
                    1       「※資料の無断転写、転用を禁じます」 
Copyright ©2022 Kazuo Yamaguchi  

1◆■◆人生 100 年時代のセカンドライフ・デザイン◆■◆ 

 

 

－ 主体的に築く自由で創造的なセカンドライフ・シナリオの構築にむけて － 

  

 

 

◆■◆ セカンドライフ・デザイン ◆■◆ 
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セカンドライフに向けての誘い 

 

 本自学習編では、セカンドライフに向けての誘いということで、人間が第二の人生をよ

り良く幸福に過ごしたいと願うとき、誰もが気にかかる 8 つの代表的テーマについて検討

を進めます。そして、ここでの検討を踏まえ第 2 の人生 30 年計画へと反映させていきま

す。受講者の皆さんは、「1. 健康のこと」から最後の「８. 終活のこと」までの８つのこ

とについて、各項目を読み終えた後に「私が目指すセカンドライフまとめシート」を使っ

てご自身の各テーマに対する現在の思いや確認事項を短くまとめて下さい。 

 

 １．健康のこと 

 人は誰もが、セカンドライフを充実した幸福なものとしたいと願う。実際、そのために

最も重要なことは何であろうか。お金、パートナー、生きがいを持つこと等、いろいろと

思い浮かぶが、多くの人が一番に挙げるのは「健康のこと」である。何故なら、身体の健

康失くしては何をしても楽しくないからだ。ここでは、セカンドライフを考える上で最も

大切な健康のことについて検討を進める。 

（１） 平均寿命と健康寿命の推移 

はじめに、セカンドライフ・デザインを考える上で、私達は何歳まで生きられるの

か、合わせて何歳まで健康でいられるのかを確認したい。寿命が延びているとは言え、

健康で何歳位まで過ごすことができるかは、セカンドライフをデザインする上で重要な

前提となる。我が国では、健康寿命とういう考え方があり、「健康上の問題で日常生活 

 

平均寿命と健康寿命の推移 
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が制限されることなく生活できる期間」と定義している。また、健康寿命に詳しい日生基

礎研究所の村松容子によれば、「2016 年時点の健康寿命を、今回公表された「2016 年

簡易生命表」と、６月下旬に厚生労働省から公表された「2016 年国民生活基礎調査」の

結果を使って、2013 年の算出方法に倣って、筆者が計算してみたところ、男性が

72.14 年、女性が 74.79 年となった。したがって、健康寿命はこの３年間で男性が＋

0.95 年、女性が＋0.58 年延びたことになる。」（村松、2017、２頁）としている。そし

て、その算出方法に示された最新の男女別、平均寿命と健康寿命の推移グラフは前頁の通

りとなる。尚、結論としては、健康寿命も延びているが、健康寿命と平均寿命の差は依然

として長いとしている。この差が短くなれば、皆が望むピンピンコロリへ近づくこととな

る。 

  

 （２）高齢者の低栄養傾向 

 次に、健康寿命を延ばすためには、バランスの良い食事と適度な運動や睡眠が大切であ

るとよく言われている。しかし、このバランスの良い食事に関して、シニアの場合、最近

注意信号が点滅し始めている。それは高齢者の低栄養の問題だ。実は、高齢になる前の中

年期は、メタボリックシンドローム対策が健康維持の大きな柱となっている。そのため中

年期は、糖質やカロリーを控える食生活を送ってきた人が少なくない。しかし高齢期にさ

しかかって心配すべきことは、エネルギーや栄養の不足なのだ。 

 我々のシニア世代の男性であれば、青春時代にだれもが憧れた２人の美人女優の最近の

写真を見て欲しい。 

 

     

吉永小百合 77 歳 1945 年 3 月生まれ      いしだあゆみ 74 歳 1948 年 3 月生まれ 

 

 お二人とも今日でも大変美しい現役女優である。ただし、それぞれの右側、最近の画像

からの印象はかなり異なる。美人イコール痩せていることの呪縛から逃れなれないまま、

高齢期になっても糖質やカロリー制限を過度に続けると、エネルギーや栄養不足に陥って

しまうリスクがある。 

 次に厚生労働省が調べた「高齢者の低栄養傾向」の表を見てほしい。70-75 歳の 5 人

に一人が低栄養傾向（BMI20 以下）にあることが示され、老人性栄養失調への懸念が示

されている。3 
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平成 26 年の『国民健康・栄養調査報告』厚生労働省 

 

 

 さて、皆さんの中に、次に示すような食事になっている人はいないでしょうか。これ

は、NHK のクローズアップ現代からの報告だ。１日３食、食べているが、摂取したタン

パク質の合計は 39g。１日に摂るべき量（男性 60g/女性 50g）を満たしていない。  

 

   朝食      昼食   夕食 

   

 

 気になるのは、肉が全くないこと。肉を食べるのは、１週間に２回ほどとのこと。実

は、癌にならないようにという思いから、魚と野菜中心の食事を心がけている人も少なく

ない。しかし、これは完全に誤った食事メニューであることに気づいて欲しい。ある人

は、これまでの過ちに気づき、肉も魚も野菜もバランスよく食べるように心掛けた結果、

体重が３kg 増加し、体調も以前より良くなり幸いにも健康状態の改善につながった。 

 

（３） がん（癌）のこと 

 続いては、がん（癌）について検討する。一般にガンの発生は生活習慣と深いかかわり

があると言われている。従って、がんのリスクを下げるためには現在の生活習慣を見直す

ことが重要となる。以下のグラフは、国立がん研究センターが、日本人のがんの中で、原

因が生活習慣や感染であると思われる割合をまとめたものである。「全体」の項目に示さ

れている男性のがんの 53.3％、女性のがんの 27.8％は、ここにあげた生活習慣や感染が
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原因でがんとなったと考えられている。 

日本人におけるがんの要因 

 

 

 

 

 

 （４）がん（癌）予防法 

国立がん研究センターによれば、日本全国の 11 の保健所の協力を得て、調査開始時点

で年齢 40 歳から 69 歳の男女、総計 140,420 人を対象に、生活習慣とがんやほかの病

気の罹患についての追跡調査を実施した結果。実際に、「禁煙」「節酒」「食生活」「身体活

動」「適正体重の維持」の 5 つの生活習慣に気を付けて生活している人とそうでない人で

は、男性で 43%、女性で 37%の人が、がんになるリスクが低くなるという推計が示され

た。そして、具体的実践の方法は以下の通りとなる。 

 

① 「禁煙する」→ たばこを吸わない、他人のたばこの煙を避ける 
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② 「節酒する」→ 特に飲酒は食道がん、大腸がんと強い関連がある 

 

 

③ 「食生活を見直す」→ 減塩する ＆ 野菜と果物をとる 

 

 

 

 

④ 「身体を動かす」→ 仕事や運動などで、身体活動量が高い人ほど、がん全体の発

生リスクが低くなるという報告があります。 

 

⑤ 「適正体重を維持する」→ 太りすぎ痩せすぎに注意 
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国立がん研究センター がん情報サービス（ganjoho.jp）より 

 （5）認知症のこと 

 最後は認知症について検討する。現時点では残念ながら、「こうすれば認知症にならな

い」という方法は無いと言われている。しかし最近の研究から「どうすれば認知症になり

にくいか」ということが少しずつわかってきたようだ。 

 認知症に関する様々な情報提供を行っている「認知症ねっと」によれば、「認知症を予防

する対策は大きく分けて２種類で、日々認知症になりにくい生活習慣を行うものと、認知

症で落ちる３つの能力を簡単なトレーニングで鍛えるものとがあります。これらを長く続

けていくことで、認知症を発症せずにすごせたり、認知症になる時期を遅らせたりできる

可能性が高まります。」（認知症ねっと、2018）としている。以下、認知症になりにくい

生活習慣と認知症で初期に落ちる３つの能力の鍛え方について見て行こう。 

 

① 認知症になりにくい生活習慣 

  脳の状態を良好に保つためには食習慣や運動習慣を変えることが、認知機能を重点的

に使うためには対人接触を行うことや知的行動習慣を意識した日々をすごすことが重要だ

と言われている。以下の表で、「認知症ねっと」によるそれぞれの対策の具体例をまとめ

たものを見てみよう。 

 

