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    皆さま，こんにちは。御紹介にあずかりました藻谷です。知事は，自ら「イクメン」を実践されていますが，勇気ある行動で素晴らしいと思います。 

 日本社会は，わざと片足で自転車を漕ぐようなやり方をずっと続けてきました。自転車は片足だけで漕ぐとバランスが崩れるのですが，これがまさに戦後の男社会を象徴しているのです。両足で自転車を漕いで進んでいくような家庭生活にするためには，世の中が安定して，いろいろな事が普通に流れていかないといけません。 今からお話するのは，経済の話です。数字と私の考えをお示しして，「経済をきちんと回すためには，今まで考えていたこととは別のものに目を向けなければならない。片足で自転車を漕ぐといった男だけで経済をリードする考えは，もう 20～30 年前に限界が来ているのに考えを改めようとしない。だから日本がこれだけ長期に低迷しているのだ」という事を説明したいと思います。 

 さて，最初に一つ大前提としてお話しておかなければならない事があります。私が，「女性が普通に働ける社会にした方が，経済状況がよくなる」と言うと，「女がこれ以上働くと，ますます子どもが減るじゃないか」と怒りだす人がいるのです。それは全く逆で，女性が働いている家庭から子どもは生まれていると

いうことを申し上げておきます。 ただ，誤解しないで欲しいのですが，「子どもをふやすために女性は働け」と言っているのではなく，「働きたいと思う女性が働いている家庭から，子どもが多く生まれている」事実があり，これが「自然な社会」だと言っているのです。 これは， 47 都道府県の状況を示したグラフです（スライド番号３「２０・３０代女性の就業率と出生率」）。県名を見ると分かるように，左に寄っている程都会です。東京とか，大阪とか，埼玉，千葉，兵庫，神奈川，京都です。都会の中では，だいぶ右寄りで田舎に近いのが愛知県。広島も似たような感じです。右に行くと，島根県とか鳥取県とか山形県とか，いわゆる「古きよき日本」を象徴している県がある訳ですが，右に行けば行く程，働いている女性が多い県です。20 代 30 代の女性に限定しているのは，子どもを望んでいれば子どもを生んでいる年代だからです。20 代30 代が正社員で働いていればいる程，右に行きます。専業主婦やパートタイムで働く女性が多いとグラフは左に行くのです。 日本で女性が働いていない都道府県は大阪，東京，京都，兵庫で，要するに都会です。逆に若い女性が働いている県は，山形県，島根県です。 縦軸は合計特殊出生率です。大きければ大きい程，平均して一人の女性が生涯生む子どもの数が多い。お子さんがたくさん生まれる
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県程，グラフが上に行きます。下に行けば行く程，全然子どもが生まれていない。日本で一番低いのは東京都です。合計特殊出生率が1.00 なので，親２人に対して平均１人しか子どもがいない。おじいちゃん，おばあちゃんも含めた４人に対して孫は１人しかおらず，曾じいちゃん，曾ばあちゃんまで含めた８人に対して，ひ孫は１人，つまり三代目になると人口が８分の１になってしまうのです。 逆に，山形県や，島根県，福井県は，合計特殊出生率が 1.5 です。2.1 ないと人口は減るのですが，この数字は，まだ急速に人口が減る数値ではない。おじいちゃん，おばあちゃんも含めた４人に対して，孫が２～３人はいるという状況です。このグラフを見てお分かりだと思いますが，明らかに，若い女性が正社員で働いている県の方が，子どもが多いのです。「女が働くと子どもが減る」というのは誤解であるということをこの数字から理解していただきたいと思います。 ちなみにこれは，日本だけで起きている特殊な現象ではなく，先進国に共通している現象です。つまり，20 代，30 代の女性が，専業主婦や家事手伝いである割合が多いほど，子どもが少ないという傾向がはっきり出ているのです。仮に「女が働くと子どもが減る」からと，あなたの身近な女性が働きに出るのを止めているとすると，それはかえって社会に良くない事をしているかもしれない，と言うことです。 自分の立場で考えたら分かると思いますが，リストラの不安や給与が不安定な状況の中で，子どもを何人も生もうと思えば，共働きで双方に収入がある方が，安心して子どもが生めるという理屈になるのです。 

山形県，島根県は，給料は安いですが，夫婦で働いているから，世帯収入はそんなに低くない。その割に土地代は安いし敷地は広い，子育て費用も少なくて済む。おまけに，こういう地域はおじいちゃん，おばあちゃんと一緒に住んでいる率も高いので，子育てはおじいちゃん，おばあちゃんに任せて若い女性は働きに出やすい環境が整っているという訳です。 要するに，女の人が，結婚したければ結婚でき，結婚後も働きたければそのまま働き続けられるというように，本人がやりたいようにできる環境にある県ほど，子どもが生まれやすいということなのです。  この話はしばらく置いておいて次は経済の話です。 広島県では，お店の売場面積がどれくらいあるか御存知ですか。バブル期の平成２年頃は 285 万平米だったのが，戦後最長の好景気で「実感なき景気回復」と言われた時期には，381 万平米となり，ざっと 100 万平米増えています（スライド番号１５）。広島県民はおよそ 280 万人くらいですから，昔は，県民一人に対して売り場は１平米くらいでした。それが今や 1.3 平米と随分お店が増えたのです。 はい，ここでクイズを出します。全員同時に，パーかチョキかグーを出して解答してください。 バブル期を 100 とすると，４年前の県内のお店の売り場は 130 程度で，３割以上増えていますが，売り上げはどうなっているでしょう。ショッピングモールやコンビニ，お好み焼き店，広島に本社がある通信販売の会社も全部含めて考えてください。 
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売り上げは二割ぐらい増えたと思う人は，パー。 売り場が増えているだけで，売り上げは増えていないと思う人は，チョキ。 売り上げは減っていると思う人は，グー。 はい，自分の思うとおり手を上げてください。（一同挙手） ありがとうございます。見事にばらばらですね。正解は，減少しています。 最盛期３兆５千億円が３兆１千億円に減少しています（スライド番号１６）。 売り上げはこんなに減っているのに，よく売り場を増やしたなと思いますが，実は理由があるのです。「売り場を増やしたら，お客が来る」と思ったのです。「うちの店の売り上げが下がったのは，売り場が小さくて魅力がないからだ。もっと大きな店にしたら客が来るだろう」と思ったところ結果としてお客は来ず，結果的に県内の商業者は非常に苦しい状態に陥りました。 売り上げが増えないのは，県民の個人所得が増えていないことに原因があったのです。皆さんの所得を把握している税務署の統計では，年収は，アジア大会の頃に 41 千億円だったのが 10 数年経っても変わっていない。つまり，県民が使えるお金は全然増えていないのに，売り場だけがどんどん増えているのです。すると（経営者は）自分だけ何とか生き残ろうと低価格競争が激しくなり，お互いに売り上げが下がっていくのです。県民の収入が増えていないのに，「いつか増えるのではないか」と店を増やすことに問題があるのですが，これを彼らは，「景気」のせいにするのです。私は「景気」という言葉は日本を駄目にした言葉の筆頭だと思っています。「広島県民の収

