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第1章 課題設定〜私たちが実現したい日本の将来ビジョン〜 

 

1. 私たちの想い 

 

 私たち全員の想い、それは「一生を通じて多様な人とつながることのできる社会

の実現」である。私たちはこれまでの学生時代で、様々な経験を通じて豊かなつな

がりを築いてきた。そして学生時代が終わり、私たちが社会人になっても、退職し

ても、一生を通じて豊かなつながりを築ける社会を実現したいと強く望んでいる。 

 

 なぜ私たちにとって、つながりは重要なのか。それはつながりが「安心」と「刺

激」を与えてくれるためである。以下でそれぞれについて詳しく見ていく。 

 

安心 

 私たちは、誰かとつながっていることによって安心感を得ている。例えば、地元

の身近な人との緩やかなつながりであったり、同じ部活で切磋琢磨した人との深い

信頼関係であったりする。 

 

 実際、私たちのメンバーの中には上京する前、地元での身近な人とのつながりが

日常的な安心感になっていた者もいる。そこでは、会えば挨拶とともに「最近学校

はどう？」と尋ねられたり、遊んでいる近所の子供達に混じってサッカーをしなが

ら他愛ないことを話したりしていた。このようなつながりが日常の一部になること

によって、自分でも気づかないうちに温かな安心感を得られていたのである。 

 

 また別のメンバーは、高校時代の部活動の仲間とのつながりが自分の一部を形作

っていると感じている。本気でぶつかり合い、同じ目標を共有した仲間だからこ

そ、壁にぶつかった時はその仲間に相談せずにはいられない。なぜなら、たとえ部

活を引退した後でも、仲間たちは自分の理解者であり支えてくれると分かっている

からだ。このような仲間とのつながりは、いつでも帰って来られる自分の居場所で

あり、自分を見失わないでいられる糸のようなものでもある。 

 

 このように、緩やかなつながりによって得られる温かな安心感や、深い信頼関係

によってもたらされる仲間の存在は、私たちが安心して生きていくために非常に大

切で欠かせないものである。 

 

刺激 

 さらに、新たなつながりによって、私たちは互いに刺激を与え合ってもいる。そ

れは自分とは背景や価値観が異なる人との出会いがきっかけで育まれる。 
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 例えばメンバーの1人は、高校時代にたまたま在日外国人と交流する機会があり、

考え方や価値観が大きく変わった経験を持つ。ニュースの中の存在にすぎなかった

在日外国人をリアルな存在として受け止められるようになり、彼らが日本で何を感

じているかを生の声を通して知ることができた。このつながりが契機となり、高校

を卒業した後も在日外国人の日本語クラスで活動したり交流会の運営を手伝ったり

と、生き方そのものが大きく変わることになった。 

 

 このように、自分と異なる考えや価値観を持つ人々とのつながりによって新たな

気づきや行動のきっかけを得られることから、つながりは私たちがワクワクしなが

ら生きていくためにも大きな役割を果たしていると言える。 

 

 これまで、私たちが学生時代の様々なつながりを通して実際にどのような安心感

や刺激を得てきたのかを論じてきた。そして私たちは、このようなつながりを社会

人になって以降も、一生を通じて築きたいという想いを抱いている。 

 

 

2. 私たちの危機感 

 

 しかしながら、今の日本のままでは、このようなつながりを生涯にわたって築き

続けることはできないという危機感を私たちは感じている。なぜなら、日本におい

てこれまで重要とされてきた既存のつながりが希薄化しているためである。既存の

つながりとは大きく3つあると考えている。それは血縁・地縁・社縁だ。 

 

 血縁とは、血のつながりによる関係性を指している。家族や親戚とのつながりは

古くから重んじられてきたが、近年では核家族化や単身世帯の増加により希薄化し

つつある。さらに一緒に住んでいても個別で活動するようになるなど、時間的にも

質的にも関係が希薄になりつつある。私たちのメンバーの数名は、親族とは冠婚葬

祭以外で会うことが少なくなっている。さらに両親が共働きで、朝の通勤通学前し

か一緒に過ごす時間が取れないといったことも多い。 

 

地縁とは、一定地域での居住に基づく人と人のつながりを指す。ところがこれ

も、地域の商店街の衰退や町内会活動の参加率の悪さなどから希薄化しつつあると

考えられる。メンバーの1人は、幼少期にあった地区のお祭りが、お祭りの運営を担

っていた方が病に伏せたことから縮小化し、現在は祭り自体なくなりかけていて、

交流が絶たれている現状がある。これはおそらくこの地域だけの現象ではないだろ

う。 
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 そして社縁とは、会社を基礎とする社会的人間関係を指す。現在では、旧来型の

