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要旨 

 

日本の高齢化の現状を踏まえると、財政面のみならず社会そのものの持続可能性がある高齢社

会の構築が必要である。その上で政策や企業戦略を意識すると、ジェロントロジー（老年学）

のごとく、高齢社会に関する研究や実践を縦割りではなく統合的・総合的に行い、さらには産

学官民の連携のもとで研究と実践の好循環を生み出すことが望まれている。そして、今後進行

する高齢化が「都市の高齢化」「サラリーマンの高齢化」であり、比較的地域とのつながりが薄

かった人々が高齢者となる。以上を踏まえ、こうした人々が現役時代に勝るとも劣らない長さ

の引退後の生活をよりよく生きるために、働いていた現役の時期から生活を送る地域で過ごす

時期へとどのように移行すればよいのか、事例を交えて、高齢者が「働く」こと～定年後の仕

事のみならずボランティアを含む～について考察を加え、さらには問題解決のために企業や市

場が果たすべき役割について提言した。 
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１ ジェロントロジー(Gerontology)とは何か 

 

1.1 日本の高齢化の現状 

 

 向こう数十年の日本の社会・経済を語る上ではずせないキーワードの一つが「高齢化」

である。図表 1 は日本の人口構成のグラフである。1950 年に 4.9％であった日本の高齢化

率1は上昇を続け、2007 年には 21.5％となり、2030 年には 31.6%、2060 年には 39.9%に

まで上昇すると予測されている。高齢化率が 7％を超え 14％までの社会を高齢化社会、14％

を超え 21％までの社会を高齢社会、21％を超える社会を超高齢社会と呼ぶが、上記の統計

からも分かるように、日本は 2007 年から超高齢社会に突入した。 

 また、割合としてだけでなく、高齢者の絶対数が上昇することも忘れてはならない。今

年（2012 年）、高齢者人口は 3,000 万人を超えると予測されているが、2042 年には 3,878

万人にまで増加すると予想されている。つまり、30 年後の日本は現在より３割程度、高齢

者人口が増加するのである。 

 

 

図表 1 日本の人口構成 

 

（千人） （％） 

（出所）2010 年までは総務省「国勢調査」、2015 年以降は国立社会保障・人口問題研究所「将来人口推計」

（中位推計）より筆者作成 

  

                                                  
1 総人口に対する高齢者人口(65 歳以上の人口)の割合 
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高齢化が進むこととは老後が長くなることである。図表 2 は日本の平均寿命・平均余命

のグラフであるが、1950 年に男性で 58.0 歳、女性で 61.5 歳であった平均寿命は 2000 年

には男性で 77.7 歳、女性で 84.6 歳にまで延伸した。確かに平均寿命の延伸には乳幼児死亡

率の低下が大きく貢献してきたことは事実であるが、65 歳時点での平均余命も 1950 年に

男性で 11.5 年（76.5 歳）、女性で 13.9 年（78.9 歳）から 2000 年には男性で 17.5 年（82.5

歳）、女性で 22.4 年（87.4 歳）へと大きく延伸していることからも分かるとおり、老後が

長くなったことも大きく関係していることが見て取れる。 

 

図表 2 日本の平均寿命・平均余命 

 

（歳） 

（出所）厚生労働省「完全生命表」より筆者作成。 

なお、グラフ上、40 歳時点の平均余命、65 歳時点の平均余命はそれぞれ 40 年、65 年を加えている。 

 

1.2 ジェロントロジー(Gerontology) 

 

 以上のように高齢化が進展するのであれば、政策にせよ企業活動にせよ、高齢化を前提

としたものの変わらざるをえない。具体的な事例を挙げると 2000 年には介護保険制度が導

入され、それまで社会的入院や家族の離職といった形で負担されていた高齢者の介護が社

会全体で制度的に負担されることとなった。また、2007 年度からは住宅のバリアフリー改

修工事に関して所得税の減税措置が講じられている。さらに、個別の企業戦略としてもポ

ットやガスの利用状況などを利用した高齢者の見守りサービスや携帯電話のらくらくホン
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など高齢者を意識したサービスが提供されるようになった。 

 これらの制度やサービスは利用者数が増え、あるいはビジネスとして継続していること

が物語っているように高齢者の生活の質(QOL)の改善に大きく貢献していることは事実で

あろう。ただし、高齢者が自ら望む場所で生活を継続するには、個々の制度やサービスが

充実しているだけでは不十分である。携帯電話が利用できても、住宅内がバリアフリーに

なったとしても、まちが高齢者にとって暮らせない環境であれば、高齢者が自ら望む場所

で生活を継続することは不可能だろう。言い換えると、高齢者が自ら望む場所で生活を継

続するためには、総合的・統合的に制度やサービスが存在することが必要であり、政府自

治体や企業が一体となって取り組むことが望ましいと思われる。 

 また、大学などにおける研究面においては、古くから老年社会学、加齢医学2、福祉工学

3などの形で個別の研究分野で高齢者と高齢社会に関する研究が進められてきた。このよう

な研究をベースとした上で、政府自治体の統合的な制度のあるべき姿を探り根拠(Evidence)

を提示するなど、超高齢社会に関して学際的な研究を展開することが求められていよう4。 

さらには研究から得られた集積・融合された新しい知見を、政府自治体の政策決定に活

かす、企業のイノベーションに活かす、などのかたちで社会に還元し、再び社会から研究

の萌芽（ヒント）を見出すといった実践と研究の好循環をもたらすことが望ましいと思わ

れる（図表 3）。このように実践と研究を同時並行で進めるためには産学連携だけではなく、

高齢者も含む地域住民など NPO との連携、つまり産学官民連携が必要だろう。 

このような認識に立って高齢者や高齢社会の諸問題を解決するために生まれた学際的学

問をジェロントロジー(Gerontology)とよぶ 5。現在では、狭い意味での研究だけでなく、

社会における課題解決といった実践も含まれると考えられることが多く、Hooyman & 

Kiyak(2011)は、生物、医療、看護、歯科、社会事業（social work）、理学・作業療法、心

理、精神心理、社会学、経済学、政治学、建築、医薬品、公衆衛生、住居、人間学といっ

た様々な分野の研究者と実務家が関わりうることを指摘している。また、図表 4 にも示し

たように東京大学では高齢者医療から介護はもちろんのこと、経済、労働・退職、社会・

文化から住居や人間関係に至る分野が関係するとしている。 

ジェロントロジーは米国で 1930 年代以降急速に発展した学問であり、1945 年には

Gerontological Society of America（あえて訳せば米国老年学会となろうか）が正式に設立 

                                                  
2 古いところでは Avicenna(1025)に高齢者に対する医学的な対応について記述がある。 
3 伊福部(2004)では福祉工学を「失われたり衰えたりした感覚や手足、さらには脳の機能を、機械で補助

したり代行する工学分野」と定義している。 
4 伊福部(2004)でも「この研究アプローチ（筆者注：福祉工学のこと）をしっかりしたものにするために

は、少なくとも工学に加えて生理学や心理学さらには社会科学や経済科学などの考え方を学んだ技術系研

究者を育てることも必要になる。」と述べ、以前から学際的な研究・教育の必要性が研究者の間でも認識さ

れていたことが分かる。 
5東京大学高齢社会総合研究機構ホームページ(http://www.iog.u-tokyo.ac.jp/education/gerontology.html)
による。なお、梅田(2008)によると、Gerontology という言葉はロシアの免疫学者で 1908 年のノーベル生

理・医学賞の受賞者でもあるイリヤ・メチニコフが名づけた。なお、学問分野としての成立は別の時期で

あると考えるべきとの説もあるという。 
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図表 3 産官学連携の理想的な姿 

 

大学など研究機関

研究と実践の融合

政府自治体 企業 

（出所）筆者作成。なお、各分野は例示であって、これ以外にも多種多様な分野があり得る。 

 

され、現在では、数多くの大学で研究や教育が活発に行われている6。一方で、米国より高

齢化が急速に進んだはずの日本では個別の分野で高齢者や高齢社会に関する研究が進めら

れていたものの、学際的・組織的に研究が始められたのは 2006 年 4 月に東京大学にジェロ

ントロジー寄付研究部門が設置されてからと考えられる。なお、この部門は 2009 年 4 月に

高齢社会総合研究機構(Institute of Gerontology)に発展し、現在に至っている。 

また同時に、「20 世紀後半に平均寿命の 30 年延長という驚異的な寿命革命を達成して世

界最長寿国となった日本は、今後 20 年で 75 歳以上の「後期高齢者」の倍増（1000 万人

増）という急速な高齢化に世界に先駆けて直面する。人口が若い世代の多いピラミッド型

の時代につくられた現在の社会システムや生活環境はそうした超高齢社会のニーズには対

応できない。新たなニーズは新たな産業を創出する。」7との認識のもと、「規約に賛同する

個人、法人が集まり、相互に協力し、長寿社会の生活とニーズの正確で複眼的な理解に基

づいて課題を割り出し、安心で活力ある長寿社会の実現に向けた学際科学の確立と具体的 

                                                  
6 Haley & Zelinski (2007)による 
7 東京大学ジェロントロジー・コンソーシアム(2011)より 
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図表 4 ジェロントロジーの学際性 

 

（出所）小宮山(2008)より 

 

な産学官連携活動を企画しイノベーションの創出を目指す。」8として東京大学と食品、不動

産、自動車、金融など 40 社近く9の様々な業種の企業により東京大学ジェロントロジー・

コンソーシアムが結成された。 

                                                 

このコンソーシアムでは大学の研究者や実際に柏市豊四季台団地や高島平などで行われ

ているＮＰＯなどの事例を講義や見学会などを通じて学ぶとともに、2030 年の超高齢未来

に向けて産学官民連携の中で産業界はどのような取組みを行っていくべきかを意識し、理

想の社会・生活像とそれを実現するための道筋を併せたロードマップを作成した。また、

社会保障グループを設置して、ロードマップの前提ともなる社会保障のあるべき姿を議論

して取りまとめた他、生活シナリオグループを設置して、ロードマップをベースに制度の

変化や企業のイノベーションによって未来の生活を描く生活シナリオを作成した。 

このコンソーシアムの活動を引き継ぐものとして、2011 年度から東京大学ジェロントロ

ジー・ネットワーク10が設立され、上記のロードマップをもとに、大学の研究者、数十社の

企業、柏市などの自治体、さらには地域住民も交えたＮＰＯなどにより、具体的な産学官

 
8 東京大学ジェロントロジー・コンソーシアム(2011)より 
9 東京大学高齢社会総合研究機構(2010)より。当社（（株）富士通総研）も参加企業の一社である。なお、

中途での参加・退出も可能なため、参加企業数は一定ではない。 
10 当社（（株）富士通総研）も参加企業の一社として活動を行っている。 
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民連携のもとで実践と研究を行い、安心で活力ある長寿社会の実現に向けた学際科学の確

立とイノベーションの創出を目指している。 

 

２ 経済・財政的側面から見た高齢化の問題点 

 

2.1 高齢化と社会保障財政 

 

 超高齢社会について経済・財政的側面から考察する場合、避けて通れない話題が社会保

障財政に関する話題である。内閣府社会保障改革に関する集中検討会議では、2011 年度に

108.1 兆円であった社会保障給付費が 2025 年度には 151.0 兆円にまで増加するとしている

（図表 5）。こうした社会保障給付費をめぐる議論については、過去に行った給付費の予測

がはずれ続けてきたことや名目金額ではなく物価変動を調整した実質金額で議論を行うべ

きといった批判が存在する11。これらの批判は的を射ているが、需要面から見た場合、現状

の延長線上には国民所得に占める社会保障給付費の割合が増加する可能性が高いことは事

実であり、財政的な問題が喫緊の課題であることは事実であろう。 

 

図表 5 社会保障給付費の将来予測 

 

（出所）内閣府社会保障改革に関する集中検討会議(2011)より 

 

2.2 社会保障財政と高齢化のコスト 

 

 では、財政的な問題が解決すれば、社会保障の問題は全て解決するのであろうか。給付

を一律に削減して財政的な問題を解決しようとした先進国もあったが、病気になっても治

                                                  
11 岩本(2007)は医療費の将来予測についてこうした批判も踏まえて持続可能な社会保障制度のポイント

を提示している。 
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療が受けられないといった問題が発生した。つまり、社会保障の問題を解決するには財政

的な持続可能性を回復するだけでは不十分である。 

問題を解決するために必要な判断基準は財政支出の金額ではないとすると、どのような

視点を持つことが必要なのだろうか。ここで、２つほど例を挙げたい。 

 人が何がしかの理由で病気になったとしよう。例えば歯が痛くなったとする。歯科医院

に行けばレントゲン撮影などが行われ、むし歯であると診断されたら、治療が行われる。

一連の医療行為に対して治療費が請求される。日本であれば公的医療保険があるので、サ

ラリーマンであれば原則的に治療費の３割を支払えばよい。残りの７割は健康保険から支

払われるが、自分たちの支払った保険料が原資なので、社会全体としてみれば治療費全額

をコストとして負担している。しかしながら、病気によって発生するコストは治療費だけ

にとどまらない。治療のために会社を休むのだから、従業員が働く時間が減るか、代わり

の人員を確保しなければならない。この類のコストをアブセンティーイズム(absenteeism)

