特集『未来の年表』河合雅司の、 日本を救う10の処方箋

人口減少で 日本消滅!?
2015年の国勢調査で、
調査以来初の減少となった日本の総人口。
前回調査よりも約96万3000人減って、
約1億2709万5000人となった。
6月に厚生労働省が発表した人口動態統計では、2016年の出生数が
約97万7000人となり、
こちらも初めての100万人割れとなった。
すでに国民共通の認識となった感のある日本の少子高齢化だが、
「その実態を“正確に”わかっている日本人は少ない」
と
警鐘を鳴らす人物がいる。本誌連載陣の一人で、
『未来の年表
人口減少日本でこれから起きること』
がベストセラーとなっている
河合雅司さん（産経新聞社論説委員／大正大学客員教授）だ。
最新のデータを基に、
人口減少下の日本で今後
起こりうる状況を俯瞰し、
何を優先して対策すべきなのか。
河合さんの提言とともに先行事例を紹介する。
イラスト●中村純司
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これが「未来の年表」人口減少カレンダーだ
年

５年以内
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2018 75歳以上人口が「65〜74歳」人口を上回る

17

2018 18歳人口が大きく減り始める。やがて国立大学も倒産の懸念

16

2019 世帯数が5307万とピークを迎える

18

を担う人材がピークを迎え、
人手不足が顕在化し始める
2019 IT(情報技術）

16

2020 女性の過半数が50歳以上となり、出産可能な女性数が大きく減り始める

18

2021 団塊ジュニア世代が50代に突入し、介護離職が増え始める

16

「ひとり暮らし社会」が本格化し始める
2022 団塊世代が75歳に突入し、

18

年後に高齢者がピークに
支えるのは現在の ～ 代

﹁少子高齢社会﹂
﹁高齢者の割合が若

者より多くなる﹂
﹁年金や介護費用な

どが大変だ﹂など︑人口減少に対する

漠然とした不安やイメージを多くの人

は持っている︒

﹁人口減少がもたらす日本の未来像に

ついて正確に理解している人はほとん

どいません︒政府も子育て支援や地方

創生︑介護・医療など場当たり的な政

策ばかりで︑人口減少問題に本気で向

50

10

20

めた若い世代の人たちです﹂

40

25

25

れています﹂
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年といえば︑今から 年後︒現在

10 42

き合っているとは思えません﹂

一般的に﹁２０２５年問題﹂といわ
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とは︑
産経新聞論説委員で本誌で
﹁地

