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巻頭言

巻頭言

と言って、本州から北海道へ海底を渡っ
ていった。
　そして、再放送を見て華 し々さはない
が、改めて数々のことを教えられたのが、

「えりも岬に春を呼べ～砂漠を森に・北の
家族の半世紀～」である。
　かつては豊饒の海と呼ばれ昆布漁で
栄えた浜。近隣の森が木材の伐採で砂
漠化してしまい、砂嵐が吹き砂が海に流
れ込んで真っ赤となり、ほとんど地域崩
壊の状態になっていた。1953年から森づ
くりをはじめ、様 な々困難を乗り越えてい
くのが地元の漁師とその家族である。毎
日漁が終わると、モッコを担いで砂地を
耕し、木を植えるための牧草を植えてい
く。
　その途上の1974年、襟裳岬が全国に
知れ渡ることになる。岡本おさみ作詞・
吉田拓郎作曲・森進一の歌で有名になっ
たご存じ「襟裳岬」。その歌の最後の「襟
裳の春は、何もない春です」に、襟裳岬
の人々は怒りを覚える。森づくりをはじめ
て40年の歳月が流れ、200ヘクタールの
砂漠がほとんど黒松の森となった時、皆
で「襟裳の春は、世界一の春です」と唄
うシーンも出てくる。
　世界に例のない砂漠からの森林復活
を成し遂げていく過程を見た森林学の専
門家は、“人間業”ではないと評した。そ
して、この活動は都会に出ては行ったが、
親父の後姿を見て帰郷した彼の息子や
孫、後輩たちに引き継がれていくのであ
る。
　「漁師だからと言って海のことだけを考
えればいいということではなく、山が荒
れれば海が荒れるということを頭の芯に
持ち続けておかねばならない」、荒れた
海を50年・半世紀にわたって、昆布漁と
森の復活の先頭に立った人が、番組の
最後に言った言葉が不思議に心に残る。
　何かひとつのことに打ち込み、決して
他人事ではなく自分のこととして事を成し
遂げようとする姿、そのことがその人を大
きくし、他の人へ影響を与えていく。その
姿と時代を真摯に必死に生きるなかから
発せられる言葉に、私たちは感動を覚え
る。

グライター中島みゆきさんがいる。
　彼女は、日本で最も知名度のある音
楽ヒットランキングのオリコンにおいて、
1970年代以降4つの年代にわたってシン
グルチャート1位を獲得した唯一のソロ
・アーティストである。また、他のアーテ
ィストへの提供曲が、5つの年代にわた
ってオリコンシングルチャート1位を獲得
している。
　その彼女が初めてテレビ番組のため
に書き下ろした曲が、主題曲の「地上の
星」とエンディングテーマの「ヘッドライ
ト・テールライト」である。その番組は
2000年～ 2005年まで放映された「プロ
ジェクトＸ～挑戦者たち～」で、今年3
月末からBSプレミアムで再放送されてい
る。
　当時、楽しみにしていた番組のひとつ
で、もちろん放映時間には通常帰宅で
きず、家人がビデオに撮ったものを見て
いた記憶がよみがえる。努力の限りを尽
くし、幾度もの困難を乗り越え成功した
プロジェクトを紹介する番組で、主人公
は無名の人たちが多く、大きな反響を呼
び、ドキュメンタリー番組としてはテレビ
史にその名を刻んだといっても過言では
ないだろう。
　番組のキャスターは国井雅比古さん、
久保純子さん（1年半ほどで膳場貴子さ
んに交代）、そしてこの番組に欠かせな
いのがナレーションの田口トモロヲさん、
淡 と々した透明感のある声の中にも温も
りを持つ独特の語り手である。
　どのプロジェクトも必死にもがき挑戦
していく姿が、私たち視聴者に深い感
動を与えた。例えば、昭和30年代、日
本を台風から守るため富士山にレーダー
を作れば24時間前の台風を観測できる
と、そのプロジェクトに関わる男たちは
妻や恋人に遺書を書いて富士山頂に挑
戦した。また、24年半にわたって掘り抜
いた青函トンネル、それを成し遂げたリ
ーダーの一人は、工事中に自分の部下
を6人亡くし、その部下の遺影を胸に抱
き「おい、ここが約束した北海道だぞ」

と同年同月同日生まれの一人に、
北海道札幌市出身のシンガーソン私
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　 視　点

日本では、平均寿命が男女ともに80歳を超えること

に加え、団塊の世代が後期高齢者に入りつつある中、

年間に亡くなる方は2003年に100万人程度だったも

のが、2040年には160万人以上になる「多死社会」

を迎えると予測され、高齢社会は新たな局面へ向かい

つつある。

このように変化する高齢社会の中で、介護保険制度

や医療制度にとどまらず、より幅広い観点からの「老後」

を語る時代が到来している。例えば、住み慣れた地域

で暮らし続けるためのコミュニティの構築をどう進め

ていくのか。また、少子高齢化や非婚化と相まって、

高齢単独世帯は増加傾向にある中、看取り・死後の手

続きを誰が行うのかなどの課題も山積している。

加えて、高齢化の進展とともに、高齢期は長期化し、

認知症などの病気や老化により、判断力を失っていく

ことも多くなってくる。高齢者が判断力の欠如から犯

罪に巻き込まれ、財産を失ったりする場合も多い。判

断力を失う前に、自分の意思を託していく仕組みとし

て成年後見制度がつくられたが、さらなる活用促進や

その他の手立てが必要となっている。

今までは、個人の問題とされ語られることが憚られ

てきたような、死生観も含めた終末期の在り方につい

ても避けて通れない課題となりつつある。自立に不便

を感じる段階から介護を必要とするレベル、終末期医

療までを捉え、「自分らしく」安心・納得できるように

するために、どのような課題があり、どのように環境

を整備していく必要があるのか様々な観点から有識者

に論じていただいた。

信州大学学術研究院教授 井上信宏氏には、最期まで

自分らしい生き方をするための課題と解決の方向性に

ついて、長野県松本市城北地区で組織された「城北地

区住みよい町づくり協議会」の活動を通して、コロナ

禍の中で明らかとなった課題も含めアフターコロナも

見据えて寄稿いただいた。今後ますます増えていくこ

とが予想される地域に点在する、一人暮らし高齢者の

生きづらさについて「自分らしい生き方」はむしろリ

スク要因となっていき、多様性や個別性を求めるが故

に貧困も多元化することになるという。松本市城北地

区での取り組みは、かつての家族という枠組みから、

新たなケアの枠組みを構築していく必要性を説いてい

る。私たち自身も地域で参画していくことで新しい公

共圏を構築していく必要性とそこから新たな可能性を

見出そうとしている。

京都府立医科大学大学院特任助教 樋山雅美氏と教授

成元迅氏の両氏には、最期まで自分らしく生きていく

ための経済的な課題と解決の方向性について寄稿いた

だいた。特に認知機能の低下と資産管理について、認

知機能の低下した高齢者本人の意向を経済活動へどの

ように反映させていくかという意思決定支援のあり方

について、家族をはじめ、行政や金融機関とも連携し、

柔軟にこの課題に取り組む必要性を説いている。

東京大学大学院人文社会系研究科准教授 祐成保志

氏は、サポートが必要となる高齢者の「居場所」につ

いて供給側ではなく居住者からの視点で検討している。

そして、物理的な側面だけでなく、精神的な安心感や

人とのつながりも含めた設計の重要性を主張する。住

まいとサポートが一体化することで利用者の依存性を

高めてしまう可能性もあり、住まいとサポートは分離

されつつ補完し合う関係にあることが重要である。住

まいとサポートについて、当事者が納得する最大限の

自由を提供する支えとなる生活基盤としてのアセット

と捉える。そして住民参加による住民主体の生活支援

を考えることも重要である。

江別すずらん病院認知症疾患医療センター長 宮本礼

子氏には日本の高齢者の終末期医療について、海外と

の比較の中で、日本の延命治療を含めた終末期医療の

課題について浮き彫りにしていただいた。少しでも長

く生かされる「延命」を第一義にしていく医療から、「本

人の望む最期」へと変化させ、満足して人生を終える

ためには、自分の最期を自分の意思で決めていくこと

ができる環境整備が急がれる。

これらの論文から、超高齢社会を迎える中で、最期

まで安心・納得できる暮らしに向けての多くの課題が

浮き彫りになった。超高齢社会で自分らしく生き切る

ための環境を整備するための一助としたい。

（連合総研主任研究員　石黒生子）

超高齢社会を自分らしく生き切るために
～最期まで安心・納得できる暮らしに向けて～

〈特集解題〉
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１.  一人暮らし高齢者の“生きづらさ”を受
け止めようとしているわたしたち

　長野県松本市（人口24万人、高齢化率
28％、2021年）の中心市街地の北部に位置
する城北地区は、人口7900人、高齢化率
27％と市平均を下回っているが、確認され
ている一人暮らし高齢者は400人超とほかの
地区よりも若干多い。高齢化率が低いのは、
近くにある信州大学の下宿エリアであること
が要因のひとつである。江戸時代には城主
に仕える武士が多く住んでいたといわれ、街
路からも歴史が感じられる城北地区は、近
代化のなかで閑静な住宅街として発展して
きた。そんな城北地区も、2030年を迎えるこ
ろには高齢化率は30％を超える水準となり、
一人暮らし高齢者も500人の大台にのること
が予想されている。
　城北地区の住民組織「城北地区住みよい
町づくり協議会」に組織された「福祉の部会」
では、地域に点在する一人暮らし高齢者の“生
きづらさ”を真剣に受け止め、「いざという
時に助け合える城北地区をめざす」というス
ローガンのもとで、一人暮らしを孤立させな
い地域をどうすればつくることができるか、
自分たちで考える取り組みを重ねている。
　私は、2015年から学生と共に城北地区で
参与観察を実施する機会を得ることになっ
た。日常的な地域づくり活動やサロンなどの
参加に加えて、地域資源を発掘するワーク
ショップ、15（現在は14）町会（自治会）の
社会資源や地域課題、あるいはそれぞれの

町会での地域づくりの思いを聴きとった町会
カルテづくり、フレイルや認知症などの生き
づらさを“わがこと”として考えるグループ
ワークなどに、城北地区の住民、地区担当
の行政職員や保健福祉専門職らと共に取り
組んできた。
　新型コロナ感染症対策として初めて発令
された緊急事態宣言が長野県にも適用とな
った2020年4月16日からしばらくは、城北地
区での地域活動は中止を余儀なくされた。し
かしこの間、住民ボランティアや福祉の部会
では、次第に薄れていく人との繋がりを憂慮
する声がいくつか聞かれるようになり、「こ
うした人との繋がりが薄れているときこそ、
サロンのような活動が必要だ」という認識を
持つ人が少しずつ声を上げるようになって
きた。