と呼んでいる12。一方で、出勤したとしても社会的にはコストが発生していると考えられる。

歯痛や花粉症で集中力が下がれば、生産性は低下するだろう。場合によっては不注意で事

故を起こすなど安全性にも関わることになりかねない。このように従業員が出社していて

も生産性が低下することをプレゼンティーイズム(presenteeism)と呼ぶ。 

米国のバンク・ワンではこうしたコストを計算し、治療や処方薬など直接的な医療コス

トは病気に伴うコストの４分の１程度に過ぎず、コストの大部分はプレゼンティーイズム

やアブセンティーイズムに起因することを明らかにした（図表 6）。 

また、介護に関しては宇野(1994)において老人介護の社会的費用のうち、施設や在宅で行

われるサービスのコストや施設のストックコスト（固定資本減耗）は３分の１程度にとど

まり、老人介護の社会的費用の３分の２は在宅介護に関して家族ケアのコストであること

があることを明らかにした13（図表 7）。家族がケアするのであれば、タダではないのかと

考える人もいるだろうが、介護のために仕事を休んだり、辞めざるを得なくなったりする

のであれば、個々人のみならず、社会全体としても労働力の損失というコストが発生する

と考えるべきであろう。 

つまり、人が病気になったり、要介護状態になったりすることで発生するコストとは、

医療費や公的保険の支払いといった金銭でやりとりされている部分に限らない。むしろ、

病気や要介護状態で本人や周囲の人が働けなくなるコストの方が大きいと考えられる。 

以上を踏まえると「社会保障費の削減」は財政的には重要な問題であることは事実であ

るものの、解決するべき問題は財政的な問題にとどまらない。今後、高齢者の絶対数・人

口に占める割合がともに増加することを考えると、財政面での持続性だけでなく、家族の

介護に伴う労働損失といったコストにも目を向けて社会の持続性を考える必要があろう。  

                                                  
12 有給休暇を使えば、この種のコストは発生しないのでは、という疑問を持つ人もいるようだ。しかし、

病気にならなければその有給休暇を使って自分の好きなことができたはずで、社会全体としてコストが発

生した事実には変わりがない。 
13 介護保険制度が導入されたのは 2000 年であり、この研究は介護保険導入以前のものである。 
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図表 6 医療コストの内訳 

 

（出所）Hemp(2004)より 

  

 

図表 7 高齢者の介護に関するコスト 

 

（出所）宇野(1994)より筆者作成。単位はパーセント（％） 

 



つまり、財政・金融面だけでなく、実体面の対応（健康水準や自立度の向上、街づくりな

ど）も交え、高齢化のコストをいかに抑えるか、言い換えると高齢者が社会の財産となる

ような超高齢社会を作り上げることこそ、我々が直面している使命であろう。 

 

３ これからの高齢化 

 

 これからの高齢化を議論する際に重要な論点は、高齢者は若年者と異なり、健康状態な

ど置かれている状況が一様ではないことである。そのため、高齢化には地域差があり、ま

た、個人差がある。この２点に注目して、これからの高齢化について考えてみたい。 

 

3.1 高齢化の地域差 

 

 地域によって高齢化のあり方、抱えている問題点は異なるが、ここではまず、国立社会

保障・人口問題研究所が平成 20 年 12 月に公表した日本の市区町村別将来推計人口に基づ

いて日本の高齢化の地域差を考えてみたい。 

 

3.1.1 郊外の高齢化 

図表 8 柏市と東久留米市の高齢化 

 

（人） （人） 

左側が柏市、右側が東久留米市 

（出所）国立社会保障・人口問題研究所(2008)より筆者作成

 柏市や東久留米市の高齢化の特徴は、図表 8 で見るように地方に比べると人口全体が大

きく減少することはないものの、高齢者の絶対数が増加するということである。両市とも

高齢者の絶対数は 2005 年から 2035 年の 30 年間で２倍近くにまで増加する。 

 このような現象がおきる背景には、1950 年代から建設されたニュータウンや公団住宅の

9 
 



存在がある。もともとニュータウンとは 1940 年代からイギリスで作られた職住接近型の都

市を指した。日本でも東急グループのオーナーであった五島慶太が田園都市構想を掲げた

が、現実には東急沿線の大部分は住宅地となり、職住が分離したベッドタウンにとどまっ

た。一方、公団住宅は、住宅不足の著しい都市近郊において中堅所得者層に良質な集団住

宅の供給を行うために設立された日本住宅公団（現在の独立行政法人都市再生機構（ＵＲ

都市機構））によって主に 1960 年代に建設された。東京や大阪近郊にてほぼ画一化された

多数の団地が建設されたが、その結果どのような現象が起きたのであろうか。14 

 同時期に間取りの同じような画一的な住宅が供給された結果、団地に住む家族の構成も

極めて同質的なものとなった。例えば、原(2010)によると東久留米市の滝山団地では 3DK

や 3LDK で 62m2～70m2という間取りの分譲住宅が中心で、夫婦＋子ども２人という「標

準家庭」が住むことを前提としていた。結果として同じような年代の夫婦と子どもが入居

することになり、子どもがやがて独立して親元から離れていくと団地は徐々に夫婦のみの

世帯ばかりとなる。団地の夫婦の年代がほぼ同じであるため、ある瞬間から急速に 65 歳以

上人口が増え、高齢化が急速に進展するのである。 

 さらにこうした団地では特に定年を迎えた男性高齢者にとって地域的なつながりが存在

しないという問題が存在する。確かに、原(2010)で詳細に記述されているように東久留米市

の滝山団地では 1974 年当時、原武史氏が「滝山コミューン」とよぶ地域共同体が存在した。

しかし、この共同体は子どもとその母親である専業主婦、さらには小学校の若手教員から

なる共同体で、昼間は働きに出ている父親は共同体の外にいた。一般論として、父親は居

住地から離れた場所で仕事をし、専業主婦の母親と子どものみが地域に残ることが多かっ

たこと、また、団地には寺社や教会が存在しないため、日本の地方やヨーロッパにあるよ

うな父親も含めた、宗教が関わるような地域共同体が存在し得ないことから、父親と地域

との関わり合いは薄かったと考えられる。 

 長期雇用を背景に会社が共同体となり、父親は会社という共同体に所属していた。とこ

ろが定年を迎え会社から去ると父親は所属する共同体を失いかねない。会社に所属してい

たときの感覚で－例えば、若い部下に指示するように－地域共同体に入ろうとすると反発

を受けるだろう。 

以上を踏まえると、これまで 100％仕事人間だった人をどのように地域にソフトランディ

ングさせるのかは重要な問題であることが分かるだろう。 

  

3.1.2 大都市中心部の高齢化 

 

 図表 9 で見るように、例えば当社の所在地でもある東京都港区では、高齢者の絶対数は

増加するものの、同時に 65 歳未満人口も 2030 年までは増加すると予測されている。では、

このような地域では、高齢化の問題は深刻ではないのだろうか。2005 年の国勢調査をもと 

                                                  
14 この段落の記述にあたっては都市再生機構ホームページ及び原(2011)を参照した。 
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図表 9 東京都港区の高齢化 

 

（人） 

（出所）国立社会保障・人口問題研究所(2008)より筆者作成 

 

に河合(2005）は高齢者世帯のうち単身高齢者世帯の割合を計算した。その結果をまとめた

ものが図表 10 である。単身高齢者世帯の割合が高い自治体 30 のうち、島しょの自治体が

11町村、島しょ以外の過疎地が6町村であったのに対し、大都市中心部が13区も存在する。

河合(2005)が指摘しているように、高齢者の比率が高すぎる町村が、見かけ上、平成の大合

併で少なくなった、というバイアスがあることは事実である。しかし、こうした事情を考

慮に入れたとしても、東京都港区は島しょ部と並ぶほど高齢者世帯に占める単身高齢者世

帯の割合が高いことが分かる。 

大都市中心部の単身高齢者とはどのような高齢者なのだろうか。東京都港区の単身高齢

者といえば、白金・高輪・麻布といった地名から連想するように、独身貴族のお金持ちや

お金持ちの未亡人が多いのであろうか。 

 橘木・森(2009)は東京においてお金持ち15が多く住む地域として、「紀尾井町」、「田園調

布・自由が丘」、新宿・渋谷・下北沢の３駅に囲まれた「ゴールデン・トライアングル」と

並んで、港区の「元麻布」をあげている。また、港区(2012)のアンケート調査（図表 11）

においても、預貯金額が 1000 万円以上と回答した単身高齢者世帯が 25％近くも存在する。

つまり、お金持ちが多く住んでいるというイメージはある程度は事実である。一方で、預

貯金額が 100 万円を下回るような単身高齢者世帯も 14.4％存在し、経済的状況が二極化し

ていることが分かる。港区の報告書によると、赤坂地区や芝浦港南地区では都営・区営住

宅に居住している高齢者が多く、また、芝浦港南地区では因子分析の結果、経済状況が苦

しい高齢者が多いとしている。 

                                                  
15 この研究では現在は廃止された高額納税者番付（いわゆる長者番付）によってお金持ちを定義し、居住

地を調査している。したがって、この研究では所得も消費も高額で資産が少ない人（フローが多くストッ

クが少ない人）もお金持ちと定義されるが、所得や消費が少額で資産が多い人（フローが少なくストック

が多い人）はお金持ちと定義されないことに注意が必要である。なお、高岡(2008)によると、自身が運営

するインターネット上のプライベートクラブ YUCASEE の会員（純金融資産 1 億円以上を有することが会

員資格）の世帯年収を調査したところ、世帯年収が 1000 万円未満の者が 9.7％、1000 万円～1500 万円未

満の者が 17.9％存在することから、後者のようなケースも一定程度存在するようだ。 
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図表 10 高齢者世帯のうち単身高齢者世帯の割合 

  自治体名 
単身高齢者 

世帯出現率 
地域 

1 東京都 青ヶ島村 70.8% 島しょ 

2 東京都 御蔵島村 67.6% 島しょ 

3 大阪府 大阪市西成区 60.7% 大都市 

4 大阪府 大阪市浪速区 52.2% 大都市 

5 三重県 紀和町 46.6% 過疎地 

6 大阪府 大阪市中央区 46.5% 大都市 

7 兵庫県 神戸市中央区 46.2% 大都市 

8 東京都 小笠原村 46.1% 島しょ 

9 長崎県 宇久町 44.7% 島しょ 

10 鹿児島県 三島村 44.0% 島しょ 

11 島根県 知夫村 43.5% 島しょ 

12 広島県 広島市中区 43.2% 大都市 

13 東京都 港区 42.6% 大都市 

14 兵庫県 神戸市兵庫区 42.4% 大都市 

15 東京都 利島村 42.0% 島しょ 

16 東京都 豊島区 42.0% 大都市 

17 鹿児島県 瀬戸内村 41.9% 島しょ 

18 鹿児島県 大浦町 41.5% 過疎地 

19 鹿児島県 大和村 41.2% 島しょ 

20 東京都 新宿区 41.1% 大都市 

21 奈良県 上北山村 40.8% 過疎地 

22 徳島県 東祖谷山村 40.4% 過疎地 

23 東京都 渋谷区 40.4% 大都市 

24 福岡県 福岡市博多区 40.4% 大都市 

25 鹿児島県 十島村 40.3% 島しょ 

26 福岡県 福岡市中央区 40.3% 大都市 

27 東京都 大島町 39.9% 島しょ 

28 愛知県 名古屋市中区 39.9% 大都市 

29 山梨県 早川町 39.8% 過疎地 

30 北海道 泊村 39.8% 過疎地 

 

（出所）河合(2009)をもとに筆者作成。 
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図表 11 港区単身高齢者の預貯金額 

 
（出所）港区(2012)より 

 

 さらに、単身高齢者が大都市中心部で抱えている問題は、単なる金銭的問題だけではな

い。例えば買い物困難といった問題を抱えている。当社の事務所は芝浦港南地区に存在す

るが、周辺には買い物ができる場所や食事ができる場所が少ない。我々若年者でさえ困る 

ことがあるのだから、単身高齢者は体力が低下した場合、買い物や食事の際に支障をきた

していると考えられる。また、休日ともなるとサラリーマンがいなくなるため、コンビニ

エンスストアも含めて休業する店が存在し、さらに買い物や食事に困ることとなる。我々

自身も休日出勤した際に昼食に困ったことがあるが、高齢者にとっても休日の過ごし方を

考える上で重大な支障となっているようだ。港区(2011)によると同様の現象は芝地区や赤坂

地区といった、世間ではオフィス街と思われている地区でも発生しているようで、高齢者

が「近所に食料品や日用品などの買物をする店がない」といった買い物困難を訴えるケー

スも多いようだ。こうした状況を踏まえて、港区では買い物支援サービスに検討を進めて

おり、まずは商店街などと連携して芝地区でパイロット事業を行うとのことである。 

 また、介護保険の分野においても、単身高齢者の増加は重要な問題である。東京大学高

齢社会総合研究機構(2012)は図表 12 に示したように、先進的な取り組みを行っている２法

人（Ａ社会福祉法人、株式会社Ｂ）における調査から介護の居宅サービスにおいて世帯類

型によって利用されるサービスが異なり、独居世帯に訪問介護が多く、夫婦のみ世帯を境

にして、その他世帯は通い・泊まりの利用が多いという関係を明らかにした。今後、単身

高齢者世帯が増加する以上、それに応じて相対的に訪問介護を通い・泊まり以上に増やす

など、提供する介護サービスを変化させることが必要であろうと考えられる。介護サービ

スは市町村が大きく関わっているものの、実際にサービスを提供しているのは、社会福祉
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法人や株式会社である。したがって、訪問介護を充実させるために、どのようにしてサー

