
産業構造再検証＝日本斜陽産業と基礎産業大再建！！。2017/3/6,20.

過去  年国際環境激変 日本製造業凋落 著       産業 多少成長    総計 縮小     情勢 経営者 先行 悲観論      

     近年 企業内部留保肥大 非正規雇用増 大    黒企業出現    崩壊日本   世界情勢真相 直視   新規発想 決断    

付録  労働力調査 基本集計 2017 年 1 月分 (2017 年 3 月 3日公表-内閣府)

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/

第  表 就業状態別   歳以上人口 産業別就業者数 完全失業者数           

正規の職員・従業員 3407 万人

非正規の職員・従業員 2047

パート 1012

アルバイト 436

労働者派遣事業所の派遣社員 124

契約社員 284

嘱託 113

その他 78

〔主 な 産 業 別 就 業 者〕

農業，林業 160

建 設 業 501

製 造 業 1046

情報通信業 199

運輸業，郵便業 344

卸売業，小売業 1100

学術研究，専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業 217

宿泊業，飲食サービス業 391

生活関連サービス業，娯楽業 231

教育，学習支援業 319

医療，福祉 804

ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの) 431

公務 227

付録２：各国のＧＤＰ推移

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%86%85%E7%B7%8F%E7%94%9F%E7%94%A3

将来生活保障がない労働形態日本

筆者自身 40 年前の派遣社員一期

生、非常に惨めな者だ。非正規圧

倒的増大(40%)、それは構造的

日本経済商売不振に由来!!!、

付録２：各国のＧＤＰ推移

2010 から 2015 に駆けて大幅減,

中国の圧倒的世界進出に起因、

企業グロ-バル化体制では凋落

不可避！！！

背景に経営者の日本経済先行

き絶望観支配がある、

経営保身を図り、奴隷食い逃げ

＝黒企業化！！！、通うな姿勢

はモラル崩壊日本＝自滅加速へ

ならばなぜ、本格的な構造改革

を言い出さないのか？？、

日本は 2010 から 2015 に駆けて

ＧＤＰ大幅減(5,9→4.1 兆＄、円でない！！),

中国の倍増圧倒的世界進出に起因、

企業グロ-バル化体制では中国と重複する

生産構造の高価格先進日本の凋落不可避！！,

米国は大失業率にも関わらず業績は上記期間

では上向き、米国製造業は放棄され、

先進ソフト等が支配、

〔従業者規模(非農林業雇用者)〕

総 数 5741

１ ～ 29 人 規 模 1519

30 ～ 499 人 規 模 1976

500 人 以 上 規 模 1669

〔求職理由別完全失業者〕

定年又は雇用契約の満了 21

勤め先や事業の都合 33

自発的な離職（自己都合） 86

学卒未就職 5

収入を得る必要が生じたから 28

その他 20

〔完全失業率 (％)〕

総 数 3.0

15 ～ 64 歳 3.1

〔労働力人口比率 (％)〕

総 数 60.0

15 ～ 64 歳 77.0

〔就 業 率 (％)〕

総 数 58.2

15 ～ 64 歳 74.7

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/zuhyou/05401.xls
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%86%85%E7%B7%8F%E7%94%9F%E7%94%A3


国内   推移   億円単位 

http://ecodb.net/exec/trans_country.php?type=WEO&d=NGDP&c1=JP&s=&e=

付録 3：雇用形態別雇用者の推移と近年の特徴<図３ 就業者の内訳>

厚生労働省,労働市場分析レポート 第 47 号 平成 27 年 1 月 30 日

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000072688.pdf

    年頃 境 国内   頭打  見   

間 無   年           年 

左     平穏 見    付録  就業

形態推移 見  非正規雇用増大等 表 

華美虚飾進行 裏 経済中身 劣化進行

     

http://ecodb.net/exec/trans_country.php?type=WEO&d=NGDP&c1=JP&s=&e=
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000072688.pdf


付録４：製造業比率各国比較(経済産業省)<→は筆者>

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2015/honbun_html/010102.html

せ

付録５：第  節 我 国 産業構造 支  製造業 経済産業省 

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2015/honbun_html/010102.html

製造業凋落は世界先進国共通で、経済グロ－バル化での新興勢力興隆が寄与してる事がわかる、

技術は情報で常に世界拡散する、グロ－バル化国際投資があれば人件費低価格国生産で先進国凋落は不可避、

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2015/honbun_html/010102.html
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2015/honbun_html/010102.html


付録６：            年 平成       産業連関表 平成   年基準 内閣府            

http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sangyou/files/contents/snaio_b17_menu3.html

産出額単位１００万円 筆者見解、

０１ 農林水産業 12,187,413食糧自給率向上の国策と民間策がある！！、
０２ 鉱業 770,891

０３ 食料品 36,327,697
０４ 繊維 1,593,696

０５ パルプ・紙 6,929,137

０６ 化学 29,902,928

０７ 石油・石炭製品 21,412,421

０８ 窯業・土石製品 6,269,266

０９ 一次金属 37,140,652 製造業の長期凋落傾向！！！、もう重箱の隅を突く様な仕事で救済なし

１０ 金属製品 10,957,317

１１ 一般機械 27,162,321 発想大転換しかない<新エネルギー>！！！

１２ 電気機械 31,514,805 長期凋落の代表格、発想大転換しかない<新エネルギー>！！！

１３ 輸送用機械 52,706,927 トヨタの終わる時代になる<新エネルギー移行>、

１４ 精密機械 3,220,977

１５ その他の製造工業製品 27,716,805

１６ 建設 58,350,916 虚栄虚飾の住宅箱物等供給過剰、不動産下落が近い！

１７ 電気・ガス・水道 27,616,970<新エネルギー移行>、

１８ 卸売・小売 96,129,247 長期横ばい(大型店舗進出で小店舗徹底淘汰だが、...)