入が減っているのは景気が悪いからだ。２，３年我慢すれば景気は良くなって収入は増えるだろう。その前に，土地代が安いうちに店を作ってしまおう」と考え店を作るが，一向に収入が良くならない。だから安売り合戦に陥る。景気に問題があると勘違いして，「景気が良くなった時に備える」と言い訳して，無理をした結果，悪循環に陥ったのです。 日本で一番大学生の就職内定率が低かった時期，いわゆるバブル崩壊の失われた 10年は，政府の発表では凄く「景気」が悪かった時期です。しかし，この時期は税務署に申告された広島県民の収入は増加しているし，店の売り上げも減っていなかったのです。 その後で，戦後最長の好景気と言われた時期に所得が下がるのです。その後少し上昇しますが，お店の売り上げは全く増えない。それを景気のせいだと皆さんは思い込んでいるのです。景気のせいにするのではなく，県民の収入が増える方法を考えない限り，問題解決にはなりません。 よく，各地で講演した後，「今日は藻谷さんのユニークな物の見方を伺いました」と言われますが，「景気で物が動いている」見方の方がユニークなのです。私は税務署の把握している個人所得や経済産業省が把握する売り上げの数字を指摘しているだけなのです。 こういう疑いの余地のない数字を，実は誰もチェックせず，実際は売り上げが下がっているのに，世の中の人が「景気がいい」といえば，「景気がいい」という。実際の売上は増えているのに，世の中の人が「景気が悪い」といえば「景気が悪い」という。なぜ，実態と人々の認識に差がでてくるのかを今から説明します。 
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例えて説明しましょう。この中で花粉症の人，胸に手を当てて考えてください。あなたが最初に花粉症になった時，風邪だと思いませんでしたか。最初から，目が赤いと「これは花粉症だ」と即座に判断できた人はどれだけいるでしょうか。花粉症になった事を受け入れられず，ずっと風邪薬を飲み続けたのではありませんか？風邪ではないのだから風邪薬を飲んでも花粉症には効きません。ある段階で，症状は似ているが，違う病気だと気付く訳です。 皆さん不景気と言いますが，これは不景気という名前の病気ではなく，別のものなのです。しかも，風邪ならウィルスが引き起こすが，花粉症はウィルスが起こしているのではない。花粉症と言うのは身体の中の免疫が過剰反応しているだけで病気ではなく，いわば自爆しているのです。今からお話しする話もそうで，これは病気ではなくて自爆なのです。 残念ながら，広島では，売り場を増やしたら売上が下がったので，お店は従業員を減らします。平成 10年から平成 18年の８年間で，広島県内で２万人近く減っていますが（スライド番号１７），２万人と言うと，県民 150人に１人くらいの割合で失業しているのです。店が増えれば増える程，安売りしなくてはならず，その分雇用を減らさざるを得ないからです。それではお店をクビになった人はというと，人によっては働き場がないので生活保護になります。給料が下がって，パートだけでは食えなくなって困っている母子家庭の母親もいます。これではますますモノは売れなくなるし，悪循環です。 これが広島県の現実なのです。  

ここでクイズです。皆さん，広島県の実態はこうでした。ところで広島県民の約５人に２人は広島市民です。広島市だけ取り出してみると，広島県全体の傾向と比べてどうなっているでしょうか。 県全体の傾向と同じと思う人は，チョキ。 県全体の数字よりはもうちょっと大きい数字になっていると思う人は，パー。 広島県全体よりもさらに数字が良くないと思う人は，グー。 さて，どれでしょう。せーの。はい。（一同挙手） 皆さん，ちょっと周りを見てください。かなりグーが多いですね。その通りです。この図には府中町が含まれています（スライド番号１９）。府中町には大きなショッピングモールがあるので念のために入れました。府中町を入れたら，海田町も入れないとまずいかなと思って，海田町も含めました。でも入れても入れなくても同じでした。海田町を含めたから数値が悪くなったということもありません。広島市だけ取り出すと，アジア大会の頃に 107 まで行きましたが，それから落ちて 89になっています。要するに広島県全体平均の93 よりも，更に良くない。平地がないと言われている広島市において，どこに土地があったのか分かりませんが，バブルのころに比べて 1.5 倍にお店が増えているのです。アルパークができて上手く行ったのをいいことに，真似したらその後総倒れになってしまう訳です。その結果，市内の従業員がどんどん減少しています。  さて，広島の経済が衰えているのは，結局，日本の政治が一極集中で，地方をないがしろ
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にしているからではないでしょうか。 ここで広島市と東京を比較してみましょう。バブル期の時のお店の売り上げを 100 とすると，広島市は１割ダウンと言う，かなり残念な結果になります。アジア大会をピークに落ちる一方という状況です。それでは，東京 23 区と比較してみましょう。バブル期の売り上げを 100 とすると，小泉改革の最盛期，戦後最長の好景気と言われていた４年ぐらい前は，売り上げはどうなっていたでしょう。広島市と東京，どちらがましなのでしょうか。 ヒントをお出しします。ヒント１，東京はバブル期に非常に繁栄していたので，最初の数字が大きいです。ヒント２，売り上げの対象には，通信販売も含まれていますが，通信販売の場合は本社所在地に全額算入されます。東京は通販の本社がやたら多いので，底上げされています。 それでは皆さんにお尋ねします。 広島と東京，似たようなものだと言う人は，チョキ。 東京２３区は広島よりマシだと言う人は，パー。 東京は広島より駄目だと言う人は，グー。  せーの。はい。ありがとうございました。 本当は，僕もグーと言いたいですが，答えはチョキですね。広島は 89 で，東京は 90。通販で底上げされていますから，それを除くと 85 くらいになります（スライド番号２０）。東京で最近話題になったことといえば，有楽町の西武が閉店した事です。その後は空き店舗のままです。有楽町（のマリオンの中）には阪急百貨店と西武百貨店がありますが，片方が空いていると，当然阪急の客も減るわけです。しかし阪急は，東京のてこ入れは全く

