川◆ ね、
 ノゾミさんの趣味って、なあに？

湯

川◆ うん！

自分で自分の暮らしをつく
るのって、「楽」ではないし、お金
になったりならなかったり、すごく
生活が厳しい時期もあったり、もち
ろん大変なことも多いけど、やっぱ
り「楽しい」のは間違いないよ。そ
れに、変化の時代だから、将来何が
役に立つかわからないしね。農家に
なってたりして！

ノゾミ● そうですね～。最近、仕事が終わっ

た後に手話と英語を習い始めまし
た！ いままで話せなかった人とコ
ミュニケーションできるようになれ
たらおもしろそうだし、ひょっとし
たら仕事にも役立つんじゃないか
な、って。湯川さんは？
湯

川◆ 趣味は、うーんとね、仕事かな。


ノゾミ● えっ！

ノゾミ● 私は、

どんな仕事でも、これから海外と
の架け橋になれたらいいな～。

湯

湯

湯

まとめたものです。でも、未来は「なるもの」ではなくて、私た
ちがそれぞれの手で「つくる」もの。あなたが、「どういう未来
にするか」を考えるときに、この資料がお役に立てば幸いです。
兵庫県は、これからも県民のみなさまと一緒に、すこやかで幸せな
私たちの地域をつくっていきたいと願っています。

川◆ もう、そんな若者の姿が、すでに、
未来への架け橋！

ノゾミ● わーい！

なんか、なんでもできそ
うな気がしてきました♡
湯

川◆ うん！

私も、もっともっと幸せに生
きること、諦めないぞ～♡

ノゾミ・湯川●◆ 次は、

何、やってみる!?

ノゾミ● 楽しそうですね～。

川◆ 兵庫県では、みなさまの声を聞きながら、

「兵庫2030年の展

望」をつくりました。これは、いまの時点で想定される可能性を

基 本 方

川◆ あ
 の ね 、 実 は あ ん ま り 「 趣 味 」 と
「仕事」の区別がついてないのか
も。やってみたいことがあったら、
ひとしきりやってみてるんだ。帰国
してここに住んでからだけでも、主
婦、起業、子育て、公務員。週末に
田舎に行って農業、平日朝に合気
道。あ、今週末は親子で初めて音楽
を聴きに行くの！

未来を、つくろう！
めざす姿

これから何して生きていく？

湯

「すこやか兵庫」の実現

～五国を活かし 日本を先導 世界につなぐ～

針

1「未来の活力」
の創出

２「暮らしの質」
の追求

○人口が減っても活力が持続する
兵庫を実現
・ 革新技術も活用した産業のイノ
ベーションの創出
・ 働き方の多様化による全員活躍
の推進
・ 地域と世界で活躍する人づくり
・ 次世代エネルギーの導入拡大
・ 農水産業の基幹産業化

○豊かな生活ができる兵庫を実現
・ ワーク･ライフ･バランスによる
｢自分時間｣の充実
・ 子育て環境や医療・介護体制の
充実
・ 教育機会の確保など格差の固
定化の是正
・ 防災・減災体制など地域の安全
基盤の強化

「未来の活力」
◆価値創造経済

兵庫の２０３０年の姿

兵庫

姿❺

年の

30
の20

【解

説】

充実する
「⾃分時間」

社会が物や情報であふれ、物の消費や所有よりも、自己実現や社会貢献、心の充足等に価値を見いだす人
が増えています。豊かな生活の実現には、自分の大切にする価値を追求できる「自分時間」の充実が欠かせ
ません。
家庭や地域での活動、副業や学び直し、芸術文化やスポーツ活動など、それぞれの価値観に応じた豊かな
時間の過ごせる兵庫をめざします。

・先端産業が集積
・起業・創業が活発化

◆未来に挑む人づくり

○活躍の舞台が広がる兵庫を実
現
・ 五国の強みを活かしたツーリズ
ムや二地域居住など交流人口
の拡大
・ 世界との経済・人材交流の拡大
・ 陸海空の交通インフラの充実
・ まちの賑わいの創出

あなたは何歳ですか？

どんなふうに生きていますか？
あなたの大切なひと、あなたのお隣のひとは、何歳ですか？
あなたは、何を、しているのでしょう……？

先の見えない「変化の時代」。
だから、すこし、考えてみました。

「暮らしの質」

◆全員活躍社会

・多様な働き方が実現
・生涯現役

◆環境先進地

み け つ く に

◆御食国ひょうご

・ワーク・ライフ・バランスが実現
・多様な形で過ごす
「自分時間」

◆子育て安心社会

・子育て環境が充実
・地域とつながる子育てが
再生

◆進む健康長寿

・健康寿命が延伸
・介護・医療体制が充実

◆安全な暮らし

・農水産業が基幹産業として発展
・農のスマート化が進展

・防災、防犯、感染症対策等が強化

・地域間や世界との交流が拡大
・陸海空の交通インフラが充実

12年前

◆充実する
「自分時間」

・地域と世界で活躍する力
・次世代エネルギー社会を先導
が育成
・森林資源の活用が拡大
・リカレント教育が充実

◆交流五国

３「ダイナミックな交流・環流」
の拡大

年、
2030

海外

◆豊かな生活空間

・二地域居住等が拡大
・世代間交流が広がる地域

「ダイナミックな交流・環流」

時間のゆとりがない人の割合
（国）
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

40 歳代
20 歳代

30 歳代
50 歳代
60 歳代

70 歳～

2008 09 10 11 12 13 14 15 16 17

「時間のゆとりがない」と答
えた人の割合は30代、40代を
中心に高く、ワーク・ライフ・
バランス等の一層の推進が課題
出典／内閣府
「国民生活に関する世論調査」

