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【要 旨】 

 

 生涯現役社会が言われる中、定年を迎える男性を地域に取り込む試みは各所でなされてい

るが、定年を迎える層を含めて女性が地域と関わることは自然なこととされてきた節があり、

あまり問題視されていない。しかし家族や就労など女性を取り巻く社会環境が変化し、価値

観も変わる中で、これからシニアとなっていく女性にとっての地域との関わり方はこれまで

の世代と変わっていくのではないだろうか。 

 本稿では女性の高齢化の特徴を整理した上で、女性を取り巻く環境の変化を捉え、これか

らシニアに向かう女性が地域との関わり方をどう考えているのかをグループインタビュー

調査の結果をふまえて考察した。その結果、プレシニア期を迎え地域との距離感のとり方を

模索している女性の姿が浮かび上がってきた。これからのシニア女性は必ずしも自然に地域

に馴染んでいるから大丈夫とは言えなさそうだ。男性同様女性にも社会的サポートが得られ

ることを期待したい。 
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1. はじめに：研究の背景・目的と本稿の構成 

 

2014年の敬老の日に発表された日本の高齢化率は25.9％であり、4人に1人以上が高齢者

という時代となった。超高齢社会を持続可能なものにするには、健康長寿を実現し、医療・

介護費用を抑制することが必要である。そして、高齢者が健康で生きがいを持って生活して

いくためには社会とのつながりが欠かせない。社会活動への参加度合いや社会的なつながり

の有無、外出頻度等が認知症の予防や健康の維持と関係していることは先行研究でも明らか

になっている。身近な地域での活動に参加し、地域での社会的なつながりを構築・維持して

いくことは本人にとっても重要であり、またそういった機会をいかに作り参加を促すかは社

会にとっても大きな課題となっている。 

こうした背景の下、「生涯現役社会」が唱えられている。特に男性については定年後に職

場から離れ地域に戻るということについての課題が広く認識され、そうした男性が地域社会

に軟着陸できるよう様々な試みが始められている（倉重・河野 2014）。しかし、これまで

比較的地域に活動の場を持つことが多かった女性については、高齢期の社会的つながりや地

域社会との関わりについて必ずしも課題認識が整理されていないように見える。「女性は大

丈夫でしょう」と言われる度に何となく違和感を覚えていたというのが本研究に取り組むき

っかけとなった。 

政府を中心に「女性が輝ける社会」に向けた取り組みも進められ、今後は社会で活躍す

る女性が増えることが想定される。また筆者は、2012年度から東京大学産学ネットワーク

「ジェロントロジー」（通称：東大ジェロントロジー・ネットワーク）1の「女性のライフデ

ザイン研究会」というワーキンググループで、女性の高齢期を見据えたライフデザインの研

究を行ってきたが、そこでは個々人のライフコースもますます多様化していること、それぞ

れの転機における柔軟な対応が求められること、また人生における様々な課題について、世

代間で見方や価値観が異なることが分かってきた。こうしたことを考えると、これから高齢

期を迎える女性の社会的つながりの作り方や地域社会との関わり方は、これまでの世代とは

異なったものになっていくのではないかと考えられる。そこで本稿ではこれからの高齢期女

性の社会参加、特に地域との関わりについて考察し、その課題に関する仮説を提示したい。 

本稿の構成は以下の通りである。まず第2章で超高齢社会の課題とジェロントロジーの考

え方を紹介し、高齢者の社会参加の重要性について先行研究を中心にレビューする。第3章

                                                   
1  東京大学高齢社会総合研究機構が組織する産学連携のネットワークであり、いくつかのワー

キンググループに分かれて高齢社会に課題と解決策に関する研究や実践的活動を行っている。

筆者はその中で WG8D「“L90” 女性のライフデザイン研究会」の事務局メンバーとして活

動してきた。 
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では女性に焦点を当てる。各種データを基に女性の高齢化の特徴を整理した後、高齢期女性

の外出や社会的つながりについて、その意味や重要性を先行研究などから考察する。またこ

こで、女性の定年退職後の社会との関わりについても触れる。続く第4章では、これから高

齢期を迎える40～50代のプレシニア女性に着目する。女性の社会環境の変化を整理した上

で、プレシニア女性の地域社会との関わりについて、グループインタビューの結果を交えて

考察し、最後に第5章でこれからのシニア女性の地域とのつながりについて仮説をまとめる。 
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2. 超高齢社会の課題と社会参加の重要性 

第2章では、超高齢社会の課題を取り上げ、それに対するジェロントロジーという学問の

考え方を紹介するとともに、その視点に沿って高齢者の社会参加の重要性を見ていく。 

 

2.1. 超高齢社会の課題とジェロントロジーの考え方 

2013年には日本人の平均寿命は男性で80.21歳、女性で86.61歳となった。長寿自体は喜

ぶべきことであるが、社会保障にかかわる費用が急激に増えていくことが大きな問題となっ

ている（図表 1）。 

図表 1：社会保障に係る費用の将来推計

 
（出所）厚生労働省「社会保障に係る費用の将来推計の改定について」（平成24年３月）より 

富士通総研作成 

 

この問題に対処するため厚生労働省を中心に「生涯現役社会」が唱えらている。高齢者

全体の8割とも言われる元気な高齢者に健康でい続けてもらうこと、さらに「支えられる側」

から「支える側」に回ってもらい社会の担い手として活躍してもらうことが、医療・介護費

用削減のためにも高齢者の生きがいや自立した生活のためにも重要だからだ。 

特に昨年全ての団塊の世代が高齢期に入ったことから、定年後の人生をいかに生きるか

が大きな課題として取り上げられている。筆者はこれまで東大ジェロントロジー・ネットワ

ークでの活動を通じてジェロントロジー的な高齢社会の捉え方を学んできた。ジェロントロ

ジーは老年学、加齢学などと訳される。加齢（エイジング）を正しく理解するために、生物

学的な老化という現象を見るだけでなく、社会学的、心理学的な側面からも捉え、エイジン
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グが個人や社会に及ぼす影響にも着目する（Atchley&Barusch 2004）。このように学際的

