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障害者も夢中でダンス「チョイワルナイト」 県内外の８００人交流
東京新聞 2018 年 8 月 12 日
ボーカルの歌に合わせて踊る参加者たち

ダンスと音楽を通じて障害者と健常者ら
が交流を図るイベント「チョイワルナイト」
が十一日、川崎市麻生区の新百合２１ホール
で行われた。八百人近くが参加。汗びっしょ
りになりながら、それぞれが自分なりのパフ
ォーマンスを楽しんだ。
（安田栄治）
イベントを開いたのは「ソーシャルワーカ
ーズ」
。会社員や社会福祉士、介護士、保育士、プロのダンサーなど男女約二十人からなり、
福祉施設や福祉関係のイベントでダンスを披露している。活動は市内が中心で、年間八十
回ほどになるという。
「チョイワルナイト」は、障害者らが参加できるダンスの場をつくりたい、との思いか
ら毎年八月に同市内で開催しており、今年で九回目。知名度が浸透してきたとみられ、今
回は福島県や静岡県などからも訪れ、参加者は前回の六百人を上回った。市内のグループ
などが披露するダンスや音楽に合わせて手をたたいたり、飛び上がったりと思い思いに楽
しんだ。
知的障害と自閉症がある六歳の息子と昨年に続いて参加した埼玉県越谷市の主婦篠崎リ
エさん（４２）は「障害児を持つ親としてこういう活動に出ることができてうれしい。息
子は音楽が好きなのでジャンプしたり、雄たけびを上げたりと自分なりの楽しみ方をして
いる。笑顔がすごくいいので来年も楽しみ」と、駆け回る息子の姿に目を細めた。
ソーシャルワーカーズのリーダーＴＯＭＯＹＡさんは参加者たちに「これだけたくさん
の人が集まってダンスに夢中になった。この盛り上がりは最高です。音楽とダンスのコミ
ュニケーションを使いこなして、これからも楽しんでいこう」と呼び掛けていた。

自閉症の奏者・吉岡さん 浜松で繊細なピアノ披露
中日新聞 2018 年 8 月 12 日
巧みな指使いで多彩な音色を紡ぐ吉岡駿さん＝浜松市中区の市福祉交
流センターで

自閉症のピアノ奏者、吉岡駿（はやき）さん（１８）＝埼
玉県朝霞市＝のリサイタルが十一日、浜松市中区の市福祉交
流センターホールで開かれた。繊細な指使いで多彩な音色を
紡ぎ、会場を魅了した。
吉岡さんは三歳の時に知的障害を伴う自閉症と診断された。
五歳からピアノを始め、これまでに国際ジュニアピアノコン

クールなどで入賞。二〇一四年から各地で年六回の自主公演を行ったり、中学校や市民の
吹奏楽団などと共演したりしている。
「パリの音楽とドイツ ＢＢＢ ｕｎｄ Ｂ」と題し、フランス・パリで活躍したショ
パンやラヴェル、ドイツを代表するバッハやベートーベンら八人の作曲家の計十曲を演奏
した。
一曲を弾き終える度、吉岡さんは舞台袖に入る際に、父良平さん（５４）とハイタッチ。
演奏した曲の評価を母親に書いてもらってから、次の曲に臨んだ。これらは自閉症特有の
こだわり行動。吉岡さんのルーティンになっていると、良平さんは楽曲や音楽史の紹介に
合わせて説明した。
良平さんは「駿の演奏を通して、障害者だろうと誰であろうと、音楽を楽しめると知っ
てもらいたい」と話した。
（飯田樹与）

医学部入試、７７％で合格率に男女差…読売調査
東京医科大が女子受験生らの合格者数を抑
制していた問題を受け、読売新聞が医学部をも
つ全国８１大学に男女別の志願者数や合格者
数などを尋ねたところ、回答した７６校の７
７・６％に当たる５９校では、今春の一般入試
で男子の合格率が女子より高かったことが分
かった。男女ごとの全志願者に対する合格率は、
男子８・００％に対し女子６・１０％と１・９
ポイント低かった。東京医科大以外はすべて、
性別による得点操作を否定した。
読売新聞は今月初め、東京女子医科大を除く
８１校にアンケート方式などで▽選抜方法▽過
去５年の一般入試における男女別の志願者数
と合格者数▽性別などによる得点操作の有無
――を聞いた。北里大は回答せず、東京大、帝
京大、富山大、福島県立医科大は男女の内訳を
公表しなかった。

