する会員は，傍聴者の氏名と所属，ならびに傍聴の理

由を添えて，会長，例会幹事，総務幹事にＥメール等で事前に了承

を得て傍聴者へ傍聴の諾否を知らせる。 

2. 傍聴者が出席の際，傍聴者を推薦する会員も出席し，傍聴者を会長，

例会幹事，総務幹事へ紹介する。例会幹事から全会員への一斉紹

介はしない。 

3. 傍聴は，特別の事由を除き１回のみとする。 

定例研究会において傍聴者は原則として発言できない。 
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人口学研究会役員 

会 長 吉田 良生 

副会長 佐藤 龍三郎 

副会長 廣嶋 清志 

副会長 渡辺真知子 

 

評議員 

安藏 伸治 井上 孝 金子 隆一 

小崎 敏男 小島 宏 高橋 重郷 

津谷 典子 永井 保男 永瀬 伸子 

西川由比子 廣嶋 清志 和田 光平 

 

総務幹事： 和田 光平 中川 雅貴 鎌田 健司 

例会幹事： 永瀬 伸子 影山 純二 増田 幹人 

会計幹事： 寺村絵里子 余田 翔平  
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