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本研究と関連するSDGｓ項目

• ジェンダー平等を実現しよう

• 産業と技術革新の基盤を作ろう

• 人や国の不平等をなくそう

• 平和と公正をすべての人に



1 研究動機

• 日本を礼賛するテレビ番組をよく見かける。

• 海外から礼賛されている日本は本当に豊かさを実感できる国な
のか？

• 国内ではジェンダーギャップや地方と大都市とで格差がある。

• 豊かさを実感するために必要なものは何か？



2 現代日本の経済・社会状況1



2-1 経済面

GDP

・2010年から2021年のGDP（国内総生産）の世界ランキングは
1位がアメリカ合衆国、2位は中国、3位が日本という順位が続い
ている。

対外純資産

・2020年の対外純資産ランキングでは、日本が1位（356兆9700
億円）、2位にドイツ（323兆4659億円）で、3位は香港（223兆
913億円）という順位だった。



2-2 治安の良さ
図表1：殺人発生率

https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00888/ より抜粋

https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00888/


2-2 治安の良さ
図表2：強盗発生率

https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00888/より抜粋

https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00888/


2-3 質の高い豊富な労働者の存在

• 成人の「読解力」「数的思考力」「ITを活用した問題解決能
力」に関して調査が行われた。（2011～2012）

• OECD加盟国の22か国を中心に24か国の成人が対象。

• 「読解力」と「数的思考力」が第1位

• 質の高い労働者が豊富に存在している。



3 現代日本の経済・社会状況2



3-1 世代間格差

年代 平均貯蓄額 中央値

20代 165万円 71万円

30代 529万円 240万円

40代 694万円 365万円

50代 1194万円 600万円

60代 1635万円 650万円

70代 1314万円 460万円

全体（2人以上世帯） 1139万円 419万円

• 20代→勤続年数が短い

• 20～40代→子供の教育費
やローン返済等

• 50・60代→老後のために
貯蓄。

• 70代から→年金で賄うこ
とができない分を貯蓄か
ら崩す

図表3：二人以上の世帯の年代別貯蓄額と中央値

https://mcpass.jp/media/article003.htmlより筆者作成

https://mcpass.jp/media/article003.html


図表4：平均年収の推移

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/19/backdata/01-01-08-02.htmlより抜粋

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/19/backdata/01-01-08-02.html


3-2 地域間格差

順位 都道府県名 年収額

1 東京都 595万2400円

2 神奈川県 536万9700円

3 愛知県 513万3800円

4 大阪府 504万2400円

5 京都府 490万600円

42 山形県 386万8400円

47 青森県 366万7900円

• 昼夜間人口比率

東京都：120％（約240万人が流入）

神奈川県：90％（約80万人が流出）

埼玉県：87％（約80万人が流出）

千葉県：88％（約60万人が流出）

図表5：都道府県別年収ランキング

https://www.nenshuu.net/prefecture/pre/index_prefecture.phpより筆者作成

1位と最下位とで
は200万円以上
差がある。

https://www.nenshuu.net/prefecture/pre/index_prefecture.php


3-3 ジェンダーギャップ指数

• ジェンダーギャップ指数は男女格差を表している。

• 経済・政治・教育・健康の4つの分野で評価される。

• 「1」に近いほど格差がなく、「0」に近いほど格差がある。

• 日本は0.656ポイントで153か国中120位で先進国で最低レベル。

• 1位はアイスランドの0.892ポイント。日本にかなり差をつけてお

り、格差がないといえる。



女性役員の割合

• 日本の上場している3730社のうち1959社が女性役員が一人も
いない。（2019年4月期～2020年3月期）

• 上場企業の役員全体に占める女性役員は6％にすぎない。
（2019年4月期～2020年3月期）

• 国会議員全体に占める女性議員の比率も10％にとどまっている。
（2018年時点）



非正規雇用者の割合

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/h31pdf/201918102.pdfより抜粋

図表6：男女別の正規、非正規雇用者数及び正規雇用割合の推移

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/keizai_prism/backnumber/h31pdf/201918102.pdf


3-4 幸福度

順位 国名 スコア

１位 フィンランド 7.842

２位 デンマーク 7.620

３位 スイス 7.571

４位 アイスランド 7.554

５位 オランダ 7.464

56位 日本 5.940

https://eleminist.com/article/1184 より筆者作成

図表7：世界の幸福度ランキング

2021年の幸福度ランキン
グによると、日本は56位。
昨年度の62位から順位を

上げている。

https://eleminist.com/article/1184


4 日本の産業構造について



4-1 産業構造の変化
図表8：1920年から2015年までの産業構造の変化

https://chikouken.org/report/report_cat01/9225/より抜粋

https://chikouken.org/report/report_cat01/9225/


4-2 産業別付加価値額

• 製造業

57兆9198億円 （前年度比-7.1％減）

• 卸売業

16兆3444億円 （前年度比-2.3％減）

• 小売業

16兆7353億円 （前年度比-1.9％減）

サービス業の付加価値率が低い 経済全体が成長していない



4-3 サービス業の付加価値率が低い原
因について

•女性の労働参加率が低い

•女性が活躍できない環境

（女性の活力を充分に取り込めていない）



5 豊かさを実感するために必要なもの

＜課題＞

• 若者の収入が減少傾向にある。

• 女性が活躍できる労働環境が整っていない。

• 若者（特に女性）の大都市圏への流出率が高い。

• 大都市圏と地方とで雇用の質に差が生じている。

「若者」×「女性」×「地方」＝豊かさを実感しづらい



解決策



若者の収入を上げるには

•最低賃金のアップ

地方に行くほど最低賃金は低くなっている

地方と首都圏での金銭的な格差を減らすためにも最低賃金を
1000円に近づける必要がある。

•副業可能な企業・職業を増やす

副業が認められていない＆収入が少ない（生活が苦しい）

本人の体力などを考慮して許容範囲を広げることができればさら
なる収入を得られる。



女性が活躍できる社会にするには

•雇用形態の見直し

仕事と育児や介護を両立し、かつ社会復帰をしやすい環境を作る
必要がある。

正規雇用として雇い、かつライフステージの変化に対応した制度
を設ける。

•男尊女卑の考えをなくすための法律を作る

企業内だけではなく、社会全体として法で定めることにより国全
体がジェンダーギャップをなくそうと意識することができる。

EX）アイスランドのクオータ制の導入など



人口流出に歯止めをかけるには
•「地域創生」を市の郊外でも展開する。

駅周辺や商店街だけでなく、人口が集中している市の郊外にも展開す
る必要がある。

EX)酒田市

駅周辺
＆

市役所周辺など

八幡平田

駅周辺
＆

市役所周辺など

平田 八幡

将来：ネットワーク型コンパクトシティ現在：コンパクトシティ型
複数の拠点となる場
所に展開する。また、
その拠点をつなぐ
交通ネットワークを
増やす。



地方と大都市間での雇用格差

•地方に本社をおく大企業を増やす

製造業や医療福祉業以外の産業を増やすことで若者の地元定着を
目的とし、さらに事業展開をすることで雇用の安定を図ることが
できる。

•テレワークの導入・活用

地元にいながら首都圏及び他県の会社に勤めることができ、賃金
がその企業の相場になるため、比較的高い収入を得られることが
期待できる。

地元に残ってくれる若者を少しでも増やすことができる。

地元の主流産業以外の産業にかかわることができる



6 おわりに

全人口の約8分の1を占める地方の若年女性が
豊かさを感じることができる

地方ひいては日本全体がさらに豊かさを感じ
られる
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