「感染症を伝染させたり、もらったりする
のはいけない。けれども、もっと大事なも
のがあるのではないか」

「一人暮らしの方の暮らしはどうなってい
るのか。暮らしの現状を、何に困ってい
るのかを、私たちは知りたい」

「とにかく、なんとかして、早くサロンを
再開させたい」

　積極的に地域活動の再開を求める声ばか
りではない。感染症を恐れる声、クラスター
が発生する危険性を指摘する声も併せて上
がってくる。初めのころは感染症予防の情

井上　信宏
（信州大学 学術研究院（社会科学系）教授）

最期まで自分らしい生き方を
するためには
～課題と方向性～
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報も錯綜しており、どうすれば安心安全が
確保できるかで住民どうしの認識の違いや
対立が目立っていた。城北地区に常駐する
行政職員や保健福祉専門職は、こうした住
民の声をいったん受け止め、地域活動での
感染症対策を見直すなかで具体的な対策方
法を提案し、調整を重ね、結果として「最
小限の期間しか休まず、規模や実施内容を
大幅に見直して、緊急事態宣言が開けた7月
から地域活動を再開」することができた。
　福祉の部会の部会長に、新型コロナ感染
症を経験して、これまでの地域活動で足り
なかったところ、新たに取り組まなければな
らない課題への気づきを訊ねると「いざとい
う時に助け合える地域をつくるには、日常的
に、気にかけ合う地域づくりが必要」だと答
えてくれた。そして長野県内で過去最大級
の水害となった台風19号（2019年10月12日）
を指摘しながら、「日頃のつながりの重要性
を改めて感じた。なかでも一人暮らしの方が
どんなふうに暮らしているのかが気がかり
だ。さりげなく気遣える地域を考えていきた
い」と語る1。
　アフター・コロナを見据えた取り組みも始
まっている。2020年12月には、参加メンバー
を最小限に「コロナ禍のなかで考える、城北
の“困っていること”や“気になること”を
明らかにするワークショップ」が開催された。
感染症対策で家に引きこもりがちだと気分
が落ち込むこと、だからといってどこに行っ
ていいか分からないといった声が各所で聞
かれていることが報告され、一人暮らし高齢
者の“生きづらさ”を慮る意見や、一人暮ら
し高齢者や認知症に対して、ご近所として
どのように接すればよいのか分からないとい
う困惑が確認されることになった。
　新型コロナ感染症の第三波のなかで行わ
れた小さなワークショップだったが、これは
その後の地域活動の方向性を決める転換点
となった。10年以内に現実となる一人暮らし
高齢者の急増時代に向けて、「一人暮らしを
孤立させない地域づくり」への協力者を増
やすために、城北地区で発生した支援困難
事例を手がかりに地域住民参加のワークシ
ョップの開催を計画したのである。

　事例のとりまとめと当事者の了解を含めた
個人情報の処理は、地域包括支援センター
の主任ケアマネジャーが中心となって作業
し、地区担当の自治体職員と生活支援員（生
活支援コーディネーター、松本市社会福祉
協議会）がそれをバックアップした。2021年
2月には、出来上がった事例をもとに地域ケ
ア会議が開催された。当日参加者は、事例
の“城北松子さんの生きづらさ”を“わがこ
と”として考え、ご近所の不安を想像し、ど
んな助けがあればよいか、私なら何ができる
かを話し合った。
　2021年6月には、城北地区の「民生委員・
児童委員協議会」でも同じ事例を用いてワ
ークショップが実施された。
　2回のワークショップの成果は、地区担当
の生活支援員がとりまとめ、それを素材に7
月には福祉の部会で意見交換会がもたれた。
そこでは、「一人暮らしを孤立させない地域
づくり」に向けた具体的なアクションに繋げ
ていくことが確認されている。企画運営にあ
たったメンバーからは、今後、地域ケア会議
を、当該地域の事例を手がかりに参加者が
一人暮らし高齢者の“生きづらさ”を“わが
こと”として考える機会にすることが提案さ
れている。

2. 一人暮らし高齢者の“生きづらさ”
　 −−多元化する貧困の一形態

　2000年代に入ると日本ではあらためて「格
差社会」が注目されるようになったが、これ
に先立つ1990年代には貧困の実態と認識が
大きな転換を迎えていた。かつて貧困は所
得を基準に定義されていたのだが、ピータ
ー・タウンゼンドの「相対的剥奪」やアマル
ティア・センの「潜在能力アプローチ」をは
じめとする貧困研究の成果、それらに立脚し
た「社会的排除」を準拠枠に、90年代以降
は貨幣水準だけで貧困を捉えるだけでは不
十分であることが指摘されるようになり、貧
困が多様性や個別性を帯びたものであるこ
とが明らかになってきたのである。
　「貧困の多元化」と表現されるこうした状
況は、「現代社会の社会福祉の諸問題 2」と
して整理された「社会的な援護を要する
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人々」のマッピングやリーマン・ショック直
後の2008年暮れの「年越し派遣村」、およそ
7人に1人の子どもが相対的貧困の状態にあ
ると言われた「子どもの貧困」やひとり親家
族の相対的貧困率が5割を超えていること

（2015年データ、厚生労働省）などからも確
認できるだろう。この間一貫して、生活保護
を受給する高齢者世帯数は増加傾向にあり、
世帯類型別の構成割合では高齢者世帯が
50％超であることを合わせて指摘しておきた
い。現代社会における実質的な生活の困難
さは、家族形態や就労状態と関係をもつ上
に、ケアを必要とする家族の有無や離婚な
どの偶発的な事態と相俟って、一様ならざ
る貧困として“生きづらさ”を伴いながらも
実態的に生きられているのである。
　一人暮らし高齢者の“生きづらさ”は、こ
うした「貧困の多元化」のなかで生まれた
課題として読み解く必要がある。
　貧困の多元化の根底にある生活の変化に
ついて、中川清は、「「よりよい」生活に向か

っての自己変容が飽和状態に達しているこ
と」を指摘する3。日本の雇用労働者家族は、
20世紀の後半から現在まで、豊かな生活を
手にするために自らの生活単位の規模の縮
小を選択し続け、2015年には平均親族人員
を2.69人まで絞り込んだのであった。いわば
家族は、自らの手で「リストラ」を実行する
ことによって、「よりよい」生活を実現して
いったのである。
　しかしそれは、豊かな生活と引き換えに、
家族内のケア関係の貧困を招来することに
なった。限界までリストラされた雇用労働者
家族では、子どもや老親のケア関係を家族
内で維持することは難しい。特に老親ケア
は、老いを迎えて必要となるケア水準と家族
内で供給できるケア水準のギャップが常に
つきまとう。そのギャップは、老親の疾病罹
患状況や要介護度、ケアする子世代の家族
構成や就労状態に否応なく直結しており、

“運の良し悪し”で量るしかない偶然性に左
右されている。こうしたケア関係をめぐる家

現代社会の社会福祉の諸問題

・�横軸は貧困と、心身の障害・不安に基づく問題を示すが、縦軸はこれを現代社会との関連で見た問題性を示した
もの。
・各問題は、相互に関連しあっている。
・社会的排除や孤立の強いものほど制度からも漏れやすく、福祉的支援が緊急に必要。
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族の脆弱性を、中川は「自己変容の飽和状態」
というのである。
　一人暮らし高齢者の“生きづらさ”とは何
か。メタレベルでは、加齢に伴って生じる、
家族や社会環境、心身の変化に直面して感
じられる生活上の不安を抱えた状態にある
ことと定義できるかもしれない。そこでは、
退職に伴う生活環境や経済状況の変化、子
どもの独立や配偶者との離死別など家族関
係の変化とそれに伴う人間関係の変化、老
化に伴う認知症や要介護状態など心身機能
の変化とケアへの不安をきっかけに、私たち
は、生き方を見失ってしまう事態になんども
なんども直面しているのではないか。変化と
不安の組み合わせは、家族の数だけあると
いえる。そうであるが故に、そこから生まれ
る“生きづらさ”は一様ではなく、単にあな
たの問題、家族の問題として看過されてきた
のではないか。メタレベルの問題構制は同じ
であるのに。
　現代まで続く近代化のなかで私たちが望
み、手に入れようとしたことは、よりよい生
活だった。それは、多様な生き方であり、私
らしい生き方だった。実際には、私たちは、
商品経済や学校教育など社会システムを通
じて生活を組織せざるを得ない以上、多様
性や個別性は差異に過ぎないかもしれない。
しかし、その小さな差異のなかに「自分らし
さ」があるのも事実である。老いて、ひとり
になってなお、その差異を守ろうとする暮ら
しの中に自分の生きざまがある。
　しかし生涯をかけて築き守ってきた「自分
らしい生き方」が、終生解決されないリスク
要因となっているのも事実である。「最期ま
で自分らしい生き方をする」というのは、最
期までそのリスクと向き合うことと同義であ
るというのは、過ぎた言い方なのか。一人暮
らし高齢者の“生きづらさ”は、私たちが望
んで手に入れたよりよい生活の向こう側にあ
った、すべての人が直面する、多様性や個
別性を帯びた貧困なのである。
　この貧困からの離脱は容易ではない。家
族のケア関係を選び直すことは不可能に近
い。利用できる社会資源には限界があり、自
分のニーズにどこまで適合するか分からな

い。日々変化する私のニーズに対して、ケア
はいつも不足している。高齢期を生きる者が
選べる選択肢は限られているのである。
　それでは社会保障制度が残るニーズを含
めて全てを「包括的に」引き受けてくれるの
か。いや、それはない。社会保障制度が財
政的な制約を抱えているからではない。社
会保障制度はもともと標準的な生活モデル
を基準に、そこから不足しているニーズに対
して金銭やサービスを再分配するしくみとし
てデザインされているためだ。一人暮らし高
齢者の“生きづらさ”は、再分配で埋めら
れてもなお残る、標準的な暮らしの向こう側
にある差異が作り出すもの、「最期まで自分
らしい生き方をする」という未来に向けた生
き方が見えないことに起因しているからだ。

3.  一人暮らし高齢者の“生きづらさ”から
生まれる公共圏

　こうした一人暮らし高齢者の“生きづらさ”
は、社会保障制度では解決できない、ケア関
係が抱えた本質的な課題である4。
　そもそも高齢期の生活は、その人が辿って
きた人生の延長線上にあり、いま／ここの生
活を構成する環境が生きられた時間と経験だ
け多様化し個別化するため、課題解決に向け
た支援が容易ではない。介護保険制度が、個
別給付管理を実施するために利用者全てにケ
アマネジャーをあてがいながら、法改正を重
ねるなかで介護保険サービス外の日常生活支
援サービスを視野に入れた政策パッケージを
拡充してきたゆえんである。こうした課題に
は、これまで述べたように高齢者の生活課題
の多様性と個別性、そして文脈依存性がある
ことが見てとれる。
　一人暮らし高齢者は、複数の生活課題を抱
えたまま孤立し、支援困難事例として発見さ
れる確率が高い。よりよい生活の基盤は家族
であることから、かつての共同体的紐帯は途
絶えてしまい、他者とのつながりが次第に弱
くなっていく。こうしたつながりこそがケア
関係を維持する要素であるため、つながりの
希薄化は、ケア関係の脆弱さに直結する。一
人暮らし高齢者の場合、日々の暮らしのなか
で他者とのつながりが弱くなれば、ケアを求
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める声を受け止める人がいなくなり、生活課
題が社会化されないまま沈殿し、それを抱え
たままの生活を余儀なくされるのである。一
人暮らし高齢者の“生きづらさ”は、社会的
排除と同値なのである。
　高齢期の生活は、元気高齢者から支援困難
事例までグラデーションがある上に、緩慢な
状態変化が常となる。介護保険法にも記載さ
れているように、在宅生活に「自立」の意味
が貼り付けられることから、身体機能の低下
に伴って生じるケアを求める声を上げがたい
環境がある。一人暮らし高齢者の場合、声を
聞きつける他者の不在が生命の危機と繋がっ
ている。高齢期の生活に必要となるケアは、
いつでもミスマッチを生み出す環境下にある
と言える。
　こうした状況の中で高齢者と家族が直面し
ているのは、これまで長く無意識に選択して
きたケア関係を一度意識化し、そのなかであ
らためてケアの配分を自覚的に選択しなけれ
ばならない事態である。
　長野県松本市の城北地区の一連の取り組み
は、家族というケア関係から抜け落ちてきた
一人暮らし高齢者の“生きづらさ”をいった
ん“自分たち”で掬いとろうとする試みであ
る。わたしはここに、「親密圏が転化する形
で生まれ」てきた、「新しい公共圏」の可能
性をみている5。
　最期まで自分らしい生き方をするために
は、私たちが新しい公共圏を、身近なところ
で、適度な大きさで、丁々発止を伴いながら
も構築すること、そして自分自身がそれに参
画することが必要なのである。