19

の 代後半から 代の人たちは 〜

2115 総人口が5055万5000人まで減る

れ︑オリンピックからわずか５年で︑

18

40

48

域興論﹂を連載中の河合雅司さん︒

2076 年間出生数が50万人を割り込む

代と︑まさに働き盛り︒社会の中核を

19

日本はこのような事態に陥るという︒

2065 総人口が8807万7000人で、2.5人に1人が高齢者となる

﹁アベノミクスで株価も２万円を超え︑

17

担う存在であり︑その分負担も大きく

2059 5人に1人が80歳以上となる

問題はそれだけに留まらない︒河合さ

16

有効求人倍率も１・ 倍とバブル期並

2056 生産年齢人口が4983万6000人となり、5000万人を割り込む

80

のしかかる︒
﹁何だかわからないけど︑

17

んが作成した﹁人口減少カレンダー﹂

2055 4人に1人が75歳以上となる

み︒加えて２０２０年の東京オリンピ

17

将来大変らしい﹂と︑他人事では決し

2054 75歳以上人口が2449万人でピークを迎える

︵左ページ︶を見てほしい︒ 年には

19

ック・パラリンピック開催に向けて︑

１億人を割り込む
2053 総人口が9924万人となり、

42 33

てすまされないのだ︒

17

24

３戸に１戸は空き家となり︑ 年には

社会保障制度の破綻懸念が強まる
2050 団塊ジュニア世代がすべて75歳以上となり、

75

75

経済などすべてがどんどん上向いてい

１００年以内
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19

﹁さらに︑今から 年以内に世界的な

年以内

40

となる
2050 現在の居住地域の約20％が「誰も住まない土地」

高齢者数がピークを迎える︒

日本も世界的な食料争奪戦に巻き込まれる
2050 世界人口が97億3000万人となり、

く︒そんな幻想を振りまいて︑その先

2045 東京都民の3人に1人が高齢者となる

食糧問題が起こり︑日本の人口も１億

17

﹁終身雇用が当たり前で年金額が多い

2042 高齢者が3935万2000人とピークを迎える

に起こるさまざまな問題から目を逸ら

16

人を割り込みます︒その先は︑５人に

大量退職で後継者不足が深刻化する
2040 団塊ジュニア世代がすべて65歳以上となり、

現在の高齢者は比較的裕福ですが︑非

19

しています︒例えば︑２０２２年から

2040 全国の自治体の半数近くが「消滅」の危機に晒される

１人が 歳以上となり︑総人口は半分

年以内

30

正規雇用が増え︑将来は無年金・低年

2039 死亡者数が167万9000人とピークを迎え、火葬場不足が深刻化する

団塊世代が 歳に突入し︑ 年には団

18

以下の５０００万人まで減るのです﹂

2035 男性の3人に1人、女性は5人に1人が生涯未婚という「未婚大国」になる

金の貧しく身寄りのない高齢者も街に

2033 老朽化したインフラの維持管理・更新費用が最大5兆5000億円程に膨らむ

塊世代のすべてが 歳以上となります︒

18

では︑経済︑高齢化︑少子化︑そし

2033 空き家が2167万戸を数え、3戸に1戸は人が住まなくなる

溢れかえります︒生活保護受給者が激

16

後期高齢者となれば︑大きな病気を患

2030 ITを担う人材が最大79万人不足し、社会基盤に混乱が生じる

て人口減少など日本の未来ついて︑

18

増して国家財政がパンクするのではと

年以内

20

2030 団塊世代の高齢化で、東京郊外にもゴーストタウンが広がる

う人が増え︑社会保障給付費が膨張す

2027 献血必要量が不足し、手術や治療への影響が懸念されるようになる

ページ以降でさらに詳しく河合さんに

17

心配されています︒そして︑そうした

となる
2026 高齢者の5人に1人が認知症患者（約730万人）

人口減少で
日本消滅 !?

取材・文●山下隆（エディ
・ワン） 撮影●島﨑信一

るだけでなく︑医療機関や介護施設が

2025 東京都の人口が1398万人とピークを迎える

（講談社現代新書）
現在、
ベストセラーとなっている『未来の年表 人口減少日本でこれから起きること』
著者の河合雅司さんに「人口減少」や「超高齢化社会」によって
この先、
どのような未来が待っているのか？ 話を伺った。
特集

解説していただく︒

17

河合雅司

産経新聞論説委員、
大正大学客員教授

高齢者を支えるのは︑現在の学生を含

2023 団塊ジュニア世代が50代となり、企業の人件費はピークを迎える
2024 団塊世代がすべて75歳以上となり、社会保障費が大きく膨らみ始める

これから起こる変化に
どう向き合うのか？

参照
ページ

2017 「65〜74歳」人口が減り始める

『未来の年表 人口減少日本でこれから起きること』の著者に聞く！

足りなくなるのではないかとも指摘さ

年以内

10

起きること

化、
高齢 に
減少
人口 なし！
待った

Masashi Kawai
専門は社会保障および人口政策。
内閣官房、
厚生労働省、
農林水産省の有識者会議委員などを歴任。
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特集

働く意欲の高い高齢者を積極雇用

「高齢者」を 歳以上から
歳以上に再定義
齢者﹂の削減である︒
﹁旧定義では︑２０２４年に国民の３
人に１人が 歳以上となります︒この
ままでは︑ 〜 歳までの勤労世代は︑
２人で１人の高齢者を支える計算にな
ります︒これを 歳以上を高齢者と再
定義することで︑勤労世代︵ 〜 歳
と再定義︶３・９人で１人の高齢者を

高齢者を再定義することで２０６５

世紀︑ドイツの宰相ビスマルクだとさ

日本老年学会などのワーキンググルー
年も勤労世代２・４人で１人の高齢者

る 名が 歳以上である︒

は︑従業員１３８名のうち６割を占め

を行う﹁ハラキン﹂
︵１９７６年創業︶

齢者は減る︒
これが河合さんの言う
﹁高

者は 歳以上と再定義することで︑高

から︑ 〜 歳を準高齢者とし︑高齢

歳以上を高齢者とする現在の定義

くなっている﹄と公表しています﹂

ても体の動きや知的能力が５〜 歳若

10

歳まで現役﹄で働ける企業

﹁当社では︑２００８年に定年制を廃
止し︑
﹃

うに感じているのか︒高齢者を積極的

藤和晃さん︒同社の応接室には︑
﹁人

そう語るのは︑同社営業部課長の伊

を目指しています﹂

実際に内閣主導のもと︑高齢者でも
に雇用している企業の事例から︑その

間主体の経営の探求﹂というスローガ

える肩車型社会を避け︑複数で１人の
高齢者を支える騎馬戦型社会を辛うじ
て維持できることになる︒
このように﹁高齢者﹂を削減するこ
とのメリットは︑将来︑勤労世代の負