な学問だが、高齢化を「老化」とネガティブに捉えるのではなく、「加齢＝価値」と捉える

点がその特徴である。 

 

図表 2：ジェロントロジーの考え方 

 

（出所）富士通総研作成 

 

図表 2はジェロントロジーの考え方を筆者なりに整理してみたものである。65歳時点で

の平均余命は2010年時点で男性18.7年、女性で23.8年となり、65歳を定年とすればその後

約20年前後を生きることとなる。これは高度成長期と比較して女性で10年近く、男性では6

～7年長く、もはや個人にとっての高齢期は余生ではなく人生後半戦と捉えるべきものとな

ってきている。また社会の側から見れば、高齢者を福祉の対象とする見方から、加齢を価値

と捉え、高齢者を社会資源とみなす見方への転換が言われている（厚生労働省 2013b）。

そこでは、高齢期のQOLの向上と自立した生活の実現、社会の支え手として活躍する環境

の整備などが政策課題となっており、それに向けた社会や制度の変化が求められている。さ

らに個人の視点から見れば、後半人生を生きがいをもって生き抜くことが重要だが、同時に

より早い段階から人生後半戦を見据えたライフデザインを設計することも重要になる。 
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2.2. 高齢者の社会参加の重要性 

こうしたジェロントロジーの考え方によれば、高齢者がより健康に生きがいをもって生

活するためには社会参加が欠かせない。よく高齢者の「３ない＝行くところがない、会う人

がいない、やることがない」と言われるが、就労や社会活動を通じた社会参加は、外出を促

し、人と交わり、何らかの活動を行うことで、これらの「ない」を解消するからである。ま

た、平均寿命の延伸とともに、高齢者の身体機能は様々な項目で改善・向上している、すな

わち「高齢者は若返っている」という研究結果が出ており（鈴木・權 2006）、そういった

面からも高齢者の社会参加は可能かつ求められていると言える。 

先行研究を見ても、社会参加が心理面、健康面に及ぼす効果については多くの研究がな

されており、片桐（2012）などにまとめられている。また、高齢者の外出頻度が歩行障害、

認知機能障害の発生リスクに大きな影響を与えているという研究結果（Fujita et al. 2006）

もよく引用される（図表 3）。 

 

図表 3：外出頻度が健康リスクに与える影響 

 

（出所）東京都老人総合研究所(*)『老人研NEWS』No.219 (2007.3.) 
 (*) 現：地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 

 

社会的つながりという視点から見れば、特に高齢になるほど地域・近所との交流が重要

である。1999年時点で70歳以上だった人を追跡した調査によれば、83歳以上となっている

2012年において「お互いの家を行き来するような親しい間柄のご近所の人」が5人以上いる

人の抑うつ傾向が、そういう人がいない人と比べて低くなっていた（東京都健康長寿医療セ

ンター研究所他 2014）。また、心理的ウェル・ビーイング（主観的幸福感）については、

家族よりも友人や近所の人との接触の方が強く関連していることを示す研究が多く、その理
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由としては、義務的側面のある家族よりも自発的に相互選択された関係であるからといった

ことが示されている（小林 2008）。このように、高齢になるほど遠方の友人・知人との交

流が困難になる中で、近所の人と親しく交流することが心理的健康においても重要であるこ

とが分かる。 

こうした先行研究に基づき、厚生労働省が打ち出した「健康日本21（第二次）」において

も、社会参加が身体的心理的健康にとってプラスに働くほか、外出の機会の増加や食欲の増

進にも効果があると述べられ、「就業または何らかの地域活動をする高齢者の割合を増やす

こと」が指標として設定された（厚生労働省 2012b）。 

実際、社会活動に参加した高齢者は新しい友人、生活の充実感、健康や体力への自信と

いった社会参加の効用を感じており（図表 4）、社会参加を促すことの重要性はここでも裏

付けされている。 

 

図表 4：社会参加活動に参加してよかったと思うこと（複数回答） 

 

（出所）内閣府「平成25年度 高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」より富士通総研作成 

 

一方で、これからの高齢化のもう一つの大きな問題として一人暮らし高齢者の増加があ

る（図表 5）。2010年時点で既に男性高齢者の1割、女性高齢者の2割が一人暮らしとなって

いるが、生涯未婚率の上昇や離婚率の上昇、核家族化の進展などにより今後は一人暮らし高

齢者がますます増えていくことが予想されている。一人暮らし高齢者は社会的に孤立しやす

く、孤独死等を防ぐためにも、様々な方策をもって社会参加を促し地域で見守る努力が必要

である。 
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図表 5：男女別一人暮らし高齢者数と人口に対する割合の推移と推計 

 
（出所）総務省「平成22年国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所（2012） 

「日本の将来推計人口」「日本の世帯数将来推計」 
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3. 女性の高齢化と社会的つながり 

第3章では女性に焦点を当てる。まず女性の高齢化の特徴を整理した後、女性高齢者の外

出や社会的つながりの現状について見ていく。 

 

3.1. 女性の高齢化の特徴 

女性の高齢化の大きな特徴として、不健康なまま長生きしなければならない期間が長い

こと、そして一人暮らしの期間が長いことの2点を挙げたい。 

 