 1  インタビューは、2021年6月30日に信州大学経法学部の井
上信宏ゼミナールに所属する学生（長屋翔人、松本珠実、
白髭亮汰、大門菜々美）が実施した。前後にある住民の
発話は、このインタビューで収集されたものである。

 2  『「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関
する検討会」報告書』2000年、旧厚生省社会・援護局所管

（https://www.mhlw.go.jp/www1/shingi/s0012/s1208-2_16.
html）。挿入図も同じ。

 3  中川清［2018］『近現代日本の生活経験』左右社、主に第
7章を参照。

 4  井上信宏［2014］「生活保障システムの転換と地域包括ケ
ア」、宮本太郎（編）『地域包括ケアと生活保障の再編』
明石書店、所収を参照。

  5   齋藤純一［2000］『公共性』岩波書店を参照。 
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寄
稿

特集  2

１. 老後の資金
　老後を迎えるにあたり、どのくらいの生活
資金を確保する必要があるのか。総務省統
計局の令和元年度家計調査報告書１による
と、高齢夫婦無職世帯（夫65歳以上、妻60
歳以上の夫婦のみ）における消費支出の平
均は、239,947円であった。ところが、実収
入 は、237,659円 で あ り、 可 処 分 所 得 は
206,678円であった。つまり、実収入と消費
支出の間には約3万円の不足分が発生してお
り、高齢夫婦世帯における月額の家計収支
はマイナスとなっていることが分かる（図
1）。現代は人生100年時代と呼ばれ、この月
3万円のマイナスを30年間補填しようとする
と、1千万円を超える蓄えが必要になる計算

である。
　この長寿時代の家計を支えるため、政府
は高齢者雇用の促進に注力している。実際
に、わが国の60歳以上で、「収入のある仕事
をしている」という人は約４割存在してい 
る2。しかしながら、男女ともに60歳代まで
は半数以上が「仕事による収入」を得てい
るが、年齢が上がるに従ってその割合は低
くなる3。令和元年度の就業率からみても、
60 ～ 69歳の男性と60 ～ 64歳の女性では、6
割以上が仕事をしているのに対し、75 ～ 79
歳の男性ではその割合が約3割、女性では約
2割にまで減少する2。すなわち、70歳代とい
うのが労働による資金確保のひとつの区切
りとなるのかもしれない。

最期まで自分らしく生きていくための
経済的な課題と解決の方向性について
樋山　雅美（京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能　特任助教）

成本　　迅（京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能　教授）

特
集
超
高
齢
社
会
を
自
分
ら
し
く
生
き
切
る
た
め
に
〜
最
期
ま
で
安
心
・
納
得
で
き
る
暮
ら
し
に
向
け
て
〜

図 1　高齢夫婦無職世帯の家計収支

貼付⽤（編集不可）
文献１�p.18より改変引用
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　一方、株式などのリスク性金融商品を購
入することで、事前に資産形成しておくこと
も老後の備えには有用とされている。本来は
若い年代で開始して、高齢期には徐々にリス
クの低い商品に切り替えていくことが推奨さ
れているが、実際のところ、若い世代の投資
への動きは活発であるとは言えない。QUICK
資産運用研究所の調査4によると、金融商品
を保有しない理由は「どうやって始めたら良
いか分からないから」が最多であり、20 ～
30代でその割合が4割を超えている。加えて、
30 ～ 40歳代では、住宅ローン負担が重く、
純金融資産がマイナスであるため、有価証
券投資に積極的になれないことも要因の一
つとなっている。結果的に定年を迎えて退職
金を受け取り、家計の財政状態に余裕がで
てきて初めて有価証券投資に取り組み始め
ると報告されており5、リスク性金融商品の
保有者は高齢者層にかえって多く存在して
いると考えられる。
　ところが、高齢期には認知症などで判断
力の低下を生じるリスクがあり、自力での資
産管理が困難になることもある。実際、認知
機能の低下した高齢顧客との取引をどう進
めるべきかについては、金融業界でも大きな
課題となっている。そこで、本稿では認知
症の症状が資産管理にどのような影響を及
ぼすかについて解説し、高齢期の経済的な
課題と解決の方向性について示したい。

２.  認知機能と資産管理
　認知症の症状としては、聞いたことをすぐ
に忘れてしまったり（記憶障害）、家事など
の複雑な作業ができなくなったりする（実行
機能障害）といったことがよく知られている。
その他、同時に複数の対象に注意が向けら
れなかったり、長時間の作業が困難になった
りすること（注意障害）も多い。また、認知
症の発症後には、自発的に考えたり行動し
たりすることが難しくなるなど、意欲の低下
を伴うこともある。こうした認知機能や精神
面の変化によって、預貯金やリスク性金融
商品の管理に様々な支障が生じると考えら
れる（表1）。加えて、認知症の発症に自ら
気づくことは難しく、周囲が気づいた時には
資産管理においてすでに何らかのトラブル

を生じていることもある。2060年には、認知
症高齢者の数が1,154万人になると推計さ 
れ6、高齢者の2割以上が認知症を発症すると
いうことになる。そのため、誰もが認知症を
発症する可能性があるという認識を持ち、認
知機能の低下に備えて、老後の安定的な資
産管理のための対策を講じておくことが必
要であろう。
　たとえば、記憶障害への備えとしては、大
事なものの保管場所を信頼できる人に伝え
ておくことで、必要な時に通帳や書類を容易
に見つけることができる。実行機能障害への
備えとしては、ATMの使い方をメモに書い
て持ち歩いたり、困ったときは「まずコール
センターに電話する」等、対処の手順や最
初に行うべきことを決めたりしておくこと
で、とっさのトラブルにも対応しやすくなる。
注意障害への備えとしては、持ち物の確認
を習慣化することで外出先にうっかり置き忘
れるということが防げ、貴重品の保管場所に
は、何をしまっているのかを書いたリストを
入れておくことで、しまい忘れにすぐに気づ
くことができる。
　また、認知機能障害の影響により、過去
の自分の行動を覚えていなかったり具体的
な作業の手順が分からなかったり、周囲に関
心が向かないということが起こると、自分の
置かれている状況を適切に把握することや、
自分が何を行うべきなのかを決めることも難
しくなる。すると、先の見通しを立てるのも
困難になり、今月はあといくらで生活すれば
よいのか、このまま預金を取り崩していって
現在の生活水準を保てるのか、持っている
株はそのままにしておいて良いのかといっ
た、保有資産の運用についての適切な判断
ができなくなる。
　金融機関では、認知症を発症していると
分かった顧客の口座からの出金を停止した
り、高齢顧客との取引の場への家族の同席
を求めて不必要な契約を結ぶことがないよう
にしたりするなど、高齢者の資産を守るため
の対策が取られている。しかし、預貯金の
管理においては、公共料金の支払いやクレ
ジットカードの引き落とし、日々の生活用品
の購入のための引き出しといった日常生活の
維持に直結する入出金が多いため、認知機
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能が低下しているからと言って即座に全取
引を停止すると生活に支障をきたす。また、
リスク性金融商品の契約時に家族に同席し
てもらったからといって、必ずしも本人と家
族の意見が合致するとは限らない。本人の
意向を優先して取引を開始した場合、後に
なって認知症であることを黙認したとして家
族から訴えられる危険性があり、一方で家
族の意向を優先して契約しない場合には、
本人の自律性を奪うことにもなりかねない。
　ここまで述べてきたように、万一、自分が
認知症を発症し、判断能力が低下した場合、
どのような生活を送りたいか、保有する資産
をどう扱ってほしいかということは、予め家
族等の信頼できる相手と相談して記録に残
しておくことが望ましい。

３. 本人の思いを反映させるための工夫
　判断能力が低下した高齢者の意向を経済
活動にどう反映させるかについては、医療や
福祉の現場ですでに広く浸透している意思
決定支援の考え方が参考になる。認知症を
発症した後も、本人の希望に沿って安心し
て生活を継続してもらうためには、生活資金
の使途に本人の意向を反映させることが必
要である。そこで、「認知症の人の日常生活・
社会生活における意思決定支援ガイドライ
ン（以下、認知症の人の意思決定支援ガイ
ドライン）7」のプロセスをもとに、日常的

な金銭管理における意思決定支援について
考察する（表2）。
　認知症の人の意思決定支援ガイドライン
では、「意思形成支援」「意思表明支援」「意
思実現支援」という3つのプロセスが紹介さ
れている。「意思形成支援」とは、本人が自
発的に意思を形成できるよう、必要な情報を
提供し、状況理解を促すものである。ここ
で重要なのは、本人の希望を開かれた質問
で聞くことである。開かれた質問とは、本人
の自由な回答を求めるものであり、例えば、

「あなたは自分のお金を使って、どのような
生活がしたいですか？」といった質問がこれ
にあたる。反対に、「あなたは旅行がお好き
ですか？」といった質問は答えがYesかNoの
2択に絞られ、これを閉ざされた質問という。
意思形成の段階では、本人の価値観や希望
を丁寧に聴取する必要があるため、できる限
り本人の言葉で思いを語ってもらうことが望
ましいが、認知機能が低下していると、自ら
の意思をスムーズに伝えられないことがあ
る。その場合には、閉ざされた質問をいくつ
か重ね、本人の好みや思考パターンを把握
することも有用である。「意思表明支援」とは、
時間をかけてじっくりと本人の思いを確認す
る作業を指す。ここでは、選択した内容が、
本人から聴取した価値観とかけ離れたもの
になっていないかを慎重に検討する。そのた
め、一度の意思表明で決断を下すのではな

表１　認知機能障害が資産管理に与える影響
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く、時間を置いて複数人で本人の意思を確
認することが望ましい。「意思実現支援」とは、
本人の希望を形にするため、社会資源を活
用する段階を指す。ここでは、本人の意向
を反映するために必要な公的サービスにつ
なぐことも想定し、地域包括支援センター等、
福祉領域にも積極的に協力を仰いでいくこ
とが大切である。この過程では本人にとって
不利な契約を結んだり、生活が破たんする
ような浪費をしたりすることがないよう支援
することは必要であるが、一方で客観的には
不合理と考えられる選択であっても、他者を
害したり本人に重大な影響を及ぼしたりし
ない限り、その選択を尊重することも必要で
ある。
　自分の保有資産をどのように扱ってほし
いかを、専門家や支援者との相談の上でエ
ンディングノートなどを利用して事前に伝え
ておくことも、自分らしく生きていくことを
支援してもらうための助けとなる。また、エ
ンディングノートを書くことで自分の生活や
人生を振り返るきっかけになり、曖昧な自分
の思いが明確になることも期待できる。希望
は年齢や状況で変化するため、ノートの内
容は、定期的に更新するようにしておくこと
が望ましい。それにより、判断能力が低下し
た後も、周囲の人が本人の意向の変遷を確認
することができ、現在の意向を推察するため
の手がかりとなる。

４.  金融機関の取り組み
　金融業界においても、高齢者に対する意
思決定支援の必要性が認識され始めている。
筆者らは、医学・心理学的側面からこうした
支援の動きをサポートすべく、2019年に、京
都府立医科大学を事務局とする「金融機関
高齢顧客対応ワーキング・グループ（以下、
金融WG）」を設立した。現在、銀行や保険
会社13社を含む19団体が参画しており（図
2）、多くの金融機関が、高齢者の思いに真摯
に向き合おうとしている。
　金融WGでは、高齢顧客との取引にあたっ
て、どのような工夫を行っているかについて
自由記述式のアンケートを実施した。その結
果、「認知症への対応」に関する回答が最多
を占め、「家族同席の促進」や「成年後見制
度や代理人制度の利用促進」が続いた8。こ
のことからは、認知機能の低下に対する対
応が行われていることが分かる一方、表2で
挙げたような顧客の意向を活かした支援は
まだ不十分であることがうかがえる。金融機
関が行える業務に制限があり、他の業界と
の連携が難しいことや、顧客の個人情報保
護の観点から、たとえ公的機関であっても連
携にためらいがあることなどがその背景にあ
ると推察される。今後、医療・福祉領域と
連携して、金融機関向けの意思決定支援研
修を実施することで、職員に対する支援理
念の浸透や支援スキルの獲得を図ることが

