
東京丸の内ロータリークラブ 
2022 年 5 月 25 日 第 100 回 例会プログラム 

     
 Now・・・let’s act! 

「さあ、行動しよう！」 
 

2021-22 年度 クラブ会長  

Club President 

古山真紀子 Koyama Makiko 

“SERVE TO CHANGE LIVES” 
2021-22  国際ロータリー会長 

シェカール・メータ 
202１-2２ RI 第 2580 地区ガバナー  

若林 英博 

 

 

 

【式次第】    12:00～13:30 

1．司会進行   光行 順子     会員 

2．開会点鐘   古山 真紀子    会長 

3． ゲスト・ビジター紹介       鷲澤 充代       幹事 

ゲスト紹介： 

本日の卓話者 ソーシャルコモンズ 代表 竹本治様 

プルデンシャル生命保険株式会社 シニア・ライフプラン

ナー 伊藤孝夫様 

株式会社エムアンドオペレーション ラブライブ 櫻井寛様 

みずほ銀行 プライベートバンカー 磯田祐樹様 

 

ビジター： 

地区研修サブリーダー 東京江東ＲＣ 鈴木隆雄様 

東京練馬中央ＲＣ 直前会長 尾島昇様 

交換派遣留学生 千代田区立九段中等教育学校 4年生 

山口友睦さん 

 

尾崎会員： 

本日は三名のゲストの方にご参加頂きました。前回に引き

続きプルデンシャル生命の伊藤様。 

プライベートバンカーに長いこと携わっていらっしゃる磯田

様。素晴らしいネットワークをお持ちで、本当に素晴らしい

お人柄。 

伊藤様のご友人の赤坂でワインバーを経営されていらっし

ゃる櫻井様。 

 

 

4． ニコニコ報告    吉田 秀樹     会員   

東京練馬中央 RC 直前会長 尾島昇様：本日は貴重な

お時間をいただきありがとうございます。ディクレクシア読

み書き障害の講演会とシンポジウムのご案内に伺いまし

た。 

古山会長：皆さま、本日はよろしくお願いいたします。 

 

5． 会長挨拶             古山 真紀子   会長 

・東京丸の内ロータリークラブは 2017 年設立。本日 100

回目の例会を迎えることができた。この記念すべき日、平

日のお昼にもかかわらず多くの皆様に来ていただき、大変

嬉しく思う。本日は 13時半まで、どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

・卓話を快く引き受けて下さったソーシャルコモンズ代表の

竹本さん、関心を持って足を運んで下さった櫻井様、磯田

様、そして二回目となる伊藤様、ありがとうございます。 

 

・江東 RCの鈴木隆雄先生、お目にかかるのは久しぶり。

先生はロータリーの大ベテランで、生き字引の様な方。何

か知りたいことがあったら気軽に聞いていただければと思

う。練馬中央 RCの尾島直前会長、交換留学生の山口

君、のちほどスピーチをお願いします。 

 

・ロータリークラブについて少し説明させていただく。 

アメリカに本部がある国際的な奉仕団体。国際ロータリー

という組織の下にあり、世界中に 35,000 クラブ以上、会員

120万人が在籍。 

日本には 2200 クラブ以上あり、会員数 382,000 人。クラブ

名は基本的に所在地の名前を付ける。私達の東京丸の内

RCは、2580地区にあり、山手線の北半分と沖縄が同地

区。 

この地区だけでも 76 クラブ、2800人が活動している。 

 

・当クラブは 2017年年 7月に設立、比較的若いクラブ。

RCは中高年男性が多いというイメージをお持ちかも、確

かに日本はそういうクラブ多いが当クラブは女性が多い。 

・活動内容として何に重点を置くかは、各クラブが独自に

決めることができる。 

具体的には例会、奉仕活動、親睦等。例会は原則月４

回、昼時にメンバーが集まる。当クラブはメンバーが現役

世代の為、月 2回と参加しやすくしている。出席できない

場合はメイクアップといって、他のクラブの例会に参加して

振替とすることが可能。 

 

・ロータリーの特徴として、国内外あらゆるクラブの例会に

参加することが可能。様々な人に出会えてネットワークを

広げられる。 

 

・例会で重要なのが、「卓話」という学びの場。普段あまり

自分のレーダーにかからない分野の話題について、学ぶ

機会が得られる。丸の内でこの一年間にお願いした卓話

の内容は、「睡眠研究」「ボルネオの保全活動」「チェリスト

のお話と演奏会」「元国連開発計画の職員のお話」「ロー

タリーに関する知識を学ぶ」等、色々な方にお願いしてい

る。これも新しい世界が広がるきっかけとなる。 

 

・ロータリーは社会奉仕団体の為、規模の大小問わず社

会に貢献する行動を行う。世界的なプログラムとして毎年

キャンペーンを行っている代表的なものが「ポリオ撲滅運

動」現在、常在国は 2国。キャンペーン動画に尾崎創立

会長、古山会長が参加している。 

 



ディスレクシア・プロジェクトご担当者様 

・丸の内 RCでも独自の活動を行っている。例えばオース

トラリアの山火事への募金、コロナが始まったころには医

療従事者向けフェイスシールドの作成、生活が厳しい方に

食糧・衣服の支援。さらに、メッセージ動画を作成した。コ

ロナ禍における食事のマナーについて、サラリーマン二人

の会話を通じてわかりやすく面白く表現した作品になって

いる。youtubeからご覧いただける。フォトグラファーである

次年度会長の吉田エレクトが中心となり制作をした。 

・現在活動しているのは、感染者や医療従事者を差別し

ない「シトラスリボン・プロジェクト」。他クラブを巻き込んで

支援の輪が広がっている。 

 