3.1.1. 不健康な期間が長い 

女性の平均寿命は男性よりも8年ほど長い。しかし健康寿命で比較すると女性は必ずしも

健康で長生きしているとは言えない。図表 6に見られるように男性の場合平均寿命と健康

寿命の差は約9年だが、女性は12年以上ある。つまり女性の方が男性より3年も健康ではな

い状態が長く、その差は過去10年でほとんど縮まっていない。 

 

図表 6：男女別平均寿命と健康寿命の推移 

 

（出所）厚生労働省 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会（2014） 第2回健康日本２１（第二

次）推進専門委員会資料１「健康日本２１（第二次）各目標項目の進捗状況について」 

 

また、女性は男性よりも要介護率が高いというデータもある（図表 7）。75-79歳からそ

の差が出始め、80-84歳では10ポイント差となり、85歳以上では15ポイント差、女性の半数

以上が要介護となる。 
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図表 7：男女別・年齢階級別要介護認定率 

 

（出所）厚生労働省「介護給付実態調査月報（2013年10月)」、総務省統計局「人口推計(2013年10月 

  1日現在)」より富士通総研作成 

 

こうした傾向は東京大学高齢社会研究機構の秋山弘子特任教授らが20年間かけて行って

きた高齢者の追跡調査によっても明らかである（図表 8）。男性は1割程度が生涯自立を保

つのに対して、女性は約9割において次第に自立度が衰えていく。また自立度に変化が出始

める年齢も男性72-74歳に対して女性は69-71歳と少し早めになっている。つまり、女性の

平均寿命が長いことは、自立度が衰えていく中で長生きしなければならないということに他

ならない。 

 

図表 8：自立度の変化パターン －全国高齢者 20 年の追跡調査－ 

 
（出所）秋山弘子「長寿時代の科学と社会の構想」『科学』 岩波書店, 2010 
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ただし、「長寿社会における暮らし方の調査」による過去25年間の調査によれば、過去25

年間で女性高齢者の身体的能力は向上しており、特に1999年と2012年の比較において

70-74歳の自立度の向上が著しい（図表 9）。80歳以上の自立度は同じ期間にほとんど向上

していないが、この70-74歳の世代が今後80代になる時には、もう少し80代も自立度が向上

していることが想像される。 

 

図表 9：身体的能力 自立（％） 

 

（出所）東京都健康長寿医療センター研究所・東京大学高齢社会総合研究機構・ミシガン大学（2014）

「長寿社会における暮らし方の調査 2012年調査の結果報告」『中高年者の健康と生活 No.4』 

 

3.1.2. 一人暮らしの期間が長い 

女性の高齢化のもう一つの特徴は一人暮らしの期間が長いことである。図表 10からも分

かるように女性は男性より長生きする分、高齢になるほど配偶者と離別する割合が高まる。 

その結果一人暮らしの女性高齢者の割合は2割を超えており、今後生涯未婚率の上昇や離

婚率の上昇によりさらに一人暮らしが増えると推定されているのは、先に図表 5で見た通

りである。2.2で見たように一人暮らしの高齢者は社会的孤立につながりやすく、社会的な

サポートが必要である。先行研究においても、女性の独居高齢者の社会的孤立は男性ほどで

はないにせよ、女性においても独居かどうかにより様々な公的私的サポートを得られている

程度に違いが出ていることが述べられている（小林他 2011）。なお、この研究では同居で

あっても同居家族以外との接触の有無が様々な公的私的サポートを得るにあたり重要であ

るとも指摘されていた。 
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図表 10：男女別・年齢階級別配偶関係毎の高齢者の割合 

 

（出所）総務省「平成22年 国勢調査」より富士通総研作成 

 

3.2. 女性高齢者にとっての外出 

3.1では女性の高齢化の特徴として不健康なまま長生きする期間が長いことを述べた。そ

して男女を比較すると介護が必要となった主な原因が異なることが分かる。図表 11に見ら

れるように、男性は脳卒中により要介護になる人が多いのに対し、女性は関節疾患や骨折・

転倒といった理由が多い。女性ホルモンの低下により骨密度が減少していることがその主な

原因である。 

図表 11：男女別介護が必要となった主な原因 

 

（出所）厚生労働省「平成25年 国民生活基礎調査」より富士通総研作成 
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その結果「健康寿命」の算出の基準になる厚生労働省の国民生活基礎調査でも、日常生活

の中で外出に不自由を感じる人が特に女性で75歳頃から多くなっている（厚生労働省 

2014a）。実際、富士通研究所／富士通総研が2014年秋に自治体等と共同で行った日野市で

の住民意識調査2においても、女性高齢者の外出頻度は75歳頃から急に減り始め、85歳以上

では週1回未満の人もかなり見られるようになっていた。これらの調査結果は、図表 8にお

いて女性の場合9割の人が70代後半から手段的日常動作において援助が必要になるという

研究結果と符合しており、外出意欲はあっても身体的に外出が困難になるという状況を表し

ていると言える。 

なお、日常生活上の機能低下が認められる虚弱高齢者の外出頻度についても研究がなさ

れている。後期高齢者になると女性の方が移動手段の確保が困難になり遠方への外出が困難

になることを指摘するとともに、外出と交流がそれぞれ目的・手段の関係となり相互に影響

し合っていることや近隣ネットワークの重要性を指摘している（中村・山田 2009）。そし

て女性の外出を促すには、移動手段の確保とともに、交流できる機会を確保すること、特に

徒歩圏内に気軽に連絡を取り合える存在が重要であることが指摘されている。 

 