ビス提供者にインセンティブを与えるのかは介護保険制度に関して重要なテーマとなろう。 

 

図表 12 世帯類型と介護サービスの傾向 

・ 独居世帯は身体介護 1 以外の訪問介護の利用が高い。（株式会社Ｂ）  独居世帯 

・ 独居世帯、夫婦のみ世帯は、訪問の利用が高い。（社会福祉法人Ａ） 

・ 独居世帯、夫婦のみ世帯は、訪問の利用が高い。（再掲・社会福祉法人Ａ） 夫婦のみ世帯 

・ 夫婦のみ世帯、その他世帯では、通い、泊まりの利用が高い。 

（社会福祉法人Ａ）  

・ その他世帯では、通所介護、短期入所の利用が高い。（株式会社Ｂ）  

・ 夫婦のみ世帯、その他世帯では、通い、泊まりの利用が高い。 

（再掲・社会福祉法人Ａ）  

その他世帯 

・ その他世帯であっても、要介護度が高いと訪問の利用が高まる。 

（社会福祉法人Ａ）  

（出所）東京大学高齢社会総合研究機構(2012)より筆者作成 

3.1.3 地方の高齢化 

 

鴨川市や釜石市16の高齢化の特徴は高齢者の人口自体はほぼ横ばいであることである（図

表 13）。これは新たに高齢者となる人数と死亡する高齢者の人数がほぼ同じになるか、後者

の方が多いためである。ただし、若年者の人口は大きく減少することが予測されており、

人口に占める高齢者の割合が増加するという意味で、地方の方が都市部に比べて高齢化は

深刻であるという直感は正しいと考えられる。 

特に、高齢者の中でも体力が低下した高齢者が全人口に占める割合が高い社会となると、

とかく若い健常者を前提としたこれまでの施設や設備、商品やサービス、社会システムそ

のものを見直さざるを得なくなるだろう。 

河野(2011)は、東日本大震災直後、当時死者の数が 100 名を超えると思われた自治体に

おける人口に占める高齢者の割合について触れ、図表 14のように陸前高田市や釜石市では、

高齢者が全人口に占める割合が 3 分の１を超えていることを指摘した。日本全体としても

高齢者が人口の 3 分の 1 を超えるのは約 20 年後の 2030 年ころと予測されている。仮に 20

年後、大都市近郊で災害が発生した際の対応といった危機管理を考える上でも、また 20 年

後の大都市近郊の街づくりを考える上でも、被災地で生じたこと、生じていることは今後

の教訓としなければならないであろうし、逆に被災地の復興にあたってもすでに超高齢社

会であることを意識した復興が行われなければならないだろう。 

                                                  
16 この推計は 2008 年、すなわち東日本大震災発生前に行われているため、震災が人口構成に与える影響

は考慮されていない。震災の影響を踏まえた人口推計として出口(2012)がある。この研究では都道府県別

の人口推計を行い、震災は特に福島県の人口構成に大きな影響を与えることを指摘している。 
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図表 13 鴨川市と釜石市の高齢化 

 

 

（人） （人） 

左側が鴨川市、右側が釜石市 

（出所）国立社会保障・人口問題研究所(2008)より筆者作成

 図表 14 東日本大震災で人的被害が大きかった自治体の人口に占める高齢者の割合 

 

宮古市 30.0%  岩沼市 19.3%

大船渡市 30.8%  東松島市 22.8%

陸前高田市 34.0%  亘理町 22.8%

釜石市 34.7%  山元町 31.7%

大槌町 31.8%  七ヶ浜町 21.3%

山田町 31.5%  女川町 34.1%

仙台市 18.7%  南三陸町 29.6%

石巻市 27.1%  いわき市 24.9%

塩釜市 27.1%  相馬市 25.0%

気仙沼市 30.8%  南相馬市 26.7%

名取市 20.0%  新地町 27.3%

多賀城市 18.2%    

 

（出所）国立社会保障・人口問題研究所(2008)より 2010 年時点の数値。 

河野(2011)執筆時点で震災の死者が 100 名以上にのぼるものと思われた市町村。行政順。 
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3.2 元気高齢者の増加と自立度の個人差 

 

 さらに高齢化には地域差だけでなく個人差が存在し、一部で信じられているように加齢

に伴って能力が全て低下するわけではないことにも触れたい。図表 15 でも分かるように、

加齢によって短期記憶能力は低下するものの、日常問題解決能力や言語（語彙）能力は向

上することを Cornelius & Avshalom (1987)が明らかにしている。英語の成績は勉強時間に

比例すると大学受験で言われるが、高齢者は言語に触れている時間が相対的に長いため、

言語能力が高くなるようだ。 

 

図表 15 身体能力と年齢の関係について 

 

（出所）Cornelius & Caspi (1987)より 

 

また、現在の高齢者は以前の高齢者に比べて元気である。1992 年時点の高齢者に比べて

2002 年時点の高齢者は通常歩行速度が速くなったことが、図表 16 から分かる。 

さらに、肉体的だけでなく、精神的にも現在の高齢者は以前の高齢者に比べて若いと考

えられる。野口(2012)によると、「余暇時間が増えたら、趣味や創作活動を充実させたい」

と考える高齢者は 10 年前に比べて増え、むしろ若年者よりも多くなっていることが分かる

（図表 17）。 
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図表 16 高齢者の通常歩行速度の変化 

 
（出所）鈴木・權(2006)より 

 

 

図表 17 「趣味・創作活動を充実させたい」と回答した男性の割合 

 
（出所）野口(2012)より 
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以上のように平均として見れば、加齢に伴って全ての能力が低下するわけでもなく、ま

た現在の高齢者は以前の高齢者に比べて肉体的にも精神的にも元気であることが分かった。

しかしながら、高齢者の健康水準は人それぞれであって、個人差が大きいのではないかと

も考えられる。秋山(2010)では個々人が加齢に伴って、自立度がどのように変化するのかを

調査した結果を明らかにしている。その結果によると男性の場合、65 歳前後から自立度が

低下するのは全体の２割、75 歳前後から自立度が低下するのは７割、亡くなるまで自立度

が高い状態を維持できるのは１割となっており、自立度には個人差がかなり存在すること

が分かっている（図表 18）。 

 

図表 18 加齢に伴う高齢男性の自立度の変化 

 

自立 

手段的日常生活

に援助が必要 

基本的＆手段的

日常生活に援助

が必要 

死亡 

（出所）秋山(2010)より 

 

これまでとかく高齢者は支えられる側、福祉の対象として捉えられることが多かった。

確かに虚弱な高齢者が存在することは事実ではあるが、元気な高齢者も存在することも事

実である。支えられる側が多数という社会は財政的にサスティナブルでないだけでなく、

社会的にもサスティナブルでない。また、75 歳前後から自立度が低下する人が多いが、そ

の原因としてロコモティブシンドローム（ロコモ）があると言われている。家に閉じこも

りがちで外出せず、歩く機会が少なくなると、歩行や運動に必要な筋肉が衰える。こうし

た状態である日歩こうとすると、転倒・骨折などを引き起こし、寝たきりなどの状態に陥

るようだ。したがって高齢者が生きがいを持って外出し、普段から体を動かす機会を持つ

ようにすることは、今後、都市部で高齢者の絶対数が増えることを踏まえると重要なこと

であることが推測される。 
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4 高齢者が「働く」ということ ～定年退職後の事例を中心に～ 

 

前章まで見てきたように、これからの高齢化における大きな論点は、都市における高齢

化、そしてそこに住むサラリーマンの高齢化である。これまでフルタイムで働き地域との

つながりの薄い高齢者が、定年後にどのように仕事や地域コミュニティと関わっていくの

かは、当人のみならず社会にとっても重要な問題である。定年退職すると「やることがな

い」「行くところがない」「会う人がいない」という３つの「ない」に直面すると言われる。

その結果閉じこもり状態になり心身ともに衰える高齢者が増えるような社会は、財政面の

みならず、社会的にも問題であろう。それを防ぐには高齢者が生きがいを持って 期の時

まで人生を歩める社会を構築することが重要である。 

定年まで働いてきた高齢者にとっては仕事が一つの生きがいであった。また第 3 章でみ

てきたように、65 歳を超えても自立度が高く十分に労働能力があると考えられる高齢者は

多く存在する。一方で、高齢者の自立度や意識、経済状態は一様ではなく、現役時代と同

等に稼ぎたい、自身のライフスタイルに合わせて経験を活かしたい、社会貢献をしたいと

いった多様なニーズを社会が受け止める必要がある。 

本章では、高齢者が社会参加し有用なものを生み出すことを広く「働く」と捉えること

にした。「商品としての労働力は、肉体や頭脳を提供する代わりに、賃金を得る行動である

とも定義され」る17というのが一般的な「働く」の定義であろうが、ここでは、金銭的な対

価の多寡に関わらず、ボランティアや社会貢献も含めて「働く」と定義して話を進めたい。 

 

4.1 高齢者の就労意向 

 

高齢者に働く機会を提供することは、超高齢社会を持続可能なものにするための解決策

としてもプライオリティの高いことであると考えるが、高齢者自身の就業意欲も高い。 

 
図表 19 高齢者の就業意向（60 歳以上の男女） 

9.7 

1.3 

19.2 

19.2 

23.0 

26.1 

8.9 

10.4 

2.4 

3.0 

36.8 

39.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=3,293)

有職者

(n=1,152)

60歳くらいまで 65歳くらいまで 70歳くらいまで

75歳くらいまで 76歳以上 働けるうちはいつまでも
 

（出所）内閣府（2008）より筆者作成 

                                                  
17 Wikipedia 日本語版「労働」より 
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内閣府の調査によれば（図表 19）、60 歳以上の男女に聞いた何歳ごろまで働きたいかと

いう質問に対し、「働けるうちはいつまでも」と答えた人が 36.8％、さらに約半数の人が

70 歳くらいまでは仕事をしたいと答えており、65 歳くらいまででよいと考えている人は 3

割程度にすぎない。有職者に限ってみれば 65 歳以降も働き続けたい人はさらに多くなる。 

 

4.2 高齢者の就業状況 

 

では、65 歳を超えた高齢者の実際の就業状況はどうなっているのであろうか。厚生労働

省の発表によれば 70 歳まで働ける企業の割合は 17.6％となっている（図表 20）。しかしこ

のうち基準該当者のみの制度を持つ企業やその他の制度による企業も相当程度含まれるた

め、実際に希望者全員が 70歳まで働ける企業は少なく、特に大企業ではごくわずかである。 

 
図表 20 70 歳まで働ける企業 

0.9 2.9

3.1

7.0

5.2

7.2

2.7

3.0

4.1

4.1

4.1

1.0

0.1 0.8 0.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

全企業

301人以上

31～300人

70歳以上定年

希望者全員70歳以上

基準該当者70歳以上

定年の定めなし

その他の制度で70歳以上

(%)

 
（出所）厚生労働省（2011）より 

 

図表 21 男女別年齢階級別（60 歳以上）就業率の推移 
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（出所）総務省「労働力調査」長期時系列データより筆者作成 
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労働力調査で見ても、65～69 歳の就業者数は男性でも約半数にとどまっており（図表 21）、

65 歳を超えて働き続けている人はまだそれほど多くないことが分かる。同じく総務省が行

った 2007 年の「就業構造基本調査」でも同様に就業者は約半数だが、残りの約半数の不就

業者のうち約 4 分の１が就業を希望しているという結果が出ている 。これらの意欲ある高

齢者に活躍してもらうため、様々な形での受け皿を用意していく必要があろう。 

 

4.3 高齢者が働くことのメリット 

 

今見てきたように日本においては高齢者の就業意向は高い。また実際の就業率も、上述

の通り希望者全員が働ける状況にはなっていないにせよ、他国と比較すれば各年代におい

て高い18。では高齢者が働くことにとって、本人にとって、また社会にとってどのようなメ

リットがあるのだろうか。 

 

4.3.1 高齢者が働く理由 

まずは意識調査等から高齢者が働く理由を確認する。高齢者が働く理由に関するアンケ

ート調査はいくつかあり、その結果は与えられた選択肢に左右される面もあるが、おしな

べて見ると経済的理由が も多く、そのほか健康によい、生きがいを求めて、社会参加、

社会貢献等が主な理由となっている。例えば図表 22 の国際比較を見てみよう。 

 

図表 22 高齢者が働きたい理由 

【現在仕事をしている高齢者が働き続けたい理由】（60 歳以上の男女） 
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日本

アメリカ

韓国

ドイツ

スウェーデン

収入がほしいから 仕事そのものが面白いから
自分の活力になるから

仕事を通じて友人や、
仲間を得ることができるから

働くのは体によいから、
老化を防ぐから

その他

 
 

