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北欧から探る 
北海道活性化の 

ヒント 
 
 
 

東海大学国際文化学部 

川　崎　一　彦
kawaski.jimdo.com/ 

 

  WWhhoo  iiss  川川崎崎一一彦彦??
!!ススウウェェーーデデンン人人のの妻妻、、11女女
１１男男（（スストトッッククホホルルムム在在））    

!!8800回回ののススウウェェーーデデンン往往復復  
!!年年約約３３ヶヶ月月ははスストトッッククホホルル
ムムでで生生活活  

!!22001133年年44月月かかららスストトッックク
ホホルルムム在在住住予予定定  
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北欧から探る北海道活性化のヒント 
!! Who is 川崎一彦？ 
!! 新興衰退国NIPPON? 
!! 福祉と経済と持続可能性を並立させる
北欧 

!! 「分かち合う福祉」-利他性 
!! 「産業こそ福祉の糧」-経済と産業 
!! 持続可能性-　私自身の試行-創造性と
自己効力感を目標とるす教育 

!! 皆さんのアクションプラン-WorldShift  

　　　　キキーーワワーードド
!!福福祉祉とと経経済済とと持持続続可可能能性性  
!!明明確確なな理理念念、、目目標標とと手手段段  
!!三三段段階階のの民民主主主主義義  
!!福福祉祉ーー利利他他性性がが福福祉祉のの源源泉泉  
!!経経済済ーー産産業業ここそそ福福祉祉のの糧糧  
!!持持続続可可能能性性ーー教教育育、、人人材材育育成成  
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明明確確なな理理念念
!

福福祉祉  
経経済済  
持持続続可可能能性性  

!!公公的的なな福福祉祉ササーービビスス、、全全国国民民
をを対対象象のの普普遍遍主主義義  

!!平平和和的的、、協協調調的的、、中中央央集集権権的的
なな労労働働市市場場、、連連帯帯賃賃金金政政策策  

!!妥妥協協・・合合意意のの形形成成をを大大切切ににすす
るる現現実実的的政政治治手手法法  

!!福福祉祉のの「「糧糧」」ででああるる産産業業基基盤盤  

!!政政治治的的民民主主化化  
!!社社会会的的民民主主化化  
!!産産業業民民主主化化  

!!職職場場民民主主化化  
!!企企業業民民主主化化  
!!経経済済民民主主化化  

　　　　ななぜぜ北北欧欧？？
!!課課題題先先進進国国、、新新興興衰衰
退退国国　　ーー　　日日本本、、北北
海海道道のの問問題題  

!!米米国国型型政政策策モモデデ
ルル　　ーー　　代代替替モモデデルル  
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        課課題題先先進進国国NNIIPPPPOONN
!!経経済済のの再再活活性性化化、、失失わわれれたた2200年年、、　　
財財政政赤赤字字  wwoorrsstt  11、、「「新新興興衰衰退退国国」」  

!!少少子子高高齢齢化化、、男男女女共共同同参参画画  
!!非非正正規規雇雇用用、、福福祉祉　　  
!!格格差差、、貧貧困困、、自自殺殺、、無無縁縁社社会会  
!!環環境境、、持持続続出出来来るる社社会会  
!!若若者者のの内内向向きき志志向向((団団塊塊のの世世代代のの方方がが
海海外外へへののアアレレルルギギーーがが少少なないい??))　　  

!!教教育育  
  



���������

��

日日本本とと北北海海道道
経経済済にに元元気気がが
なないい理理由由
!

!

!!

!!

!!

!!

altruism !