3.3. 女性の社会的つながり 

では、女性の社会的つながりにはどんな特徴があるのだろうか。生物学的に女性の方が

男性よりつながりを作るのが上手だと言われている。また女性はつながりを作るだけでなく

つながりをメンテナンスするのも得意である（石川 2014）。石川はその理由の一つに、男

性にとってつながりは手段であって目的にはなりにくいが、女性はつながることを目的とし

てつながりを作ることができるという点を挙げている。 

実際、各種調査結果においても女性の方が学校時代の友人から趣味の友人、職場の人か

ら近所の人まで幅広くネットワークを築いている。前述の弊社等が日野市で行った調査結果

でも、女性は男性より親しい人が幅広く、また職場関係から趣味の関係、そして近所の人と、

年齢と共に友人関係も柔軟に変化している。高齢期になって行動範囲が狭まるにつれ、地域

やご近所との付き合いへと切り替えができていることが窺えた。一般的な特徴として、女性

はインフォーマルな関係を好み、男性はフォーマルな活動への参加を好むと言われるが、イ

ンフォーマルな付き合い方が、深さに関わらず柔軟にネットワークを広げたり切り替えたり

するのに役立っているのかもしれない。 

友人関係の性差に関して先行研究でも見てみよう。女性はライフコースを通じて多くの

                                                   
2  2014 年 9～10 月に日野市地域戦略室、実践女子大学、株式会社 GE ヘルスケアジャパンと

ともに、健康と社会参加に関する意識についてのアンケート調査を多摩平の森自治会の協力

を得て行った。結果については非公表。 
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役割移行を経験し、そのたびごとに生活課題に応じてそれに適合する文脈から友人関係を形

成し対処してきたことが指摘されている（前田 2004）。その結果、女性の友人関係の継続

期間は男性より短いが、高齢期を迎えるころには様々な文脈から引き出された友人関係が蓄

積されており、それらが機能を分担して女性のニーズを充足していると述べられている（前

田 2004）。女性は新しい環境に入るたびにまずはつながりを作り、また状況の変化に応じ

てそのつながりをメンテナンスしたり整理したりしながら、環境変化や身の回りの課題の変

化に対応してきたと言えよう。ただし、親しさの深化の度合いという面においては、子供の

有無などの個人要因が関連しているとの指摘もあり（菅原・片桐 2007）、必ずしも性差だ

けで一括りにしては語れない部分もあると考えられる。 

さらにデジタルなネットワークの広がりについても触れておきたい。青木（2008）は就

業を継続する女性が増える中、女性が必要な対面でのネットワークを維持補完する形でデジ

タルなツールを使う傾向を指摘している。例えば、ママ仲間同士の連絡やクチコミ情報など

だ。さらにネットワークの展開の仕方として、自己を向上させる「コト」でつながるネット

ワークや困難な状況を「共有」するネットワークなどを挙げており、これらがリアルだけで

なくデジタルにも活発化していくと述べている。各種調査によれば50歳前後がインターネ

ットやスマートフォンなどデジタルなネットワークを使いこなす世代かどうかの分岐点に

なっており、これが高齢期における社会的つながりのあり方に変化をもたらす可能性もある。

実際、国の調査（内閣府 2013）でも「高齢期に行いたい社会参加活動」としてSNSやブ

ログなどを通じた交流を挙げる人が50-54歳以下でそれより上の世代に比べてぐっと増え

ることから、いわゆるアラフィフ世代は高齢期になってもデジタルな交流を続ける初めての

世代になる可能性がある。 

 

3.4. 定年退職女性の定年後の社会的つながり 

ここで、定年退職女性の社会的つながりについても先行研究を整理しておきたい。まだ

定年まで勤める女性があまり多くないことから先行研究の数は限られるが、いくつかの研究

成果が発表されている。 

女性の定年退職に関する研究の必要性については、女性の場合家事や母親の役割もある

ことから男性より定年退職の影響が少ないのではないか、一方男性中心社会で男性以上の働

きを示すことで地位を確保してきた女性の場合は男性よりも役割喪失のストレスが大きい

のではないかといった問題意識が述べられている（袖井 1988）。女性の方が男性よりも「生

きがい就労」の性質が強く、引退がストレスとなっている可能性があるとの指摘もある（杉

澤・秋山 2001）。 
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女性の定年退職をライフコース的な側面から見た研究も重要である。前田（2005）では、

男性と女性は定年退職という共通の「不連続性」のイベントを経験しても、「連続性」の維

持という点で異なると述べられている。男性の場合は就業継続により「連続性」を維持しよ

うとするのに対し、女性は友人やコミュニティなどインフォーマルなネットワーク資源を活

用しながら「連続性」を維持しているとの見方である。また前田は、就業中も妻、母親、地

域活動など多次元での生活世界を維持してきた女性ほど定年後の生活適応が良好であると

指摘し、生活との折り合いをつけながら就業してきた女性の働き方や生活スタイルの柔軟性

をもっと積極的に評価すべきではないかと述べている。 

女性の定年退職後のキャリアについては、男性の再就職が完全退職までのつなぎとして

の「橋渡し的就労」としての意味合いが強いのに対し、女性の場合は好奇心や異文化体験を

楽しむといった内発的な動機による再就職が多いことを報告する研究もある（徳田・杉澤 

2010）。また、ホワイトカラーとして働き定年を迎えた女性の場合、自らのキャリアを肯定

的に捉え、自らの選択において定年後のキャリアを築いているということも報告されている

（川内・杉澤 2013）。 

最近では定年退職する女性に対しても関心が高まりつつあり、野村（2014）、岸本（2015）

らの著作が定年退職者の生きざまを追っている。この時期に定年退職する女性たちは男女雇

用均等法が施行される前から社会の第一線で苦労を重ね頑張ってきた女性たちであり、仕事

に対する生きがい意識も強かったと考えられることは前述の通りである。これらの本で紹介

された女性たちは定年退職前後の苦悩とそれぞれに向き合いながら、過去のキャリアを生か

したり、過去のキャリアに区切りをつけて新しいことを見出したりしてそれぞれに活躍して

いる。 
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4. これからのシニア女性の地域との関わり方 

第3章では調査結果や先行研究を中心に女性の高齢化の特徴と、外出の状況や社会的つな

がりの作り方を整理した。第4章では、これからのシニア女性として、主に40～50代のプレ

シニア世代に着目する。まず、女性を取り巻く環境や価値観の変化を概観し、その後、グル

ープインタビュー結果をもとに、彼女たちの社会的つながりのあり方を、地域との関わり方

がどう変わっていくのかという視点から考えていきたい。 

 