によって実現したものなのです﹂

「 歳以上」
の求人チラシに
人もの応募があった
さらに︑ 年には 歳以上を対象と
られている︒

﹁

した求人を行った︒
年の東日本大震災により︑
﹃茨城

﹁きのこは︑食物

ンとともに︑従業員の方々の写真が飾

を支えることとなり︑１人が１人を支

プは︑
﹃現在の日本人は 年前と比べ

支えればいいことになります﹂

﹁ 歳以上を高齢者と定義したのは

定義は︑実情に合わないという︒

は﹁ 歳以上を高齢者とする﹂という

元気でまだまだ活力も十分︒河合さん

﹁高齢者﹂とはいえ︑現在の 歳は︑

75

れています︒医師や学者たちでつくる

74

歳まで現役 を目標に
定年制を廃止した企業

今なお現役で働いている︒
そうはいっても︑
﹁なかには﹃働き
たくないのに死ぬまで働かせるつもり

64

２０２４年︑ 歳以上の人口は約３６７０万人に到達し︑
国民の３人に１人が﹁高齢者﹂となり︑
日本はこの年を機に
﹁超・高齢大国﹂
へと突入する︒
﹁高齢者﹂を削減することの意図は何か？
積極的に高齢者を採用する企業事例とともに紹介する︒

担を軽減するとともに︑労働力不足を
解消し︑社会保障の財源問題も大きく
改善できると河合さんは見る︒
か﹄といった反発もあるかもしれませ
ん﹂と河合さんは懸念する︒では︑

20

株式会社ハラキン
営業部 課長

出典：厚生労働省「高年齢者の雇用状況」
（2015年）

歳を過ぎて働いている人たちはどのよ

15 65

65

（写真提供：ハラキン）
60歳以上の従業員を中心にキクラゲの包装・出荷を行う。

伊藤和晃 さん

0

年齢に関わりなく働き続けることがで

2016年

新たに13人を雇用

60

50

実態を紹介しよう︒

●キノコ製造販売。

きる﹁生涯現役社会﹂の実現に向け︑

最高齢73歳を含む15人を雇用

茨城県鹿嶋市で︑きのこの製造販売

●パートを含む従業員138名のうち60歳以上が82名を占める。

定年制の廃止や定年の引き上げを導入
する企業が増えている︒
厚生労働省の統計によると︑ 歳以

2015年

14

138.5

株式会社ハラキン
（茨城県鹿嶋市）

上の労働者は３０５万人
︵２０１５年︶
で︑ 年前よりも２００万人増加︵右

2014年

60歳以上を対象に新規雇用開始
60歳以上のパート従業員25人を雇用

50 60

196.2

60

ページ上グラフ参照︶している︒その

定年制廃止

65

2008年

うち１０７万人の 歳以上の人たちが

60歳定年

75

65

10

どカロリーがない

ンが豊富でほとん

繊維やβ グルカ

ますので︑汚染などはなかったのです

のこ製造はハウスの中で管理されてい

う風評被害が起こりました︒当社のき

県産のきのこは汚染されている﹄とい

主力商品であるブナシメジやヒラタ

健康食品としても

促進に貢献する﹄

ケ︑エリンギなど毎回きちんと検査し

が︑それでも売り上げが大幅に減少す

というのが当社の

たうえで出荷しているものの︑それで

知られています︒

理念ですが︑ここ

も﹁茨城県産﹂というだけで価格が下

ることとなりました﹂

で働く人たちもま

がるなど売り上げが減少︒同社が新た

﹃健康寿命の維持

た︑健康で 歳を

員たちからの要望

止は︑そうした社

ます︒定年制の廃

欲に満ち溢れてい

したい﹄という意

過ぎても﹃仕事を

当社の思いも重なって︑独自に栽培の

の生キクラゲを普及させたい﹄という

は中国産の乾燥キクラゲです︒
﹃国産

﹁日本で流通するキクラゲの９割以上

が少ないキクラゲだ︒

な一手として扱い始めたのが︑国産品

65

10

〜2007年 （但し希望者は63歳まで継続雇用）

11

従業員１３８人中６割が
歳以上の企業

19

65

75
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2013
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230.8
221.6
200

