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ABSTRACT

In Okinawa, the total fertility rate was 1.71 in 2005 that was the highest m all of

Japan. However, watching trends of the total fertility rate in the past 30 years, national

average of a total fertility rate decrease 0.66 points, but it decrease 1.17 points in Okinawa,

that was most decrease in all of Japan. According to the census m 2005, the population

rate of young aged 15 or less was 18.7% that was the highest in all of Japan, but itwas

1.396 less than 20.0% in 2000. As showing trends of distribution of mothers by nubmer of

children, the rates of mother occupied with a tertiary child was decreased from 18.1%( 2000)

to 17.6%(2004) , and rates of mother who have the fourth child and more decreased from

,2000) to 7.7%(2004). Ideal number of child was become less in the young couples.

Judging from these, declining of births of Okinawa is concerned about m comparison

with other prefectures whether it is speedy. Therefore we emphasize that it remains

important to provide support for those young families who want more children and to

encourage early marriage. And we need of the family program guidance that was able

to include a design of life plan and adequate contraception / childbirth / child care

guidance to be able to bear the child who wanted. In addition, various kinds of statis-

tics survey material was collated as our result of family planning survey that was per-

formed at infant examination. Even though there were many differences in the number

of the subjects and the data sampling, the investigation methods, the numerical value

of our results were not so different. I think the investigation like our family plannmng

survey was useful for index of the cities, towns and villages unit that could grasp easily

the number of the children, the number of the children according to age of mother and an

the duration from marrige, the number of the ideal children, the number of the plan chil-

dren, same as the large-scale birth investigation that a country performed. Births statics

survey like as family planning reserch will be performed periodically in future, to prove

more usefulness. Ryukyu Med. J., 26( 1,2) 19-30, 2007
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births, population demography
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抄　録

沖縄県の2005 (平成17)年の合計特殊出生率は1.71と

報告され, 2004 (平成16年)の1.72を0.01ポイント下回っ

ている.合計特殊出生率の30年の経過を見てみると,全

国平均では0.66ポイントの低下であるのに,沖縄県は

1.17ポイントの全国一高い落ち込みであると報告されて

いる.また2005 (平成17)年の国勢調査では,沖縄県

の15歳未満の年少人口は,相変わらず全国一高く18.7%

と高いが, 2000 (平成12)年の調査の20.0%と比較して

長崎県の1.4ポイントの減少の次に多い1.3ポイントの減

少であり,子どもの割合が大きく減少している2番目の

県とされている.

出産順位の第3子の占める割合は2000年の18.1%から

2004年では17.6%に減少し,第4児以上はS.7%から7.7

%に減少していた.また生涯未婚率の割合は, 2005

(平成17)年の国勢調査では女性)A%,男性21.5%であ

り年々全国平均より高い率で上昇している.これらから

見ると沖縄県の少子化の速度は,他県に比べ早いのでは

ないかと懸念される.

こうした懸念を踏まえ,全国および沖縄県の最近の統

計資料と私たちの研究した家族計画実態調査結果を元に

沖縄県の少子化について考察しその上で,下記のような

対策について述べた.

(丑実際に子どもを産む女性の視点にたった安全で択適

な妊娠,分娩-の取り組み, ②確実に進行している出生

力の低下と出産年齢の高齢化,晩婚化に対し,子どもの

欲しい夫婦-の重点的な支援の必要性, ③欲しいだけの

子どもを産めるようライフプランの設計や適切な避妊・

出産・育児指導を含めた家族計画指導の策定とその専門

的援助者の必要性を述べた.最後に, ④未婚者の増加や

i
生
m

沖縄県で最も高い生涯非婚者の割合からこれらに対する

早急な対策の必要性を述べた.

またわれわれの乳児健康診査時に行なってきた家族計

画実態調査の結果と種々の統計調査資料を照合し,対象

数やデータ-抽出法,調査方法などは異なるが,全国レ

ベルの出生動向基本調査が行っている子ども数,理想子

ども数,予定子ども数,結婚期間別の子ども数,母親の

年齢別の子ども数等の実態を把握することができること

がわかった.このことから市町村単位の簡便な少子化の

推移を予測する統計資料として家族計画実態調査は有用

ではないかという手ごたえを掴んだ.今後も家族計画実

態調査を定期的に行い,この有用性を実証していきたい

と考える.

はじめに

平成18年版の少子化社会自書1)および厚生労働自

書2)によると,わが国の2005 (平成17)年の出生数は

106万2,530人1)で2004 (平成16)年の出生数111万0,721

人3,4)より約4万8千人減少し過去最低となり,人口動

態統計を取り始めて以来初めて死亡数が出生数を上回り,

人口減少社会2)となった.

また,女性の産む子ども数の指標となる2005年の合

計特殊出生率は前年度の1.29をさらに0.04ポイント下回

る1.25である1).日本政府は国民衛生の動向5)に記述さ

れているように少子化に対し,エンゼルプラン,新エン

ゼルプラン,次世代育成支援,少子化対策基本法,次世

代育成支援対策推進法を制定し,さらに2006年に「新

しい少子化対策について」を報告し,少子化対策に取り

組んできた(Fig.1).
沖縄県の2004 (平成16)年の出生数は1万6,362人7)

1989　90　91　92　93　94　95　96　97　98　99　2000　01　02　03　04　05
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資料:厚生労働省「人口動態統計」等に基づき富士通麗冊が作成.

Fie. 1合計特殊出生率の推移と少子化対策　　　　　　　　文献6 ) P.25より引用
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であり, 2003 (平成15)年の出生数1万6,303人に比べ

て59人増加した.沖縄県の合計特殊出生率は日本一を

維持しているが, 2005年は1.713　で, 2004年の1.72を

0.01ポイント下回っている.沖縄県は少子化社会対策大

綱に基づき2005年に「子ども・子育て応援プラン(沖

縄県次世代育成支援行動計画8))」を策定し,様々な対

策がとられているが,目に見える大きな成果はなく合計

特殊出生率は下がり続けている.

沖縄県の祖国復帰に伴い全国のデータがそろった約30

年前の1975 (昭和50)年には,合計特殊出生率の全国

平均は1.91であり,沖縄県の合計特殊出生率は21で

あった1).そこで, 30年間の年次差を見てみると,全国

平均は0.66ポイントの低下であるのに,沖縄県は1.17ポ

イント低下しており,全国一高い落ち込みである.また

2005 (平成17)年の国勢調査9)では,沖縄県の15歳未

満の年少人口は, 18.7%と全国一であるが, 2000 (平成

12)年の調査の20.0%と比較して1.3ポイントの減少で

あり,一位の長崎県の1.4ポイントの次に多い.このよ

うに沖縄県の少子化の速度は,他県に比べ早いのではな

いかと懸念される.