終身雇用が見直され転職が一般化し、人材の流動性が高まっている。さらに今後は

テレワークが広く普及していき、直接同じ職場の人と会わなくなることが考えられ

るなど、働き方の変化による影響を受けることが想定される。1また、休日の過ごし

方や結婚など仕事以外の部分にも根ざしていたこれまでの会社でのつながりの在り

方も、現在では希薄化してきている。 

 

 血縁・地縁・社縁という、これまで重要とされてきたつながりが希薄化すること

により、私たちの日常はもちろん、社会全体においても弊害があると考えられる。

日常においては、いざというとき身近に頼れる人がおらず、不安を抱えながら過ご

すことになるのではないか。また孤独感は病気やうつ病を引き起こし、人間関係に

負の影響をもたらしうる。2さらに、既存のつながりが希薄化する中で出会いが生ま

れにくくなり、新しい視点や価値観を得る機会も減少してしまうかもしれない。す

なわち、私たちが求める安心や刺激とは無縁の社会になってしまうのである。 

 

 一方、社会全体では、つながりの希薄化によって経済活動に悪影響を及ぼすこと

が想定される。安心や刺激をもたらしてくれるつながりのない不安や孤独感によっ

て、仕事への士気を下げ、生産性を低下させてしまうためである。その結果日本経

済から活力を奪い、厳しい国際競争に日本が取り残されてしまう可能性がある。さ

らに災害などの有事の際には、つながりの希薄化が原因で情報の伝達共有の遅れを

生じさせたり、助け合いが機能しなかったりと、犠牲者を増加させてしまう可能性

もある。 

 

 このように、既存のつながりが希薄化している中で、私たちが求める安心や刺激

をもたらすつながりはどのようにして築けばよいのか。社会全体での居場所を失う

不安から、私たちのグループは「つながり」に注目した。そこで、これからの時代

に相応しい、新たなつながりの在り方を提言する。 

 

 

第2章 現状分析〜現在の延長線上にある日本の将来〜 

 

 新たなつながりのあり方を提言するにあたって、私たちは特に2,30年後の働き世

代に着目している。それは働き方改革による生産性向上や働き方の変化によって余

                            
1 毎日新聞『テレワーク制度「導入」は8割』https://mainichi.jp/articles/20180104/k00

/00m/020/123000c 
2William Harms, AAAS 2014: Loneliness is a major health risk for older adults htt

p://www.huffingtonpost.jp/robust-health/solitude_b_7133916.html 

https://mainichi.jp/articles/20180104/k00/00m/020/123000c
https://mainichi.jp/articles/20180104/k00/00m/020/123000c
http://www.huffingtonpost.jp/robust-health/solitude_b_7133916.html
http://www.huffingtonpost.jp/robust-health/solitude_b_7133916.html
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暇時間が増えると想定されるためである。この余暇時間でいかに「つながる」かに

よって、生活の質や働く際のパフォーマンスにも影響すると考えられる。さらに、

提言する私たち自身が2,30年後まさに働き世代となり当事者であることも大きい。 

 そこで第2章の現状分析では、前半で働き世代の余暇時間について、後半では現在

のつながりについて、分けてそれぞれ分析していく。 

 

前半：働き世代の余暇時間について 

1 「2050年の働き世代の余暇時間の増大」 

2 「現在ある余暇時間の活用の満足度の低さ」 

 

後半：現在のつながりについて 

3 「既存の縁の希薄化」 

4 「現代型のつながり（SNS）による弊害」 

 

1.「2050年の働き世代の余暇時間の増大」 

 

 まず、人生における生活時間の内訳の現状を試算する。 

 私たちが想定する2050年の平均寿命である約90歳までの人生を考えた時、24時間

×365日×90年＝78万8,400時間の時間を有している。平成29年に総務省統計局が発

表する社会生活基本調査によると平均睡眠時間は7時間40分となっているため、ここ

では約8時間として計算する。睡眠では8時間×365日×90年＝26万2,800時間を費や

していることになる。また平均労働時間である7時間に通勤帰宅の往復2時間を足し

たものを労働時間とすると9時間×365日×45年＝14万7,825時間を労働に費やしてい

る。45年とは20歳から働き始めたと仮定し、定年を65歳とした際に45年間働くため

ある。 

 

 
 

人生の時間 24時間×365日×90年＝78万8,400時間 

 

睡眠時間   8時間×365日×90年＝26万2,800時間 

 

労働時間   9時間×365日×45年＝14万7,825時間 

 

余暇時間   78万8,400時間―（26万2,800時間＋14万7,825時間＋

17万5,200時間（20歳までの学生時代））＝約20万時間 
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78万8,400時間（人生の時間）から睡眠と労働、さらに20歳までの学生時代の時間

を引いた、趣味・地域活動に費やせる時間は20歳から65歳まで働いている世代の約1

0万時間と退職後の約10万時間の合計から「20万時間」存在していることが分かる。 

 