65

65

304.7
３１人以上規模企業

276.1
260.2
242.8
250

2010
2009
2008
2007
2006
2005

74

60

厚生労働省では、65歳まで雇用するための
「高年齢者雇用確保措置」
の実施状況を公
表。31人以上規模企業における60歳以
上の常用労働者数は約305万人。年齢階
級別に見ると、60～64歳が約198万人、
65～69歳が約83万人、70歳以上が約
24万人となる。

65

82

105.0

113.9
100

177.7
150

287.2
5１人以上規模企業
300

65

90

90

（万人）

350

高齢者 を削減
60歳以上でも働く人は300万人を突破
60

定年制廃止と現在までの高齢者の新規採用
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人口減少で
日本消滅 !?

特集

研究を重ねてきました﹂
ビンを使った栽培技術を開発し︑特
許を取得︒これから生産体制に入ろう
としたときに︑課題となったのが人員
の確保だった︒
﹁最初は﹃ 歳まで﹄とした求人を出
したのですが︑応募があったのはわず
か２︑
３人でした﹂
同社の生産するキクラゲは生キクラ
ゲで︑中国産の乾燥キクラゲよりもコ
リコリとした食感が評判となり︑販売
直後から売り上げが増加︒増産態勢に
入ったが︑売れる商材があっても︑そ
れを製造したり︑梱包する人員がなか
なか確保できない状態が続いていた︒
そこで方針を転換し︑ 年に応募資
格を﹁ 歳以上﹂とした新聞の折込チ

くりができることを強調しました﹂

﹁チラシには︑きのこ健康効果によっ

︵左写真参照︶
︒

う点を配慮した︑魅力ある内容が１枚

イフ・バランスを意識︒ 歳以上とい

可能なパートタイムとし︑ワーク・ラ

フルタイムではなく時短での勤務が

て﹃健康寿命﹄の促進に貢献できるこ
のチラシの中に詰まっていた︒

も元気に働いています﹂

人で最高齢は 歳︒ 歳になった今で

わってきました︒採用となったのは

2

あったという︒
な人が多いんです︒そんな方々のライ

すので︑趣味や習い事などアクティブ

はいえ仕事をしたいと思うほど元気で

採用にあたって︑同社では﹁高齢と

れているのは︑さすがに人生経験が豊

皆さん自分本位ではなく︑協調性も優

のもとでシフトが調整されています︒

ますので︑健康を気遣いつつ話し合い

﹁お互いの事情を酌み取ってください

施することで︑なんと 人もの応募が

﹁想像以上の反響でとてもびっくりし
フスタイルを優先した︑柔軟な勤務シ

室を１階に移設︒階段の上り下りをな

全面禁煙としたり︑２階にあった休憩

﹁高齢者の皆さんは仕事もとてもてい

中の安全も確保した︒

あることから︑照明設備を増設︑作業

えることは︑今後企業の課題だともい
えよう︒
﹁日本の社会において問題なのは︑﹃超

退して余生を送る﹂ことを望んでいな

でいる点にあります︒高齢者のことを

って社会の年齢構成のバランスが歪ん

社内環境も健康を気遣い︑社内では

富だなと唸らされますね﹂

ました︒面接を通じてご高齢の方の働

くすことで︑転倒防止や疲労防止に役
ねいで︑商品の包装後のチェックも自

貢献したいという思いがとても強く伝

立ち好評だという︒さらに︑照明も若
ら非常に厳しく行っています︒
﹃少し

実な態度と責任感が強いことが︑商品
価値の向上にもつながっていると思い
ます︒何しろ︑包装された商品を見る
と︑明らかに以前よりもきれいである
ことがわかるんです﹂
同社では︑こうした 歳以上の従業
員を中心とした
﹁キクラゲ包装ライン﹂
を新たに創設︒キクラゲの生産量は年
間１００ｔ以上と︑国内トップクラス
にまで増加した︒
年には﹁高齢者雇用開発コンテス

