
日本は、人口に占める高齢者の割合が

増加する『高齢化』と、出生率の低下

により若年者人口が減少する『少子

化』が同時に進行する『少子高齢化社

会』となっているのはネコ君も知って

いるよね？

せんせい

なめんなよ！俺はこれから公務員にな

るんだ！！知らないわけないだろ！
ネコ君

ごめんごめん、とりあえず今の日本の

現状をもう一回復習していこう！
せんせい

(出典)高齢社会白書【高齢化の推移と将来推計】

(出典)少子化社会対策白書【少子化の推移と将来推計】

【少子高齢化】

【公務員試験の時事対策】

◎少子高齢化の現状と今後の推移



紫色が65歳歳以上の高齢者人口

水色が15歳～64歳の生産年齢人口

黄色が0歳～14歳の年少人口

740万人
(7%)

14人に1人

7200万人
(69%)

2500万人
(24%)

4人に1人

3560万人
(28.1%)
7人に2人

7500万人
(60%)

1500万人
(12%)

8人に1人

3380万人
(38.4%)
5人に2人

4500万人
(51%)

900万人
(9%)

11人に1人

2065年

はぁ、そんな細かく覚える必要はない

だろ？俺がまとめた『昔と今と将来の

動向』の表を見せてやるよ！ ネコ君

ネコ君

めちゃくちゃわかりやすい！

特徴つかむのうまいね！

ネコ君がデータまとめるのうまかった

なんて、知らなかったよ。
せんせい

1970年
(1億500万人)

2018年
(1億2600万人)

2065年
(8800万人)

2018年1970年

7%

28.1%

38.4%

2065年2018年1970年

24%

12%
9%

【年少人口比率】【高齢化率】

【少子高齢化(日本の人口構成の推移)】

へっ、覚えておけ！

俺は小論文や面接でもこの知識を使う

予定なんだ！ ネコ君



えらい！2018年の日本の高齢化率は

28.1%、年少人口比率は12.2%でどちら

も世界一だったね！ せんせい

うん！マズイよな～。

子どもが減って高齢者が増えるという

ことは、世の中の経済を支える現役世

代(生産年齢人口)の割合が減少すると

いうことだもんね！

ネコ君

うん！

経済成長が止まって国際競争力が低下

するのも問題だけど、やっぱり一番は

『社会保障制度の崩壊』だよね！
せんせい

うん！

社会保障制度のヤバさは勉強済みだ！

現役世代の負担が増えちゃうんだよね! ネコ君

うん！20205年に『団塊世代』も75歳以

上になるし、社会保障制度の見直しは

本当に急務なんだ！ せんせい

小論文でも知識が使えるように、どれ

くらい現役世代の負担が増えているの

か簡単に紹介するね！ せんせい



ネコ君の作ってくれた表を少し変えて

みたよ！現役世代(15歳～64歳)への負

担がどんどん増えてしまっているのが

一発でわかるよね！
せんせい

コイツはやべぇや...

そりゃ社会保障関係費も膨れ上がるわ

けだわ。 ネコ君

7200万人

3560万人

1970年 2018年 2065年

【高齢者1人に対する現役世代の負担人数】

740万人

7500万人

4500万人

3380万人

1人約10人 1人約2人 1人約1.3人

うん。医療費や介護費を中心として、

社会保障に関する給付と負担の関係は

アンバランスになる一方なんだ。 せんせい



後は地域社会の活力低下につながるっ

て言われているよね！

行政運営ができないってヤバいな...