（出所）内閣府（2010）より筆者作成 

                                                  
18 経済産業省産業構造審議会基本政策部会（2011）、pp.99-100。（なお、本資料では ILO LABORSTA の

統計を使用している。） 
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このグラフに見られるように、日本においては収入を重視する割合も多いが、仲間を得

ることを目的とする割合、また健康を目的とする割合が他の国に比べて高いことが特徴的

である。このように日本の高齢者は働くことに複数の意味を求めていることが分かる。一

方、仕事そのものの面白さを求める割合が韓国と並んで低いことは懸念材料でもある。高

齢者が魅力を感じるような仕事が少ないということであれば、その原因を探り、対策を講

ずる必要があろう。 

いずれにせよ日本では、健康、社会参加等、収入以外にも目的を持って働いている、ま

たは働きたい人が多いことが分かった。特に今の高齢者はこれまで日本の経済成長のため

に仕事人間、会社人間として働き続けてきた人が多い。特に大都市圏のベッドタウンでは、

地方から転居してきて血縁者が周りにいない人も多い。また自宅と会社との往復の毎日で

週末も仕事関係の人との付き合いが多く、地縁も築いていない人が多い。定年退職すると、

３つの「ない」が生じると言われる。「やることがない、行くところがない、会う人がいな

い」である。これが原因で自宅に閉じこもりがちになると、身体機能の低下や認知機能の

衰えも早くなると言われている。 

このような高齢者に定年後も「働く」という場と機会を提供することで、会社から地域

へ、仕事中心の生活からプライベート中心の生活へとワークライフバランスをシフトして

いくにあたってのソフトランディングの道筋を与えることができるのではないだろうか。 

 

4.3.2 高齢者が働くことの利点 

では高齢者が働くことにより、本人にとって、また社会にとって、具体的にはどのよう

な利点があるのだろうか。 

まずは、就労理由としても上位に挙がっている「収入」である。生活を支える収入を得

ることが必須になっている高齢者も多いだろうが、年金プラスアルファの収入を得ること

で生活にゆとりが生まれる人も多いだろう。これまで高齢者は、ストックはあってもフロ

ーが心もとないため、将来不安ゆえになかなかお金が消費に回らないと言われてきたが、

こうした“お小遣い”がプラスアルファの消費に回れば経済の活性化が期待できよう。ま

た、年金以外の収入が安定的に高齢者に入るようになれば、長期的には繰下げ受給申請者

の増加等により社会保障費の逼迫が緩和されることも期待できよう。 

次に重要なのは、先にも触れた健康の維持である。定期的に外出する、責任を持って物

事を行う、手先や頭脳を使う、人と会って話をするといったことは、全て健康にとってプ

ラスの効果がある。このように高齢者が働くことで健康の維持ができれば、社会にとって

も医療・介護費の低下、周囲の者の負担軽減といった形で恩恵が出てくる。 

そして社会との関わりも重要である。働くことを通じて居場所ができ、社会とつながる

ことで、高齢者、特に男性の独居高齢者に起こりがちな社会的孤立の予防につながる。 

さらに社会にとっても、高齢者の知恵や経験が若者に伝承される、高齢者が社会福祉・
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育児等の場面で働くことで次世代の負担が軽減されるといった効果があろう。高齢者の側

も、自身のこれまでの経験・技能といった価値を生かして社会に貢献している、社会に価

値を生み出しているということが、大きな生きがいとして感じられるはずである。また地

域による互助のしくみが回ることで公的補助の負担が軽減されるといったメリットも考え

られよう。 

高齢者は、収入、健康、社会との関わり、社会貢献、価値の創出といった全てのことを

通じて生きる価値を見出し、喜びを感じ、それが生きがいとなる。これが、高齢者が働く

ことの価値そのものであり、社会にとっても大きな価値を生み出すことが期待される。 

 

4.4 高齢者の働き方 

 

高齢者にとってはどのような働き方が理想的なのだろうか。実際、どのような形態で働

いているのか、またどのような形態で働きたいのかについては人により様々である（図表

23、図表 24）。 

このように、高齢者はそれぞれの肉体的条件、またそれぞれの理想のワークライフバラン

スに合わせて多様な働き方を求めている。また雇う側にとっても高齢者をどの程度生かす

ことができるのかはその企業の人員構成、事業内容等により異なる。必ずしも全員をフル

タイムで雇用することはできないばかりでなく、必ずしも全員の再雇用を確保することも

できないのは先に見たとおりである。よって、高齢者の高い就業意向を実際の仕事に結び

つけるためには、双方のニーズに合った多様な働き方を検討する必要がある。 

 

図表 23 高齢雇用者の勤務形態 
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フルタイム雇用 短時間勤務雇用 任意に行う仕事 家庭で内職

自分で事業 その他 無回答
 

 
（出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構（2010）より筆者作成 
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図表 24 高齢者の希望する働き方（不就業者） 

86.8

65.0

35.6

44.9

34.9

18.9

2.0

9.3

12.9

23.5

22.7

24.2

17.5

5.8

9.5

11.2

16.5

21.3

28.7

6.8

11.8

2.9

22.4

1.4

4.0

4.0

4.0

4.1

1.2

4.7

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

55～59歳

60～64歳

65～69歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

男
性

女
性

フルタイム勤務 短時間勤務（時間が短い）
短時間勤務（日数が少ない） 短時間勤務（時間も日数も少ない）
フレックス勤務 在宅勤務
その他 無回答

 

（出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構（2010）より筆者作成 

 

そこで、定年退職後にはどんな働き方があるのか、またそれぞれの働き方は本人にとっ

て、また社会にとってどのような価値があるのかについて、図表 25 にまとめてみた。 

 

図表 25 定年退職後の働き方 

• 定年後も同一企業内で
継続雇用/再雇用

• 専門性を生かした転職
• 新天地へ

• 経験等を生かした独立・起業
• 新天地での起業

• ビジネスの形で（ある程度の
収入を得て）社会貢献

• 地域内外で有償無償の
ボランティア活動に参加

• 家庭内で若い世代の負担
を軽減
（孫の育児や家事の分担）

企業内
継続雇用

転職

独立・起業

コミュニティ
ビジネス

ボランティア
（社会貢献）

家庭内労働

働き方
本人に

とっての価値

• 技能・知識の伝承
• 経験・知恵の伝承

• 技能・知識の伝播
• 経験・知恵の伝播

• 経験・知識の活用
• 新需要開拓

• 共助
• コミュニティ形成
• 経験・知識の活用

• 共助
• コミュニティ形成

• 次世代支援
• 若年労働力活性化

生み出される
社会的価値

• 定収入
• 経験・スキルの活用
• 慣れた環境

• 定収入
• 経験・スキルの活用
• 新しい環境

• 経験・スキルの活用
• ビジネスチャンス
（収入の可能性）

• ある程度の報酬
• 地域との関わり
• 社会貢献意識

• 地域との関わり
• 社会貢献意識

• 家族との関わり
• 次世代支援
• 社会貢献意識

• 定年後も同一企業内で
継続雇用/再雇用

• 専門性を生かした転職
• 新天地へ

• 経験等を生かした独立・起業
• 新天地での起業

• ビジネスの形で（ある程度の
収入を得て）社会貢献

• 地域内外で有償無償の
ボランティア活動に参加

• 家庭内で若い世代の負担
を軽減
（孫の育児や家事の分担）

企業内
継続雇用

転職

独立・起業

コミュニティ
ビジネス

ボランティア
（社会貢献）

家庭内労働

働き方
本人に

とっての価値

• 技能・知識の伝承
• 経験・知恵の伝承

• 技能・知識の伝播
• 経験・知恵の伝播

• 経験・知識の活用
• 新需要開拓

• 共助
• コミュニティ形成
• 経験・知識の活用

• 共助
• コミュニティ形成

• 次世代支援
• 若年労働力活性化

生み出される
社会的価値

• 定収入
• 経験・スキルの活用
• 慣れた環境

• 定収入
• 経験・スキルの活用
• 新しい環境

• 経験・スキルの活用
• ビジネスチャンス
（収入の可能性）

• ある程度の報酬
• 地域との関わり
• 社会貢献意識

• 地域との関わり
• 社会貢献意識

• 家族との関わり
• 次世代支援
• 社会貢献意識

 
（出所）筆者作成 
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同一企業内での継続雇用／再雇用は、慣れた環境で、これまでの経験やスキルも生かし

やすく、定年前と同じとはいかなくとも一定の収入を得られるということで、定年後の働

き方の選択肢として第一に挙がってくるものであろう。しかし本章の 初に見たように必

ずしも全ての希望者が定年後も雇用を約束されるわけではない。 

近では人生も多様化し、定年後も未成人の子供がいたり、住宅ローンが残っていたり

といった事情で、ある程度の収入を必要とする人もいる。また、現役時代の知識や経験を

生かして働き続けたいという意識の強い人も多い。その場合には転職や独立･起業という選

択肢が有力である。転職にも正規雇用から顧問的な関わり方まで、独立も会社設立から

SOHO 的な在宅勤務まで様々である。また内容的にもこれまでの業務に近いものから新天

地でのものまで色々ある。それぞれのライフスタイルに合わせた転身が可能とも言えるが、

実際の転職活動は必ずしも易しくなく、それなりの覚悟が必要である。 

さらに視野を広げれば、コミュニティ･ビジネス19やボランティアといった選択肢も入っ

てくる。教育、福祉、地域活性化等高齢者の知識や経験が生かされ、活躍できる場面は多

い。社会や地域に貢献することに生きがいを感じているシニアはたくさんいる。その他、

孫の面倒を見る、家事を補助するといった家庭内労働も一つの形であろう。収入はあまり

期待できないが、次世代の負担を軽減することでの社会への貢献は大きい。 

 

4.5 高齢者の働き方についての事例研究 

 

本研究ではこれらの働き方が実際にどのようになされているのかを探るため、ヒアリン

グを通じていくつかの事例を収集した20。収集した事例は次頁の図表 26 のとおりである。

事例収集にあたっては、実際に働いている人の事例や高齢者を活用している企業の事例で

はなく、高齢者が働けるしくみを提供している企業やNPO等の事例を集めることとした。 

なお、事例研究にあたっては、高齢者の活用に焦点を当て、以下の視点で分析を行った。 

 

 高齢者が働くにあたってどのような点が課題と認識されているのか。 

 高齢者が働きやすい環境を作り出すために工夫していることは何か。 

 

                                                  
19 コミュニティビジネスの定義としては、関東経済産業局が出しているものが分かりやすい

（http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/community/index_about.html）。「コミュニティビジネスとは、地

域の課題を地域住民が主体的に、ビジネスの手法を用いて解決する取り組み」とある。また、「“ソーシャ

ルビジネス”が社会的課題全般の解決を目指すのに対し、“コミュニティビジネス”はそのうちの地域的な

課題に特に着目しています。従って、“ソーシャルビジネス”は“コミュニティビジネス”を包含する概念

ということもできます。」とまとめている。 
20 ヒアリングは 2011 年 12 月から 2012 年 2 月の間に順次行った。その後、本レポート発行までの間に事

業内容等に変更があった可能性もあるが、それはカバーしていない。なお、㈱富士ゼロックスの事例につ

いては、公表資料のみからまとめた（具体的な資料名については注 21 参照）。 
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図表 26 定年退職後の働き方についての事例一覧 

No. パターン 企業・事業名 事例の特徴

１ 富士ゼロックス㈱

企業による多様な働き方の提供・
支援

50代のうちにライフプラン等のワーク
ショップ

２ ㈱日本雇用創出機構

企業に在籍しつつ転職活動・支援の
仕組み

機構が業務受託しチームで対応する
仕組み

３ 職蔵.com
経験豊富な「卒リーマン」を中小企業

に紹介

インターネットサイトでのマッチング

４
シニアSOHO
普及サロン・三鷹

コミュニティビジネスのプラットフォーム

地域の課題を地域の人でビジネス手
法で解決

５
柏市豊四季台団地の
「生きがい就労」

働くことで地域に貢献

フレキシブルな働き方でセカンドライフ
との両立

６ 国際社会貢献センター
商社OBによる国内外での社会貢献

慣れ親しんだ環境でソフトランディング

７
JRIAの
「目利きコミュニティ」

研究開発者OBによる社会貢献

経験・知識の活用を図る

８
いきいきプラス

（三鷹市）

高齢者社会活動のマッチング

地域の困りごとを地域で解決

９ すぎなみ地域大学
地域のボランティア人材の養成

活動に直結する講座のみ開講

企業内
継続雇用等

転職

独立・
起業

コミュニティ
ビジネス

ボランティア
（社会貢献）

ボランティア
（社会貢献）

＜企業寄り＞

＜地域＞
 

（出所）筆者作成 
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4.5.1 事例 1：企業内継続雇用等 ～富士ゼロックス㈱21～ 

【取り組みの概要】 

同社では 2003 年より「ニューワーク支援プログラム」を導入して 50 代社員に対して多

様な働き方・生き方を提供し支援していたが、加えて 2006 年からは「セカンドライフ・プ

ログラム」を整備し、雇用確保という法令遵守の枠を超えて、ライフスタイルの多様化に

あわせた 3 つの選択肢を提供している（図表 27）。 

 