少子化がもたらす影響については多くの文献1,2,5,6)

やマスコミで報道されているが,その多くは経済的問題

と社会的影響である.経済的問題としては, ①少子化に

よる生産年齢人口(15歳以上65歳未満人口)の減少と

それに伴う労働力人口の減少, ②関連生産業-の影響,

③消費や貯蓄の減少, ④社会保障負担の増加等である.

社会的影響としては①子どものいる世帯の減少といった

家族形態の変容, ②児童数や学校数の減少,子どもの人

間関係の希薄,コミニュケ-ション,競争心の低下,親

の子どもに対する過保護,過干渉といった子どもの発達

や教育に関わる影響, ③地区運動会,村祭りといった伝

統行事・祭りの中止による地域社会の活動低下等があげ

られる.

特に,主たる産業基盤もなく失業率も高く経済的にも

恵まれない離島県である沖縄県は,その気候と歴史的に

発展してきた琉球文化と伝統行事,長寿・健康・癒しが

売り物の観光産業等のサービス産業が経済資源の大きな

ウエイトを占めている.こうした観光事業に,日本一の

合計特殊出生率をはじめ,伝統行事を受け継ぎ祭りに参

加する子どもたちの地域活性化に果たす役割は,非常に

大きいものがあり,少子化は沖縄県の観光機能を麻捧さ

せ過疎化をまねき,死活問題にも発展しかねない.

本稿は全国および沖縄県の最近の統計資料と私たちの

研究結果をもとに沖縄県の少子化について考察し,その

上で,われわれの行っている家族計画実態調査のような

夫婦の出生力に関する調査のデータはその市町村単位の

簡便な少子化の動向を知る統計資料として有用性を持つ

のでははないかということについて,解説していきたい.

・2¥

I.日本政府および沖縄県の少子化対策

エンゼルプランを初めとする少子化対策が次々と策定
されているにもかかわらず,夫婦の産む子ども数は減少

し,晩婚化,未婚化・非婚化は増え続け日本の産業社会

の衰退,伝統社会の崩壊を危倶する者もいる.最近の日
本政府および沖縄県における少子対策についてみてみ
よう.

1. 「新しい少子化対策について」と沖縄県の「子ども・

子育て応援プラン」

日本政府は2006年6月に従来の対策のみでは少子の

流れを変えることはできなかったとして,少子社会対策

会議決定「新しい少子化対策について10)」を発表した.新

たな少子化対策の視点としては, (1)社会全体の意識

改革と(2)子どもと家族を大切にするといった視点に

立った施策の拡充をあげている. (1)の社会全体の意

識改革としては,子どもの誕生を祝福し,子どもを慈し

み,守り育てることは社会の基本的責任であり,子ども

を育む家族を地域社会が支える.そのため国,地方公共

団体,企業,地域社会等が連携の下で社会全体の意識改

革に取り組むことを重要としている. (2)としては,

子育て支援はたんに親の負担を軽減することが目的でな

く,親子の関係を良好にし,子育ての喜びを実感できる

ことを通じて家族機能や家族の粋を強めること,また職

場の働き方を是正し,仕事と生活の調和を図るとして
いO.

以上を踏まえ, 「新しい少子化対策について」は妊娠・

出産乳幼児期までの子育て支援策として①出産一時金の

支払い手続きの改善, ②妊娠中の検診費用の負担軽減,

③不妊治療の公的助成の拡大, ④妊娠初期の休暇などの

徹底・充実, ⑤産科医等の確保等産科医療システムの充

実, ⑥児童手当制度における乳幼児加算の創設, ⑦子育

て初期課程に対する家庭訪問を組み入れた子育て支援ネッ

トワークの構築の7つを提示10)し　20,127百万円の母子

保健対策関係予算が付き,出産前後,乳幼児期の子育て

世帯の経済面での負担を軽くする施策が充実した.また,

企業や社会における働き方の改革を推進していくため

「企業の子育て支援の取り組みの推進」 「官民一体子育て

支援推進運動」などの内容が盛り込まれている10)さら

に平成19年2月からは基本戦略,働き方の改革,地域・

家族の再生,少子化社会対策大綱の点検・評価等の事項

を検討する「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検

討会議を開催している11)

沖縄県は2005 (平成17)年に今後5年間で取り組む

「子ども・子育て応援プラン8)」を取りまとめ冊子にし

たが, 2007 (平成19)年3月17日の地方新聞によると

沖縄県の子ども・子育て応援プランにおいて県が掲げた

2009年までの目標数値数96項目のうち達成率が40%以

上であったのはたった29項目で　0 %-40%は27項目
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であり, 31項目で達成率0 %と報道されており充分功

を奏しているとはいえない.

2.生む女性の視点に立った少子化対策の必要性

ある高視聴率のホームドラマの出産シーンをみた助産

師の孫は結婚や出産を否定的に捕らえたため,テレビの

示す「たえず痛みを伴い母親を疲労国債させる」という

出産のイメージを払拭させるのに苦労したそうである.

これを聞いて私は,何万人という若い女性たちは,この

孫娘と同様に感じたのではないかとマスコミの影響を憂

慮した.この助産師は,分娩は苦痛の伴う陣痛だけなく

陣痛間歓という安らぎもあり家族や医療職の多くの人に

励まされながら出産し,子どもの誕生を祝福し喜び合う

すばらしいもので,女性にとって大きく成長する-大イ

ベントとして説明した後,多くの女性たちが妊娠・出産

を子どもが持て家族が増える楽しみや喜びであり,ごく

自然の営みとして受け入れて欲しいと感じたそうである.

Shieila Kitzingerl'は日本を含め多くの国の出産を紹
介し,それがいかに神聖で,夫を中心とした家族,女性

同士の助け合いでなされた自然なものであったかを紹介

している.三砂13)は豊かな出産経験をするためには出

産の場が自分自身を,そのままからだの経験にゆだれら

れるような安心した状況になる必要があり,それには誰

か自分をありがままで受け止めてくれる人が傍にいると

いうことがとても大切な決定要因になるとしている.母

児の安全を重視し,病院の産科管理を優先するあまりに

正常分娩でありながら,産婦を家族から分離させ,手術

室のような分娩室で,初対面の当直医師や助産師とモニ

ターに囲まれ不安の中で分娩するというようなことは,

出産環境が安全のみでなく快適さやアメニティも重視さ

れる現在,さすがに少なくなった.しかし,分娩の恐怖

体験が,第2子,第3子の出産を蹄曙させる現状も実際

に存在している13)女性が妊娠・出産し子どもを持つま

での過程は非常にプライベートで個人的なことであり,

産む女性に寄り添い女性が本来備えている生み出す力を

引き出すような,産む女性の視点にたった少子対策も同

時に行わない限り,女性は子どもを産まないのではない

かと考える.産婦が一生に一度か二度しかない出産とい

う大イベントに臨む時の環境は産婦とその家族が主体的

に関われるように,医療者は安全かつ快適に整備すると

ともに,分娩中はたえず寄り添い,分娩後は出産に立ち

会ったすべての人が新たに家族となった新生児を祝福し,

その後の子育てにも母親を助け積極的に援助し続ける体

制が必要となろう.

