
脱・ひきこもり宣言！！
～小学生に無限の可能性を～

千葉市未来検討プロジェクトチーム Cグループ
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テーマ

「豊かな心が育ち、新たな価値が生まれるまち」

行政として何ができるか。

豊かな心？ 新たな価値？
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２０４０年の社会背景（人口）
◆ 人口の減少、少子高齢化のピーク。

20１５年 人口１２，７０９万人 出生数１００万人

2040年 人口１１，０９２万人 出生数 ７４万人 ※出生中位推計

千葉市でも
同様の状況
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２０４０年の社会背景（外国人）
◆ 外国人住民及び労働者がありふれている。

小学校クラスの半数が外国人ということも珍しくない。

外国語は同時通訳技術でどうにかなる。

子どもたちの外国人に対する抵抗感は薄れている。

千葉市でも外国人が年々増加。
今後も増加見込み
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２０４０年の社会背景（教育）
◆ 教育へのAI導入
先生１人と生徒多数の関係は無くなり、生徒１人ひとりに最適化
された学びを提供可能になっている。
そのため、登校して勉強する必要が無くなる。
しかし、学校は学力だけではなく、人格形成に関する教育も
行う場であるため、週に３回は登校している。
登校については、送迎バスが各家庭を回る。
（少子化であるため可能に）

◆ 非認知能力の低下
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AI技術の導入により、今よりも他人との関わりが減るため、

非認知能力（社交性、目標達成力、忍耐力など数値化できない
内面の力）が低下している。
※OECD(経済協力開発機構)のEducation 2030プロジェクトでも、

2030年を生き抜く力として、非認知能力が挙げられている。



２０４０年の社会背景（仕事）
◆ テクノロジー技術の向上

日本の労働人口の49％が就いている職業において、 AIもしくはロボットで

代替可能に。単純労働者は不要。

しかも、日本は将来仕事を奪われる

労働者の割合が最も高い。

しかし、創造性、コミュニケーション性、

芸術や心理的な仕事は代替困難と

されている。

また、AIの進化で自由度はさらに進み、時間、場所、空間
に縛られない働き方が可能になるため、出社してフルタ
イムで働く必要がなくなっている。
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・日、米、英の代替え可能性の高い労働人口の割合



株式会社野村総合研究所と、英オックスフォード大学マイケルA. オズボーン准教授、
カール・ベネディクト・フレイ博士との共同研究結果より抜粋

１０～２０年後に消える職業一覧

２０４０年に求められる人材は？

一般事務員 金属加工・金属製品検査工 タクシー運転手

医療事務員 警備員 電子部品製造工

受付係 経理事務員 電車運転士

駅務員 建設作業員 非破壊検査員

会計監査係員 産業廃棄物収集運搬作業員 ビル清掃員

加工紙製造工 自動車組立工 保険事務員

学校事務員 新聞配達員 ホテル客室係

行政事務員（邦） スーパー店員 郵便事務員

行政事務員（県市町村） 製パン工 レジ係

銀行窓口係 測量士 路線バス運転者
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オックスフォード大学マイケル・A・オズボーン准教授著「雇用の未来」より抜粋

１０年後に消える職業一覧

銀行の融資担当者 クレジットカード承認・審査者 簿記・会計・監査の事務員

スポーツの審判 集金人 検査・分類・見本採取・測定を行う作業員

不動産ブローカー 弁護士助手 映写技師

レストランの案内係 ホテルの受付係 カメラ、撮影機器の修理工

保険の審査担当者 電話販売員 金融機関のクレジットアナリスト

動物ブリーダー 仕立屋（手縫い） メガネ、コンタクトの技術者

電話オペレーター 時計修理工 殺虫剤の混合、散布の技術者

給与・福利厚生担当者 税務申告書代行者 義歯政策技術者

レジ係 図書館員の補助員 測量技術者、地図作成技術者

娯楽施設の案内係 データ入力作業者 造園・用地管理の作業員

カジノのディーラー 彫刻師 建設機器のオペレーター

ネイリスト 苦情の処理・調査担当者 訪問販売員

塗装工、壁紙張り職人

２０４０年に求められる人材は？

【生き残る職業】
・新たな戦略を考える仕事
→技術開発、研究職、コンサルティング職など

・重要な意思決定が求められるような仕事
→社長、経営者、役員など

・高度な職人技が要求される仕事
→伝統工芸職人、刀鍛冶など

・人の情緒や感性に関わる仕事
→芸術家や音楽家など



株式会社野村総合研究所と、英オックスフォード大学マイケルA. オズボーン准教授、
カール・ベネディクト・フレイ博士との共同研究結果より抜粋

１０～２０年後に消える職業一覧

２０４０年に求められる人材は？

一般事務員 金属加工・金属製品検査工 タクシー運転手

医療事務員 警備員 電子部品製造工

受付係 経理事務員 電車運転士

駅務員 建設作業員 非破壊検査員

会計監査係員 産業廃棄物収集運搬作業員 ビル清掃員

加工紙製造工 自動車組立工 保険事務員

学校事務員 新聞配達員 ホテル客室係

行政事務員（邦） スーパー店員 郵便事務員

行政事務員（県市町村） 製パン工 レジ係

銀行窓口係 測量士 路線バス運転者

【生き残る職業】
・新たな戦略を考える仕事
→技術開発、研究職、コンサルティング職など

・重要な意思決定が求められるような仕事
→社長、経営者、役員など

・高度な職人技が要求される仕事
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→芸術家や音楽家など

「自分にしかできないことを持っている人」
「非認知能力が高い人」
が生き残れる！！
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テーマ

