
日本に明るい未来を！

“２０３０ビジョン“ プロジェクト

２０３０ ビジョン

国民の視点で日本の将来ビジョンを考え
皆で共有し実現するプロジェクト活動



第一部 プレゼンテーション １９：００～１９：４０

① 人が活き活きする社会とは ・・・中山 弘

［求める社会像と生きがいの持てる地域／街づくり］

② 地域コミュニティの可能性 ・・・菊池 真紀子

[コミュニティビジネスで地域を元気に]ｌ

第二部 ディスカッション １９：４０～２１：１５

１） グループディスカッション １９：４０～２０：４０
地域の中でライフサイクルがまわるしくみづくり
（出産⇒子育て⇒就職⇒結婚⇒介護）
＝“衣食住”と“医職教”を中心に＝

２） ディスカッション共有と纏め ２０：４０～２１：１０

「人が活き活きする国づくり」
＝生きがいの持てる地域／街づくり



人が活き活きする社会とは
＝求める社会像と

生きがいの持てる地域／街づくり＝

１．どんな国を目指すか
～“２０３０ビジョン”の狙い
～どんな社会を目指すのか

２．現状と将来をどう捉えるか
～高齢化の現状と課題
～少子化の現状と課題

３．生きがいの持てる街づくりの考え方
～「医・食・住」を確保する
～「医・職・教」が活き活き社会の基本をつくる

“２０３０ビジョン”プロジェクト
代表 中山 弘



２０３０ビジョンこのプロジェクトの狙い

皆で目指す姿を考える ～１０月末

・財政赤字 ・医療福祉
・食料 ・エネルギー
・少子高齢化・政治不信

目標と達成手段を考える～１２月末

実現に向けて努力していく

● 将来の国のありようを広く国民の間で共有すること。

● 取組み施策の実現に向けて努力していくこと

“将来不安な国”
からの旅立ち

人口減少・低ｴﾈﾙｷﾞｰ社会でも

皆が希望を持てる

幸せで持続可能な国



どのようなビジョンを描くのか

２２年後の“幸せ”とはなんだろうか？

２２年前の１９８６年に対して
我々は幸せになったのだろうか？

●モノは豊富になり
●情報はたくさんあり
●経済的には成長した
はずだが、果たして幸せになったのだろうか？

●周囲との競争に明け暮れ
●日々働くことに追われ、
●人と人との繋がりが希薄になり
●将来に不安を感じる
現代は、２２年前より幸せなのだろうか？



人が活き活きする国づくり

人は何のために生きているのだろうか？

生まれ・・・ 育ち・・・ 生きて・・・

でも、現代人は、この生命の基本を
忘れつつあるのではないだろうか？

どこかが “ずれている” のではないだろうか？

はたらき・・・ 人と交わり・・・ 子を残し・・・

そして次の世代に引き継いでいく



目指すのは 欲求と充足がバランスした社会

現在

・限りなき発展
・豊かな心

「モノ」マキシマム

（高成長型）

「モノ」ミニマム

（低成長型）

心の豊かさ追求

個の欲望追求

・ 心のゆたかさ
・ 足るを知る

夢想
社会

知足利他
社会

欲望
社会 ・物欲追求

・エゴ闘争
・格差拡大

・無尽蔵な資源

人が活き活きする
コミュニティ社会

資源の制約から
現実にはありえない

成行きでいくと

目指す姿

現在の延長上に幸せはあるの？



どんな社会を目指すか？

人が活き活きする社会づくり

●安心して子どもを産み育てることができる

●食えなくなるという不安がない

●老後に不安がない

将来に不安がない

皆が幸せを感じる

生存

自己
実現

安全

所属

承認

マズロー
５段階欲求

一人ひとりの活き活きが、街の活き活き、社会の活き活き

●毎日の生活が充実している

●ココロにゆとりがある

●人の役に立っていると感じられる

皆が希望を持てる
幸せで持続可能な国

超越自我

利他のこころ



次世代に引き継いで行く
サイクルを回すこと
＝生命の基本＝

人の活き活き： ライフステージごとの“ありたい姿

出産

育児

教育

就職

結婚

退職

・安心して
子供が産める

・育児に不安がない
・子どもが希望を持って
豊かに育つ

・学ぶことが楽しい
・学校に行ける
・健全な人間関係をつくれる
・社会性が身につく
・成長を実感できる

・結婚できる
・自立できる
・家族をつくる

・働く喜びがある
・社会に貢献できる
・生活を豊かにできる・社会との関わりがある

・心豊かに暮せる
･地域社会で活躍できる

・尊厳ある生き方
・孤独でない暮らし

労働

・仕事がある
・力を発揮できる
・自己実現
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■総人口

■生産年齢人口

１億2,777万人 １億1,522万人 ▲ 9.8 ％⇒

8,442万人 6,740万人 ▲ 20.2 ％⇒

・2005年までは総務省統計局「国勢調査」、
・2010年以降は国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口
（平成18年12月推計）中位推計」

