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1. 課題設定〜日本はどのような社会を目指すのか？【ビジョン】 

 

私たちの思い 

 私たちは「失われた 20 年」と呼ばれる時代を生きてきた。この間、日本は景気後退や人

口減少といった問題に晒されてきた。そして、そうした問題の多くは未だに解決されてお

らず、先行きが暗い。私たちはこれからも課題が山積みな社会の中で生きていく。そのよ

うな状況を前にして、私たちは自分の歩みたい生き方について真剣に考えた。将来に対し

てなかなか希望を見出せない社会であっても、日頃の生活で楽しみを見つけて熱中したい。

そして見つけたキーワードが「ワクワク」であった。 

 ワクワクとは、仕事から離れたもう一人の自分を見つけ、日常生活の中で「楽しい」と

思えることを指す。ここでワクワクを構成する生活の要素として余暇活動に注目する。余

暇とは仕事と対比される活動、いわゆる「オンとオフ」と言ったときの「オフ」にあたる

部分を指す1。「余暇」は遊びをイメージしがちだが、ここでは娯楽を意味するわけではな

い。スキルアップのために、資格取得を目指して勉強するのも、私たちの定義では余暇活

動である。 

 また、仕事以外の自分を見出せる余暇活動が何であるのかは、社会制度によって決めら

れるものではない。ワクワクを感じる対象は多様であり、その選択は強要できない。私た

ちはこの社会において自分でワクワクを見つけ、それに熱中できるだけの自由が欲しい。

そして、一人一人がのびのびと活動できた結果として、日本全体を成長させたい。 

私たちがワクワクできる社会を主張する背景には、子供時代の原体験がある。それは 2002

年度に実施された、いわゆる「ゆとり教育」である。一般的に、ゆとり教育は「学力低下

を招いた」として失敗と捉えられている2。しかし、その教育を受けてきた身からすれば、

ゆとり教育にはむしろ共感を覚える部分がある。ゆとり教育は、勉強以外の自分を見つけ

られる機会を増やしてくれた。総合的な学習の時間では、職場体験や地域交流を通じて、

日常とは異なる活動を自発的に経験した。週五日制により、習い事や地域活動など学校外

の活動も充実した。その中で色々な人に出会い、色々な経験をし、視野が広がった。この

ような「ゆとり世代」だからこそ得られた視点が、社会をワクワクさせるヒントになる。 

 以下では、現実と私たちの理想について、客観的なデータや先行研究を交えながら詳し

く見ていく。まず、将来の経済成長を夢見ながら生きていく社会が限界に達している現状

を指摘する。その上で、豊かになれないことへの不安を抱えながらも生きがいを感じてい

くためには、ワクワクを作り出す必要があることを主張する。 

 

                                                      

1 収入を得るための直接的な手段や行為ではないという意味であり、仕事に一切関係しな

い行為という意味ではない。例えば、余暇活動が充実した結果、仕事の生産性も上がる可

能性は十分考えられる。 
2 以下、ゆとり教育やその評価については、小松夏樹（2002）『ドキュメント ゆとり教

育崩壊』と戸瀬信之・西村和雄編（2011）『教育における評価とモラル』を参考にした。 
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1－1. 経済成長を重視する社会の限界 

 バブル経済崩壊後の「失われた 20年」と呼ばれる社会のなかで、政府や財界は足元の景

気対策に注力してきた。小泉純一郎政権での構造改革や安倍晋三政権でのアベノミクスは、

そうした政策の典型であろう。例えばアベノミクスは、「大胆な金融緩和」「機動的な財政

政策」「成長戦略」の「3 本の矢」を政策の柱として掲げている3。政府はそうした大規模な

経済政策を打ち出すたびに、「まだ足りない部分もあるが、株価は上昇しており、回復の兆

しが見えている」と成果を強調する。アベノミクスも「戦後 2位の『いざなぎ景気』（4年

9 カ月）を超える長さとなった可能性が高い」と評価されている4。 

 しかしながら、経済成長だけを重視する社会では、今後 20〜30年を乗り切れないかもし

れない。長期的に見れば、物質的な豊かさを生きがいとするシステムは、行き詰まる恐れ

を拭えない。 

 内閣府が 2015年に発行した『選択する未来 —人口推計から見えてくる未来像—』は、現

状のまま人口が減少し、生産性が低下すれば、2040年代以降の経済成長はマイナスになる

と指摘している。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2040年の総人口は約 1億 1000

万人であり（出生中位・死亡中位）、現在よりも約 1500万人減る5。人口規模は経済成長を

左右する要因の 1 つである。人口が多ければ多様性が広がり、より多くの知恵が生まれる

社会になる。新しいアイデアを持つ若者が労働市場に入ってくれば、それだけイノベーシ

ョンも促進されるはずである。人口が減少すれば、経済成長を支える「知恵のアップデー

ト」は減速を免れられない。 

 また、人口減少が出生率の低下に起因していることから、今後ますます働き手が足りな

くなる。野口（2015）では、2040 年には労働力人口が現在より 1500 万人超も減るため、

「労働力不足経済」に突入するとされている。国立社会保障・人口問題研究所の推計を見

ても、生産年齢人口割合（15〜64 歳）は 2016 年時点では 60.3％であるが、2040 年には

53.9％まで落ちる。人口が現在より 1 割近く減少すれば、多くの分野で国内市場は縮小せ

ざるを得ないだろう。こうした状況を打破するため、政府は出生率の向上を目指している。

2016 年 6 月 2 日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」では、「希望出生率 1.8」

