
平成２７年版「高齢社会白書」が公開される 

◎「高齢社会白書」 

１９９５年に「高齢社会対策基本法」、１９９６年に「高齢社会対策大綱」が成立し、

１９９７年版から毎年、公開されてきました。 
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◎担当大臣記者会見 

有村内閣府特命担当大臣記者会見 発言要旨  （平成 27年６月 12日（金） ９:08～

９:21  於：中央合同庁舎第８号館１階 S101記者会見室） 

 皆様、おはようございます。 冒頭、共生社会政策担当として御報告をいたします。  

 今朝の閣議におきまして、「高齢社会白書」及び「犯罪被害者白書」を閣議決定いたしま

した。  

「高齢社会白書」では、一人暮らしの高齢者に関する意識調査の結果をもとに特集を組ん

でいます。「日常生活における最も大きな不安は何ですか」と伺ったところ、複数回答です

が、トップに「健康や病気」とお答えになった方が全体の 58.9％となったことなどを紹介

しています。  

 また、昨年度講じました施策及び最近の取組として、例えば、東京都練馬区が、地域の

郵便局やガス事業者などとの協定によって、高齢者の見守り体制を充実・強化している事

例、あるいは愛知県の中部大学の学生が、近隣ニュータウンの高齢者宅へのホームステイ

を通じ世代間交流事業を立ち上げた事例等を紹介しております。  

 次に、もう一つの方の「犯罪被害者白書」について申し上げます。  

 関係機関・団体の連携により、犯罪被害者が、あるいはその家族の誰もが、必要な時に

必要な場所で適切な支援を受けられるようにする取組などを紹介しています。  

 また、昨年度講じた施策及び最近の取組として、犯罪被害者の方々に寄り添い、被害の

回復・軽減、再発防止活動を推進している、鳥取県の「犯罪被害者支援連絡協議会」の活

動、また、犯罪被害者やその御家族のために、民間団体が犯罪被害者の方々の体験を聞き

取り、関係機関・団体の協力のもと作成された、書き込み式の「被害者ノート」等を紹介

しています。  

 今、私が手に持って御紹介をしているのが「被害者ノート」でございますが、私自身も

手に取って読ませていただきました。犯罪被害に遭ったらどんなことが起こり得るのか、

それを家族にどのように打ち明け、協力するのか、どういう心身の反応が出てくるのか、

そして事件を現場の検証からどのように裁判に持っていくのかというような、何が起こり

得るかを予見できるだけでも随分と犯罪被害者あるいは家族の方に寄り添うことができる

なと私自身、本当に感動を覚えた、そういう「被害者ノート」でございました。もし、御

感心があれば、手に取って見ていただきたいと思います。  

 高齢社会対策及び犯罪被害者等施策の推進は、国、地方公共団体、民間団体などが連携

して取り組むべき重要な課題であります。多くの方々にこの白書を手に取っていただき、

国民の皆様の理解と関心が深まることを期待しております。詳細については、内閣府の共

生社会政策担当までお問い合わせいただきたいと思います。  

 冒頭、私の報告は以上です。  



高齢社会白書 

平成 27年版高齢社会白書を公表しました（６月１２日閣議決定） 

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 

平成 27年版高齢社会白書は、「平成 26年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況」、

「平成 27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 26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 27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 27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 25

年度、平成 26年度及び平成 27年度の高齢社会対策関係予算の表を添付しています 

 

平成 27年版高齢社会白書（全体版） 

平成 26年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況 

目次                     1/2（PDF形式：457KB） ｜2/2（PDF形式：271KB）  

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：333KB）  

（1）高齢化率が 26.0％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：185KB）  
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3 高齢化の要因（PDF形式：275KB）  

（1）死亡率の低下による 65歳以上人口の増加 

（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：121KB）  

（1）過去最高となった社会保障給付費 

（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：213KB）  

（1）今後半世紀で世界の高齢化は急速に進展 

（2）我が国は世界で最も高い高齢化率である 

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：289KB）  

（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：427KB）  

（1）経済的な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）高齢者の所得再分配後の所得格差は他の世代とおおむね同程度 

（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：423KB）  

（2）高齢者の介護（PDF形式：456KB）  

（3）最期を迎えたい場所は「自宅」が半数を超える（PDF形式：134KB）  
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（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：134KB）  

4 高齢者の就業（PDF形式：384KB）  

（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 

5 高齢者の社会参加活動 

（1）高齢者のグループ活動（PDF形式：345KB）  

（2）高齢者の学習活動（PDF形式：110KB）  

（3）高齢者の世代間交流（PDF形式：274KB）  

6 高齢者の生活環境 

（1）高齢者の住まい（PDF形式：213KB）  

（2）高齢者の居住環境（PDF形式：295KB）  

（3）高齢者の安全・安心（PDF形式：336KB）  

（4）高齢者による犯罪（PDF形式：250KB）  

（5）高齢者の日常生活（PDF形式：485KB）  

（6）高齢者の自殺（PDF形式：170KB）  

（7）東日本大震災における高齢者の被害状況（PDF形式：137KB）  

コラム 1 「お節介」による人のつながりと地域づくり～独身者の出会いの支援～（PDF形式：

158KB）  

コラム 2 イギリスにおける認知症の人へのサービス～認知症ビフレンディング・サービス～（PDF

形式：176KB）  

第 3節 一人暮らし高齢者に関する意識 

1 幸福感、不安に関する意識（PDF形式：198KB）  

（1）高い幸福度を感じる男性は、女性の約半分 

（2）4人に 3人は経済的な暮らし向きに心配を感じていない 

（3）日常生活の最も高い不安は健康や病気のこと 

2 人とのつきあいに関する意識（PDF形式：276KB）  
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（1）半数以上の男性はちょっとした用事では頼りたいとは思わない、あるいは頼める人がいない 

（2）一緒にいるとほっとするのは子。そのほか男性は「あてはまる人がいない」、「兄弟姉妹、親

戚」が多い 

（3）会話の頻度が高いほど楽しみが多い 

3 将来に関する事項（PDF形式：442KB）  

（1）子供のいない男性は約 1／3が看護や世話を頼みたい相手がいない 

（2）要介護度が低ければ「現在の自宅」で介護を希望する人が約 2／3 

（3）約 4割の人は孤独死を身近に感じている 

（4）終末期医療・葬儀・お墓について約 4割の人が考えていない 

コラム 3 自治体と民間業者による高齢者の見守り体制の強化～見守りネットワークの充実～

（PDF形式：142KB）  

コラム 4 ニュータウンの高齢者宅へのホームステイ～近隣大学による試み～（PDF形式：

163KB）  

コラム 5 被災前のコミュニティの復活・維持を目指して～復興公営住宅サポーターの取り組み～

（PDF形式：186KB）  

コラム 6 「新しい東北」の創造に向けた取組（PDF形式：196KB）  

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：271KB）  

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 

（4）分野別の基本的施策 
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（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以降の取組について 

（2）社会保障・税番号制度（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：364KB）  

（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：434KB）  

（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：402KB）  

（2）学習活動の促進（PDF形式：384KB）  

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：294KB）  

（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：338KB）  

（3）交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護（PDF形式：366KB）  

（4）快適で活力に満ちた生活環境の形成（PDF形式：143KB）  

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：292KB）
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（1）高齢者向け市場の開拓と活性化 

（2）超高齢社会に対応するための調査研究等の推進と基盤整備 

6 全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築のための基本的施策（PDF形式：319KB）

 

（1）全員参加型社会の推進 
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