4.1. 女性を取り巻く環境と価値観の変化 

まず、女性を取り巻く環境や価値観が近年どう変化してきたのかを見ていきたい。 

 

4.1.1. 女性のライフコースとその変化 

女性のライフコースについては青木（2008）をはじめ多くの研究がなされている。ライ

フコースとは、就学、就業／退職／復職／定年、結婚／離婚／出産など様々な人生のライフ

イベントにおける選択の結果として描かれるその人ごとの人生の行路を意味する。その選択

の如何によりその人の辿る人生のコースが変わってくることに着目し、その消費への影響な

どを見るマーケティング研究が主になされている。青木は、女性の人生が次々と枝分かれし

ていく様子を「ライフコースの木」という樹木の形で表現している。 

同教授がリサーチ・アンド・ディベロプメント社、大広ナレッジ開発局と共に行った「ラ

イフコースパネル調査」（2006年1月～2009年10月まで計5回）では女性のライフコースを

15に分類している（高田 2010）。同じ継続就業者でも独身を貫く場合、DINKSの場合、

出産を経験する場合では異なる人生を歩むことになる。また離職・復職する場合でも、その

タイミングは人それぞれである。そこにはその人の環境や価値観が影響し、また辿ったライ

フコースがその人の価値観に影響することも多い。 

以下、ライフコースを大きく左右するライフイベントとして、(1)婚姻関係や出産による

家族形態の変化、(2)就職や離職、復職による就業環境の変化の二つを取り上げ、それらが

近年どう変わってきているかを見る。 

 

(1) 家族形態の変化 

先に述べたように結婚や出産は女性のライフコースを規定する大きな要因の一つである。

これまでもその選択肢は人それぞれであったが、近年ではそのタイミングのばらつきも大き

くなっている。図表 12は女性の初婚年齢別に婚姻件数の分布を見たものであるが、初婚年

齢のピークが過去20年で上昇しているだけでなく、そのピーク時の婚姻件数の割合が下が
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り、全体的に分布が広がってきていることが分かる。特に30代への広がり方がここ10年で

大きくなってきている。このことが出産時期の高年齢化、分散化にもつながっている。 

 

図表 12：初婚年齢別婚姻件数の割合（女性） 

 

（出所）厚生労働省『平成26年版 少子化社会対策白書』より富士通総研作成 

 

また、非婚という選択肢を選ぶ人も増えている。女性の生涯未婚率（50歳時の未婚率）

は2000年頃までは5％程度で推移していたが、その後上昇し2010年には10％を超えた（厚

生労働省 2014c）。近年では男性の経済基盤が安定しないために女性が結婚相手に期待す

る所得条件に合わず、その結果として女性の未婚率が高まるという現象も起きているという

指摘もある（土堤内 2011）。 

平成26年版『厚生労働白書』によればこの数字は2035年には19.2％まで上昇すると推計

されている（厚生労働省 2014b）。また離婚率も各世代共に上昇している。さらに、女性

の40・50代では離婚件数に対する再婚件数の割合がここ30年ほどで大きく減少しており、

半分以下となっている（土堤内 2011）。こうしたことが高齢期に一人暮らしの女性が増え

ると予測されている理由となっている。 

一方で最近ではシニア世代の再婚やパートナーとの同居といった新しい家族のあり方も

出てきており、家族形態を取り巻く環境もますます多様化していると言えよう。 

 

(2) 就業環境の変化 

女性の就業環境も大きく変化してきた。1986年に男女雇用機会均等法が施行され、さら
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に1999年には大幅改正が施行され、男女の雇用や待遇に関する差別が改善される中、女性

の社会進出も進んできた。しかし女性の就業状況は機会の均等だけでは決まらない。女性の

場合、結婚、出産、介護など様々な人生の転機が就業状況も大きく左右する。いわゆる「Ｍ

字カーブ」で表されるとおりだ。しかし日本においても、図表 13に見られるように過去20

年間でＭ字の形は大きく変わってきた。Ｍ字の底は15ポイントほど高くなり5歳ほど右に移

動している。晩婚化・非婚化・晩産化などの影響もあるだろうが、2012年には各年齢階級

で労働力率が高くなってきており、結婚・出産を経ても働く女性は確実に増えてきていると

言えよう。 

 

図表 13：年齢階級別労働力率の変化（10 年毎） 

 

（出所）厚生労働省『働く女性の実情』（平成24年版、25年版）付属統計表 付表3より富士通総研作成 

（元資料：総務省「労働力調査」） 

 

このグラフでもう一点注目したいのは50代から60代前半の就業率の伸びである。過去10

年間で10ポイント近く増えており、働く中高年女性が増えていることが分かる。また、図

表 14に見られるようにさらに上の年齢層でも近年女性の就業率が上昇している。樋口

（2010）は高齢女性の貧困問題に焦点を当て、高齢期になっても就労を続けることで経済

的基盤を築き健康におしゃれに長生きすべきことを説いているが、女性にとっても高齢期に

働き続けることが生きがいとなっていることも多い。国内の事例では徳島県上勝町の「いろ

どり」が有名であり（横石 2007）、また海外でも同様のことが報告されている（Lynch 

2012）。こうしたことをふまえると、今働いているプレシニア（40～50代）の女性が今後も

働き続ける可能性は高い。仕事を続けることで経済面でも安定し、また社会的つながりも変
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わってくるだろう。 