が大きな目標として掲げられた6。しかし、野口（2015）は今さら出生率向上を目指しても、

問題の解決にはもう間に合わないと指摘する。出生率は顕著に上昇するものではない。そ

もそも今から出生率が上がっても、2040年には一番上がやっと 22歳になる程度である。 

                                                      

3 朝日新聞の 2017年 9月 26日朝刊 9面「アベノミクス、恩恵とつまずき 検証・安倍政

権５年の経済政策」を参照した。 
4 茂木敏充経済再生大臣の記者会見での発言。朝日新聞の 2017年 9月 26日朝刊 9面を参

照した。 
5 国立社会保障・人口問題研究所が 2017年 4月に公表した「日本の将来推計人口（平成

29 年推計）」を参照した。 

（http://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp29_gaiyou.pdf、2018年 2月 6

日閲覧） 
6 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/pdf/plan1.pdf を参照し

た。（2018年 2月 6日閲覧） 

http://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp29_gaiyou.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/pdf/plan1.pdf
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 若者の数が減る一方で、高齢者の割合は今後 20〜30年間で上がり続ける。内閣府の発表

によれば、その結果、社会保障を支えるための家計の潜在的負担が所得の半分を超す7。NHK

スペシャル取材班（2017）は、そうした高齢化に伴う財政難について、東京都豊島区を例

にシミュレーションしている。NHK スペシャル取材班の調査によれば、2035 年には社会保

障費が今より 48 億円も増える。その一方で、税負担能力の高い 50 代以下の人口は、2060

年にはおよそ 1 割減る。数の少ない若者が膨れ上がった社会保障費を支えていかねばなら

ず、経済成長どころの話ではない。武田（2014）はこうした日本の未来について、高度成

長期に作り出された「子供たちを育てる社会」から「高齢者たちを養い支える社会」への

転換だと表現している。 

 加えて、AIやロボットを製造業に導入する第四次産業革命の波も予想される。生産に係

る労働力の大部分が AI やロボットに代替され、多くの雇用が失われると考えられる。長期

的にはルーティンワークだけでなく、例外対応に至るまで AIのカバーできる領域が増える

だろう。M.A. Osborne は、日本において労働人口の 49％が AIやロボットで代替可能にな

ると報告している8。その結果、一部の高スキルの高所得者とそうでない低所得者の間で格

差が拡大すると考えられる。「将来豊かになるだろう」という期待を誰もが持てる可能性は

極めて低い。 

 こうした予測には賛否両論ある。しかし、経済成長によって自分たちの収入が増え、物

質的により豊かな生活が送れるだろうという希望は、多くの日本人にとって既にリアリテ

ィがなくなっている。例えば、内閣府が 1964年からほぼ毎年実施している「国民生活に関

する世論調査」（以下、「生活調査」と略）を見てみよう9。時系列順に調査結果を並べると、

1980 年代には 20％近くの人が「今後生活が良くなる」との期待を持っていたのに対し、

2000 年以降は 10％に満たない人しかそうした期待を持っていない。 

私たちは、そもそも端から経済成長を追求する社会を求めなくなっているのだ。数字で

の経済成長がゴールではないし、私たちは経済成長のための存在ではない。私たちは自分

が納得できる人生を生きたい。経済成長を完全に否定するわけではないが、何のための経

済成長なのか、数字上での経済成長が実現した時に私たちは一体何を得ているのか、とい

った認識の共有もできているとは言い難い。 

生活調査をみても、1980 年代には 4 割近い人が、「物質的な面で生活を豊かにすること

に重きをおきたい」と回答していた。しかし、この選択肢は 2017年の調査では 29.2％の回

答者にしか選ばれていない。生活調査の集計結果からも、日本人は経済成長をそれほど重

視しなくなっている傾向が示唆される。 

 

 

                                                      

7 内閣府（2015）『選択する未来 —人口推計から見えてくる未来像—』40頁を参照した。 
8 朝日新聞の 2016年 9月 10日朝刊 17面「グルーバル化と AI 未来は」を参照した。 
9 「国民生活に関する世論調査」の集計結果は、内閣府大臣官房政府広報室「世論調査」

の HPから得た。（https://survey.gov-online.go.jp/index-ko.html、2018年 2月 1日閲

覧） 

https://survey.gov-online.go.jp/index-ko.html
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1－2. 余暇活動の追求 

 それでは、私たちは何を生きがいにしていくのか。少子高齢化や AI の脅威を完全に払拭

すれば良いのだろうか。しかし、誰が見ても「いや、もはや払拭するのは難しい」と感じ

ずにはいられない。そこで私たちは、豊かになれないことへの不安を完全に取り除こうと

はしない。むしろ、リスクや不安がありながらも、その中で楽しみを見つけられる人生を

歩きたい。例えば、なぜ私たちはディズニーランドでワクワクするのか。それは、予想で

きない出来事や落とし穴が溢れ、日常を忘れてありのまま楽しめるからである。私たちが

これから進む未来は、先行きも見えず、これまで経験したことのないようなリスクに溢れ

ている。しかし、そのような未来であるからこそ、仕事から離れられる自分の時間が充実

すれば、それを生きがいにできる。職場での肩書きを忘れ、もう一人の自分になれる場面

がひと時で良いので欲しい。 

 ワクワクは、仕事と余暇の心理的なオン・オフが出来た上で、その実現の仕方を認知し、

そして時間と場所が確保できる場合に実現できる。また具体的な活動内容は人それぞれで

多様であり、自身の興味や関心に応じて形づくられる。これは誰かが与えるものではなく、

自分自身が見出すものである。その余暇のあり方の対象は IT化やスマホ・SNSの普及に伴

って多様化が進んでいる。一方で、ただ大量の選択肢を用意されるだけでは不十分である。

多様な選択肢が分かりやすく整理され、自由に活用できる仕組みも欲しい。 

 なお、私たちが理想とするワクワクできる社会は、経済成長を全否定しているわけでは

ない。あくまで一人一人のワクワクが実現した結果としての経済成長が、私たちの考える

理想である。経済成長という目的のために、行政が私たちを管理・組織化するのではな

く、私たち一人一人が自分の好きなこと、やりたいことを自由に最大限に発揮した結果と

して、経済も成長できるような社会にしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 日本人の経済成長に対する見方 
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2. 現状分析〜現在の延長戦にある日本の将来【現実】 