3.妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保のための

対策

2010年までに関係機関・団体が一体となって推進す

る国民運動計画「健やか親子21」14)の課題のひとつに

「妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊-の

支援」がある.そしてこの課題こそが,これから子ども

を産む女性にとっては, 「子どもの心安らかな発達の促

進と育児不安の軽減」とともに他の2つの課題「思春期

の保健対策の強化と健康教育の推進」, 「小児保健医療水

準を維持・向上させるための環境整備」,よりも当面,

重要で充実して欲しい課題である.ところが, 「健やか

親子21」中間評価報告書15)を見ると妊娠・出産に関す

る満足度は,出生した児の健康状態といった一つの結果

を基に評価しているため妊産婦側からの客観的かつ普遍

的に満足度を評価する方法の検討が望まれるとされて

いる.

また妊娠・出産の安全性や快適さにかかわる女性産婦

人科医者を含む産婦人科医の減少および地域偏在,助産

師の施設間偏在が見られ,このような状態が続けば妊娠・

出産に関する安全性およびl矢適さの確保は難しくなり,

有効な対策を打ち出す必要がある15)これらの点から見

れば妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保について

の対策はまだ十分とはいえない.

沖縄県の「健やか親子沖縄2010」16)の主要目標2の

「すべての赤ちゃんが元気に生まれ育つ」は,当時,全

国一であった低出生体重児の出産を予防することに主眼

が置かれて策定されたため,妊産婦についての対策は,

早期の妊娠届出と喫煙のみである.その中間評価報告

書17)において, ①乳児死亡が著しく改善している. ②

低体重児出生率および妊婦の喫煙率は高くなっている.

③妊娠11週以内での妊娠の届出率は悪化傾向にある.

④母子手帳交付時の保健指導が行われている市町村は増

加している. ⑤妊婦検診率は低下していると報告してい

る.これらを踏まえ, ①妊婦に対する保健指導の強化,

②ハイリスク妊婦の支援システムの強化, ③不妊相談者

-の支援の体制の強化を今後の取り組みとしてあげてい

る.しかし快適な出産に関する対策はまだ見られないが,

妊産婦人口に対する就業助産師の割合が全国平均以下で

あったことから助産師を増やす対策も強化する必要があ

るとしている.

Ⅱ.家族計画実態調査からみた沖縄県2市の
少子化研究の概要

ところで,私たちは2000年沖縄県の隣接するN市, U
市に住む母親1,165人を対象に子ども数および家族計画

についてのアンケート調査18)を行い,今後の沖縄県の家
族計画の策定および少子化対策についての基礎資料とす
るため研究をおこなった.その集計結果を基に,まず最

初に,島尻ら19)と12年前(1988年)に同市において家

族計画に関するアンケートを行っていたため,両調査結
果を比較しその変化をみた.また,同じ調査のデータを

使い,現在いる「子ども数」はどういった要因と関連が
深いのか, 「もっと子どもが欲しい」という母親の意識

はどのような要因と関連しているかといった母親の視点
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から子ども数を分析し報告20)した.最後にN市とU市の

2000年度の人口1000人あたりの出生率,合計特殊出生

率に大きな開きがあったことから, 2市の基本統計,千

ども数,家族計画に対する意識等の中から出生数の違い

につながる要因があるのかを分析し報告21)した.

1. N市とU市の概要

われわれが調査を行った平成12年における沖縄統計22)

国勢調査(2004)からN市とU市の概要を調べてみる

とN市の人口は301,032人, U市102,734人とN市が約3

倍多くなっていた.またN市とU市では生産年齢人口は

ほとんど変わらなかったもの年少人口はN市18.1%とU

市21.3%,老齢人口はそれぞれ14.0%と).7%であり, N

市で老齢人口の比率が高く年少人口が低くなっていた.

1世帯あたりの世帯人数はN市2.67人, U市2.86人であっ

た. N市人口1000人当たり出生率はii.r　合計特殊出

生率は1.562:であるのに対し, U市は人口1000にあたり

の出生率16.02'で,合計特殊出生率は2.062fであった.

2.対象および調査方法

調査対象は, N市は2000年12月から2001年2月までに

行われた5回の乳児健康診査に訪れた962人中839人

(87.21;　U市は2001年1月と2001年3月に行われた2

回の乳児健康診査に訪れた438人中326人( 74.4%)の合

計1,165人の母親である.これは平成12年のN市の全乳

児健診受診児数2,707人の31.0%, U市の全乳児健診受

診児数1,531人の21.3%にあたり,またN市の全出生数

の24.2%, U市の全出生数の19.5%に相当した24)

調査はN市とU市の乳児健診の会場で,現在の子ども

数,理想子ども数,避妊法,人工妊娠中絶の経験の有無

等を検討した島尻ら19)の調査とほぼ同様の内容による

自己記入式の質問紙を用い行なった.本調査における倫

理的配慮として,母親に直接アンケート用紙を手渡して

調査の意図を説明し,同意の得られた母親にのみ無記名

で回答してもらう方法をとった.

アンケート内容には2市における母親の現存子ども数,

理想子ども数およびあと何人子どもが欲しいかを含め,

母親の年齢,父親の年齢,結婚年齢,学歴,職業の有無,

住居,年間収入(カテゴリ一別),また家族計画に対す

る意識(家族計画の定義,避妊の実践有無,避妊の確実

性,人工妊娠中絶-の認識,人工中絶の有無,低用量ピ

ルの使用希望等)が含まれている.こうして得られたす

べての基本属性と子ども数には何らかの関連を持ってい

るのか調査するため2市の全対象者を通して,また2市

を別々分け比較して分析を試みた.アンケートの統計解

析にあたっては,統計パッケージSPSSバージョン10J

for Windowsを使用し記述統計,クロス集計を行った.