図表 27 富士ゼロックスにおける取り組み 

ダブルジョブ 

・プログラム 

業務量の 30％まで社内兼務にチャレンジできる制度。現職を

離れることなく、自分の専門性を生かす仕事や新たな仕事に挑

戦することができる。定年後も引き続きこれら部署において能

力を発揮している社員もいる。 

シニア･テーマ 

休職制度 

教育（資格取得）、NPO 活動、独立準備などのテーマで、 長

2 年間まで休職することができる。休職後独立という選択もあ

る。 

ニ
ュ
ー
ワ
ー
ク
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム 

フレックス 

･ワーク制度 

40％以内（曜日で設定、隔週も可）で副業ができる。社員の身

分のまま、兼業、自己啓発、ボランティア活動、独立への準備

等のための時間を確保できる。 

再雇用コース 

60 歳で、必要な人材を適正な役割と処遇で再雇用する。希望

者のうち労使で定める再雇用基準を満たす者に対し 1 年契約

で雇用（公的年金全額支給開始直前まで更新可能）する。 

マイプラン 

コース 

定年退職後の再就職を支援する。同社関連会社への斡旋と再就

職支援会社の支援による外部の企業への再就職とがある。関連

会社・販売会社と求人・求職情報の交換を行い、オール富士ゼ

ロックスでの人材の流動化と 適配置を推進する。 

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム 

シニア転進 

コース 

50 歳以降定年を待たずに自己のライフプランを実現すること

を支援する。毎年募集を行い、再就職支援及び支援金の形で支

援する。 

（出所）各種資料を基に筆者作成 

 

セカンドライフ･プログラムの 2010 年度の実績は、定年退職者 244 名のうち、再雇用コ

ースが 58％、マイプランコースが社内外合わせて 42％、シニア転進コースが 6％となって

いる。また、セカンドライフ･プログラムの一環として、54 歳を対象とする研修（キャリア

フロンティアワークショップ）を開催している。ここでは、制度、年金に関する情報提供

                                                  
21 富士ゼロックス株式会社「サステナビリティレポート 2011」
（http://www.fujixerox.co.jp/company/public/sr2011/stakeholder/employee/diversity.html）、及び、独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「平成 21 年度 高年齢者の多様な働き方事例集」のうち富士ゼ

ロックス株式会社事例（http://www.jeed.or.jp/data/elderly/employment_case/download/h21_jirei06.pdf）
より。 
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を通じてマインドチェンジの必要性を理解してもらうと共に、ライフキャリアについて考

え、コース選択の意思決定をするためのサポートを行っている。 

 

【高齢者活用の視点からの分析】 

高齢者が働くに 
あたっての課題 

・ 定年退職を迎える社員が増加する中で、全ての定年退職者

を雇用することは企業にとって負担が大きい 

・ 社内においても、各高齢者がより能力や経験を発揮しやす

い職場への異動も選択肢の一つとして考える必要がある 

・ 再雇用以外の多様な生き方・働き方を望む社員に対して選

択肢を与える必要がある 

高齢者が働きやす

い環境を作り出す

ための工夫 

・ 社内外に多様な選択肢を用意することで、会社と社員双方

にとって Win-Win の関係にする 

・ 多様な働き方を提示するだけでなく、準備のための様々な

支援プログラムを用意し、トライアルの猶予を与える 

 

4.5.2 事例 2：転職・独立 ～㈱日本雇用創出機構22～ 

【取り組みの概要】 

同社はパソナグループの企業であり、企業の定年退職者や中高年人材を対象に、そのノ

ウハウと経験を生かした就労機会の拡大を図るとともに、大企業から中小企業へと人材を

流動化させる役割を担っている。 

特徴的なのは「人材ブリッジバンク」という制度である。これは、出身元企業に在籍し

たままで同機構に出向し転職活動を行うことのできる仕組みで、失業期間を置かないで済

むため、比較的スムーズな転職が可能になる。 

また、登録者に対しては職業体験や研修講座からなるシニアインターンシップなども行

っている。このように、転職先の紹介だけではなく、研修や意識変革等の支援も行うこと

で、キャリアチェンジも図りやすくなっている。 

特に意識改革は重要である。大企業で培った専門性がそのまま生かされる転職先は限ら

れ、そういった専門性を広く捉え、それを生かした違う分野への転身に向けての再教育が

必要となる。一般に大企業出身者ほど意識の切り替えが難しいが、実際に職業人生を振り

返って棚卸をしてみると、様々なスキルやノウハウが蓄積されていることが分かり、動機

づけを行うことでより広い分野への転身が可能になっていく。 

また、受け入れる中小企業の側に立ってみると、大企業退職者は即戦力のはずであるが、

やはり高齢者の雇用に二の足を踏むことも多い。同機構では啓蒙も行いながら、一方で派

遣契約やアウトソーシングサービスといった仕組みも用意している。このアウトソーシン

                                                  
22 同社ホームページ（http://www.nihon-kikou.co.jp/）、パンフレット及びヒアリングより。 
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グサービスというのは、中小企業から様々な業務を請け負い、データベースに登録してい

るベテラン人材をチーム化して対応するというものである。これにより中小企業は雇用の

リスクをとらずに優秀な人材を活用することができる。ニーズの高い業務は、販路開拓（業

界知識や人脈の活用）と管理系（人事労務、コンプライアンス、品質管理、生産工程見直

し等）が半々くらいで、加えて海外進出関連が増加してきている。 

 

【高齢者活用の視点からの分析】 

高齢者が働くに 
あたっての課題 

・ 大企業出身者は専門性が高く、それを直接生かす転職先を

見つけるのは難しい 

・ 働き慣れた職場を離れての転職活動には不安が大きい 

・ 中には経験や知識の専門性が高い人も多く、より広い視野

への意識改革が必要である 

・ 中小企業側も、即戦力とは分かっていても 60 歳を過ぎた高

齢者の雇用には二の足を踏む場合が多い 

高齢者が働きやす

い環境を作り出す

ための工夫 

・ 多様なプログラムを通じてスキル・ノウハウの棚卸しをす

るとともに、意識改革・再教育を行い、キャリアチェンジ

を支援する 

・ 元の職場に在籍しながら転職活動を行う仕組みで、転職に

伴う不安を和らげる 

・ アウトソーシングサービスや派遣契約を通じて、中小企業

が優秀な人材を活用できる仕組みを用意する 

 

4.5.3 事例 3：転職・独立 ～職蔵.com23～ 

【取り組みの概要】 

株式会社ジェイエルシーが立ち上げた人材マッチングサイトである。中堅・中小企業で

は、特定の業務や経営分野における即戦力へのニーズが高い。同社では大企業の退職者を

「卒リーマン」と呼び、スキル・経験・人脈を持ったこれらプロフェッショナル人材を紹

介することで、こうしたニーズに応えている。必ずしも雇用に捉われず、様々な契約形態

を可能にすることで、より確実にリーズナブルに人材を提供することができている。同時

に働く側も自身のライフスタイルに合った働き方を選択することができる。 

インターネットサイトを通じたマッチングであることは、企業側にも働く側にもメリッ

トが大きい。まず企業側にとって、人手を介した人材紹介サービスを利用するのと比較し

て費用が低減されるメリットがある。また求職者が直接アプローチするフリーエントリー

制のため、企業側が自分で検索する場合と比べて漏れやミスマッチが少なくなる。一方、

                                                  
23 同社ホームページ（http://shokuzo.com/）及びヒアリングより。 

 29



求職者側にとっても、インターネットサイトを介することで、多くの求人情報へのアクセ

スや検索が可能になるとともに、自分の経験やノウハウを生かせる仕事、自らのライフス

タイルにあった働き方など多様な基準で選ぶことができるというメリットがある。まとめ

ると、同事業のメリットは図表 28 のようになろう。 

 

図表 28 企業側、働く側のメリット 

 自分の経験やノウハウを生かせる
仕事を探すことができる

 自分のライフスタイルにあった働き
方を選ぶことができる

 インターネットサイトを介することで、
多くの求人情報へのアクセスや検
索が可能になる

 即戦力のある人材を経営に生かす
ことができる

 雇用だけでなく、短期の業務委託
契約など様々な契約形態が可能

 インターネットサイトを介することで
人材紹介料が低減されるとともに、
フリーエントリーで漏れがなくなる

企業にとってのメリット 働く側にとってのメリット

 自分の経験やノウハウを生かせる
仕事を探すことができる

 自分のライフスタイルにあった働き
方を選ぶことができる

 インターネットサイトを介することで、
多くの求人情報へのアクセスや検
索が可能になる

 即戦力のある人材を経営に生かす
ことができる

 雇用だけでなく、短期の業務委託
契約など様々な契約形態が可能

 インターネットサイトを介することで
人材紹介料が低減されるとともに、
フリーエントリーで漏れがなくなる

企業にとってのメリット 働く側にとってのメリット

 
（出所）ヒアリング等を基に筆者作成 

 

中小企業側からのニーズが高い業務は、販路開拓、経営や財務の指導などである。中小

企業は社員数が少ないため、大企業の管理職として人を使いこなす能力自体へのニーズは

小さいが、マネージャーとして人を導く力やビジョン策定能力が求められている。 

卒リーマンの側も、社員として雇用されるのではなく、顧問の形で、または特定の業務

請負の形で契約を結ぶことにより、中小企業の経営者や社員と対等な関係で仕事を進める

ことができるため、プロフェッショナルとしての価値を提供しやすくなっている。 

 

【高齢者活用の視点からの分析】 

高齢者が働くに 
あたっての課題 

・ 中小企業側にはシニアを活用するという発想がない 

・ シニアが即戦力だとは分かっても新たに雇用する資金的余

裕がない企業も多い 

・ 働く側もどのような仕事・機会があるのかが分からない 

・ 高齢者のライフスタイルも多様化し、希望の働き方も多様

化している 

高齢者が働きやす

い環境を作り出す

ための工夫 

・ インターネットサイトを通じてマッチングのコストを下げ

るとともに、相互に情報を照会・検索しやすくする 

・ 雇用ではなくプロフェッショナル契約の形をとることで、

雇う側のコストや心理的ハードルを下げるとともに、働く

側にとっても働き方の自由度を高める 
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4.5.4 事例 4：コミュニティビジネス ～シニアSOHO普及サロン・三鷹24～ 

【取り組みの概要】 

シニア SOHO 普及サロン・三鷹は、草の根 PC クラブとして 1999 年に発足したが、そ

の後 2000 年、NPO 法人化した。地域のシニアを会員組織化し、プラットフォームという

場を提供しつつ、コミュニティビジネスを展開しており、シニアにとっての地域デビュー

の場となっている。 

地域の課題を地域の力でビジネスの手法で解決するというのがコンセプトであり、まさ

にコミュニティビジネスの代表事例であると言える。男女比率は７：３程度であり、主に

男性はビジネスのノウハウを、女性は地域の人脈を提供し、活躍している。 

同サロンでは、全ての仕事をプロジェクトの形で受注するのが特徴である。具体的なプ

ロジェクトとしては、シニア向けパソコン講座、地域 SNS・学校 SNS の管理、三鷹市学校

安全推進員「スクールエンジェルス」、認知症地域啓発促進事業、高齢者無料職業紹介事業

「わくわくサポート」（高齢者向けのハローワーク）、小中学校校庭芝生化事業などがある。

三鷹市からの受託も多いが、企業からも受注している。いずれにおいても、仕様通りの仕

事を請け負うのではなく、よりよいやり方を提案して仕事を進めている。 

例えば三鷹市学校安全推進員「スクールエンジェルス」は、三鷹市立の小学校 15 校で、

校門での入出者の確認、校内・周辺の巡回などを行う事業である。この事業を請け負うに

あたっては、シニアの体力負担等も考え、140 名程度（平均年齢約 68 歳）での綿密なロー

テーションを組んでいる。この事業は市の広報等でも紹介され、子供にとってもその保護

者にとっても地域住民（主にシニア層）に見守られているという安心感を与えている。一

方、シニアの側でも地域の子供を見守るということに地域貢献的な意義を感じるとともに、

朝校門に立たなければならないという責任感の下で生活改善や体力維持を図るなど、双方

にとってプラスに作用しているようだ。 

また、シニア向けパソコン講座のひとつである「ゆうゆうサロン」は盛況である。シニ

アがシニアを教えるという形をとっており、シニア情報生活アドバイザー、シニア IT アド

バイザーの資格取得講座もある。高齢者はある意味で障碍者予備軍であり、いずれ外出が

困難になると社会からの疎外感を受けるようになることが予想される。特に一人暮らしの

方の孤独の問題は切実であり、その時に ICT で社会とつながることで、この疎外感や孤独

感が癒されることが期待される。そこで特にメールやインターネットを中心に指導してい

る。また 近ではシニア向け iPad の講座も人気である。 

シニアがリタイア後に地域の NPO 活動に参加する際のコツとして、まずは肩書きにこだ

わらないことが挙げられた。肩書きは通用せず、何がやりたいか、何ができるかが問われ

る。これは職業経験に基づくスキルだけでなく、趣味でもよい。同サロンでは講演会や交

流会を開催して情報交換やスキルのマッチングの場とするなど、会員の啓発も行っている。

                                                  
24 同 NPO 法人ウェブサイト（http://www.svsoho.gr.jp/、http://www2u.biglobe.ne.jp/~tpw/yuyusaron/）
及びヒアリングより。 
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また、趣味やビジネスのワーキンググループ活動も自主運営で行われている。 

