高齢社会
高齢者人口 『高齢社会白書』 「高齢社会フォーラム」 高齢化世界会議 地
域移住（増田提案） 簡易生命表（平均寿命） 天皇のおことば 戦後７０年
首相談話 シルバーウイーク・敬老の日 アベノミクス・エイジノミクス 『老
後破産』『下流老人』
◎国際会議 ＷＡＡ２２（２０２２年・第３回高齢化世界会議）招致への布石

2 月号

WAA２２会議 20140707

65歳以上人口が3300万人、割合は26.0％に
人口推計 平成２６年１０月１日現在

4月号

６５歳以上人口表

総務省統計局 平成２７年４月17日公表

総人口は21万5千人の減少，日本人人口は減少幅が拡大 。
総人口は1億2708万3千人で，前年に比べ21万5千人（0.17％）の減少と減少幅は縮小したも
のの，4年連続で大きく減少しています。日本人人口は1億2543万1千人で，前年に比べ27万
3千人（0.22％）の減少と減少幅は拡大しています。
年少人口（0～14歳）は1623万3千人で，前年に比べ15万7千人の減少となっています。
生産年齢人口（15～64歳）は7785万人で，前年に比べ116万人の減少となっています。
65 歳以上人口は 3300 万人で，前年に比べ 110 万 2 千人の増加となり，初めて年少人 口の
2 倍を超えました。

年少人口の割合は12.8％となり，過去最低となっています。
1

生産年齢人口の割合は61.3％となり，平成4年（69.8％）以降，低下を続けています。

65歳以上人口の割合は26.0％となり，過去最高となっています。
75 歳以上人口の割合は 12.5％となり，
初めて 8 人に 1 人が 75 歳以上人口とな
っています。
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６５歳以上の年齢別・男女別人口表

平成２６年１０月１日現在
「月刊丈風」制作

６５歳以上３３００万人の年齢別・男女別人口の姿です。ご自分の生年に印をつけてみて
ください。思いのほか仲間が多く“若い”ことに気づかれると思います。６０歳～７５歳は成
熟・円熟期で、史上新たな「日本高齢社会」を模索し創出する現役です。７５歳～８５歳
（女性はすでに９０歳）あたりからが円熟期で「高齢社会」を形成する主役です。９０歳
からの達成期がいわゆる余生。９０歳台の男性は少ないですが、戦中・戦後を生き抜いた
頑強で“不死身”の大正人です。「日本高齢社会」の達成はこれからです。（堀内 記）
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６５歳以上は３３００万人、割合は２６％に 4 月号 5 月号・6 月号（再掲）
◎人口推計 団塊の世代（昭和 22･23･24 年生まれ）６４８万人が高齢者に 総理府統計局
６５歳以上年齢別・男女別人口表

４・１７

平成 26 年 10 月 1 日現在 ６５歳以上人口表

◎アンケート 高連協「高齢者の社会参画に関する調査」３・２６（一般公開用）
☆結果「結果報告」 ☆集計結果（全国アンケート）アンケート

号

平成２７年度版『高齢社会白書』が公表される

6 月号

☆対象者 基本属性

7 月号（再掲）

「高齢社会白書」内容

◎ 白書
子

閣議決定

・高齢化の状況

６月１２日
高齢化率

4月

「高齢社会白書」公開

担当大臣有村治

・環境の現状と動向

家族と世帯 経済状況 健康・福祉・介護 就業 社会
参加

生涯学習

生活の不安

生活環境

現在の楽しみ

生きがい

・一人暮らし

人との付き合い

将来へ

の準備

首都圏からの４１自治体への「地域移住」提案

6 月号

記者会見

◎地域移住

６月４日 日本創成会議（座長増田寛也）

東京圏高齢化危機回避戦略提言

東京圏高齢化危機 回避戦略

一都三県連携し、高齢化問題に対処せよ 東京圏は急速に高齢化し、医療・介護や住まい
の問題が深刻化する

平成２７年度「高齢社会フォーラム in 東京」

7 月号

８月号

挑戦するシニアが時代を開く―多世代が支えあう地域社会に向けて―」
主催 内閣府 ７月３１日
◎基調講演「シニアが主役

第１～第３分科会紹介
地域創生―出かける、出会う、何かできる」

樋口恵子 高齢社会をよくする女性の会理事長

内閣府フォーラム 2015

◎平均寿命「平成26 年簡易生命表」の概況

7月号

厚労省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課

２０１５年７月３０日

均寿命は80.50 年・女性の平均寿命は86.83 年に

・男性の平

簡易生命表の概況

◎戦後７０年 「全国戦没者追悼式」天皇のおことば

8 月１５日

8 月号

天皇陛下（昭和８年１９３３年１２月２３日生まれ・８１歳）
美智子妃（昭和９年１９３４年１０月２０日生まれ・８０歳）
終戦の日天皇おことば
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「戦後７０年首相談話」が公表される