・ロータリーでは外国人の大学院留学生に奨学金を提供

しており、丸の内でも昨年から奨学生の世話役を引き受け

て今年で 2年目となる。昨年度の留学生とは、帰国前に

記念の日帰り旅行で鎌倉を訪問、池袋の奨学生お勧めの

中華料理店で有志による送別会を行った。 

 

・他のクラブが主催するイベントに参加する機会もある。男

性の皆様に人気があるゴルフ等、様々な取り組みが用意

されている。 

 

・当クラブの特徴は、小規模の為に意見が反映されやす

いこと。奉仕活動に積極的であること等があげられる。会

員数が増えれば、アイディアが増える。新しい人たちと知り

合って自分を広げたいと考えておられる方、是非入会をご

検討頂きたい。 

 

・私は通訳であり、国際ニュースに関心がある。なかなか

日本では報道されない海外の深刻な現状がある。「世界

で戦争は無くならない」とある時わかってしまった。せめて

自分の周りだけでもハッピーになれる人を増やして行きた

い・・・という思いが、ロータリークラブに参加したキッカケ。 

 

・新年度は 7月から始まるが、会長の任期は一年。次期会

長の吉田会員は、東京丸の内 RC としての長期的な構想

を抱いている様子。 

 

・本日はご参加いただきありがとうございます。是非一緒に

活動出来れば幸いです。 

 

光行会員：                            

私自身昨年 7月に入会したばかり。入会のきっかけは、古

山会長と 30年来の親友であること。入会早々に米山カウ

ンセラーを、今回は留学生のカウンセラーを務めさせてい

ただいている。このような素敵な経験が出来るとは思いもよ

らなかった。元気に生き生きと過ごさせてもらっている。 

 

6．東京練馬中央 RC      尾島 昇  直前会長 

    

・改めまして皆様、今日は東京練馬中央 RCからまいりま

した尾島です。現在、私はプロジェクト委員長を務めてお

ります。今日は貴重なお時間をいただき、ありがとうござい

ます。 

 

・ディスレクシア発達性読み書き障害ということを聞いたこ

とがある方はいらっしゃいますか？ある小学校の校長先生

から依頼を受け、社会福祉協議会さんに相談をし、この読

み書き障害について非常にお困りだという現状があり、今

中央ロータリークラブさんとちょっと相談してみようというな

がれになった。今 3年目。コロナ禍で活動が制限されてい

たが、来月６月に講演会シンポジウムを行なう。 

 

・ディスレクシアの発達読み書き障害とは一体どんなもの

なのか？ 

普通に会話をすることはまったく問題なく、コミュニケーショ

ンはとれる。小学校低学年頃からこの症状が出始め、6年

生頃には健常者と大きな差が生じてしまう。 

本人もわからない、親御さんも知らない、さらに学校の先

生、ドクターの方もあまりご存じない。 

非常にニッチな知名度の低い障害といえる。 

 

・我々ロータリアンは、皆様人脈をお持ちなので、「認知を

高めよう・知ってもらおう」という趣旨で活動を行っている。 

 

・携わった人達とともにお手元の黄色い冊子を作った。 

お子さんが障害をお持ちの漫画家の方にも参加していた

だいた。 

6月 17日のシンポジウム後には、無料で社会福祉協議会

の HPからダウンロードできるようにしている。 

お知り合いの方々に、このような活動があることを通じて、

解決の糸口に結びつけていただけたらと思っている。 

 

・すぐに解決することを望んでいるわけではなく、まず知っ

ていただく事が大切。 

この様な障害があり、それに対する対応策も持っている方

がいる・・・と伝えることが大切。 

ぜひロータリアンの皆様に、また今日お越しいただいてい

るゲストの方も含めて、お願いしたい。 

シンポジウムは当日ユーチューブでもライブ配信するの

で、ご興味がおありであれば参加していただきたい。 

本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。 
 

7. 青少年交換留学生スピーチ山口 友睦  君 

光行カウンセラー： 

・厳格な審査に合格し、第 57 期青少年交換派遣留学生

に選抜された友睦君。丸の内 RCはスポンサークラブを受

けている。留学先はフランスのシャンパーニュ地方のラン

スに決定となった。フランスが第一希望だったとのこと、大

変喜ばしい。 

 

・現在クラブ活動の他、ロータリー交換留学生としての心

構えや語学の習得に励んでいて、忙しい毎日を送ってい

る。今年の 8月から一年間、フランスでロータリーの親善

大使を務める。 

 

・留学先で困らないよう担当クラブで英語のスピーチの機

会を与えてほしいとの地区委員会からの要望があった。 

本日が一回目のチャレンジとなる。1分間のスピーチをお

願いする。 

 

・内容は近況など何でも好きなことを選び、文法や発音の

間違いがあってもまったく構いません、失敗を恐れずにチ

ャレンジして下さい。初めてのチャレンジで楽しみでもあり

ますが、内心ハラハラしている。英語による自己紹介、1 分

間短縮バージョンをお聞きください。 

皆様温かいご支援をよろしくお願いいたします。 

 



山口君:                               

こんにちは。山口友睦です。自己紹介します。九段中等

教育学校の 4年生で、15歳です。趣味はスポーツをやっ

たり見ること、旅行、そして英語の映画やテレビ番組を見る

ことです。 

地元のアメフトクラブで、副キャプテンを務めました。2022

年の第 8回日本中学校アメリカンフットボール選手権では

2位になり、僕は MVPオブ・ザ・イヤーに選ばれました。

僕にとってスポーツをして、チームメートと過ごすことは、と

ても大事なことです。 

フランスでの生活が非常に楽しみです。今、フランス語の

勉強もしていますが、とても複雑で難しいです。 

フランスでは、フランスでしか入れないようなクラブに入りた

いです。フランスでは日本の代表として、日本文化と日本

の精神を伝え、広めたいと思っています。 

できるだけ多くの人と交流して、多くの文化を学びたいで

す。ロータリー青少年交換派遣生として海外留学するこの

機会は、新しい世界を切り開き、将来の夢へとつながるも

のだと確信しています。 

このような素晴らしい機会を下さった、ロータリーの全ての

皆様に感謝いたします。 

ご清聴、ありがとうございました。 

 