出典：将来推計人口（平成18年推計） 厚労省人口は今後、減少してゆく

20302009



http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/policy090220_ver6.html

出典： 東京大学政策ビジョン研究センター 「安心して暮らせる活力ある長寿社会の実現を目指して」

20302009

世界の先陣を切って高齢社会となる日本

世界のモデルとなる社会をつくるチャンスでもある



＜図３＞高齢者問題＝介護・医療問題とは限らない。例えば70代後半で71％、80代前半では57％が介護・医療を利用して
おらず、健康な高齢者が多いことがわかる。（東京大学政策ビジョン研究センター作成
参考：平成17年国勢調査、厚生労働省平成17年患者調査、厚生労働省平成17年要介護認定者数）

加齢とともに、要介護・要支援の割合は増加してゆく

http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/policy090220_ver6.html

出典： 東京大学政策ビジョン研究センター 「安心して暮らせる活力ある長寿社会の実現を目指して」

2030予測

２０３０年には
高齢人口が増える

⇒要介護・支援比率を

下げるように健康を
維持することが大切



結果として、患者数は増加し、必要とされる医師数も増える

http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/policy090220_ver6.html

出典： 東京大学政策ビジョン研究センター 「安心して暮らせる活力ある長寿社会の実現を目指して」

20302009



雇用創出という
見方もできる

今

２０２５年までに
医療・介護で
約４０兆円増加

2025

医療

介護他

年金

http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/sy014/sy014q1.htm出典： 財務省 ホームページ資料

負担論ばかり
先行するのは
要注意

●医療、介護、年金費用の増加



出典： 平成18年度高齢社会白書

今
20

30

独居老人数

３８６万人 → ７３０万人
（2005） （2030）

独居老人数

２００万

２００万

出典：社会保障国民会議１０/２３参考資料

医療介護定員数 医療介護定員数
２１０万人 → ？？
（2005）

ところが、高齢者の半数以上が
介護は施設以外の場所を希望

施設介護に頼らないケアが必要

また独居老人が増えて行くことも対応すべき大きな課題です
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出産・子育てはどうなっているか？

http://www8.cao.go.jp/shoushi/whitepaper/w-2009/21pdfgaiyoh/pdf/g1_1.pdf出典：平成２１年少子化白書

出生率は１．３４とやや回復したものの、出生数の減少傾向は変わらない



出典：厚生労働省 「人口動態統計」

東京 １．０５

栃木 １．３９

沖縄 １．７５

出生率は全国一律ではない

合計特殊出生率 （都道府県別） 2007年

都会の出生率は低い → 東京区部は１．０以下が多い



図１－１－５出生数及び死亡数の将来推計

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2008/zenbun/html/s1-1-1-02.html出典： 平成20年度高齢社会白書 厚生労働省