今は行政サービスがあるのが当たり前

だと思っているけど、そういうわけじ

ゃないんだよね。
ネコ君

うん！多くの地域で人口減少や若者の

都市圏移動が起きると、地方圏を中心

に4分の1以上の自治体がこれまで通り

に行政機能を維持していくことが困難

になる可能性があるんだ。

せんせい

ネコ君

1人の女性が生涯に何人の子どもを産む

かの平均値である『合計特殊出生率』

は2018年が1.42と3年連続の低下！ せんせい

第1次ベビーブーム

4.32

1.42

2018年

【合計特殊出生率の推移】

(出典)少子化社会対策白書



第1次ベビーブームの時は4.32？

今じゃ考えられないな。

団塊世代ってやつだよね！

日本は2018年の合計特殊出生率が1.42

だけど、他の国とかはどうなの？ ネコ君

うん！1950年前後ということは...この

世代の人たちが2025年前後で75歳以上

となるということだね！ せんせい

ネコ君

1.422018年

【合計特殊出生率の推移(主要国など)】

アメリカやフランスなどに比べると、

やっぱり日本は低水準。
せんせい

(出典)少子化社会対策白書

中でもフランスやスウェーデンは政策

努力によって出生率をかなり回復させ

ているんだ！ せんせい



ふ～ん。

日本の少子化の要因って何なの？
ネコ君

逆にアジア諸国では日本よりも低い国

が目立つ。
せんせい

29.4歳

【平均初婚年齢と出生順位別母の平均年齢の推移】

やっぱり大きいのが『晩婚化』や『未

婚化』といったライフスタイルの変化

だよね！ せんせい
(出典)少子化社会対策白書

(出典)少子化社会対策白書

31.1歳

第1子出産年齢
平均30.7歳



なるほどね～！

1985年とかと比べると夫が約3歳、妻が

約4歳分も遅くなっちゃってるんだね。 ネコ君

2017年の平均初婚年齢は夫が31.1歳、

妻が29.4歳で右肩上がりに増加してし

まっているんだ！ せんせい

うん！さらに50歳以上の未婚率も上昇

していて2015年の男性の未婚率は

23.4%、女性は14.1%だったんだ。 せんせい

1960年は50歳以上の未婚率は男性も女

性も1～2%だったんだよね。

今後はそれがどんどん増えていくって

言われているわけね！
ネコ君

うん！

2040年には男性が約30%、女性も約19%

に達する見込みだと言われているよ。 せんせい

それに当たり前の話だけど晩婚化が進

むことで晩産化も進行しているんだ。

2017年の第1子を出産した時の母親の平

均年齢は30.7歳と30歳オーバー。
せんせい

なるほど～！結婚する年齢が上がった

ことで、高齢で出産する人が増えて、

第2子、第3子を産む人も少なくなって

いるってことだね！
ネコ君



なんで最近は結婚しなくなったり、子

どもを産むのが遅くなったりしちゃっ

ているの？ ネコ君

経済的不安定の増大(経済的要因)

仕事と子育てを両立できる環境整備

の遅れ(社会的要因)

大きく分けると理由は2つだね！

せんせい

やっぱり一番はお金か！

確かに子どもを産んで育てるってなる

とたくさんのお金が必要だよね！
ネコ君

特に教育費用の負担が大きくて『子ど

もを産まない』という想いを強くさせ

ている気がするわ！
ネコ君

うん！公式の機関が実施した結婚に関

するアンケートでも結婚や出産に関す

る部分では『金銭面の負担』が重しに

なっていることが明確だったんだ。
せんせい

出生動向
基本調査

若い世代

ご結婚をされている方へ質問です。

子どもを持たない理由は何ですか？

子育てや教育にお金がかかりすぎま

す！(1位)本当はもっと子どもが欲しい

けど、経済的に厳しくて産めません。

若い世代

それに、高齢で子どもを産むのも嫌で

す。(2位)



少子化に関する
意識調査研究

まだご結婚をされていない方へ質問で

す。どのような状況になれば結婚する

と思すか？

若い世代

経済的に余裕ができれば結婚しようと

思います！(1位)

若い世代

あとはやっぱり出会いがないことです

ね！(2位)

そりゃそうだよな～！

教育費だけで、幼稚園から大学まです

べて公立でも約800万円、すべて私立な

ら約2200万円もかかるって文科省の資

料に書いてあった。

ネコ君

うん！少子化を抑制するにあたっては

今後、この辺りの教育的な費用に関す

る支援を充実させていく必要があると

いうわけだ。
せんせい

あとはやっぱり女性の社会進出が進む

一方で、子育て支援体制が十分でない

ことなどから仕事との両立に難しさが

あるよね！
せんせい

うん。女性が家庭を支えて男性がお金

を稼ぐっていう昔ながらの考え方が根

強く残っているもんね！ ネコ君



なるほど！

仕事と生活を調和させる『ワークライ

フバランス』の実現は必要不可欠とい

うことだね！

さらに、子育て等により仕事を離れる

と、その分失う所得(機会費用)が大き

いから、金銭的な問題で少子化や晩産

化を加速させ...って負のループが起き

ているわけだ。

ネコ君

せんせい

うん。出産した後も仕事をしたいけ

ど、仕事と子育ての両立が難しくて仕

事を辞める人も多いんだ。 せんせい

男性も女性も子育てをしながらでも働

きやすい職場環境を作っていくことが

大事なわけだ。 せんせい

特に男性は長時間労働の問題もある

し、『育休』なんかも取りにくいもん

ね～。 ネコ君

うん、「え、お前育休取るの？」って

上司に引かれちゃいそうだもんね
せんせい

行政から取得しやすい環境をつくって

いかないとね！
せんせい