8． 幹事報告             鷲澤 充代     幹事 

・出欠表の伝助への記入は開催日の前週金曜の 12：00

迄にお願いすることとなっているが、それ以降に変更を掛

ける方はご連絡をしてください。フードロス対策としてもお

願いします。 

 

9. 卓話               

 

・ソーシャルコモンズの竹本と申します。 

本日は東京丸の内ロータリークラブの 100回記念例会に

お招きいただきありがとうございます。 

事務局の桑原さんは友人でありますが、関係者の皆さん

には本当に感謝している。 

先程お話にありましたように、2年前にもお話させて頂い

た。その時はズームでしたが、今回はリアルな場でお会い

できて、大変嬉しく思う。 

 

・まずは簡単に自己紹介をさせていたく。 

一年前までは神奈川県庁に勤務、黒岩知事の直属スタッ

フとして政策研究担当局長を 7年あまり務めた。 

人口減少問題から健康医療、若者起業支援、GDP支援、

デジタル化などの幅広い分野について論点整理を行い、

調査部に出したり、講演などをしてきた。 

 

・県庁に勤務する前は日本銀行で産業調査、金融機関の

経営分析、あるいは海外事務所長、システム開発の部長

などの事業を担当してきた。 

一年前にフリーランスになり、このような経験を活かしなが

ら、皆さんの課題整備、調査分析、文章作成について幅

広くお手伝いしたいと思っている。 

政策提言の作成支援、講演会、あるいは大学で授業など

もしている。  

本日お越しの皆さんの社会課題解決を目指す、色々な活

動があると思いますけれども、側面支援できれば幸いで

す。 

 

・本日は「コロナビフォアー＆アフター」というテーマで、大

雑把ではあるが、日本の中長期的な課題に関してお話を

する。 

日本社会の抱える最大の社会課題は少子化。 

それに伴う人口減少はご存知の通り、日本の人口はもうす

でに 2008年をピークに減少している。 

毎年の出生数を見ると、左側の棒グラフ、2000年前後に

は 120万人位いたのが、最近は 100万人を割る水準。 

左折れ線グラフの方は自然増減の資料。 

15年前からずっとマイナス、出生数と死亡数を差し引きす

るとマイナスと言うこと。 

ずっと続いて行って、右の図で見ていただける通りあと 30

年もすれば、人口は 1億人を下回る。３８：４１ 

生産年齢人口が減少するということは、生産性を高めてい

かないと国全体の稼ぐ力も落ちていくということになる。 

 

・次は社会コストということで、まあ高齢化の進展というこ

と。 

65歳以上の高齢者が、この 50 年で何倍にもなっていて、

これからも増えていく。 

年齢別人口数を表すグラフの人口ピラミッドの形が、今、

壺型のピラミッドになっている。 

高齢者は昔よりずっと元気で健康な方が多いが、高齢者

が相当増えているので介護や支援を必要とする人は増え

てしまっている実情がある。 

生産年齢人口が減る一方で、高齢者が相当増えている。

1970年頃には、勤労世代 10 人で 1人の高齢者を支える

世の中が、今は 2人で 1人を、近い将来は 1.3人で 1人

を支える世の中になる。 

 

・3つ目のコミュニティの弱体化という課題だが、高度成長

期以降、都市化サラリーマン化が進む中で、職場、親戚、

いずれのコミュニティも徐々に人間関係が希薄化してい

る。 

一方、独り暮らしの高齢者の数はかなり増加している。 

さまざまな社会的弱者に目が届きにくい社会になってい

る。 

 

ソーシャルコモンズ 代表 

 

竹本  治 様 
   『コロナＢefore＆Ａfter』 

～日本社会の中長期的政策課題～ 



・最後に財政赤字について、政府の財政収支は、左のほう

がバブルの頃。 

税収は赤いところで 58兆円あり、社会保障などの歳出は

緑を中心に当時は税収の範囲内だった。 

その当時から国債はたくさんあったが、わずかながら埋め

合わせられていた。 

しかし、その時期はほんの一瞬であり、バブル崩壊後は大

規模な景気対策を何度も打つ事が恒常化し、どんどん国

債残高が積み上がり、2022年度の当初予算では税収を

消費税率を引き上げたことで 64兆円。 

30年前と比べほとんど増えてない。 

一方、社会保障費の方は三倍以上になって、この緑の部

分が大きくなったことが分かる。  

 

・全く収支が合わなくなってきている状況。 

結局その不足をどうしているかと言うと、多額の赤字国債、

特別国債を発行してまかなっているのが日本の現状。 

以上を鳥瞰図でまとめてみると、まず少子化。 

国全体の稼ぐ力が減少している。 

国際競争の激化により一人当たりの稼ぎが増えていない。

平均賃金が伸び悩み、税収が増えない。 

一方高齢化が深刻。それに伴い社会コストも増加してい

る。  

高速道路・橋・水道などのインフラの老朽化・インフラ高齢

化の手当のコストも大きくなっている 

 

・では、人々の支え合いはというと、さっき申し上げたよう

に、地域コミュニティはどんどん弱体化している。 

どう切り取っても結構厳しい状況。 

 