 

2——1. ワクワクしたい日本人 

 第1章でも述べた様に、日本人は物質的な満足を求めなくなっている。それと対照的に

増しているのが、余暇を通じた心にゆとりの持てる生活の追求である。第1章と同じ生活

調査を参考に、このことを確認しよう。集計結果を見ると、かつては20％台の回答者しか

選択しなかった「余暇を重視していきたい」が、今日では30％台半ばにまで上昇してい

る。この傾向は男女や年齢を問わず見られるものである。 

 他にも「心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きを置きたい」への回答率も右

肩上がりの傾向にある。物質的な心の豊かさよりも心の豊かさを求める人は1970年代末に

は4割程度しかいなかったが現在では6割近くもいる。先に述べたように低成長や格差の拡

大が30年後まで続くとすればこうした傾向は更に加速していくと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 楽しみや心のゆとりを求める日本人 

 

2——2. ワクワクできない現状 

 2-1では国民の多くが余暇を通じた心の豊かさを求めていると述べたが、その現実はど

うなっているのだろうか。以下では1981年以降にほぼ5年間隔で世界的に実施されてきた

「世界価値観査」のデータを使って、日本人の現時点での心の豊かさを見てみよう10。 

世界価値観調査では「あなたはご自分の人生をどの程度自由に動かすことができると考え

ていますか」という質問が用意されている。この質問に対し、回答者は10点満点の尺度で

                                                      
10 世界価値観調査の集計結果は、池田謙一（2017）『日本人の考え方 世界の人の考え

方』を参照している。 
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「人生自由度」を答えている。なお数字が大きくなるほど自由度をより高く感じているこ

とを意味する。日本で実施された過去6回の調査結果を見ていくと、回答者の平均値は5点

代半ばから6点ほどの間で推移している。若干の上昇傾向は見られるものの、大きく向上

したとは言い難い。さらに衝撃的なことに、日本の人生自由度は国際的に見て最低であ

る。2010年に実施された第6回調査のデータを国別に集計すると、人生自由度が調査され

た57カ国中、日本の平均値は最下位である。過去6回でやや平均値が上がっているにもか

かわらず、それでも日本の位置は極めて低い。 

 もちろん人生自由度だけが心の豊かさを示す指標ではない。とは言え、自分の人生を自

由に動かせないと実現している人は日頃から制度や周りの視線に縛られていると感じてい

るはずである。そうした人々の中に心理的なゆとりがあるとは到底想像できない。また、

自分の好きなことを日常生活の中で行えていないからこそ自分の人生が自由でないと感じ

ていると思われる。余暇を持ったり、人生に楽しみを感じたりしている可能性は低いだろ

う。 

 
図3 日本人の人生自由度（灰色が日本の位置を示す） 

 

2——3. 望ましい余暇活動の形 

余暇は自分の好きなことを自由に行える時間であるはずだが、人々が望む余暇の形はど

うなっているのか。日本生産性本部（2017）によると、余暇活動の潜在需要（余暇活動希

望率と参加率の差）の高い上位3種目は海外旅行、国内旅行、クルージングである。時間

のゆとりや費用が必要な活動はやりたくてもできないという現状があり、余暇の過ごし方

の現実と理想には大きなギャップがあるようだ。自分がやりたいことができるだけの「時

間のゆとり」のある余暇を持てることが必要であるだろう。 

 しかし、余暇にあてる時間を確保するだけで良いのだろうか。日本生産性本部（2010）

によれば、余暇活動は「多様化」「個性化」「細分化」が進んでいるという。余暇の選択

肢も増えている中で、私たちは様々な余暇活動に触れる場を持ち、その中から自分のやり

たいことを見つけたい。また、若者は余暇の目的として「自分磨き」を求める傾向にある
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という。確かに、大学の長期休みには、語学留学や海外旅行へ行ったり、ボランティア活

動をしたり、普段できないようなことに挑戦する人が多い。私たちにとって余暇は単なる

娯楽ではなく、自分を成長させるものでもあるのだ。 

 日常を振り返ると、私たちは仕事から離れて「リフレッシュするため」に余暇を過ごし

たいと思っている。大学生の今も、テストが終わった後には思いっきり遊んでストレスを

発散することで、「よし、また勉強も頑張ろう！」と切り替えている。また、「自分の世

界を広げるため」にも余暇を過ごしたい。例えば、異なった文化や風習、食などに触れ、

新たな発見ができる旅行のような非日常体験は、余暇だからこそできる活動だ。様々な人

と出会い、様々な経験をし、自分の視野が広がるような余暇を過ごす中で、また新たな自

分を見つけていきたい。 

 

