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１. はじめに
　今、わが国は超高齢社会に直面し、同時に
人口減少と世帯規模の縮小も続いている。
2020（令和2）年に実施された国勢調査によ
ると、人口は１億2614万6千人で、2015年と
比べ、0.7％減に、逆に一般世帯数は5570万5
千世帯で増加傾向にある。この結果、１世帯
当たり人員は2.21人と、2015年（2.33人）か
らさらに減少している。そして、総人口に占
める65歳以上人口の割合は26.6％から28.6％
に上昇している。
　こうした中、平成30年2月16日に閣議決定
された高齢社会対策大綱では、三つの基本的
考え方の一つに「地域における生活基盤の整
備」を掲げ、その「生活環境」分野の基本的
施策として、豊かで安定した住生活の確保、
高齢社会に適したまちづくりの総合的推進等
を位置づけている。
　これまでの高齢者を対象とした住宅政策

（以下、高齢者住宅政策）をみると、高齢者
人口の割合が10％程度であった1980年代半ば
から本格的な取組みが始まった。まず、地方
自治体が主となったシルバーハウジング・プ
ロジェクトに代表される高齢者住宅のモデル
提示から始まり、長寿社会に対応した設計指
針によるバリアフリーの普及や民間による各
種高齢者住宅供給支援、その情報提供等に
よる住宅市場環境整備へと、高齢化の進展に
歩調をあわせ、量の拡大に重点を置きつつ、

大きく変化してきた。2010年代になり、国土
交通省成長戦略（2010年）にも位置づけられ
る「サービス付き高齢者向け住宅」や有料老
人ホーム等の「高齢者向け住宅」の高齢者人
口に対する割合が、住生活基本計画の成果
指標（高齢者人口の4％：R12年目標）に加
えられている。
　今後、団塊の世代が後期高齢者となる2025
年を一つの分岐点とし、さらに、高齢者の絶
対数がピークを迎え、現役世代（担い手）が
急減すると推計される2040年頃に向けた議論
も始まっている。
　こうした推移を踏まえ、本格的な超高齢社
会において、今後の社会経済の変化を推測し
つつ、高齢者の居住ニーズに対応した住宅政
策の課題や方向性について考察してみたい。

２. 高齢者をめぐる居住実態と住宅政策の課題
　まず、現在の高齢者の居住実態や居住ニー
ズの特徴をみる。
2-1　高齢者の居住実態

（1）住宅の種類

　令和2年国勢調査の結果から高齢者の住宅
の種類（所有関係・建て方）をみると、年齢
層が高いほど持ち家居住世帯が多く、世帯主
65歳以上の世帯は8割以上が持ち家に居住し
ている。これは、全世帯平均の62.2％を大き
く超えている（図1）。
　ただし、世帯主65歳以上の世帯でも東京特
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別区部や大阪市等の大都市では、持ち家率が
全国平均より低く、しかも持ち家・共同住宅

（マンション）の占める比率が全体の20 ～
25％を占めている。また、65歳以上の単独世
帯をみると、全国では持ち家居住が65％程度
だが、東京特別区部や大阪市等の大都市で
は40 ～ 50％程度と低く、民営の借家の他、
公営の借家も一定の比率を占めている（図2）。
　このように、高齢者は持ち家居住が多いが、
地域や世帯構成によって住まいの状況は大き
く異なっている。

（2）住宅の質

　つぎに、平成30年住宅・土地統計調査（総
務省）をもとに、高齢者の居住する住宅の質
に関する実態をみると、1住宅あたりの平均
延べ床面積は、全世帯の93.0㎡に対し、家計
を支える者65歳以上の世帯では108.6㎡と広
く、若い世代に比べ広い住宅に居住している。
　しかし、高齢者世帯のうち、建築時期が昭
和55年以前の住宅に居住する世帯が計870万
世帯（高齢者世帯の38.5％）あり、さらに、
約470万世帯（同20.9％）が耐震性が不足す
る住宅に住んでいるとの推計結果もある文1）。
このことから、耐震性だけでなく、居住性能
全般の質の低さが予想され、「広いが、安全性・
快適性が十分でない住宅」に居住する高齢
者が多いものと思われる。

2-2　居住ニーズの特徴

（1）世帯の特徴

　日本の将来人口推計によると、2036年には
65歳以上の人口比率は33.3％に達することが
推計されている。都市の種類別の状況をみる
と、2015年を100とした時の65歳以上人口の
2040年時点の指数は、全国で115.9だが、大
都市（東京都区部と政令指定都市）では
129.9と、急速に高齢化が進展することが推
計されている文2）。これからは、大都市の住宅
事情を前提とした高齢者の居住ニーズが顕在
化していくことが予想される。
　また、高齢者世帯も2030年には約1,500万
世帯と引き続き増加していくが、このうち、
単身高齢者世帯も約800万世帯に迫ることが
推計されており、高齢者世帯の過半が単身者
になるものと思われる文3）。