せずに，博多駅ビルに進出していました。東京は売り上げが減る一方で，投資をしても回収出来ない事が数値にはっきり出ているからです。けれど，博多には出店する人がいるのです。それはなぜか。実は博多は 106 で，東京よりはまだましだからです。東京は 90 でしたね。広島は 89 です。それに比べたら，少なくとも売り上げは増えているのです。だから阪急は東京ではなく，博多に注目しました。しかし，博多も 44％も店舗が増えている割には，売り上げは６％しか伸びていないので，決して儲かっているとは言いがたい。それでも，東京よりはましなのです。それに九州は，日本でまだ一番子どもが生まれている地域なのです。子どもが産まれていない地域の経済力は加速度的に衰えていきます。 ついでに大阪のデータをお見せします。東京は 90，広島は 89 ですが，大阪は 81 です。今話題の名古屋でさえ 93 で広島県と大差ありません。なぜこのような事になっているのでしょうか。（経済力が衰えたのは）「国際競争に負けたせい」と言われますが，本当にそうなのかどうか，国際競争と経済の衰退との関連性についてのクイズを出します。 外国への日本の売り上げ，つまり「輸出」ですが，バブルの頃を 100 とすると，去年の日本の輸出はどうなっているでしょう。かなり多くの人が「日本の国際競争力が落ちたから，日本（経済）はしんどい」と言っているようですが，そうすると輸出はかなり落ちているのでしょうか。輸出とは，日本で作られて海外で売られているものを指しますから海外にある日本メーカーの工場が作ったものは入りません。つまり，日本で作られて海を越えて輸出されたものの売り上げは，バブル期



 6 

に比べてどうなっているでしょうか。 途中，リーマンショックやら色々あったけど，横ばいだと言う人は，チョキ。 この 20 年間に劇的に変わったものとしてアジアの急成長がありますね。韓国や中国がどんどん成長したから，日本の輸出は 2 割位減ったでしょうと言う人は，グー。 日本の輸出は激増だ，1.5 倍に増えとるわい，と言う人は，パー。 はい，皆さんどうでしょう。はい，挙げてください。（一同挙手） 周りを見てください。「パー」が多いですね。ありがとうございました。 そうです，答えはパーです。バブル期に 41兆円だったのが 64 兆円まで増えています（スライド番号５）。リーマンショックの前は 81兆円でした。それが，リーマンショックで 51兆円まで落ちたのですが，去年また急速にリバウンドして 64 兆円になりました。だから今，凄い円高なのです。ちなみに，増えた理由は，アジアがお客さんだからです。東日本大震災で東日本の工場が止まったことで気付かれたと思いますが，中国製や韓国製と言っているものは，実は中身は日本で作った部品を使っているものが凄く多いので，輸出と言う形では全然減らないのです。 更に言うと，マツダはリストラを激しくやりましたが，この間，史上最高に儲かって，利益を出しています。外国で売れている製品が多いのです。外国用に特別に製品を作っているのではなく，日本国内で売っているマツダの車と，外国で作っているマツダの車は基本的に同じです。全く同じ物を作っていて同じように売っているのに，外国ではこの通り1.5 倍も売り上げが増えている。しかも，こ

の間，円高になっているので不利なはずにも関わらず。これはとても奇妙な現象ですが，それには別の大きな原因があるのです。それを改善しない限り，いくら外国で売れても国内では売れない。 なぜ，日本で売れないのか。日本では国際競争とは無関係に，物が売れなくなってきているのです。 日本が，バブルから最近までの間に日本に起きた現象に関して，いくつかの数字を取り出しているグラフです（スライド番号３９「輸出主導の成長と内需のギャップ①」）。この赤い線が小売販売額，お店の売り上げです。バブルが崩壊しても（小売販売額は）増えていたのですが，96 年をピークに，急激に減少しています。この時点で何かが変わったのです。96 年と言えば，就職氷河期で不況の真っ只中でしたが，実はこの時日本の経済はピークでした。その後，戦後最長の好景気と呼ばれる頃から，モノがどんどん売れなくなる。一方，日本のＧＤＰは，輸出でどんどん伸びる。ところが国内ではモノが売れない。バブルが崩壊した頃は，まだＧＤＰも増えていたし，店の売り上げも税務署に申告する個人所得も増えていました。しかし，97 年くらいから，ガタっと落ちる。最近少し増えましたが，売り上げは増えない。なぜ最近少し増えたかと言うと，あまりにも輸出企業が儲かったので，株を持っている人が，随分たくさん配当をもらえたからです。それだけ配当があれば，少しばかり店の売り上げが増えても良いと思うのですが，増えないのはなぜか。それは，配当を貰っている人がおよそモノを買いそうにない人だったのです。それは誰かと言うと，別に欲しいものはない，金持ちの男性でお年
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を召した方ばかりだった。つまり貯蓄に回ってしまったのです。 ここに国内の貨物輸送量と言う数字があります（スライド番号３９「輸出主導の成長と内需のギャップ②」）。これは，日本国内で動いている貨物量×移動距離，つまり国内に流れている血液の量のようなものです。国家の基本指標です。この貨物輸送量はバブルが崩壊しても増えるのですが，上がったり下がったりしています。これがいわゆる「景気」です。不景気，好景気，不景気，好景気。こういうのを「景気」といいます。構造的には国内の貨物輸送量はずっと増えているのですが，2000 年くらいをピークに一方的に減りました。こんなに輸出が増えているのに，国内の貨物が全く動かないのです。 国内自家用車旅客輸送量と言う指標があります。国内で車を運転して移動している人数の事ですが，バブルが崩壊してもどんどん増えていますね。ところが 2002 年からどんどん下がります。つまり人が車に乗らなくなり，この頃から道路は空き始めているのです。ゴールデンウィークの 1,000 円高速の時に，広島空港へ行くのに大変だったという話がありますが，なぜ休みの時しか混まないのでしょうか。それは，平日に車を運転しなくてはならない人が減っているからです。これだけ車に乗らなくなると，新車販売台数も一方的に落ちます。お酒を飲む人の飲む量も減ります。なぜなのか。 この傾向は，20 歳から 70 歳くらいの間の人の数と，だいたい同じ動きをしています（スライド番号４０「輸出主導の成長と内需のギャップ②」）。20 歳から 70 歳くらいの人が増えていた間は，車に乗る人も増えるし，貨物