【図1】人生における20万時間 

 
さらに将来的に働き方改革やAIの導入によって生産性が向上し、労働時間が短縮

した分、趣味・地域活動に使える余暇時間が増大すると想定され、20万時間以上の

時間を有することになる。 

 

2.「現在ある余暇時間の活用の満足度の低さ」 

 

一見、余暇時間の増加によって、私たちが「やりたいこと」に取り組める余暇時

代がやってくるのではないか、と感じられる。しかしながら、私たちは本当に膨大

な余暇時間を充実させ、生きがいを持って過ごすことができるだろうか。そのため

には、自分がいかなるものに対して生きがいを感じるかを押さえておく必要があ

る。そこにはもちろん個人差があろうが、『生きがいについて』（神谷美恵子）に

おいて、各人の生きがいに共通する特色を6つ挙げているのでここで参考にしたい。

同書は、社会からの隔絶に苦しみ、生きがいの喪失にもがくハンセン病患者と交流

し寄り添う筆者が、人々の生きがいはどのようなところにあるのかということを探

ったものである。 

 

①生きるよろこびの源泉になっているもの 

②生活上の実利とは必ずしも関係がない、むしろマイナスなこともあるようなもの 

③「やりたいからやる」という自発性を伴うもの 
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④その人の内奥にあるほんとうの自分にぴったりしたもの 

⑤その人の心に一つの価値体系をつくる、行動する際の価値判断の基準になるもの 

⑥自分がのびのびと住めるような、その人独自の心の世界をつくるもの。 

 

すなわち、たとえ実利がなくとも、自らの内奥から湧き出て来るような、各々が

本当にやりたい、そしてそれ故に主体性を持った活動こそが、生きがいを与えうる

のである。神谷が提示したこれらの生きがいの特徴は、私たちの余暇時間の過ごし

方の充実度を測る上で、一種の尺度となろう。 

 

 では、実際に現代の日本人が余暇時間をどのように過ごし、その活動に対する充

実感をどの程度感じているのか検証する。【図2】は、キリン食生活文化研究所が余

暇時間について調査した結果である。 

 

【図2】プレミアムフライデーで過ごしたい相手（性・年代別） 

 
（キリン食生活文化研究所調べより作成 2017年2月全国ウェブ調査 N=19,224） 

 

 【図2】はプレミアムフライデーにより、金曜日の余暇時間が増加した際に、その

時間を誰と過ごしたいかを示したグラフである。2017年に20～60歳の男女を対象に

約2万名の結果をまとめたものである。 

 

 このグラフより、余暇時間を過ごす相手として圧倒的に多いのが「家族」であ

る。調査対象の7割以上がそのような過ごし方をしている。また、女性の約4割、男

性の約5割程度が「一人」で余暇時間を過ごすことを希望している。一方で昔からの

友人や趣味の仲間と過ごしたいと希望する人の割合は低いことが分かる。 
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 さらに回答の多くを占めた「家族」も、現状分析で後述するように（図3）核家

族・単独世帯が増加しており、つながる人の数が減少していく可能性がある。 

 

 もちろん、余暇の中で1人の時間を持つことや、家族や友人と共に過ごすことは個

人に幸福をもたらす大切なものだ。しかしながら、学習や地域活動を通じてより多

くの他者とつながりを持つことは、生きがいにおいて重要な意味を持つのではない

だろうか。それは、そのような他者とのつながりが、「生活上の実利とは必ずしも

関係がない」ことや「自発性を伴うもの」であることからも裏付けられる。 

 

 以上より、学習活動や地域・社会活動を通じた多様な他者とのつながりは私たち

に生きがいをもたらしてくれるものであるが、日本人は余暇においてその時間が不

足していると考えられるのである。 

 

3.「既存の縁の希薄化」 

 

3-1.血縁の希薄化 

（1）単独世帯の増加 

【図3】の厚生労働省大臣官房統計情報部「グラフで見る世帯の状況」によると、

2013年において単独世帯は4分の1以上を占め、核家族世帯と合わせると8割を超える

ことが分かる。このことから、血縁の土台である「家族・世帯」の中でも家族のつ

ながりが薄い単独・核家族世帯が増加していることが分かる。 

 

【図3】世帯構造別にみた世帯数の構成割合の年次推移 

 
（厚生労働省大臣官房統計情報部 「国民生活基礎調査（平成25年）の結果からグ

ラフで見る世帯の状況」より作成 http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/20-21-

h25.pdf （3月8日 閲覧）） 
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（2）同居家族内での個別活動化 

家族として一緒に住んでいても、一緒に家で過ごす時間が少ないことにより、家

族の行動が個別化し、その結果家族のつながりが弱まっている。【図4】（平成19年度

国民白書）によると、20・30・40代という働き世代が家族と過ごす時間が少ないこ

とが読み取れる。つまり働き世代は家庭内でのつながりが希薄化している可能性が

ある。 

 

【図4】男女年齢層別家族と一緒に過ごす時間 

 