検定はt検定またはx2検定を用いた.各検定とも有意

確率0.05未満を有意とした.クロス集計によるパーセン

ト値は無回答,不備回答等の欠損値を除く総数を100%

23

として検定した.

2.調査結果の概要

12年前と比較した子ども数の研究では①理想子ども

数は増加していたが現存子ども数は幾分減少し, ②人工

妊娠中絶に対し「認める」ものが有意に増加し, ③体外

授精に対する容認率が増加するなどの家族計画に関する

意識に変化が見られた18)

子ども数,およびもっと欲しい子ども数からの分析に

おいては, ①理想子ども数の多いほど実際多くの子ども

をもち,また多くの子供を欲しがること, ②母親の年齢

および結婚年齢が若いほど多くの子どもを欲しがる, ③

子ども多く持ちたい母親は子どもをを生み終えたい年齢

を遅く設定している, ④2市の母親の7割が理想子ども

数を3人以上と答えており,現在2人以下の子どもを持

つ約6割の母親が3人以上の子どもを持ちたがっている,

⑤沖縄県の夫婦は収入が300万円以下やアパート暮らし

でも3人以上の子どもを欲しがっている等を兄い出し

た20)

最後の2市の出生率の違いを子ども数や対象者の属性,

家族計画に対する意識から分析した結果では, 2市の間

には父母の年齢,父親の結婚年齢,子どもを産み終えた

い年齢,中絶の回数で有意差を認めたが,現存子ども数,

もっと欲しい子ども数など出生率に直接つながると思わ

れる要因に有意差はなかった.また家族計画に対する意

識にも差は無かった.特に2市は隣接しているためか,

現存子ども数や欲しい子ども数,理想子ども数はほぼ同

数で差はなく,家族計画に対する意識もほとんど似通っ
ていた21)

Ⅲ.沖縄県の少子化の要因

少子化には,多くの要因が絡み合っており,それを特

定することは困難を要するが,夫婦が子どもを産まなく
なったことおよび未婚化,晩婚化ということが少子化を
もたらす大きな要因であることがいわれている.この3

つの要因について沖縄県の状況を,平成18年度少子社

会白書1),最新の人口動態統計,出生に関する統計4)や
国勢調査9),第13回出生動向調査の夫婦調査27)および独

身調査の概要28)沖縄県の母子保健7)等から全国と比較
しながら解説し,またわれわれの研究結果を加味しなが
ら考察したいと思う.

1.夫婦の出生力の低下;産む子ども数の減少
2002年に行われた国立社会保障・人口問題研究所の

第12回出生動向基本調査の結果29)は, 25歳以上の夫婦
において出生率の低下が見られることを示したことから,
夫婦の出生力の低下が注目され, 「少子化対策プラスワ

ンー少子化対策の一層の充実に関する提案」30)が出され,

子育てをする家庭の視点からの取り組みがなされるよう
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になった.それでも夫婦の産む子ども数は下降し続け,

その後も相次いで少子化対策推進のための策定がなされ

ているが(Fig.1参照),まだその効果を見るまでには
至っていない.夫婦の出生力はどのように推移してきた

のかを夫婦の産む子ども数の動向から見てみよう.

1 )子どもの出生順位別の出生数の割合の年次推移

人口動態統計特殊報告,平成17年度出生に関する統

計4)から全国平均の出生順位別の出生数の割合をみると

2004 (平成16)年の第1子の占める割合は48.3%であり,

第2子37.5%,第3子11.5%,第4子以上2.0%であっ

た.

Tablelは沖縄県の出生順位別に見た出生数とその比

率の年次推移を示したものである.第1子の占める率は,

2000 (平成12)年は41.6%で, 4年後の2004 (平成16)

年は41.1%とほぼ同比率となっている7).しかし第2子

の占める割合は31.7%から33.6%に増加し,その代わり

に第3子は18.1%から17.6%に減少し,第4子は6.3%

から5.5%に減少していた7).第2子の占める割合は年々

増加する代わりに, 3子以上の占める割合は減少してき

ている.

沖縄県と全国と比べてみると,第3子以上の占める割

合は全国が13.5%であるのに対し沖縄県は25.3%であり,

沖縄県の第3子以上の占める割合は高い.これは合計特

殊出生率を高めている要因のひとつである.ところが,

ここ数年間の年次推移だけでも3子以上の出生順位の構

成比は確実に減少してきており,子だくさんの沖縄県に

も少子化の波は容赦なく押し寄せている.

さて,われわれの2000 (平成12)年の調査において

乳児健康診査に訪れた母親のうち,子どもを1人持つも

のの割合は44.1%, 2人持つもの32.8%, 3人持つもの

17.8%, 4人持つものが4.3%であった.子ども1人お

よび2人持つもの割合は沖縄全体の平均より高く,反対

に3人および4人持つものは低く,これらの割合は2004

年の沖縄県より全国平均に近くなっていた.これはこの

2市が沖縄県では比較的都会化されており,少子化が他

の市町村よりも進んでいる可能性を示唆している.

2 )結婚期間から見た子ども数および理想子ども数

国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査は,

層化無作為抽出で選ばれた700箇所の18歳以上から50歳

未満の妻を対象として,届出などの公的統計では把握で

きない結婚ならびに夫婦の出生力に関する実情と背景を

定時的に調査・計量している全国規模の調査である.こ

の調査では結婚持続期間15から19年夫婦の平均出生子

ども数を夫婦の完結出生児数としている. 2005 (平成

17)年の第13回調査27)では,完結平均出生児数は2.09人

であり, 2002 (平成14)年の第12回調査29)の2.23人より

0.14ポイント減少していた.同じく第13回調査の結婚期

間15-19年の夫婦の理想子ども数は2.56人(全対象者の

平均理想子ども数は2.48人)で,完結平均出生児数2.09

人より0.47ポイント多くなっていた.また結婚期間別で

見た理想子ども数は結婚期間4年までの夫婦が2.30人,

5 -9年で2.41人, 10-14年で2.51人で,結婚期間が短

い夫婦ほど理想子ども数は減少していた27)