表 2　日常的な金銭管理における意思決定支援
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必要と考えている。
　また、顧客側の意識改革にも取り組む必
要がある。たとえば、認知機能や判断能力
の低下が資産管理に及ぼす影響について啓
発するとともに、どのような人生を送りたい
かについて考えるきっかけを作り、自らの生
活設計について家族や支援者と共有しても
らえるような機会を積極的に設けていくこと
などが考えられる。加えて金融リテラシーの
向上を図ることも重要である。金融リテラシ
ーの高い人ほど退職後のための貯蓄をして
いることが指摘されており９、リテラシーの
不足によって、詐欺被害に遭ったり不必要
な商品を契約したりして、老後の資金を枯渇
させてしまうことがないようにしていくこと
も必要だろう。

５．まとめ
　本稿では、高齢期を迎える個人とその家
族の立場、そして資産管理をサポートしてい
る金融機関の立場からそれぞれ課題と解決
の方向性について解説した。これまでに誰も
経験したことがないような超高齢社会を迎
えており、個人の立場でも企業や行政の立
場でも新しい発想をもとに、より柔軟な連携
を推進して課題に取り組むことが必要と考
えている。

図 2　金融 WG 参画団体
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はじめに
　WHOが2007年に発表した『Global Age-
friendly Cities: A Guide』の第9部「敬意と
社会的包摂」には、「コミュニティのなかに
placeがあること」という項目がある（WHO 
2007：48）。そこで述べられている、高齢者
の社会参加――たとえばボランティアの担
い手として頼りにされること――がコミュニ
ティへの包摂にプラスに働く、といった内容
をふまえると、placeは、たんなる物理的・
地理的な場所ではなさそうである。日本語
でこれにもっとも近い言葉をさがすとすれ
ば、「居場所」であろう。
　居場所は物的な側面だけでなく、精神的
な安心感や人とのつながりまで含んでいる。
それは、社会的包摂はもちろんのこと、
WHOのガイドが扱う多元的な領域――屋外
空間・建物、交通、住まい、社会参加、市
民としての参加・雇用、コミュニケーション
と情報、コミュニティサポートと保健医療サ
ービス――のすべてに関わるといっても過言
ではない。本稿では、「アセット」について
の議論を手掛かりに、このような居場所の複
合的な性質について考えてみたい。

１. 金融資産としてのアセット
　筆者が居場所との関わりでアセットという
概念に興味を持ったのは、イギリスの住宅
政 策 と 福 祉 国 家 の 歴 史 を 論 じ た『The 
Housing Debate』（Lowe 2011）を読んだと
きである（拙訳『イギリスはいかにして持ち
家社会となったか』ミネルヴァ書房、2017年）。

「 ア セ ッ ト・ ベ ー ス 型 福 祉（asset-based 
welfare）」は、同書のキーワードであった。
その意味するところは、私的資産の活用によ
って公的福祉を補完・代替することである。
何度か登場する「バンキング・オン・ハウジ
ング」という表現も印象的であった。これ 
は、住宅の資産価値を現金化することを意
味する。住宅を、いつでも現金が引き出せ
る金庫のように利用する、というイメージだ
ろうか。
　住宅を売却したり貸したりして資産価値
を現金化すること自体は、古くから行われて
きた（日本では、いまでもこれが主流であろ
う）。金融技術が発達し、規制が緩和され、
住宅価格が上昇傾向にあるいくつかの国々
では、いま住んでいる住宅のエクイティ（市
場価値から住宅ローン債務を差し引いた実
質価値）を担保に資金を調達することが容
易になった。こうした住宅という手持ちの資
産を活用して福祉ニーズ（医療、教育、老後
の生活費など）をみたす、という行動が浸透
した（同書8章）。資金調達の変化は、政府と
個人の関係にまで影響を及ぼす。政府は税制
の優遇などを通じて個人に資産の取得を奨
励し、福祉支出を抑制しようとする。住宅と
いうアセットを通じて、公助から自助へ、と
いう変化が促進された。
　アセットを基盤とする福祉への転換には、

「金融化」の二つの側面が現れている。一つ
は、住宅がグローバルな市場に接続された

「金融商品」となること、もう一つは、市民
が保有するアセットの価値を増大させるべく

祐成　保志
（東京大学大学院人文社会系研究科　准教授）
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運用を行う「金融主体」、いわば小さな起業
家となることである。それは、住まいという
居場所をより強くすることにつながるが、他
方で、運用のリスク（住まいの喪失も含む）
を負うことも意味する。

２．生活の基盤としてのアセット
　「アセット・ベース型福祉」という考え方
は、もともとは金融化とは異なった文脈で登
場したものだった。アメリカの社会福祉学者
マイケル・シャラーデンは、給付金や手当と
いった所得保障を中心とする「インカム・ベ
ース型」の福祉政策を批判し、資産の形成
と所有を重視した（Sherraden 1991）。そこ
には、持ち家取得の奨励など、中間層にた
いして進められてきた政策を低所得層にま
で拡大するというねらいがあった。
　インカム・ベース型福祉とアセット・ベー
ス型福祉の違いについては、岩田正美によ
る整理がきわめて明快である。「所得や消費
への支援は、いわばその時々の生活を支え
るものであって、長期的な視点をもっている
わけではない。これに対して貯蓄などの資産
は長期の人生設計にかかわり、貧困者が長
期の見通しをもって行動したり、その中でラ
イフチャンスをつかみ取ることを可能にし、
またそのような態度を培うことができる」（岩
田 2008: 178-179）。
　社会福祉におけるアセット・ベース型のア
プローチは、何らかの資産を保有し、それら
を元手に価値を生み出すという経験の可能
性が、困難な状況にある人に対してこそ開
かれるべきであるとの理念にもとづいてい
る。このとき、住まいが持ち家であることは

本質的な条件ではない。より重要なのは、住
まいが、長期的な見通しのもとで能動的に生
活を構築できる基盤であるかどうかである。
安定した居住の権利が確保されるならば、
賃貸住宅もアセットとなりうる
　WHOのガイドの第7部「住まい」は、エ
イジフレンドリー都市の重要な特徴として、

「身近な地域に、〔加齢にともなう〕ニーズの
変化に対応できる多様な住まいの選択肢が
あること」を挙げる（WHO 2007：34）。それ
は住み慣れた地域で老年期をすごす（エイ
ジング・イン・プレイス）ために不可欠の条
件である。
　住まいの制度は各国の歴史的な経緯を反
映しており、複雑である。ここでは、多様な
住まいの選択肢をとらえるための理論的な
枠組みについて考えてみよう。その際に注目
すべきは、住まいそのものの形態だけでなく、

「コミュニティサポートと保健医療サービス」
（ガイド第12部）との関係である。この点に
ついて示唆的なのが、イギリスの住宅研究
者 デ イヴ ィッド・ クラッ パ ム が 示 し た

「supported housing」の類型である（Clapham 
2017）。それは、住まいとサポートの関係に
ついての、厚い議論の蓄積にもとづいて練り
上げられたものである。
　クラッパムは、「シェア居住」（老人ホーム、
グループホームなど）、「共同施設を備えた連
接型居住」（シェルタード・ハウジングなど）、

「コアとクラスター」（リタイアメント・ビレ
ッジなど）、そして「在宅」を挙げる。この
類型に在宅が含まれていることには重要な
意味がある。「supported housing」は、「サ
ポート付き住宅」よりも「サポートのある住

表１　サポートのある住まい方の類型（Clapham 2017: 20）
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まい方」と理解すべきであろう。なぜならそ
れは、供給者ではなく、居住者の視点から
設定されているからである。
　この類型でいう「シェア居住」は、住まい
とサポートが一体的に提供される入所施設
のことを指している。そこでは、特定のサポ
ート（医療や介護などのサービス）を利用
することを条件として、住まいが確保される。
このタイプの利点は、専門的なケアを集中的
に受けることができる点である。その半面、
サポートが不要になったり、追加のサポート
が必要となったりした場合に住まいを失い、
施設を離れるとサポートまで失う可能性が
ある。そして、住まいとサポートの一体化が、
利用者（入居者）の依存的な態度を誘導す
るおそれ が あることも指 摘され てきた

（Franklin 1998: 170）。
　これに対して、「在宅」ではサポートは外付
け（floating）である。「必要な時に必要な範
囲で〔施設ではなく〕一般の住まいに「外付
け」することができ、利用者がその住まいに
とどまる権利は何ら制限されない」（Franklin 
1998: 177）。住まいとサポートは分離されつ
つ、相互に補完しあう関係にある。このよう
な考え方は、ホームレス支援の実践におい
て提起されているハウジングファーストの思
想（稲葉他 2018）とも多くの共通点がある。
住まい方にたいするサポートが目指すのは、

「当事者が納得しうる最大限の自由を提供す
るような、支えとなる環境」（Franklin 1998: 
179）である。この理念は、居場所がみたす
べき最も重要な性質を表現している。

３． 集合的な資源としてのアセット
　金融資産としてのアセットと、生活の基盤
としてのアセットの違いは、前者が市場にお
ける交換、後者が政府による再分配を重視
するという点にある。ただし、アセットを個
人が保有するものととらえる視点は共有さ
れている。
　健康づくりの分野では、これらとは異な 
り、アセットを集合的な資源ととらえる見方
がある。たとえばSCDC（スコットランド・
コミュニティ開発センター）のフィオナ・ガ
ーヴェンらは、『アセット・ベース型アプロ
ーチ』で、「個人、家族、コミュニティが自
由に使える集合的な資源であり、健康に対
するマイナスの影響から人々を保護し、健
康・福祉を向上させ、生きる上での選択肢
を 拡 大 さ せ るもの 」（Garven, McLean & 
Pattoni 2016: 29）と定義している。
　筆者がこの定義を知ったのは、「住民参加
による生活支援サービス」を評価するため
の基準をつくる作業に参加したときである1。
住民が自らの意思で立ち上げ、運営する活
動を公的機関が評価することには、矛盾が
ある。しかし、活動にたいする支援を行うに
は、その対象を選んだり、支援の重点を決
めたりするための基準が欠かせない。このジ
レンマを解くためには、「住民参加」あるい
は「住民主体」が何を意味するのかを、よ
り明確に言語化することが必要であると考え
た。
　健康づくりにおけるアセット・ベース型ア
プローチは、ニーズ・ベース型との対比で説

表 2　健康づくりにおける二つのアプローチ 2
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明されることがある（表2）。なお、両者は対
立するものでも、一方が他方に置き換わるも
のでもなく、それらの適切な組み合わせこそ
が重要であることは強調しておきたい。この
点は、前述したインカム・ベース型とアセッ
ト・ベース型の関係も同様である。
　ニーズ（必要）とは、「ないもの」である。
正常な状態から何が失われたのかを特定す
るところから、支援がはじまる。とりわけ、
急を要し、重大なニーズが優先される。そ
こでは、欠如を抱えた人に的を絞って、医療
をはじめとする専門的なサービスが集中的に
投入される。必要の有無や緊急度について
判断を行うのは専門家であり、利用者は受動
的な消費者の立場に置かれる。このため、ニ
ーズ・ベース型は、専門家主導と読みかえる
ことができる。
　これとは対照的に、アセット・ベース型ア
プローチは「あるもの」に目を向ける。アセ
ットは、物やお金に限定されない。心理的な
資源（誇り、熱意、自信、有意味感、目的、
楽観性、首尾一貫感覚など）や、身体化さ
れた資源（知識、経験、技能など）、そして
人間関係も重要な資源である。これらは個人
が有する無形の資産と見なすこともできる
が、すでにふれたように、アセットは集合的