2——4. 政府の対応 

 余暇によってワクワクしたいが、普段と違った自分を表現できるだけの自由がない。そ

の背景には、政府が日本人の余暇について十分な政策を打てていない可能性が考えられ

る。以下では政府のこれまでの取り組みを概観した上で、その問題点を指摘したい。 

 安倍政権が取り組んだ余暇政策の代表例としては、まず「働き方改革」を挙げられる。

例えば、退社から次の出社までに一定の時間を確保する「インターバル規制」の導入に対

して、政府は2017年度から助成金を支給する取り組みを始めた11。日本経済新聞の記事に

よれば、この政策は「長時間労働の解消を目指す試みで、労働者の健康を維持するため、

睡眠や余暇の時間を優先して確保することが狙い」12である。他にも、早期退勤を奨めて

個人消費を呼び起こそうとした「プレミアムフライデー」も、余暇の充実を狙った政策キ

ャンペーンと言える。 

 しかしながら、「働き方改革」を軸とした政府の余暇政策はそれほどの成果を挙げられ

ずにいる。「プレミアムフライデー」の実施状況を見ると、「実施せず、今後も実施する

考えはない」と表明する企業が過半数である。大阪シティ信用金庫が取引先1302社に対し

て調査した結果を見ると、「今後も実施する考えはない」と回答した企業が69.8％にのぼ

る13。さらに企業側の声を深掘りすると、課題の一端が見えてくる。2017年9月21日の日本

経済新聞朝刊には、ただ横並びで退勤時間を早めようとする政府の取り組みに対して、企

業のリーダーたちからの疑問の声が掲載されている14。労働者全員の退社を一律に早めよ

うとしても、サービス業をはじめとした不規則な職場では適用されにくい。人々の中に存

在するはずの多様性の視点が、現状の政策に欠けているのではないだろうか。 

                                                      
11 日本経済新聞の 2016 年 8月 27日夕刊 1面「次の出社まで一定間隔 退社後 休息確保

に助成」を参照した。 
12 日本経済新聞の 2016 年 8月 27日夕刊 1面「次の出社まで一定間隔 退社後 休息確保

に助成」より引用。 
13 読売新聞の 2017年 5 月 20日朝刊 9面「プレ金実施 2.4％」を参照した。 
14 日本経済新聞の 2017 年 9月 21日朝刊 13面「月末多忙でもプレミアムフライデー 企

業トップ、見直し論百出」を参照した。 
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 加えて、現在の政策からは、「労働時間を縮めさえすれば、余暇も充実するだろう」と

いう安直な発想が見え隠れする。余暇に充てる時間を確保する政策までは設けたものの、

あとは個人に丸投げしてしまっていないだろうか。しかし、自由に使える時間を増やした

だけでは、自由な余暇活動は保証されない。先行研究を1つ紹介しよう。武石（2011）は

複数の企業から協力を得て、働き方改革のためのモデル事業を実施し、社員へのインタビ

ュー調査を行った。モデル事業の中身は、残業時間を制限したり、自由に週数日の定時退

社日を決めたりさせるもので、労働時間の制約を目指していた。武石によれば、こうした

事業に対して、家庭に帰っても「どうしてこんなに早く帰るの？」と嫌味を言われるな

ど、深刻な感想が寄せられたという。プライベートでやりたいこともなく、むしろ仕事を

仕上げたいとの思いを吐露する人もいた。単に時間を与えるだけでなく、職場以外の居場

所を作るなど、余暇の中身を充実させられるような政策が求められていると言えそうだ。 

 

2——5. 生きづらい社会へ 

 経済成長の見込みがなく、それに加えて心にもゆとりがないままで将来の日本はどうな

ってしまうだろうか。1981年以降ほぼ５年間隔で実施されてきた世界価値観調査には「全

体的に言って、現在あなたは幸せだと思いますか、それとも思いませんか」という質問が

ある。2016年の第6回調査で「非常に幸せ」「やや幸せ」と答えた人の割合を見ると、調

査対象の57か国中で日本は25位にいる。世界的に見れば第3位のGDPであり、経済的に豊か

な現時点でも日本はほぼ真ん中に位置するのである。経済が低成長を続けることに加え

て、ワクワクを感じられない現状が続けば、日本人の幸福感は一層低くなるだろう。 

 若者に人気の歌手である西野カナが作詞した「パッ」の歌詞は、ワクワクを感じられず、

生きがいのない私たちの不満を代弁している。 

 

たまの休みなのに起きたらもう夕方 

溜まった洗濯物回して お風呂そうじ 

本当は行きたい場所もいっぱいあるのに 

パジャマのままで今日が終わってく 

 

この曲に表される通り、多くの社会人は平日に溜まった疲れを癒し、同じく溜まった家事

や買い物を消化するだけの土日を過ごしている。平日に行き来しづらい病院やレジャース

ポットに足を運べば、やはり自分と同様に土日やゴールデンウィークのみが休みの社会人

で混み合っており、ゆったりと過ごせずに休みが終わる。現状のままでは、私たちが主役

の20年後や30年後も、仕事と余暇の切り替えができない苦しい社会が待っている。 

 経済成長が続く時代においては、労働を続ける生活の中にも希望が存在した。しかし高

い経済成長率が保証されない未来には、「これから豊かになれる希望」がない。加えてワ

クワクを作り出す処方箋も打ち出せないままならば、将来の日本は生きづらい社会になっ

ていくだろう。 
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3. 提言～私たちの主張【現実】と【ビジョン】のギャップを埋めるために今

から何をするべきか 

 