 

【高齢者活用の視点からの分析】 

高齢者が働くに 
あたっての課題 

・ 地域に貢献したいと考えても地域に人脈がなく入りにくい 

・ 能力を生かせる場がない、どう生かしてよいか分からない 
（スキルとニーズのマッチングが難しい） 

高齢者が働きやす

い環境を作り出す

ための工夫 

・ 会員組織化、プラットフォーム化することで、多くの仕事

情報にアクセスすることを可能にしている 

・ プロジェクト化しそのメンバーとして参加する形をとるこ

とで取り組みやすくしている 

・ 情報提供や啓蒙活動など側面からの支援を行っている 

・ 地域貢献を、報酬を得て行うことで責任感を持たせている 

 

4.5.5 事例 5：コミュニティビジネス ～「生きがい就労プロジェクト」25～ 

【取り組みの概要】 

柏市の豊四季台団地では、柏市、東京大学高齢社会総合研究機構、ＵＲ都市機構が一体

となって「長寿社会のまちづくり」を進めており、具体的な施策として「地域包括ケアシ

ステムの具現化」及び「高齢者の生きがい就労の創成」を二本柱としている。 

この地域には今後 2015 年までに毎年約 4000 人の高齢者が退職して戻ってくると想定さ

れているが、地方から引っ越してきた団塊の世代は地域とのつながりがなく、会社という

社会とのつながりを失うことで社会的に孤立することが心配されている。さらに自宅にこ

もるようになると筋肉も脳も急速に衰える。そこで、地域に働く場を作り、リタイア層が

慣れ親しんだ「仕事・就労」という形で地域参加のハードルを下げつつ、コミュニティの

構築を促すとともに、働くことで地域社会の課題解決に貢献する場を提供し、生きがいに

結びつけようというのがこの「生きがい就労」のプロジェクトである。さらには外出する

ことで健康増進にも役立つことが期待されている。 

具体的には農業、食、保育・教育、生活支援の 4 分野において、7 つの事業が準備されて

いる（図表 29）。人生二毛作という考えの下、必ずしもリタイア層の知識や経験をそのまま

生かせる事業ばかりでなく、休耕地を活用した農業、子育て支援、生活支援など、地域で

ニーズの高いこと、地域の資源が生かせることが事業化されている。また、全ての事業を

民間の事業者の力を活用して行おうとしている点も本プロジェクトの大きな特徴である。

このように地方自治体と住民とを大学がうまく結びつけ、さらに民間の事業者を活用する

                                                  
25 UR 都市機構千葉地域支社ホームページ（http://www.ur-net.go.jp/chiba/program/tyouju/index.html）、
柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会ホームページ（http://kashiwa-toyoshikidai.org/pages/10000）、及

び、東京大学高齢社会総合研究機構 秋山弘子特任教授ヒアリングより。 
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という形をとることで、こうした生きがい就労の形が柏市限りのモデルではなく全国に広

まっていくことが理想とされている。その際にどのような事業を行うかはその地域の特性

やニーズに合わせ、参入する事業者がよりよい形に仕立て上げていくことになろう。 

 

図表 29 「生きがい就労」の７つの事業 
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（出所）柏市豊四季台地域高齢社会総合研究会 第 1 回就労セミナーにおける 

秋山弘子特任教授講演資料より、一部簡略化して筆者作成 

 

この「生きがい就労」のもう一つの特徴は、高齢者にフレキシブルな働き方を提供する

ことでセカンドライフとの両立を可能にするという点である。徹底したワークシェアリン

グを導入することで、調節しながら 80 歳位まで働ける場所ができることが理想とされてお

り、そのしくみには ICT の活用が予定されている。 

 

【高齢者活用の視点からの分析】 

高齢者が働くに 
あたっての課題 

・ 地域に貢献したいと考えても地域に人脈がなく入りにくい 

・ 地域に貢献したくても何をしてよいか分からない 

・ 退職後のセカンドライフも大切にしたい 

高齢者が働きやす

い環境を作り出す

ための工夫 

・ 地域に働く場を作ることで、就労を介して地域コミュニテ

ィに関わるきっかけを作る 

・ ワークシェアリングによりフレキシブルな働き方を実現す

る 
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4.5.6 事例 6：社会貢献＜企業寄り＞ ～国際社会貢献センター26～ 

【取り組みの概要】 

商社の業界団体である日本貿易会では、OB の活用による社会貢献活動を目的とした国際

社会貢献センター（ABIC）を 2000 年に設立し、翌年 NPO 法人化した。現在 65 歳から 75

歳位を中心に約 2,000 名が会員登録しており、具体的な活動は図表 30 のとおりである。 

 

図表 30 国際社会貢献センター（ABIC）の活動 

政府機関関連への協力 • JICA・JETRO専門家、シニア海外ボランティア等

NGO/NPO等への支援・協力 • NPO等への人材紹介、講師派遣等

地方自治体への協力
/中小企業支援

• 国内外企業誘致、地場産業振興、中小企業支
援（販路開拓、国際化支援、経営・管理要員の
紹介等）

外国企業の対日ビジネス支援 • 見本市通訳、商談通訳、市場調査、人材紹介等

教育関係の支援・協力
• 大学・社会人講座の講座受託や講師派遣
• 小中高校国際理解教育の講師派遣
• 在日外国人子女や帰国子女への日本語指導等

在日留学生支援 • 日本文化教室、生活支援バザー等

国際イベント等への協力、他 • 国際イベントの語学ボランティア等

政府機関関連への協力 • JICA・JETRO専門家、シニア海外ボランティア等

NGO/NPO等への支援・協力 • NPO等への人材紹介、講師派遣等

地方自治体への協力
/中小企業支援

• 国内外企業誘致、地場産業振興、中小企業支
援（販路開拓、国際化支援、経営・管理要員の
紹介等）

外国企業の対日ビジネス支援 • 見本市通訳、商談通訳、市場調査、人材紹介等

教育関係の支援・協力
• 大学・社会人講座の講座受託や講師派遣
• 小中高校国際理解教育の講師派遣
• 在日外国人子女や帰国子女への日本語指導等

在日留学生支援 • 日本文化教室、生活支援バザー等

国際イベント等への協力、他 • 国際イベントの語学ボランティア等  

（出所）国際社会貢献センターパンフレット、ヒアリング等より筆者作成 

 

中でも地方自治体／中小企業関係の活動が も多く、年間 500 件以上（延べ数）ある。

企業から直接請け負うこともあるが、多くは自治体の中小企業支援の予算などを使い、年

間業務委託契約、個別アドバイザー推薦等の形で販路開拓（国内外、国内は特に首都圏）、

海外進出支援等を行っている。商社 OB の経験や知識、人脈が生かせるところである。 

次に多いのが大学やそのエクステンション･センター等での講座協力である。「国際ビジ

ネスと海外事情」等の講座をオムニバス形式中心に提供している。商社 OB には様々な経

験、様々な専門を有する人材が揃っているため、対応件数も多くなっている。 

各人の稼働状況は様々であり、趣味をやりながら週 2～3 日、半年から 2～3 年の短期で

海外駐在など、それぞれのライフスタイルに合わせて働いている。常勤は好まない人が多

いが、65 歳前など若い人では収入上の必要から常勤を求める人もいる。その場合には人材

紹介（大学など）という選択肢もある。なお、報酬については活動分野により異なる。中

小企業支援については、現役の延長の色彩の強い仕事なので報酬意識が高いが、教育関連

は生きがいとして捉える人が多く、あまり報酬を意識していない。ただし、入会申込時の

申告によれば、無償でもよいという人は少なく、案件によるという人が多い。 

                                                  
26 同センターホームページ（http://www.abic.or.jp/index.html）、パンフレット類、及びヒアリングより。 
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定年退職後に何か社会貢献をしたいと思っても、すぐに地域コミュニティに入っていく

のはハードルが高いと感じる人も多い。その点、同センターは退職後も同じ業界の空気が

吸える、同じ言語で話せるという意味で居心地がよく、また仕事の内容もこれまでの経験

や知識を直接活用しやすい仕事であることから、退職後の軟着陸にふさわしい。 

 

【高齢者活用の視点からの分析】 

高齢者が働くに 
あたっての課題 

・ 社会貢献がしたいと考えても、急に地域に入っていくのは

難しい 

・ 退職後も現役時と同等に働く意欲はあるが、ニーズとのマ

ッチングが難しい 

高齢者が働きやす

い環境を作り出す

ための工夫 

・ ニーズとのマッチングを行うことで取り組みやすくなる 

・ 業界の OB として働く場を作ることで、スムーズに社会貢

献活動に入ることができる 

・ 退職後も馴染みやすい環境で居場所ができる 

 

4.5.7 事例 7：社会貢献＜企業寄り＞ ～「目利きコミュニティ」27～ 

【取り組みの概要】 

社団法人研究産業・産業技術振興協会では、研究開発人材の OB の活用の一つの形とし

て「目利きコミュニティ」という活動を立ち上げている。研究開発者本人は能力もあり経

験も豊富で定年退職後も役に立ちたいと考えているが、企業側は組織の活性化や新しい知

識の導入といった理由から若手に任せたいと考えることも多く、OB 人材の活用は研究開発

部門を持つ企業共通の課題となっている。そのような中、OB 人材がアジア等の企業に再就

職し、技術流出につながっているという実態もあることから、同協会として「目利きコミ

ュニティ」を立ち上げることとなった。 

研究者 OB は報酬よりも世の中の役に立ちたいという意識が強いようだ。そこで、就業

ではなく、持っている技術を生かすためのゆるやかなネットワークという形をとることと

した。具体的には、いくつかの分科会を立ち上げ活動するという形態をとっている。今年

度から始めたためまだ数は多くないが、大学での講義等の活動が行われている。また、会

員登録すれば協会のイベント等に参加できるようにし、 先端の技術情報を得ることで知

識・技術レベルの維持を図っている。 

中小企業向けに、技術の目利きをしながらネットワークや人脈を使って紹介するという

活動も検討中である。経験を重ねるほど目利き能力やプロジェクト・コーディネーション

力などが高まり、それらが生かされる貢献の形である。新技術の創出支援もコーディネー

                                                  
27 同協会ホームページ（http://www.jria.or.jp/HP/mekiki_community.htm）、財団法人機械システム振興

協会（2009）、及びヒアリングより。 
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ション力が生かされる現場であり、多くの経験を有する OB 人材の活躍が期待される。そ

の他、教育分野での貢献（大学、商工会議所等）、産業への貢献（技術伝承等）、国際社会

への貢献等が期待されている。 

 

【高齢者活用の視点からの分析】 

高齢者が働くに 
あたっての課題 

・ これまで培った知識や能力を生かしたいと考えても、研究

開発は特殊な能力であり、なかなか生かせる機会がない 

高齢者が働きやす

い環境を作り出す

ための工夫 

・ 業界団体として貢献の場を提供することで、活躍の機会を

与える 

・ 会員向けのイベント等で知識レベルの維持を図る 

 

4.5.8 事例 8：社会貢献＜地域寄り＞ ～「いきいきプラス」28～ 

【取り組みの概要】 

先に紹介した NPO 法人シニア SOHO 普及サロン・三鷹が運営を受託している事業の一

つに、三鷹市の高齢者社会活動マッチング推進事業「いきいきプラス」がある。これは会

員からのちょっとしたお手伝いやお仕事の依頼や仲間募集などと、協力者とのマッチング

を行う事業であり、具体的な仕組みは図表 31 のとおりである。 

 

図表 31 いきいきプラスの仕組み 

事務局

いきいきプラス会員に登録（活動も依頼も同等）

お仕事・活動
情報閲覧

お仕事・活動
を依頼

希望のお仕事
・活動に応募

応募者に連絡・
詳細依頼

マッチング （連絡・話し合い・面接など⇒双方の合意で成立）

依頼情報
提供

応募者紹介

お仕事・活動

HP、ﾒｰﾙ HP、電話

HP、電話、FAX

HP、ﾒｰﾙ

仕事・活動をしたい人 お願いしたい人
事務局

いきいきプラス会員に登録（活動も依頼も同等）

お仕事・活動
情報閲覧

お仕事・活動
を依頼

希望のお仕事
・活動に応募

応募者に連絡・
詳細依頼

マッチング （連絡・話し合い・面接など⇒双方の合意で成立）

依頼情報
提供

応募者紹介

お仕事・活動

HP、ﾒｰﾙ HP、電話

HP、電話、FAX

HP、ﾒｰﾙ

仕事・活動をしたい人 お願いしたい人

 
（出所）同事業ホームページ（http://www.svsoho.com/place/hpwg/place/matching.html）

より一部簡略化して筆者作成 

 
                                                  
28 同事業ホームページ（http://www.svsoho.com/place/index.html）及びヒアリングより。 
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サイトに掲載されている活動は、家の修理の依頼や年賀状作成依頼といったものから、