 

認知症になりにくい生活習慣 

 

 

② 認知症で初期に落ちる３つの能力の鍛え方 

  認知症になる前段階で落ちる脳機能を集中的に鍛えることは、発症を遅らせるための
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効果的な方法であるということが分かってきている。そして、認知症という病気に至る前

の段階では、通常の老化とは異なる認知機能の低下がみられる。この時期に最初に低下す

る認知機能が、「エピソード記憶、注意分割機能、計画力」のようだ。これらを意識して

重点的に使い、その機能を鍛えることで認知機能の低下を予防することができる。 

次頁の「認知症で初期に落ちる３つの能力の鍛え方」を参考に検討を進めて欲しい。 

認知症で初期に落ちる３つの能力の鍛え方 

 

認知症ネット、認知症を知る より 

 

 以上、「セカンドライフに向けての誘い」自学習編の１では、セカンドライフを充実し

た幸福なものとしたいと願う誰もが最も重要と考える「健康のこと」について検討を進め

てきた。受講者の各自が今後の「健康のこと」について考えたとき、現段階での思いや確

認事項を「私が目指すセカンドライフまとめシート」の記入サンプルを参考にまとめた後 

次の２では、「パートナーのこと」について検討を進める。 
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２．パートナーのこと 

 「セカンドライフに向けての誘い」の 2 では、「健康のこと」に続き、「パートナーのこ

と」について検討を進める。現代は、様々な考えを受け入れる時代へと日本も日々変化・

そして進化している。従って、パートナーのことといっても必ずしも昔のように男女間の

関係だけとは限らない。しかし、本編ではスペース的制約があることからも、結婚を前提

とした男女のパートナー関係について検討を進めていく。 

 一般的には、既に多くに人がシニアの仲間入りをしている昭和 20～30 年代に生まれ、

適齢期になって結婚した人達は、「結婚」→「出産」→「一緒に子育て」→ そして、定年

後は →「一緒に支え合う」というような考えが一般的であった。しかし、時代の変化、

価値観の多様化、女性の社会進出、法律の見直し（年金分割制度：2007 年）などに伴

い、シニア世代のセカンドライフの在り方にも様々な変化が起き始めている。夫婦、また

は様々なケースのパートナー（LBGT など）と円満に墓場まで、と行きたいものだが、セ

カンドライフにおけるパートナーとのより良い関係の構築・維持も、決して容易ではない

時代に入ってきている。 

 （１）熟年離婚の実状 

 まず初めに、熟年離婚の実態について確認する。高齢者の離婚問題に詳しい弁護士法人

プラム綜合法律事務所によると、「結婚して 20 年以上たってからの離婚を熟年離婚とす 

ると、平成 28 年は 216,805 組が離婚していて、そのうち同居期間が 20 年以上の夫婦

の離婚件数は 37,604 組です。離婚した夫婦の内実に 17 %が熟年離婚であることがわか

ります。」としている。 

 

 



                    10       「※資料の無断転写、転用を禁じます」 
Copyright ©2022 Kazuo Yamaguchi  

 

 次に、以下の表 12「同居期間別離婚件数の年次推移」の枠で囲われた部分を見る 

と、昭和 60 年から平成 17 年までは熟年離婚件数が増加傾向にあり、約 2 倍の夫婦が離 
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婚していることがわかる。（平成 17 年以降はほぼ横ばい）。更に、同居期間 30～35 年、

及び 35 年以上（青枠部分）の熟年離婚件数は、絶対数こそ少ないものの、それぞれ 3.6

倍、4.3 倍と増加しており、その後も高い傾向にある。一方、図 11「離婚件数及び離婚

率の年次推移」によれば、全体の離婚率は平成 14 年以降減少傾向が続いている。皆さん

はどう感じているか定かではないが、昭和 60 年ごろと比べると、熟年離婚は確実に増加

していると考えられる。次にその理由について分析結果を見てみよう。 

 

 （2）熟年離婚の理由 

  何故、熟年離婚が多いのか。ここでは、熟年離婚理由について探っていくこととす

る。弁護士法人プラム綜合法律事務所によれば、熟年離婚には、次の 6 つの大きな理由が

あると分析している。 

① 女性が稼げるようになったから 

  終身雇用の時代は男性が働きに出て女性が家を守るスタイルが一般的だった。しか

し、今では女性が社会進出しているため、金銭面で考えるのであれば、夫に不満があ

った場合、我慢せず離婚しやすくなった。 

 

 

 

② 子どもが独立したら離婚するつもりでいたから 

  離婚で子供の精神に悪影響が出る期間は我慢する。しかし、子どもが独立すれば、問
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題ないと考える 

 

③ 年金制度が変わったから 

   2007 年 4 月以降に離婚する夫婦の場合、結婚期間中に夫が支払った保険料分の厚 

生年金を夫婦で分配できるようになった。 

 

④ 浮気や不倫をされたから 

   長年不倫をされていたが子どもや体裁のため別れないでいたパターンと、熟年にな 

ってから不倫され別れるパターンがある 

 

⑤ 相手の親の介護に疲れたから 

   自分の親に加えて配偶者の親も介護せねばならず、ストレスから離婚するパターン 

 

⑥ 相手の介護をしたくないから 

   パートナーの介護がイヤで離婚するパターン 

 

 6 つの理由それぞれが、「なるほど！」と考えてしまう。パートナーをもつ者は、誰しも

が離婚や別離のリスクがある。しかし、現代は「結婚」の状態そのものにも時代と共に

様々な形態があるようだ。次に熟年に関係する様々な結婚の形態について触れてみたい。 

 

（３） 様々な結婚のかたち  

最近は、「結婚」と言っても「〇〇婚」という様々な結婚のかたちを耳にする。既

に聞き慣れてきたものもあるが、未だに正確な意味合いを理解していないかたちもあ

る。ここでは、様々な「結婚」のかたちに詳しい FRANK PARTY が紹介する様々な結

婚のかたちの中から、シニアに関係の深いものを紹介する。 

① 事実婚 

結婚というかたちを取っていて同居もしている。しかし、婚姻届けは提出してい

ない、いわゆる籍を入れていない夫婦のことを「事実婚」と言う。特に海外では非

常に多いと言われている。 

② 共生婚 

この共生婚は「共同生活」をしている同居人のように結婚生活を送る結婚のあり 

方を指す。結婚というかたちを取っていて同じ家に住んではいても、ベッドも部屋 

も別々、食事も各自…というある意味ドライな関係。だからと言って仲が悪いとい 

うわけでもないのが共生婚の特徴となる。 

③ 主夫婚 

 家事や育児で家庭を守るのは妻、仕事を頑張るのは夫、そんな考え方はまだまだ
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根強く残っている。だが、今時そのような固定観念にもしばられないのが「主夫

婚」。主婦ではなく、男性が主夫となって家事や育児を行うことを前提として結婚

を決めることを意味する。 

④ 週末婚 

 週末にだけ会って一緒に過ごす結婚生活のかたちを「週末婚」と言う。働く女性

が増えてきた今、平日はそれぞれで過ごし、週末にだけ会うかたちを取る夫婦は意

外と存在する。 

⑤ 別居婚 

    仕事などの事情で夫婦別々に暮らすというかたちを取る、「別居婚」を選ぶ人た

ちも多くいる。お互いに仕事の転勤などで一緒に暮らせない、不仲ではないけれど

お互いの考え方に別居というスタイルを取りたいなど、別居婚を選ぶ理由はそれぞ

れある。 

⑥ 通い婚 

 通い婚も別居婚や週末婚とよく同じように言われるものだが、これは男女の片方

が片方の家に定期的に通って一緒に過ごすことで成り立つ結婚生活のことを指す。

基本的には別々に暮らし、予定が合ったとき、週末など、決められた時間だけどち

らかの家に通って共同生活を楽しむかたち。 

⑦ 卒婚 

 長い間の結婚生活で、環境やお互いの気持ちにも変化は現れるもの。夫婦として

の情はあっても、愛自体は完全に冷めきってしまう場合もある。そんなとき、「結

婚」というあり方を卒業して、離婚はせずとも別居したり、定期的に会うだけのか

たちを取る、「卒婚」を選択する夫婦も実は結構多い。 

 