3－1. ワクワク政策 

 第 1 章でも述べたように、私たちが理想とするのは誰もがワクワクできる社会である。

このワクワクは、「社会におけるレッテルを剥がして、もう一人の自分を表現できる時に見

出せる楽しさ」として定義している。 

 以上の理想を実現する上で解決すべき課題は 4 つある。１つは、社会的な責任や重圧を

感じてしまい、余暇において社会の属性を剥がすことが難しいという問題である（心理的

課題）。さらに、社会を忘れられる切り替えが出来たとしても、ありのままの自分を体現

する方法を、各人が知らなければならない（実現の課題）。普段と違った自分をイメージ

できても、その実現方法まで分からないケースは多い。 

 また、心理的課題と実現の課題を克服できたとしても、十分な時間がなければ個人的な

余暇活動も実践できない（時間の課題）。現状は、どの人も休日や連休が被り、全員が同

じような休日を送っている。その結果、どこも混んでいて落ち着かなかったりする。最後

に、自分のやりたいことを実現するための空間もより必要だ（場所の課題）。仕事から離れ

たくても、職場や自宅以外に居場所のない人は多い。 

以上の課題を解決すべく、ゆとり視点に発想を得た解決策として、①ライフアドバイザ

ー、②ふぉろ輪さん（SNS）、③ワクワクフェスティバル、④ワクワク休日、⑤活動場所の

拡大の 5つの政策を掲げる。 

 
図 4 4つの課題と 5つの政策 

 

3－2. 政策①：ライフアドバイザー 

概要 

 「ライフ」（「ワーク」ではない時間）についての相談に、気軽に乗ってくれるライフアド

バイザーの資格を国や自治体の推薦・一般公募により与える。アドバイザーとの相談を通
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じて、自分のなりたい姿を自身で把握できるようになる。また、社会的な責任感や重圧で

「オフの自分」になれない悩みを抱えた人も、アドバイザーとの会話から心理的なゆとり

ができる。 

 

狙い 

普段と違ったもう一人の自分になるためには、心理的な抵抗感をなくし、理想の実現方

法を知る必要がある。ゆとり教育では、職場体験や地域見学などで、地域の人と関わる機

会があった。学校外の大人と関わり、自分の経験や知識を教えてもらえたことで、様々な

生き方や考え方を知ることができた。就職後、職場関係の人とのつながりが大きくなると

考えられるが、職場外の人とも気軽に関わることができたら、生き方の選択肢は広がり、

仕事から切り離された自分を表現できるのではないか。 

 

既存の制度 

2016年 4月より国家資格となった「キャリアコンサルタント」を参考にしている。厚生

労働省によると「キャリアコンサルタント」は、労働者の職業の選択、職業生活設計又は

職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導（キャリアコンサルティング）

を行う専門家である。しかし、最近のキャリアコンサルティングは「単なるキャリア」で

はなく、「ライフキャリア」を対象とするものに変化しているという。すなわち、相談内容

はただ就職の斡旋をする、失業者の再就職支援をするという、狭い範囲に止まらない。一

人一人が固有に持っている才能や能力を最大限発揮していくなかで、個人が豊かで充実し

た生きがいのある、質の高い人生を送ることができるように、相談活動を通じて支援を行

うことが求められているのだ15。この変化の中で、キャリアコンサルタントへの相談内容は

多岐にわたり、相談を受ける負担は増大していると考えられる。キャリアコンサルタント

に求められる能力には、労働についての知識、カウンセリングのスキル、メンタルヘルス

のスキル、法律の知識等多くのものが挙げられる。しかし、自分の知識やスキルのみでは

解決できない相談もあり、時には自分の経験が解決に生きることもあるだろう。ゆえに、

専門家ではなくとも、人それぞれの経験や活動、それによって得た知識やスキルを人々の

「ライフキャリア」に役立てることができるのではないだろうか。 

 

政策の中身 

 専門家のみならず、多様な経験・活動をしている人の話を聞き、自分の選択肢を増やし

たい。この狙いを達成するために、様々な人をライフアドバイザーとして登録したいが、

安全性や信頼性の問題が生じる。そこで、国や自治体が介入するシステムを提案する。 

 図 5 のように、ライフアドバイザーとして任命する方法には２通りある。①では、国や

自治体が推薦し、推薦者は推薦を受けることで、ライフアドバイザーとして登録される。

NPO のメンバーや、市民吹奏楽団のメンバーなど、地域で活動している人が推薦される例

として挙げられるだろう。②では、「ライフアドバイザーとして活動したい」と考える人が

応募し、国や自治体の承認を得ることで登録される。例えば内閣府地方創生推進事務局の

                                                      

15 宮城まり子（2006）『キャリアサポート』を参照した。 
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施策では、地域活性化伝道師16として内閣府が登録した地域興しのスペシャリストが地域活

性化に意欲的な地域に派遣され、助言や指導を行っている。これを参考にしながら、ライ

フアドバイザーの登録を行いたい。登録されることでライフアドバイザーを職業とするこ

とができるが、副業とすることも専業とすることも自由である。また、ライフアドバイザ

ーとして求められるのは、答えを与えたり、自分の考えを押し付けることではなく、自分

のありのままの経験や活動を伝えることである。ライフアドバイザーとしてのあり方を共

有したり、意見を交わし合うような場を設ける必要はあるが、特別な知識や養成教育を受

けることは求められない。 

 

 

 

 

 

 

図 5 ライフアドバイザー 

 

 次に、ライフアドバイザーの具体的な活動についてであるが、SNSを利用することで、利

用者が気軽にコンタクトを取れるようにしたい。この SNS については、政策②で具体的に

説明する。SNSも国や自治体が運営することで、安心して利用することができる。 

 

期待される効果 

もう 1 人の自分を表現するためにはまず、人生における様々な選択肢を知ることが必要

である。それぞれ異なる経験を持つライフアドバイザーの中から、自分が聞いてみたい人

の話を聞き、生き方の参考にすることができる。また、仕事から離れられない悩みをアド

バイザーに打ち明ければ、心にゆとりを持てるようになる。 

 