 

図表 14：高齢女性の就業率の推移 

 

（出所）総務省「労働力調査 長期時系列表３ （３）年齢階級(５歳階級)別就業者数及び就業率 

 － 全国」より富士通総研作成 

 

しかし現実には結婚・出産の前後で就業形態が変わり、非正規雇用が増えるということ

はよく指摘されるとおりである。図表 15は1987年と2007年で女性の雇用形態別の年齢階

級別労働力率を比較したものだが、これで見ると、Ｍ字カーブの底上げ分はほとんどがパー

ト・アルバイトや派遣社員・嘱託などの非正規雇用によるものであることが分かる。全体と

しての就業率は上昇し、M字カーブが解消されたとしても、正規雇用で就業継続する場合と

非正規雇用に転じる場合とでは賃金だけでなく将来の年金にも大きな格差が生じ、女性のラ

イフコースあるいはライフデザインにも大きく影響すると考えられる。実際、高田（2010）

でも復職層は必ずしも生活満足度が高くないことが指摘されているなど、同じ就業者でも雇

用形態によりそのおかれた状況は様々であることが分かる。 

ただし、図表 15で30代だけに着目してみると、正社員の割合が過去20年間でわずかなが

ら上昇し、M字の底も上がってきている。正社員として就業継続できている人も少しずつ増

えていると言えよう。安倍政権の進める男女共同参画の試みが進展し、今後はさらにこの数

字が上がっていくのであろうか。 
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図表 15：雇用形態別・年齢階級別女性の就業者割合（1987 年と 2007 年の比較） 

 

（出所）国土交通省『国土交通白書 2013』（元資料：総務省「就業構造基本調査」） 

 

一方、図表 15で20-24歳に注目してみれば正社員の割合が15%程度低下しており、最初

の就職時から非正規雇用を選ばざるを得ない実情が窺える。これは昨今問題となっているこ

とを裏付けるデータであり、今後この女性たちが生涯非正規雇用を続けるとすれば、それは

経済面でも女性のライフデザインに深刻な影響を与えるであろう。 

こうした状況を打開するため、政府は女性が輝く社会の実現に向けて動き出している。

また『リーン・イン』（Sandburg 2013）が多くの人に読まれたように女性リーダーの実現

が求められる一方、『ハウスワイフ 2.0』（Matchar 2013）に見られるような必ずしも就労

によらない新しい生き方も出てきており、今後の女性のライフコース、ライフデザインはま

すます多様化していくと考えられる。新しい働き方も提唱される中（Gratton 2011）、これ

からの主役であるはずの若い女性たちは相変わらず仕事や家庭の狭間でその生き方につい

て悩んでおり（中野 2014）、女性の生き方はこれからも紆余曲折を辿ることが予想される。 

 

4.1.2. 女性の価値観の変化 

ライフコースの変化や多様化とともに価値観も変化している。世代による価値観の違い

については小原（2008）に詳しい。小原は育った時代による価値観の違いが消費行動を左

右するという視点から「ファッション世代消費論」を唱えている。今高齢期に入っている団

塊の世代は男女平等教育を受けた最初の世代であるが、それゆえに男女の役割分担を尊重し、

専業主婦であることを肯定し、主婦ならではの消費を楽しんできたと小原は述べる。 

その後の大きな転機は1986年の男女雇用機会均等法施行と1999年の改正法の施行であ

る。筆者は前述のとおり東大ジェロントロジー・ネットワークで「女性のライフデザイン研

究会」に関わってきたが、そこでも雇用均等法施行前後の世代と改正法の施行以降の世代で
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は女性の意識に違いがあることが分かってきた。雇用均等法施行前後の世代は男女の役割分