● 当刊行物に関する内容は、県ホームページでもご覧いただけます。

兵庫2030年の展望

078−341−7711

兵庫県企画県民部
ビジョン課

兵庫県

ノゾミ

湯 川 カ ナ

兵 庫 県 庁 職 員

兵 庫 県 広 報 官

兵庫生まれ。東京、
海外留学、
民間、転職、県庁へ。

長崎生まれ。東京、スペイン、
36歳で兵庫県に移住して起
業、兵庫県広報官兼務。

川◆ 12年後、私は57歳。あ
ら、あ、もう少しで還暦
だわ。

ノゾミ● 私は12年後、41歳に。
ええー、40代!?すっかり

兵庫県、
の
2030年。

おばさん……あっ（！）

湯

川◆ ……ね、ノゾミさん、12年前って、何してた？

私は、ま

だ外国に住んでいて、ちょうど子どもが生まれた年なんだ。
あの頃、日本に帰るなんて、思ってなかったなあ。

ノゾミ● 私は高校生、神戸の実家から通ってました。その後、大学進
学で東京に行って。まさかそこから海外に留学して、民間企
業に就職して、そして兵庫県庁に転職してまた地元に戻って
くる……なんて、思ってもなかったです！

湯

ノゾミ● こうやって振り返ってみると、ぜんぜん想像つかないです
いまから新しいこと始めても、まったく大丈夫

な気がしてきました。

湯

川◆ 私も！いまからやってみたいこと、考えてみよっかな？

ノゾミ● 人生の先輩がそうやってワクワクしながら挑戦し続ける背
中って、なんだか勇気づけられます♡

湯

川◆ う、うん。だ、だいぶ先輩だから。よし、自分のため、後輩
のため、子どもたちのため、そして自分とみんなの未来のた
めに、どんどんチャレンジしていこーっと！

兵庫

姿❶

0年の

3
の20

【解

説】

湯

未来に挑む⼈づくり

川◆ そうだよね、いまの65歳って若いよ
ね！ うちは母が78歳で、もともと
主婦だから仕事はしてないけど、ま
だ小学生の娘を見てもらったりして
るな。私が「仕事遅れる～」って連
絡入れたら、喜寿にプレゼントした
スマホから「了解！」って返事が来
るのが、心強い（笑）

湯

湯

生

ノゾミ● （笑）

たしかに。はい、なんか楽
しいですよ！

姿❷

0年の

兵庫

【解

説】

全員活躍社会

時代の変化が激しく、将来が見通しづらくなっている今、自立して未来に
挑む人づくりが重要になっています。
学校だけでなく、地域住民も総参加で子どもの成長を支え、これからの地
域や日本を支える若者、世界へ力強く羽ばたく若者がいきいきと育つ兵庫を
めざします。
また、人生100年時代を迎え、技術進歩も進む中で、だれもが何度でも学
び、知識や能力を高められる環境を整え、生涯にわたる活躍を支えます。

人口減少や高齢化が進む中でも、地域や産業が活力を持続し、人々が生き
がいをもって充実した暮らしを送る。そのためには、だれもが能力を存分に
発揮できる兵庫づくりが重要です。
時間や場所にとらわれずに働く、経験や知識を活かして生涯現役で活躍す
る、起業によってアイデアをビジネスにする、特技や趣味を副業に変える。
こうした取組が広がる環境づくりを通して、一人ひとりのいきいきとした活
躍を支えます。

兵庫型「体験教育」

テレワークの導入企業割合
（国）

小学３年
環境体験
事業

小学５年
自然学校
推進事業

高校生
中学１年
わくわく
ｵｰｹｽﾄﾗ教室

中学２年
トライやる・
ウィーク

高校生
ふるさと
貢献活動、
ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ

（％）
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ITを活用して、自宅など会社から離れた場所で仕事ができる
テレワークを導入する企業が増加