・そうした中で追い打ちをかけるように発生したのが、この

新型コロナという問題。 

2年半近く前、2020年 2月、この頃国は、新型コロナウイ

ルス対策目的攻略基本的考え方を発表している。 

ちなみに当時はまだコロナウイルス第一波が始まろうとし

ていたダイヤモンドプリンセス号の頃。 

基本的考え方をご覧いただくと、非常に的を得たものだっ

た。 

具体的な取組は、 

A患者の増加スピードを抑えてピークを下げる。 

B感染拡大を防止して重症化を防止する。 

Cその間に医療体制を強化する医療崩壊を防ぐ。 

結構みんな忘れているが、政府の当時方針自体は理にか

なったものだった。 

 

・基本的な考え方はしっかり打ち出したが、対応は違う形

だったと言う感じがある。 

この 2年半を振り返ると、勿論感染者数も少なく、死亡者

数も先進国の中では少なく素晴らしい。 

関係者のご尽力のたまもの。 

しかし、そうした感染規模の割には経済的、社会的なダメ

ージが大きかった。 

もう少しうまく出来たのではないか・・と思う。 

 

・今回コロナを通じて日本の体質、様々な弱点が見えてき

た。 

例えば、論理的に考えることはあれ、科学的に対策を考え

ることができない。 

データを活用したり、足元の情報を効果的に効率的に活

用できない。 

流行したウイルスがどんどん変化していく中で、それに応

じた柔軟な対応が出来ない。 

さらに言えば、政府や医療関係者が丁寧な説明をうまくで

きなかったと言う事もあった。 

コロナの政策対応に関しては個別にお伝えしないが、自

分として残念に考えることに触れていく。 

 

・やっぱり一番問題となるところで申し上げると、常識的に

は病床を増やすことが大切だった。 

協力的でなかった医療界の責任も大きいと思う。 

国内外から強く批判されながらも、頑として対応を変えな

かったところがある。 

感染症法という深刻な感染症が発生した時にどうするかと

いう法律。感染者がすごく少ない、そういう場面を想定した

ほうがいい。 

 

・今回既存の法令に沿って現場は一生懸命にやった。 

結果七転八倒した。 

例えば保健所が主体となって大勢の感染者の状況を把握

する。 

常識的に考えて無理なこと。 

今でもその基本的にそのやり方を踏襲している。 

また、クラスターや濃厚接触者を追跡すること。 

最近こそなし崩しになっているものの、患者は早く医療機

関につなぐ方が大事なのに、この手前でマンパワーを注

いでしまっている。 

PCR検査という世界的に活用している検査にも関わらず、

日本はむしろ消極的だった。 

 

・もちろん責任を負うべき関係者が、もっとうまく対応するこ

とを期待された。 

誰がいけないかというと、時の総理大臣、厚労省、保健所

がいけないというわけではない。 

特定のプレイヤーや部署だけの問題ではないと私は感じ

ている。 

日本の社会全体の弱点だと思われる。 

 

・東日本大震災の時に我々うまくできたかというと、できて

いない。 

今からお話しする少子化対策もズルズルとなっている。 

そういう特質が出てきたのかなと感じている。 

 

・コロナの話をしたが、その後どうなっているかというと、コ

ロナで一段と深刻になってしまったところを概観していく。 

 

・まず稼ぐ能力が低下した。 

パンデミックで社会不安経済不安が拡大した為。 

人口面で言うと、感染リスク回避の為に、あるいは先不透

明なことにより、結婚を遅らせたり、妊娠を控えたりといった

ケースも増加した。 

この 2年半で見ると婚姻数も出生数も著しく減った。出生

数に至っては、昨年 2021年は 84万人。さっき 100万人

と話したが、中長期的に国力が一段と低下することは間違

いない。 

 

・人口減少以外の点でも、経済活動が停滞し、収入が減

少し、失業・貧困・自殺と色んな問題が起きている。 

また教育を考えても、学校生活がかなり犠牲になってい

る。 

新卒の若手人材も新たな環境で仲間を作るのも、覚えるこ

ともできなかった。 



つまり実力をつけるべき最初の貴重な期間を失ったという

こと。 

社会全体の稼ぐ力は一体どうかというと、ボディーブロー

のように効いてきている。結構弱っていると思われる。 

 

・次に社会コストの問題。 

ステイホームは大事、引きこもることは仕方なかったが、こ

の間に高齢者を中心に体力の低下が進んでいて、この問

題に関して皆が心配している。 

コロナ感染を恐れてがん検診を控える、認知症の疑いが

あっても、積極的に病院に行かないという高齢者が増えて

いる。 

久しぶりに病院に行くと結構深刻な状況だったりする。 

パンデミックの影響で、医療や介護は本来毎年チェックす

ることが大事だが、水面下で増加していて中長期的には

社会のコストを増やしていく。 

 

・次にコミュニティの弱体化に関しても、一層深刻化してい

る。 

コロナによって対面での行為を著しく毀損した。 

パンデミックによって、多くの地域活動や様々なコミュニテ

ィ活動が縮小・中止を余儀なくされている。 

こうしたことで人間関係はいよいよ希薄化して、社会的孤

立も年代問わず一段と深刻化している。 

 

・財政ももちろん悪くなった。 

例えば 2020年度当初予算は、その後補正予算が組まれ

赤字幅が劇的に大きくなった。 

昨年度予算も引き続き財政赤字となった。 

一人 10万円ずつ配ると 12兆円かかる。 

見合いの税金がないのに 12兆円を一時期に出すというこ

と。 

財政出動が必要なことはわかるが、本当に助けを必要とす

る人を救うのに、上手く使ったのかということを考えないと

いけない。 

政府の借金は今 1200兆円。 

日本全体の稼ぎ GDPの 2.5倍。 

これだけ借金を抱えていると、ギリシャで数年前に危機が

あったが、国債の発行金利が跳ね上がったりと、大きな混

乱が起こるのは時間の問題。 

 