なものとされる。そこには、コミュニティを
支える公的・民間・サードセクターの組織、
コミュニティ内部のネットワーク、そしてコ
ミュニティの有形・無形のアセットが含まれ
る。
　アセット・ベース型アプローチが想定する
住民像は、サービスの受け手というより、共
同で問題の解決をはかるパートナーである。
このような考え方のもとで、公的機関には、
住民自身がすでに有益な活動を行っている
ことを認識し、住民が重視している価値や、
住民が生きている物語を共感的に理解する
ことが求められる（表3参照）。
　ニーズ・ベース型とアセット・ベース型で
は、サービスに対する評価の仕方が大きく異
なる。前者では客観的な評価が重視される
が、後者には主観的な要素を組み込む必要
がある。その違いを、ガーヴェンらは知識に
ついてのとらえ方という観点から整理してい
る。客観的な評価が前提とするのは「知識
移転モデル」である。このモデルでは、知
識とはパッケージ化できるものであり、ある
場所から別の場所へ動かすことができると
される。どこかに一つの答えが存在し、誰も
がそれを知ることができることが前提とな
る。これに対して、アセット・ベース型アプ

表 3　アセット・ベース型アプローチにおける公的機関の役割
（Garven, McLean and Pattoni 2016: 35-36）
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ローチが依拠するのは「翻訳モデル」である。
機械的に単語をおきかえるだけの翻訳なら
ば、知識移転と変わりはない。ここで想定さ
れているのは、多様な関係者の間でのアイ
デアの交換を通じた新たな知識の構築であ
り、それを可能にする相互的な対話のプロ
セスである（Garven, McLean and Pattoni 
2016: 68）。
　評価が短期的か長期的かという違いも重
要である。ニーズ・ベース型の評価は、的
を絞り、時間を区切ったものである。「パー
ソン中心、コミュニティ主導、長期的、オー
プンエンド」（Garven, McLean and Pattoni 
2016: 72）という特徴をもつアセット・ベー
ス型には、こうした評価はなじまない。柔軟
性と不確実性を許容するような評価のデザ
インが求められる。
　このように考えると、集合的な資源として
のアセットは、「コモンズ」と呼ぶにふさわ
しいのかもしれない。コモンズとは、「誰の
ものでもなく、オープンで、多くの人がその
存続に関わるが、その分、誰かが占有して
しまう場合もあるようなアセット」（宮本 
2021: 23）である。「住民参加」とは、この
ようなアセットを守り育てるための、息の長
い、繊細な活動に他ならない3。

 1  評価項目については一般社団法人全国食支援活動協力会
『住民のやる気を支える支援の手引き』（2019年3月、
https://mow.jp/pdf/roken_2018tebiki.pdf）を参照。同書
は「地域住民の社会参加活動等を基盤とした互助促進の
手法に関する調査研究事業」（平成30年度厚生労働省老人
保健健康増進等事業）の成果物である。

 2   Garven, McLean and Pattoni 2016の第2章をもとに作成
 3  こうした活動の具体的な事例については、一般社団法人全

国食支援活動協力会『ここがあることで地域が豊かにな
る： 住 民 主 体 の 居 場 所 ガ イド ブ ッ ク 』（2021年3月、
https://mow.jp/pdf/2020guidebook.pdf）を参照。同書は

「地域特性を踏まえた生活支援ニーズへの対応及び地域活
動の継続に係る調査研究事業」（令和2年度厚生労働省老
人保健健康増進等事業）の成果物である。
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はじめに
　年をとったら、だれもがぶつかる終末期
医療の問題。医療が発達したばかりに、自
分で人生の終わり方を考えなくてはならなく
なりました。だれでも最期は「ありがとう、
さようなら」の一言を家族に言って、安らか
に死んでいきたいと思っているのではないで
しょうか。しかし、現代の医療ではそれが
叶いません。何もわからず、しゃべることも
できないのに、寝たきりで、オムツをされて、
管から栄養を入れられ、何年間も生かされ
ます。痰の吸引は苦しいものです。手足が
縛られることもあります。人工呼吸器装着や
血液透析（人工腎臓）が行われることもあ
ります。人生の最期にそんな姿になるなんて、
だれが望んだでしょう？　事実、高齢者医
療の現場で働く者は、だれ一人として自分
にそのような最期を望みません。高齢者の
家族も同じです。自分にされたくないことを、
物言わぬ高齢者に行ってよいものでしょう
か。
　せっかく平和で良い時代に生きたのだか
ら、最期もよいものにしたいと思います。「終
わりよければすべてよし」という諺があるよ
うに、終わりは大切です。満足して人生を
終えるために、私たちは高齢者の終末期医
療のあり方を考える必要があります。

１.   日本の高齢者終末期医療の現状
　人は死が近くなると、食べたくも飲みたく

もなくなります。食べ物を飲み込む力も衰え
るので、食べるとむせるようになります。老
いて食べられなくなるのは自然なことです。
アメリカの有名な医学書の“ハリソン内科学”
には「死ぬから食べないのであり、食べな
いから死ぬのではない」と書かれています。
　しかし、日本の医療者と家族の多くは、命
には限りがあることを受け入れようとしませ
ん。死期が迫っている終末期であっても、
水分と栄養を補給し、命を長らえさせようと
します。高齢者は無理に食べ物が口に入れ
られ、むせて誤嚥性肺炎を起こし、苦しい
思いをします。そして、いよいよ食べられな
くなると、今度は人工栄養「点滴や経管栄
養（鼻チューブや胃ろうからの栄養）」が行
われます。その結果、いわゆる老人病院は
人工栄養で何年間も生かされ、何もわから
ない寝たきりの高齢者で占められています。
不快な人工栄養の管を抜こうとすると体が縛
られます。ある患者は、何年間も胃ろうから
栄養が行われ、手足の関節は曲がったまま伸
びません。もう何もわかりません。痰が詰ま
るために気管切開され、喀痰吸引や気管チ
ューブ交換の時は、体を震わせて苦しみま
す。その時私は、まるで患者を拷問してい
るような気持ちになりました。
　このような最期を本人が望んでいるはず
がありません。事実、10 ～ 90歳代の5,390人
を対象にした「高齢社会をよくする女性の
会」が行った調査（2013年）では、85％の

宮本　礼子
（江別すずらん病院　認知症疾患医療センター長）

高齢者の終末期医療は
どうあるべきか？
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人が自分の終末期には経管栄養による延命
を望んでいません。今の日本では、望まない
延命が行われています。これは倫理的に問
題ではないでしょうか。

２． 認知症の終末期
　年を取れば多くの人は認知症になります。

「老いて再び児に返る」という諺のように、
認知症は子供の発達過程を逆行するように
進行し、重度になると生活すべてに介助を
必要とします。家族の顔がわからなくなり、
失禁し、歩けなくなり、寝たきりになり、話
せなくなり、食べ物を飲み込むこともできな
くなり、最後は死に至ります。認知症が進む
と、自分はどうして欲しいかを言うことがで
きなくなります。そのため、認知症になる前、
あるいはその程度が軽いうちに、自分はどの
ように生きて、どのように死んでいきたいか
を家族に伝え、書き残す必要があります。

３． 欧米諸国の高齢者終末期医療
１）各国の状況
　2007年からスウェーデン、オーストラリア、
オーストリア、スペイン、アメリカ、オラン
ダの、6か国の高齢者の終末期医療の現場を
訪ねました。そのうちの5か国の様子を伝え
ます。
①スウェーデン（ストックホルム、2007年）
　高齢者介護施設を案内してくれたターク
マン医師は、「20年前は高齢者が食べなくな
ると点滴や経管栄養を行っていましたが、今
はもう行わず、食べるだけ、飲めるだけです。
そのようにすると、亡くなる数日前まで話す
ことができて、穏やかな最期を迎えることが
できます。私の父もそうでした。」と教えて
くれました。日本では、点滴や経管栄養を行
うことが当たり前だったので、点滴もしない
ことに驚くと、「ベッドの上で、点滴で生き
ている人生なんて、何の意味があるのです
か？」と聞かれ、答えに窮しました。日本と
違い、施設入所者は、訪問診療を受けてそ
の施設で亡くなります。終末期医療は、緩
和医療（心や身体の苦痛を和らげる医療）

だけを行います。そのため、処方する薬は
鎮痛剤・解熱剤・精神安定剤です。終末期
で行わない医療は、血圧・尿量の測定、抗
生剤・昇圧剤・利尿剤の処方、静脈注射、
経管栄養、血液透析、人工呼吸器装着です。
亡くなる人に対して血圧・尿量を測定して
も意味がなく、患者のそばにいるほうがよい
と考えます。

②オーストラリア（メルボルン、2008年）
　訪問した高齢者介護施設：「10年前は胃ろ
うの人がたくさんいましたが、今は一人もい
ません。入所者が終末期に食べなくなると、
点滴や経管栄養は行わず、食べるだけ飲む
だけで看取ります」。オーストラリア政府は、
生命を脅かす全ての疾患を対象に、緩和医
療を推進しています。老衰や認知症も対象
です。2006年に「高齢者介護施設における
緩和医療ガイドライン」を発表しました。そ
の一部を紹介します。
・ 食欲がなく、食事に興味をなくした入所者

に対しては無理に食事をさせてはいけな
い

・ 栄養状態改善のための積極的介入（点滴
や経管栄養）は、倫理的に問題がある

・ 脱水で死なせるのは悲惨と思い点滴を行
うが、緩和医療の専門家は経管栄養や点
滴は有害と考える

・ 最も大切なことは入所者の満足感であり、
最良の点滴をすることではない

（筆者訳）
　どれをとっても、日本の医療とは正反対の
ことを推奨しています。

③オーストリア（ウイーン、2009年）
　介護施設32か所の統括医師：「高齢者の終
末期には、点滴や経管栄養を行いません。
食べないことも入所者の権利です」。

④オランダ（アムステルダム、2012年）
　訪問した高齢者介護施設：「入所者が終末
期に食べなくなった時は、点滴や経管栄養
を行いません。食べるだけ飲むだけで看取
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ります」。その理由を聞くと、たった一言、「倫
理」という答えが返ってきました。

⑤ アメリカ（オレゴン州2011、18年、カリフ
ォルニア州2013、15年）

　高齢者介護施設では、入所者が終末期に
食べなくなると点滴や経管栄養を行わず、
食べるだけ飲むだけで看取ります。
　訪れた高齢者施設：「手袋がぼろぼろにな
ったら手を守ることができないように、（高
齢で）身体がぼろぼろになったら魂を守るこ
とはできない。うれしいとか楽しいとかわか
らなくなってしまっては、生きていても仕方
がない。家族も親が何もわからない状態で
生き続けることを望まない」。アメリカ人は
死生観がはっきりしていると思いました。驚
いたことに、この施設は会社の方針で、食
事の介助が禁止されていました。職員は入
所者の手にスプーンを持たせることはできて
も、食べ物を口に入れることはできません。
人は食べられなくなった時が寿命と考えて
いるようです。食事介助をしている別の施
設でも「決して無理に食べ物を口に入れな
い」ということでした。
　アメリカでは、終末期医療に本人の意思
を反映させるために、「リビング・ウイル」
や「アドバンス・ディレクティブ（事前指示
書）」や 「ポルスト（生命維持治療のための
医師指示書）」が使われています。いずれも
法的効力があります。
〇 リビング・ウイル：終末期に受ける医療に

ついて、前もって自分の希望を書いておく
文書。

〇 アドバンス・ディレクティブ：リビング・
ウイルに医療代理人（本人の意思を代弁
してくれる人）の氏名・署名が加わった文
書。

〇 ポルスト（生命維持治療のための医師指
示書)：対象は病気や加齢のために１年以
内に亡くなることが予想される患者。終末
期医療について医師と患者が事前に話し
合い、その合意事項を医師が医療機関に
指示する文書。患者に判断能力がない場