担意識も色濃く残る中で、介護や家事に対する考え方などでも旧来の価値観を引きずってい

る過渡期におり、家庭や職場で女性の立ち位置を常に模索している。一方、改正法施行以降

の世代は男女平等・共同が現実のものとなりつつある中で、家庭も職場も自分たちが担って

いくという気概を持ち、その一方で将来に対する不安も大きく感じている。 

先の小原氏によれば、消費の観点からは1991年のバブル景気崩壊の前後で価値観に大き

な違いが生まれており、その結果、バブル崩壊前に高校を卒業していた「プレバブル世代」

（戦後～1973年生まれ）と「ポストバブル世代」（1974年生まれ以降）とでは、明らかに世

代間の違いが見えるそうだ。プレバブル世代は頑張れば報われる上向き指向の時代を知って

おり、社会への帰属意識やキャッチアップ、ランクアップに価値を置くが、ポストバブル世

代は景気低迷や就職難などもあって頑張っても報われないことを経験しており、無理せず等

身大で生きよう、小さな幸せを積み重ねていこうとするらしい。また、ポストバブル世代は

社会や会社よりも家族や仲間を大切にするとともに、個性を大切にする教育の影響もあって

多様な価値観を受け入れ、自分の満足や自分最適なことを求める傾向にある。このような世

代間の基本的な価値観の違いが様々な要因と絡み合って、家族観や就業観、そして将来に対

する考え方にも影響しているのであろう。 

また、社会的つながりの変化を考えるという視点からは、住環境に関する価値観の変化

にも触れておきたい。かつては社宅を出て郊外に一戸建てを構え、そこで最後まで暮らすこ

とが夢とされたが、最近では必ずしも今の家で最期を迎えることを望まない人も増えてきて

いる。若い世代では賃貸派も増え、家族のサイズやニーズに合わせて住む場所や形を変えて

いく人も多い。将来の自分自身の介護について25-44歳の男女に聞いた調査で、男性では訪

問介護や看護を受けながら最期まで自宅で暮らしたい人が半数近かったのに対し、女性では

サービス付き高齢者住宅や介護施設に入るというのと同じくらい「シェアハウスで友人など

と暮らしながら訪問介護・看護を受ける」ことを希望した人がいたのは注目に値する（相川 

2015）。必ずしも“一つの土地に家を構える”ことに固執しない人が特に女性で増えている

と言えよう。これは地域とのつながりの希薄化につながる可能性もあり、留意すべき変化で

ある。 

 

4.2. プレシニア層の地域活動への参加実態 ～グループインタビューより～ 

このような環境や価値観の変化をふまえ、プレシニア層の地域を中心とした社会的つな

がりの実態はどうなっているのか、またプレシニア層は将来の社会的つながりをどう考えて

いるのかを探るため、グループインタビュー調査を実施した。 
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4.2.1. 調査の背景と目的 

内閣府の調査によれば、50代前半の女性は高齢期に親しくしたい人が他の年齢層と比較

して少ない傾向にある（図表 16）。学校時代の友人や仕事関係の知人と親しくしたい意向

は持っていても、それ以外のネットワークへの意識が他の年齢層と比較してやや低い。子育

ても一段落して子供を通じた友人との付き合いが弱まり、かといって趣味を通じた仲間や社

会活動などを通じた仲間もまだあまり築けていないのだろうか。「近所の人」と親しくした

い度合いに着目すれば35-64歳の各年齢層の中40代前半と並んで低くなっており、ご近所と

の距離感や付き合い方を模索しているのではないかと考えられる。 

 

図表 16：高齢期に親しくしたい人（女性、年齢階級別） 

 

（出所）内閣府『平成25年度 高齢期に向けた「備え」に関する意識調査』より富士通総研作成 

 

 

プレシニア世代が近所との付き合い方を模索していることは、以下の図表 17でも見て取

れる。趣味や習い事、スポーツ関連の活動に関する関心は他の年齢層同様に高いが、行事、

自治会、老人クラブなど地域関連の活動を高齢期に行いたいという意向は高くなく、逆に「特

にない・分からない」という回答が多くなっている。 
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図表 17：高齢期に行いたい社会参加活動（女性、年齢階級別） 

 

（出所）内閣府『平成25年度 高齢期に向けた「備え」に関する意識調査』より富士通総研作成 

 

職業の有無、配偶者や子供の有無による男女別の集計結果は公表されていないため、詳

細にこれらの影響を見ることはできないが、少なくとも様々なライフコースを辿っている人

が混ざった集計結果であることから、地域活動への躊躇はプレシニア世代特有の特徴として

捉えることができよう。実際、筆者が関わってきた「女性のライフデザイン研究会」でも、

子供の有無にかかわらず多くのメンバーから、将来地域とどう関わっていけばよいか不安だ

という声が聞かれた。また、前述の日野市での意識調査でも、40-65歳のプレシニア世代に

おいて地域とのつながりが薄いという結果が出ている。 

冒頭に述べたように、一般に女性は子供つながりで地域に溶け込みやすいと言われ、こ

れまで女性の地域活動への参加は自然なこととされてきた。しかし、今見てきたように50

歳前後のプレシニア世代は地域社会に入っていくことを必ずしも自然な流れと捉えていな

いように見える。子育てが一段落し、自分中心の生活を謳歌するようになっても地域とつな

がり続けているのだろうか。特に女性の就業率も上がっていく中、必ずしも今まで通りでは

なくなるように思われる。 

では、それはこれまでの世代とは社会的つながりに関する価値観が変わっているからな

のだろうか。それとも、彼女たちも今は他のことに忙しいが、いずれは地域に帰ってくると

楽観していればよいのだろうか。一方で、女性の平均寿命は延び、高齢期に自立できない状

態で一人暮らしをする女性がこれからも増えていくと予測される中で、こうした女性を地域
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社会で支えていくことは重要な政策課題である。今のところ地域との関わり方を模索してい

るプレシニアの女性を、これから地域に呼び込んでいくにはどんな方策があるのかも考えて

いかなければならない。 

こうした問題意識の下、これから高齢期を迎える女性を対象に、地域とどのような関わ

り方をしているのか、また高齢期の地域との関わり方についてどう考えているのかについて

グループインタビューを行い、現状の把握と今後の変化の方向性についての仮説の検討を行

った。 

 

4.2.2. 調査の概要 

 

本調査の概要は以下の通りである。 

【日時】 2015年2月7日（土） 10:00／13:00／15:00（各1.5時間） 

【委託先】 株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント 

【場所】 同社 人形町インタビュールーム 

【対象】 40代～50代女性（首都圏在住） 

【参加者】 4名×3グループ 

 

各グループの調査対象者は地域活動への参加度合いにより以下の3グループに分類した。 

グループ 条件（※細かい条件は欄外参照） 

①積極的参加層  主体的／積極的に地域活動に参加 

②消極的参加層  受動的に地域活動に参加 

③非参加層 
 現在地域活動には参加していない（過去の参加は不問）が、

今後は参加したいと考えている 

※ ここで「地域活動」とは居住地域におけるある程度公的な性質を帯びた“組織”“団体”における

活動と定義。例として自治会・町内会、PTA、婦人会、地域活動NPO、お祭り実行委員会、防犯・

防災組織など。 

※ 週3～4日勤務者を1名以上含み、就労経験がない者は各グループに1名まで。 

※ 子供なし世帯はグループにつき1名まで（いなくても可）。 

 