これまで熟年離婚まで行かないまでも、様々な結婚のかたちについて検討を進めてき

た。「パートナーのこと」の最後では、夫婦やパートナーとの円満の秘訣について検討を

進めたい。以下は、検索サービスとして有名な naver による、「３割以上が離婚」の時代

でも…夫婦円満を持続させる６つのコツから引用した。 

 

（４）夫婦（パートナー）円満を持続させる６つのコツ 

① 相手の話をないがしろにしない 

「夫婦円満の秘訣」を聞くと、47.5%の人が「話をすること、聞くこと」をあげ 

ている 

② 細かいところまで突っ込まない 

 まずは“相手の良いところは両目で、悪いところは片目で見る”ことから始める 

のが良い 

③ 相手の時間に立ち入らない 
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相手のことを１００％知ろうと思えば思うほど、泥沼にはまってしまうものだ。 

干渉しない部分も必要となる。 

④ 「非日常」を取り入れる 

長年一緒にいると毎年の記念日や誕生日にも慣れてきてしまうかもしれないが、

特別な日は特別な過ごし方やプレゼントを欠かさないよう努力を続けること 

⑤ スキンシップを欠かさない    

日常的な「タッチ」が夫婦円満の大きな秘訣ともいわれている。 

⑥ 感謝の言葉をしっかり伝える 

「ありがとう」と言えない関係は、やっぱり長続きしない。 

 

以上、「セカンドライフに向けての誘い」自学習編の 2 では、「パートナーのこと」とい

うテーマにて、熟年離婚の実態とその理由、更には、様々な結婚のかたちと夫婦円満を持

続させるコツについて検討をした。受講者の各自が今後の「パートナーのこと」について

考えたとき、現段階での思いや確認事項を「私が目指すセカンドライフまとめシート」の

記入サンプルを参考にまとめた後、次の 3 では、「仕事のこと」について検討を進める。 
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 3．仕事のこと（含む、社会参加活動） 

「セカンドライフに向けての誘い」の自学習編３では、「パートナーのこと」に続き、「仕

事のこと」について検討を進める。現役時代は、仕事と言えば家族を養うため、老後に備

えるためなど収入を得ることを大前提とすることが多かった。しかし、セカンドライフに

おいては、子育てが終わり年金を受給しながら働たり、社会貢献活動へ参加をしている人

も多い。ここでは、仕事と同様に社会と関わりを持つ社会貢献活動も含め検討を進める。 

 はじめに、人はなぜ働くのか、という原点にもう一度立ち返り、その後、社会高齢白書

の統計データを確認しながら、「高齢者の就業実態」や「高齢者の社会参加活動」の実状

について検討を進める。 

 

（1）働く人の行動モデル 

 人はなぜ働くのだろうか。もちろん、その問いに対する一つの答えは、「お金を稼ぐた

め」であろう。しかし、組織行動を研究する心理学者達は、働く人間を様々なモデルとし

て整理して来た。例えば、組織心理学者のＥ．Ｈ．シャインは、それらを「経済人モデ

ル」「社会人モデル」「自己実現モデル」「複雑人」の人間モデルに整理している。大学の

経済学部や商学部に所属していた人には、F.W.テイラーの経済人モデルや E. メイヨーの

人間関係モデルを学習した記憶があるはずだ。 

 ここでは、Ｅ．Ｈ．シャインの「キャリアアンカー」やニ神枝保の「キャリアマネジメ

ントの未来図」を参考に筆者が作成した以下の図「人はなぜ働くのか」を基に、組織行動 

 

 エドガー H シャインの『キャリアアンカー』や二神枝保の『キャリアマネジメントの未来図』より筆者が作成

経済人モデル

人間関係モデル

自己実現モデル

複雑人モデル

幸福モデル

19世紀末～
1910

1920～
1930

1970 ～

1980 ～

1999 ～
2011 

（人間の行動モデル） （年代）

人間は賃金などの経済的欲求のために働くという考え方。20
世紀初頭のＦ.Ｗ.テイラーの科学的管理法に端を発し、労働者
の経済的欲求を刺激し、動機付け、管理する考え方。

「人を動かすのは経済的報酬だけではない。集団に所属
していることの安心感や仲間と共に働く喜びを得るため
である」という考え方。Ｅ．メイヨー

人は自己実現、尊重、成長などの動機付けで働くという
モデル。つまり、自己実現欲求を満たすために働くとい
う考え方。マズロー

「人は十人十色」と見る人間観。人間には、経済人モデ
ルも人間関係モデルも自己実現モデルもいるし、本来複
雑な存在であるとする考え。エドガー H シャイン

人は自分の考える成功基準、達成感や有能感、仕事への
満足、ワーク・ライフ・バランスといった心理的な成功
や幸福感を追及するために働く。セリグマン/グラットン

（人間の行動に対する考え方）

人はなぜ働くのか
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論の変遷を追ってみたい。はじめに経済人モデルは、人間は賃金などの経済的欲求のため

に働くという考え方である。19 世紀末から 20 世紀の初めにかけて米国の F.W.テイラー

によって開発された科学的管理法では、賃金を生産性の手段とみなし、課業、能率給、出

来高払いなどにより労働者を動機づけ、管理する方法をとった。ただし、この管理方法

は、作業能率を重視するあまり、労働者に疎外感をもたらすようになり、後に機械モデル

として批判を受けることとなる。 

 次に 1920 年代に入ると、「人を動かすのは経済的報酬だけではない。集団に所属して

いることの安心感や仲間と共に働く喜びを得るためである」という考え方を提唱したのが

Ｅ. メイヨーをはじめとする人たちだ。経済人モデルを批判し人間関係論によるマネジメ

ントを提唱し、これが人間関係モデル（ヒューマン・リレーションズ・モデル）と呼ばれ

るようになる。 

 さらに、1970 年代になると、人は自己実現、尊重、成長などの動機付けで働くという

モデル、すなわち自己実現モデルが注目されるようになる。このモデルを提唱したのは、

マズローで、彼の欲求 5 段階説（以下の図）によれば、人間の欲求は低次の生存欲求か

ら、安全の欲求、社会的欲求、自我の欲求（承認の欲求）へと階層をなし、最後には、最

高次の自己実現欲求に達するという考えである。 

 

欲求 5 段階説 （Maslow 1970 より） 

 

 次の複雑人モデルは「人は十人十色」と見る人間観で、H. シャイン自身の命名による

ものだ。1980 年代には、組織を構成する人の多様性が前提となり、組織には経済人も社

会人も自己実現人もいるし、人間とは本来複雑な存在であるとするモデルである。そし

て、これまでのモデルを更に発展させたのが「幸福モデル」である。キャリアマネジメン

トの研究に詳しいニ神によれば、「最近では、人は心理的な成功や幸福感を追究するため

に働くという考え方が注目されるようになっている。（ニ神、2002）心理的成功や幸福感

とは、自分の考える成功基準、つまり、主観的な成功基準であり、達成感や自己有能感、

（承認の欲求）

• 自分を最高に向上させたい。夢を実現したい。

創造的な欲求

• 他人に認められたい。自分を知ってほしい。

認知欲求

• 他人との係わり合い。グループに所属する。

社会に所属する。

• 住むところや着るもの。衣食住の衣と

住にあたるもの

• 食欲や睡眠欲など本能的な欲求

のこと



                    17       「※資料の無断転写、転用を禁じます」 
Copyright ©2022 Kazuo Yamaguchi  

仕事への満足、ワーク・ライフ・バランスといった様々な心理的な幸福感である。」（ニ

神、2002、11 頁）としている。 

 セカンドライフにおける仕事や社会参加を考えるとき、正にこの幸福感を追求するため

（得るため）という言葉が馴染みやすい。この幸福感を意味するものとして、最近、時々

耳にする言葉として「ウェルビーイング」（well-being）がある。これは、身体的、精神

的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念で、「幸福」と翻訳されることも多

い。元々は、「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的に

も、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態（well-being）にあること

をいいます（日本 WHO 協会：訳）」という 1946 年の世界保健機関（WHO）憲章の草

案の中で、用いられた概念である。 

 セカンドライフを意識すると、身体的、精神的、に良好な状態にあることを前提とした

上で、社会的に良好な状態を築くために、ある人は働き、ある人は社会参加活動を行う、

そして、ある人は、仕事と社会参加活動の両方を選択する人もいる。やはり人間は集団や

社会の中で自分の役割が無いと不安になり、幸福感を見出せなくなるのではないかと考え

る。ここからは、以下、統計的データに基づく就業や社会参加活動に関係する実態を確認

しながら更に検討を進める。 

 