も輸送されていたのです。 これは 20 歳から 54 歳までの人の増減とお店の売り上げがかなり連動している様子ですね（スライド番号４０「輸出主導の成長と内需のギャップ①」）。もうお分かりになった方もいらっしゃるかも知れませんが，ここでまたクイズに答えて頂きますね。 広島県で実際，今なにが起きているのか皆さんにお知らせします。出典は国立社会保障人口問題研究所予測というもので，ホームページで誰でも取れます。５年前から５年後にかけて，平均して９万３千人，広島県民が減ると国は予測しています（スライド番号２１）。９万３千人減るとどうなるか。このペースで100 年続くと，人口が３分の２になります。年率にすると 0.33％なのでたいした事はなく，ほとんど感じられないスピードですが，私が言いたいのは，こんな事ではありません。 15 歳から 64 歳まで取り出すとどうなると国は予測しているでしょうか。15 歳から 64歳，つまり高校生以上，サラリーマンだと退職する直前まで。実際はもっと前に辞める人もいますが，減少すると言われている９万３千人のうち，15 歳から 64 歳人口はどのくらいの割合を占めていると思いますか。 減るのは主に子どもで，現役はあまり減らない。マイナス１～２万人だと思う人は，グー。 物事は堅めに考えた方がいいから９万人減るうちの９万人は現役の人が減るのだろうと思う人は，チョキ。 そんなものでは済まないだろう，10 数万人減るだろうと思う人は，パー。 はい，どれが正解でしょうか。（一同挙手） 広島の人は，真面目だし，悲観的に物事を
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考える人が多いですね。みんなが，パー。答えは，10 数万人ではなく 21 万人ではないですか。（「21 万人減少する」が答えだが，この場合の正解はパーの人）このペースで減っていったら，どうなると思いますか？100 年で人口が３分の２だなんて，悠長な事を言っていられませんよ。100 年経ったら，広島県の現役は 210 万人減るという事ですが，これは無理な話です。だって（現役人口は）166 万人しかいないのですから。80 年で，広島県からは，高校生以上，最終退職前の人がいなくなってしまうことになるんです。 こう言うと，人は「藻谷くんのユニークな物の見方」とか，「ユニークな切り口の分析」と言いますが，普通はこれが世の中の常識です。実際の税収見通しを立てる時に，税金を払うのは現役の人ですから，総人口数を見ても仕方がないのです。15 歳から 64 歳，もう少し狭くして 20 歳から 59 歳くらいが（納税者の）中心です。それを，総人口数で見る方が遥かにユニークであり，意味がないことなのです。 でも，現役がこんなに減るという事は，何かが増えていないと帳尻が合わないですよね。聞くまでもありませんが，子どもはどんどん減っています。この調子だと，計算上は 70年くらいで子どももいなくなります。誰かが代わりに増えないと，おかしいですよね。えっ，誰が増えているって？65 歳以上の方々です。 65 歳以上の人が突如として，18 万人増えるのです。10 年間で３割も増える。 人口減少社会と言っているから気が付かないかもしれませんが，「人口減少」ではなく「現役人口減少」なのです。仮に，現役の定

義を 75 歳までに延長したとしましょう。ところが，増加すると言われている 18 万人の中から，75 歳以上を取り出すと，実は半分が 75歳以上なのです。つまり，75 歳まで現役として働いても，75 歳以上がどんどん増えているので，あまり解決策にならないのです。 広島市ではどうでしょうか（スライド番号２２）。広島市は人口は減っていません。少しだけ減ってはいますが，ほとんど横ばいで，減っているうちには入りません。ここでクイズです。広島市の 15～64 歳の人だけを取り出すと，将来人口はどうなると予測されているでしょうか。 横ばいだと思う人は，パー。 １～２万人減ると思う人は，チョキ。 ７～８万人減ると思う人は，グー。 はい，どうでしょうか。（一同挙手） 正解は７万人減。このペースで行くと，広島市民も，120 年後には，高校生以上 64 歳以下がいなくなります。 少子化で子どもは減り，高齢者はかなり増える。そうするとどれだけリアリティを持って言っているかは分かりませんが，今度は「外国人を連れてこい」と言い出す人がいます。広島市民 100 万人の中で，外国人は１万人もいません。10 年間で７万人減る市民を補うために，外国人を７～８倍に増やさないといけないとすると，一体どこから（外国人は）来るのでしょうか？そんな事で何とかなるようなレベルの話ではないことに早く気づいて欲しい。 首都圏はどうなっているのでしょうか。首都圏は，５年前と５年後で人口は 70 万人増えると言われています（スライド番号２３）。これは広島市民の７割が首都圏に移り住んだの
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と同じくらいです。この調子で行くと，日本中で人口が減ると言っているのに，東京，千葉，神奈川，埼玉だけが 10 年間で人口が増えることになる。では，クイズです。この国の予測では，首都圏の 15 歳から 64 歳の人口はどうなると言っているのでしょうか？ 首都圏も全然現役人口は増えないだろうと思う人は，パー。 首都圏も現役は 70 万人くらい逆に減るのではないかと思う人は，チョキ。 ２倍して 140～150 万人は減るのではないかと思う人は，グー。 はい，どれでしょう。（一同挙手） まさか本気で間違えていないでしょうね。答えは，150 万人減です。そうでなければ，どうして広島市と東京のお店の売上が同じ傾向なんですか？今までの話と矛盾してしまいますよ。東京だけ元気な訳はないと理解していただきたい。この調子で行くと，150 年後には，高校生以上 64 歳以下がいなくなる計算です。その代わり，東京ではお釣りが来て，増える人もいるのです。高齢者が 270 万人も増える計算です。広島県民が全員 65 歳以上になって，瞬時に移動したくらい増えるのです。10 年間で４割増，75 歳以上にいたっては６割増です。 私は京王電鉄の沿線に住んでいます。京王電鉄は沿線に大学が多いですが，「線を増やしても仕方がない」と複々線化計画を止めました。いくらお年寄りを元気にしても，昔のように通勤電車に乗る訳はないのです。いくらお年寄りが元気になって収入があったからと言って，若い人のように物を買わない，車にも乗らない。この事が日本の問題なのです。景気のせいでもなく，地域間格差の問題でも

ありません。理由はこれです，御覧ください。これは日本にいる人は何歳なのかというグラフです（スライド番号３１）。 今，日本で一番数が多いのは，昔から言われているとおり団塊の世代です。60～64 歳，その数 1000 万人。二番目に多いのはその子どもの団塊ジュニア。つまり，30 代後半と 60代です。しかし昔はそうではなく，終戦直後は赤ちゃんが一番多く，お年寄りがあまりいませんでした。別に終戦直後が変だった訳ではなく，日本も世界もずっとこのような状況だったのです。おぎゃーと生まれると，赤ちゃんの時にかなり亡くなって，そして 30 歳までに半分くらいになるというのが普通の世の中だった訳です。60 歳まで生きる人が４人に１人。70 歳超えると「古来まれなり」と言われたのです。 そういう社会ですと，75 歳以上の人が何をしようと，若い人に仕事を与えてさえいれば，社会の活力は維持できる訳です。ところがそうはいかなくなったのです。出産奨励で戦時中に産まれた平均５人兄弟の方と，戦後の平和な時期に生まれた団塊世代の平均４人兄弟。この二つの世代は数が多い。つまり，人の命を凄く大事にする国に変わっていった事を，この頃は誰も気がついていない訳です。衛生状態が劇的に良くなってきている事も，気がついていない。実際にはこの人たちが育っていく過程で，劇的に衛生状態が良くなり，命を大切にする国に変わっていく訳です。その結果として，この，団塊世代，戦時中生まれの方々は，誰一人死なずに 60 歳を超えたのです。それで世の中は劇的に変わる訳です。何が変わったか。彼らの世代は４人兄弟でしたが，自分たちは２人しか産まなかった。（途中
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で亡くならないので）別に４人も生まなくても家は途絶えない事が分かったのです。人口が増えすぎても大変だという事も分かる訳です。更に凄いのは，団塊ジュニアの人たちが，なんと４割結婚していないのです。彼らに比べて子どもが半分近くまで減るのです。なぜかというと，自分たちは数が多すぎたと思っているからです。 この調子で行くと，日本の人口は，戦争の頃に戻ります。戦争の頃より平和で，衛生的で，金持ちな国として，人口だけ元に戻るのです。戦争を始める頃日本は 15 歳から 64 歳が 4300 万人いたのですが（スライド番号２４），戦後 8,600 万人まで２倍に増えたのです（スライド番号３０）。凄く経済が成長します。この事を人は「景気が良かった」と言っているわけですが，景気が良かったのではなく，平均４～５人兄弟の人たちが，頑張って道を切り開いて，全員が食えるように努力した結果，経済の規模が２倍に膨れ上がったのです。最初は小学校のクラスが足りない，貸家が足りない。車，家電製品が売れる，そして，家が売れるわけです。ところが，段々，今度は家も余る，車も余る。職場も余る，オフィスも余る。しかし，足りないのは病院と福祉施設とこんな風になっていきます。今から 10年後，団塊の世代は９割以上が 70 歳を超え（スライド番号３２），20 年後は３人に２人が 80 歳を超え（スライド番号３３），30 年後には 85 歳以上が 1,000 万人を突破して，日本最大の勢力になる（スライド番号３４）。これは景気のせいで起きたことではなく，戦争の傷跡を埋めるために生まれた団塊の世代が，非常にいい世の中で，全員が天寿を全うするために起きるのです。こういう問題をいきな

