
計によれば、29（2017）年の労働力人口は6,217
万人となることが見込まれ、18（2006）年に比べ
て440万人減少することとなり、労働力人口総
数に占める65歳以上の人の比率も10.6％となる
ことが見込まれている（図1－2－4－9）。

5 高齢者の社会参加活動

（1）高齢者の社会参加
ア　 高齢者のグループ活動への参加は約6割
で、今後参加したい高齢者は約7割
60歳以上の高齢者のグループ活動への参加状

況についてみると、59.2％が何らかのグループ
活動に参加しており、10年前と比べて15.5ポイ
ント増加している。具体的な活動についてみる
と、「健康・スポーツ」30.5％、「地域行事」
24.4％、「趣味」20.2％、「生活環境改善」10.6％
の順となっており、いずれの活動も10年前と比
べて増加している（図1－2－5－1）。
また、何らかの活動に参加している人のほう
が、活動に参加していない人よりも生きがい（喜

びや楽しみ）を感じている（図1－2－5－2）。
今後の参加意向についてみると、「参加した

い」（「参加したい」、「参加したいが、事情があっ
て参加できない」と回答した人の計）と考える人
は70.3％となっており、過去の調査と比較する
と増加傾向にあり、初めて7割を超えた（図1－
2－5－3）。

イ　 NPO活動に対する関心は高く、特に近所
の人たちとの交流の有無、親しい友人の有
無でその関心度は異なる
60歳以上の高齢者に、地域の福祉や環境を改

善することを目的としたNPO活動に関心がある
かについてきいてみたところ、「既に活動に参加
している」が4.0％、「今後参加したいと思ってい
る」が9.1％、「関心があるがよく分からない」が
43.0％となっており、これらを合わせた「関心が
ある」は56.1％となっている。一方、「関心はない」
が37.4％となっている（図1－2－5－4）。
また、近所の人たちとの交流の有無や親しい
友人の有無と、NPO活動への関心度との相関を

図1－2－4－9 労働力人口と労働力人口に占める65歳以上の者の割合の見通し

（資料出所）2006年及び2010年は総務省統計局「労働力調査」、労働力人口の2012年以降はJILPT「労働力需給の推計（2008年3月）」。
ただし、労働力人口総数に占める65歳以上の労働力人口の割合については、JILPT「労働力需給の推計（2008年3月）」を踏まえ、
内閣府で試算したもの。

（注１）「労働市場への参加が進まないケース」とは、性・年齢別の労働力率が2006年の実績と同じ水準で推移すると仮定したケース。
（注２）「労働市場への参加が進むケース」とは、各種の雇用施策を講ずることにより、若者、女性、高齢者等の方々の労働市場への参加が

実現すると仮定したケース。
（注３）この推計においては、税・社会保障制度等の労働力需給に与える影響については必ずしも十分に考慮されていないが、こうした制度

が変更されることによって労働力需給に大きな影響を及ぼす可能性があることに留意が必要。
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図1－2－5－1 高齢者のグループ活動への参加状況（複数回答）
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資料：内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（平成20年）
（注１）全国60歳以上の男女を対象とした調査結果
（注２）「高齢者の支援」は、平成10年は「福祉・保健」とされている。
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図1－2－5－2 グループ活動への参加状況別の生きがいの有無
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資料：内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（平成20年）
（注）調査対象は、全国60歳以上の男女
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資料：内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（平成20年）
（注）調査対象は、全国60歳以上の男女

42



みると、近所の人たちとの交流がある方が、また、
親しい友人を沢山もっている方がその関心度が
高くなっており、社会参加の状況が高齢者の中
で二極化している可能性がある（図1－2－5－5、
図1－2－5－6）。

（2） 国際比較でみる日本の高齢者の社会活動に
対する意識
60歳以上の高齢者の社会活動への参加状況と

意識について、韓国、アメリカ、ドイツ、スウェー
デンと比較してみると、ボランティア活動その
他の社会活動への参加状況は、日本は参加して
いる割合（31.3％）が韓国に次いで低いことがわ
かった（図1－2－5－7）。
また、ボランティア活動その他の社会活動に
参加していない人に対して参加しない理由を聞
いたところ、「関心がないから」という人の割合
（15.9％）は他国と比べて極めて低く、「時間的・

図1－2－5－4 NPO活動への関心の有無
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資料：内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（平成20年）
（注）調査対象は、全国60歳以上の男女

（%）

図1－2－5－5 NPO活動への関心の有無（近所の人たちとの交流の有無別）

資料：内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（平成20年）
（注）調査対象は、全国60歳以上の男女
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