・今回のコロナ問題で財政規制が緩んだが、それを支持し

ている我々国民の感覚にも気付いてほしい。 

鳥瞰図を使って説明すると、コロナで悪化した部分は、景

気後退や社会不安が進み、少子化が一段と深刻化。 

人々が外出しなくなり高齢者の健康が悪化。 

地域活動も低下した。 

これらによって稼ぐ力が減少し、社会コストが増大し、支え

合う能力の低下が一層ひどくなった。 

巨額の財政出動によって財政赤字も大幅に悪化した。 

 

・厳しい近未来、いったいどうしたらいいのか。 

まず、中長期で対策を考えてくる基本的な視点として、こ

れまで述べてきたように、日本の最大の課題は少子化。 

自然減を食い止めるためのさまざまな対策を積極的に行う

必要があるが、これらはもっともっと登場して来る。 

近い将来、何らかの少子化対策が成功し出生率が飛躍的

に上がったとする。でもその子供たちが大きくなるまでには

時間がかかる。 

向こう数十年は人口減少、労働力の低下は避けられな

い。 

中長期に渡って少子化対策を真剣に構築していくこと、そ

の間に酷いことにならないよう対処する。 

大変なこと。 

少子化対策の前に、少子化の要因について整理してい

く。 

 

・まず、日本全国で一年間に子供が産まれる数を関数で

表してみる。 

親世代の出産適齢期（仮に 20 代から 30代）の女性の

数、うち何人が結婚しているか、最後にそうした女性が将

来平均的に何人の子供を持つか、を掛け算で考えてみ

る。 

 

・1970年の頃、20代 30代の女性は 100万人いた。その

うち九割が結婚し、その方々が 2.2人子供を生む。 

親世代は 200万人に対し、子の世代の赤ん坊も 200万人

で増減なしという結果。 

それが 2010年頃には、20代 30代の出産適齢期の女性

が 90万人、結婚率は 7割、約 60万人の方が 1.8人の子

供を持つ。すると大人世代 180 万に対して次の世代は

100万人（4割減少）になる。 

これが何回か続くと、人口が減るのは理解できる。 

次に少子化はなぜ起こっているかを見ていく。５４：１９ 

 

・結論は、時間がないお金がないということ。 

まず時間的余裕がない点は、日本の典型的な職場は長

時間労働の為。 

日本の女性の就業率が上がってることは大変良いことだ

が、結婚したら二人とも忙しい。 

にもかかわらず、保育施設等のサポート体制が整っていな

い。 

核家族化が進行。 

子供がたくさん産めないという状況。 

経済的にお金がない若い頃、ここ数 10年で非正規雇用

が増加している。 

男女ともに働く世代で増えている為に結婚に踏み切れな

い。 

また、子育ての経済的負担も結構大きく、子供をたくさん

産み育てる余裕がない。 

様々な要因が集まる中で、晩産化、晩婚化さらに離婚率

上昇により出席率低下が生じている。 

これらは主なデータを見ても裏づけられる。 

 

・時間がない。 

これは男性において長時間労働を示した図で子育て世代

の労働時間が非常に長い。 

お金がない。 

非正規社員が増えていて、年齢が上がっても給与水準が

上がらない。 

家計を支えていく将来的計画を立てにくい。 

晩婚化が進んでいると、35歳過ぎたら子供を 3～4人持

つことはなかなかできない。 

男女ともに結婚しないと社会的に一人前じゃないというプ

レッシャーが昔はあったが、そういうものがなくなって、結

婚するかし無いかを自分で決められるいい時代となった。

とても良い時代だが、もし時間が無い・お金がないという事

情で結婚を諦めてる人がいれば、どうにかしないといけな

い。 

 



・人口減少に関して、出生率の低い東京 23区が悪者とさ

れているが、東京ブラックホールという言葉もあるが、若干

誤解があるので補足させていただく。 

23区の出生線が赤い線。縦軸は出生率で横軸が未婚

率。 

出生率は確かに低いが、横軸未婚率が高い。 

他の地域においても未婚率が高い市町村は出生率が低

い。 

仙台・札幌でも同じ。これらの問題は東京だけという話で

はなく、全国的な傾向。 

 

・人口減少対策として地方創生はよく聞く。 

自治体消滅という話もあり、センセーショナルな言葉なの

で、地方創生して人口減少問題を解決しようという動きに

なった。 

この地方創成というのは、雇用創出等のまちづくりの考え。

人を呼び込む事で目先の人口はなんとなく良くなる気が

するが、要するに右の街から左の街に人が動いただけの

ことで日本としては何も解決していない。 

本当にやるべきことは全員で子育てしやすい社会をあま

ねく造るということ。 

地方創生は目的がずれてしまっている。 

 

・政府は何をやってきたかというと、もちろん充分にやって

いたわけではないが、手をこまねいていたわけでもない。 

数十年単位でみると、昔から「時間がない・お金がない」と

いうことに対し、経済的支援・時間的支援を行なってきて

いる。ただ、小出しにしてインパクトが少ない。 

いまだに待機児童の問題も残っている。 

「時間がない・お金がない」という問題が、日本で一番の問

題であるとすれば、そこに政策資源を注ぐべき。 

子供家庭庁ができる。起爆剤というより本質的な体質が変

わればよいと思う。 

・少子化対策について述べたが、それ以外の課題に対し

て我々はどうするか、ということについてお話していく。 

まず稼ぐ力を上げないといけない。歴代政権はアベノミク

スとか、規制改革とか、あるいは「新しい資本主義」とか言

われている。 

確かに稼ぐことは大事。日本の経済の成長率が飛躍的に

上昇することはあり得ない。 

同時並行的に節約をしなければならない。 

節約が我々は下手。社会全体の仕組みを色々と変えてい

って、全体的に効率化していくことが大事。 

これでも間に合わない。一言で言うと、稼ぐと節約だけで

は帳尻が合わないので、地域や地域を超えた新しい共助

の形を急ぐということが必要。 

結局魔法の杖もない。 

ということで、「稼ぐ・節約する・支え合う」の合わせ技で、な

んとかバランスとっていくしかない。 

まあそれらで将来分を減らして、産み育てやすい社会をつ

くっていくということになる。この考え方を別の形で図示し

ている。 

 