（2）高齢者の就業状態  

 令和 4 年版高齢社会白書によれば、男性の場合、就業者の割合は、60～64 歳で

82.7％、65～69 歳 で 60.4％となっており、60 歳を過ぎても、多くの人が就業して

いる。また、女性の就業者の割合は、60～64 歳で 60.6％、65～69 歳で 40.9％ とな

っている。さらに、70～74 歳では、男性 の就業者の割合は 41.1％、女性の就業者の割

合は 25.1％となっている（図 1－2－1－13）。 
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 続いて、以下（図 1-2-1-12）就業率の推移を見ると、60～64 歳、65～69 歳、70～

74 歳、75 歳以上では、10 年前の平成 23 年の就業率と比較して、令和 3 年の就業率は そ

れぞれ 14.4 ポイント、14.1 ポイント、9.8 ポ イント、2.1 ポイント伸びている。 

    

 

 

（3）高齢者の社会活動への参加状況 

 過去 1 年間の社会活動への参加を見ると、65 歳以上の人のうち、社会活動に参加し

た人は 51.6％となっている。活動内容については、「健 康・スポーツ（体操、歩こう

会、ゲートボール等）」（27.7％）、「趣味（俳句、詩吟、陶芸等）」（14.8％） などとな

っている（図 1－3－3－3）。 
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（4）社会活動参加による効果 

  社会活動に参加して良かったと思うことを見ると、「生活に充実感ができた」

（48.8％）が最も高い。次いで、「新しい友人を得ることがで きた」（39.1％）、「健康や

体力に自信がついた」 （34.6％）などとなっている（図 1－3－3－5）。 

 

 

 

ここでは、高齢者の就業状態から社会活動への参加状況、及び参加による効果まで見

てきた。近年、精神的・身体的に元気なシニア層が、社会と良好な関係を築くために、仕

事をしたり社会活動に参加している実態を確認することができた。 

 

次にシニアの就業と社会参加活動に対する興味深い調査結果がある。高齢者の社会参加

に詳しい片桐恵子によれば、以下の「男性の就業と社会参加の交互作用」の中で「60 歳

代前半でも後半でも就労している男性は同時に社会活動も行っている人が、就労のみで社

会参加を行っていない人より自尊心スコアが高くなっています。これは、もはや仕事に生 

 

男性の就業と社会参加の交互作用 

 

 自尊心尺度（Rosemberg, 1965） 自尊心を従属変数とした分析（片桐、2012） 

2.3

2.2

2.1

2.0

1.9

1.8

1.7

1.6

男
性
の
自
尊
心
尺
度
ス
コ
ア

社会参加活動あり 社会参加活動なし

60歳～64歳

2.3

2.2

2.1

2.0

1.9

1.8

1.7

1.6

男
性
の
自
尊
心
尺
度
ス
コ
ア

社会参加活動あり 社会参加活動なし

65歳～69歳就 業

非就業
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きがいを見出すことが難しく、その源泉を社会参加から得ている様子を示唆している。」

もちろん、社会参加活動の種類によっても自尊心尺度は変わってくると考えるが、60 代

では、生きがいを見出す上で社会参加活動が大きな役割を果たしていると考えられる。 

ここでもう一度、冒頭の「人はなぜ働くのか」における組織心理学者が唱えた様々なモ

デルを思い出して欲しい。最新の「幸福モデル」では、人は心理的な成功や幸福感を追究

するために働き、その幸福感を表す「ウェルビーイング」は、身体的、精神的、社会的に

もすべてが満たされた状態（well-being）を示すと説明されていた。この社会的にも満た

された状態は、個人毎にそれぞれ異なる。しかし、筆者を含め、60 代の男性における、

自分に合ったやりがいのある社会参加活動は、就労をも超えて個人の生きがいにつなが

る、という片桐の分析は、シニア世代が「ウェルビーイング」を考える上で大変興味深い

ものと考えられる。 

以上、「セカンドライフに向けての誘い」自学習編の 3 では、「仕事のこと」というテー

マにて、「人はなぜ働くのか」という単純な疑問に対する組織行動学者達による様々な考

え方の変遷や、高齢者の就業状態から社会活動への参加状況、及び参加による効果などに

ついて検討をした。受講者の各自が今後の「仕事のこと」について考えたとき、現段階で

の思いや確認事項を「私が目指すセカンドライフまとめシート」の記入サンプルを参考に

まとめた後、次の 4 では、「遊びのこと」について検討を進める。 
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 4．遊びのこと（生きがい/夢/趣味/楽しみ/etc） 

 「セカンドライフに向けての誘い」の自学習編 4 では、「仕事のこと」に続き、セカン

ドライフにおける生きがい/夢/趣味/楽しみなどを「遊びのこと」というくくりに当ては

めて検討を進める。健康に長生きをすることは、多くの人々の願いではあるが、セカンド

ライフそのものの目的とはならない。まさに長く生きることより、どう生きるかに価値が

あるのだ。前の「3. 仕事のこと」で検討した仕事や社会参加活動の中で、喜びを見出せる

人もいるが、それだけでは喜びを見出せない人もいる。そんなときに、セカンドライフに

喜びや活力と潤いを与えてくれるのが、生きがい/夢/趣味/楽しみなどとなる。人生の中

で、はじめて自分の生きがい/夢/趣味/楽しみなどに十分な時間を割くことが許されてい

ることもシニアの特権といえる。ここでは、はじめに、民間企業が実施した生活意識調査

から、シニアが考える「生きがい」や「夢」の実態について確認をする。そして、それら

を参考に、生きがい/夢/趣味/楽しみなどをより効果的に実践していくための術（すべ）

についても検討を進める。 

 

（１） シニアの“生きがい”や“やる気”の源泉  

 はじめに、民間の生命保険会社が実施した「シニアの生活意識調査」では、これからの

人生を豊かにする“生きがい”について聞いている。そこでは、以下のグラフのように、

「“生きがい”や“やる気の源”は「（旅行など）趣味」（61.1%）や「パートナー（妻・

夫・恋人）」（43.9%）、「子ども・孫」（43.3%）など、家族への愛情や日常を楽しむこと

に関連する項目で高い割合となりました。また、「夢・志」（27.3%）、「新たな経験・学

び」（21.3%）が生きがいであるとの回答も見られ、まだまだ広がる夢や志、学びの喜び

をパワーの源として生活している人もいるようです。」（ソニー生命保険株式会社、

2013）という結果を得た。 

 

“生きがい”や“やる気の源” 

 
シニアの生活意識調査、ソニー生命保険株式会社、2013 年 9 月 25 日より 
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 ここでは、10 番目と 13 番目に挙げられたものの、「仕事」や「社会貢献」を“生きが

い”や“やる気の源”の答えた人も、それぞれ 11.8％と 9.9％存在している。全体的な

割合こそ決して高くはないが、上位の「旅行などの趣味」や「パートナーと過ごすこと」

と同じ“生きがい”や“やる気の源”として「仕事」や「社会貢献」を挙げている人がか

なりの割合として存在していることが興味深い。 

 前の「ウェルビーイング」（well-being）のところでも触れたが、人は幸福感を得るた

めに人それぞれ異なった選択をする。しかしながら、その選択は、決して一つの“生きが

い”や“やる気の源”の何かを選択するのではなく、複数の選択であったり、また複数の

選択の中のバランスにあるのではないかと考えられる。 

 