８月１４日

8 月号

首相談話リード

謝罪の文言は際立つが平和を支えた国民へのねぎらいが目立たない

総理の施政方針・所信表明に高齢者参加がない

所信・施政演説

安倍内閣の経済政策は女性と若者が中心。高齢者への期待がない。

「シルバーウイーク」と高齢者

９月号

「９月」は高齢者に関する活動月間
◎活動・全国の自治体が取り組む「敬老月間」｢長寿月間｣｢老人
福祉月間」
・「エイジレス・ライフ実践」及び「社会参加活動」事例紹介
敬老月間紹介

・６５歳以上の年齢別・男女別人口表 三世代年表
・全老連・全社協の「老人の日」行事

６５歳以上人口表
全老連・全社協ｈｐから

◎統計 高齢者：

「統計からみた我が国の高齢者（65歳以上）」「敬老の日」にちなんで 総務省
百歳以上：平成２７年百歳以上高齢者等について 年次推移・都道府県別
高齢者（総務省）高齢者・総務省2015・9・20

厚生労働省

百歳以上（厚労省）百歳状況・厚労省2015・9・15

◎「国際高齢者デー」情報 １０月１日は「国際高齢者デー」 10 月号
１０月１日国際高齢者デー情報

高齢者活動の成果を国際的に確認しあう日に先行するわが国は何を発信できたのか。

アベノミクス・エイジノミクス
安倍首相の経済政策である「アベノミクス」は、女性と若者の｢成長力｣に期待し優先し
てきました。それは就任以来の施政方針演説や所信表明演説に明らかです。その見通しに
陰りがみえて憂慮する時期を迎えて、
「新三本の矢」や「一億総活躍」を言い出しています。
オールジャパンの「一億総活躍」となれば、３０００万人の高齢者の参加は不可欠であ
り、高齢者の｢成熟力＋円熟力｣による経済活動つまりエイジノミクスの創出が課題となり
ます。
（月号間で再考・再録しています）

アベノミクス
安倍総理に高齢者の潜在力が見えない
◎安倍総理の年頭所感 付：施政方針・所信表明演説 1 月号 ２月号
安倍総理所信・施政演説
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この２０年の失政が「社会保障」の根底を崩した

4 月号

安倍総理の年頭所感・施政方針に「高齢者参加」がない

総理所信・施政演説

◎対策大綱「高齢社会対策大綱」が改訂されて２年７か月

対策大綱全 2012・09a

高齢者に呼びかけることなく「一億総活躍」大臣が登場

10 月号

ニュースから

◎内閣改造 １０月７日 安倍首相・加藤担当大臣が記者会見
記者会見 1007

国民会議の有識者に女優の菊池桃子さんが選ばれて話題に
高齢世代の代表がいない

「国民会議」

安倍総理の構想はなお女性と若者中心で高齢者の参加に向かわない
施政方針・所信表明に高齢者参加の言及がない

１０月号

安倍総理所信・施政演説

◎対策大綱「高齢社会対策大綱」野田内閣が改定してから３年１か月 大綱全 2012・09a
「人生６５年」から「人生９０年」時代への意識変革と社会参加を要請する

エイジノミクス

だれもが輝く長寿社会への経済的イノベーション
◎新提案 エイジノミクス序論 岡本憲之 ＪＴＴＡ理事長

1 月号

◎論考 やや高安心の国産・地産品が再登場 堀亜起良 本誌

エイジノミクス序論

1 月号

丈人力やや高

◎情報 「エイジノミクス研究会」がはじまる ２月２４日 2 月号 エイジノミクス研究会

◎新提案 エイジノミクス序論 岡本憲之 ＪＴＴＡ理事長
◎企業再生 やや高安心の国産・地産品が再登場 堀亜起良

3 月号

エイジノミクス序論

3 月号

やや高安心ａ

◎書評

「老後に明るい希望は少ない」という後人の書 9月号 １０月号（再掲）
ＮＨＫスペシャル取材班『老後破産 長寿という悪夢』新潮社
藤田孝典『下流老人 一億総老後崩壊の衝撃』朝日新聞出版
「老後破産」「下流老人」書評
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