出生動向基本調査のようなデータは沖縄県全体として

はないため,われわれが2000年に行った1,165人(2000

年の全出生数の約7 %)の母親の家族計画実態調査の結

果で見てみると, Fig.2に見られるように結婚15-19
年の母親の出生平均児数は3.12人で結婚期間15-19年の

理想子ども数は, 3.65人であった20)完結平均出生児数

と理想子ども数のこの0.53人の開きは,理想的には3人

から4人の子どもを欲しがっている夫婦の産めない現実

I'二　h

0-4yo　　　　　5-9years　　1 0- 1 4y.oars　1 5- 1 9years

marriage period

Fig. 2 Ideal number of children and present number of

children by marriage period

Table 1 Trends in live birth and percent distribution by live birth order in Okinawa

order Live 1 st　　　　　　　　　2 nt1　　　　　　　　3 rd

years births child　　　%　　　child　　　%　　　child　　　%　　　child

1998　16,928

1999　16,6

2000　16,773

2001　17,169

2002　16,571

2003　16,303

2004　16,362

6,834　　40.4

6,842　　41.0

6,979　　41.6

7,065　　41.1

6,952　　42.0

6,765　　41.5

6,726　　41.1

5,38331i

5,35732.1

5,31631.7

5,46631i

5,34432.2

5,33032.7

5,5030Ofid.b

3,210　　19.0

3,059　　18.3

3,034　　18.1

3,187　　18.6

u　　　17.3
2,827　　17.3

2,872　　17.6

1,126　　　3.7

1,034　　　3.2

1,049　　　6.3

1,077　　　6.3

1,028　　　3.2

1,381　　6.3

900　　　　5.5

沖縄県の母子保健(平成16年度資料) p.17より引用
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を物語っている.

また全対象者の平均理想子ども数は3.15人で,結婚期

間0 -4年までの夫婦が2.81人,結婚期間5 -9年で

3.13人,結婚期間10-14年で3.35人と結婚期間が短い夫

婦ほど理想子ども数は減少していた.

われわれの調査(2000年)の子ども数は1997 (平成

9 )年の全国規模の第11回出生動向基本調査31)による

結婚期間15-19年の夫婦の完結平均出生児数2.21人や平

均理想子ども数2.53人よりもかなり高くなっていた.

沖縄県の母親の現存子ども数,理想子ども数の多いこ

とは,大きな強みではあるが,結婚期間の短い夫婦で理

想子ども数の減少が目立ち,われわれの調査でも結婚3

年以下の母親の理想子ども数は結婚期間が4 -9年以下

の母親の理想子ども数より有意に減少21)していた.こ

れら結婚3年以下のカップルの理想子ども数の減少は実

際に産む子どもの減少に繋がることは,十分予測される.

われわれの調査において,もう子どもは要らないと回答

した母親達の現存子ども数と理想子ども数の相関係数は

0.759とかなり高く21)母親たちは,理想子ども数を決

めるとその数に近い子しか生まない可能性が高いことを

指摘した.

3 )夫婦の出生力を高めるための施策

毎日新聞社人口問題調査会の2000年の第25回家族計

画調査32)において既婚者では3人を理想子ども数とす

るものが52.5%と最も多く, 4人以上の子どもを理想と

するものを合わせると60.1%であった.我々の調査18)で

も74.8%の母親が3人以上の子どもを理想子ども数とし

ていた.こうした「子どもは3人以上欲しいと思ってい

る」夫婦の意欲を活かし,現在の対策に加え,夫婦が実

際の出産に繋げられる必要な対策は何なのかをもう一度

洗いなおし,夫婦の本当に必要とする具体的対策が早急

に望まれる.

また結婚期間の短い夫婦ほど理想子ども数は低かった

ことから,結婚期間の短い夫婦にもいかに多く子どもを

産みたいと思ってもらえるかが今後の少子化対策の取り

組みのひとつになると考える. NHKのデータブック33)

によるとセックスをする理由は子どもが欲しいから(17

%)より愛情表現(64%),コミュニケーション(44%),

性的な快楽のため(28%)がはるかに優先していた.

このように考えている若いカップルに,現在の少子化対

策を確実に実施していくとともに,結婚し子どもがいる

楽しい家庭を疑似体験できる性と出産の教育の場をつく

ることもまた必要である. Lethbidge3'が述べているよ
うに夫婦のライフプランやニーズに対して安心して出産・

子育てができるように,母親や家族にアドバイスしてく

れる専門的な家族支援者が望まれる.こうした家族支援

者は,新たに母親となる女性のために,母性を育み,妊

娠・出産につながる出産・育児教育や満足なお産の体

験.35)母子の粋を深める母乳保育,母子同室の普及が行

えるケア提供者36)であり,また母親の育児負担を少な
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くするための保育政策,保育施設,社会資源に精通し,

母親の就業と子育てを両立させる保育環境の改善を行い,

夫婦の性別分業意識の変革もおこなえる専門家37)でな

ければならないと考える.

2.晩婚化の少子化-の影響

2005 (平成17)年に行われた第13回出生動向基本調

査28)によれば,いずれ結婚するつもりの未婚女性の希

望する子ども数は, 2.10人であり12回調査38)の2.03人よ

り増えたとしている.これは少子化対策の効果とも考え

られ喜ばしいが,未婚女性が結婚したいと思う年齢(希

望結婚年齢)は,ほとんどの年齢層で上昇28)しており

結婚を先送りする傾向は依然続いている.

われわれの研究18,20)では,子ども数と母親の年齢的要

因とは有意な相関のあることを述べてきたが,ここでは,

母親の年齢と子ども数に関する統計的資料から晩婚化の

少子化の影響をみていきたい.

1 )妻の平均初婚年齢

厚生労働省の2004 (平成16)年人口動態3)より「婚

姻第5表平均婚姻年齢;初婚者数・再婚者数(平成16

年に結婚生活に入り,届け出た夫・妻別)」から妻の平

均婚姻年齢を見ると全国の初婚で婚姻届出した平均婚姻

年齢は27.8歳3)で,この値は, 2002 (平成14)年の第12

回, 2005 (平成17)年の第13回の出生動向基本調査27,29)

における妻の平均初婚年齢それぞれ26.8歳, 27.4歳より

高くなっている.これは出生動向基本調査は, 18歳以

上50歳未満の対象者に限定して平均初婚年齢を求めて

いるのに対し,人口動態は全初婚届出者による平均婚姻

年齢であり,その年齢は15歳から75歳以上に及ぶため

と考える.そこで2004年の人口動態より18-49歳まで

の初婚届出数を分母とし, 18-49歳の各年齢と各年齢

ごとの届出数を掛けた総和を分子として,分子を分母で

割った値を妻の平均初婚年齢として算出すると27.3歳で

あり,全届出による27.8歳より0.5ポイント低下し,

2005年の出生動向基本調査の初婚年齢27.4歳とほぼ等し

くなった.

沖縄県の全届出による初婚女性の平均婚姻年齢は27.4

歳3)であったが,同じように18-49歳までの妻の平均

初婚年齢を算出すると26.8歳で,全届出平均より0.6ポ

イント低くなった.また全国と沖縄県の2004年の平均

初婚年齢を比べると,沖縄県のほうが全届出では0.4ポ

イント　18-49歳の届出に限定すると0.7ポイント低く

なっていた.