講習会の講師の募集、さらにはボランティア活動やサークル活動の仲間募集まで様々であ

る。高齢者のみの世帯や高齢者の独り暮らし世帯が増える中、プロのサービスを頼むほど

ではないちょっとした困りごとを解決してくれるしくみの存在はありがたいに違いない。

協力者側にとっても、自分の得意な分野や興味に合わせて人助けができ、自分のライフス

タイルに合わせた活動の選び方も可能である。さらに人と交わることを通じて社会参加に、

ひいては健康維持につながることが期待される。また、地域における助け合いによる課題

解決の形は、地域コミュニティの活性化にとっても重要な活動であろう。 

報酬は有償のものから交通費程度、無償のものまで様々であり、当事者同士で仕事内容

や条件に合意すればマッチングが成立する。一見サイト上で自動マッチングしているよう

に見えるが、実際は間に事務局が介在している。電話で依頼内容や条件を確認し、協力応

募者にも電話で説明することで、ミスマッチや事後のトラブルを防ぐ役割を果たしている。

特に高齢者が利用しているため、こうした人的サポートが欠かせないようだ。 

会員数は 2000 人程度で登録は無料となっている。会員向けの講演会、交流会、会員間サ

ークル活動などもあり、活動のマッチングだけでなく、高齢者の交流、社会参加の場も提

供している。さらにパソコンの使えない会員のためには無料講習会も行い、インターネッ

トサイトの閲覧やメールのやりとりができるように指導することで、高齢者の社会とのつ

ながりを支援している。 

 

【高齢者活用の視点からの分析】 

高齢者が働くに 
あたっての課題 

・ 社会貢献がしたいと考えてもなかなか機会がない 

・ 地域に貢献したいと思ってもアクセスしにくい 

・ 自らの経験や能力を生かせる仕事に出会いにくい 

高齢者が働きやす

い環境を作り出す

ための工夫 

・ インターネットサイトの形をとることで誰でも閲覧が可能

になり、応募がしやすくなる 

・ 無報酬であっても、小さな仕事であっても会員として登録

できるようにすることで、依頼への心理的ハードルを下げ、

地域での助け合いを促進している 

・ 会費無料で会員組織化し、仕事以外にも交流の場を設け、

高齢者の社会参加・地域参加の機会を作っている 
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4.5.9 事例 9：社会貢献＜地域寄り＞ ～すぎなみ地域大学29～ 

【取り組みの概要】 

東京都杉並区では 2006 年 4 月に「すぎなみ地域大学」を開校した。当時、地方分権の推

進、自治体財政の逼迫、規制緩和や NPO 活動の活発化等の事情から、区の事業を進めてい

く上で、地域に貢献する協働の担い手づくりの必要性が高まり、これを育てる必要が生じ

た。一方、当時団塊の世代が大量に定年退職することが見込まれていたため、その地域還

流を支援し、地域社会での実践的な活動の機会や場を提供する受け皿を作ることも目的の

一つであった。（実際は企業の再雇用制度等により思ったほど退職せず、狙った層はそれほ

ど集まらなかった。） 

そもそもの経緯が地域活動の担い手を養成することであったため、教養講座や生涯教育

などではなく、必ずその後の事業活動参加に結びつく形で実施しているのが特徴である。

区が直接実施している事業のことも NPO 法人に委託して行っている事業のこともあるが、

毎年区の事業主管課に調査を行い、人材が足りないところについて必要なボランティア人

材を養成する形で講座を組んでいる。具体的な講座例は図表 32 のとおりである。区の事業

が福祉にシフトする中、講座も福祉関連が増えている。講座数は、初年度は 12 講座だった

が今は 30 講座を超えている。 

 

図表 32 すぎなみ地域大学の講座の例 

講座 その後の地域貢献活動すぎなみ地域大学講座例

知的障害者ガイドヘルパー講座
区が委託する移動支援事務所に登録し、障害
者ガイドヘルパーとして活動

ウォーキング・リーダー講座
NPO法人杉並さわやかウォーキングに加入し、
講座、歩く会の企画・運営

地域で子育て支援講座
「子育て支援ボランティア」として区に登録し、
児童館、保健センター、保育園で活動

みどりのボランティア講座
「みどりのボランティア杉並」に登録し、市民緑
地の維持管理、イベントでのボランティア活動

福祉車両運転協力員講座
NPO団体等に登録し、障害者・高齢者等の移
動困難者の福祉有償運送サービス

シニア向けパソコンリーダー講座
NPO法人に加入し、IT講座やパソコン相談会
の企画運営

講座 その後の地域貢献活動すぎなみ地域大学講座例

知的障害者ガイドヘルパー講座
区が委託する移動支援事務所に登録し、障害
者ガイドヘルパーとして活動

ウォーキング・リーダー講座
NPO法人杉並さわやかウォーキングに加入し、
講座、歩く会の企画・運営

地域で子育て支援講座
「子育て支援ボランティア」として区に登録し、
児童館、保健センター、保育園で活動

みどりのボランティア講座
「みどりのボランティア杉並」に登録し、市民緑
地の維持管理、イベントでのボランティア活動

福祉車両運転協力員講座
NPO団体等に登録し、障害者・高齢者等の移
動困難者の福祉有償運送サービス

シニア向けパソコンリーダー講座
NPO法人に加入し、IT講座やパソコン相談会
の企画運営

 
（出所）パンフレット等資料より筆者作成 

 

受講者は、 初は男性が多かったが、福祉関係の講座が増えるにしたがって女性が増え

てきている。高齢者に限らず、子育て終了後の女性（40～60 代）が多い。男性に限れば 60
                                                  
29 同大学ホームページ（http://www2.city.suginami.tokyo.jp/daigaku/index.asp）、各種パンフレット、及

びヒアリングより。 
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代が圧倒的に多い。アンケート30によれば受講動機の上位は、地域や社会の役に立ちたい、

講座内容に興味がある、知識や経験を活かしたい、より高い知識や経験を身につけたいな

どとなっている。受講料を原則有料とすることで、意識の高い人が集まっている。 

どの講座も非常に実践的な内容になっている。募集案内で講座後の活動内容を紹介する

などの工夫により、受講後の地域活動参加率（登録率）はだんだん上昇しており、直近で

は 80％を超えている。受講後の活動については、報酬はあっても交通費プラスアルファ程

度のところが多く、無報酬のところもある。それでも地域に貢献したいという人材が育っ

ている。 

 

【高齢者活用の視点からの分析】 

高齢者が働くに 
あたっての課題 

・ 社会貢献がしたいと考えてもなかなか機会がない 

・ 地域に貢献したいと思ってもアクセスしにくい、何をして

よいか分からない 

高齢者が働きやす

い環境を作り出す

ための工夫 

・ 講座の形をとり、未経験のことでも挑戦できるようにして

いる 

・ その後の活動の姿を具体的に見せることで、取り組みやす

くしている 

 

4.6 事例からの示唆① ～高齢者が働くことに関する課題～ 

 

以上、高齢者が様々な形で働く機会を提供する仕組みという視点で 9 つの事例を見てき

た。これらの事例から共通して分かることは、高齢者側にはまだまだ働ける、何らかの形

で社会や地域に貢献したいという意欲があり、また社会や地域にも退職した高齢者を戦力

として活用したいというニーズが存在するにもかかわらず、それらが必ずしもうまくかみ

合っておらず、そこを補うマッチングの仕組みが必要だということである。 

このようなことを念頭に置きつつ、4.5 節の 初に挙げた「高齢者が働くにあたってどの

ような点が課題と認識されているのか」「高齢者が働く環境を作り出すために工夫している

ことは何か」という二つの視点から、各事例を整理してみると、高齢者が働くための課題

は、大きく「雇用側の意識」「ニーズのミスマッチ」「働き方の多様化」「社会・地域貢献へ

のハードル」の 4 つに分けられそうである。次頁の図表 33 において、この 4 つの分類毎に

各事例から抽出された課題と解決への工夫をまとめてみた。 

 

 

                                                  
30 産官学民・再チャレンジ学習支援協議会（2008） p.47 より 
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図表 33 高齢者活用の視点からの分析のまとめ 

分

類 
高齢者が働くにあたってどのような 

点が課題と認識されているのか 
高齢者が働く環境を作り出すために 

工夫していることは何か 

雇
用
側
の
意
識 

・ 定年退職を迎える高齢者が増加する

中、全ての定年退職者を雇用すること

は企業にとって負担が大きく、また 65
歳を超えてもさらに働きたい高齢者の

希望に応えるためにも、企業での継続

雇用・再雇用に加え、多様な選択肢を

用意する必要がある。 

・ 高齢者の雇用にリスクを感じる、資金

的余裕がないといった理由で高齢者の

受け入れに二の足を踏む企業も多い。

・ 社内外での多様な働き方を提示するだ

けでなく、準備のための様々な支援プ

ログラムを用意し、トライアルの猶予

も与える。 

・ 多様な働き方に対応し、パートタイム

も含め多様な雇用形態を用意する。 

・ 必要とする企業が優秀な人材を活用で

きるよう、アウトソーシングサービス、

派遣契約、プロフェッショナル契約等、

雇用以外の仕組みも用意する。 

ニ
ー
ズ
の
ミ
ス
マ
ッ
チ 

・ 企業で働いていた時の経験や能力、知

識やノウハウが直接的に生かせる仕事

があるとは限らず、より広い視野をも

って仕事を探す必要がある。 

・ 働く側もどのような仕事・機会がある

のかが分からないことが多く、スキル

とニーズのマッチングが難しい。 

・ 多様なプログラムを通じてスキル・ノ

ウハウの棚卸しをするとともに、意識

改革・再教育を行い、キャリアチェン

ジを支援する。 

・ 人材紹介やインターネットサイトを通

じたマッチングのしくみを用意する。

・ 人材を会員組織化する。 

働
き
方
の
多
様
化 

・ 高齢者のライフスタイルが多様化し、

セカンドライフも大切にしながら働き

たい、まだ収入確保が必須であるなど、

希望する働き方も多様化している。 

・ また、年齢層も幅広く、体力面、能力

面でも個人差が大きいため、提供でき

る働き方は自然と多様になる。 

・ 雇用以外にも様々な契約形態を用意

し、働く側にとっても働き方の自由度

を高める。 

・ ワークシェアリングによりフレキシブ

ルな働き方を実現する。 

社
会
・
地
域
貢
献
へ
の
ハ
ー
ド
ル 

・ 社会貢献がしたいと思ってもなかなか

機会がない。 

・ 地域に貢献したいと考えても地域に人

脈がなく入りにくい、何をしてよいか

分からないといった理由でなかなか機

会を得られない人、躊躇する人も多い。

・ 業界の OB として働く場を作ること

で、スムーズに社会貢献活動に入れる

よう支援する。 

・ 地域に働く場を作ることで、就労を介

して地域コミュニティに関わるきっか

けを作る。 

・ 会費無料で会員組織化し、仕事以外に

も交流の場を設け、高齢者の社会参

加・地域参加の機会を作る。 

（出所）筆者作成 
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これらをまとめると、まず念頭に置かなければならないのは、働き方、働く環境・場所、

収入など、「働く」ことについての意識改革が、働く側、働いてもらう側の双方に必要であ

るということである。多様な働き方、可能性があると同時に、これまでの知識や経験がそ

のまま生きるとは限らない。双方の意識改革があって初めて、高齢者の能力・意欲と高齢

者活用ニーズのマッチングが機能するようになろう。 

働く側について言えば、定年前から準備をしていく必要がある。研修等を通じて定年後

の就業面、金銭面等についての状況の理解を深め、自分の人生の棚卸しをし、マインドを

リセットするとともに、視野を広く持って人生設計ができるような支援が必要となろう。

長い職業人生を通じて培った知識や経験は幅広く、多岐にわたるものである。現役時代と

直接つながる分野だけでなくより広く応用が可能であり、また必要ともされていることを

理解することで、定年後の可能性も広がろう。 

一方、働いてもらう側にとっても、高齢者の意欲や能力、可能性について理解を深める

とともに、高齢者のライフスタイルも体力･能力も多様であることを前提とし、高齢者に無

理なく能力を発揮してもらえる職場環境や契約形態などを整えていく必要がある。 

例えば、第 4 節で見たように、高齢者においては短時間勤務を希望する人がかなり多い。

体力的な問題もあろうが、定年退職後は自身のセカンドライフも大切にしながら仕事もし

たいと考える人が多いためであろう。企業としては、複数人で一つの仕事を担当するよう

なワークシェアリングの仕組みや、パートタイムの就労であっても労働と対価が見合うよ

うな報酬体系を整えるといった工夫で、雇用に伴う負担をさほど増やさずに、働く側にも

責任感とやりがいをもって働いてもらえるような枠組みを作っていくことも考えられる。

また、先に紹介した「職蔵.com」では、雇用という枠組みの外ではあるが、提供する価値

と対価が見合うような報酬形態をプロフェッショナル契約という形で提案している。こう

した形を企業内に取り込むことも一案であろう。 

このような働き方の多様化への対応は、個々の企業の取り組みに期待するだけでなく、

社会全体で考えていかなければならない課題である。雇用形態を柔軟にすることによって、

高齢者だけでなく、子育て中の女性、介護を抱える人、NPO 活動や副業との両立を望む人

等、多様なニーズを抱えた人々に対応することが可能であると考えられる。さらに報酬体

系が整えられれば、労働市場の流動化にもつながり得る。 

さらに、働く場の創出も重要である。ニーズと経験のマッチングの仕組みを作り、市場

を活性化することがまず考えられる。既にいくつかの事例で行われているように、現役時

代の仕事を通じて得られた知識や経験を、それを必要とする中小企業、地方の企業・自治

体等で生かす仕組みなどがこれに当たる。さらに、これまで行政が担っていた、あるいは

人知れず対処されていた地域の課題解決をビジネス化する、困りごとの情報発信の仕組み

を作るなど、潜在的な需要を掘り起こし、働く場を新たに創出していくことにも取り組ん

でいかなければならない。そうした取り組みにより地域に働く場が増え、働くことを通じ
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て人々が地域と関わる機会も増えていくであろう。 