「生涯未婚率」男性が圧倒的
に高いワケ

ニッセイ基
礎研究所研
究員 天野
馨南子
読 売 新 聞
2018 年 8 月 9
日
「生涯未婚率」
。国の重要課
題である少子化問題を語る際
に挙げられることが多いこの
指数だが、この２０年ほどの
間に、男女間で約１０ポイン
トもの大差がついている。な

読売新聞 2018 年 08 月 12 日

ぜなのか……。結婚をめぐる男女“格差”のナゾを、ニッセイ基礎研究所の天野馨南子氏が読
み解く。
「５０歳結婚歴なし」が激増
統計上の「生涯未婚率」とは、
「調査年に５０歳の男女のうち結婚歴がない人の割合」を
指す。この数字が、１９９０年の調査以降、急増傾向にある。２０１５年の国勢調査では
５０歳男性の２３．４％、５０歳女性の１４．１％に一度も結婚歴がなかった。なお、９
０年には、男性５．６％、女性４．３％と、差はほとんどなかった。
生涯未婚率の上昇は、少子化にも影響しているといわれる。
日本社会の深刻な課題の一つである少子化は、日本人女性の合計特殊出生率（ＴＦＲ：
既婚、未婚を問わず、１人の女性が一生に産む子どもの数）で説明されることが多い。そ
の数値はやや回復傾向にあったものの、１．５の「壁」を超えることはなく、１６年以降
は再び減少に転じている。
そして、現在と同程度の人口の維持に必要とされる値である「２」との間には開きがあ
る。ＴＦＲは１５年時点で１．４５。一方、初婚の男女同士の夫婦が最終的に持つ子ども
の数である「完結出生児数」は１５年の調査で１．９４。晩婚化などでゆるやかに減少し
てはいるものの、ここ３０年間、
「２」前後をキープしているのだ。
この二つの数字の「ギャ
ップ」が、
「結婚歴のない男
女の増加（未婚化）
」が少子
化に大きく影響していると
考えられる理由だ。男女の
関係は多様化しつつあると
いえど、結婚せずに子供を
持つ「婚外子」の比率が長
年、２％台で横ばいとなっ
ていることからもわかる。
ところで、生涯未婚率の
算定年齢を「５０歳」とし
ているのは、５０歳を過ぎ
てから初めて結婚する人の
割合、実数がともに統計的
に小さいからだ。
「いや、自分の周りには５０歳を過ぎて結婚した人が結構いる」と感じる人もいるかも
しれない。それは、再婚者を含む結婚ということではないだろうか。離婚や死別を経験し
た人が５０歳を過ぎて結婚した場合は、生涯未婚率には全く影響しないので、実感との「ズ
レ」が生じるのかもしれない。
生涯未婚率の「男女差」
少子化、高齢者の孤立、「おひとりさま」……様々な社会
の課題と結びついていると考えられる生涯未婚率。特に注目
すべきは、その男女差が拡大していることだ。
１５年の生涯未婚率は、前述の通り男性が２３．４％、女
性が１４．１％。「団塊ジュニア世代」が生まれる直前の１
９７０年には、生涯未婚率は男性１．７％、女性３．３％だ
った。半世紀ほど前には、結婚歴のない人がわずかではあるが男性の方が少なかったのだ。
しかし、その後の４５年間で、結婚歴のない男性の割合は実に１４倍（女性は４倍）に
増えた。結婚歴のない男性の割合が「５０人に１人」から「４人に１人」へと激増したの
だ。
未婚率に差がつく理由とは？