１９ 金融・保険 33,524,927

２０ 不動産 67,992,228供給過剰、不動産下落が近い

２１ 運輸 40,198,208国鉄廃止で高利益都市鉄道の華美過剰駅舎＆車両、凋落地方鉄道＋路面電車の復活、

２２ 情報通信 48,857,432近年伸びたソフト、だが危機時代到来にソフトで卵焼きはできないのだが、

２３ サ－ビス(医療,福祉,その他) 167,985,444言うのがはばかれる事だが、生産ではない医療費肥大！、

２４ 政府サ－ビス 63,658,164

２５ 対家計民間非営利サ－ビス 16,242,333

２６ 内生部門計=GDP+中間経費 926,369,122
２７ 固定資本減耗 101,870,907設備投資の減価償却費用、

２８ 生産に課される税（注） 31,883,232注)補助金控除

２９ 雇用者報酬 247,846,525給与は長期下落傾向、

３０ 営業余剰・混合所得 91,766,902 国家予算規模の使途迷走留保が巨額肥大化、時代転換発想と決断がないのだろう、
３１ 付加価値計＝GDP 473 兆,367,566

付録  日本経済         年  月号）三菱                

http://www.murc.jp/thinktank/economy/overall/japan_reg/watch_1601.pdf

赤丸は食糧＆エネルギ産業-で流れを止められない優位産業。だが戦後

日本は工業優先の下に農業安楽死政策、後者では福島原発で大失敗、

時代は明白に気候悪化進行、だが日本は新エネに全く後ろ向きの痴呆国家、

現状で都市富裕企業は華美過剰投資、他方で地方は緩慢な長期凋落へ、

全体構造を考えないので歪経済が進行、世界激変が襲えば実力が明るみに、

戦後経済成長主役だった製造業の

凋落は世界環境の中で不可避、

製造業産出減をサ-ビス増が多少補正だが、

*右図は相対比で絶対値産出額ではないが、

ＧＤＰが近年ほぼ一定値なので絶対値比例、

豊かな資本-技術可能性-良質労働力を持ちながら、

経営者の地獄目前にしながら大局世界歴史観欠落で

新規発想と決断がない！！、

http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sangyou/files/contents/snaio_b17_menu3.html
http://www.murc.jp/thinktank/economy/overall/japan_reg/watch_1601.pdf


付録   官民合作大構造改革計画 

基本中 基本   食糧増産 新     独立自給自足体制 労働力再配置 確立 目指  

Ⅰ食糧増産自給自足体制確立 

筆者 農業経済素人   以下 筆者希望 理解  頂    今  余剰資産 投資   長期  利益   配当 農産品現物  

何       時代 農産品 魚肉   確実        金持 高齢者 貧乏人若手 農業代行投資   筋書     

⑴大規模農法。

低価格商品競争力向上 狙    耕地整理 耕地規模拡大 高効率機械化   従来手法 初期投資 人材育成  官民双方   支援 

          最近 企業化農業 進行    言  企業留保 金 使   

⑵小農大国日本 

上記対極 小農地 低格労働形態      数 勝負 言 農業経済学者狩野氏 方法 小農大国日本  田舎暮    兼業農家     

⑶労働力再配置 商工業分野   大規模移転策視点 

   農業技術教育 人材育成 農地獲得  初期投資 企業 国家 圧倒的支援体制     参入 難   

食糧自給   最大 国防策  初期投資分    耕地整理等 自衛隊派遣 使 方法    

Ⅱ新     自給自足体制確立 

    新     目指 世界 諸国 活動組織

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J30-Turnning-toward-100-Renewable-Energy-Nations-in-the-world.pdf

⑴福島被災者救済と東電福島保全管理費用は米国 Rockefeller に支払わせろ！！！<CIA は Rockefeller の私兵！！！>.