（2）高齢者の経済状況

　高齢者の家計は、公的年金の種類や現役
時の報酬等によっても異なるが、夫婦か単身
か等、世帯構成によっても大きく異なる。例
えば、厚生労働省が示すモデル世帯の年金額

（月額）からみると、厚生年金では夫婦2人の
標準世帯で約22万円、単身は15.5万円に対し、
国民年金では夫婦約13万円、単身6.5万円と
半額になる1。こうしたことからも、大都市に
多い単身高齢者は福祉や介護サービスだけで
なく、住居費負担という面においても自助の

図1　世帯主の年齢（5歳階級）別住宅の所有関係

資料：令和2年国勢調査（全国）

図2　世帯主65歳以上の住宅の所有関係・建て方

資料：令和2年国勢調査（全国）

〈全世帯〉

〈単独世帯〉
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限界点が低い。
　また、資産の面では、持ち家率の高さから、
高齢者は不動産の比率が高いとされている
が、地方や大都市郊外等の中古住宅価格が
下落している地域では、資産の目減りが進む
可能性があり、高齢者の経済力には大都市に
おいても地域差が生じる可能性がある。

（3）居住ニーズ

　今後の居住意向を家計主の年齢別にみる
と、「できれば住み替えたい」は60歳以降1割
程度となり、「できれば住み続けたい（合計）」
が7 ～ 8割を占めている。このうち、「リフォ
ームを考えている」は55 ～ 59歳が22.0％と最
多だが、60歳以上はそれより低く、逆に「リ
フォーム・建替えいずれも考えていない」は

年齢層が高いほど、その比率は高い。
　つぎに、現在の高齢者の住まいや居住環境
について重視している項目をみると、「日常
の買い物等の利便」や「地震時の安全性」「治
安」等が多いのに加え、「医療・福祉、文化
施設などの利便」、「高齢者への配慮」「生活
支援サービス」等が全32項目中、上位10項目
に挙がっており、日常生活の利便性や安全性
が重視されている。
　これに対し、高齢者が住まいについて不安
と感じていることの有無とその内容を内閣府
の調査からみると、「不安と感じていること
がある」は、賃貸住宅居住者に多く、その内
容も「高齢期の賃貸を断られる」等の市場敬
遠や「家賃等を支払い続けられない」等の経
済的なものの他に、生活面など多岐にわたっ

図 3　家計主の年齢別　住み替え・改善意向

資料：平成30年住生活総合調査（国土交通省）

表 1　 住宅及び居住環境に関して重要と思う項目
（上位 10 項目）

資料：平成30年住生活総合調査（国土交通省）

表 2　住宅の種類別　高齢者の住まいについて不安と感じていることの有無と内容

資料：平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査（内閣府）
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ている。一方、持家居住者にも「虚弱化した
ときの住居の構造」や「住宅の修繕費等の経
費を払えなくなる」等の不安がある。

3. 今後の住宅政策の課題
　以上の現在の高齢者の居住実態や居住ニ
ーズをもとに、住宅政策の基本的な課題や今
後の住宅政策について展望する。
3-1　住宅政策の基本的課題

（1）所得階層別住宅政策の見直し

　日本の戦後の住宅政策の特徴は、所得階層
別に「住宅の種類」を区分し、より所得が低
い階層を入居対象とする「住宅」に対する支
援の重点化を図ってきたことである。すなわ
ち、100％公的資金によって建設され、家賃
対策補助がある公営住宅から、低利長期の公
的融資を主な原資とする都市再生機構（旧日
本住宅公団）・公社賃貸住宅の供給、さらに、
長期・低利融資（住宅金融支援機構（旧住
宅金融公庫）等）による持ち家の取得支援等
がその代表的な政策であった。
　しかし、高齢期の収入は、公的年金に多く
を依存し、固定化されるため、住替え時には
多くが「みかけ低所得層（現役時は中間層）」
としての施策対象となるが、肝心な公的な賃
貸住宅の新規供給量は少なく、また、家賃も
公営住宅を除き、市場家賃に準じているため、
立地条件がよく、築年数が浅い物件は年金生
活者にとっては高額な負担となる。このため、
家賃負担の可能な住宅（公営住宅等）に高齢
者の入居が集中する半面、家賃負担軽減が