 
（平成19年度国民白書「つながりが築く豊かな国民生活」より作成 http://warp.d

a.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9990748/www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h19/0

1_honpen/index.html（3月8日 閲覧）） 
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3-2.地縁の希薄化 

 

 次に現在の地域コミュニティにおけるつながりの希薄化について分析する。 

 

 以下の内閣府が出している資料【図5】によると、地域内の付き合いに関して、19

75年には、約半数の人が「よく付き合っている」と回答していたのに対し、1997年

にはその割合が減少している。また「あまり付き合っていない」「付き合いはして

いない」の割合が年々増加していることが分かる。 

  

【図5】 地域内の付き合いの希薄化に関する国民意識調査

 
（内閣府の社会意識に関する調査（1975年,1986年,1997年)および国民生活選好度調

査(2000年,2007年)の結果から作成） 

 

 さらに、【図6】より、町内会・自治会への参加について、1968年の市部、町村部

と比較して、2007年には「ほとんど参加しない」という人の割合が過半数以上に達

している。さらに市部でも1968年には半数近くの人が「だいたい参加する」であっ

たのに対し、2007年には12.7%にまで減少している。 
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【図6】 町内会・自治会への参加頻度 

 
（平成22年版 情報通信白書（総務省）より作成 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h22/html/md121200.htm

l） 

 

3-3.社縁の希薄化 

（1）社内旅行実施推移の低下 

 産労総合研究所の調査によると、余暇・レク行事を行っている企業における社員

旅行の実施率は、1990年代には8割近い時期もあったものの、2004年調査では4割弱

にまで減少し、2014年の調査では約5割の実施率となっている。 

 

【図7】社内旅行の実施率推移 

 
（産労総合研究所による「2014年社内イベント・社員旅行等に関する調査」の図表３「社員

旅行の実施推移率」より著者作成） 
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（2）社内結婚率の低下 

 株式会社パートナーエージェントの調査【図8】によると、結婚した時期が1991～

1995年の回答者の間では35.4％で最多だった「職場で知り合った」が徐々に減少

し、2011～2015年には19.9％に低下していることが分かった。 

要因として考えられることは、出会いの多様化である。例えば、連絡手段の発達

やSNSの普及は、昔の友人との連絡を可能とし、年頃の男女に、職場以外の人との交

流を可能とした。また、インターネットによって結婚相手を見つける人も多くな

り、相対的に社内結婚が減少したとも考えられる。 

 

【図8】社内結婚率の低下 

※20～59歳の既婚男女2,209名を対象 

 
 （株式会社パートナーエージェント「幼馴染み婚・同級生婚」に関するアンケー

ト調査結果より作成） 

 

 上記の【図7】【図8】より、90年台後半と比較して社内の交流を促すイベントを

行う企業割合も減少し、また同時に社内結婚も減少している。社内の人々のつなが

りが希薄化している可能性がある。 

 

4. 「現代型のつながり（SNS）による弊害」 

 

 これまで見てきたように、血縁・地縁・社縁といった既存の「縁」は希薄化しつ

つある。それに対し、現代型のつながりとして台頭しているのがSNSである。様々な

SNSのサービスが普及し、世界中のあらゆる人々と手軽につながることが可能になっ

ている。特に比較的若い世代を中心に、多くの人々がSNSを介してつながっている今

の状態に、むしろ人々は豊かなつながりを築けているようにも見える。しかし、SNS

にも実は弊害があることを分析していく。 
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⑴SNSの利用状況 

 

 まず、SNSの利用率は、近年すべての世代において上昇傾向にある。たとえば、LI

NE、Facebook、Twitter、Mixi、Mobage、GREEの6つのサービスについて、いずれか

を利用している割合は、【図9】によると2016年に国内の全体で71.2％に達した。ま

たこの調査では年代別の利用率についても言及されている。それによると20代の97.

7％という圧倒的な高さに加えて、40代や50代でも利用率が急増し、2016年にはそれ

ぞれ利用率が80％程度、60％程度となった。今や、SNSなしには人間関係を語ること

ができないほどに、SNSは現代人の生活に浸透していると言えよう。 

 

【図9】代表的SNSの利用率の推移（全体） 

 

（出典：総務省 情報通信政策研究所「平成29年度情報通信メディアの利用時間と情

報行動に関する調査」より作成http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/j

a/h29/html/nc111130.html ） 

 

⑵SNS上のつながりがもたらす孤独感 

 

 では、これほどまでに発達したSNSでのつながりは、私たちにどのような影響をも

たらすのだろうか。一見つながりを充実させてくれるように見えるSNSだが、諸調査

によるとSNS利用時間が長い人ほど孤独を感じる傾向にある。 

 