（2）シニアの夢 

 続いて、同調査より、これからの人生において実現したい夢を自由回答で意見を募った

ところ、次の図で示すように 「日本一周鉄道の旅」（70 代女性）、「フラメンコを踊って

みたい」（60 代女性）と旅行三昧の生活を楽しみたい人や趣味の幅を広げたい人、「70 歳

まで元気に働きたい」（50 代男性）と仕事に打ち込みたい人、「大学の学位を取る」（50

代女性）、「語学の学習を通して視野を広げたい」（60 代女性）など学びを深めたい人、

「介護ボランティアとして社会に貢献したい」（60 代男性）、「地域社会に貢献すること」

（70 代男性）など社会に尽くしたい人など、夢は多彩なよう。そして、「億万長者になり

たい」（50 代男性）や、「若い恋人の獲得」（70 代男性）との野望を胸に秘めている人も

いるようです。」（ソニー生命保険株式会社、2013）という結果を得た。 

 

実現したい夢 
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生活意識調査の結果からは、生きがいややる気の源泉のように、ある程度結果が想定され

るものと、実現したい夢のように想像をはるかに超えた夢を人々は描いていることに気づ

かされた。いずれにしても、このような生きがいや夢を持つことで、人々は元気と活力に

満ち、楽しく明るい毎日を過ごすことが可能となる。ここまで、シニアの生活意識調査よ

り、生きがい/夢/趣味/楽しみなどについて見てきた。そして、それらを行動に移す際に

是非考慮して欲しいことが３つ程ある。次にそのことについて検討を続ける。 

 

（3）遊びを行動に移す際の心得 

① パートナーと一緒に楽しめる遊びを持つ大切さ 

「定年になったら家内と旅行をする予定だ。」とは、中・高年ビジネスマンの男性から

よく耳にする言葉である。しかし、男性側からの考えや思いと、相手のパートナーからの

思いが必ずしも一致するとは限らない。このことは本当に良く起こることである。ただ

し、ここで簡単には諦めてはならない。二人で会話したり過ごす時間が増えると、結果と

して二人の絆が深まることにつながって行くことも多々あるからだ。 

 二人で旅行を楽しむ、スポーツを楽しむ、ジョギングをする、ペットを飼う、野菜を作

る、コンサートに行く、映画に行く、ダンスを始める、茶道を始めるなど、様々な機会に

意識してパートナーと一緒に過ごす時間を作るよう心がけよう。パートナーと一緒にでき

ることを持つよう心がけることも、セカンドライフを楽しく明るく過ごす上で大切なこと

となる。 

 ② 遊びのための計画表を作る 

皆さんは遊びのための計画表をつくっていますか。セカンドライフは、遊びの計画が最

優先！人間が人生の最後に後悔することは、失敗したことではありません。やれば出来た

かも知れないことを、やらなかったことを最も後悔すると言われている。そこで、短期

（この１～２ケ月）、中期（半年～１年）、長期（来年以降～３年先位まで）の遊びの計画

を積極的に立てるよう心がけることも重要となる。 

③ これまでやってきたことは簡単に止めない 

定年などを期にもう上手くならないからと、これまでやってきたこと止めてしまう人を

時々見かける。それは本当にもったいないこと。これまでやってきたことは、下手の横好

きでも良いので、できる限り長く続けるよう心がけましょう。ゴルフ、テニス、スキー、

ボーリングなど運動に繋がるものは、上手くならなくても出来る限り長く続けることで健

康の促進にも役立つこととなる。 

 「セカンドライフに向けての誘い」自学習編の 4 では、「遊びのこと」というテーマに

て、我々の人生に喜びや元気と活力を与えてくれる様々な生きがいや人生の夢について検

討を行った。受講者の各自が今後の「遊びのこと」について考えたとき、現段階での思い

や確認事項を「私が目指すセカンドライフまとめシート」にまとめた後、次の 5 では、

「学習のこと」について検討を進める。 
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 5．学習のこと 

 「セカンドライフに向けての誘い」の自学習編 5 では、「遊びのこと」に続き、「学習の

こと」について検討を進める。はじめに、一般シニアの生活では、心身の健康と経済的基

盤の確保が最低限必要とされる。さらにシニアには、好きな仕事や社会貢献など、社会と

のつながりや自己実現の中に生きがい/やりがいを感じ、前向きに生活することが望まれ

ている。しかしながら、シニアが生きがいを見出し前向きに生活するためには、ただ受け

身の姿勢だけでは難しい。そして、そのための一つのアプローチ方法として学習を通した

より豊かな人生の実現が期待されている。ここでは、検討を進めるために、まず高齢者が

行っている生涯学習の現状を確認することからはじめる。次に、学習するシニアは、それ

ぞれ何らかの目的を持って学習を進めているはずである。そうしたシニアの目的ごとの学

習への参画状況を検討することで、セカンドライフにおける学習の在り方に関して示唆を

得たいと考える。 

 

（１） 日本の高齢者の生涯学習活動 

令和元年版高齢社会白書によれば、60〜69 歳の 5 割以上・70 歳以上の 4 割以上が、

この 1 年くらいの間に学習をしたことがあるとしている（図 1－2－3－3）。学習の形式

は、60 代では「インターネット」が最も多く、16.5％である一方、70 歳以上では「公 

民館や生涯学習センターなど公的な機関における講座や教室」が 16.2％と最も多くなっ

ている。 

 

高齢者が行っている生涯学習（複数回答） 
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 続いて、「今後学習したい内容」をきいたところ 60〜69 歳で 81.4％、70 歳以上で 

62.6％の人が「学習したい」と回答している。60〜69 歳では「健康・スポーツ」が 

39.8%と最も多く、70 歳以上では「趣味的なもの（音楽、美術、華道、舞踊、書道、レ

クリ エーション活動など）」が 31.5％と最も多い（図 1－2－3－4）。 

 

今後学習したい内容

 

 

 つまり、高齢社会白書からは、60 代の 5 割以上・70 歳の 4 割以上の人が生涯学習に

参加しており、今後の学習に関する意欲も大変高いことが読み取れる。 

 

（2）シニア学習者の 4 つの分類 

 ここでは、シニアの生涯学習パラダイムに詳しい浦野・大橋の「シニア学習者の 4 つの

分類」を参考に検討を進める。彼らによれば、「シニアの学習者群をまず「社会貢献」と

「自己実現」を重視する２つに大別し，さらにそれぞれを２つに細分し，計４つの学習者

群に分類した（次頁の表２）。すなわち，「社会貢献」を生きがいとする「生涯現役派」と

「ボランティア派」，そして「自己実現」を生きがいとする「教養派」と「趣味派」であ

る。」（浦野・大橋、2011、20 頁）としている。 

 以下、この４つの分類について順次確認を進める。はじめに、社会貢献派の中の「生涯

現役派」については、経済的目的や QOL（Quality of Life : 生活の質）の向上目的だけ

でなく、さらなるスキルアップや仕事に直接関連性のある事柄について知識を得ることを

指向していることがわかる。このことは、先に高齢者の就業状態を確認したとき、60 代
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前半で 77.1％、後半でも 53.0％の就業率があったことを思い出すと参考になる。 

 

 

 

また、60 代後半でも半数以上が就業していることを考慮すると、将来は、定年退職者の

平均年齢が 70 歳に近づくこともそう遠いことではないと考えられる。 

次の「ボランティア派」は、ボランティア活動に積極的に関わることで社会貢献を行

い，QOL 向上や社会との関係性構築を目指す人々である。この人達は、ボランティア活

動に参加すること自体を学びの活動としてとらえている場合が多い。筆者が 5 年前から参

加している来日外国人を対象とした英語通訳ボランティア・ガイドもこの分類に当てはま

る。ガイド自らが、浅草/上野公園/皇居/築地などの歴史や文化を学び直すことや英語の

ブラシュアップを兼ねて参加している仲間が多い。 

 次に自己実現派に分類される「教養派」は、必ずしも実践的で役立つ知識を必要とはせ

ずに、文化・芸術・社会・最新技術といった幅広い分野からの知識の吸収を求める層であ

る。立教セカンドステージ大学に通う多くの仲間達がこの教養派に属すると考えられる。 

最後は、「趣味派」である。趣味派には、趣味として生涯学習を実践する層が含まれ

る。前述の教養派と同様、趣味派はシニアの生涯学習目的の最も大きな要素のひとつであ
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り，多くのシニアが参加するケースと考えられる。趣味派の特徴は、他のカテゴリーと比