図られていない賃貸住宅には「みかけ低所得
層」の高齢者が入居しにくく、また、たとえ
資産があったとしても一般の民間賃貸住宅市
場では入居が敬遠される等、所得階層別政策
体系が機能しない問題が生じている。
　このようなことから、超高齢社会の実態か
らみて、「住宅（モノ）」を介した所得階層別
の住宅政策の抜本的な見直しが必要であると
思われる。

（2）持ち家取得重視の住宅政策の見直し

　高度経済成長期以降、持ち家取得を重視
した住宅政策が続いた結果、現役時に中～高
所得層であった高齢者の多くは、長期にわた
る住宅ローンを利用しながら不動産資産（マ
イホーム）を取得し、そのままリタイアした
後も住み続けたいとする希望が強い。しかし
この住宅を終の棲家とするためには、適切な
維持・修繕や加齢に対応した改修が必要であ
る。ところが、現実は、持ち家居住者にはバ
リアフリー等の住宅の構造や住宅修繕費等の
経費の支払いに対する不安があり、建替えや
リフォーム等の意向は年齢が高いほど減少す
る傾向にある。
　これに対し、取得した後の住宅を維持・改
修することへの公的な直接的支援は、「個人
資産」という理由もあり、年齢層を問わず少
ない。このため、自力では維持管理を継続す
ることが難しい「みかけ低所得層」の問題が、
持ち家居住者においても拡大し、やがて管理
不全から流通困難な空き家問題にもつながる
ものと思われる。とりわけ、都市部で増える

表3　公的賃貸住宅とサービス付き高齢者向け住宅の特徴2

資料：国土交通省資料をもとに筆者が作成
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マンション居住高齢者において管理費や修繕
積立金等の費用負担が困難となる層が増加す
ることが懸念される。
　また、中古住宅の市場価格が期待ほどでな
いため、老後生活に適した住まいに住替えを
希望しても、条件があわずに断念することも
ある。近年、自宅を担保としたリースバック
やリバースモーゲージ等、ストックを活かし
た金融商品も増加してきているが、まだ普及
過程にあり、安心して持ち家に「住み続ける」
ための住宅政策は十分でない。今後、さらに
ストックの高経年化と居住者の高齢化が同時
に進行することを考えると、多数を占める持
ち家居住高齢者やその住まいに対する維持管
理への支援は必要不可欠であると思われる。

（3）高齢者を対象とした住宅市場政策の見直し

　一方、今後は、大都市・ひとりぐらしの居
住ニーズを重視した取組みが、一層求められ
る。現在、民間賃貸住宅では「高齢者お断り」
といった市場敬遠の対象となり、希望する物
件に入居することが難しいケースが多い。そ
こで、登場したのが「高齢者向け住宅」であ
る。高齢者の居住に対応した設計がなされて
いることと、一定のサービスがあらかじめ付
帯していることが特徴である。もともとシル
バー・ハウジングでは、「高齢者向けに設計
された公的賃貸住宅」と「安否の確認・緊急
時の対応・生活相談等の定常的・非制度サー
ビス」をセットで供給することを要件として
いた。この形を民間賃貸住宅に適用したのが、

「サービス付き高齢者向け住宅」である。医療・
介護・住宅が連携し、安心できる住まいの供
給を促進するため、国土交通省・厚生労働省
共管の制度として、都道府県等への登録制度
として創設されたものである。高齢者住まい
法に基づく「高齢者居住安定確保計画」を策
定することで地方自治体ごとに一定の範囲内
の登録基準が設定されている。制度化当時は、
少子高齢化の進展を地域の活力創造の転機
にするため、有料老人ホームの不安定な居住
の権利に起因する問題に対応した消費者保護

（賃借権の設定）を図ることと、単身高齢者
の増加に対応した高齢者住宅の供給促進等を

目的に、早めの住み替えにより、自立した老後
生活を送ることをめざした住宅であった文4）。
このため、登録住宅に関する情報提供や住宅
供給者への経済的支援はあっても、サービス
提供者への支援や入居者への家賃・サービス
負担軽減策はなく、結果的に「新築住宅の家
賃＋非制度サービス利用料」により高額化す
ることになり、入居対象者を限定することに
なった3。ただし、地域によっては、医療や介
護サービスの提供による収入により、通常よ
り低い家賃での住宅経営を安定化させるよう
なビジネスモデルが生まれ、当初の目論見と
は異なる高齢者向け住宅が供給されている4。
　また、行政による指導がなされる有料老人
ホームは、当初の「高級」イメージからほど
遠い形態のものや無届の劣悪なものも増加し
ていると報道されている。
　いずれも、不足する特別養護老人ホーム等
の介護施設の代替としての役割を担ってお
り、本来の「住宅」としての質や運営がなさ
れていないものもある。
　こうしたことは、高齢者向け住宅・居住施
設の多くが、市場の原理に委ねられて供給さ
れてきたことに起因するものと思われ、市場
政策の修正が必要と思われる。