生涯未婚率の男女差に言及せず、まとめて「未婚化が進んでいる」という指摘はよく耳
にする。
その多くは、１９８６年の男女雇用機会均等法の施行以降、女性の社会進出が進む一方、
近年は非正規雇用の男性が増えたことを背景に、
「エリート女性は自分と同水準かそれ以上
のステータスや収入の男性との結婚を望む」
「収入が不安定な男性は、家庭を持つ自信がな
く結婚に踏み切れない」などとして、結婚の「ミスマッチ」が発生している、とする言説
だ。
また、各種の意識調査の結果から、未婚者の希望する世帯年収が既婚者に比べて高くな
るという「経済観念」
、男性が自らの経済力を“結婚力”の根拠にしたがる「伝統的大黒柱観」
などといった問題を指摘する声もある。
これらの根拠から、一般的な「未婚化」の理由は説明できよう。しかし、男女の生涯未
婚率の大きな差を説明することはできないのではないか。
生物学的には本来、成人男女はほぼ同数存在するはずである。国の人口統計を見ると、
５０歳までは男性が多いものの、その差はわずかに過ぎない。１６年６月１日現在、４９
歳までの人口は約６８８１万人で、そのうち、男性が約３５０５万人、女性が約３３７６
万人。差は１２０万人余りだ（平均寿命は女性の方が長いため、５０代以降は男女の数が
逆転している）
。
ところが、未婚率は年齢が上がれば上がるほど差が開く。２０代前半の時点では、男性
と女性の未婚率はほぼ同じだ。しかし、３０代前半になると男性の未婚率が女性の１．４
倍になる。さらに４０代前半では１．５倍、４０代後半では１．６倍、そして５０代前半
では１．８倍となる。
一体、なぜこんなに差が
開くのか。
例えば、一夫多妻制の国
であれば、男女の未婚率の
差は当然のように発生する。
日本では法的に認められて
いない結婚の形態だが、時
間差で事実上の「一夫多妻
制」が成立する場合がある。
再婚男性と、初婚または再
婚女性の結婚のケースだ。
その再婚男性の妻となる女
性の数だけ、未婚男性は結
婚機会を失うことになる、
といえる。
国際結婚があまり多くない日本では、男女の結婚歴の差は、こうした「再婚事情」が握
っている可能性があるのだ。
日本の再婚動向はどうなっているのか
厚労省や国立社会保障・人口問題研究所（社人研）などの
統計から、日本における再婚の実態を見てみたい。
１６年に全国の市区町村の役場に提出された婚姻届に「再
婚者が含まれる割合」は全体の２５％を占めている。現代の
日本では、再婚者を含むカップルが４組に１組にも上るわけ
だ。
「夫婦の３組に１組が離婚する」というネガティブな情報
ばかりが注目されがちだが、その次のステップとしての再婚も増加し、一般化したといっ
ていいだろう。