3－3. 政策②：ふぉろ輪さん（SNS） 

概要 

 余暇の向上・充実を図るために、自分にあったライフアドバイザーとのマッチングがで

きるほか、利用者が求めるイベント情報の提供を行う。 

 

狙い 

 膨大な情報が出回る現在において、もはや行政の発信する情報まで念密に目を通し必要

な情報だけを抜き出すのは難しい。政策に特化したアプリケーションで情報を収集・管理

                                                      

16 内閣府地方創生推進事務局「地域活性化伝道師について」

(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/siryou/pdf/00dendoushi_gaiyou_29.pdf、

2018 年 2月 7日閲覧) 

① ② 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/siryou/pdf/00dendoushi_gaiyou_29.pdf
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し、ユーザー同士の繋がりが可視化されれば、政策を利用する意欲が促進される。また、

AI 技術を利用すれば、ライフアドバイザーとのマッチングの負担を減らせる。ゆとり教

育ではインターネットの普及に伴いアクティブ・ラーニングが採用された。授業の一部に

パソコンが導入され、幼少期から電子端末に慣れ親しんできた。ITを使って情報が整理

されれば、いつもと違う環境に身を置くための方法を誰でも知ることができる。 

 

既存の制度 

世田谷区におけるマッチングによる政策推進 

 世田谷区において、2014 年度〜2023 年度の間に試験的に「マッチングによる政策推進」

という政策が施行されている。この制度の目的は、世田谷区役所内各部署・そして区民が

目的を共有し、縦割りを超えさまざまな分野や主体を横つなぎ・組み合わせることで、課

題解決の力を高めるよう相互に協力し合うことである。区の課題解決のために区民が自主

的に集い会議を開催するほか、区の取り組みを区民に理解してもらうために活動場所の確

保や花火大会等のイベントの充実などを行っている。多様な人々が同じ目的意識を持ち集

まるきっかけを提供するという点では我々の政策と類似するが、情報の共有の方法が町会・

自治会を始めとする区民活動団体、NPO、事業者と、行政との徹底的なコミュニケーション

だけに頼るという点に拡散力の弱さを感じた。 

 

SNS 

 上記の政策で見えてきた課題である拡散力・多数の情報と住民のマッチングを円滑に進

めるために目をつけたのが SNS である。利用者が打ち込んだ情報をもとに共通した趣味・

考えを持つ人とのマッチングを行ったり、一度興味を持ち調べたイベントに類似したイベ

ント広告が出回ると知らせてくれたりするという点で SNS はユーザーの需要をピンポイン

トで結びつけてくれるという利点がある。 

 

政策の中身 

マッチング機能 

 ユーザーは「20代」「一人暮らし」「男」「英語」「野球」「山手線沿線」、「30代」「子育て」

「育休」「三ヶ月」「単身赴任」「ディズニーランド」のように、自分に該当する情報を登録

する。その情報をもとに AIが選んだライフアドバイザーの情報を得ることができる。アド

バイザーは何人でもマイページに登録することができ、一人のライフアドバイザーからは

さらに類似したアドバイザーのおすすめ情報が表示され、常に新しいアドバイザーを探す

ことが可能である。遠方にいるアドバイザーとも気軽にコンタクトを取れるよう、予約を

行いテレビ電話対応できる機能も設置する。 

 

行政の行う講演会／イベント情報提供 

 下記の情報提供例のように、ライフアドバイザーとのマッチングのために登録した情報

をベースに、行政が企画するイベントや講演会情報を配信する。予約等もアプリから行え

る。 
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情報提供例 

「20代」「一人暮らし」「男」「英語」「野球」「山手線沿線」 

 →一人暮らしの男飯栄養講座（〇〇イベントホール） 

  TOEIC850点を超えの秘訣講座（〇〇区民館） 

  少年野球決勝戦（〇〇運動場） 

 

「30代」「子育て」「育休」「三ヶ月」 

 →１歳未満の赤ちゃんママさんの会（〇〇ホットセンター） 

  夜泣き相談会（〇〇保険福祉センター） 

 

 また個人が新たなイベントを企画し登録することで、共通の趣味を持つ人や同じ環境に

置かれた人を集める機会を斡旋することもできる。 

 

 
図 6 ふぉろ輪さんのイメージ 

 

3－4. 政策③：ワクワクフェスティバル 

概要 

 ふぉろ輪さんを利用してもう一人の自分を実現できた人が集い、ブースを出して成果を

発表し合う中で、参加者と交流する。そのなかで、優れた活動を行った人を表彰する。コ

ミックマーケットやニコニコ超会議などのイベントを参考にする。 
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狙い 

自分の余暇を変えたいと思っていても実現できていない人、そもそも問題意識を抱いて

いない人を後押しする。SNS 上では味わうことのできない楽しさを多くの人と共有する祭

典とし、「楽しそう」という気持ちからイベントに足を運ぶ人を増やす。ゆとり教育では、

地域交流活動や緑地活動などの成果を学校毎に発表し合う機会をはじめ、勉強以外の面で

も評価された。また、他学校での活動を知り、異なる考えに触れることで、自身の活動に

活かすことができた。ワクワクフェスティバルは、もう一人の自分を自由に表現し合える

場とし、参加者同士のネットワークを拡大させ、出会いからきっかけを生み出す。 

 

政策の中身 

コミックマーケットやニコニコ超会議のようにブースを出して自由に成果を表現し、参

加者と来訪者が交流する。ブースを出すのは、社会生活のすべての領域を対象とし、誰で

もエントリーすることができる。表彰は毎回複数の部門を設ける。評価基準は、新しい生

き方の提案となる新規性と、人々からの共感が重要な要素となる。また、多様な評価軸の

もと、結果だけではなく過程を重視し、優劣をつけることは目的としない。 

 