子どもたちの発達段階に応じた体験教育を展開
出典／ビジョン課作成

川◆ あ、子育てって、そんなかんじだと思う！私、スペインで言

われたんだ、「あなた、子どもは家じゃなくて、社会で育て
るものよ。だって人間は社会で生きるのだから」って。

川◆ うん！

それ、絶対にありがたい。ね、お姉さんにかわって
お礼言わせて！

ノゾミ● えっ、

はい!! でも、こうして「子どもはみんなで育てる」って考
えたら、なんだかちょっと気が楽になりました！

川◆ んーとね、「無茶し続けて、まわり
に『これでも人間生きていけるの
か！』ってちょっと楽しい気分に
なってもらう」役割！

3
の20

川◆ もちろん大変だけど、それを吹っ飛ばす喜びがあるんだ。そ

れに、職場や友達やご近所さん、みんなに育ててもらってい
るし。そっか、大変だからこそ、みんなとつながったのか
も。うん、子どもできてからの方が、友達多いや！

ノゾミ● じゃ、私が姪っ子たちを、動物園連れて行ったり、親が言わ

ないようないろんな話をしてるのも、「子育て」なのかも？

川◆ それぞれのひとしか、できない役割
があるよね。お世話される側の子ど
もだって、社会の『希望』っていう
役割があるし。ね、ノゾミさんのい
まの「役割」って、何だと思う？

ノゾミ● そうですね、楽しいことを見つけて

周りに伝えるってことでしょうか。
湯川さんは？
湯

湯

ノゾミ● そういえば、私の姉ふたりも、０歳から７歳までの子どもが

３人ずついて大騒ぎなんですけど、実家に帰ってきたら、お
隣のパパさんが子どもたちをまとめて面倒みてくれたりして
います。ずっとご近所さんだけど、子どもができてからあら
ためて仲良くなったみたい。

ノゾミ● 子育て真っ最中の姉たちを見ている

と、「おじいちゃん」や「おばあ
ちゃん」の存在って大きいんだな
～って思いますね。本人は「もう歳
だから」って言ってても。
湯

川◆ 12年後、私たち、何やってるんだろうね～？

ね。うん！

ノゾミ● 65歳です。企業なら定年ですけど、ネットがメインの自営

業に変えたこともあって、まだ現役バリバリですよ。

ノゾミ● 湯川さんは、シングルマザーでいらっしゃるんですよね。しか

も、もともと知り合いがひとりもいない土地で。子どもを育て
るって、めっちゃ大変じゃないですか？

出典／総務省「通信利用動向調査」を基にビジョン課作成

姿❸
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兵庫

【解

説】

⼦育て安⼼社会

結婚したい、子どもを産みたい、子どもを持っても働きたい。少子化の背
景には、こうした願いが必ずしも叶えられていない状況があります。人口減
少をできる限り抑えて、活力を持続していく上でも、結婚、出産、子育ての
希望が叶う環境づくりが欠かせません。
保育サービスの充実などの環境整備に加え、地域全体で結婚、出産、子育
てを大切にする意識が共有され、子どもや子育て家庭等を支える活動が広が
る兵庫をめざします。

保育所等の定員の増加(県)
(人)
120,000
90,000

77,489

101,658

115,658

60,000
30,000
0

2007

2017

2020

保育所等の定員は2020年までに14,000人増加見込み
出典／「ひょうご子ども･子育て未来プランプログラム2018」(2018)等を基にビジョン課作成

毎日やりたいこと、やれていますか。

湯

川◆ ノゾミさんのお父さんって、おいくつだっけ？

子どもはみんなで育てる。

あなたの役割は、何？

いまからやってみたいことは、何？

湯

ノゾミ● 湯川さん、なにか健康に気を遣ったりしてますか？
湯

川◆ ダイエットしてるよ！

えっと、この20年くらいずっとだ
けど……。ノゾミさんは？

ノゾミ● 私は毎朝ジョギングしようと思って、枕元にランニングウェ

ア置いて寝てるんです。でも結局、朝起きられなくて一週間
置きっぱなし……
ノゾミ＆湯川●◆ ダメねえ、私たち。

ノゾミ● でも湯川さん、ダイエット要らないんじゃないですか？

まのかんじ、健康的で私は好きですよ。
湯

川◆ あらやだ、ありがとう！


い

ノゾミさんも、健康そうだよね。

ノゾミ● たしかに、毎日やりたいことはとりあえずやれてるって意味

では、健康なのかもしれません。
湯

川◆ 人生100年時代、まだまだ先は長いもんね。運動したくなっ

たら、いつからでも始めたらいいのか！

ノゾミ● 私、今夜も、ランニングウェアを枕元に置いて寝てみまー

す！ 明日の朝、走ってるかも!?
湯

川◆ よし、私はなんだか元気が出て、お腹が空いてきたよ！！

ダイエットは明日からだ～（バリバリ）

ノゾミ● あっ、わっ、ゆ、湯川さーん！！

姿❹
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兵庫

【解

説】

進む健康⻑寿

2025年には、団塊の世代がすべて後期高齢者となり、介護や医療の需要
が大きく膨らみます。だれもが健やかに安心して暮せる地域づくりは待った
なしの課題です。
日々の健康づくりによる健康寿命の延伸、住み慣れた地域で介護や医療が
受けられる体制の充実、支え合いのコミュニティづくり等を進めることによ
り、長寿の喜びが広がる兵庫をめざします。

健康寿命の延伸(県)
(歳)
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20

健康寿命は着実に延びており、今後も延伸見込み
出典／「健康づくり推進実施計画」等を基にビジョン課作成