 米国ピッツバーグ大学の研究チームは、19～32歳の成人、1,787人を対象にして精

神的・社会的健康度について調査を行っている。その結果、SNSを1日に2時間以上利

用している人は、1日に30分程度の利用者よりも、「自分が社会から孤立している」

という感情を抱く割合が2倍も高いことが判明した。SNSの閲覧回数で見ると、週に

約58回（1日8.3回）以上閲覧する人々は、9回未満の人よりも3倍以上の割合で社会

的孤立感を感じやすいという。 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc111130.html
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc111130.html
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 研究チームによれば、SNSは顔をあわせてのコミュニケーションに比べて、幸せそ

うな他人を一方的に見るばかりで、自分はその幸せを感じられない剥奪感や嫉妬を

抱きやすいからではないかと分析している。同チームのブライアン・フリーマック

博士は「SNSをしても、孤独感が減ることはない」と説明している。3 

 

 実際、私たちグループのメンバーも同様の経験をしている。例えば1日の終わりに

ふとSNSを開くと、「友だち」が楽しそうに過ごしている動画や恋人と2人で写った

写真が溢れかえっていて、深い喪失感に苛まれることがある。また、スマートフォ

ンを開くと100件以上のSNSのメッセージが溜まっていて、どっと疲労感を感じるこ

ともある。 

 

 これらの研究や経験から言えることは、SNSの利用によって人々とつながることは

容易になったが、それが人々の心を満たすかどうかは別の問題なのであり、むし

ろ、SNSの利用によって孤立感を深める傾向にすらある。確かにSNSは私たちの生活

に利便性をもたらしてくれるものであり、今後も不可欠な存在となるだろう。しか

し同時に、SNSだけでは安心と刺激を得られるようなつながりを築けないのも確かで

あると考えられる。 

 

以上より、本章の現状分析では、既存のつながり（血縁・地縁・社縁）を分析し

てきた。血縁では家族一人一人のライフスタイルが多様化したことにより、核家族

化や単独世帯の増加だけでなく、家族と過ごす時間が減少している。社縁では、社

内の交流の機会が減少し、社内旅行や社内結婚の数も減少していることが分かっ

た。地縁では、町内会・自治会への参加率が低下し、近所付き合いがあると答えた

人も著しく減少していることが判明した。つまり既存のつながり（血縁・地縁・社

縁）は希薄化していると考えられるだろう。また現代においてはSNSによって確かに

つながりやすくなったが、それはむしろ孤立感を深めるものであり、私たちが求め

る安心や刺激のもたらす「つながり」のある社会とは言い切れない。 

 

 

 

 

 

 

 

                            
3 『Social Media Use and Perceived Social Isolation Among Young Adults in t

he U.S.』http://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(17)30016-8/fulltext 
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第3章 政策提言〜私たちの主張〜 

 

提言： 

 
 

 前章では日本における20万時間の余暇時間と「つながり」の現状と課題を挙げ、

分析した。本章では、これらの課題を克服し、生涯にわたって安心と刺激をもたら

すつながりを築ける社会を実現するための具体的な政策について論じる。私たちが

政策として掲げるのは「20万時間を活用した『福縁社会』の構築」である。 

 

 はじめに、20万時間を活用した「福縁社会」構築の目標、社会形態等について論

じる。次に、「福縁社会」を実現するための個別具体的な政策案を提示する。 

 

 

1. 目指すべき「福縁社会」の概念 

 

 「縁」という言葉は辞書によると「ゆかり。関係。人と人とのつづきあい。」

（広辞苑 第七版）、「その人の生活と切り離すことが出来ない結びつき。また、そ

の結びのきっかけ。」（新明解国語辞典 第七版）、「家族的なつながり、人と人と

の関わりあい」（デジタル大辞泉）等と記載されている。 

 

 実際、血縁・地縁・社縁に代表されるこれまでの「縁」は、それぞれの場面でも

たらされる人と人との結びつきを意味している。ここで特筆すべきなのは、これら

の縁はいわば巡り合わせである、という点である。すなわち、両親から生まれるこ

とで得る血縁、その土地に住むことで偶然築かれる地縁、その会社に入った結果得

られる社縁、といったように意図的につながりを築いているわけではないのだ。し

たがって既存の「縁」は、その関係性の中に入っていった結果得られる運命的なも

のであり、受動的な縁とも言える。 

 

 しかしながら、そのような巡り合わせ的にもたらされる「縁」を維持すること

は、多様化し変容する社会において困難な状況にある。むしろこれからの「縁」は

既存のつながり（血縁・地縁・社縁）だけではなく、双方向に興味関心と目的を共

有し、能動的につながりを築きあうことから始めなければならない。 

 

 

20万時間を活用した「福縁社会」の構築 



 

 

17 

その意味で、これからの「縁」の定義を 

 

「自身の興味関心と目的を共有した他者と、能動的に築きあう関係」 

 

へと修正し、発想を改める必要がある。これを以後、「福縁」と呼ぶ。 

 