 

4.7 事例からの示唆② ～定年退職後に地域コミュニティに戻っていくためには～ 

 

前節では、比較的定年後早い時期における働き方の可能性について考察してきた。しか

し、都市の高齢化というより大きな視点で見た時には、フルタイム雇用から解放された高

齢者が地域コミュニティにスムーズに入っていき、生きがいをもってそこで 期の時まで

人生を歩めるように導くことも考えなければならない。そのソフトランディングの道筋を

考えるために、これまで見てきた事例を二つの軸で整理してみたい。 

まず縦軸に収入の軸を置く。どちらかというと収入を重視するのか、収入はあまりなく

ても社会貢献を重視するのかという軸である。実際、人生が多様化する中で、かつて設定

された人生設計モデルは必ずしも全ての人に当てはまらなくなってきている。定年退職時

にまだ成人していない子供がいたり、住宅ローンが残っていたりして、収入の確保が必須

となっている人もいるようだ。一方、十分な年金があり、持ち出しにならない程度の報酬

があればよい、お小遣い程度の収入があればなおよいという人もいる。 

次に横軸としては元の企業・業界・職業に近いのか、地域・コミュニティに近いのかと

いう視点を入れてみた。これらの軸を基に 4 つの象限に分けるとの図表 34 のとおりとなる。 

 

図表 34 定年退職後の働き方を整理するための軸 

 

収入重視

元の企業
寄り

地域
寄り

社会貢献

退職前の企業に近い
フィールドで働き、ある

程度の収入を重視

退職前の企業に近い
フィールドで働くが、

報酬よりも社会貢献を
重視

自分の住む地域で
働き、報酬よりも
社会貢献を重視

自分の住む地域で
働き、ある程度の

収入を重視

 
 

（出所）筆者作成 

 

これに、これまで事例を通して見てきた様々な働き方をプロットするとどのようになる

のだろうか。それを試みたのが図表 35 である。 
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図表 35 定年退職後の働き方の分類 

 

収入重視

元の企業
寄り

地域
寄り

社会貢献

転職

企業内
継続雇用

PJ契約
・顧問

業界OB
社会貢献

コミュニティ
ビジネス

地域
ボランティア

起業

 
 

（出所）筆者作成 

 

この図においては凡そのボリューム感を丸の大きさで表している。これまで見てきたよ

うに、現時点では右上の象限、すなわち元の企業や仕事に近いところである程度の収入を

得て働く働き方が多い、またそれを志向する人が多いと言える。一方、ニーズが高く、今

後求められているのは左下の象限、すなわち地域で社会貢献的な働き方をすることである。

しかしながら、右上から左下に移行するには心理的にもハードルが高く、働く側の意識改

革を促すとともに、その流れをサポートする仕組みが必要だと考えられる。 

その一つの解決策として、次頁の図表 36 に示したようにまずは企業寄りのところで収入

重視から社会貢献へ（右上から右下へ）、その後、企業から地域へ（右下から左下へ）とい

う流れで移行していくのが比較的スムーズな形ではないだろうか。例えば、国際社会貢献

センターや目利きコミュニティの事例で紹介したように、業界・職種 OB の社会貢献とい

う形では、仕事の内容も人のつながりも元の仕事に近く、取り組みやすいとの話があった。

こうした形での業界 OB の組織化、また企業 OB のネットワーク化などの取り組みが進む

ことが望まれる。ICT を活用して仮想的にネットワーク化し、活動を共有することも可能

であろう。 
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図表 36 地域コミュニティに入っていくために 

 

収入重視

元の企業
寄り

地域
寄り

社会貢献

転職

企業内
継続雇用

PJ契約
・顧問

業界OB
社会貢献地域

ボランティア

起業

収
入
重
視
か
ら
社
会
貢
献
へ

コミュニティ
ビジネス

企業から地域へ

 
 

（出所）筆者作成 

 

また、地域に貢献しつつ収入も重視したいというシニアもたくさんいるであろうことを

考えると、図表 36 に示したように、コミュニティビジネスが今後に向けて重要な鍵を握っ

ていると言えよう。各地域の特徴を活かし、地域活性化に結びつくようなビジネスが育っ

ていくことが期待される。同時に、シニア SOHO 普及サロン・三鷹の事例にもあったよう

に、地域の課題をビジネスの形で解決するというコミュニティビジネスの基本に立ち返り、

どのような課題がビジネスの形で解決できるのかを探り、新たなビジネスを発掘していく

ことも、働く場の創出という観点から非常に重要である。さらには、地域のニーズにも様々

な内容やレベルのものがあり、働く側にも様々なスキルや働き方の希望があることを考え

ると、柏市豊四季台団地の生きがい就労の事例に見られるように、ICT を活用したマッチ

ングのしくみやワークシェアリングの仕組みも重要になろう。 

 

５ 終わりに 

 

 以上見てきたように、これからの日本の高齢化とは都市の高齢化であって、サラリーマ

ンが高齢者になることである。確かに過疎地の高齢化も問題ではあるが、地域とのつなが

りが薄い人が大量に高齢者になるという点で、これまでの高齢化とは異なった様相を呈す

ることが予想される。 

 それは、血縁や学校縁、社縁に支えられてきた人が定年退職を期に突然、無縁の人とな

る社会が到来することである。しかも医療技術や公衆衛生の向上に伴い余命が長くなった

ため、このままでは無縁の期間が長くなるという、長寿が不幸となる社会となりかねない。 
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 考えてみると、これまでの日本社会は多くの男性にとって、20 歳前後まで勉強し、60 歳

前後まで働き、それ以降は余生（生活）を送るという人生が標準的とされていた。しかし、

20 歳以降は学習せず、60 歳まで生活がないという人生は本人にとっても好ましいものでは

ないだろうし、また、こうした生き方を前提とした制度設計は改めるべきであろう。 

 本稿で焦点を当てた人生後半について考えると、特にサラリーマンについて言えば、定

年退職後の人生も見据えて、地域など生活の場に溶け込む努力を現役の時期からするべき

であろうし、また、定年退職後も、それまでの人生で得てきた知恵を活用するなど、現役

時代とは違った形で生きがいを持てる社会、言い換えると、Work から Life への橋渡しが

存在する社会の構築を考えるべきであろう。 

 定年退職後の高齢者は、再雇用されるにせよ、他の仕事に就くにせよ、あるいは地域で

生活を営むにせよ、まさしく個人の力が問われる。現役時代は会社の看板に寄りかかりな

がら仕事をしていては、定年後の生活力は危ういと思われる。40 年近く仕事を続ける中で、

通常であれば、何がしか社会で役に立つ能力は身につくはずであり、現役時代から老後の

生活も意識して働くべきであろう。 

 また、老後に働く場合も、現役時代の経験を活かしつつも、それなりの心がけが求めら

れる。例えば、自らの経験を元に若い人の育成に力を注ぎたいと考え、事実、教壇に立つ

高齢者も多いようだ。しかしながら、単に「この歳になって人に教えるのはよいが、人か

ら教わるのは嫌だ」といった消極的な理由で教壇に立ちたがる高齢者もいるようだ。中に

は単なる自慢話と経験談、昔話に終始する高齢者もいるようで、これでは若い人に知恵を

継承することは難しいだろう。これまで教育に携わったことがない人であれば、教え方そ

のものをきちんと教わり、自らの経験や蓄積してきた知恵を構造化するといった努力が必

要だろう。そうすれば、若い人に知恵を伝えるだけでなく、若い人との交流で高齢者から

新しいものが生まれる可能性も開けてくるものと思われる。 

一方で企業の働かせ方も再考が求められていよう。現在の高齢者の筋力は昔の高齢者の

筋力より強いとはいえ、やはり現在の若年者よりは低いだろう。また、加齢に伴って企業

内部での役割が変化すると、場合によってはモチベーションが低下するケースも発生する

と思われる。しかしながら、身体的な問題は機械設備で解決を図ることが可能であろうし、

モチベーションの問題も会社の評価システムの改革で解決を図ることも検討されてしかる

べきではないだろうか。 

これまで高齢者の雇用というと、とかく年金受給との関連で法律で強制されて行わざる

を得ないといった後ろ向きの捉え方がされてきた。このような側面があることは否定でき

ないものの、これまで高齢者が蓄積してきた知恵を戦力と考え、企業や社会の生産性を高

める工夫があってもよいのではないだろうか。もちろん、高齢者の身体的状況や精神的状

況には若年者以上に個人差があるので、女性の活用や外国人人材に類似しているがダイバ

ーシティに配慮した人事管理や産業保健31のあり方が求められよう。 

                                                  
31 主に産業医の立場から高齢者の雇用を論じた書籍として神代(2011)がある。この書籍では働く人が暦年
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 振り返ってみると、高齢者の問題は長い間「福祉」の問題として捉えられてきた。しか

し、福祉ゆえに行政がやってあげることと捉えられがちで、本当に高齢者のニーズに即し

ていたのかは疑問視されてきた。 

 また、福祉であるからという理由で、高齢者に関する施策は行われている施策が本来の

目的に合致するのかどうか、あるいは費用対効果など評価があいまいなまま進められてき

た。福祉政策に効率性を求めるのは間違いではないかとの指摘もあろう。しかし、政策で

ある以上、数量化できるのかどうか、あるいは短期的か長期的かは別にして何らかの目標

があるはずで、その目標を達成するのに合理的な手段は何なのかどうかが問われるのは当

然のことであろう。その手段の全てではないにせよ、一つとして市場メカニズム～例えば

高齢者が生産者となること～が存在することも事実であろう。 

さらに、福祉の対象でお金もないだろうと、長い間、高齢者は消費者（製品開発の対象）

や働き手（労働の供給者）としても意識されてこなかった。しかしながら、高齢者がマス

を占める社会においては、むしろ高齢者を市場を通じて社会に貢献できる存在として捉え

るべきではないだろうか。その方が個々の高齢者にとっても、また、社会全体にとっても

有益であろうと思われる32。 

市場メカニズムを取り入れることで問題解決を図った事例として、「介護」の問題を取り

上げたい。長い間「介護」は純然たる福祉の問題として取り扱われ、行政上も「措置」と

いう行政処分の一種として取り扱われ、公費（税金）でまかなわれてきた。しかし、財政

面の問題もあり、また、利用者が主体的にサービスの選択を行えるようにするべきとの考

えから介護保険制度が導入された。事業者の選択などにおいて市場メカニズムを取り入れ

ることによって、財政的な問題や利用者の権利に関する問題を～一部ではあるかも知れな

いが～より深刻になるのを防ぐことになった。 

 以上のように考えると超高齢社会において企業が果たすべき役割も、当然ながら変わっ

てこよう。東京大学ジェロントロジー・コンソーシアム(2011)の付録Ⅰ（社会保障グループ

の報告書）で指摘されているように、超高齢社会で企業が果たすことが可能な役割とは税

や社会保険料の支払いを通じた財政的な社会保障制度への貢献だけでなく、イノベーショ

ンに挑戦し続けながら、健康サービスや介護サービス、そのほか医療に関連するサービス

や財を供給することや職場環境や工場周辺の環境を維持・改善し、従業員や地域住民の健

康に貢献すること、高齢者や(本人または家族が)病気・障害を抱える人の雇用といったこと

が挙げられる。特にイノベーションやサービス・財の提供、雇用は企業でなければ行うこ

とが難しく、これらにこそ企業の果たすべき役割があると考えられる。 

 ジェロントロジーのプロジェクトが産学官民で進められたように、社会は多様なステー

                                                                                                                                                  
齢を意識することなく、生涯にわたって健康で活力にあふれた状態でより生産的に働くことができるよう

な産業保健活動の仕組みを、それぞれの年代に応じて創出する取り組みを“エイジマネジメント”と定義

し、その実践例を紹介している。 
32 障がい者に関する政策に関しても同様の問題が指摘されている。例えば松井・川島・長瀬(2011)などを

参照されたい。 
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クホルダーから成り立っている。高齢者が社会の大多数を占める社会となると、とかく暗

い社会を想像する向きもあろう。しかしながら、企業が本稿で示したような役割を果たし、

高齢者自身も社会参加することによって、高齢者の自立・互助によるサステイナブルな社

会、長寿が幸福となる社会を実現することは今からでも十分に可能である。本稿ではほと

んど触れなかったが、日本を追いかけるようにして中国を含む東南アジア新興国も超高齢

社会に突入する。日本が幸福な超高齢社会を築くことは、他の国々にとっても道しるべと

して有用であろう。 
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