「豊かな心が育ち、新たな価値が生まれるまち」

行政として何ができるか。

「自分にしかできないことを持っている人」

「非認知能力が高い人」

が生き残れる！！

豊かな心＆新たな価値…子供の教育では！？

豊かな心？ 新たな価値？
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ペルソナ像（素性）
氏名：かんげんくん

年齢：１０歳（20２0年生まれの小学４年生）

両親：父、母ともに５０歳。年収は４００万円。パン屋えびぞーを経営。

代表作「にらみパン」で一時は大ブームしていたが、

大手メーカー保有のAIに作り方を解析され、全国販売をされて

しまったことにより、衰退の一途を辿っている。

朝早くから夜遅くまで働き、定休日は週１日。

趣味：日本伝統文化に興味がある。

オンラインゲーム(オンライン上の友人多数)

日常：デジタル技術（AI、アバター）を使用
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ペルソナ像（環境）

◆AI音声アシスタント

（イメージとしてはGoogleアシスタントの更に進化したバージョン）

が１日のスケジュールを管理したり、 わからないことは大体教えて

くれる。

◆週に１回、日本舞踊の教室に通っている。

◆オンライン上の友人は多く、自国の話等で盛り上がる機会が多い

ので興味があるが、家庭環境的にも海外に行くことはできない。
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ペルソナ像（心境）

◆両親がAIに仕事を奪われて没落したため、人にしかできない
ことについて考えている。

◆日本舞踊の教室に通っているが、他の日本伝統文化にも興味
があるので、色々と経験してみたいが、金銭的にも時間的にも無
理だと思っている。

◆オンライン上の友人が教えてくれる各国の伝統工芸品も気に
なっているが、海外など行く余裕はないと幼心に理解している。

◆外国人との会話に違和感を感じている。
（例えば「すみません」の使い方）
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ペルソナのニーズ
◆「人にしかできないこと」を見つけて、 「グローバル人材」

になりたいと思っている。

◆日本舞踊も続けながら、様々な日本伝統工芸を学びたいし、

実際に見てみたいと思っている。また、日本伝統工芸に限ら

ず、人にしかできないことを探して身に着けたいと思ってい

る。

◆海外の伝統工芸についても学びたいし、外国人と話す時の

違和感の正体（文化の違い）についても気になるので、海

外に行ってみたいと思っている。 14



ペルソナのニーズ
◆「人にしかできないこと」を見つけて、 「グローバル人材」

になりたいと思っている。

◆日本舞踊も続けながら、様々な日本伝統工芸を学びたいし、

実際に見てみたいと思っている。また、日本伝統工芸に限ら

ず、人にしかできないことを探して身に着けたいと思ってい

る。

◆海外の伝統工芸についても学びたいし、外国人と話す時の

違和感の正体（文化の違い）についても気になるので、海

外に行ってみたいと思っている。

とにかく色々なことを経験して、
色々な可能性を試してみたい！
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ペルソナのニーズ
◆「人にしかできないこと」を見つけて、 「グローバル人材」

になりたいと思っている。

◆日本舞踊も続けながら、様々な日本伝統工芸を学びたいし、

実際に見てみたいと思っている。また、日本伝統工芸に限ら

ず、人にしかできないことを探して身に着けたいと思ってい

る。

◆海外の伝統工芸についても学びたいし、外国人と話す時の

違和感の正体（文化の違い）についても気になるので、海

外に行ってみたいと思っている。

とにかく色々なことを経験して、
色々な可能性を試してみたい！

でも、金銭的・家庭状況的に
実現は難しい……↓↓
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ニーズを満たすための施策
【対象者】

・人格形成期であり、まだまだ無限の可能性を秘めている小学生を

対象とする。

【方法】

・小学校の授業科目として「自己研鑽」を作る。

【考えられる内容】

・実際に現地に赴き、様々な経験をさせる。

・職人などの講師を呼んで、講演してもらう。

・VRやアバターを駆使し、デジタル体験させる。
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ニーズを満たすための施策
【対象者】

・人格形成期であり、まだまだ無限の可能性を秘めている小学生を

対象とする。

【方法】

・小学校の授業科目として「自己研鑽」を作る。

【考えられる内容】

・実際に現地に赴き、様々な経験をさせる。

・職人などの講師を呼んで、講演してもらう。

・VRやアバターを駆使し、デジタル体験させる。

VRやアバターを駆使し、デジタルで様々な体験をさせる。
【脱・ひきこもり宣言！！】

・教室から世界中に行けるし、学習、スポーツ、文芸等あらゆる体験
ができる。

・身体状況に関わらず体験できる。

・リアル体験（例えばクラス全員が海外留学に行く）だと、非常に
お金や手間がかかるし、経済的・時間的制約があり行けない子も
いるが、デジタル体験であれば、手軽に取り入れることができる。
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自分の可能性を広げて、自分という殻を破る！