り景気の問題にするから，話がずれる訳です。 だから，年金が大変なことになる。現役が増えている間は，年金の収入がどんどん増えるが，もう 10 年間で 500 万人減っている訳ですから。反対に 75 歳以上は，500 万人増えている訳です。支払い水準を下げようとしなければ，破綻しますよね。ところが，経済評論家や経済学者がみんなテレビに出て「デフレ不況で年金が苦しい」と言うのですが，これは景気とか経済とか言う以前の問題です。どうして，こんなに当たり前の事を誰も言わないのか。 「これは大変だ，移民を受け入れましょう」と言って，移民を受け入れたところで，お年寄りが減る訳ではないのです。これから30 年間で現役は 3,000 万人減っていくのに，今，日本に外国人は 200 万人しかいないのです。それを 15 倍に増やすなんて，できる訳がありません。そういう問題ではないのです。 本来の数より２倍多かった日本人の数が，元の数字に戻るだけなのです。そして，このころから，予測と違って子どもが増えてくるでしょう。お年寄りが亡くなると，負担が減って家のスペースが広くなる。そうすると，寂しくなって，必ず子どもが大事にされる世の中になって，受験競争などは随分少なくなるでしょう。子どもは，生きているだけでいい，元気ならいい，人に迷惑かけずに真っ当な人生を送ってくれればいいという本来の自然な姿に戻るのです。子どもを生めるのなら生んでおこう，という風に変わるのです。ストレスが減るので，妊娠しない人たちも減ってくるでしょう。 このように世の中が変わっていく中で，日本の人口は半分くらいに減ったところで止ま



 11 

ると私は思うのです。ただ，それでも半分くらいまで減るでしょう。少なくとも国の予測で現役の人口は半減する事は確定しているのですから。ではその中で，私たちは一体何をすべきなのか。はっきりしていることは，我々は，この人口が減っていく社会をハッピーに乗り切らなければならないということです。 大変な事ですが，いろいろな良い面も出てくるという事を申し上げておきます。まず第一に，余計な競争がなくなるという事。そして，第二に，量ではなく質で勝負することになるという事。人口減少期に経済や社会の価値を維持したければ，一人ひとりがもっと活躍しなければ生きていけないのです。つまり，一人ひとりの能力がさらに発揮されないと活力が維持できない。 たとえばフィギュアスケート。伊藤みどりさんがどれだけ頑張っても銀メダルしか取れなかったあの頃，まさか男子フィギュアスケートでメダルを取るなんて，誰も思わなかったでしょ。スケート場が減っている中で，フィギュアスケートはどんどん強くなっている。その理由は，（フィギュアスケートを）する人がどんどん増えているからです。若い人は手足が長くてきれいだし，熱心に練習しますし，いいコーチも増えてきている。つまり，人口が減ったからといって日本のスケートが弱くなるとは限らないように，一人ひとりの力がのびのびと発揮できるようになれば，社会の活力は維持できる訳です。 それから，この間に，戦前生まれの人たちが職場を退職されています。現役が 500 万人減りますね。そうすると当然，飲み屋の客が減る。お店の客も減る。この人たちが買っていた分だけスーツの売り上げが減る。タクシ

ーのお客さんが減る。でも，輸出は 1.5 倍に増える訳です。なぜか。それは，戦前生まれの人，つまり高度経済成長期に就職して，結構いい給料をもらっていた人たちがどんどん退職したから。その分若い人が入ってきているけど，数が少ない上に，給料が安いわりにこき使われるので，企業の人件費はこの 10年間で２割近く下がっている。その分だけ国内ではますますモノが売れなくなるが，外国に対する競争力は強くなる。人件費も低いし，減った人の代わりに機械で作るので安く作ることが出来るからです。 マツダは広島ではたくさん人を雇っていますが，防府工場では増えていません。人を雇わなくても機械で出来る事が多いからです。これから退職者が増えてどんどん機械に変わっていくでしょう。そして，本来人がしなければならない所に人がどんどん移っていくでしょう。つまり単純に同じ事を繰り返すような事はせずに，看護や接客など人間でなければ出来ない事をどんどんやっていくやり方に代わるのです。一方で，機械でモノを作っていると，国際競争力が増します。現役が減りだした頃から日本の輸出は激増するのです。 中国に対して日本が赤字だったのが突然大黒字になります（スライド番号７）。しかし，赤字だと思っている人がものすごく多いです。数字を見ずに雰囲気だけで騒いでいるからどんどん話が逆になっていく。韓国に対してもこれだけ急速に黒字が増えているのに韓国に負けているとみんな思っているのです（スライド番号８）。 黒字の理由は，日本人の人件費がどんどん下がっているからです。企業の競争力も逆に強くなっています。つまり，上手く人間を機
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械に置き換えて頑張っていけば，外国から金が稼げないという事はないのです。 ただ，問題は，こんなに現役が減ったら国内で物が売れないと言うことです。輸出でしか稼げないなら，日本では作らなくなる。中国でしか売れないなら，中国で作った方がいいだろうとなる。そうすると日本の産業は破綻，税収は激減，お年寄りは生活に困る。これが日本の問題の本質なのです。 物を作れないのが問題なのではない。「現役が減ると『労働力』が減る」と経済学者は言っていますが，そうではない。アダムスミスが 230 年前にそういう本を書いているから，未だに同じ事を主張しているのです。今アダムスミスが生きていたらとっくに書き換えているでしょう。「現役が減ると『客』が減る」のです。客が減る事が最大の問題で，逆に客さえ減らなければ人口が減っても大丈夫なのです。では，どうしたらお客は減らないのでしょうか。 残念ながら，人間は年をとる程物欲がなくなっていくケースが多いです。中には例外もありますが，普通の人は年を取る程物はどうでもよくなる。そうすると客は減るから，輸出するしかなくなる。そうなると，日本国内から生産工場はなくなる。 足りないのが「労働者」なら外国人労働者やお年寄りを雇えばいい。しかし，足りないのは「お客」です。国内で物を買わない人がいくら稼いでも意味がない。では，だれが働けばいいのか。それは，稼いだ分きっちり使ってくれる人です。「お金がない」と我慢しているのは誰でしょうか。それは日本国では圧倒的に女性なのです。 要するに，普通に子どもを生んで消費する