統計的には初婚者同士のカップル、再婚者同士のカップルは結婚歴の男女差に影響しな
い。
注目すべきは
（Ａ）
「再婚男性と初婚女性」のカップル
（Ｂ）
「再婚女性と初婚男性」のカップル
の割合である。
「再婚男性と初婚女性」の結婚と、「再婚女性と初婚男性」の結婚が同数なら、結婚歴の
男女差を変動させることはない。
実際はどうか。１６年度の１年間の結婚状況を調べたところ、結婚したカップル全体の
うち、「再婚男性と初婚女性」が９．７％、「再婚女性と初婚男性」が６．９％で、前者が
後者の１．４倍に上っていた。
「再婚男性と初婚女性」の結婚が、「再婚女性と初婚男性」のそれよりも多いという状況
は、筆者が調べた１９７５～２０１６年の統計では、なんと４０年以上にわたって続いて
いた。
毎年１万～２万件、
「再婚男性と初婚女性」のほうが「再婚女性と初婚男性」より多かっ
たのだ。これは毎年１～２万人のペースで、結婚歴のない男女の差が開くことを意味する。
その積み重ねが男女の生涯未婚率の大きな差に結びついたことが統計的に読み取れる。
「未婚率」男女差は埋まるのか？
では今後、生涯未婚率の男女差が解消される可能性はあるのだろうか。
統計上は「再婚女性と初婚男性」の結婚が増えるか、
あるいは「再婚男性と初婚女性」の結婚が減れば、差は
縮まる可能性はある。そこまでいかなくても、
「再婚男性
と初婚女性」と「再婚女性と初婚男性」が毎年同数にな
れば、生涯未婚率の差は今まで以上に広がることはない。
結婚歴の有無や生涯未婚率で男性が上回っていること
自体を「問題」と断じるべきではないのかもしれない。
しかし、社人研の調査では１８歳～３４歳の男女とも、
約９割が結婚を希望していることがわかっており、一種の「日本社会の歪み」といえるの
も事実だ。
この差を解消するには、どういった方法があるのだろうか。考察してみたい。
初婚男性と再婚女性の結婚を促すには？
一つ目は、初婚男性と再婚女性の結婚を促すことだ。再婚女性が初婚男性との結婚を、
そして、初婚男性が再婚女性との結婚を考えられるように偏見や先入観を打ち消すことだ。
「再婚女性と初婚男性」のケースを見てみたところ、初婚同士のカップルに比べて「年
上女性と年下男性」のカップルが多かった。
初婚同士のカップルのうち、女性の方が年上というケースはほぼ４組に１組（２４％）
だが、
「再婚女性と初婚男性」では、女性の方が年上である割合が、全体の半数近い４４％
まで上昇する。
つまり、初婚男性が年上の再婚女性と結ばれる可能性は比較的高い、といえる。「結婚す
るなら年下の女性」という先入観は、よき相手との出会いを阻害してしまうかもしれない。
初婚男性が再婚女性と結婚できない理由…
初婚男性にとって、再婚女性に子どもがいる場合、それが結婚に踏み切れない「壁」と
なる場合もあり得る。
ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の調査によると、シングルマザー世帯がその９割近くを
占める「ひとり親世帯」の相対的貧困率は、調査対象となった先進国の中で日本は飛び抜
けて高い。貧困状態にあるという実情が、再婚相手となる男性に高い「経済力」を求める
理由となりうるのではないか。結果的に初婚男性にとって、再婚女性と結婚する際の障害
になる、と筆者は見ている。

ならば、
「シングルマザーの経済力向上」が、男女の生涯未婚率の差を解消するカギとも
なり得る。シングルマザー世帯が経済的に安定し、年下で収入が多くない初婚男性との結
婚にシングルマザーが踏み切りやすくなるよう、国や自治体がセーフティーネットを整備
することが必須ではないだろうか。
亀の甲より「年の功」？
生涯未婚率の男女差を解消するための二つ目の方法は、「再婚男性と初婚女性」に見られ
る偏りを是正する、というものである。特に再婚男性に強く見られる「若い女性への願望」
を見直さなければならない、と思う。
前述したが、「再婚女性・初婚男性」カップルの夫のう
ち、４４％が年上の妻を選んでいる。それに対して、「再
婚男性・初婚女性」カップルの夫は実に８０％が年下の妻
を選んでいるのだ。年上の女性と結ばれたケースはわずか
１２％で（残りは同い年）
、「初婚同士」「再婚女性・初婚
男性」「再婚同士」を含めた四つの「結婚パターン」のう
ち、
「年上女性」を選ぶ比率が最も少ない。
１５年の日本の全ての結婚のうち、女性が年下である割合は５８％であることを考える
と、再婚男性の「年下志向」が際立つ。しかも、全ての結婚の年齢差の平均は男性が２．
２歳年上だが、
「再婚男性・初婚女性」のカップルでは男性が６．６歳年上だ。
「再婚男性と初婚女性」のカップルに占める、男性が７歳以上年上という結婚は４４％
（全体平均では１６％）を占める。
「若い妻を……」と考える再婚希望の男性が、若い初婚
女性に狙いを絞って「結婚市場」へ参入するケースも少なくない。
初婚同士の結婚であれば、女性はむしろ自分の年齢に近い男性の方がいいと考えるよう
だ。初婚の男女同士のカップルの年齢差は１．７歳と２歳を切っており、結婚の４パター
ンの中で年齢差が一番小さい。
これが、男性側のみ再婚となると、初婚女性が相手の男性に求めるのは、社会や家庭で
の経験、つまり「年の功」の魅力なのかもしれない。
「若い女性」にこだわらず……
統計を読み解くと、結婚歴のない男性が結婚歴のない女性との結婚を望むなら（女性が
結婚したい場合も同じく）
、「自分と年齢の近い相手を狙う」ことが成功のコツといえそう
だ。もし、未婚の若い人と結婚したいなら、男女ともに「自らが若いうちに積極的に動く」
べし、ということになる。
世の中では、女性の「結婚適齢期」がよく話題になる。しかし、統計的には結婚願望を
持ちながらも、結婚歴のないまま年を取る男性の方がかなり多いことになる。実は男性こ
そ、早く婚活を始めるべきかもしれない。そして、これは男女ともだが、初婚の段階では、
自分とほぼ同じ年齢の相手との結婚が「有力な選択肢」となることも意識したい。こうい
った選択肢の変化が「社会の歪み」の是正につながる可能性はあるかもしれない。