 新たな「福縁」において最も重要なのは、能動的な縁であるという点である。多

くの偶然の要素によって得られる既存の縁に対し、「福縁」は、自身の持つ興味関

心や目的を他者と共有していることを認識した上で、つながるよう積極的に行動し

た結果築かれるのである。 

 

 では、この福縁社会の構築に向けて、国、自治体、企業、組合、個人は、いかな

る責任を果たし、何を実行すべきか。 

 

 
 

 人間は、誰もが異なる価値観や興味関心、特技や目的意識、すなわち個性を有し

ている。性別、年齢、国籍、人種、宗教、経済状況、障がいの有無、学歴、地域な

どの違いを超えて、誰もが持つその多様な個性を十分に発揮し、影響を与え合うこ

とは日本の力をますます向上させ、同時に社会のイノベーション力を高めることに

もつながる。 

 

 そのためにも重要なのは、誰もが自身の興味関心や目的、価値観等に従い、能動

的に他者とつながることが可能な社会を構築することである。その状況を実現する

ことを、このグループでは 

 

「福縁活動」（ふくえん・かつどう） 

と命名した。 

 

 ここでいう「福縁活動」とは、日常で出会うことはないが、自身と共通の興味関

心や目的を持つ人とつながる活動を指す。様々な場面で「福縁活動」を通して多様

な人とのつながりを得られることは、私たちに多くの利点をもたらしてくれるだろ

 

日常で出会うことのない人々と、互換的に興味関心と目的を共有 

することで真の多様性を実現した「福縁活動」を構築する。 

福縁活動の実現は、日本の力や社会のイノベーション力を高め、 

不確実性下で新たな安心と幸福を確保することにつながる。 
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う。例えば、不確実性が高まる社会において突然に、何かに属するつながりを失っ

たときの安心や拠り所にもつながることになる。また、「福縁活動」での多様な個

性の組み合わせを通じて、誰もが新たな刺激や幸福感を得ることにもなる。このよ

うに、つながることで幸福になる活動という意味で「福縁」活動なのである。 

 

 そして、自らの興味関心にぴたりと沿ったこうした活動こそが、各々の更なる主

体性・能動性を引き出し、個々人の生きがいあふれる人生にもつながっていくので

ある。 

 

 血縁にせよ、地縁にせよ、社縁にせよ、限られた特定のつながりを維持し大切に

することは、これまでの日本社会で重んじられてきた。今後はそのような一蓮托生

の精神も引き続き大切にしながら、ライフスタイルの多様化やグローバル化などの

環境変化のなかで、「複数の居場所を感じられるつながりを持つこと」を可能にす

る取り組みを社会全体で始めることを提案したい。 

 

 このグループでは、社会に生きる多くの人が自らの社会的存在を考える際に、そ

こに「所属しているか、いないか」「一員であるか、ではないか」といった帰属意

識や所属意識を強く意識していると考えている。しかし実際の状況は、ひとつのつ

ながりの中に属している、というものとはかなり異なりつつあるのではないだろう

か。それならば、福縁社会の実現に向けた具体的な第一歩として、まずは「複数の

つながりを持つべき、持っても良い」という意識と行動を広めるべきだろう。 

 

 それは同時に、1つの所属だけに密に帰属することを前提とした発想からの卒業を

意味している。これからは「自分は〇〇（という組織）の人だ」にこだわりすぎる

ことなく、広く「〇〇（という組織）も□□（という団体）も」を目指すことこそ

が、人生において安心と刺激をもたらすのだという発想の転換が、国民の間に自然

と広まることが望まれる。 

 

 それは変化の激しい社会を生き抜くための個人的処方箋になると同時に、社会全

体としても人々が行き交い何重にもつながることによって生まれる多様性と柔軟性

が強まることにもつながる。 

 

 さらに余暇時間（20万時間）において、異なる価値観を保持する人々が重層的に

つながることは、適切な融合によるイノベーションを促し、労働時間（10万時間）

で生産性向上など好影響が期待できる。 

 

 さらに、待機児童の増加や老老介護が進んでいる現在の社会では、その家庭のみ

で解決に尽力するのではなく、人員やノウハウの枯渇から、他者とのつながりによ
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って支え合うことが不可欠となっている。いまや、既存の「縁」の社会では、多く

の働き世代、高齢世代が限界を迎えている。 

 

 誰もがその所属している組織や役だけに注力することなく、他者との協同を可能

にしていく社会こそ、今後の目指すべき姿といえる。 

 

 このような社会では、誰しもが支え、支えられる関係にもつながる。若者世代に

とっては経験ある高齢者の存在は、人生の道標や目標となり、高齢世代にとって

は、活力ある若者達との交流を通じ自らも活力を得、また役に立てているという生

きがいの獲得にもつながるだろう。 

 

2.福縁社会の実現に向けた提言 

 