このまま行くとどうなるか？出産

出生率≒１．３ レベルが続くと、 ２０３０年の出生数は ７０万人に

いっぽう 死亡数は １６０万人に



http://pari.u-tokyo.ac.jp/policy/policy090220_ver6.html

出典： 東京大学政策ビジョン研究センター 「安心して暮らせる活力ある長寿社会の実現を目指して」

年齢別人口分布の推移予測 平成１８年度中位推計

７５歳以上

９％→ ２０％

１４歳以下

１４％→ １０％

逆転



低すぎる日本の家族関係社会支出

現在０．８％ ４兆円

フランス並みなら
３．０％ １４兆円

保育・就学前教育
１．２％ ６兆円

（現物給付が大事）

ただし
現物給付が大切



●日本は「産み育てにくい」≒５０％

欧米に比べて

子供が産みやすい国ではない

●日本は欧米に比べて

利用できる制度も少ない

日本は産み・育てにくい社会



出産育児が難しい原因は何だろうか？

●施設が少なく入れない

・ 順番待ちでなかなか入れない

・ 兄弟が同じところに通えない

●頼れる人がいない

・ 旦那は夜遅くまで帰ってこない

・ 近くに相談する人がいない

●制度が実質的に機能しない
・ 育児休暇が取れない
・ 病気の時には面倒をみてくれない
・ 一人親への支援が少ない
母子加算もなくなった

原因は何か？

社会：“子どもが宝”という感覚希薄化

政治：子どもを大切にする感覚弱い

男性：ひとごと （積極的に関わらない）

●産院、助産婦、産婦人科医の減少

・安心して近くで産めない

結局は、女性の立場が弱い

（法律はあっても機能しない）

根本原因は？

●保育を受けられない

・ 夜遅くまでは空いてない

・ 保育料が高い



日 本

日本とフランスのライフスタイルの比較

年間労働時間 １８００時間
週間労働時間 ４０時間

週５０時間超 ２８％

残業ほぼゼロ 午後６時帰宅

夏休み ３週間～２ヶ月

有給休暇 ３０日使いきり

商店 ～午後７時 日曜休日

残業ほぼ毎日

夏休み ３～５日

有給休暇 実質３～５日

商店 ～午後１０時 年中無休

フランス

年間労働時間 １６００時間
週間労働時間 ３５時間

週５０時間超 ６％

夕方、子どもと遊ぶ父親遅くまで仕事に勤しむ父親



日本

フランス

労働時間が２０００時間の日本 １６００時間のフランス

ワークシェアリング導入



「希望」と「現実」
のギャップを
正すことが必要

http://www8.cao.go.jp/wlb/research/pdf/wlb-net-svy.pdf内閣府 カエル・ジャパン （参考）アンケート調査

希望

現実

「仕事」優先を希望とする人は、2.0％にすぎない
⇒現実には約半数が「仕事」優先となっている。

カエレナイ！ ジャパン を正すことが必要！



結婚しにくい、しない人が増加する日本

2005
生涯未婚率 男性 １６％

女性 ７％

３０％

２０％

１０％

2010 2020 2030

2030（予測）
３０％
２０％

このままでは ２０３０年 男性の３割 女性の２割 が生涯独身に・・・



結婚しない、できない原因は何だろうか？

原因は何か？
●結婚しない／できない理由はさまざま

・適当な相手に巡り合わない

・今は必要性を感じない

・自由を失いたくない

・結婚資金が足りない

●未婚の人の９割以上は

・いずれは結婚したいと思ってる

・子どもは２～３人と思ってる

●婚活する時間がない
婚活する場が少ない

●自己実現と結婚子育てが
両立しにくい

●雇用・賃金が保障されない

・ 雇用が安定しない

・ 最低賃金が安すぎる

・ 老後が不安で蓄えがいる

■雇用と対価がアンマッチ

■減らない長時間労働

■結婚子育ての仕組み不全

■老後の心配が今を圧迫

根本原因は？

仕組みの基本を変えること

解決策は？
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～“２０３０ビジョン”の狙い
～どんな社会を目指すのか

２．現状と将来をどう捉えるか
～高齢化の現状と課題
～少子化の現状と課題

３．生きがいの持てる街づくりの考え方
～「医・食・住」を確保する
～「医・職・教」が活き活き社会の基本をつくる
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出産・育児

医療・介護 就職・結婚

雇用・生活

不安の連鎖が将来を暗くする日本からの脱却

生活の基本がしっかりあり希望を持てる社会のあり方

医

食 住

くらしの基本

“医”・“食”・“住”
が誰でも受けられる

教育



医

食 住

出産・育児

医療・介護 就職・結婚

雇用・生活

人を大切にする社会をつくろう
●主婦検診・出産無償
●保育所待ち “０”
●子ども手当て ２万円

●学歴経験不問就職
●婚外子の格差 “０”
●子育て制度守りきり

●同一労働＝同一賃金
●トランポリン型セーフティネット
●最低賃金保証

●予防医療重視
●尊厳ある介護
●在宅ケア充実

過重労働 “０”

●年間 １６００時間
●週３５時間
●定休・定退厳守

●小中高授業料無料
給食費無料

●学校＋塾一体化
●実戦職業教育重視

教育 教育格差 “０”

住宅なし “０”

●住宅最低保障
●住宅支給
（全国空家６００万軒）



地域がくらしの基本“医”・“食”・“住”をつくる

医

食 住

病院＋診療所

出産・育児

医療・介護 就職・結婚

雇用・生活

学校＋コミュニティ

教育

配食サービス

訪問看護

ヘルパー

職住近接

保育所

保育ママ
職業教育

インターン

有機農業

公民館

シェアハウス

人中心の産業創出

サービスが雇用を産む

どうすればこのようなコミュニティーをつくれるか皆で考えたい

地域ケアセンター

３丁目の夕日？