!!つつななががりり・・関関係係性性がが飛飛躍躍的的にに広広
ががっっててききてていいるる  

!!観観察察系系かからら参参加加系系にに移移っっててききてていい
るる  

!!関関係係性性ののルルーールルががああららかかじじめめ決決
ままっってていいなないい

館館岡岡康康雄雄  
『『利利他他性性のの経経済済学学』』 
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ホーフステッドの文化と経営
スタイルの調査-４指標 

!!権限の間の距離 
!!不確実さの回避 
!!個人主義-団体主義 
!!男性的-女性的 

ホホーーフフスステテッッドドのの文文化化とと経経営営  

!!男性的社会 
!!お金、もの、権力、野心 

女性的社会 
生活の質、共生、共感、
調和 

学学生生のの「「欲欲ししいいもものの」」  
!!恋人、夢、自分の居場所、 
やりたいこと 
!!自分らしい価値観、ライ
フスタイル、自己実現、
共有する家族や仲間、社
会貢献 
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!!健康であること 
!!適度のお金を持っているこ
と。 

!!美しいことを知る能力があ
ること。 

!!人間関係が豊かであること。 
!!朝起きた時やらねばならな
い仕事があること。 

バーナンキ連邦準備制度理事会 (FRB) 議長
��

!!適度のお金を持っていること。 
!!人間関係が豊かであること。 
!!Flow-熱中すること 
!!自分自身の人生を制している。 
!!「順応仮説」対策-感謝日記   
��������������������������������������������������������������������� �

「「人人間間のの究究極極のの幸幸せせはは、、（（11））人人にに愛愛さされれ
るるこことと、、（（22））人人ににほほめめらられれるるこことと、、
（（33））人人のの役役ににたたつつこことと、、（（44））人人かからら必必
要要ととさされれるるこことと。。働働くくここととにによよっってて愛愛以以
外外のの33つつのの幸幸せせはは得得らられれまますす。。障障害害者者のの方方
たたちちがが、、企企業業でで働働ききたたいいとと願願ううののはは、、社社
会会でで必必要要ととさされれてて、、本本当当のの幸幸せせをを求求めめるる
人人間間のの証証ななののでですす」」  

働く喜びの国際比較調査 
!!  1　　 デンマーク  
!!  2　　 ノルウェー  
!!  3　　 メキシコ  
!!  4　　 オランダ  
!!  5　　 スウェーデン  
!!  6　　 フィンランド  
!!  7　　 アメリカ  
!!  8　　 インド  
!!  9　　 ブラジル  
!! 10　　チリ  
!! 11　　フランス  
!! 12　　エストニア  
!! 13　　ドイツ  
!! 14　　スペイン  
!! 15　　中国  
!! 16　　イタリア  
!! 17　　ポーランド  
!! 18　　アイルランド  
!! 19　　イギリス  
!! 20　　チェコ  
!! 21　　ロシア  

!! 2222　　　　日日本本    
!! 23　　ハンガリー  
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「洋の東西で幸福感にどのような
違いがあるか」（北山忍） 
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経経済済とと
産産業業
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!!産産業業のの育育成成でで完完全全雇雇用用とと高高所所得得  

!!　　　　　　個個人人のの高高いい税税負負担担がが可可能能  

!!　　　　　　高高水水準準のの福福祉祉がが財財政政的的にに可可能能  

生産は資本主義 
分配は社会主義 

!!産業の育成・発展により、
完全雇用と高水準の所得が
保障される 

!!個人の高い税負担が可能 
!!高い福祉が財政的に可能 
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　　キキーーワワーードド　　経経済済
!!知知識識社社会会へへのの対対応応、、　　脳脳業業、、  
!!ニニッッチチ産産業業　　北北海海道道のの比比較較優優
位位性性、、北北欧欧ととのの交交流流のの活活用用  

!!北北欧欧型型  vvss..  米米国国型型ササイイエエンンスス
パパーークク、、社社会会企企業業ののメメッッカカ  new!

new!

!!
!!
!!
!!
!!

