
はじめに…

『持続可能な社会とライフサイクル」

◎ “２０３０ビジョン”プロジェクトとは？

◎ ＰＵＲＣ：あたらしい「新しい公共」とは？

◎ 社会を良くするには「新しい公共」が大切

◎ 持続可能な社会と１人ひとりのライフサイクル

◎ 「ありたい社会像」と現実とのギャップ

◎ 「生まれ・育つ」ステージの課題

“２０３０ビジョン”プロジェクト 中山 弘

※当日のプレゼン資料をＷＥＢアップ用に一部リファインしています



“２０３０ビジョン”プロジェクトとは？

２０３０ビジョン

現実を良く観る

・少子高齢化 ・教育 ・医療福祉
・食料 ・資源エネルギー
・経済 ・財政 ・政治システム

皆で目指す社会像を考える

目標と達成手段を考える

① 皆の目指す姿が共有でき、判断がぶれません。
② 夢と希望が出て、意欲が高まります。
③ 難しい状況を切り拓く拠りどころができます。

ビジョンがあれば

実現に向け自ら行動する

政策や行政に反映してゆく

一般国民（生活者）の視点で智慧を出し合い、

誰もが未来に希望を持てるような“２０３０年のありたい社会姿”

を考え、広く共有するとともに、実現してゆく活動です。



“２０３０ビジョン”プロジェクトの今年の活動

・ 民間のさまざまな団体が将来ビジョンの検討をスタートする

・ 様々なアクターがビジョンを考え持ち寄る

・ インタラクティブな議論を経てビジョンを纏めて皆で共有する

ＳＴＥＰ１

ＳＴＥＰ２

③官と民の共創により、皆が知恵を出しあって考え共有する活動を推進します。

①一般国民の視点で、人が生きる基本である「くらす」、「まなぶ」、「はたらく」、「いきる」の
目指す姿と具体的取組みの方向性を検討していきます。

ＳＴＥＰ３

２０１０年 ７月 ２０１１年１月

≪検討テーマ≫

４月 １０月

まなぶ くらす・はたらく・いきる

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆公開イベント ★ビジョン発信

全体

◆ ◆ ◆

②①で考えたものの共有と具体的行動を促進します。

●草の根活動によって、目指す姿に共感する人たちを増やしていきます

●想いのある個人や、市民団体、ＮＰＯ、企業などとともに、具体的取組みが進むように

協働していきます。

●政治や行政にも働き掛けて、これらの考え方を受け止めてもらえるように努力します。
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新しい公共

自主活動

PURC：あたらしい「新しい公共」円卓会議 とは

「新しい公共」 とは

市民、企業やＮＰＯなどの事業体、

そして政府や行政が協働して、

『支え合いと活気がある社会』

をつくる活動です

PURC （パーク）

“あたらしい「新しい公共」円卓会議”は、

自分たちの身の回りで、楽しく、面白く、

人の役に立つことをしたいと思う人たち

が集まるパーク（公園）です。

合言葉は “やりましょう！”



ＰＵＲＣ ってどんなことをするの ？

個人（一人ひとり）

全体（みなで一緒に）

行動
Action

思考
Plan

フェンスのない公園（パーク）
…出入り自由
…自由な活動
…つながりは大切に

人の役に立ちたいと思う人なら誰でも…

ファシリテ―ター講座

今日の ＃１００ｍ

ご近所づきあい

アイサツ運動

フューチャーセンター

フォーラム

◎月◎日イベント

熟議

地域の公共物活用

個人寄付

募金活動

コミュニティーつくり

ベランダに花

社会について学ぶ

街に花いっぱい

保育ママ

子ども園

見守り

声掛け

未来を考える

投票行動

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・・・

国民運動



自分たちの住んでいる社会を良くするには

自助／共助／公助 の三本柱を活かすことが大切

「新しい公共」では、
◎国民は「お上」に依存しない

自立性をもった存在である。
◎同時に人と支え合い、感謝し

合うことで歓びを感じる。

目指す社会

自
助

共
助

公
助

［官］［民］

新しい公共

ＰＵＲＣでは、
◎ 自分たちの住む場所は

自分たちで力を合わせて、
立場や役割を越えて

◎ 楽しく、面白く、役に立つ
ことをしていく

「新しい公共」による共助で、
暮らしやすい社会をつくりましょう



持続可能な社会をつくるには、1人ひとりのライフサイクルが
うまく回ることが大切です

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＝

出産

育児

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

・結婚する
・自立する
・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
・健康を維持できる

労働

・仕事がある
・力を発揮できる
・自己実現

教育

http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/hoiku/tuen/sozaitext/303.htm
http://www.misaki.rdy.jp/illust/jinbutu/baby/baby5/sozaitext/303.htm