若い世代が，もっと普通に働いて，普通に給料をもらって，楽しくお金を使えるようにすべきなのです。働きたいと思っている人を家に押し込める，あるいは一生懸命働いているのに男性より安い賃金しか与えないから，その人たちはその分物が買えない。だから売り上げが増えないのです。どうしてもその事が理解されないのです。 自動車会社が車を売りたければ方法は簡単です。女性の給料を上げればいい。つまり，女性は車を我慢している人や普通車が欲しいけれど軽自動車で我慢している人が多いので，給料を男性並に上げるだけで車が売れるようになります。 では，（女性の代わりに）一体誰が家事をするのか。家事は退職した男性がやればいいのです。こういう事を言うと男女差別と言われるかもしれませんが，女の人が家事をするよりも，会社で働いていた男性がやった方が効率的という事もあります。逆に職場で男がやっていた仕事を女性がやった方が能率が上がる事もあるかもしれません。お互い他人の目で見た方がいいこともあると思うのです。 「女性を雇用しろと言っても，給料の出所がない」と言われますが違います。安売りしかできない商品を売っているから経営が苦しくなるのです。もっと女性が買いたくなるような，高くていいものをきちんと売るという方向に，10 年 20 年かけてでも変えていった方が結果的にはいいのです。「物を高く売ってその分高い給料を払う」というやり方に変えていかないと中国には勝てない。値段で中国と勝負して勝てる訳がありません。そうではなく，中国では作れないようないいものを作って，その分給料をちゃんと払っていく以外
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に日本が生き残っていく道はないでしょう。 これを御覧ください，日本には家事専業と言う方が 1,655 万人います。ほとんど女性です（スライド番号４３）。この中にはもちろん家事が好きな人もいるでしょうし，様々な理由で働けない人もいるでしょう。しかし，全員が働きたくない訳ではないと思います。 この中の３人に１人。つまり 560 万人働きたいと思っている人がいるとします。その人たちが全員働くと，当面の団塊の世代の退職分は賄えるのです。日本にいる外国人は 200万人弱しかいませんが，今ここに，日本語をしゃべり，普通に日本で暮らして，年金も受給できる状態で，かつ働きたいと思っている人が 1,600 万人もいるのです。この人たちが働くだけで，移民を入れるよりも遥かに大きな効果が出ることになるのです。 諸外国の女性は６～７割が働いているのに，日本の女性は 45％しか働いてない。この人たちを，パート･アルバイトから正社員にしてあげるだけで，日本の人口が増えたのと同じ効果をもたらすのです。専業主婦は凄く大事な仕事をしているのですが，いかんせん給料がもらえない。専業主婦が働きに出て給料をもらえるようにして，おじいちゃんが家事をやってくれるだけで，経済的に人口が増えたのと同じ効果をもたらすのです。しかも，この人たちは稼いだ分使いますからね。 これを例えて言うと，日本と言うロケットの３段目に，満タンの燃料が未だ残っていたという状況です。一段目は団塊の世代，２段目が団塊ジュニア，そこまで点火した。もう日本はおしまいだと言っているけど何の事はない。世界的に見ても，超優秀な，能力の高い日本女性が相当多数，働きたがっている。

ところが，働くに働けない仕組みが日本にはあるのです。これを修正するだけで，売り上げは上がります。 どうしてこの理屈が理解されないのかと言うと，「労働者が減ると供給が落ちる」とアダムスミスが 230 年前に言ったことを未だに信じているからなのです。問題は消費が落ちる事にあります。せっかく作ったモノが売れない事なのです。でも価値が分かっている人はお金があれば買うのです。それは女性なのです。 ところで，広島県の中で家事専業の人はどれくらいいるでしょうか。これは広島県民を年齢別に分類した図です（スライド番号４４）。若い人は当然働いていますが，それにしても家事専業の人は結構多い事が分かります。パートさんが正社員になるだけで，ましてや家事専業の人がパートさんに変わるだけで，ざっと県の人口が 1 割増えたのと同じくらいの結果になります。 福井県と比べますと，福井の方が家事専業の人が半分くらいしかいないでしょう（スライド番号４５）。福井は世帯あたりの収入が日本有数に高い県です。ではその分福井は物が売れて元気なのかと言うと，みんな京都まで買いに行くからそうでもない。広島くらい面白い町があって，かつ，福井並みに人が働いていたらさぞ物が売れるでしょうね。 それに加えて，先程お見せしたデータを覚えていますか（スライド番号３，４）。福井県は，暮らしやすいので，ものすごく子どもが増えています。実例は身近にあるのです。働きたい人を働きやすくするだけ。とても簡単なことですが，それで経済が劇的に変わるのです。 
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今，「女の人はとにかく働け」と言っていますが，さらにもう一歩話を進めると，女性の経営者が増えなくては困るんですね。それは，お客さんの７～８割は女性だからです。女性に物を売りたければ女性が商品開発した方がいいですよね。日本の企業は，凄く不思議ですが，男性だけでやりたがります。しかも色々と考えて工夫した結果，全く売れないことがたくさんあります。携帯電話も，最近は赤や黄色がたくさんありますが，一時は銀や黒ばっかりでしたよね。｢これでは売れない｣と考えれば分かりそうなのに考えないんですよね。作れば売れると思い込んでいたのです。 女性経営者を増やしても，女性労働者を増やしても，コストがかかりません。教育も受けているし，税収は増えるし，年金の払い込みも安定します。何も困ったことはないのに，なぜ（数が）増えないのでしょう。それには男と女にそれぞれ理由があるのです。これからそれぞれ指摘していきます。 まずは男の問題。それは，一部の男性の人格形成不全という問題です。 簡単に言うと，「お前男だろ，そんな事するな」と育てられた結果，自分がなくて「男」として育っているという事です。名前で育てられず，「男はそんな事しちゃいかん」といって育てられると何が起きるか。働きに出たら，周りはみんな「男」だから，差がつかないので，女の人を見下す事でバランスを保とうとするのです。親の問題。育て方の失敗です。「○○ちゃんはそんな事しちゃ駄目」と，自分がちゃんとある育て方ならそうはならなかった。なんとなく女の方が駄目という事にして，自分に対する言い訳にしている男性が世