持持続続　　
可可能能性性

�

若者と
教育 
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大学生の65％は「日
本の将来に夢や希望
が持てない」と思っ

ている 
（フィデリティー投信調査2010） 

 
 

  
・偉くなりたくない

日本の高校生 
・自分はダメ人間と
思う高校生が多い。 
（日本青少年研究所　2010） 
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「暮らしていける収入があればのんびりと
暮らしていきたい」という考えに「とても
そう思う」と答えた高校生の比率 

  
世世界界価価値値観観調調査査  「「人人生生ででのの成成功功をを決決めめるるののはは、、

勤勤勉勉かか、、そそれれとともも運運ややココネネかか」」  

�
フィンランド            15.8%  
アメリカ　　　　　　22.6%  
台湾　　　　　　　　24.4%  
中国　　　　　　　　24.9%  
韓国　　　　　　　　28.2%  
スウェーデン　　　　30.2%  
ノルウェー　　　　　36.9%  
日日本本　　　　　　　　　　　　　　　　4411..00%%   
イタリア　　　　　　45.7%  
タイ　　　　　　　　46.2%  
ロシア　　　　　　　51.8%  

 
（（資資料料：：「「運運ややココネネ」」大大竹竹文文雄雄のの『『競競争争とと公公平平感感』』22000055--22000088年年にに各各国国でで調調査査)) �

 
 
 

Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) 2010 
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!!創造性 
!!内容から方法、判断力、
柔軟性、目的指向 

!!一生学び続ける社会
learning society 

!!大学まで授業料が無料 
!!学習目的の休業制度 
!!リカレント教育システム 

福祉（教育）と経済の関係 
!!いつでも誰でも好きなことが学べる
システム 

!!　　　個人の自己実現を可能にする 

!!　　　知業社会で高水準の経済の国
際競争力を維持 

日日本本のの学学校校
教教育育のの問問題題点点
!

 
教育には「教える」と
「育てる」の両面がある
のに、日本には「教師」
はいても「育師」がいな
い。 
                             ��河合隼雄�
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目の前に．．．飢えていて疲れている
人がいます。  
あなたは魚を釣ってあげますか？　そ
れとも釣り方を教えてあげますか？ 
(66限目) 
 
Give a man a fish and he can live a day.  
Teach him how to fish and he can live 
the whole life.  

�
�

Richard Florida 3T !
!

Technology ( )!
Talent ( )!

Tolerance ( )!

創創造造性性  
自自己己効効力力感感
!

自自己己効効力力感感
sseellff--eeffifficcaaccyy  
  
自自分分ががああるる具具体体的的なな状状況況ににおおいいてて，，
ああるる結結果果をを生生みみ出出すすよよううにに要要求求ささ
れれたた行行為為ををどどのの程程度度ううままくくででききるる
かかとといいうう予予測測及及びび確確信信  

Think globally, 
act locally!

!
!
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北欧から探る北海道活性化のヒント 
!! Who is 川崎一彦？ 
!! 新興衰退国NIPPON? 
!! 福祉と経済と持続可能性を並立させる
北欧 

!! 「分かち合う福祉」-利他性 
!! 「産業こそ福祉の糧」-経済と産業 
!! 持続可能性-　私自身の試行-創造性と
自己効力感を目標とるす教育 

!! 皆さんのアクションプラン-WorldShift  

WorldShift 
もしあなたの力で世界を変え
られるとしたら、あなたはど
んな世界を望みますか？ 
if  !you want to change,�you should be 
the change...   
 

HokkaidoShift 
もしあなたの力で北海道を変
えられるとしたら、あなたは
どんな北海道を望みますか？ 
if  !you want to change,�you should be 
the change...   
 

教える教育 

 学ぶ教育 
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　内　容 

  　方　法 

　覚える 

  考える 

  模　倣 

  創　造 

　画  一 

  多  様 

　  KY 

自分の意見 
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 ダメ人間 

 夢と希望 

　local 

  glocal 

　想 い 

  ことば 

　ことば 

   行 動 

　集団の空気 

 個人の心 

ねばならない 

 やってみよう 
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　みんな均質、みんな同じ 

 みんなちがってみんないい 

　 ？ 

    ？ 


