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1.発言要旨 

＜高齢社会白書と犯罪被害者白書の閣議決定について＞ 

 おはようございます。私から１点ございます。 

 高齢社会白書と犯罪被害者白書が本日閣議決定されました。 

 高齢社会白書では、特集として 35 歳から 64 歳までを対象に行った高齢期に向けた「備

え」に関する意識調査の結果を紹介するとともに、高齢社会対策に係る施策について、平

成 25 年度に政府が講じた施策及び平成 26 年度に政府が講じようとする施策をまとめてお

ります。 

 犯罪被害者白書では、特集として犯罪被害者等の個々の事情に応じた相談先を紹介する

とともに、「第２次犯罪被害者等基本計画」に基づき、平成 25 年度に政府が講じた犯罪被

害者等のための施策をまとめています。 

 以上です。 
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高齢社会白書 

平成 26年版高齢社会白書を公表しました 

高齢社会白書とは 

高齢社会白書は、高齢社会対策基本法に基づき、平成 8 年から毎年政府が国会に提出して

いる年次報告書であり、高齢化の状況や政府が講じた高齢社会対策の実施の状況、また、

高齢化の状況を考慮して講じようとする施策について明らかにしているものです。 

白書の構成 
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平成 26年版高齢社会白書は、「平成 25年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況」、

「平成 26年度 高齢社会対策」という 2つの部分から構成されています。  

「平成 25年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況」では、第 1章において、基礎

的な統計資料等を用いて高齢化の状況について報告し、第 2章では、平成 25年度に政府が

講じた高齢社会対策の実施の状況について、高齢社会対策大綱の構成に沿って報告してい

ます。 

また、平成 26 年度において講じようとする高齢社会対策について明らかにするとともに、

平成 24年度、平成 25年度及び平成 26年度の高齢社会対策関係予算の表を添付しています。 
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平成 26年版高齢社会白書（全体版）（PDF形式） 

平成 25年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況 

目次（PDF形式：469KB）  

第 1章 高齢化の状況 

第 1節 高齢化の状況 

1 高齢化の現状と将来像（PDF形式：325KB）  

（1）高齢化率が 25.1％に上昇 

（2）将来推計人口でみる 50年後の日本 

2 地域別にみた高齢化（PDF形式：132KB）  

3 高齢化の要因（PDF形式：269KB）  

（1）死亡率の低下に伴う平均寿命の延伸 

（2）少子化の進行による若年人口の減少 

4 高齢化の社会保障給付費に対する影響（PDF形式：118KB）  

（1）過去最高となった社会保障給付費 
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（2）高齢者関係給付費は引き続き増加 

5 高齢化の国際的動向（PDF形式：210KB）  

（1）今後半世紀で世界の高齢化は急速に進展 

（2）我が国は世界のどの国も経験したことのない高齢社会を迎えている 

第 2節 高齢者の姿と取り巻く環境の現状と動向 

1 高齢者の家族と世帯（PDF形式：314KB）  

（1）高齢者のいる世帯は全体の 4割、そのうち「単独」・「夫婦のみ」世帯が過半数 

（2）子どもとの同居は減少している 

（3）一人暮らし高齢者が増加傾向 

（4）女性の有配偶率は 5割弱だが上昇傾向 

2 高齢者の経済状況（PDF形式：403KB）  

（1）暮らし向きに心配ないと感じる高齢者は約 7割 

（2）高齢者世帯は、世帯人員一人当たりの年間所得が全世帯平均と大きな差はなく、約 7

割の世帯は公的年金・恩給の総所得に占める割合が 80％以上 

（3）高齢者の所得格差は他の世代と比べて大きいが、縮小傾向 

（4）世帯主が 65 歳以上の世帯の貯蓄は全世帯平均の 1.4 倍で、貯蓄の主な目的は病気や

介護への備え 

（5）生活保護受給者（被保護人員）は増加傾向 

3 高齢者の健康・福祉 

（1）高齢者の健康（PDF形式：418KB）  

（2）高齢者の介護（PDF形式：438KB）  

（3）最期を迎えたい場所は「自宅」が半数を超える（PDF形式：223KB）  

（4）延命治療は行わず「自然にまかせてほしい」が 91.1％（PDF形式：109KB）  

4 高齢者の就業（PDF形式：368KB）  

（1）高齢者の就業状況 

（2）高齢者の雇用情勢は改善傾向 

（3）労働力人口 
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5 高齢者の社会参加活動（PDF形式：340KB）  