の中に 1 割くらいいるのです。 他にも色々あります。例えば「日本人」という見方。集団の名前がないと，自分だと言えないのです。イチローは，「俺はマリナーズのイチローだ」じゃなくて，「俺はイチローで，イチローのいるマリナーズだ」と言いますよね。偉そうですけど，イチローがいる事でマリナーズの地位が上がる訳です。「俺は日本人だから偉い」じゃなくて，「私が頑張って日本人の地位を上げるんだ」という考えでないとだめですね。集団の方が先に来ている人が人格形成不全です。 例えばこういう事が起きます。首相が何人も辞めていますが，もし，その中の一人が女性だったらどうでしょう。「女はこれじゃけすぐ辞める」って言われるのです。男でもすぐ辞めるのに。ところが女だと，失敗すると「女だから」と言われます。ここのところずっと首相は男ですが「男だから」とは言われない。「なんとかさんはしょうがない」としか言われない。なぜかと言うと，「俺は男だ」と思っている人が，女がダメな証拠を探しているからです。男がダメな証拠を探してはいないので，男が失敗しても，何も言わない。女が失敗すると「あーやっぱり女だ」と言う。困ったことです。これが男の問題。ものすごく根強い問題です。どうすれば解決するのか。あなたが子どもの教育を間違えないでくださいとしか言いようがない。それでは皆さん，今度は女側の問題です。 女性は，とりあえず男にやらせておいて楽をするのです。何でも譲るのです。そして，もう一つ大きな問題は，女性が頑張ると，なぜか攻撃するのは男性ではなく女性なのです。例えば仮に女性の首相が出るとすると，おそ
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らく女性の支持率が低くなると思います。女だから女を応援しろと言うつもりはありませんが，男だから女だからと言う判断基準は辞めた方がいいのではないでしょうか。 結局，女の人が成功しない最大の理由は，失敗する人が少なすぎるからです。なぜオバマではなくヒラリーが首相にならなかったのか。黒人の大統領候補はこれまでに何人もいましたが，女性で最後まで残ったのはヒラリーが初めてです。つまり挑戦者が少なすぎるので成功者も少ないのです。でもこれから挑戦者が増えると思います。そうすると必ず女性大統領が出てくるでしょう。人間，男も女も 100 人やって１人くらいしか成功しないのです。１人成功者を作りたかったら，99 人が失敗しなければ無理です。ところが女が失敗すると「女だから」と必ず言われるのです。女は，「出てきたからには 100％成功しなくちゃいけない」という謎のプレッシャーがかかるために，かえって成功しない。せっかくの才能を潰しているのです。これを変えるには，要するに失敗する女性が増えるしかない。女性が成功するには，女だから成功しなくてはならないという思い込みを一切無視するということに尽きると思います。「男も同じように失敗しているんですよ，関係ないでしょ」と開き直って活躍する女性を増やすしかない。 日本国は大変面白い国です。世界には「最初に誰が世界を作ったのか」と言う神話があります。中国だと女神の腹から生まれる。西洋だと男の神様が作ったという。日本では誰が作ったことになっているか知っていますか？イザナギとイザナミと言う男と女の神様がいて，その二人が作ったのです。世界的に見て大変珍しいです。国の成り立ちが最初か

ら男女共同参画になっている。でも人間は男と女からしか生まれないのだから，天然自然で考えると，男と女が共同してやるに決まっているのですね。そういう風に国が成り立っているはずの日本がどうして男だけで走っているのか？それは後々儒教国家になって，男中心に走った中国から文化を輸入し，さらに基本的に遊牧民の子孫である西洋から男中心社会の文化を学んだことにより，本来の日本からどんどん外れていってしまったのです。 日本の最初の神様は天照大神と言う女神。日本に記録に残っている最初の権力者は卑弥呼と言う女性。本来，「上に立っているのは女性の方がいいのかな」という文化なのですね。そういう事をすっかり忘れてしまって，男しか偉くならないという中国や西洋の考え方を途中から導入してしまうのです。私が言いたいのは，天然自然のやり方が一番いいのだという事。男と女の出来る方がやれと言うのが天然自然で，そこから外れていくとどんどんおかしくなるのです。 経営者の方がよく「女は使えん，女はすぐ辞めるから」と言いますが，これからの時代，女の人を使えない，女を使うのが下手な会社が先に潰れるんです。女の人の給料を低く抑えて逃げ切る会社ばかりの地域は物が売れなくなって，その地域が先に駄目になる。自分の問題を使われる側のせいにしてはいけない。「人件費を切らないと生き残れない」と言うけれど，人件費を切るからどんどん売り上げが落ちていくのです。値上げできる商品・サービスを開拓し，そして，きちんと給料を払って賃料を上げる，あるいは上げないにしても時間短縮をして，子どもが普通に育てられるちゃんとした社会にすることによって，結
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局あなたの次の代の商売がようやく成り立つのです。どんどん給料を減らして，従業員をこき使っている人は，残念ながら子どもや孫に事業を継がせることは絶対に出来ない。 では，退職した人は何をしたらいいのでしょう。「ワシは，若いものには負けずに企業を経営する」いや，それもいいのですが，出来れば働く若い女性の代わりに家事を引き受けて，余った時間は心豊かに遊んでください。あなたの仕事は貯金を使う事なんです。出来れば自分の地域内できれいに使い切る。もし使い切ったら助けてもらえばいいです。年金でもなんでも貰って，そして，後の世代には雇用を残しましょう。あなたがお金を使うと雇用が残ります。あなたが遊ぶと文化が残ります。何よりも，現役時代と違って家庭を大事にするというその姿が「手本」になる訳です。「手本」。人間やっぱり家庭生活が大事。「あのじいちゃんは，素敵なじいちゃんだね」という手本になりましょう。 「いや俺は地域社会のリーダーになる！自治会長で 80，90 までやるぞ」と言うのではなく，出来れば権限闘争・路線闘争をせず，人目につかない所で，黙々と世間様のお役に立つ。これ死語ですけど「一隅を照らす」。いまさら地域のリーダーにならなくても，現役時代に十分スポットライトを浴びたでしょう。一隅を照らしてください。 「いやそんなことはない，俺は日本社会が間違った方向に行っていると思うんだ，日本の誤りを直す！」いやいや，それより口よりも手を動かして，まず身近な人の役に立ちましょう。そして日本社会もいいのですが，とりあえず地域や親族から愛されるという事を最大の目標にしましょう。「ようやくいなくな