大阪府公館で婚活イベント

９月８日

大阪日日新聞 2018 年 8 月 11 日
さまざまな催しで活用され、婚活イベントの場になる大
阪府公館＝大阪市中央区

１９２３年に建設された大阪市中央区の歴史
的建築物、大阪府公館で９月８日、婚活イベント
が開かれる。府と結婚相談所運営「パートナーエ
ージェント」が、結婚や婚活支援に関する事業連
携協定を締結したのに伴い、第１弾の取り組みと
して企画した。
府公館は、建築されてから知事の住宅や執務室、

応接室として使われてきたが、２００８年から府の催しなどの会場として使われている。
協定は今月６日に締結した。イベントに参加する女性は、保育士資格を持っている人に
限る。最初にセミナーを実施して女性向けには、保育士の仕事と結婚の両立などをテーマ
にし、男性向けには働く女性のサポートについて展開する。
午後１時半～同６時。参加費は男性が３千円、女性が２５００円。対象は府内在住か在
勤で、男女とも２５～４０歳くらいまでで各１５人程度。申し込みはサイト「おとなの婚
活パーティーＯＴＯＣＯＮ」からできる。

保護者スマホに子ども位置情報 府内でサービス人気 大阪日日新聞 2018 年 8 月 12 日
５センチ四方の端末を子どもに持たせ、スマートフォン向けアプリで位置情報を把握で
きるようにしたサービスが好評を得ている。端末は最短１、２分間隔で現在地を自動探索。
人工知能（ＡＩ）でよく行く場所も自動で特定し、利用者は発着時の通知などを設定でき
る。通学の時間帯に起こった大阪北部地震の際は、今後の備
えとしてニーズが高まったという。
子どもらに持たせる端末（左）と、保護者らがスマホで確認できる移
動履歴

端末「ＧＰＳ ＢｏＴ（ジーピーエス・ボット）
」は縦横
５センチ、厚さが１・９センチ。家電メーカー「ビーサイズ」
（横浜市）が開発した。大阪では、大手企業などが、子ども
らの見守りサービスの端末として採用している。
端末は、衛星利用測位システム（ＧＰＳ）をはじめ、Ｗｉ
－Ｆｉ（ワイファイ）の接続ポイントや携帯電話基地局の電
波で位置を探索。過去１週間の移動履歴が確認できるほか、
学校の登下校などのタイミングを自動で保護者らのスマホ
に通知するよう設定できる。
ＡＩの活用で、１週間程度使い続けると、自宅やよく行く
場所を自動で特定。保護者らに通知する場所として提案があ
ったりするのも特長だ。
費用は、最初に本体５１８４円と送料がかかり、後は月額５１８円でサービスを利用で
きる。２０１７年４月から取り扱いを始め、今年７月末までに約２万台を販売した。
大阪では、今年３月からＪＲ西日本の見守りサービスの端末として採用されたほか、７
月には大阪ガスの子会社と連携し、子どもや高齢者らの見守りサービスの端末として導入
された。
６月の大阪北部地震の際は、端末の注文数が通常期と比較して一時２倍になった。
「ちょ
うど登校時間だったこともあり、子どもの位置情報をどう把握するかに関心が高まった」
（ビーサイズ）とみている。
今秋には、通学中に大きく通学路を外れた場合など、普段と異なる行動を示した際、自
動通知する機能を追加する予定。八木啓太社長は「親は安心して子どもを送り出し、子ど
もも安心してチャレンジができる。そんな日常が送れるようにしていきたい」と意欲を示
している。