（1）高齢者のグループ活動 

（2）高齢者の学習活動 

（3）高齢者の世代間交流 

6 高齢者の生活環境 

（1）高齢者の住まい（PDF形式：129KB）  

（2）高齢者の居住環境（PDF形式：212KB）  

（3）高齢者の安全・安心（PDF形式：329KB）  

（4）高齢者による犯罪（PDF形式：106KB）  

（5）高齢者の日常生活（PDF形式：450KB）  

（6）高齢者の自殺（PDF形式：123KB）  

（7）東日本大震災における高齢者の被害状況（PDF形式：298KB）  

コラム 1 認知症カフェ「オレンジサロン 石蔵カフェ」 ～役割を認識して責任感が生ま

れた～（PDF形式：137KB）  

コラム 2 「子育て・まちづくり支援プロデューサー」プロジェクト（PDF形式：166KB）

 

第 3節 高齢期に向けた「備え」に関する意識 

1 経済的な備え（PDF形式：232KB）  

（1）世帯の高齢期への経済的な備えがあると感じている者は約 2割 

（2）世帯で受け取れると思う年金額は月額 10万円から 20万円が中心 

（3）高齢期に備えて必要と思う貯蓄額は 1,000万円～3,000万円が多い 

（4）高齢期の生計を「公的年金」で支えようと思う人が約 8割 

2 就労に関する備え（PDF形式：277KB）  

（1）65歳を超えても働くことを希望する人は約半数 

（2）働きたい主な理由は「生活費を得たいから」 

（3）60歳以降は「パートタイム」を希望する者が多い 

（4）高齢期に働くために最も必要と考えることは「健康・体力づくり」 
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3 社会参加に関する備え（PDF形式：208KB）  

（1）高齢期に行いたい社会参加活動は「サークル活動・仲間と行う趣味・教養」が多い 

（2）高齢期の社会参加活動に備えて必要なことは「仲間を作ること」と考える者が多い 

4 健康に関する備え（PDF形式：229KB）  

（1）高齢期の健康に不安を感じる者は 7割以上 

（2）休養や睡眠を十分とっている者は約半数 

（3）高齢期の健康の維持増進に備える上での不安 

5 住宅に関する備え（PDF形式：207KB）  

（1）高齢期に住みたい住居形態は持家が多い 

（2）高齢期に住みたい住居を選ぶ際の条件は引き続き住み続けられること 

（3）高齢期に備えた建替え・リフォーム・転居は日常生活に不便がでてきたら 

コラム 3 被災者の声に耳を傾けて ～高齢者が中心となったいわき傾聴ボランティア「み

み」の活動～（PDF形式：140KB）  

コラム 4 復興応援地域通貨の取組 ～助け合いによって被災地の絆を深め元気に！～

（PDF形式：236KB）  

コラム 5 「新しい東北」の取組 ～東北発の高齢化社会における先導モデル！～（PDF形

式：154KB）  

第 2章 高齢社会対策の実施の状況 

第 1節 高齢社会対策の基本的枠組み（PDF形式：255KB）  

1 高齢社会対策基本法 

（1）高齢社会対策基本法の成立 

（2）高齢社会対策基本法の概要 

2 高齢社会対策会議 

3 高齢社会対策大綱 

（1）高齢社会対策大綱の策定 

（2）大綱策定の目的 

（3）基本的考え方 
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（4）分野別の基本的施策 

（5）推進体制等 

4 高齢社会対策関係予算 

5 総合的な推進のための取組 

（1）社会保障制度改革国民会議について 

（2）社会保障・税に関わる番号制度（マイナンバー制度）について 

第 2節 分野別の施策の実施の状況 

1 就業・年金等分野に係る基本的施策（PDF形式：343KB）  

（1）全員参加型社会の実現のための高齢者の雇用・就業対策の推進 

（2）勤労者の生涯を通じた能力の発揮 

（3）公的年金制度の安定的運営 

（4）自助努力による高齢期の所得確保への支援 

2 健康・介護・医療等分野に係る基本的施策（PDF形式：430KB）  

（1）健康づくりの総合的推進 

（2）介護保険制度の着実な実施 

（3）介護サービスの充実 

（4）高齢者医療制度等について 

（5）住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 

3 社会参加・学習等分野に係る基本的施策 

（1）社会参加活動の促進（PDF形式：401KB）  

（2）学習活動の促進（PDF形式：415KB）  

4 生活環境等分野に係る基本的施策 

（1）豊かで安定した住生活の確保（PDF形式：328KB）  

（2）ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進（PDF形式：321KB）  

（3）交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護（PDF形式：390KB）  

（4）快適で活力に満ちた生活環境の形成（PDF形式：202KB）  

5 高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進のための基本的施策（PDF 形式：
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