2000 (平成12)年には,全国の全届出による初婚者

平均婚姻年齢は27.0歳"(18-49歳で算出した場合26.5

読)で,同じく沖縄県は26.5歳"(18-49歳で算出した

場合26.0歳)であり,わずか4年しか経てないにもにも

かかわらず妻の平均初婚年齢は全国0.8ポイント,沖縄

0.9ポイント上昇しており,晩婚化が進行していること

を示している.

Table2からわれわれの家族計画実態調査20)の母親の
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結婚平均年齢を見てみると25.8歳であり,先に示した沖

縄県の2000年の18-49歳以下を母集団とした26.0歳とほ

ぼ等しい年齢となっていた.

2 )出生に関する妻の平均初婚年齢の考え方

ところで,平均初婚年齢の算出に当たっては人口動態

統計より,われわれは分母を届けのあった18-49歳ま

での妻の総数とし,分子を各年齢別にその届出数をかけ

た値の総和として,分子を分母で割った値で算出した.

その理由は近年,高齢者の婚姻が増加し全届出初婚者を

対象とした場合,初婚年齢は70歳代までに及び,それ

らがバイアスになり初婚年齢が上昇する可能性が大きい

と考えたからである.予想したとおり全結婚届出数によ

る平均初婚年齢は18-49歳以下の届出数を対象数と

した場合と比べ,約0.5ポイント高くなっていた.

出産動向基本調査やわれわれの家族計画実態調査の平

均初婚年齢は人口動態資料の全婚姻届出年齢による平均

初婚年齢の値よりも18-49歳までの結婚届をした女性

の総数で算出した平均初婚年齢のほうに近似しており,

市町村単位の出生に関係する初婚年齢の推移を人口動態

統計から比較する場合, 18-49歳の初婚者に限定して

算出したほうがより正確になると考える.ただ15-17

歳の初婚の届出数は少なくそれらを含めて算出した平均

初婚年齢の値は, 18-49歳までの値とほとんど差がな

かったことから50歳以上の届出者のみ除外してもよい

かもしれない.

3 )出生順位別の母親の平均年齢の推移

平成17年度出生に関する統計4)の第29表母の平均年

齢(p.293)を見ると2004 (平成16)年の沖縄県の第1

子出生時の母親の平均年齢は27.9歳であり全国平均の

28.9歳に比べて約1歳若くなっている.第2子は,全国

30.9歳に対し沖縄県30.0歳,第3子では全国は32.6歳,

沖縄県31.9歳となっており4), 1子から3子ともに母親

の出生時平均年齢は沖縄県が若くなっている.

ところで2000 (平成12年)年の子どもの順位別にみ

た沖縄県の出生時平均年齢39)は第1子が26.9歳,第2子

29.4歳,第3子は31.8歳であった.沖縄県の母親の第1

子の出産時の平均年齢2)は,結婚年齢の上昇に伴い平成

12年と平成16年の4年間で1.0ポイント(1歳),第2子

0.6ポイント,第3子0.1ポイントの上昇が見られ,子ど

もを産む年齢が高くなってきていることを示唆した.

われわれの2000 (平成12)年の2市の乳児健康診査

に訪れた母親の子ども数別に見た年齢は, Table2のと

おりであった.乳児検診においては乳児の前半期が3 -

4ケ月の乳児,後半期が9 -10ヶ月の乳児を対象とす

ることから,その平均受診月数6ケ月(0.5年)を母親

年齢から引くことにより出産時の母親の年齢を推計する

と,子どもを1人持っている母親の平均年齢は27.8歳,

2人持つもの29.9歳, 3人持つもの31.6歳となる.

これらを先に述べた2000年の沖縄県の出生時平均年

齢39)と比べてみると第1子(26.9歳)より0.9ポイント

高く,第2子(29.4歳)ではO.5ポイント高く,第3子

(31.8歳)ではO.2ポイント低くなっていた. 2000年時点

でのこの2市の母親の平均年齢は,すでに2004年の全

沖縄の第1子と第2子の母親の平均年齢に近くなってお

り, 2市は出産年齢の高齢化を先取りしているように思

われた.

4 )子どもの出生順位別の母親の平均結婚期間

2004 (平成16)年の出生順位別の平均結婚期間4) (第

30表p.294)を見ると全国平均は第1子出生までに2.06
午,第2子4.62年,第3子6.75年,第4子以上8.30年か

かっているが,沖縄県では第1子では1.47年,第2子で

は3.97年,第3子6.39年,第4子以上8.44年となってお

り,沖縄県のほうが,第1子,第2子を産むまでの結婚

期間は短い.しかし3人以上になると,全国平均とほと

んど差がなくなっている.沖縄県で第一子出生までの期

間が0.58ポイント短かったのは,できちゃった婚の多い

Table 2　Relationship between number of children and various critical ages of the mother

Pn当ent Mother's age①　　Marriage age②　Desired age Marital Total possible Residual

number of N　　(years old)　　　(y飽rs old)　　to cease period childbearing childbearmg

children childbirth'③　　　　　①-②　　period③-②　　period③-①

451　28.3±4.6

345　30.4±4.3

191　32.1±4.7

≧　　　　　　60　33.8±4.0

Total　　1.047　30.0ア4.8

:}] ≡:;≡;潤;;::≡封n]拍] :捕;揮
23.9±3.2　　　　34.1±4.1　　　　　9.9　　　　10.2　　　　　0.3

25.8 ± 4.0　　　　33.5 ± 4.2　　　　　　4.2　　　　　7.7　　　　　3.5

Note: (*)1% and (**) 0.1% significance by t-test, when data with a mean of 4 0r more children was

excluded

Note: the marital period - (average mothers age-average marriage age); the total possible child-

bearing period - (desired age to cease childbirth-marriage age) ; the residual childbeanng period

- (desired age to cease childbirth-mothers age)
文献20 p.137より引用
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ことと,妊娠すると中絶せずに生むということが影響し

ていると思われる.

さて, 2002 (平成14)年に出版された出生に関する

統計39) /第24表平均結婚期間p.209)によれば2000年の

沖縄県の第1子出生までの平均結婚期間は1.39年,第2

子3.87年,第3子6.46年,第4子以上9.02年であった.