・稼ぐ・社会コストを表した図。 

今はまったく見合わない状況。 

これらを今後どうして行くべきか・・社会コストを節約し、さら

に支え合うことで、何とかバランスをさせていくことが必要。 

その中で大事な財政が納税。全体が稼げる様になれば、

税金をあげることが出来る。 

全体が節約できれば指数が減るということ。 

財政問題だけなんとかするのではなく、社会全体で稼い

で社会全体で節約する事が大切。 

 

・３者の合わせ技が必要だということは分かったが、 

21世紀の今の時代にあって、基本的な価値観も変えてい

かないといけないということ。 

つまり、貨幣経済、市場経済中心の生活から、そうでない

ものに変えていくということ。 

例えばひたすら稼ぎ続けるということではなく、持続可能な

経済社会を実現しながら良く稼ぐという意味。 

もちろん、貨幣経済を否定するものではない。 

生活基盤の安定に必要な金銭は引き続き必要。 

一方需要する側。モノやサービスを需要する側でも、貨幣

経済に依存しすぎない社会の生活基盤とし、安定した金

銭の絶対水準を下げる、といった取組を行う。 

 

・最後に、社会は多様な価値観、人々のつながりや居場

所、個々人の能力価値といった貨幣価値で測りにくい物を

大事にしていくことが大事。 

田舎暮らしが今注目されている。 

稼ぎは少なくても成り立つ生活をするということ。 

人々の金銭的支出も減るし、近隣で助け合うというイメー

ジもある。 

そういう生活を皆さんは出来ますか？出来ないですね。 

誰もが、どこでも目指すことができる共通コンセプトが必要

だが、田舎暮ら・・というだけでは何も解決しない。 

 

・ここでわたしは、分かち合う社会・境目のない社会、という

キーワードにしている。 

意味は、あらゆる主体が参加していく上で、物やサービス

の提供で、「境目をなくす。フルセットで持たない」という考

え方。 

課題も多少なりとも解決されることになる。境目をなくすと

いうのは、働き方の境目は正社員と非正社員。 

今は地域限定正社員とか色々と間を分けないということ。

職業を持つにも一つの本業だけじゃなくて副業や兼業を

する。 

学び直し、これ社会人か学生かではなく、どっちもある社

会。 

仕事の場所はオフィスだけではなくテレワーク。 

分かれているところをあいまいにしていこうという話。 

組織間でも官民のコラボや、都道府県と市区町村の連携

など、少しずつ増えている。 

 

・境目をなくして分かち合うという考え方、今流行りの「シェ

アリングエコノミー」ということが実践されている。 

オフィスのシェア、車・家、ルームシェア等様々なものがあ

るが、独占しない所有しないということで、節約しながら実

質的に豊かに暮らすこということを目指している。 

昔からリース・レンタルという類似のサービスがあったが、

今はいろんな商品サービスを分かち合うということを、プラ

ットフォームを企業が提供し、中身を個人が提供するという

ように変わってきている。 

ICTのおかげでいろんな分かち合いがしやすくなってい

る。シェアリングエコノミーとも言うべき、実は住民と家族単

位でお金を介在させない分野でもできる。 

もっと積極的に取り組むべき時代に来ている。 

シェアリングエコノミーを社会に迄広げシェアリングソサイ

エティを実践する。 

 



・大昔、我々知らない時代には、味噌や醤油・風呂を貸し

借りする事があった。 

今はたまにしか使わない掃除機も一家に一台持っている

時代。 

友人・知人と全てをシェアすることはできないが、自主的に

豊かにするということを我々もちょっと考えなければいけな

い。 

少子化に対する「時間がない・お金がない」という問題もこ

れらを通じ、少しずつ解決することになり得る。 

もちろん境目をなくすということは、それ程簡単ではない

が、目指して行くということで、既存の制度の問題のどこを

変えるべきかが明らかになってくる。 

明らかになった問題点を変えていくのが真の規制改革。 

夢物語の様だが、ESB や SDGs と今言われている考え方

と親和性の高い穏やかな世の中を実現する上では、この

分かち合うコンセプトが大事だと思う。 

今日お集まりのロータリーの皆さんは、新しい共助をずっと

実現されて来られた。 

非常に重要な役割を担っていると私は思う。 

 

・最後になるが、積極的な ICT化が一番重要。 

いずれの分野の問題解決にとっても無くてはならない。 

新型コロナ対策を通じて、日本が如何にそれらに遅れて

いるかということを、皆さんは実感されたと思う。 

デジタル庁もようやくでき、国も遅まきながら行動に移し始

めたところ。 

混乱がこれからもあるとは思うが、社会改革が一気に進む

ことを期待している。 

 

・こうした ICT化に対して、三つの点で注意しないといけな

いと思っている。 

１つ目は標準化と情報の共有・流通。 

ICT化は自分の企業とか自分の組織だけ一生懸命してい

てもダメ。 

各組織が部分最適ではなく企画を乱立させず皆が共通し

て行くということが大事。 

2つ目に業務の見直しを行うこと。 

単にデジタル化をするのではなく、それと同時に事業自身

を変えていかないと、抜本的に変わらない。 

3つ目にセキュリティの観点。 

セキュリティは大事だが、セキュリティのみに集中せずバラ

ンスを取ることが必要。 

今まで述べてきたことに関する様々な政策についてだが、

境目をなくし役割を固定しないで政策を作ると、複数の政

策にまたがる場合も多くなる。そんなふうに考えている。 

 