った」と言われるよりも，「なんて惜しい人を」と言われる事が人生大事だと思いませんか。 実際，日本の高齢者は，若い人に比べて立派な人が多いです。だからなおのこと今ここで気がついて，家庭生活でも趣味の世界でも，地域社会での生活も，「手本」になってもらって，惜しまれて頂きたいという事です。これは，全て丸く収まる，最高の解決法です。 最後の最後ですが，日本は大きな転換期を迎えてしまいました。誰も話題にしていないですけれど，去年日本は台湾に一人当たりのGDP で抜かれてしまいました。知っていましたか？実は日本は，アジアのトップをとっくに滑り落ちているのです。シンガポールの３分の２しかないし，香港にもだいぶ前に抜かれています。アジアＮＩＥＳと言われているのは，香港，シンガポール，台湾，韓国ですよ。そのうち３つに，すでに一人当たりの経済規模で抜かれているのです。「一人当たりのGDP」とは，ざっくり言うとその国の人件費だと思ってもらいたいのですが，日本人の人件費は，台湾，シンガポール，香港に抜かれているので，決して高くありません。さらに韓国は，日本の９割まで迫っています。ちなみに９割という事は，今韓国に勝っているのは，東京首都圏と愛知県だけです。広島県はもう抜かれました。 日本がアジアの中で一人だけ大金持ちで，やたら給料が高い国であれば，給料を上げろというのはもう無理ですよね。時代の変化は早いのです。日本はもう，アジアの中で金持ちの国ではなくなりつつある。逆に言うと，もうちょっと給料を上げて，国内で物が売れるようにしてもバチはあたらない。国際競争力が落ちる訳ではありません。時代が変われ



 17 

ば，やり方を少しずつ変えるという事を是非勉強して頂きたいと思います。 とにかく世の中の変化は早いです。早くキャッチアップ（追いつく）しなきゃ駄目ですよ。多くの人が未だに石油ショックの頃の高度成長期の夢に溺れています。石油ショックって何年か判りますか。1973 年です。もう 37年前ですよ。ちなみに原爆が落ちる 37 年前って何年か知っていますか。1908 年です。日露戦争で日本軍が勝った直後です。その 30～40年後に日本は戦争に負けている。つまり 30～40 年で世の中は 180 度変わるのです。もうそろそろ戦後の発展の事は忘れましょう。違うやり方でいきましょうという事なのです。   ＜質疑応答＞  質問者／デフレは進んでいくと言われていましたが，社会保障との関係を伺いたいと思います。社会保障は今後膨らみますよね。やはり，消費が減るのは，人が少なくなるというのもありますが，先行きに不安があるからではないかとも推測されますが，いかがでしょうか。  藻谷／将来に対して不安のない人の収入をどんどん増やしてお金を使ってもらうのが，一番の解決策になると思います。 若い人は貯金がなく，極めて将来不安ですが，彼らに「まとまったお金があると何がしたいか」とアンケートを取ったところ，一番は「結婚」でした。若い世代になると，結婚くらいはしておきたいが，金がないので結婚すらできない。ますます少子化が進

む。お年寄りの社会不安と言われますが，その人たちはまだ結婚など色々な事が経験出来ていたのです。結婚の道すら閉ざされた若い人の方が，より不利になっている事を忘れて，高齢者に対する社会保障の事ばかり考えている。この状況を大変憂いています。 よく子ども手当てがばら撒きと言われますが，予算は２兆円ですよね。年金は年間 55 兆円です。65 歳以上に 55 兆円配っておいて，子どもを育てている人に２兆円配ることが，本当にばら撒きなのでしょうか。お年寄りも人によって様々で，多数決を取ればお金がない人は多いでしょうが，相当多数の方は，別段困っていないと思います。それを無視して一律に年金を払うのは正しいやり方でしょうか？お金がなくなり，生活できなくなったお年寄りだけ救った方が効率的ではないでしょうか。 今の社会保障制度は，現役 20 人に対してお年寄り 1 人しかいない時代に作られたものです。今は５人につき 1 人ですから当然もたない。そして，当時のお年寄りは，ほぼ全ての方が，戦争で莫大な被害を受けて財産を全てなくしています。そういう人たちをみんなが支えるのは当たり前の事です。ところが，今からお年寄りになっていく人は戦争の被害は直接受けていませんし，昔のお年寄りに比べて 10 人に１人くらいの割合で，かなりのお金持ちが混ざっています。その人たちにまで一律でお金を配るから，完全にシステムが崩壊しているのです。 だから，社会保障は，お年寄りは全員一律に面倒を見るというやり方から，収入と
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資産に応じてお金に困っている人だけ面倒を見るというやり方に切り替えないと絶対に破綻します。 生活費も医療費も，ない人にはただであげてもよいと思いますが，その代わりある年数まで働ける人は誇りを持って働いて税金を払いましょう。いろんな事情で働けない人にはみんなで面倒見てあげたらいいでしょう。 世の中の考え方を変えないといけない。困っている人を助けましょう。困っていない人は誇りを持って自力で立ち上がりましょう。金がなくなったら，その時点から助けましょう。年金の代わりに，困っている人たちに手を差し伸べる，という形でないと社会保障の問題は解決しません。 日本の福祉医療関係費用は 75 歳以上の人口に連動して増えています。75 歳以上の人はこれから２倍以上増えますから，そのうち日本は破綻します。これを避ける方法は，くどいようですが，75 歳以上の中でも困っていない人にはお金をあげないという方向に切り替えるしかない。年金をデビットカードにすればいいのです。今，年金は口座に振り込まれているので，貯金してしまう人が多いです。そうではなくて，振り込まずに政府の口座に貯めておいてカードだけあげる。「毎月もらえる額までカードで使ってください。全額使うのはＯＫ」しかし，死ぬまで使わずに貯めていた場合は全額没収する。死んだら墓場にお金は持って行けないですし，子孫が相続するために年金をあげている訳じゃない。子孫は子孫で年金をもらえばいいのです。色々なやり方があると思いますが，基本的には

本人が自由にお金を使っていいが，貯金にお金を回すのは許さないというシステムに切り変えるべきです。 日本では，かなりの人が「貯金道」にはまっている。言い訳としては｢福祉が不安だ｣｢病気が不安」と言いますが，本当の目的は，預金通帳の額が減らない事。さらに凄い人は，死ぬ時の貯金額が生涯最高である事を目指している。そういう人はお金を使うより，預金通帳の額が増える事の方が遥かにドーパミンが出て嬉しいのです。福祉の不安を強調する人を僕はあまり信用していません。なぜなら日本は生活保護と言うシステムがあって，本当に困った時に飢え死にしないようにできているから。医者にも受け入れ義務があり，医療費が払えないからといって受け入れ拒否をしてはいけない事になっているのです。アメリカみたいに公園に捨てられる事はありません。そこまでやっているのになぜみんな不安なのか。それはお金がないと，自分の誇りが失われると思っているからです。お金がある人は，一生懸命お金を使って，普通に働いている人の給料に回すのが本来の勤めです。今の世の中は間違っています。それが理解されれば，日本はもう少しまともな国になります。 