2004 (平成16年)と比べると, 2004年の夫婦の結婚期

間のほうが第1子が生まれるまでに0.08ポイント,第2

子が生まれるまでに0.1ポイント長くなっていた.ちな

みに1990 (平成2 )年の児の出生時順位別の平均結婚

期間39)は子ども1人が1.31年,子ども2人で3i　年であ

り, 3人では6.58年であったことから考えると子どもを

産むまでの期間は確実に長くなってきていることが伺え

る.このことは,結婚が晩婚化しているだけでなく,結

婚しても子どもをすぐ産まない傾向にあることを示して

いる.母親の生理的・社会的・経済的に産める期間は限

られるため,結婚年齢が高く,第1子,第2子を産むま

での期間が長くなるほど,産みたいと思う子ども数(哩

想子ども数)は多くても実際に産める子ども数は限られ

ることになり,夫婦の出生力の低下に繋がる. 3人以上

の子どもを望むカップル-の晩婚対策だけでなく,結婚

した後の早めの出産の奨励が示唆された.

ところで,われわれの家族計画実態調査20)の平均結

婚期間をtable2から見てみると,出生順位別母親の平

均結婚期間は第1子が1.9年,第2子4.7年,第3子7.2年,

第4子以上9.9年となっており,これらの期間から乳児

の平均年齢約0.5歳を引いた,出生時の推定結婚期間は,

第1子1.4年,第2子4.2年,第3子6.7年,第4子以上

9.4年となり, 2000年40)の平均結婚期間に近かった.

5 )出生した児に対する母親の年齢階級別構成比

2004 (平成16)年の全国の母親の年齢階級別にみた

出生した児に対する構成割合4)を見てみると15-19歳

構成比は1.7%, 20-24歳12.3%, 25-29歳　3.3%を占

めていた.また30歳～34歳の出産時の構成比は37.4%,

35歳～39歳13.5%, 40歳以上1.1%であった.

沖縄県の母子保健7)から年次別による出生した児に対

する母親の年齢階級別構成比(Table3 )を見てみると,

2000 (平成12)年に19.0%を占めていた20-24歳の構

27

成比は, 2004 (平成16)年には17.4%に減少し, 25-29

歳では33.4%から30.0%に減少した.逆に2000年に　3.7

%を占めていた30-34歳の構成比は, 2004年には31.7%

に増加し　35-39歳でも12.5%から14.9%に増加してい

た.このことは沖縄県の女性の出産年齢が高年齢化して

いることを示唆する.

ただ19歳以下の構成比は4.0%から3.4%に減少してい

たが,全国平均の1.7%より2倍以上多く, 40歳以上で

も全国平均1.7%に対し沖縄県は2.5%であり,宿ったい

のちは人工妊娠中絶せず出産までという意識はまだ残っ

ていると考えられ,これらは少子化にとって強みになる

と考えられる.

ところで,われわれの家族計画実態調査(2000年)の

母親年齢から0.5歳を引いて補正した母親の年齢階級別

出生した子どもに対する構成割合は19歳以下3.2%, 20

-24歳14.0%, 25-29歳37.8%, 30-34歳30.9%, 35-

39歳12.5%, 40歳以上1.6%でありその構成割合は沖縄

県の2000年40)の構成割合にほぼ近似していた.

6 )晩婚化に対する施策

統計で見る限り,沖縄県の初婚年齢および第1子出産

までの平均結婚期間は延長しており,数値的には全国平

均よりまだ低いものの晩婚化は進行し,また結婚しても

すぐに子どもを作らない傾向が示唆された.

晩婚は出産期間の短縮につながり産みたい子どもをあ

きらめる可能性もあるため,晩婚化を視野に入れ,遅く

結婚しても子どものいる楽しい家庭を作りたいと考える

夫婦に,遅い出産でも出産期間を考慮し,結婚後の早め

の出産を奨め,できるだけ欲しいだけの子どもを産める

ようにする援助も少子化対策としては必要と考える.

しかし,経済的理由で結婚に踏み切れず晩婚となるカッ

プルも急増していることから,その基盤整備としての正

規雇用や安定した収入は必須である.

3.未婚化・非婚化と少子化

われわれの研究は乳児を持った夫婦を対象としたため,

未婚化,非婚化については言及しなかったものの,国勢

調査の統計データから見る限りでは沖縄の生涯未婚率は

全国平均より著明に高くなっており1),将来,少子化を

Table 3 Trends in live births and live birth rates for married female population by age of mother in

Okinawa

years　-19　　%　　20-24　　%　　25-29　　%　　30-34　　%　　35-39

1998　　625　　3.7

1999　　685　　4. 1

2000　　663　　4.0

2001　　654　　3.8

2002　　663　　4.0

2003　　554　　3.4

2004　　561　　3.4

3,206　18.9　　5,596

3,058　18.3　　5,479

3,185　19.0　　5,599

3,127　18.2　　5,600

3,881　17.4　　5,392

3,847　17.5　　5,203

3,855　17.4　　4,913

33.1　4,827

32.8　　4,792

33.4　　4,807

32.6　　5,095

32.5　　4,978

31.9　　5,004

30.0　　5,181

3.5　　2,254

3.7　　2,226

3.7　　2,095

29.7　　2,262

30.0　　2,195

30.7　　2,272

31.7　　2,436

13.3　　　420　　　2.5

13.3　　　439　　　2.6

12.5　　　424　　　2.6

13.2　　　431　　2.5

13.2　　　462　　　2.8

13.9　　　422　　　2.6

14.9　　　416　　　2.5

人口動態2004年第2巻より引用
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もたらす有力な要因となりうることが予想されるため,

国勢調査の統計資料を用いて分析してみた.

2000 (平成12)年の国勢調査41)では沖縄県の20歳か

ら34歳までの未婚率は男子では66.0%,女子で54.3%で

あったが, 2005 (平成17年)の国勢調査9)の結果では

男子で65.8%,女子で55.4%となっていた.男子は0.2

ポイント低下したものの,女子の未婚率は1.1ポイント

の上昇がみられた.全国平均の2005年の20歳から34歳

までの未婚率は,男子で　3.5%,女子で57.2%となって

おり沖縄県のほうが幾分低くなっている.

また, 2000 (平成12)年41)の沖縄県女性の5歳年齢

階級別の未婚率を見ると20歳～24歳では81.1%, 25-29

歳では53.9%が未婚であり, 2005 (平成17)年9)は20歳

～24歳では1.1%, 25-29歳では55.4%が未婚となって

おり,この5年間で未婚率は上昇している　2005 (平成

17)年の全国の平均未婚率を見てみると20歳～24歳の

女性で　3.7%　25-　歳で59.0%であり7),沖縄県の方

20歳代の未婚率は幾分低くなっていた.