期待される効果 

 フェスティバルでの出会いから刺激を得ることで、さらにもう一人の自分を表現する可

能性を広げる。表彰によって、さまざまな人の生き方を世の中に提示し、多様な選択肢の

なかでのロールモデル、憧れの存在となる人物を生み出す。参加者自身も、自分の活動を

改めて考え直す契機となる。また、フェスティバルで得た新たな視野を、仕事にも活かす

ことにつながる。 

 

3－5. 政策④：ワクワク休日 

概要 

 既存の制度における国民の休日は日付が固定されている。ワクワク休日制度では、当人

が主体的な意思のもとで申請した個人の休日を、１年の中で１日だけ保証する。 

 

狙い 

 社会から離れ、もう一人の自分を表現する時間が十分にないという課題の解決を目指す。

2002 年から完全実施された学校週休二日制は、私たちに学校の勉強だけに縛られない時間

をもたらしてくれた。時間を作り出す上で、政府が休日を保証してくれる効果は大きい。 

 

既存の制度 

 プレミアムフライデーや有給休暇制度が十分に活用されない理由の一つに企業側の問題

がある。労働者は企業の中での成果をあげることを求められるため、仕事のことを考える

と主体的に休みが取りにくくなってしまう。一方で、フレックスタイム制、フレックス休

日制を導入することで、労働時間は変えずに自分が休む時間を個人の自由に委ねる制度を
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採用する企業も出てきている。いずれにせよ、上記の休日は企業との関係を考えなければ

ならず、社会から離れてもう一人の自分を表現するには不十分に思える。それゆえに、企

業ではなく国が一人一人にパーソナライズされた休日を保証することが必要である。 

 

政策の中身 

 具体的なシステムとして１年に１度、原則的に１ヶ月前までに政府の Webサービス上で

申請すれば、ワクワク休日を取ることが国から認められる。その上で個人は自分のワクワ

ク休日の取得日を所属している社会コミュニティに伝える。この届出は特別な理由がない

限り会社及びそれに類する団体は拒絶できない。ここで１ヶ月前としたのは、所属してい

る社会的コミュニティに迷惑をかけないためである。当制度の導入により、もう一人の自

分を表現するための時間が確保される。 

 

3－6. 政策⑤：活動場所の拡大 

概要 

 ①公民館の無料化、②公立小中学校の土日開放を全国的に実施することで、もう一人の

自分になれる空間を保証する。 

 

狙い 

 普段と違った自分になるためには、時間だけでなく、余暇を実践できるだけの場所も必

要である。職場や自宅にいるだけでは、日頃の仕事をどうしても意識してしまいがちだ。

ゆとり教育では、校外も含めた広い範囲で授業が展開されていた。例えば「総合的な学習

の時間」では、グループごとに自分たちの関心に沿うように、体験学習や見学活動を計画

した。余暇でも手軽に利用できる活動場所を自宅や職場の外に増やしたい。 

 

既存の制度 

 社会人がオフに利用できる空間は、有料であればいくらでも見つかる。しかし、誰もが

ワクワクする社会を目指すのであれば、場所にすらお金を支払う現状は変えていくべきで

ある。現状では、そうした私たちの理想とは逆に公共施設は有料化が進んでいる。例えば、

これまで無料で市民に公民館を開放してきた相模原市では、2018年 6月から使用料を徴収

することが昨年決まった17。市民のための開かれた場所であるべき公共施設は、利用のハー

ドルが年々高くなっている。 

 また、公共施設の開放には地域間での格差も存在する。例えば、岡山県倉敷市では一部

の小中学校が原則無料で一般にも開放されている18。それに対して、東京都練馬区では、音

楽室ならば 400円、プールならば 1200円といった具合に有料で学校施設の一部が開放され

                                                      

17 毎日新聞の 2017年 8 月 26日朝刊（神奈川版）22面「相模原市：公民館使用を有料化 

来年６月から」を参照した。 
18 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/4269.htm を参照した。（2018 年 3月 4日に閲

覧） 

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/4269.htm
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ている19。住む場所に関係なく、どこでも同じようにワクワクできる場所を保証するのが理

想だろう。 

 

政策の中身 

 公民館を含む公共施設が利用のハードルを高くしているのは、利用者を制限することで、

維持費や人件費をコストカットするためである。そこで、国が公民館に対して支援金を拠

出することで維持費や人件費を賄い、公民館の無料化を実現する。 

 スポーツ用具や楽器が一式揃い、広々とした空間である学校も全国で同じように使用で

きる状況を目指す。全国津々浦々の公立の小中学校がスポーツ用具や楽器とともに、部屋

や校庭を土日に開放すれば、プライベートの実現にかかる費用は大きく下がる。したがっ

て、公立小中学校を土日に無料で開放できていない自治体に対して、国から補助金を出す。 

 

期待される効果 

 公民館や学校といった既存の公共施設が開放されれば、活動内容の制限されない場所が

全国的に急増する。全国どこにでもある施設を使い回すため、誰もが「あっ、あれやって

みたい」と思ったら、すぐに活動場所へ向かうことができる。 

 

3－7. 実現される社会のイメージ 

 提言する政策によって、日常生活はどのように変化するのか。以下は、私たちがイメー

ジする「ワクワクする社会」で生きる社会人の風景である。 

 

