
おり、近所の人や友人との関係がやや希薄であ
る様子がうかがえる。

3 高齢者の社会的孤立を防止し、高齢
者自身を「地域」の支え手に

（1）高齢者の社会的孤立がもたらす問題点
ア　生きがいの低下
誰とも会話をしない、近所づきあいをしない、

困ったときに頼る人がいないといった、社会か
ら孤立した状況が長く続くと、生きがいを喪失
したり、生活に不安を感じることにもつながる。
意識調査の結果から「生きがいの有無」を見

ると、全体では「生きがいを感じていない」人の
割合は12.9％であるが、性・世帯構成別にみる
と、一人暮らしの男性で34.9％と高くなって
いる。
また、会話の頻度別に見ると、「生きがいを感

じていない」人の割合は、毎日会話をしている人

「近所の人」を挙げる人の割合は17.2％、18.5％
とそれぞれ5か国中最も低いという結果になっ
た（図1－3－2－3）。
次に、「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」の有無をきいた
ところ、「いない」と答えた人の割合は、日本は
26.2％と韓国に次いで高い。また、そのような友
人がいる場合でも、アメリカ、ドイツ、スウェー
デンと比較して、「同性の友人」だけがいると答
えた人の割合（53.2％）が高く、「同性と異性両
方の友人がいる」割合（19.5％）は低くなってい
る（図1－3－2－4）。
同調査によれば、世帯構成は、日本は他の4か
国より単身世帯の割合が低く、同居の家族がい
る世帯の割合が高くなっており（図1－
3－2－5）、また、困ったときに頼るのは、同居の
家族以外では友人や近所の人より別居の家族・
親族であることから、日本の高齢者は家族・親
族という血縁関係を中心に人間関係を構築して

図1－3－2－5 世帯構成（調査回答者）
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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22年）
（注）調査対象は、60歳以上の男女
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めには、消費生活センターや地方自治体の相談
窓口などの認知度を上げることも重要であるが、
それとともに、不安や悩みを話せたり、ちょっと
した相談ごとができる場や人間関係をつくるこ
とも重要であろう。

ウ　高齢者による犯罪
犯罪を繰り返す高齢者に孤立化の傾向も認め

られる。本章第2節6「高齢者の生活環境」の図1
－2－6－12、図1－2－6－13にあるように、前
科・前歴や受刑歴などがある人ほど、初犯者に
比べ、単身者が占める割合が高く、また、親族や
親族以外の人との接触機会が少ないことがわか
る。つまり、孤立化を防ぐことは安全・安心な社
会を築く上でも重要であると考えられる。

エ　孤立死
誰にも看取られることなく息を引き取り、その

では11.7％であるが、会話が「2日～3日に1回以
下」の人では26.8％である。
近所づきあいの程度別に見ると、「つきあいは

ほとんどない」人で39.0％の人が「生きがいを感
じていない」と回答している。
「困ったときに頼れる人」の有無別では、「困っ
たときに頼れる人」がいない人のうち、過半数と
なる55.4％の人が「生きがいを感じていない」と
回答している（図1－3－3－1）。

イ　高齢者の消費者被害
本章第2節6「高齢者の生活環境」で見たよう

に、高齢者の消費者被害が深刻な問題となって
いるが、これには高齢者の孤立化が関係してい
る可能性がある。悪質業者は、高齢者の「お金」
「健康」「孤独」というような不安を言葉巧みにあ
おり、親切にして信用させ、年金・貯蓄などの大
切な財産を狙う。こうした被害を食い止めるた

図1－3－3－1 生きがいを感じていない人の割合
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資料：内閣府「高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」（平成22年）
（注）調査対象は、全国60歳以上の男女
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この人数に含まれると考えられることから、孤
立死の数もおそらく、同様に高い水準にあるも
のと推測される（図1－3－3－2、図1－3－
3－3）。
このように、さまざまな問題を引き起こす「社
会的孤立」であるが、各地域では、高齢者の社会
的孤立を防ぐためのさまざまな取組が始まって
いる。

（2） 高齢者の「見守り」や「居場所づくり」の
取組
ここでは、高齢者の社会的孤立を防ぐための

「見守り」や「居場所づくり」の取組を紹介する。

後、相当期間放置されるような「孤立死（孤独死）」
の事例が報道されているが、東京都監察医務院
が公表しているデータによれば、東京23区内に
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19（2007）年、20（2008）年、21
（2009）年と3年連続で2,000人を超えている。
また、（独）都市再生機構が運営管理する賃貸住
宅約76万戸において、単身の居住者が誰にも看
取られることなく賃貸住宅内で死亡したケース
（自殺や他殺を除く）は、21（2009）年度に665件、
65歳以上に限ると472件となり、12（2000）年度
に比べ全体で約3倍、65歳以上で約4倍に増加
している。これらの死亡者数がすべて孤立死で
あるわけではないが、いわゆる孤立死の多くが

図1－3－3－2 東京23区内で自宅
で死亡した65歳以
上一人暮らしの者
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資料：東京都監察医務院「事業概要」
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図1－3－3－3 （独）都市再生機構
における「孤立死＊」
の発生状況

123 135 156 190
250

299 331
403 426 472

112 113
135

128

159
159

186

186 187
193

235 248
291

318

409
458

517

589
613

665

0

100

200

300

400

500

600

700

800

21（年）2019181716151413平成
12

65歳未満
65歳以上

（件）

＊（独）都市再生機構が運営管理する賃貸住宅で、単身居住者が
誰にも看取られることなく賃貸住宅内で死亡した件数
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