2011/3/11 福島震災は米海軍管理下での海底爆発人工地震津波兵器攻撃が判明している、

今では日本の足かせ東電,主犯＝世界一富豪の石油屋 Rockefeller に支払わせろ！！！

⒜日本 電力政策 闇  操     対日工作  全貌.財界展望 2002 年 11 月号

http://ameblo.jp/64152966/entry-11747721386.html

「日本の国力をこれ以上強大化させず、かつ将来に渡って反米化させないようにするためには、 長期間に渡りエネルギーセクターで日本に手錠をか

けるかのように封じこめておく必要がある。日本の原子力発電は既に電源の 3 割以上を占めている。そこで日本の原子力技術を支配する東京電力のパ

ワーを削いでおくのが効果的である。東電は日本一の資産企業で経済界、財界をリードする有力企業である。また国民からの信頼も厚い。日本の核武

装化を阻止するには東電の信用を失墜させ、凋落させることにより原子力発電技術開発を大幅に遅らせる必要がある。」

                                                       

＊勝俣恒久が東電社長に就任して間もない 2003 年に、小泉内閣の決定によって「蒸気凝縮系機能」が、わざわざ 10 億円をかけて外されたのです。

⒝東北大震災 福島原発破綻 過去現実 将来課題 

http://www.777true.net/f/the-convergence-to-genuine_J72-Rockefeller-Must-Pay-Damage-Fukushima.pdf

⑵基本的には風力発電が太陽光発電より性能価格費で優位が判明してる。

日本には必要量＝6.3GW.十分な風力資源＝19GWがある。→ 風力は立地風勢が収益決定！！！<事前調査>

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J58-Rapid-Growing-of-New-Energy-in-the-World.pdf

Energy Price Comparison. 2016/9/23

平成  年度 再生可能     導入      調査

https://www.env.go.jp/earth/report/h23-03/full.pdf

       導入       太陽光 非住宅系 限  以下同    

最大    億    風力 19 億 kW( 19GW) 中小水力 河川部 農業用水路 

 万   以下  1,400万 kW(1.4GW) 地 熱      万    推計    

    別導入可能量   基本         対応       風力    億   

 突出  高  太陽光 表出      基本          技術革新        

太陽光      万   表出  風力    億     次 導入可能量 推計    

国内総  消費量 年 20 10  J/y 6.3GW.
http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2013html/2-1-1.html

日本は沿岸が非常に広く洋上発電向き、初期投資が陸上より高いが、大規模収益性が

高確度で見積もれるので政策思想次第だろう、特に水素生産基地の可能性がある。

http://www.renewable-energysources.com/

Power Plant
Type

Cost
$/kW-hr

Coal $0.095-0.15

Natural Gas $0.07-0.14

Nuclear $0.095

Wind $0.07-0.20

Solar PV $0.125

Solar Thermal $0.24

Geothermal $0.05

Biomass $0.10

Hydro $0.08

http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J30-Turnning-toward-100-Renewable-Energy-Nations-in-the-world.pdf
http://ameblo.jp/64152966/entry-11747721386.html
http://blogs.yahoo.co.jp/hisa_yamamot/archive/2011/3/22 
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/C:/Documents and Settings/Administrator/My Documents/My Documents/Gdocument/my document SPL/my HPYH1/the-convergence-to-genuine_J72-Rockefeller-Must-Pay-Damage-Fukushima.pdf
/C:/Documents and Settings/Administrator/My Documents/My Documents/Gdocument/my document SPL/my HPYH1/the-convergence-to-genuine_J72-Rockefeller-Must-Pay-Damage-Fukushima.pdf
http://www.777true.net/f/the-convergence-to-genuine_J72-Rockefeller-Must-Pay-Damage-Fukushima.pdf
http://www.777true.net/the-convergence-to-genuine_J58-Rapid-Growing-of-New-Energy-in-the-World.pdf
https://www.env.go.jp/earth/report/h23-03/full.pdf
http://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2013html/2-1-1.html
http://www.renewable-energysources.com/


⑶風力で水素生成をすればホボ、エネルギ万能化！。

有機        拓 水素社会 市川勝北海道大学教授理学博士  水素社会  展望  第  回

http://www.hido.or.jp/itsapq/jsp/auth/trab/no79/int.pdf

厄介な圧力ボンベでない高密度貯蔵と供給技術は国産品、

有機       使       輸送 貯蔵 利用 千代田化工建設株式会社

http://www.nedo.go.jp/nedoforum2015/program/pdf/ts4/hideki_endou.pdf

⑷風力問題点。

環境 優   思     風力発電   問題点   

http://nanzumn.web.fc2.com/fusha/fusha.html

２景観の破壊、3 国民への税負担は無意味

http://enesuke.jp/%E9%A2%A8%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88/

⒜故障リスク、陸上騒音問題、日本特有の台風災害、技術開発可能性がある。

台風発電

https://challenergy.com/typhoon/

⒝風車のない風力発電。

常識 覆  風車   風力発電機  登場 低    騒音 鳥  衝突事故 解消

http://buzzap.jp/news/20150522-vortex/

⑸筆者はまだ聞きかじりに過ぎないが、既成技術には不満点も多く、技術開発可能性は非常に高い分野と見込まれる、

要は世界はまだ新エネルギ-に本気でない事だ！！！、

http://www.hido.or.jp/itsapq/jsp/auth/trab/no79/int.pdf
http://www.nedo.go.jp/nedoforum2015/program/pdf/ts4/hideki_endou.pdf
http://nanzumn.web.fc2.com/fusha/fusha.html
http://enesuke.jp/%E9%A2%A8%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88/
https://challenergy.com/typhoon/
http://buzzap.jp/news/20150522-vortex/
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