3-2　 今後必要とされる住宅政策の展望

　以上のように、高齢者の住宅政策の課題や、
今後の後期高齢者の増加やひとりぐらしの増
加、大都市の高齢化の進展、属性ごとの課題
の多様化や分化等の想定に対し、どのような
住宅政策が求められるであろうか。
　日本においては、年齢とともに持ち家居住
が増加し、そのまま定住するパターンが多数
を占めている。しかし、若いころに取得した
持ち家が、その後の高齢期の生活に適してい
るとは必ずしも言えない。そうした時に建替
えやリフォーム、住替え等が、ニーズに応じ
て容易に行えることは重要である。このこと
は、雇用の流動化等により、これまでの標準
的なライフコースとは異なる住宅市場形成に
向けた課題にもつながる。また、高齢者の比
率が1/3超となる状況を展望すると、住宅需
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要層の変化に対し、高齢者向けではない住宅
においても年齢を理由とする様々なハードル
を下げていくことが住宅政策の基本的な課題
となるだろう。
　また、居住の安定は、「モノ」としての住
宅だけでなく、そこで安定した生活をおくる
ことができるような各種サービス等との接近
性も必要である。現在、それを担保するため
には高齢者向け住宅・施設への住替えという
選択肢しか認識されていないが、高齢者が
50％を超えるような住宅地やマンション等で
は、「サービスの共同購入」により、「自宅を
高齢者住宅化」するような方向性も考えられ
る文5）。
　こうした取組みを実践するためには、それ
ぞれの地域の実情に応じた対応が、地方自治
体の裁量で行えることが求められる。例えば、
地域包括ケアシステムの、「住まい」のあり
方をもう一度議論していくことが必要であ
り、介護・医療・生活サービス・コミュニテ
ィ活動等の政策と住宅政策の一体的展開、す
なわち地域が主となった「居住政策」が求め
られる。こうした考え方は、高齢者の居住の
安定のみならず、子育て世帯、障害者等、地
域において何らかの支援が必要な人たちの生
活の安定にもつながるものと思われる。
　一方で、このような自助や共助だけでは解
決できない課題もある。具体的には、高齢期
の住居費負担のあり方、高齢者等の日常の生
活の支援のあり方等、公助においても多くの
検討課題を有している。例えば、住まいの維
持に係るコストは所得に関わらず必要である
こと、日常的な生活支援（見守りや緊急時の
連絡・対応等）は住宅の所有関係・世帯構成
に関わらず必要であること等の課題認識を広
め、解決策を模索していくことが必要である。
こうした検討を踏まえ、普遍的な家賃補助給
付、日常・緊急時の包括的な相談対応体制整
備、地域の福祉体制・民間サービスによる対
応力強化等と一体的に進めることが必要であ
る。これらは、一つの地方自治体や一つの企
業で解決できるものではなく、社会保険化や
公的扶助化（住宅扶助の単独支給）等を視

野に入れつつ、社会保障政策と一体的に議論
すべき課題であるといえる。
　住まいが超高齢社会における生活の基盤
であることを考えると、安心して高齢期を暮
らすための生活環境の整備に向け、住宅政策
も全世代を視野に入れた長期的なビジョンを
描くべき時が来ているといえるのではないだ
ろうか。

１いずれも2019年度時点。保険料を40年間すべて収め
た場合。厚生年金は平均年収（賞与を含めて月43.9万
円）で40年間働いた場合

２この他、有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け
住宅の大部分も該当）が54.0万人（厚生労働省調査）
や軽費老人ホーム・ケアハウス等9.4万人（社会福祉
施設調査）も居住施設として位置づけられている（い
ずれも平成30年）。

３令和2年8月時点の登録住宅の月額の入居費用（家賃、
共益費、サービス費（生活相談・見守り。介護保険除
く））は全国平均10.7万円、大都市圏では12.5万円とな
っている（文6より）。

４ 令和2年8月時点の登録住宅の住戸面積は平均22.0㎡、
25㎡未満が78.5％である。また、サービス付き高齢者
向け住宅情報提供システム運営情報（R2年8月末時点）
よると、入居者の年齢別では、「85歳～（57.3％）」 「75
～ 84歳（30.8％）」 が多く、要介護度別では、要介護
１～２が全体の約４割を占める。要介護３以上の重
度者も全体の3割強となっている（文6より）。
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