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博報堂生活総合研究所が毎年提言している「社会と生活の未来像」が、興味深い内容でしたので
ご紹介します。テーマは『デュアル・マス（２つの大衆）』。
デュアル・マス化されているものを３つの視点で取り上げています。

① 生き方
一人で生きる
（=独衆）

誰かと生きる
（=族衆）

独衆の幸せ
「一人でいる幸せをこれからも確保したい」
男
一人でいる幸せを
感じる時間は？

いざという時は？

（40 代～60 代の一人で生きている男女共通）

性

女

性

オンタイム
オフタイム
とにかく一人で仕事に集中した 何も気兼ねが要らない、一人の
い
時間を確保したい
同世代や近所のオフでのつなが いざというときこそ、人の世話
りを、何とか頼りにしたい。
になりたくない。お金で外部
サービスを使いたい。

族衆の幸せ
「夫婦２人楽しい時間を長く続けたい」

（50 歳以上で結婚した人）

「両親＋子ども世帯」を「単独世帯」が抜き、さらにもう一つ「夫婦 2 人のみ」
という家族スタイルが増えている。世代的には 50 代～70 代までの高齢の夫婦 2 人。
『WISH リスト』を作りリストの項目を２人で実現していく
リスト項目トップ３『旅行』『外食』『共通の趣味』
（実際にあるサービス）
・ホテルやレストランで夫婦合わせて１２０歳以上の場合、料金割引や部屋のグレードアップ
・２人一緒の「夫婦名刺」の作成
・夫婦どちらかが５０歳以上なら映画料金割引
次ページに続く

②考え方
考え方の差が
一番あるライン

バブル経験者（４０代以上）

ビフォーバブル（=ＢＢ）

バブル未経験者（３０代以下）

アフターバブル（＝ＡＢ）

BB（ビフォーバブル）

AB（アフターバブル）

将来・成功

延長線上
未来は現状の延長線上にある

現状打破
未来は現状を突破した先にしかない

人間関係

自分起点
周りの人と違うことをする

仲間起点
周りの人との関係を深めたい

生活保持

生活更新

なるべく１つの場所に住み続けたい

いろいろな場所に住んでみたい

Premium（本質的な価値）
走りを徹底した車、味わいに
こだわったお酒、匠の技など

Innovation（創造的破壊）
新しいスマホ、3D プリンター、
最新医療など

ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ

評価する
もの

③選び方
ものの選び方の選択肢
●今までは・・・ 「好き嫌い」 「良い悪い」
●今後は ・・・
ピン衆（=ピンで選ぶ）

「ピンと来る、来ない（=ピン）」
ロジ衆（=ロジックで選ぶ）

ピン衆

ロジ衆

ウィンドーショッピングが好き
大量に瞬間接触
商品だけでなく広告も含め大量の情報
傾向と を入手したい
特徴
五感もスマホも総動員
商品を検索し、関連するものも検索
ビジュアル一覧で瞬間接触が加速
商品の写真を重視

下調べしてから計画的に買い物をする
選別して慎重比較
接触する商品は少ないけれど、徹底的に
比較する
決定後でも妥当性検証
買った後も、価格を頻繁にチェック
マイビッグデータを生成、活用、徹底検証
価格や評価を重視

満足感 「驚き」（新しい発見をした）

「納得」（正しい買い物をした）

あなたはどっち？

ピン衆
衝動買いが多い
旅行はその場その場で自由に
臨時収入は早めに使う
欲しいものは店に行ってから探す
迷ったら、人と違うものを選ぶ

自己診断チェックリスト

ロジ衆
計画的に買うことが多い
旅行は事前に計画を立てる
臨時収入は貯金
欲しいものは店に行く前に下調べする
迷ったら、人と同じものを選ぶ

どの『衆』をターゲットに商品・サービスを提供するのか明確にする必要がありそうです！！

最新情報

中小企業両立支援助成金（育休復帰支援プランコース）

育休復帰プランナーの支援を受け、『育休復帰支援プラン』を作成し、それに基づく取組を
して労働者が育児休業を取得・職場復帰した場合に、それぞれ助成金が支給されます。
育休復帰プランナーとは
事業主が育休復帰支援プランを作成する際に、相談対応やアドバイスをする人
（社会保険労務士や中小企業診断士。全国で 40 名）

育児休業取得時
[支給要件]
育休（産後休業）の開始日までに、「育休復帰支援プランにより、育休の取得、職場復帰支
援」を育休規程等に規定し、全労働者へ周知する。
育休予定者とその上司等が面談し、結果を記録。育休復帰プランナーの支援を受け、育休復
帰支援プランを作成。
育休（産後休業）の開始日までに業務の引き継ぎを実施。
育休取得者は雇用保険被保険者であり、3 か月以上の育休（産後休業を含む）を取得させた。
[受給額]