合は医師と代理人が決定する。
　健康な時から作成できるリビング・ウイル
やアドバンス・ディレクティブと死期が近い
時に作成するポルストは相補関係にあり、前
２者のうち１つとポルストを持つことが推奨
されています。

２）�欧米諸国では終末期の水分・栄養補給
をどう考えるか？

　日本では、たとえ終末期の高齢者であっ
ても、脱水や低栄養は悪いと言われます。
しかしスウェーデンを訪れた際、それはむし
ろ良いことであると、前述の医師から教わり
ました。脱水になることで、嘔吐、痰、むく
みが減り、呼吸が楽になります。また、脱水
や飢餓になることで、脳内麻薬であるエンド
ルフィンやケトン体が血中に増加し、苦しさ
が感じにくくなります。つまり、枯れるよう
に死んでいけば穏やかに死ぬことができま
す。終末期に点滴や経管栄養を行うと、こ
の恩恵が受けられません。欧米豪では人工
栄養を行わない、食べるだけ飲むだけの自
然死が当然のように受け入れられています。
しかし我が国では、自然死の良さはまだ知ら
れておらず、広く受け入れられていません。

３）�欧米諸国で終末期に点滴や経管栄養を
行わない理由

①本人の意思尊重（延命を望まない）②自然
死のもたらす穏やかさ ③倫理（尊厳を保つ）
④医療費増大の抑制　が考えられます。

４． 眠るようになくなった自然死の例
　これは、人工栄養を行わずに穏やかに亡
くなった認知症患者の例ですが、私の反省
例でもあります。
　入院中の84歳レビー小体型認知症の女性
は、病気が進行して食事にむせるようになり
少量しか食べられなくなったので、息子さん
は胃ろうからの栄養を望みました。本人は片
言しか話せないので、希望を聞いてもわか
らないだろうと思い、私は何も説明しません
でした。しかし、胃ろう造設で転院する当日、
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さすがに何も説明しないで転院させることに
気が引けたので、搬送するストレッチャーの
上で胃ろう造設の話をしました。すると驚く
ことに、本人は「私、行きたくないです。こ
こで、ごはんちゃんと食べます。歳だから、
もうそんなことはしたくないです」とはっき
り言いました。息子さんも私たちも、本人が
話を理解できるとは思っていなかったので、
びっくり。結局、息子さんはお母さんの気持
ちを尊重し、経管栄養や点滴をせずに、食
べるだけ飲むだけにすることを希望しまし
た。その後7 ヶ月間、食事を1/3ほど食べて、
誤嚥性肺炎も起こさず、穏やかに過ごしま
した。亡くなる９日前から数口しか食べなく
なり、５日前から意識がなくなりました。そ
して眠るように亡くなりました。
　このような点滴や経管栄養を行わない看
取りを行っていると、当院の看護師は「どの
人も死に向かって穏やかになっていった。こ
んなに穏やかな死は見たことがない。点滴な
ど何もしないで、穏やかに看取ってあげるの
も私たちの仕事と思えるようになった」と言
います。この例だけでなく、点滴や経管栄養
を行わずに自然死で看取っている欧米豪や
日本の施設では、「皆さん穏やかに死を迎え
ます」と言います。

　このように、人間は枯れるように死んでい
けば、楽に死ぬことができます。最期は食べ
るだけ、飲めるだけ、というのは、半世紀前
の日本では普通に行われていたことです。日
本では忘れ去られたことが、いま世界の常
識になっています。これはとても皮肉なこと
です。
　アイヌ文化研究者でご自身もアイヌ民族
である萱野茂氏は、「朽ち木が音も無く倒れ
る。これがアイヌにとって理想の死に方」と
言います。

5.  なぜ、我が国では望まない延命が行われ
るのか？

　わが国では、多くの人が延命を望まない

にも拘らず、延命が当たり前のように行われ
ています。その理由は、①延命至上主義。
どんな姿でも生きているだけでいいという、
命の質よりも長さを重視する人が多くいま
す。医学教育も患者を１分１秒でも長く生か
すことを教えてきました。②本人の意思不明。
日本人は死を忌み嫌いタブー視するきらい
があります。そのため、どのように死を迎え
たいかを家族に伝えていない人が多いです。
③本人の意思軽視。家族や医師の意向で終
末期医療が決まることが多いです。④法的
責任追及の恐れ。医師は延命しないことで、
家族から訴えられることを恐れます。⑤社会
制度の問題。病院は経営上の理由で延命す
ることがあります。一方家族も、本人の年金
を得ようとして延命を希望することがありま
す。⑥終末期判断の難しさ。例えば、回復
を期待して行った鼻チューブからの栄養が、
回復しないために延命になってしまうことが
あります。

６． リビング・ウイルを書いてから ACP（人
生会議）に臨もう！

　確かに、今日のように、延命措置で何年
間も生き続けたり、濃厚医療で苦しんで死ん
だりする責任は医療側にもあります。しかし、
国民一人ひとりが、自分はどのように生きて
どのように死を迎えたいかを考え、それを周
囲に伝えておかないことには、この問題は解
決しません。命の危険が迫った状態になる
と、多くの人は自分の希望する医療を言えな
くなります。そのため、予め判断能力がある
うちに、リビング・ウイルを書いておくこと
が必要です。例えば、血液透析、人工呼吸
器装着、経管栄養、中心静脈栄養などにつ
いてです。若い時、健康な時から書くことが
できます。自分で書くため周囲に遠慮する必
要がありません。そして、その内容を家族等
に伝えておく必要があります。
　一方、厚生労働省はアドバンス・ケア・プ
ランニング（ACP）を勧めています。愛称
は人生会議です。リビング・ウイルとの違い
は、ACPの対象は医療や介護を受けている
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人であり、医療・ケアチーム（医師、看護師、
その他の医療・介護従事者）の主導で、患
者と家族等と、病院や介護の現場で、終末
期医療について話し合いが行われることで
す。医療や介護の専門家から有益な情報を
得られるという利点がありますが、本人と家
族と医療・ケアチームの合意を必要としま
す。さらに医学的な妥当性と適切性が必要
とされます。そのため、強い意志がなければ、
家族や医療・ケアチームが勧める、自分の
意に沿わない終末期医療を受けさせられる
可能性があります。
　自分が望む最期を迎えるためには、まずリ
ビング・ウイルを書き、それを家族等に伝え
ておきましょう。そして、将来ACPが行わ
れるときに、そのリビング・ウイルを医療・
ケアチームに提示してください。そうすれば、
自分の希望がより明確に医療・ケアチーム
に伝わります。人生は自分のものであり、人
生最後の医療は自分で決めるべきです。

おわりに
　医療は、患者に精神的・肉体的苦痛を与
えるものであってはなりません。特に高齢者
の終末期医療は、患者が穏やかに最期を迎
える医療であるべきです。
　最後に私の患者が自分の娘に言った言葉
を紹介します。
　「延命はしないでちょうだい。もし迷った
ら、あなたがして欲しくないことは、私にも
しないで！」
　これはまさに、高齢者の終末期医療を行
う上で、家族と医療者に求められているもの
ではないでしょうか。

参考図書：
１）  宮本顕二、宮本礼子：欧米に寝たきり老人はいない

（増補版）. 中央公論新社, 2021
２）  宮本礼子、武田純子：認知症を堂々と生きる― 終末

期医療・介護の現場から―.中央公論新社, 2018
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報 告

研 究 員
正社員、非正社員の厚生年金加入期間などの
比較からみる今後の課題
「『人生100年時代』長寿社会における新たな生き方・暮らし方に関する調査
研究報告書」アンケートより

　厚労省の2016年度公的年金等加入状況調査1によれ
ば、20 ～ 59歳の者の老後の生活設計（複数回答、３
つまで）をみると、公的年金加入者では、老後を過ご
すための収入として「公的年金」を挙げている者の割
合が最も高く、第２号被保険者では85.5％にのぼる。
ここでは、公的年金に対する期待は極めて高い。しか
し一方、連合総研が実施した第39回勤労者短観2にお
ける「各社会保障制度への信頼度」では、回答した8
割弱が年金制度を「信頼できない」としている。２つ
の調査をみると年金制度に対する期待が高い一方で、
不信感や不安感が同居しているとも言える。
　こうした中、連合総研は、2021年1月に「『人生100
年時代』長寿社会における新たな生き方・暮らし方に
関する調査研究報告書」を公表し、「労働者が持つ『こ
れまで』と『将来（70歳超の高齢期）の生活リスクに
対する不安を『生活全般に関わる全分野』から総合的
に明らかにする」ことを目指し、インターネット調査を
実施した。その分析の全体像は、調査報告書を参照
いただきたいが、ここでは、インターネットによる本調
査から、更に正社員と非正社員の公的年金の加入状況
を比較し、その差が老後生活にどのような影響を与え
ているのか考察していきたい。なお、比較方法は、40

代正社員と40代非正社員の被保険者期間、就労期間、
所得を比較した。

1.　老齢厚生年金の給付水準について
　老齢厚生年金の給付水準は、マクロとしては、物価
上昇率や賃金上昇率、マクロ経済スライドによる給付
水準の調整に左右される。そして、個 人々の被保険者
の給付水準はそれに加えて、定額部分については被保
険者期間の月数、報酬比例部分は被保険者期間の月
数と平均標準報酬額に係数をかけ合わせた計算式で
算出される。このことから、現役時代の賃金や厚生年
金の被保険者期間が、老齢厚生年金の給付水準に直
結し、老後の生活の大きなポイントとなる。

2.　厚生年金被保険者期間の比較
　厚労省の2019年度公的年金財政状況報告3によれ
ば、老齢・退年相当の平均年金月額（共済組合等の
職域加算部分を除く）をみると、厚生年金・男性は
164,770円、女性は10,3159円となっている（図1）。た
だしこれはあくまで平均であり、男性は、16 ～ 20万
円にピークがあり、女性は8 ～ 11万円にピークがある。
女性の給付水準が低いのは、現役時代の標準報酬額

連合総研副所長　平川則男

表 1　共済組合等の職域加算部分を除いた老齢・退年相当の平均年金月額（推計）
2019 年度末

注 1�　国共済、地共済及び私学共済の退年相当の退職共済年金の職域加算部分を除いた年金額は推計値である。
注 2　�国共済、地共済及び私学共済は、退年相当の退職共済年金の受給権者と老齢相当の老齢厚生年金公的年金の

受給権者の平均である。
公的年金財政状況報告（2019 年度）2021年 6月 28日　社会保障審議会年金数理部会
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や被保険者期間を反映しており、女性の就労期間が男
性に比較して極端に短い世代が給付を受けていること
が原因である。この格差については徐々に圧縮しつつ
あると考えられるが、男女とも、現役時代の雇用形態
の差が給付水準の差として固定される懸念がある。
　そこで、本調査で、40代の正社員・非正社員の被保
険者期間を比較してみたのが、図1、図2である。
　正社員と比較して非正社員は明らかに加入期間のば

らつきがある。40 ～ 44歳の正社員の被保険者期間を
みると15年以上が78.7%を占めている。一方、非正社
員は、33.3％に止まっている上に、4年以下は36.7%に
ものぼっている。更に被保険者期間が長くなると思われ
る、45 ～ 49歳の非正社員の被保険者期間をみても4年
以下は29.4%にのぼっている。正社員であっても、加入
期間が短い人も一定程度存在するものの、正社員と非正
社員の被保険者期間の差が顕著であることがわかる。