→脱・ひきこもり宣言！！



VRとは?
【VRとは？】

VRとは「Virtual Reality」の略で、「仮想現実」と
も言われる。VRの特徴は名前の通り、「目の前にあ
る現実とは違う現実を体験できる」こと。

【VR技術の未来予想】
・２０２７年には、視覚、聴覚にとどまらない多彩な感覚を伝える
VRデバイスが登場。
２０６０年には、仮想現実（VR）で空想の世界に没入できる「没
入型テーマホテル」が登場する
→現時点では、Facebookなどが触覚をフィードバックできる
デバイスを発表
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アバターとは？

【アバターとは？】

距離、身体、文化、時間、あらゆる制限を超える

瞬間移動手段。異なる複数の場所に設置したアバター
ロボット（遠隔操作ロボット）にアバターインし、

あたかもそこに自分自身が存在しているかのように

コミュニケーションや作業を行うことができる。

【アバター技術の未来予想】
・現時点では、ANAホールディングスが、アバターロボットのサービス
を提供するプラットフォーム 「avatar-in（アバターイン）」のサービ
ス提供について、2020年4月からの開始を目指すと発表。
Mira Roboticsが家事支援サービス「ugo（ユーゴー）」の2020年
開始を目指している→２０２０年はアバターロボット元年！！
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この施策による市のメリット
・「グローバル人材が育つまち」に！

→「わが子も千葉市で教育を！」と思う人が

増える。（転入率UP）

・人にしかできない仕事に就ける。

失業者が少ない。

→税収UP、生活保護など要支援者が

発生しにくい。
かんげんくんが、世界で活躍する歌舞伎役者になり、某TV局の

『情〇大〇』で、「小学校の授業で、自己研鑽という科目があり、
そこで様々な経験をさせてもらい、歌舞伎と出会ったから今の僕
があります！」と発言したとしたら、千葉市のアピール度MAX！ 22



この施策による市のメリット
・「グローバル人材が育つまち」に！

→「わが子も千葉市で教育を！」と思う人が

増える。（転入率UP）

・人にしかできない仕事に就ける。

失業者が少ない。

→税収UP、生活保護など要支援者が

発生しにくい
かんげんくんが、世界で活躍する歌舞伎役者になり、TBSの

『情熱大陸』で、「小学校の授業で、自己研鑽という科目があり、
そこで様々な経験をさせてもらい、歌舞伎と出会ったから今の僕が
あります！」と発言したとしたら、千葉市のアピール度MAX！ 23

千葉市を「デジテク教育のまち」として有名にするためには、

絶対にデジテク教育のパイオニアにならなければならない！

どこかの自治体の二番煎じでは意味がない！！

※デジタルテクノロジー、略してデジテク！！



ロードマップ（市ができること）

２０２０年

２０３０年

２０４０年

目標：２０３０年にデジテク教育環境を整備！
・アバター開発業者と業務提携（実験学校の提供等）
（市から売り込み、公募など）

・様々な国・都市と、デジタル提携都市の関係を結び、お
互いの学校等にアバターロボットを設置する。
（ウェブ交換授業等から徐々に取り組み、最終的にリアル
タイムでお互いの国の授業を受けられるようにする）

・授業内容に「自己研鑽」を加えるために、学校教育の見
直し（他の要因でも見直しすべきことがあるはず）

・実際に留学してみたい！という熱意のある子がいれば、
公募による補助制度も検討。
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ロードマップ（市ができること）

２０２０年

２０３０年

２０４０年

目標：２０３０年にデジテク教育環境を整備！
・アバター開発業者と業務提携（実験学校の提供等）
（市から売り込み、公募など）

・様々な国・都市と、デジタル提携都市の関係を結び、お
互いの学校等にアバターロボットを設置する。
（ウェブ交換授業等から徐々に取り組み、最終的にリアル
タイムでお互いの国の授業を受けられるようにする）

・授業内容に「自己研鑽」を加えるために、学校教育の見
直し（他の要因でも見直しすべきことがあるはず）

目標：教育だけでなく、日常生活にも！

（教育内容の充実に加えて）
・市内にアバターロボットを整備し、教育だけではなく、
日常生活（例えば買い物等）でも使用できるように、
普及を目指す。

・アバターロボットを普及させるために、必要な法整備を
行う。（自己研鑽で学んだ人が、アバターで新たに起業
するかもしれないので、その障害にならないように）

「デジテク教育のまち千葉」→「デジテクのまち千葉」へ！！
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最終ゴールの数値化
【施策後の数値化】

・将来について明確なビジョンを持っている子供数 （↑）

・転入率 （↑）

（若年層、子育て世代が転入したくなる）

・起業率 （↑）

他の施策で起業しやすいまちづくりを

・失業率 （↓） ・自立率（↑）

（自らの収入で生活している人の数）
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ご清聴ありがとうございました！！
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