 これまで、今後日本が目指すべきつながりと社会のあり方を論じてきた。ここか

らは、そのような「福縁社会」を実現するための具体的な3つの政策を提示する。 

 

（1）世代や地域の垣根を超えたマッチング制度を実現する 

 

 前述したように、私たちはこれからの「縁」を「自身の興味関心と目的を共有し

た他者と、能動的に築きあう関係」と定義した。しかしながら、今まで通り日常生

活を送っているだけでは、このような「福縁」を築くことは難しいのではないだろ

うか。そこで、より能動的につながりを築き、自らの興味関心に合った活動を他者

と取り組むことを促進するために「福縁アドバイザー」制度を導入する。 

 

 この「福縁アドバイザー」は、人々の興味関心などの情報をもとに最適な人物や

活動団体を結びつけるスペシャリストである。より多くの人が福縁を築けるように

支援するための資格制度を設け、資格試験を合格した者のみが「福縁アドバイザー

」として活動できるようにする。したがって、既存の有国家資格者と同様に「福縁

アドバイザー」を本職とする人々が現れることを想定している。 

 

 また「福縁アドバイザー」制度を導入するにあたって、人々が自身の個人情報や

興味関心、趣味や特技などを入力し集約したデータベースも作成する。福縁活動に

参加したい人々が任意で情報を入力することで、福縁を築きやすくすることがその

狙いである。集約された個人情報は資格を有する「福縁アドバイザー」のみがアク

セスすることができ、厳格に管理される。 

 

 では「福縁アドバイザー」は具体的にどのようなことを行うのか。それはデータ

ベースをもとに人々の興味関心事項などを取り扱い、福縁形成を支援することであ
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る。「福縁アドバイザー」として活動する人は事務所を設けるなどして、福縁活動

を始めたい人々の相談に乗る。興味関心事項や話しながら得た情報をもとに、デー

タベースと照らし合わせながら同じような興味や目的意識を抱いている人物や団体

を紹介するのである。そうすることで、普段の生活では出会うことのなかった人々

とつながることができ、新たな活動に向けて一歩を踏み出すきっかけとなる。 

 

（2）企業と個人をつなぐ「大人のインターンシップ制度」を導入する 

 

 従来、オフィスや工場などは「働く場」という捉え方をされており、そのオフィ

スなどの場所も企業としての機能も企業活動をしていない余暇時間にはあまり活用

されてこなかった。 

 

 しかし、今後20万時間をはじめとした余暇時間の増加により、「働く場」として

機能していない時間もまた増加することになる。そのような余暇時間における企業

や団体などを有効活用しつつ、福縁社会の促進を後押しするのがこの制度の趣旨で

ある。 

 

 オフィスや工場、さらにNPOといった組織などが活動時間外の余暇時間においては

「つながりの場」として機能することによって、同じような興味関心を持つ人々が

新たな関係を築いたり、刺激的な経験を積んだりすることが可能になる。そのよう

な「つながりの場」作りを行うものが「大人のインターンシップ制度」である。 

 

 「大人のインターンシップ制度」は、企業やNPO団体などが、自組織に関連するテ

ーマで学習課題や活動内容を設定し、広く人々のつながる場を提供するものである

。形態としては長期のプロジェクト型学習や習い事のようなものを意識し、長期的

なつながりを維持できるようにする。単発の体験プログラムとはこの点で異なり、

個人が楽しい体験をするということよりも、興味関心を共有できる組織や個人との

「福縁」形成の後押しを行うことを重視する。 

 

 以下に、プロジェクト型学習のケースと習い事型のケースで想定される具体例を

示す。 

 まずプロジェクト型学習のケースについては、環境に関するNPO団体が、団体での

取り組みに関連するお題を設定し、自発的に参加した人々がグループを組んでプロ

ジェクトに取り組み、適宜学習を経ながら最終発表を行うといったものが挙げられ

る。 

 次に習い事型についての例は、食品関連の企業が自社のキッチン設備を解放し、

企業で扱う食品に関しての料理教室を実施するといったことが考えられる。 
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（3）各市区町村における「福縁窓口」の設立 

 

 地域においては、従来から多くの組織によって様々な地域活動が行われ、地縁が

築かれてきた。しかしながら特に働き世代や若い世代を中心に地域活動への参加率

が低くなっていることは現状分析でも論じてきたとおりである。そこで地域内でも

「福縁」を築くことができるように、各自治体において「福縁窓口」を設置する。 

 

 地域内には「こども会」や「老人会」、「防犯協議会」のように様々な組織が存

在し、それぞれ別々に活動を行っている。したがって、地域活動に初めて参加しよ

うとする働き世代にとってはどの組織に参加すれば良いか判断しにくく、組織の一

員としての参加を阻む障壁のひとつになっている可能性がある。またイベント等に

参加する場合であっても、組織ごとに個別に情報を発信しているため、住民は組織

の数だけ情報にアクセスする必要する必要が生じてしまう。 

 