較して多様なジャンルが学習対象として含まれる点にある。文科省の社会教育が支援する

各都道府県の生涯大学校などに通う多くの人々も趣味派に属する。趣味派は、年齢層も高

く学習者間のつながりや関係性も重視されると同時に、健康や福祉、財政や家族といった

幅広い内容の学習に関心を持っている。 

 

（3）シニア向け教育サービスを提供する様々な機関 

 シニアが生きがいを見出し、前向きに生活するために様々な生涯学習機会を活用する 

ことは大切なことである。ここではシニアの「学び直し」や「再チャレンジ」を支援する

機関として、大学、カルチャーセンター、そして都道府県の生涯大学校/生涯学習センタ

ーを紹介する。各支援機関の詳しい内容に関しては、ここでの言及は避けることとする。 

 

シニア向け教育サービスを提供する様々な機関 

 

山口一夫、2017、「我が国セカンドステージ教育の一考察」より 

 

 シニアが何のために学習するかは、「シニア学習者の 4 つの分類」のところで既に学習

した。いずれの目的にせよ、学習することで人は気づき、生まれ変わり、成長し、進化し

続けることが出来るからだ。「セカンドライフに向けての誘い」自学習編の 5 では、「学習

のこと」というテーマにて、人は学習によっていくつになっても成長し進化し続けること

を学んだ。受講者の各自が今後の「学習のこと」について考えたとき、現段階での思いや

確認事項を「私が目指すセカンドライフまとめシート」にまとめた後、次の 6 では、「お

金のこと」について検討を進める。 

（現・未来大学） 
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 6．お金のこと 

 「セカンドライフに向けての誘い」の 6 では、「学習のこと」に続き、「お金のこと」に

ついて検討を進める。はじめに、日本では欧米の先進国と比べお金のことに関し公の場で

話たり相談することに関し、タブー視する傾向がこれまでは強かったように感じる。しか

し、少子高齢化に歯止めがかからず、年金の受給開始年齢が徐々に引き上げられる現況か

らか、新聞や TV をはじめとした各メディアでも、この問題に真正面から取り組む機運が

高まりつつある。そのため、ここでは、調査・統計資料に基づく高齢者の暮らし向きや年

齢階級別の家計の貯蓄・負債の状況、更には、気を付けなければいけない銀行・証券会社

の営業マンなどに関し検討を進めることとする。 

 

（１）高齢者の暮らし向き 

 はじめに、令和 2 年度の社会高齢白書より高齢者の暮らし向きについて実態を確認す

る。60 歳以上の高齢者の経済的な暮らし向きについてみると、「心配ない」（「家計にゆと

りがあり、まったく心配なく暮らしている」と「家計にあまりゆとりはないが、それほど

心配なく暮らしている」の計）と感じている人の割合は全体で 74.5％であり、年齢階級 

 

高齢者の暮らし向き 

 

 

別にみると、「80 歳以上」は 87.％と高い割合となっている（図 1－2－1－1）。 

 さらに、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に

占める割合別世帯数の構成割合をみると（次頁、総所得に占める割合別世帯数 参照）、

62.3％の世帯において公的年金・恩給の総所得に占める割合が 80％以上となっている。 
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公的年金・恩給 の総所得に占める割合別世帯数 

 

 

 

（２）高齢者（60 代以上）の純貯蓄高は高い 

次に、高齢者の資産を二人以上の世帯についてみると、世帯主の年齢階級別の家計の貯

蓄・負債の全般的状況（図 1－2－1－6）は、世帯主の年齢階級が高くなるにつれて、1 世

帯当たりの純貯蓄はおおむね増加し、世帯主が 60～69 歳の世帯及び 70 歳以上の世帯で 
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は、他の年齢階級に比べて大きな純貯蓄を有していることが分かる。年齢階級が高くなる

ほど、貯蓄額と持家率がおおむね増加する一方、世帯主 30～39 歳の世帯をピークに負債

額は減少していく。 

高齢者の純貯蓄額が高いことを確認したところで、次に、その貯蓄の目的についてみる

と、「万一の備えのため」が 47.5％で最も多く、次いで「普段の生活を維持するため」が

17.8％となっている（図 1－2－2－7 平成 29 年データ）。 

 

 

 

 万一に備えることは大切である。しかし、備えすぎて貯金を使いきれずに亡くなってい

く人が多いことも現実のようである。一般に、日本のシニアたちが、いま持っているお金

を使いたがらないのは、戦後の貧しい時代に育っているため、お金を手元に置いておかな

いと心配でしょうがないからのようである。その結果、彼らは平均 3000 万円以上のお金

を残して死んでいくらしい。何てもったいないことであろう。この問題に関し、次の金融

資産の高齢化問題のところでしっかり見て行こう。 

 

（3）金融資産の高齢化問題 

 金融資産の高齢化問題と認知症との関係に基づく将来予測を掲載した日経情報によると、

認知症患者、金融資産 200 兆円にマネー凍結リスクという見出しの中で、「高齢化の進展

で認知症患者が保有する金融資産が増え続けている。2030 年度には今の 1.5 倍の 215

兆円に達し、家計金融資産全体の１割を突破しそうだ。認知症になると資産活用の意思表示

が難しくなり、お金が社会に回りにくくなる。国内総生産（ＧＤＰ）の４割に相当するマネ

ーが凍結状態になれば、日本経済の重荷になりかねない。お金の凍結を防ぐ知恵を官民で結

集する必要がある。」（日経、2018）としている。同様に、次頁の図、「認知症患者が保有

する金融資産が増え続けている」も参考にして欲しい。 

立教セカンドステージ大学の暮らしに役立つ経済と金融では、45％、35％、20％の法則

を学習した。これは、60 代からの保有金融資産を使うバランスとして、60 歳代に 45％、

70 歳代に 35％、80 歳代に 20％、使うくらいの目安が丁度良いという教えである。健康

寿命の実際や体力の衰え/認知症問題を考えると大変説得力のあるバランスと考えられる。 
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（4）元金融マンが語る「気を付けなければいけない営業マン」 

そうは言っても、手元にお金があると安心なのが人間、しかも、できることなら少しで

もそのお金を増やしたいと考えてしまうのが人々の心理。そんな高齢者の弱みに巧みにつ

け込んでくるのが、銀行や証券会社の営業マン。これからの情報は、立教セカンドステー

ジ大学の「暮らしに役立つ経済と金融」の講義で、元大手銀行に勤めていた講師から学習

した情報である。 

 

まず、お勧め商品の本質とは、 

① 手数料収入獲得のため全店号令の本質 

一切のリスクを銀行側が負わない高収益（高手数料）商品を勧める事実 

② 店頭窓口のマニュアルとセールス・トークの本質 

投資理論・経験もない担当者が高難度の金融商品を説明する事実 

③ 市場の平均以上を狙うアクティブ運用を勧める本質 

アクティブ（手数料割高）の 70％が市場平均のパッシブに負ける事実 

④ 日本独自の毎月分配型の仕組みと喜びの本質 

実際の投資収益以上に分配した元本（資産）を食い潰す事実 

⑤ 「ラップ口座」（投資一任）を強く勧める本質 

全てを運用会社一任の事実（管理手数料が年間３％近いコスト） 

 

 運用で資産を減らす 10 のパターン 

① 金融商品を知らない失敗のパターン 

② 金融市場を知らない失敗のパターン 
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③ 商品の説明を鵜呑みにした失敗パターン 