さて,生涯未婚率は「45-49歳」と「50-54歳」の

未婚率の平均値から「50歳時」の未婚率として結婚し

たことがない人の割合を算出するもので,生涯独身を貫

く人がどの程度存在するかの統計指標として用いられる.

沖縄県の生涯未婚率はFig.3に見られるように,男女と
もに全国平均を大幅に上回っているだけでなく, 2000

(平成12)年の国勢調査41)より2005 (平成17)年の国勢

調査7)において大幅に上昇した.

1985年の国勢調査以降,男女それぞれの生涯未婚率

の割合は,急激に増加しており沖縄県の非婚化の傾向は

男女ともに著明であることが分かる.

シングルマザーの増加,同性愛者の結婚に頼らない新

たな家族体系が作られる中,こうした男女の未婚化,非

婚化の上昇は必ずしも子どもを産まないことに繋がらな

いかもしれない.実際,平成17年度出生に関する統

計'(p.47)では嫡子でない子の出生構成割合は沖縄県
が4.3%と最も多く全国平均の2倍となっていると記し

ている.
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Fig. 3 Trends in unmarred population from 45 years

old to 54 years old

しかし,沖縄県男女の急速に増加し続ける全国より高

い生涯未婚率の年次推移は憂慮すべき現象である.結婚

もせず子どもを作らない男女人口の増加が少子化社会-

及ぼす影響は大きいことが推測12,43)され,将来,沖縄県

の少子化にますます拍車をかけることも考えられる.局

居44)らは国勢調査から沖縄県の30代女性の未婚率が19.9

%と全国平均より高い結果を算出し, 「沖縄では早婚,

多産が見られるが,今後晩婚化や産み控えが起きれば都

市並みに出生率の低下が起こりうる」と指摘している.

今後の沖縄県男女の晩婚,未婚化,非婚化の対策の遅

れは,沖縄県の夫婦の高い出生率を脅かすほど影響する

ことも予想され,日本一高い出生率を低下させる事態を

招くことになりかねない.

Ⅳ.乳幼児健康診査時の家族計画実態調査の
少子化指標としての有用性

沖縄の夫婦の出生力や晩婚化の影響について,全国お
よび沖縄県の統計資料にわれわれの調査結果も加えて述

べてきたが,これらのことは市町村レベルでの乳児検診
時の調査で子ども数,子どもの順位,子ども数に関連し

た母親と父親の年齢や結婚年齢,結婚期間等,人口動態
や出生動向基本調査と比較しうる子ども数に関するデー

タが十分入手可能であることを示唆している.
今まで各章において私たちが述べた乳児検診時の家族

計画実態調査の結果は,対象者数が沖縄県の全出生数の
ごく一部(約7 %)でしかないにもかかわらず,沖縄県
の人口統計や出生に関する統計,国勢調査および全国の

出生動向調査等の子ども数,理想子ども数,子ども順位

別の構成比,母親年齢,結婚年齢,結婚期間等,それほ
ど違わない数値であったことを示してきた.
これらのことは市町村レベルで年1回,乳児健康診査

時に家族計画実態調査を継続して行えば,その得られた

データは,少子化の動向を知る統計資料となりうる.も
ちろん,母親の年齢に関係するデータにおいて,今回出
産時点に変換するために0.5歳を引くという方法で算出

したが,この点を補うには調査項目に母親の現年齢だけ

でなく,子どもの出産時の年齢を設問として追加すれば
解決し　0.5歳を引くことなく正確な出産時年齢を入手
することが可能となる.

国立社会保障・人口問題研究所が行っている出生動向

基本調査は出生届けなどの人口動態統計だけでは現存子
ども数,理想子ども数,もっと産みたい子ども数(予定
子ども数)等や夫婦の状況が得られないとして5年ごと

に調査されている.しかし,市町村単位で同様な企画で

調査を行うとなると,多くの調査員や費用が入用となる
だろう.しかし市町村において毎年数回,定期的に行わ
れている乳児健康診査を活用し,年1回,健康診査の案

内用紙とともに,子ども数に関するこれらの内容の設問

を含んだ無記名の調査用紙を送付し回収すれば,調査員
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を頼むこともなく,ほとんど経費がかからずにこうした

夫婦の出生力を把握できるデータを得られるという利点

がある.またアンケートの質問内容を工夫することによっ

ては母親たちの妊娠・出産,避妊,育児に対するニード

を入手する手段ともなりうる.こうして得られたデータ

を分析することで,市町村レベルでの少子化の推移を予

測でき,また少子化対策の評価の統計資料となりうる.

まとめ

(丑沖縄県の合計特殊出生率を30年前と比較すると,

全国一高い落ち込みである. ②2005 (平成17)年の国

勢調査によると,沖縄県の15歳未満の年少人口は, 2000

(平成12)年の調査のと比較して,子どもの割合が大き

く減少している2番目の県である.といったことから沖

縄県の少子化は,他県に比べ早いのではないかと懸念さ

れている.こうした懸念を踏まえ,全国および沖縄県の

最近の統計資料と,私たちの家族計画実態調査の結果を

加味し沖縄県の少子化について考察し,その対策につい

て述べた.

(丑出産順位の第3子,第4子の占める割合は減少し,

出生順位3人以上の届出の構成比は確実に減少しており

夫婦の出生力は低下している. ②結婚期間の短い者ほど

理想子ども数は減少しており,実際に産む子ども数も少

ないことが予測される. ③晩婚化を示す初婚年齢は上昇

し,結婚後,第1子の出産まで期間は延長している. ④

沖縄県の生涯未婚率の割合は,男女とも全国平均より高

い率で毎年上昇している.これらの対策として, ①実際

に子どもを産む女性の視点にたった安全でl央適な妊娠,

分娩-の取り組みと, ②晩婚の夫婦,若い夫婦に対しそ

の状況に応じ,重点的に子育て支援する必要のあること

を解説した.また, ③出産環境の整備や欲しいだけの子

どもを産めるようライフプランの設計や適切な避妊・出

産・育児指導のできる専門的援助者の必要性や, ④全国

より急速に増加する生涯未婚率-の早急な対策の必要性

を述べた.

また,全国および沖縄県の人口統計資料や調査報告書

等と乳児健康診査時に行った家族計画実態調査の結果を

照合し,対象数やデータ-抽出法,調査方法などは異な

るものの,子ども数に関して得られた結果は近似してい

ることがわかった.このことから家族計画実態調査は出

生動向調査調査に替わる市町村単位の夫婦の出生力や少

子化の推移を把握したり少子化対策の評価に使うことの

できる簡便な調査法として有用と考える.
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