◎１人ひとりの人生で考えると、以下のようなサイクルがうまく回っていくこと

生まれ・育つ 学び・働く

充実した生活豊かな老後

・ 大切にされていると感じる

・公平に扱われている

・居場所がある

・ 健やかに育つ

次世代に
引き継いでいく

・ 学ぶことに喜びがある

・ “夢”や“希望”を持てる

・自らの力を発揮する場がある

・安定した収入がある

・生活に困らない

・孤独を感じない

・ 医療介護の不安がない

・ 尊敬されつつ生きる

・友人や家族がいる

・自立して生活を営める

・家族と過ごす時間が持てる

・自己実現が得られる

未来に希望が持て
幸せを感じられる

◎１人ひとりが大切にされていて、居場所と出番がある
◎生きることへの不安がなく、人への繋がりがある
◎ 「良い人生だったな」と感じながら、一生を終えることができる

ありたい社会の姿

http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/hoiku/tuen/sozaitext/303.htm
http://www.misaki.rdy.jp/illust/jinbutu/baby/baby5/sozaitext/303.htm


◎でも、現実はそうなっていないと感じる人も多くなっているように思えます

◎今回の検討会では、最初のステージである 「生まれ・育つ」 に焦点を当て
我々の価値観と社会のありよう、そして個人として何ができるかを考えましょう！

・ 時間に追われる毎日
・結婚・子育てが難しい
・充足感が足りない

・生み・育てにくい
・居場所が少ない
・健やかに育ちにくい

・ “おひとりさま“生活
・ 医療・介護・年金不安
・ 地域からも孤立

・雇用が安定しない
・長時間労働・低収入
・成長を実感しにくい

学び・働く

充実した生活豊かな老後

これで良いのかな？
と感じる不安な日々

生まれ・育つ

収益重視の企業価値観

景気低迷

人との繋がり希薄化 健康への不安

社会で子育てをする意識が弱い

都会への集中 結婚しずらい社会

仕事最優先の働き方価値観

～背景となっているのは、社会や１人ひとりの価値観ともいえます。

小１プロブレム

雇用不安

未婚

おひとりさま

孤独死

育児不安



● 各地の児童相談所に寄せられる虐待の
相談件数が年々増加しています。

２００９年度の虐待相談件数 ４万４千件
児童相談所への相談件数 約 ４０万件

これに対して
児童相談窓口職員 約 ６，８００名
うち専門職 約 ２，７００名

⇒窓口だけでは対応が追い付かない状況にある

大阪で最近起きた悲しい出来事も
未然に防げるようにしたいです。

児童相談所の拡充にも期待したいですが、

虐待を未然に防ぐ 地域社会の力が、

今、とても大切になっています

【課題認識①】
『生まれ・育つ』 ステージでは 「育児の不安」を無くすために
「育児の孤立」 や 「育児の自信喪失」 を解決することが大切です。

出典：厚生労働省 ＨＰ資料

児童虐待件数

虐待の内訳 2007年度



http://www.unicef.or.jp/library/pdf/haku.pdf

出典： 世界子供白書 2001   ユニセフ（国連児童基金）

【課題認識② 】乳幼児期の心の育ちを たいせつに

● 「三つ子の魂、百まで」
～乳幼児期の心の育ち、教育がとても大切です。
～小１プロブレム：「学級崩壊」は「育児崩壊」の結果です。



【課題認識③】日本の若者の自己肯定感を高めたいと思います

●「自分はダメな人間だと思う」高校生が圧倒的に多い。
⇒米国・中国・韓国に比較して、自分の能力に対する自信に欠けている。

出典 ：日米中韓青少年意識調査結果 ｂｙ （財）日本青少年研究所

http://www1.odn.ne.jp/youth-study/reserch/2009/gaiyo.pdf

http://www1.odn.ne.jp/youth-study/reserch/index.html

とても

まったくそう思わない

まあ

子どものときから学校教育までを含めて、
もっと自分に自信を持つような育み方が必要ではないでしょうか？

http://www1.odn.ne.jp/youth-study/reserch/2009/gaiyo.pdf
http://www1.odn.ne.jp/youth-study/reserch/2009/gaiyo.pdf
http://www1.odn.ne.jp/youth-study/reserch/2009/gaiyo.pdf
http://www1.odn.ne.jp/youth-study/reserch/index.html
http://www1.odn.ne.jp/youth-study/reserch/index.html
http://www1.odn.ne.jp/youth-study/reserch/index.html


◎社会が子育てをする

◎周りがともに親と子を育み支える

・大切にされてると感じる

・ 公平に扱われている

・ 居場所がある

・健やかに育つ

・ 安心して産める

・ 自信を持って育てられる

・ 孤立しない

・ 子育てが喜び

＝ 親 ＝ ＝ 子ども ＝

子育ては、まさに「新しい公共」の出番です

【課題認識④】 子育てはみんなで支えるという価値観を持ちたい

http://www.misaki.rdy.jp/illust/child/hoiku/tuen/sozaitext/303.htm