 就活と卒論を乗り越えてやっと掴んだ社会人のステータス。でも会社に入っ

てみたら、想定外に厳しい上司、休みが取りにくい環境でなかなか仕事のこと

が頭を離れない。そんな中でも周りに認められたくてがむしゃらに働いてるけ

ど、心も身体もボロボロで、いつの間にか充実した生活とはかけ離れてしまっ

たここ最近。冬の寒さ以上に自分の心は冷えていた。幸せはどこにあるの？ 

 憂鬱な通勤電車の中、重い頭を上げて目に飛び込んで来たのが「ふぉろ輪さ

ん」。“盛り上げよう日本の余暇！”というキャッチフレーズに心動かされ、と

りあえずアプリをダウンロード。早速マッチングサービスを利用してみたとこ

ろ、自分の心の辛さ、苦しみ、不安と真正面から向き合ってくれるライフアド

バイザーに巡り会えた。冷めていた心は徐々に温まり、勧められたワクワクフ

ェスティバルに勇気を出して行く決心をした。そこでは仕事と両立しながら余

暇で自分の活動に没頭しワクワクする大人たちの姿を目の当たりにした。休日

は大人の鬼ごっこを企画して公共施設で盛大に遊ぶ人もいれば、合唱団の一員

として仕事の後の練習に励む人もいる。ワクフェスで知り合った人からこれら

のコミュニティやイベントが「ふぉろ輪さん」を使って見つけられるとの情報

                                                      
19 http://www.city.nerima.tokyo.jp/manabu/shogaigakushu/gakkokaiho/ryokin.html を

参照した。（2018年 3月 4日に閲覧） 

http://www.city.nerima.tokyo.jp/manabu/shogaigakushu/gakkokaiho/ryokin.html
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を仕入れた。翌日、興味を持った鬼ごっこのコミュニティに参加した。そこに

は自分と同様、過去に仕事で苦しんだけれども鬼ごっこでワクワクを取り戻し

た人々に出会い、やっと自分の心の拠り所が見つけられたと感じられた。 

 季節は春になり、仕事は２年目。申請したワクワク休日の日に、緊張と期待

が入り混じる心の鼓動を聞きながら、桜咲く公民館に足を運んだ。目の前に飛

び込んで来た風景は、桜舞う中で走り回る大人たち。自分も荷物と肩の荷を下

ろし、童心を取り戻したようにあるがままに走り回った。あぁ幸せだ。 

 それ以降、仕事をしていても、余暇の充実と共に、人生がワクワクするよう

になって来た。気が付けば仕事も捗り、成果も出ている。これからはこの自分

の経験を社会に還元するために、「ふぉろ輪さん」でたくさんの人々をサポート

していく心意気。 

 

 仕事を頑張りながら、気軽にいつもと違う自分にもなれる。私たちの提言する政策によ

ってそのような日常が実現すれば、誰もがワクワクしながら生きていける。また、山本・

松浦（2011）によれば、ワーク・ライフ・バランスの充実は仕事の生産性と正の相関関係

が見られる。私たちのワクワク政策により、現状の政策で手の届いていなかった余暇の活

かし方が充実すれば、日本全体の生産性が高まることも予想される。 

 

3－8. 数値目標 

 何をもって「ワクワクする社会」は実現されたとするのか、政策評価の基準も提案して

おきたい。あらためて振り返ると、ワクワクは「社会を忘れて、もう一人の自分を表現す

ること」で生まれる。これまでに見てきた一連のデータから指標を探すと、人生自由度が

候補に挙がる。しかしながら、「あなたは人生を自分の力で左右できますか？」との問いか

けは、日常の中に仕事以外の姿を求める私たちの発想から少し離れてもみえる。そこで、

「あなたは生活を自分の力で左右できますか？」という質問に変え、1から 10までの間で

「生活自由度」を尋ねることにしたい。30年後を見据えた長期スパンでは、生活自由度が

平均 8点台になることを目標に掲げる。 

 物質的な豊かさではなく心の豊かさを求める背景には、経済成長が見込めなくても、心

理的なゆとりや楽しさがあれば生きがいを得られるとの前提がある。そこで、心の豊かさ

を上げることで、日本人の幸福感が本当に上がっているのかも確かめたい。国連の持続可

能開発ソリューションネットワークが発行する『世界幸福度報告』では、0から 10点の間

で生活への満足度を聞き、いわゆる「世界幸福度ランキング」を国別の平均値を基に発表

している。ほぼ毎年測定されるこの指標は、5 年ごとに実施される世界価値観調査よりも

便利である。日本は 2017 年の報告では 5.92 であり、調査対象の 155 カ国中 51 位であっ

た。「オンとオフ」の切り替えによってワクワクを生み出し、幸福度 7.6 以上を目指したい。

なお、2017年に発表されたランキングでは 7.537 のノルウェーが 1 位である。7.6以上の

幸福度を達成すれば、世界 1位が見えてくる。 
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3－9. 残された課題 

 最後に、私たちの政策提言に残された課題をまとめておく。第一に、ライフアドバイザ

ーへの負担が大きい。相談内容は多岐にわたり、時にはアドバイザーも悩んでしまう重い

相談もあるだろう。SNS で気軽にライフアドバイザーとコンタクトが取れれば、多くの相

談が寄せられ、常に相談者とつながりを持つことになる。 

 第二に、「ふぉろ輪さん」ではどれほど個人情報を保護し、一方で信憑性を担保するべき

だろうか。余暇という個人のプライベートな部分を語るため、性別・職業・在住地域など

の利用者同士の情報を公開しなくては具体的なアドバイスも、繋がりを広げることもでき

ない。犯罪に利用されないよう、どこまで規制をかけていくか検討する必要がある。 
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