・最後に、なぜ日本は変われないかと言うことについて簡

単にお話する。 

財政改革とか大胆な規制改革、日本的労働慣行を変え

る、少子化対策、ICT立国、これらはみんなが知ってい

る。 

そういうことが言われているが、数 10 年振り返って変化が

あったか？ 

日本は社会の舵の切り方がすごく遅い国。 

出来ない理由は、昭和時代の成功体験、危機意識の欠

如等々。 

これから短期間でこれらを打破していく、どんどん変革して

行かないと日本の将来はない。 

 

・どうしたらよいのか・・・もちろん自分にも確たる答えはな

い。 

でも今日お話ししてきた、支え合う組織、役割を固定しな

いということかなと思う。 

そこにターゲットのヒントがあるのではないか。 

支え合う組織の話をしたが、実はそれだけではなくて、

我々一人一人が境目を取っ払う、自分の役割を固定しな

いということを意味する。 

 

・もう一度ロータリーのお話をさせていただく。 

皆さんも自分の普段の仕事や立場を離れて、今仲間と協

力して新しい物事を進めている。既に自分の役割を柔軟

化して境目を超えて活動している。 

非常に先進的で、これが私自身としては大切かなと思う。

国民全員がロータリアンになればいい。 

志をお持ちの皆さんと一緒に私も頑張って日本を少しでも

良くできたらと思っている。 

 

 

質疑応答 

 

伊藤氏： 

・形はどうあれ、良いスパイラルになった場合、どれぐらい

のスパンでよくなるのか？ 

先ほど、減少のデータの中で検証されていたが、逆に今

度これらがプラスの分析として、例えばそれはもう 100年

単位なのか 50年位か、そこら辺ざっくりで構いません。 

 

竹本氏： 

・100年 50年だと我々滅びてしまう。 

本当に短期間で、本当に 3 年 5年で元に戻す。 

この 2年で我々は色々なことを学んだので、お話した ICT

化等も盛り込み、もっと力強い良い社会をつくることを、本

当 3年、5年でやっていかないといけない。 

なお一層大変な世の中になってしまう。一緒によろしくお

願いします。 

鈴木氏： 

・地方公共団体、神奈川県でいろいろ行なってきたと思う

が、予算の中で全然動かせない、既に定期的に決まって

いる為、色々とやりたいことが出来ないその割合はどのくら

いあるか？ 

 

竹本氏： 

・これは自治体にもよるので何とも言えないが、本当に

渇々。 

5%とかそういうイメージ。 

95％はやるべき事、５％はやりたいこととしても、税収は 80

しかない為、20は借金をする。 

それでやっと 95％の方が出来る。 

本当の税収のみの 80だけでやろうとすると、やるべき

95％もできない。 

そういう意味では、自治体だけではなく日本政府全体がそ

んな状況。 

その割に、日本国民は税金が高いとか、また社会行政の

サービスが悪いという。 

家計になぞらえてみると、かなり我々は贅沢して甘えてい

ると思う。 

 

尾島氏： 

・人口減少において時間的余裕がない経済的余裕が無い

という事が理由というのは、すごくよく分かる。 



しかし、時間的余裕ができた経済的に少し余裕ができたか

ら、子供をたくさん作ろうという考えが今の若い方にはあま

りない・・と感じている。 

要はデメリットを感じている人が多い印象。 

現状の課題解決をするだけじゃなく、飴をぶら下げないと

増えていかないのかな、と直感的に感じている。 

国としてはそういうことは考えているのか？ 

 

竹本氏： 

・考えてはいるが、「無い袖は振れない」ゆえに政府が出

来ない。 

価値観を押し付けられない。産めよ、増やせよ・・という、あ

の時代のトラウマがあり、人の私生活や価値観を変えるこ

とは出来にくい。 

日本もそういうふうになってきた。 

すごく腫れ物に触るような扱い。 

人口減少対策に関しては、政府としてもこの辺りはデリケ

ートなことと認識している。 

 

・ただ、時間がある、お金ができたということになると、人口

の希望出生率は今の出生率 1.4 を上回る 1.8。 

この数字が 2.07 まで行かないと人口は戻っていかない

が、この 0.4のギャップは埋められることになる。 

若い結婚をされて間もない方は、夢や希望を持っていると

思う。 

 

尾島氏： 

・労働生産性を高める方法を教えてください。 

 

竹本氏： 

四角い部屋を丸く掃くという社会。 

我々どの世界でもすごく丁寧にいろんなことをしていて、

お客様第一でやっている。 

お客さんの立場から見ると天国だが、労働者から見ると最

悪の国が日本。 

同じ稼ぎをするのにインプットをたくさんやらないと、それ

だけのお金を頂けないという社会。 

 

・みんなが諦めることが必要。 

あなたも労働者であると同時に消費者でもある。 

他の国に行くとサービスを提供される側。 

そこでは日本はいい国だなあ・・と感じる。それは、裏腹に

我々生産性の低さ。 

自分の体質を変えろという話になる。大変だが、そこは取り

組んでいかないと、他国との関係では日本の利得が失わ

れることになる。 

 

吉田氏： 

・この様なメッセージを神奈川県の頃には伝えていたと思

うが、我々はこういった場をいただいてお話を聞くことがで

きるが、一般的な皆さんに伝える術は、具体的にどのよう

なことを実践されていたのか？ 

 

竹本氏： 

・今日お話したことは、いろんなテーマを混ぜて話している

が、それぞれ一つ一つはまず情報サービスとして出して、

それを全国の自治体、調査機関等関係各所にばらまき世

論を変えようと取り組む。 

講演会も開催する。具体的な政策についてはそれをどう

落とし込むかが大切。 

この政策は、この考え方を生かしたものというように少しず

つ出す。 

出したものが全部採用される訳ではなく、100の案の中の

3～5つが実現する。調査をするということはそういうことな

のか‥という感はある。 

それでも積み重ねていくことで変わっていく。粘り強く話す

ことが大事だと思う。 

 