ト﹂で︑厚生労働大臣表彰最優秀賞を
受賞︒同社の企業価値を高めることに
もつながった︒

勤労世代が ％減少する
国家の非常事態

い人も多く︑企業としても働き手とし

お荷物扱いするような風潮はおかしい

高齢社会﹄なのではなく︑少子化によ

て十分な戦力になることがわかる︒ハ

のです︒日本は︑健康長寿国であるこ

歳を過ぎたので引

ラキンの例でもわかるように︑年齢を

このように︑
﹁

各々の希望に合わせ︑午前中のみや

フトを敷いています﹂
︒

その心配も杞憂だったという︒

き ゆう

えることが懸念されるが︑結果的には

見すると︑シフト管理など事務量が増

１週間休みなど働き方はさまざま︒一

けの勤務︑あるいは２週間勤務したら

午後のみの勤務はもちろん︑週３日だ

ラキン）

く意欲の高さや︑もっと社会と関わり

歳以上の雇用で
商品と企業価値が高まった

1 キクラゲ栽培の生育室。2 ブナシメジやエ
リンギなど、
それぞれのきのこに合わせて最適
な環境で生産される。3 高齢従業員によっ
て仕込み作業が行われる。4「キクラゲ包装
（写真提供：ハ
ライン」
で作業する高齢従業員。

﹁このままでは︑ 年後には勤労世代

のように話す︒

河合さんはそう強調したうえで︑次

「働くことで社会との関わりをもつ」
こ
とを重視する従業員。社内で催し物
を開催するなど、
触れ合いを大事に。

ラシを作成して募集を開始したのだ

と︑そしてご自身の健康維持と友達づ

3
まだ元気とはいえ、若者に比べれば
体力の衰えはある。階段を使わなくて
すむよう配置換えするなど働きやすい
環境をつくる。
高齢な従業員が働きやすいようフル
タイムだけでなく、1日３時間や１日お
きなど、
柔軟にシフトを組む。

さらに︑工場見学や会社説明会も実
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社内環境を改善

短時間労働の実現

者にとっては十分な明るさでも︑高齢

5 工場と事務所のあるハラキン本社。近くに
鹿島工場もある。6,7 本社近くには直売所
もあり人気。また、
インターネッ
トからでも購入
可能（4～5袋入りは1080円+送料）
で、
リ
（写真提供：ハラキン）
ピーターも多い。

4

コミュニケーション

が現状から ％も減少する︑国家の非

50
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でも悪い商品は出荷しない﹄という誠

5

77

高齢従業員の健康管理とプライベー
トの充実を担保。従業員ごとにフレキ
シブルに勤務できるよう社内体制を整
える。

「働く」
ことで社会貢献に結びついたり、
60歳以上で友達づくりができることを
強調した「ハラキン」
の募集チラシ。
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とをもっと誇るべきです﹂
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柔軟な勤務形態
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者によっては少し暗いと感じることが
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考慮した働き方ができるよう環境を整

越えることはできません﹂

ければ︑来るべき少子高齢社会を乗り

習や仕組み︑ルールを一から見直さな

なく︑すべての人々が︑これまでの慣

常事態となります︒企業や政府だけで
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高齢者の雇用の工夫
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50人もの応募があった
「60歳以上」募集のチラシ
人口減少で
日本消滅 !?