１企業当たり１回限り：30 万円

職場復帰時
[支給要件]
育休復帰支援プランコース（育休取得時）の支給にかかる労働者と同一である。
職場復帰するまでに、育休復帰プランに基づき育休中の職場の情報・資料の提供を実施する。
職場復帰前と復帰後に、育休取得者とその上司等が面談を実施し、結果を記録する。
原則として、原職に復帰させる。
育休終了後、引き続き雇用保険被保険者として 6 か月以上雇用しており、支給申請日まで
雇用していること。
[受給額]

１企業当たり１回限り：30 万円
※育休復帰支援プランコース（育休取得時）と同一の労働者である場合に限る。

支給申請の流れ
プランに係る規定、
プラン作成
育休取得
予定者と プランナー
にプランの
面談
作成支援を
依頼

育休取得時
支給申請

プランに
基づき業務
の引継ぎ
育休開始
3 か月以上

職場復帰時
支給申請

育休取得者
育休取得者
と面談
と面談
職場復帰
６か月以上

社員が産休に入る２～３ヶ月前からの準備が必要です。

最新情報

マイナンバーに関する最新情報

■本人交付の源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載について
本人交付の源泉徴収票等には個人番号の記載は不要。
★個人情報の漏えいや滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要す
ることになることや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声への配慮から。
■個人番号の提供を拒否された場合の対応について
《従業員から個人番号の提供を受けられない場合》
個人番号の記載は法律で定められた義務であると伝え、提供を求める。
《それでもなお拒否する場合》
提供を求めた経過等を記録・保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておく。
★経過等の記録がないと、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失
したのかが判別できないため。
（「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」に関する Q&A より）
■年金機構に添付書類として提出する住民票について
年金請求時などに添付書類として住民票を同機構に提出する場合には
マイナンバーが記載されていない住民票を提出する。
★一連の「不正アクセスによる情報流出事案」の影響により、当分の間、
同機構においてはマイナンバーの利用ができなくなっているため。

トピックス

年末調整 書類記入の注意点

■扶養控除等（異動）申告書
・異動等の申告 家族の就職や本人の結婚等があったら注意。
・扶養者の所得見積額 「収入」≠「所得」。申告するのは「所得額」
例）収入 103 万円の場合
103 万円－65 万円（給与所得控除額）＝３８万円（所得額）

■保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
・生命保険料や国民年金保険料の控除証明書の不備。翌年 1/31 までに提出できれば控除ＯＫ。
・控除額の計算 生命保険の新・旧、地震・旧長期損害の区別が正しくされているかチェック。

■前職の源泉徴収票
・中途入社の人 前職分の源泉徴収票が必要。紛失や前職が複数ある場合は提出に時間がかか
るので早期周知・早期回収を徹底する。
平成 28 年分から扶養控除等（異動）申告書には、従業員と扶養親族のマイナンバーを記載
する必要があります。マイナンバーを取得される場合は、取扱いに十分気をつけてください。

「気になる！」を勝手に情報発信コーナー
書籍

まんがでわかる 7 つの習慣

小山鹿梨子

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ・R・コヴィの「７つの習慣」は名著です。人生のバイブルに
している人も少なくないでしょう。私も何度も読み返していますが、
書籍は分厚くて時間がかかります。この漫画版はわかりやすく短時間で
振り返ることができるのでいいと思いました。
「主体的であること」「影響の輪と関心の輪」「自分の原則は何か？」
「緊急ではないが重要なこと」「豊かさマインド」「刃を研ぐ」など
改めて確認しました。
書籍を敬遠しがちな若い世代にも伝わりやすい内容になっています。

映画

愛を読むひと

2008 年公開

親友から「おススメ」と言われ、DVD を借りました。
序盤、２１歳も年下の少年との情事に辟易しますが、この
映画はただのラブストーリーではありません。
愛し合っていたふたりだったが、ある日突然女性は少年の
前から姿を消す。その後、ふたりが再会したのは法廷。法学生となり傍聴席にいる少年と、
被告人となった女性という複雑な立場。彼は、女性の秘密に気づくが･･･。
ドイツ人作家ベルンハルト・シュリンクのベストセラー『朗読者』が原作。深く複雑な
ストーリーで、捉え方も感想も人それぞれ。私は、彼の行動に涙が出る一方、身勝手さも感じ、
女性目線でのせつなさが止まりません。

群馬県の天然記念物

チャツボミゴケ公園

（文･写真：パート職員 佐藤）

今年ラムサール条約にも登録された「チャツボミゴケ公園」に行ってきたので、ご紹介します。
全国でも珍しいチャツボミゴケの群生地です。
草津温泉から車でかなり細い山道を 20 分。
管理事務所で協賛金 300 円を払い駐車場へ、
少し歩くと、硫黄の匂いと共に幻想的な風景が．．．
温泉の湧き出る穴地獄の回り木道を歩きます。
PH２.8 の強酸性で育つ苔の群生は圧巻です！！
見頃は春秋で、地元の人
によると今が一番で、次に
6 月がお勧めだそうです。
2015/10/31 撮影→