④ 家計のリスク限度を知らない失敗のパターン 

⑤ 投資が性格的に合わない失敗のパターン 

⑥ 円高・円安で振り回される失敗パターン 

⑦ 株安・株高で振り回される失敗パターン 

⑧ 新興国の成長神話に引きずられる失敗パターン 

⑨ 投資の手数料倒れで失敗のパターン 

⑩ 投資の過去の高成績で惑わされる失敗パターン 

RSSC（立教セカンドステージ大学）「暮らしに役立つ経済と金融」より 

 

「セカンドライフに向けての誘い」自学習編の 6 では、「お金のこと」というテーマに

て、高齢者の暮らし向き、純貯蓄高の高さ、金融資産の高齢化問題、そして、気を付けな

ければいけない金融系営業マンについて学んだ。受講者の各自が今後の「お金のこと」に

ついて考えたとき、現段階での思いや確認事項を「私が目指すセカンドライフまとめシー

ト」にまとめた後、次の 7 では、「介護のこと」について検討を進める。 
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 7．介護のこと 

 「セカンドライフに向けての誘い」の 7 では、「お金のこと」に続き、「介護のこと」に

ついて検討を進める。ここまで、健康のことを最初にパートナー/仕事/遊び/学習/お金な

ど、これまでは自分自身のテーマを中心として検討を進めてきた。しかし、50 代に入り

出した頃から、自分のテーマに加えて、親の介護の課題がセカンドライフを充実させる上

で、避けては通れないものとして浮上してくる。ここでは、セカンドライフにおける介護

に関し、はじめに、高齢者の介護の実態や主な介護者の続柄について厚生労働省の調査・

統計結果から検討を進める、続いて、介護を受けるものが介護を受けたい場所、更には、

最後を向かえたい場所などについても順次検討していく。 

 

 （１）高齢者の要介護の実態 

 はじめに、令和 2 年版高齢社会白書では、介護保険制度における要介護又は要支援の認

定を受けた人（以下「要介護者等」という。）は、平成 29（2017）年度末で 628.2 万

人となっており、2008 年度末（452.4 万人）から 175.9 万人増加している。また、要

介護者等は、第 1 号被保険者の 18.0％を占めている（次の図 1－2－2－8）。 
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 また、65～74 歳と 75 歳以上の被保険者について、それぞれ要支援、要介護の認定を

受けた人の割合をみると、65～74 歳で要支援の認定を受けた人は 1.3％、要介護の認定

を受けた人が 2.9％であるのに対して、75 歳以上では要支援の認定を受けた人 8.6％、

要介護の認定を受けた人は 23.3％となっており、75 歳以上になると要介護の認定を受

ける人の割合が大きく上昇する（表 1－2－2－9）。 

 

 

 

 

 （2）要介護が必要となった原因 

  以上確認してきたように、75 歳を過ぎると、要支援の認定を受けた人 8.6％、要介

護の認定を受けた人が 23.3％と大幅に増加することがわかった。続いては、介護が必要

となった原因について探っていく。要介護者等について、介護が必要になった主な原因に

ついてみると、「認知症」が 18.7％と最も多く、次いで「脳血管疾患（脳卒中）」が

15.1％、「高齢による衰弱」13.8％、「骨折・転倒」12.5％となっている。男性の「脳血

管疾患（脳卒中）」が 23.0％、女性は「認知症」が 20.5％と特に多くなっている  

（図 1－2－2－10）。 
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 （3）主な介護者の続柄 

  介護が必要となった原因に続いて、実際に介護に当たる人、すなわち主な介護者の続

柄について見て行く。要介護者等からみた主な介護者の続柄をみると、6 割弱が同居して

いる人が主な介護者となっている。その主な内訳をみると、配偶者が 25.2％、子が

21.8％、子の配偶者が 9.7％となっている。また、性別については、男性が 34.0％、女

性が 66.0％と女性が多くなっている。要介護者等と同居している主な介護者の年齢 

 

 

 

についてみると、男性では 70.1％、女性では 69.9％が 60 歳以上であり、いわゆる

「老老介護」のケースも相当数存在していることがわかる（図 1－2－2－13）。 

 次に、同居している主な介護者が 1 日のうち介護に要している時間をみると、「必要な 
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時に手をかす程度」が 44.5％と最も多く、「ほとんど終日」も 22.1％となっている。 

要介護度別にみると、要支援 1 から要介護 2 までは「必要な時に手をかす程度」が最も

多くなっているが要介護 3 以上では「ほとんど終日」が最も多くなり、要介護 4 と 5 で

は約半数（45.3％、54.6％）が「ほとんど終日」介護している（図 1－2－2－14）。 

 

 （4）介護を受けたい場所/最後を迎えたい場所 

  「日常生活を送る上で介護が必要になった場合に、どこで介護を受けたいか」につい

てみると、60歳以上では男女とも「自宅で介護してほしい」人が最も多いが、男性は

42.2％、女性は30.2％と、男性の方が自宅での介護を希望する割合が高くなってい

る。自宅以外では、「介護老人福祉施設に入所したい」（男性18.3％、女性

19.1％）、「病院などの医療機関に入院したい」（男性16.7％、女性

23.1％）、「介護老人保健施設を利用したい」（男性11.3％、女性11.2％） 

が多い（図 1－2－3－16）。また、「治る見込みがない病気になった場合、最期

はどこで迎えたいか」についてみると、「自宅」が 54.6％で最も多く、次いで

「病院などの医療施設」が 27.7％となっている（図 1－2－3－17）。 
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 最後に、両親や義理の両親に対する介護支援の経験の無い人にとっては、様々な心配や

不安が大きくなってしまったかも知れない。しかし、筆者が約 7 年間の支援の後、91 歳

の父を見送った経験から言えることは、「両親の介護のお世話をしながら、両親や両親を

支援してくださる人々の両方からいろいろなことを学びましょう。」とアドバイスした

い。現在の日本の介護支援システムは、各地域の包括支援センターをはじめ、不安なこと

や分からないことを丁寧に相談にのってくれる最低限の仕組みがある。従って、要支援者

や要介護者を一生懸命支援することは大切だが、決して無理をしないことも大切である。

要するに、難しいことはプロに任せるぐらいの割り切りも大切となる。子供として、両親

の介護のお世話は大切だが、無理は禁物。支援をもらえるところはプロに任せた方が、介

護を受ける側も、支援する側も心にゆとりが出来て長続きするものと経験から考えるよう

になった。 

 それから、老人ホームや施設選びに関しては、経済的な事情も含めて本人の希望を元気

なうちに確認しておく必要がある。また、実際の施設の選択に関しては、できるだけ足を

使って施設の環境やサービスの実態を確認することが大切となる。ファシリティ（建物）

の良し悪しだけでなく、サービスの質や施設の従業員教育の実態などについても確認する

必要がある。特に、開設 3 年未満の施設の場合、ファシリティは新しく綺麗だが、就業員

の人数が十分ではなかったり教育が行き届いてない場合があるので注意する必要がある。 

「セカンドライフに向けての誘い」自学習編の 7 では、「介護のこと」をテーマにし

て、高齢者の要介護の実態、要介護が必要となった原因、主な介護者の続柄、そして、介

護を受けたい場所/最後を迎えたい場所などに関し、内閣府令和 2 年版高齢社会白書から

検討してきた。受講者の各自が将来の「介護のこと」について考えたとき、現段階での思

いや確認事項を「私が目指すセカンドライフまとめシート」にまとめた後、次の 8 では、

「終活のこと」について検討を進める。 
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 8．終活のこと 