特集

わせた夫婦の７割が金銭的な問題を理
由に挙げています︒金銭的な問題さえ
解決できれば︑第３子を持ちたいと思

出生率の引き上げには
思い切った政策が必要
少子化対策で重要なのは出生率の引
っている夫婦は少なくないはずです﹂

度を導入してはいかがしょう︒ある調

１０００万円規模の現物給付をする制

﹁第３子以降には︑子ども１人につき

置きしたうえで︑次のように提案する︒

パクトのある政策が必要となる﹂と前

つメリットを訴えるには︑相当なイン

やすことすら困難な現状で第３子を持

河合さんは︑
﹁子ども２人の世帯を増

一部を行政が補助するという形が一般

開く際︑事前に申請することで会費の

地元の学校の卒業生たちが同窓会を

助が挙げられる︵左ページ下表参照︶
︒

ニークな施策としては︑同窓会への補

行っているが︑近年広まりつつあるユ

各自治体でもさまざまな結婚支援策を

する男女を増やすこと﹂
︵河合さん︶
︒

すことと並んで重要な課題が︑
﹁結婚

少子化対策において︑子どもを増や

自治体が音頭をとり
「出会いの場」を用意

き上げ︒特に︑子どもが３人以上いる
世帯が増えなければ︑人口減少に歯止
めをかけることはまず不可能だ︒しか
し︑２０１６年︵平成 ︶の合計特殊

査によれば︑３人目以降の出産を見合

慮﹂も功を奏したのか︑参加者の満足

出生率はわずか ・４４にすぎない︒

分な準備の時間もとれませんでしたが︑

度は高く︑継続を望む声が多く寄せら

歳の大同窓会﹂

同窓会のメリットは︑参加者が顔見

を開催する予定だ︒

は︑今年も年末に﹁

れたという︒手ごたえを感じた同市で

多くの若者が集まってくれてうれしか
ったですね﹂

自然な出会いの場で
男女の交流を深める

兵庫県上郡町

町内の小・中学校を卒業した20～30歳代の男女10人以上が参加し、
男女それぞれ５割以上が独身であれば、
最大10万円を補助。

鳥取県岩美町

町内の小・中学校の卒業生（21～49歳）15人以上による
同窓会を対象に、
最大15万円を補助。

佐賀県有田町

町内の小・中学校の卒業生（20～45歳）
による同窓会に最大５万円を補助。
20名以上の男女混合の出席者で開催され、
県外在住者が
５名以上含まれることなどが条件。

知り同士なので︑安心して親睦を深め

市内の同一の学校などの20歳代の同期生25名以上が
市内で同窓会を開催した場合、
最大25万円を補助。

﹁行政の狙いとして︑出会いの場の提

が行える企画な

奈良県宇陀市

ることができる点だろう︒同窓会を新

着き︑将来について考える余裕もでて

どを用意するこ

町内の小・中学校の卒業生が開く同窓会に最大５万円を補助。
20人以上が出席し、
そのうち10人が町外に住んでいることなどが条件。

供という面はありますが︑婚活パーテ

体が同窓会を主催するのか︒水戸市子

きた時期であろうということで︑ 歳

とで︑こちらの

埼玉県横瀬町

たな﹁お見合い﹂の場として期待する

ども課の海老澤清一郎さんに聞いた︒

をターゲットに設定︒市民の有志らに

狙いを溶け込ま

水戸市出身と水戸市在住の25歳が
一堂に会して交流する「25歳の大同窓会」
を開催。

ィー的なイメージを打ち出しすぎると︑

﹁もともとは︑市の若手職員たちによ

よる実行委員会を立ち上げ︑ＳＮＳな

せつつ︑参加の

茨城県水戸市

自治体は︑今後も増えていきそうだ︒

る地方創生についての議論の中から出

どで同級生に連絡して参加を募ったと

ハードルを低い

市内の幼稚園、
保育園、
小・中・高校、
特別支援学校などの
卒業生を対象として開催される同窓会に対し、
最大10万円を補助。

まだ結婚を考えていない人たちはどう

てきた案です︒人口減少に歯止めをか

ころ︑１５６名が集まったという︒

ものとすること

25

25
新潟県糸魚川市

しても身構えて
しまいます︒同
窓会という自然
な出会いの場の
中に︑参加者に
よる将来の夢や

ついて考えるト

人生設計などに
婚・子育てなどについて考えてもらう

けるには︑未婚化・晩婚化の流れに対

﹁実はプロジェクトがスタートしたの

ができました﹂

同窓会支援を行っている主な自治体

同窓会は現代の「お見合い」？

少子化対策のため
自治体が同窓会を支援

歳の大同窓会﹂

人口減少は出生数が減少した結果起きている現象だ︒生まれてくる
子どもの数を増やさない限り︑
人口減少に歯止めをかけることはできない︒
結婚や出産は一人ひとりの国民の選択であるから︑
子どもを持つことに
大きなメリットを感じられるような施策が必要だ︒

的だが︑水戸市の﹁

ークセッション

応する必要があります︒この事業にお

が︑２０１６年の８月中旬︒イベント

や︑男女の交流

ける私たちの狙いは︑未婚化・晩婚化

そうした﹁配

歳の成人式のときよりは少し落ち

場をつくろうというものです﹂

2016年12月30日に水戸駅前のホテル宴
会場にて開催された「25歳の大同窓会」。
水戸市出身・在住の25歳の男女156名が
参加し、
大きな盛り上がりを見せた。今年も年
（写真提供：水戸市）
末に開催が予定されている。

の開催日は同年 月末でしたので︑十

を主催するケースもある︒なぜ︑自治

のように自治体が中心となって同窓会
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第３子以降に１０００万円給付
へ の 対 応 策 と し て︑若 い 人 た ち に 結
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結婚支援策の一環として、
同窓会への補助
を行う自治体が全国的に増えつつある。なか
には、
水戸市のように自治体自ら同窓会を主
催するケースもある。

20

日本を救う10の処方箋

水戸市の25歳男女約160人が参加「25歳の大同窓会」

10

人口減少で
日本消滅 !?