吉田氏： 

・私は写真家に加えデザインの事業をしているが、最後の

なぜ日本は変われないのか、この考え方に合致する様な

発想で進めている。 

体質を変えるというのは非常に大変だなと思いつつ、自分

より一回り二回り若い世代の中に、少しこの様な発想をも

っている人が増えてきていると感じる。 

たまたま私が発信しているので、同じ考えの人が集まって

来たのかもしれないが、感覚としては増えてきているので

はないかと思う。 

わずかな希望を持っている。 

感じられた事はありますか？ 

 

竹本氏： 

・私もそう思う。私ぐらいの年齢層、昭和の時代を知ってい

る人と、明らかに今の方々は違う。 

他国の事情や、他国の人と交わることで、日本の今までの

スタンダードだけが素晴らしいのではなく、違うやり方もあ

るということを肌感覚で掴んでいる方が増えている。 

そういった点も時代を変えてくれるかな、と私も期待してい

る。１：２０：３９ 

 

櫻井氏： 

・インドネシアのバリ島でレストランを経営している。 

インドネシア人の収入は月 2～3万、それでも子供が生ま

れる。経済的に日本はインドネシアより豊かなのに子供が

生まれない。思うに多分日本では食べていけないから。 

将来に不安があるから。 

インドネシアの場合には職業に就けなくなると田舎に帰り

生活する。どうにかなるという考えからか、悲壮感がない。

日本人の将来に対する不安のもとは何かというと、財政赤

字。 

将来に対する不安をあおっているのではないか。 

インドネシアは豊かでないはずなのに、日本より国のサポ

ートもないはずなのに、メンタリティーの違いもあるかと思う

が、どこにその違いがあるのか 

 

竹本氏： 

・日本人はサラリーマンになりすぎている。 

この職を失ったらという不安感から、今の職業にしがみつく

しかない‥というのが不安のもとになっている。 

なんとかなるという気持ちをもつこと、フリーランスとか、転

職とか色々なことを含めて労働の環境を変えることによっ

て、今やっていることじゃなくても、自分として出来ることが

あると思えれば、もっと安心できる世の中になり、今の問題

が少しは解決すると思う。 

 

・財政のことは、なかなか悩ましいところがあり、本当に 

ノホーズな財政がいいのかについては、元日銀マンとして

は申し上げられないこと。 

この 50年くらい、我々は贅沢しすぎてしまった。それが率

直な感想。 

 



古山会長： 

・コロナの話で思ったが、ヨーロッパのイタリアなどでは最

初ものすごい死者が出たが、レストランの規制もあったが

抗議活動などで集まっている。 

すごい馬力の違いを感じた。 

多少死んでもいいから前に進もうよ・・とする姿、一方日本

では丁寧にやっていこうとする気質。 

四角い部屋を丸く掃くということを考えると、若い人たちが

もっと進もうとする思いを持った方がよいのかと感じた。 

 

鈴木氏： 

・今日の話は結構いろいろな分野の話が含まれていた

が、どうやって勉強するのか？ 

 

竹本氏： 

・普通に新聞を読んでいる。 

日本の新聞はまだ信用が出来るので、私が言ってるような

話はどこかに載っている。目新しいことを申し上げているわ

けではない。 

 

尾崎会員： 

・星野リゾートの星野代表の講演会に行ったが、その時に

そのコロナを乗り切るために考えたことの一つが、存続す

るために顧客満足度を下げることをしたとのこと。 

顧客満足は貯金、 サービスを下げても継続していかなく

てはならない。 

それと同時に節約をしていく。例えはＮHKの受診料。 

企業として伸び続けるということを、今日のお話を伺って理

解できた。四角い部屋を丸く掃くという事と同じだと思っ

た。 

 

竹本氏： 

星野リゾートは素晴らしいサービスをされているからこそ、

苦渋の選択だったと思う。 

一時期あえて我慢することこそ一流の企業。 
 

10． 今後の予定                         古山 真紀子   会長 

・改めまして竹本さん、良いお話をありがとうございました。

いろいろ考えさせられ、勉強になるお話だった。 

私的に一番印象に残ったのは、みんながロータリアンとい

うところ。 

尾島直前会長、とてもいい取組で、これぞロータリーという

取組だと思う。 

なかなか目が届かないところに向けて取り組むことは素晴

らしいこと。ネット配信されるとのこと拝見させていただく。 

友睦君、本当に素晴らしかったです。 

ネイティブだと思った。自信を持ってどんどんやってくださ

い。また今度は笑いを取るような要素も加えるとよいかと思

う。また次回も期待しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

11． 閉会点鐘   古山 真紀子   会長 

12 ．写真撮影 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創立日： 2017年 7月 24日 

認証日： 2018年 2月 26日 

認証式： 2018年 5月 28日 

事務局： 東京千代田区丸の内 2-3-2  郵船ビル 1F 

TEL：+81 3-5533-8846 

E-mail: marunouchi-rc@outlook.jp(事務局：桑原奈知子) 

URL： https://www.tokyomarunouchi-rc.com/ 

例会日： 第１・第３ 水曜日 

12時 00分 - 13時 00分 

例会場： 東京千代田区丸の内 2-1-1明治生命館 B1F 

   センチュリーコート丸の内 

(covid-19の期間中はオンライン例会の可能性あり) 

会 長： 古山真紀子  幹 事：鷲澤充代 

5月 31日 

地区大会 

ホテルニューオータニ 

6月 8日 

第 101回例会 

通常例会 

卓話：東京後楽 RC会員   

㈱トベ商事 代表取締役 

戸部昇氏 

6月 15日 

第 102回例会 

通常例会（年度最終例会） 