 そこで、地域内の活動に関する総合窓口機能として「福縁窓口」を地域に設置す

る。これは、その地域内でどのような団体がいかなる活動を行っているかといった

情報を提供・発信するほか、地域活動への参加の入り口としての役割も担う。これ

によって、余暇時間のみ地域と関わる機会を持つ働き世代であっても参加しやすく

なることが期待される。 

 

 「福縁窓口」を新設するメリットは2点挙げられる。 

 

 まず1点目に、地域活動への参加の入り口が1つに集約されることだ。これまでは

様々な活動団体や組織が独自にメンバーを集うことが多かった。そのため、普段か

ら密に地域に関わっているわけではない働き世代にとっては参加しづらい障壁があ

ったと考えられる。そこで多様な地域活動団体の総合窓口機能を「福縁窓口」が担

うことでこの課題の解決を図る。「福縁窓口」では、そもそもその地域内にどのよ

うな活動組織があるのかを一覧で閲覧できるほか、現在どの組織でどのような人材

が必要とされているかも確認できる。また、窓口の担当者に相談することができ、

自分がどのような活動を行いたいのか、参加できる頻度はどの程度か、といったこ

とから活動を選ぶこともできる。そのため地域活動に参加したいと思った者は、地

域の「福縁窓口」に行って相談するだけで自分に適した地域活動に参加できるので

ある。 

 

 2点目は、地域活動のメディアとして機能する点だ。従来の地域活動の発信手段

は、回覧板や地域の掲示板、独自に作成したウェブサイトなどが多かった。そのた

め地域内で情報を目にするか、あらかじめその団体を知った上で検索しないと、情

報を入手すること自体難しかったのではないかと考えられる。そこで「福縁窓口」
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では、様々な手段を通じて地域内の活動に関する発信を行う。方法としては、「福

縁窓口」で直近のイベントや普段の活動に関する情報を紹介するほか、SNSで発信す

ることなどが考えられる。個々の組織がバラバラに発信するのではなく、「福縁窓

口」が地域内の多様な活動を発信するメディアとなることで、より多くの人々に情

報を届けたり、今まで知らなかった活動に足を運ぶきっかけを提供したりできるの

だ。 

 

 

第4章 結び 

 

 血縁・地縁・社縁といったつながりの希薄化が日本で叫ばれるようになって久し

い。そして私たち自身、社会におけるつながりが弱まっていることを肌で実感して

いる一人でもある。一方で、私たち若い世代は、SNSで日常的に“つながって”い

て、満足しているようにも見えるかもしれない。しかし、それでもなお私たちはリ

アルなつながりを必要としているのである。それは温かな安心感や新たな刺激をも

たらしてくれる豊かなものだ。学生時代を終えた後も、一生を通じてそのようなつ

ながりを築いていきたいという強い想いを込めて、新たな「福縁社会」の構想を提

言した。 

 

 また、私たちは「20万時間」にも着目した。これは社会人になって以降の余暇時

間の合計である。今、世間では働き方改革などによって労働の時間は注目されてい

るが、余暇の時間についてはどうだろうか。私たちは、社会でそれほど活発に議論

されているようには感じられない。しかし、今後余暇時間が増加することも予想さ

れ、私たちがどのようにして生きがいの感じられる時間を過ごすかは、実は重要な

問題なのである。 

 

 これらを出発点にして、私たちは20万時間における新しいつながりのあり方を模

索してきた。人口減少や少子高齢化、グローバル化を伴う多様化など、社会が急激

に変化していく現代においては、これまでのような巡り合わせ的なつながりのあり

方には限界があると私たちは考えている。だからこそ、興味関心や目的意識を共有

しつつ能動的につながりを築くことが今後重要になるのである。そのようなつなが

りのあり方は、私たちが複数の拠り所を持つことを可能にするとともに、生きがい

あふれる人生にもつながっていくだろう。さらに、影響は余暇時間のみにとどまら

ず、社会に柔軟な強さやイノベーション力をもたらしてくれると期待している。 

 

 このような「福縁」を基礎とした新しい社会を実現していくために、私たちは3つ

の具体的な政策も提示した。個人が能動的につながりを形成することを支援する

「福縁アドバイザー」の資格の導入や、余暇時間における企業をつながりの場とす
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る「大人のインターンシップ制度」、誰もが地域活動により参加しやすくする「福

縁窓口」設置である。このように、社会の様々な場面で積極的につながりを築ける

ように制度を整えることが必要なのである。 

 

 そして何より、私たち一人ひとりのつながりに対する意識の変革が最も大切なこ

とだと、私たちは考えている。誰もが他者とのつながりを築くことに能動的にな

り、真に豊かな20万時間を過ごし、働く10万時間も充実させる。そう言った願いを

込めて、本稿を終える。 
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