
い。

（2）相談や互いに世話をする友人がいないと
回答する割合は、日本が最も多い
家族以外の人で相談し合ったり、世話をし
合ったりする親しい友人がいるか尋ねたとこ
ろ、「いずれもいない」と回答した高齢者の割
合は、調査対象国のなかで日本が25.9％と最も
多く、次いでドイツ17.1％、アメリカ11.9％、
スウェーデン8.9％と続いている（図1－3－6）。

日本では高齢化が進み高齢者のいる世帯構成
は単独世帯が増加傾向にあり、平成26（2014）
年では約25％を占めている。こうした状況の
なか、近所の人との付き合いについて、相談す
る・される、病気の時に助け合うと回答する割

合が、調査対象国のなかで低い水準となってお
り、さらには家族以外の人で、相談や互いに世
話をし合ったりする友人がいない割合は高い水
準となっている。高齢者が地域社会から孤立し
ないよう、社会活動の参加を促す取組や支援が
今後より求められる。

4　老後生活の満足度について

（1）日本の高齢者の77.5％は経済的に困って
いない。
経済的な意味で、日々の暮らしに困ることが
あるか尋ねたところ、経済的に困っていない高
齢者の割合（「困っていない」と「あまり困っ
ていない」の計）は、スウェーデンが87.3％で
最も多く、日本77.5％、ドイツ77.0％、アメリ

図1－3－5 　近所の人との付き合い方（複数回答）

24.224.2

24.924.9
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35.935.9
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16.316.3
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28.328.3

48.348.3

31.231.2

5.25.2

15.215.2

7.37.3

3.23.2

5.95.9

27.027.0

31.931.9

16.916.9

41.941.9

18.418.4

14.314.3

24.324.3

67.367.3

45.945.9

38.738.7

89.789.7

9.79.7

6.16.1

1.31.3

8.48.4

0.60.6

0.00.0

1.21.2

0.00.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
（％）

日本

アメリカ

ドイツ

スウェーデン

無回答 その他
外でちょっと立ち話をする程度 物をあげたりもらったりする
病気の時に助け合う 家事やちょっとした用事をしたり、してもらったりする
相談ごとがあった時、相談したり、相談されたりする 趣味をともにする
お茶や食事を一緒にする

資料：内閣府「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」（平成27年）
（注）対象は60歳以上の男女（施設入所者は除く）
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カ68.3％と続いている（図1－3－7）。

（2）調査対象国すべての高齢者の約9割が老後
生活に満足している。
総合的にみて、現在の生活に満足しているか
尋ねたところ、現在の生活に満足している高齢
者の割合（「満足している」と「まあ満足して

いる」の計）と回答する割合は、スウェーデン
97.1％、アメリカ95.2％、ドイツ91.9％、日本
88.3％となっている。

本調査では、日本の高齢者の約8割が経済的
に困っておらず、約9割が現在の生活に満足し
ていると回答している。

図1－3－6 　親しい友人の有無

57.557.5

39.839.8

32.232.2

28.128.1

1.91.9

3.23.2

2.42.4

3.23.2

13.813.8

41.841.8

47.647.6

59.259.2

25.925.9

11.911.9
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8.98.9

1.01.0

3.43.4

0.70.7

0.60.6

0 20 40 60 80 100
（％）

日本

アメリカ

ドイツ

スウェーデン

わからない

同性の友人がいる 異性の友人がいる
同性・異性の両方の友人がいる いずれもいない

資料：内閣府「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」（平成27年）
（注）対象は60歳以上の男女（施設入所者は除く）

図1－3－7 　日々の暮らしで経済的に困ることの有無
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（％）

日本
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困っている 少し困っている あまり困っていない 困っていない 無回答
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32.0
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51.6 0.0

0.0

0.2

0.2

36.3

46.0

58.2

資料：内閣府「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」（平成27年）
（注）対象は60歳以上の男女（施設入所者は除く）
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図1－3－8 　現在の生活への満足度
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スウェーデン

満足している まあ満足している やや不満である 不満である 無回答

資料：内閣府「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」（平成27年）
（注）対象は60歳以上の男女（施設入所者は除く）

本調査では、日本の高齢者の約8割が経済的
に困っておらず、約9割が現在の生活に満足し
ていると回答している。
一方で、日本は老後の備えとして現在の資産
や貯蓄を不安と考える割合や家族以外の人で相
談し合ったり、世話をし合ったりする親しい友

人がいない割合が、他の国よりも多いという結
果も出ている。こうした点に加え、状況の変化
により生活の満足度が低下する可能性も勘案し
て、高齢期の生活を支える取組を進めていく必
要がある。
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