
彼らは自民党政権から恩恵を受けているのか ?

・1992～ 93年バブル崩壊

・派遣法改正 (=男女雇用機会均等法改正)

・1997年消費税増税
→非正規の増加、デフレ、少子化の30年

対価が支払われている「給与労働時間」でlL較

日本人は男性も女性もイタリアの2倍、 ドイツの1.5倍 (両国ともGDP
比は日本と大差なし)、 男性の 1日 あたりの給与労働時間はドイツよ

り162分、アメリカより115分 も長い

1人当たりのGDPラ ンクは30位前後=お よそ1960年 あたりの水準

時間/給与の限界

・正規と非正規の割合 :全体38.2%、 男性22.4%、 女性56,7%

・給与の割合:【全体】正規503.4万、非正規174.6万

【男性】正規561.4万、非正規225.6万

【女性】正規388.9万、非正規152.2万

日本人の現在地
2021年 12月 5日 @ゴー宣道場

農民40機未満に強く
彙腕選出日欝壼で■性剛の鮨鷹占綱事を試■ (全織臨 )
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日経新間による分析 日本社会の働き方

【日本経済新聞】



こんなに働いているのに…実態 Iま 教育格差=経済格差=地域格差

☆単身を除 く世帯の約 3世帯に 1世帯 (31%)で貯蓄がない (金融広

報中央委員会 1家計の行動に関する世論調査12017年)。 これは、

高度経済成長の途上の22%と 比べても高 く、1950年代、つまり濾撞
まもなくと変わらない水準といえる (な お、このままのペースでいけ
ば、艶I颯J主盤.__工1%`,世‐帯力i難F蓄 なし)。

・世帯所得300万円未満の人々が全体の33.6%、

・400万円未満でみれば47.2%

・生活にゆとりがあると答えた人々は4%で、苦 しいと答えた人々は

F国際社会調査プログラム(International Social Survey Programrne/1SSP)1

の仕事や働き方に関する FWork orientation2015』 によれば、41カ 国中

・ [失業の心配がないJ :40位
・ 1収入が多い | :36位

・ [仕事が面白い1 :39位
o「 ストレスを感じるJ :3位

・ 1始業と終業の時間が固定されていて、自分の意志では変
えられない| :6割 にのぼった。

|‐ ‐仕事におもしろさも自由度も感じない中で、失業や賃金
‐ の不安とストレスだけ|ま抱えている。

・ 地代―年収―偏差値

・ 地域、学歴、職歴 という「身分制」社会ヘ

・ 教育 :学校外教育費用を 「私的 |に負担できるか

【地ft(国交省「住宅市場動向調杏 |)2019】

1位 l港区 2位 :千代田区 3位 :渋谷区

6位 :新宿区 7位 :豊島区 8位 :品川区

【年収】

1位 :港区 2位 :千 代田区 3位 :渋谷区

6位 :文京区 7位 :世田谷区 8位 :新宿区

4位 :中央区 5位 :文京区

9位 :目 黒区 10位 :中 野区

4位 :中央区 5位 :目 黒区

9位 :武蔵野市 10位 :品川区

【学力】

1位 :文京区 2位 :武蔵野市 3位 :千 代田区 4位 :中央区 5位 :目 黒区
6位 :世田谷区 7位 :港区 8位 :新宿区 9位 :杉並区 10位 :江東区

私たちの生の「自由」の感覚

★世界価値観調査

螂 2005-2009と

Q「 どのくらい自由を感じますか」との問いに、 1非常に」との回答の書1合は

撻立襲il襲血、平均値を見ても51位

ヽヽFave6(2010‐ 2014)

Q「 あなたは、自分の人生をどの程度自由に動かすことができると思います

か|と の質問に「人生は全 く自Fllに なる|と いう回答の割合は、6()1燿鐵)5雄

位、平均値で59位

国民の生活に関する世論調査

O生活の程度の認識
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90%を超えてから

89.5%

92.3%

92.8%

約60%
1平成30年国民生活基礎調査 |

★日本人にとって最高次のアイデンティティが 「中流|?



冷たい ?日本人

【教育】

Q所得θ)多 い家庭の子ともα)方 がよりまい教育を受けられる傾向をどう思

うか (ベ ネッセ教育総研、2018イド)

A:1当然だ |¬  |や ■J・ を得ない ||‐ 62.3%:

※2004年 :約 4594

【ともだちや他人】

友達の少なさ、格基、人生の後になれば暑 しくなる/友達が同質的な傾向

QI過去1か 月の間に、助けを必要としている見知らぬ入を助けましたか|
(米 (|ハ |lup社、撚015年 )

A:「 はい 1 125%・・・:ヽ 11カ 1で |:‡ |:lIIFI

QI卜暮ら t´ に余裕があるノ、サ■、経済的に苦 しい友人を助けるべき

(lSSP2017)

A:|そ う思 う|

QI生 きる意味 |に つい
~ご

(PISA,2(〕 18年 )

AI日 本 :ダ ン トツ最 ド位 ( 0.40)、 ()ECD平均0.()2

Q平成時代の意識

A:1憾成ある人々11は敬意をliF、 う1

1伝統や慣習 11疑 間を持たない
|

1指導者や専F5家に頼った方がよい
1

→ 1構成主義 |の強さ

(松 谷満 [若 者  l ri傾 |ヒ |の l lbl実 はどのようなものかJ2019)

」警徴鉛掘ざ乳鶴鍵 だ|な=聰 ご宮分らしく

Q:リ ベラルな社会で“自分 らしく生 きる"こ とのできない人

はどうすればいいのか ?

※遺伝 ガチャ、 ズリトクラシー

A:日 本の若者…安い日本 =低賃金、学歴 という身分制、

増える高齢者を支え、モテ/非 モテ格差の激化、を100年生

きさせ られる 1無理ゲーJ社会

F無理ゲー社会J??

これを一人で攻略するのが
ラルな社会のルール



空虚な自己を埋める「世間体J

価値観にコミット

経
済

・
ビ
ジ
ネ
ス

残念な未来から“自分だけ"抜け出すために

忌李で膏憲法ろ∵糸甲
題 (例えば少子化問題)に対する解決策

|で も、それを実行に移すためには、他人の子 どものために税金

を使われるのが嫌だと考える人が多数派であるという現実を変え

る必要があ ります。 |

o「 日本で幸せに生きるには社会を変えるか ?心構えを変えるか ?

の二択になるんじゃないかと思っていた りします。 とくに「心構
えを変えたいJと いう人には、本書が役に立つはずです」

共同体・コミュニティの喪失

孤独、不安、ケアの問題

短期的にファス トな「正解」を求められる

他人/他者のことなど考えられない“自分さえよければよい"社会政
治

ル 」1を論毬「質纏嵩粽裏
いること」に従う

日本のどの機関
天皇 理室

自衛隊

警察

司法 裁判所

中小企業

地方自治体 __m

首相

大企業 鶴田目自醸自日麟自剛囀

NGO NPO_

政府 _

tll方続会
轟

メディア _   
‐

国会 _

政党 _

宗教団体 .組織 轟

信頼|′ ていない

爾 籠頼じている

価値観にコミットしない相対主義
※あらゆる共同体で「野党」にならないように生きる

分だけ"抜け出すために を信頼しているか?

(言論 NPO世論調 査 )