図１　40 ～ 44 歳正社員・非正社員の被用者保険加入期間別の割合

連合総研「『人生100 年時代』長寿社会における新たな生き方・�暮らし方に関する調査研究委員会」
アンケート（2020 年 1月実施）より平川作成

図２　45 ～ 49 歳正社員・非正社員の被用者保険加入期間別の割合

連合総研「『人生100 年時代』長寿社会における新たな生き方・�暮らし方に関する調査研究委員会」
アンケート（2020 年 1月実施）より平川作成
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　続いて、働いていた期間と厚生年金の被保険者の期
間を、正社員と非正社員の比較を行なった（図3、図4）。
その結果、正社員では、働いていた期間と厚生年金の
被保険者の期間の差が4年以下が多くを占める一方、
非正社員については、10年以上差がある方が、40歳
～ 44歳の年齢層で40%、45歳～ 49歳では66%にも達
している。中には、働いていた期間と厚生年金の被保
険者期間に20年以上の差がみられる非正社員も存在し
ている。
　この調査は、非正社員で未婚の方を対象としており、
未適用事業所で働いているか、もしくは適用事業所で
あっても厚生年金の被保険者となっていない（適用の
がれをしている事業所で働いている）方が多いと考え

られる。今後の、制度改革と年金機構の未適用事業
所への適用の取り組み強化が求められる。

3.　所得について
　老齢厚生年金の給付水準のもう一つの要素である
標準報酬額の基礎となる所得について、正社員と非正
社員について比較した（図5、図6）。正社員については、
40 ～ 44歳は300万円から500万円が大きな山を形成し
ており、45歳～ 49歳はその山が右側にシフトし、所得
の上昇が見てとれる。一方、非正社員は、100万円か
ら300万円に山があり、40 ～ 44歳と45 ～ 49歳と比較
して大きな変化が見られないことがわかる。
　このことから、非正社員は、標準報酬額においても

図３　40 ～ 44 歳正社員・非正社員の働いた期間と被用者保険加入期間の差の割合

連合総研「『人生100 年時代』長寿社会における新たな生き方・�暮らし方に関する調査研究委員会」
アンケート（2020 年 1月実施）より平川作成

図４　45 ～ 49 歳正社員・非正社員の働いた期間と被用者保険加入期間の差の割合

連合総研「『人生100 年時代』長寿社会における新たな生き方・�暮らし方に関する調査研究委員会」
アンケート（2020 年 1月実施）より平川作成
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正社員、非正社員の厚生年金加入期間などの比較からみる今後の課題

正社員と大きな差があり、かつ年齢が上昇しても所得
に大きな変化がみられないことがわかる。この格差は、
標準報酬額の差による老齢厚生年金の給付水準の差
に止まらず、現役時代の生活の差はもちろんのこと、
老後に向けた資産形成の格差にもつながっていくと考
えられる。

4.　 研究調査報告書で分析された正社員と非正
社員の将来不安の差

　本研究調査報告書においては、千葉経済大学・藤
波美帆教授が40歳代の正社員と非正社員の比較を行
い、「他の世代よりも多くのリスクを抱えている就職氷
河期世代について、正社員と比べると非正社員はより

深刻であることが明らかになった」と小括している。
個別の分析の中でも、個別リスク項目における深刻度
指数みると、「老後の資金の準備不足」「公的年金の
受け取り額」、「将来の賃金の額」に高い不安度がみ
られている。また、上智大学・丸山桂教授は、厚生年
金の加入状況について、「厚生年金加入期間比率（就
労期間のうち、厚生年金に加入していた期間の割合）
を比較した結果」、「正社員期間比率も厚生年金加入
期間比率も、男性の方が女性よりも高い」ことを指摘
している。更に、非正社員について「厚生年金加入期
間比率が正社員期間比率よりも高い」ことを指摘し、
社会保険の適用拡大の影響もある可能性を示唆してい
る。

図５　40 ～ 44 歳正社員・非正社員前年度年収の分布

連合総研「『人生100 年時代』長寿社会における新たな生き方・�暮らし方に関する調査研究委員会」
アンケート（2020 年 1月実施）より平川作成

図６　45 ～ 49 歳正社員・非正社員前年度年収の分布

連合総研「『人生100 年時代』長寿社会における新たな生き方・�暮らし方に関する調査研究委員会」
アンケート（2020 年 1月実施）より平川作成

―  27  ―



DIO 2021, 9

5.　 新型コロナウイルス感染拡大による格差拡
大の兆候

　新型コロナウイルス感染拡大により、日本をはじめ
世界の経済・雇用状況が悪化した。特に、雇用につ
いては、非正社員層に大きな打撃を与えたと言われて
いる。本調査は、2020年1月に実施されたため、この
影響が本調査結果には表れていないと思われる。そ
こで、連合総研が2021年4月に実施した、第41回勤労
者短観の調査結果をみると、1年前と比較した預金等
が減ったと回答、もしくは蓄えが無いと回答した割合
は、男女正社員は28%前後であったが、非正社員は男
女とも46%にのぼっている。また、過去1年間の世帯収
支が赤字の割合では、主生計支持者のうち、非正社
員は50%弱となり、前年の40%弱に比べても大幅に増
え、厳しい傾向が窺える。

6.　まとめ
　2020年5月、国会において年金制度改革案4が可決
成立した。その最大の課題の一つが、短時間労働者
の被用者保険の適用拡大であった。しかし、どうした
ことか、本来撤廃するのが当然である企業規模要件・
従業員501人以上を、段階的に企業規模従業員50人規
模までに圧縮するとは言え、存続することとなった。
また、非適用事業所の解消も弁護士などの士業に止ま
り、宿泊・飲食・理容美容などの個人事業所は5人以
上使用していても強制適用となっていない。
　厚生年金は本来、すべての労働者を対象とすべきこ
とが原則で、同じ労働をしているにもかかわらず、企
業規模や労働時間、事業所の種別などで、厚生年金
が強制加入とならないのは、社会保険制度の「皆年金」
制度の性格からして大きな問題である。
　それは、これまでも述べてきたように、働く者にとっ
て老齢厚生年金の支給水準の差としてあらわれ、老後
の生活保障に大きな支障が出る場合もある。
　次期年金制度改革は、定期的な財政検証（次期検
証は2024年）の日程からすると2025年とされている。
本調査では、就職氷河期世代である40代非正社員の
状況が厳しいことが明らかとなっているが、単に厳し
い状況を嘆くだけではなく、厚生年金に移行できる仕
組みや体制が整えば、将来の年金の給付水準は一定
程度改善される。新型コロナウイルス感染拡大により、
非正社員の状況が更に厳しくなっていることも考える
と、早急な年金改革議論が求められている。
　また、適用逃れの事業所への対策である。日本年
金機構は、国税源泉徴収義務者情報により、効果的
に未適用事業所（厚生年金適用逃れなどをしている事

業所）を把握し対策をした結果、約250万人が新たに
厚生年金に加入した。しかし、厚労省によると、現制
度下でも、156万人が厚生年金に適用されていないと
の推計があるように、適用促進対策はますます重要に
なっている。

 1　2018 年５月　厚生労働省年金局
 2　 2020 年 6 月　公益財団法人 連合総合生活開発研究所
 3　2021 年 6 月 28 日　社会保障審議会年金数理部会
 4　 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法

律案（2020 年 3 月 3 日提出）
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　DIO9月号の特集企画は、「超高齢社会を自分らしく生
き切るために ～最期まで安心・納得できる暮らしに向け
て～」とし、人生100年時代を迎え、高齢者の暮らしにつ
いて有識者からご執筆をいただいたところであり、加えて、
研究員報告や書評についても関連するテーマに沿ったもの
にさせていただいた。
　そこで、「九段南だより」でも、今春の通常国会で論議と
なった、高齢者医療費の窓口負担問題について考察してみ
たい。

1. 高齢者医療費の窓口負担無料化の背景
　高齢者の医療費窓口負担については、1973年に全国で
老人医療費の無料化を実施したことが始まりとされる（地
方自治体では、国に先行して革新自治体を中心に地方単独
事業で実施するところがあった）。しかし、この政策は、
日本の医療政策の最大の失敗となり、その後、数十年にわ
たり、医療保険制度を苦しめることとなる。その失敗とは、
過剰受診・過剰診療である。過剰診療とは、医療費自己負
担が無料となったため、高齢者が頻回に受診し、病院が高
齢者のサロンになったとも揶揄された状況のことである。
　この老人医療費無料化のきっかけは、秋田県沢内村の取
り組みだったが、村内に低所得高齢者が多いため、「生命
尊重行政」として医療費の無料化を進めたことにある。同
時に重要な取り組みが行われ、保健婦による保健指導を強
化し、健康増進と病院への頻回受診を抑制し、結果として、
村民の医療費の削減につながった。しかし全国に広がった
のは、無償化という政策のみであり、「負担軽減」という名
の政策は、医療のモラルハザードを招き、結果として医療
費の高騰を招いた。
　ただし当時は、年金制度が十分成熟化しておらず、高齢
者の所得が低いことから、様々な形で、「負担軽減」を進め
る必要があり、「福祉政策」として、無料化が進められた面
もあることに留意しなければならない。
※ 1970年の平均寿命は69.84歳。高齢化率7%。1969（昭和44）

年改正において、「２万円 年金」が実現されたばかり。

2. 社会保険としての医療保険の特性
　このような窓口負担無料の政策の他、医療保険制度の基
本的仕組みには、再分配機能がある。
　医療保険は社会保険であることから、負担と給付の牽連
性が強く、給付を受けるためには、保険料負担の要件が明
確となっている。また皆保険であるので、例えば、医療保
険は病気のリスクが高い人も低い人も、強制的に保険に加
入させている。
　ただし、同じ強制加入の社会保険である年金とは違う再
分配機能を有している。厚生年金の報酬比例部分は、保険
料額にやや比例して給付が増える仕組みとなっているが、
医療保険については、先進医療や患者申し出療養制度を除
き、保険料の支払いの多寡にかかわらず、現物給付（実際
の医療行為や薬剤など）についてはその水準には差がない。

例えば、東京の協会けんぽの保険料は、事業主負担も含め
た金額で、下限・月額5,724円（標準報酬月額63,000円）
から上限・137,193円（標準報酬月額1,355,000円）の
差があるが、医療給付水準に差は設けられていない1。
　更に、保険料負担の差の他に、給付においても、「所得
再分配」機能の仕組みがある。高額療養費制度については、
所得による負担上限の差が設けられ、病気のリスクが高い
人の多くが該当している。

3. 高齢者という切り口の負担軽減
　このように、様々な再分配機能の仕組みがあるが、高齢
者だけを対象とした制度に合理性があるのか、ということ
である。そこで、高齢者の所得の時代変化について考える
と、現在、年金制度が成熟化し、かつてのように高齢者全
体が低所得者と言えない状況にある。国民生活基礎調査に
よると、75歳以上の個人収入の階層分布をみると、200
万円以上の収入がある方が32%となっている。一方、年
齢階層別で25歳から29歳の平均収入は、222,3万円で
ある。これらは、税控除前の数字であり、公的年金等控除
が有利なことを勘案すると、高齢者を一律に、低所得者と
して位置づけることは難しいとも言える。
　ただし、高齢者は、医療・介護のリスクが高く、結果と
して負担する医療費が生活費の中で占める割合が高くなる
ことも確かである。しかし、医療リスクの高い方に対して
は、前述した高額療養費制度が存在し、更にそこにも高齢
者の負担軽減の仕組みがあることも考えるべきである。

4. まとめ
　一括りに高齢者といっても、健康状態、収入や資産、年
金の状況、住んでいる地域の社会資源など様々な格差があ
る。このことから、医療費自己負担問題を考えるとき、高
齢者を一括りにしての政策を考えるのはいささか乱暴な時
代に入っているとも言えるのである。

　さて、連合総研では、9月の年度末に向けて、６つほど
の研究委員会において、調査報告書の執筆が大詰めを迎え
ている。調査研究委員会においても、とりまとめに向けて、
率直な意見も飛び交うこともある。調査研究委員会の先生
方の熱心な姿勢に、深く感謝申し上げたい。
　また、研究員の異動についてだが、7月1日付けで、情
報労連より松岡康司主任研究員が着任した。更に、8月
31日をもって、岡本直樹主任研究員が内閣府に帰任し、
9月1日付けで、内閣府より野澤郁代主任研究員が着任し
た。皆さんのご支援をお願いしたい。