不登校問題全国のつどい 大阪で 25、26 日
大阪日日新聞 2018 年 8 月 12 日
「登校拒否・不登校問題全国のつどいｉｎ大阪」
（登校拒否・不登校問題全国連絡会など
主催）が２５、２６の両日、大阪市中央区の府立労働センター（エル・おおさか）を主会
場に開かれる。有識者の講演のほか、学校との関わりや家族の役割などをテーマにした分
科会が予定されており、参加者が思いや悩みを語り合う場を提供する。

府によると、２０１６年度の府内の小学校の不登校の児童数は２３９４人（１５年度＝
２０８６人）
。中学校は８１６２人（同７９３４人）だった。高校では６３０１人（同６６
０３人）に上った。
全国のつどいは、不登校に悩む保護者や教員が、それぞれの思いや悩みを語り合うこと
のできる場として開催。１９９６年から毎年８月に全国各地の持ち回りで実施している。
毎回６００～７００人の保護者や教員、当事者、専門家が参集。有識者や講師、参加者
同士が対等な立場で学習や交流を図るのが特徴になっている。
今回は初日に、立命館大名誉教授で「登校拒否・不登校問題全国連絡会世話人代表」を
務める高垣忠一郎さんが講演する。テーマは「いのちと自己肯定感は愛で育つ」
。
講座は両日開催し、２６日はＮＰＯ法人「おおさか教育相談研究所」の相談員の村上公
平さんが講師となり、子どもが学校に行けなくなったときに、親が家庭でどう受け止めれ
ばいいのかを学ぶ。
「登校拒否・不登校問題全国のつどい」について説明す
る古庄さん（右端）ら＝大阪府庁

同研究所の相談員の馬場野成和さんによる講
座では、親と教員が子どもの成長や回復のために、
どう協力すればいいかを参加者と考える。
このほか、さまざまなテーマを扱った分科会を
設けている。小学生、中学生、高校生の不登校に
関する分科会や、障害のある子どもの不登校、親
や家族の役割をテーマにした内容、進路・自立に
ついてなど計１２の分科会がある。
同連絡会の古庄健さんは「つどいでは、専門家に教わるのではなく、対応で平等に学習
する」と来場を呼び掛けている。当日の参加も受け付ける。
◇つどいは２５日が午後０時半から、２６日が午前９時から。問い合わせは電話０９０
（２０６４）４６２２、実行委員会事務局。

厚生・国民年金、１０兆円黒字 株高で積立金の運用好調 朝日新聞 2018 年 8 月 10 日
厚生労働省は１０日、会社員や公務員が入る厚生年金と自営業者らが入る国民年金の２
０１７年度決算（時価ベース）を公表した。株高で積立金の運用による収入が年間１０兆
円以上に上ったこともあり、合わせて１０兆７２０８億円の黒字で、厚生年金、国民年金
とも２年連続の黒字になった。黒字額は前年度とほぼ同じだった。
厚生年金は１０兆４４７９億円の黒字だった。歳入は５６兆８７１３億円。雇用環境の
改善に加え、厚生年金の対象を短時間労働者にも広げ、被保険者数が増えた影響などから、
保険料収入は前年度より約１兆５千億円多い３０兆９４４１億円だった。年金積立金管理
運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）の運用による収入も９兆４４０１億円あった。一方で、歳
出は４６兆４２３３億円で、内訳は給付費や基礎年金給付への繰入金などだった。
国民年金は２７２９億円の黒字だった。歳入はＧＰＩＦによる運用収入５８９２億円な
ど、計４兆４３３６億円。歳出は４兆１６０７億円だった。
（佐藤啓介）
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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