「セカンドライフに向けての誘い」の 8 では、「介護のこと」に続き、「終活のこと」に

ついて検討を進める。はじめに、終活（しゅうかつ）と言う言葉は、超高齢化社会に突入

している日本では、近年よく耳にする言葉となっている。そもそも、この言葉が世の中に

一般化され出したのは、2010 年の新語・流行語大賞にノミネートされた頃からのようで

ある。そして、その意味は、「人生の終わりのための活動」の略で、人間が人生の最期を

迎えるにあたって執る様々な準備やそこに向けた人生の総括を意味する言葉とされてい

る。ここでは、継続、内閣府の意識調査や当分野に詳しい機関の情報から、病気などの時

に頼りたい思う相手や高齢者の死の実情、更には、エンディングノートへの主な記入内容

などについて検討を進める。 

 （１）高齢者が頼りたい相手 

 H29 年度版社会高齢白書によれば、65 歳以上の一人暮らし高齢者が、病気などの時に

看病や世話を頼みたいと考える相手は、子供がいる人は男女ともそれぞれ「子」が男性

41.0％、女性 58.2％と最も多い。子供がいない女性は「兄弟姉妹・親戚」（35.4％）が

最も多く、次いで「あてはまる人はいない」（21.5％）となっている。一方、子供がいな

い男性は「あてはまる人はいない」（35.0％）が最も多く、次いで「そのことでは頼りた

いと思わない」（22.6％）となっている（図 1－2－6－16）。 

筆者の場合、子供がいない男性に属するため、お一人様になった場合は、「兄弟姉妹・

親戚」、「その他の人」、「そのことでは頼りたいと思わない」、または「あてはまる人はい

ない」ということが選択肢に浮かび上がってくる。現状では、調査結果で最も多かった

「あてはまる人はいない」と同様になってしまいそうだ。しかし、できることならこれか

ら努力をして、「その他の人」の中から選びたい気持ちである。 
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 （2）孤独死＊を身近な問題と感じるものの割合 

  また、一人暮らしと言えば近年付きまとうことに孤独死の問題がある。孤独死（誰に

も看取られることなく亡くなったあとに発見される死）を身近な問題だと感じる（「とて

も感じる」と「まあ感じる」の合計）人の割合は、60 歳以上の高齢者全体では 17.3％だ

が、一人暮らしでは 45.4％と 4 割を超えている（図 1－2－6－17）。これに関しては、

筆者も調査結果と同様に４割超の身近な問題と感じる中に属している。 

 

 

 

 （3）孤独死と考えられる事例が多数発生している 

  死因不明の急性死や事故で亡くなった人の検案（形跡、状況などを調べ考えるこ

と）、解剖を行っている東京都監察医務院が公表しているデータによると、東京 23 区内 
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における一人暮らしで 65 歳以上の人の自宅での死亡者数は、平成 27 年に 3,127 人と

なっている（図 1－2－6－18）。高齢者が最後に頼りたいと思う相手のことや、結果とし

て一人になってしまったときに頭をよぎる不安としては、一人暮らしの 4 割超が孤独死を

身近な問題として感じていることが意識調査の結果から見えてきた。この問題に対して

は、何の準備もできないものか気にかかる。そこで大切になってくることが、せめて元気

なうちに最後はどうして欲しいかを決めておくこととなる。次は、この問題に関係するエ

ンディングノートに関し検討を進めて行く。 

 

 （4）エンディングノート 

エンディングノートは、自分自身が死亡したときや、判断力・意思疎通能力の喪失を伴

う病気にかかったときに備え、自分自身が希望する内容を正確に伝えることが出来るもの

として大きな意味を持つ。法的効力を有する遺言とは異なり、存命中や死後の家族の負担

を減らすことを目的としている。 

 現在、実際に使われているか否かは定かではないが、エンディングノートには、有料で

市販されているものから、遺言・相続の法律事務所や葬儀社から無料でダウンロードでき

るよう販促資料として提供されているものまで様々存在している。ここでは、エンディン

グノートの書き方サポートセンターによる一般のエンディングノートに含まれているとさ

れる 3 つの内容に関し触れておきたい。 

① 自分のこと 

•自分の基本情報 •本籍 •勤務先 •保険証 •免許証 •パスポート 

•住民票コード •マイナンバー  

   これらの基本情報に加えて、自身のこれまでの歴史のことや、これから先、未来で 

やりたいことやライフスタイルのことなどを書くこともある。 

 

② 自分が遺すもの 

資 産 

   •預貯金について（銀行名・口座番号） •口座自動引き落としについて（公共料 

    金などの各種支払い）•有価証券/その他の金融資産について•不動産について 

•その他の資産について（絵画・美術品・骨とう品・ブランド品など） 

•借入金・ローンについて •クレジットカード・電子マネーについて •保険につ 

 いて •年金について 

  気になること 

   •携帯/パソコンについて（デジタル終活） •WEB サイトの ID・パスワードにつ 

    いて •宝物・コレクションについて•ペットについて•生活のことについて 

（管理組合・町内会・習い事など） 
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   家族/親族のこと 

   •家族一覧•親族一覧•親族表（家系図）•親族の命日など•冠婚葬祭の記録 

   友人/知人のこと 

   •友人・知人一覧•サークル・習い事・同窓会などの連絡先 

 

③ 自分のエンディング 

  医療のこと 

•健康管理（アレルギー・かかりつけ病院・持病・常用薬・過去の病歴） 

•告知について •延命治療について •臓器提供や献体について 

  介護のこと 

•認知症になった場合 •介護をお願いしたい人 •介護をお願いしたい場所 

•介護してくれる人に伝えたいこと •介護費用について •財産管理について 

•介護されるときの希望（食べ物・服装・趣味など） 

  葬儀のこと 

•葬儀の実施の規模について•葬儀の業者・会場について •葬儀の費用について 

•喪主になってほしい人 •挨拶をお願いしたい人 •戒名（法名）について 

•香典について •遺影について 

  供養（埋葬先について） 

•埋葬先の有無 •希望の埋葬方法（墓・納骨堂・樹木葬・永代供養・散骨など） 

•お墓の承継者について •お墓や供養にかかる費用について 

  相続について 

•遺産分割の希望（エンディングノートの場合、法的拘束力はなし） 

•相続に関する希望 

 

  このようにエンディングノートの内容には、かなりのものが盛り込まれることとな

る。そして、これらの項目を全て書き上げることは、決して容易なことではない。しか

し、エンディングノートの書き方を支援しているエンディングノートの書き方サポートセ

ンターでは、その役割として「将来発生する問題を提起し、それに対する自分の回答・希

望を考え、記入し、その内容を対策として実行するもの」と定義している。 

「セカンドライフに向けての誘い」自学習編の 8 では、「終活のこと」をテーマにて、内

閣府の意識調査や当分野に詳しい機関の情報から、病気などの時に頼りたい思う相手や高

齢者の死の実情、更には、エンディングノートへの主な記入内容などについて検討してき

た。受講者の各自が将来の「終活のこと」について考えたとき、現段階での思いや確認事

項を「私が目指すセカンドライフまとめシート」にまとめ、このシートを完成させる。 
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（2018 年 10 月 6 日アクセス） 

https://ganjoho.jp/data/public/qa_links/brochure/knowledge/301.pdf 

◇ 認知症ねっと、認知症は予防できる、 

https://info.ninchisho.net/mci/k60 （2018 年 10 月６日アクセス） 

◇ 弁護士法人プラム綜合法律事務所、離婚弁護士ナビ、離婚コラム、 

https://ricon-pro.com/columns/187/（2018 年 10 月 10 日アクセス） 

◇ 平成 28 年人口動態統計月報年計（概数）の概況｜厚生労働省（2018 年 10 月７日アクセス） 

  https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai16/index.html 

http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3429/1.html
https://ganjoho.jp/data/public/qa_links/brochure/knowledge/301.pdf
https://info.ninchisho.net/mci/k60
https://ricon-pro.com/columns/187/
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai16/index.html
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◇ FRANK PARTY 多様化する〇〇婚について 

https://frankparty.com/article/chocomint1127-3/（2018 年 10 月 15 日アクセ

ス） 

◇ naver 「３割以上が離婚」の時代でも…夫婦円満を持続させる６つのコツ 

https://matome.naver.jp/odai/2137144881218699901 （2018 年 10 月 15

日アクセス） 

◇ エンディングノートの書き方サポートセンター、エンディングノートの役割とは 

http://senior-life.sakura.ne.jp/ending/ （2018 年 10 月 18 日アクセス） 
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