高齢者の生活の変化と医療費窓口負担の議論

九 段 南 だ よ り

九 段 南 だ よ り

連合総研　副所長　平川　則男

1  野党案では、高所得者の保険料負担上限を引き上げ、それを財源として、窓
口負担の引き上げはしないという提案もあった。これは、一つの考え方とし
てはあり得るが、その場合、医療保険の制度の負担と給付の関係から納得性
が得られるのか、という課題もある。
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結果、家計金融資産の増加額も鈍いこ
とが示されており、ここに金融につい
て考える必要性が見いだせるとされて
いる。
　しかし、「金融」という言葉が入ると、
日本に住む多くの方々は抵抗感を示す
と思われる。そこで、本著は、そんな
不安を打ち消してくれるのであろう
か。いや実は、不安を打ち消してくれ
るという訳ではない。内容は、確実に
資産を増やすというノウハウを提示す
るものでもなく、積極的に投資信託を
推奨するものでもないからである。代
わりに、不確実な将来に向けて、人生
という長い時間軸(とりわけ人生100
年という長寿のリスクの存在)を通じ
て、自分の資産形成の必要とその活用
の必要が明快に解説されている。読ん
でみれば、これまで私的分野とされて
きた個人の資産形成が、社会的な問題
として考えていくべき課題である、と
いうことが発見できると思う。
　そして、資産形成の他にも老後に向
けた将来不安がある。資産の管理であ
る。高齢者を対象とした詐欺事件も多
発する中、この問題に関する社会の関
心は高い。しかし、財産管理の手法と
して、成年後見制度が最も知られた対
応策ではあるが、敷居が高いこともあ
り、十分広まっているとは言えず、多
様な財産保護の仕組みが必要とされて
いる。そこで本著では、信託制度につ
いて解説がされ、判断力が低下して自
分で財産管理ができない場合に活用で
きる「民事信託」の解説がされている
に止まらず、信託の更なる可能性につ
いて言及されているところが興味深
い。
　また、本著では、認知能力の低下に
関して、加齢とともに意思決定に揺ら
ぎが生じ、投資に対する自信過剰傾向
が生じるなど、合理的な選択から乖離

した意思決定が行われやすいことを指
摘し、「自分自身を知る」ということ
とともに、金融機関のサポートの重要
性を指摘している。実はこれに関連し
て、「2000万円問題」で注目された、
2019年の金融審議会市場ワーキン
グ・グループ報告書においても、金融
機関は、高齢者に対して「リスクが高
い複雑な商品の提供は厳しく抑制する
一方で、リスクが低い簡素な商品につ
いては説明内容を軽減し、商品のリス
クや複雑さに応じてメリハリをつける
などの対応が望まれる」との言及もさ
れているところである。加えて、本著
では、フィンテックが情報と金融の融
合による可能性に加えて、認知機能が
低下した高齢者への生活支援につなが
る可能性について言及されている。確
かに、「現金」は、高齢者にとって使
い勝手は良いが、実際には家計簿でも
つけない限り、財産管理しづらいもの
である。フィンテックは、家計の自己
管理の可能性を広げていくこともある
のではないかと考えられる。
　次に、本著では、金融リテラシーの
大切さが強調されている。
　連合総研では、2021年1月に、「『人
生100年時代』長寿社会における新
たな生き方・暮らし方に関する調査研
究報告書」を公表しているが、執筆者
の一人である、丸山桂先生(上智大学
教授)は私的年金である企業年金の課
題について、DCの「資産選択が個人
の金融リテラシーの力量に委ねられる
部分が大きすぎる」と指摘し「金融リ
テラシーの形成や投資相談の支援」が
重要と提言している。この指摘は、
DCに限らず、他の資産運用にも通じ
るものがあり、金融の仕組みを理解す
ることは、高齢期の豊かな生活の可能
性を広げることが考えられる。

月号の連合総研レポートDIOの
特集は、「超高齢社会を自分ら

しく生き切るために」というテーマと
させていただいた。そこで、このテー
マに相応しい本を今月号の書評として
取り上げた。
　さて、老後生活の最大の懸念は、「お
金」である。特に、少子高齢化が進み、
家族の単位が小さくなるにつれ、高齢
者の生活の糧は、世帯内の支えあいか
ら、公的年金制度による世代間の支え
あいへシフトしつつある。しかし、少
子化による労働力人口の減少や低い経
済成長は、公的年金制度の運営の幅を
制限し、マクロ経済スライドによる長
期的な給付水準に大きな影響を与えて
いる。加えて、一部マスコミによる言
われなき年金制度に対する誤った報道
が輪をかけ、将来に対する不安感を増
幅させている。
　そこで、豊かな老後へ向けた手段と
して、資産形成の重要性が増してくる
が、本著においては、資産形成におけ
る日本と米国・ユーロエリアの比較が
紹介され、日本は現金・預金や保険の
割合が高いことが示されている。その

平
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則
男
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合
総
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長

駒村康平（編著）
新泉社
定価2,800円（税別）

『みんなの金融』

−良い人生と善い社会のための金融論

今

最近の書棚から



今月のデータ
地域別の不安感は、年収格差だけでは左右されない

国土交通省、都道府県別の経済的豊かさ（可処分所得と基礎支出）について
　連合総研セミナー、「『人生100年時代』長寿社会における新たな生き方・暮らし方に関する調査研究」報告会において、アンケート調査に

おける老後生活の不安度と地域間格差についての質問が出された。報告書では、「ブロック別に、年収格差があるものの、地域間に老後資金の

準備不足に対する不安感に大きな差がみられない」との結論を出している。その不安感を相殺する要素の一つとして、アンケート項目の中から、

借入金残高に注目し、「調査結果では、関東の借入金残高が特に高く、その他、中国を除いて比較的年収が高いブロックに500万円以上残高を

抱える方が多い。500万円以上となると住宅ローンなども十分考えられる。これは一例に過ぎないが、老後資金の不安に対する地域間格差は、

地域の物価水準や生活様式、持ち家かどうか、その他の生活環境など、様々な要因があると思われる」と報告している。

　そんな中、2021年１月29日、国土交通省は、「企業等の東京一極集中に関する懇談会」のとりまとめにおいて、「都道府県別の経済的豊か

さ(可処分所得と基礎支出)」を公表した（図1）。これは、総務省の「全国消費実態調査（H26）」の調査票情報の提供を受け、国土交通省国土

政策局が独自に作成・加工した統計となっている。

　その調査結果であるが、

・�東京都の可処分所得は全世帯平均では全国３位だが、中央世帯の平均は12位。

・一方で中央世帯の食・住関連などの基礎支出は最も高いため、可処分所得と基礎支出との差額は42位。

・更に費用換算した都道府県別の通勤時間を差し引くと、東京都が最下位（後述）。

　⇒�東京都の中間層の世帯は、他地域に比べ経済的に豊かであるとは言えない。

　と結論づけている。

　同時に、公表資料では、都道府県別の通勤時間の所定内給与で費用換算したグラフも示されている1。その換算された費用は、全国平均では

25,295円となっているが、全国的には、2万円前後の道県が多く、大阪では4万円程度、東京・神奈川では6万円近くにのぼっている。このグ

ラフで示されている換算された費用が多くかかるということは通勤距離も長く、人によって受け止めは異なるものの、それによる時間的な「損

失」も生まれることとなる。

　�「『人生100年時代』長寿社会における新たな生き方・暮らし方に関する調査研究」報告書で記された、「様々な要因」として、このデータも

参考になるものと思われる。

図１　都道府県別の経済的豊かさ（可処分所得と基礎支出）

DIO 2021, 9

1��「平成30年住宅土地統計の通勤時間」、「令和元年毎月勤労統計地方調査における一ヶ月当たり出勤日数」及び「令和元年賃金構造基本統計における一時
間当たり所定内給与」の積。（所定内給与は居住都道府県における数値を適用）
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　クールビスの浸透で夏にネクタイ
姿の通勤者を見かけることは本当に
少なくなった。そして、涼しくなる
とクールビスが終わりビシッとネク
タイ姿のビジネスマンが増えて秋を
感じたものだった。しかし、最近で
はカジュアルな職場が増えて、スー
ツにネクタイという典型的なビジネ
スファッションの姿は実に少なくな
った。自由で快適な服装での職場環
境は働く者にとって重要なことだが、
公私の区別がないようなだらしない
姿もいかがなものかと、思ってしま
う。だらしないと思うこと自体が、
古い価値観に囚われていると理解は
しているが、変化している新たなビ
ジネスシーンで、カッコいいと思わ
れるファッションはまだ確立された
とは言えないと思う。コロナ禍の影

響で在宅勤務が増え、ファッション
関連の売上は本当に厳しい状況とな
っており、様々な方向性を模索して
いる。しかし、ファッションも社会
とつながり、自分を表現する重要な
ツールである。
　今回の特集の背景にある超高齢社
会では、働き方や生き方も変化させ
つつ、長い人生を社会とのつながり
を保ち、充実させて生きていくこと
が求められているのだと思う。まさ
しく、良く死ぬことは良く生きるこ
とである。自分を表現するツールの
一つであるファッションについても
新たな波が来ることを望み、様々な
場面で、カッコよく洋服を着こなす
高齢者が生き生きと街を闊歩してい
く社会となることを願う。

（紅葉狩）
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【7月の主な行事】
 7 月 7 日 所内・研究部門会議

 8 日 第 7 回「良い会社」であることの情報開示と労働者の立場からの

責任投資原則促進に関する調査研究委員会

（主査 : 水口 剛　高崎経済大学学長）

 16 日 第 16 回持続可能な発展に向けた事業承継をはじめとする

中小企業の発展と労働者の労働条件向上に関する調査研究委員会

（主査 : 黒瀬　直宏　特定非営利活動法人アジア中小企業協力機構理事長）

 19 日 第 5 回 with/after コロナの雇用・生活のセーフティーネットに関する

調査研究委員会

（主査 : 玄田　有史  東京大学社会科学研究所教授）

 20 日 第 15 回今後の労働時間法制のあり方を考える調査研究委員会

（主査 : 毛塚　勝利　労働法学研究者）

 21 日 所内会議・研究部門

 28 日 所内勉強会

 28 日 第 10 回労働力人口減少下における持続可能な経済社会と

働き方（公正分配と多様性）に関する調査研究調査研究委員会

（主査 : 藤村　博之　法政大学教授）

 29 日 第 6 回地域コミュニティの一翼を担う労働者自主福祉運動の

人材育成等に関する調査研究

（主査 : 中村　圭介　法政大学大学院連帯社会インスティテュート教授）

 29 日 政策研究委員会
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［職員の異動］

＜退任＞　
岡本　直樹（おかもと　なおき）　主任研究員　
9月1日付退任

〔ご挨拶〕2019年7月から2年2ヵ月、貴重な機会をいただ
くことができました。
　これまで、労働組合の方々とは、ほとんどお付き合いをし
たことがありませんでしたので、違った視点・考え方を知る
ことができました。
　出向中は、プライベートの面でも、両親が相次いで亡くな
り、非常に辛い時期でしたが、連合総研の皆様のご配慮・励
ましもあり、業務をこなすことができました。本当にお世話
になりました。

＜着任＞　
松岡　康司（まつおか　こうじ）　主任研究員　
８月１日付着任

〔ご挨拶〕８月１日付で情報労連より着任いたしました。こ
れまでは、労働組合における産別政策や組織拡大などの取り
組みに携わる中で、連合総研の発信する研究成果を活用させ
て頂きました。これからは、研究員として、労働組合の活動
や働く仲間を支援していけるよう努めてまいりますので、ど
うぞよろしくお願いします。
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