結果として実際の参加者は全て既婚・子供ありであったため、子供の有無が地域との関

わりに影響するかという点についての考察はできなかったが、逆に同じ家族条件での比較が

可能となった。 

主な調査項目は以下の通りである。 

・現状の社会的つながりと地域との関わり方 

・地域での活動・交流に対する態度 
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・高齢期を視野に入れた地域社会との関わり方に関する意識 

 

4.2.3. 調査結果 

本グループインタビューの結果は以下のようにまとめられる。 

 

(1) 地域に対する態度 

グループ 地域との距離感 地域へのスタンス 

① 

積極的 

参加層 

 地縁があることも多く、地域活動に巻き込

まれやすい土地柄の中で、距離感のない付

き合い方をしている 

 地域による見守りのありがたさや地域活動

を通じた多層にわたる楽しい交流を実感し

ている 

 地域特性を受け入れて自

分を合わせている 

 地域に対して感謝の思い

が強い 

② 

消極的 

参加層 

 価格や利便性を考慮して選んだ地域である

ことが多く、つかず離れずの距離感覚を共

有する人が住む 

 子育てを通じて地域とのつながりもできた

が、地域外にも親しい友人を持っており、

その方が価値観や距離感を共有できると感

じている 

 暮らしやすい地域として

第三者的に評価している 

 適度な距離感を共有して

いることに満足している 

③ 

非参加層 

 様々な理由で住み着いた地域であり、地域

との縁も様々である 

 子供つながりで親しい仲間もできたが、子

供の成長と共に関係は薄れ気味である 

 震災、病気、子離れ、加

齢などを機に地域の力や

重要性を認識している 

 

(2) 地域活動に対する態度と今後の関わり方についての意識 

グループ 地域活動に対する態度 今後の地域との関わり方について 

① 

積極的 

参加層 

 強力に巻き込まれて参加した

が、身内の一員として扱われて

いることから、地域のありがた

さを身に染みて感謝している 

 自分がお世話になったお返し

に、自分が必要とされているこ

とには関わりたいと考えてい

る 

 自分の役目を果たし、お互いに見守り

合える地域で暮らしたい 

 加齢で出かけにくくなった時の居場

所は地域であり、いつまでも楽しく暮

らせるよう活動を維持したい 

 一方で、非参加の同世代に強要するつ

もりはなく、同世代の地域活動仲間が

少ないことには不安もある 

② 

消極的 

参加層 

 順番で断る勇気もなく、前例通

りに役割をこなす形で地域活

動に参加したが、地域活動の大

切さは理解している 

 子供つながりの地域活動は卒業し、こ

れからは地元に縛られない“楽な”付

き合いをしたいと考えている 

 当面は防災系程度の参加にとどめ、将

来は何とかなるだろうと考えている 
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③ 

非参加層 

 活動メンバーが固定している

などの理由で地域活動に参加

するきっかけがなかった 

 馴染みにくかった経験をして

距離を置くようになってしま

った 

 子供の成長や不測の事態をきっかけ

に、将来を見据えて地域との交流を望

むが、情報がなく閉鎖的な印象で躊躇

している 

 オープンな活動や交流拠点があれば

参加したい 

 

4.2.4. 調査結果からの考察 

積極的参加層は密な付き合いの土地柄のあるところに住んでいることが多く、強力な誘

いなどにより地域に巻き込まれていく中で、その距離感を受容し積極的に関わることを通じ

て感謝の想いを抱くようになった人が多かった。しかし、他の層でも似たような土地柄の場

合があり、必ずしも地縁の有無やその地域の付き合いの濃さだけが、地域活動への巻き込ま

れ方を左右するわけではない。自分自身が地域との距離感をどう保とうとするかにより地域

活動への態度が分かれるようだ。核家族化が進み、親の世代を通じて、あるいは子供の頃か

ら否応なしに地域に巻き込まれる機会もなくなってきている中で、個人個人が自らの価値観

で地域との距離感を考えるようになってきているのであろう。 

地域活動への関わり方は、本人の意識の問題もあるが活動の運営のされ方や誘われ方に

も左右されるようだ。また、積極的参加層は地域活動に自分の役割を見出していることが主

体的参加のエネルギー源となっている。他の層も地域活動の大切さは理解しているが、きっ

かけがないことがハードルになっている場合も多い。地域に役立ちたいという気持ちに応え

る役割や、共有できる目的を用意することも必要だろう。例えば地域をきれいにして資産価

値を上げる、地域の魅力を高めるといった活動には参加しやすいかもしれない。 

非参加層では、公民館のような閉鎖的な場よりも大学のようなオープンで出入り自由な

場の方が参加しやすいという意見もあった。適度な距離感を保ちつつ地域との関わりを持ち

たい層に向けた、ハードルの低い交流拠点や活動を用意することも重要だと考えられる。さ

らには近所だと面倒なので少し離れた場所で活動したいという意見もあり、地域限定でなく

やや広域で誰でも参加できる場を設定することが最初の一歩を引き出すことにもつながろ

う。そういった意味でも大学のような場は期待できると考えられる。 

本調査を通じて、女性かつ既婚子供ありという同じ家族条件であっても、その地域の特

性だけでなくその人の価値観により地域との関わり方が異なることが示唆された。しかし全

体として見れば、どの層の女性も将来加齢により自分の行動範囲が狭まっていくということ、

またそうした時の地域との関わり方をどうするのかということについては具体的なイメー

ジができていなかった。モデレーターの問いかけに初めて意識するも、まだ自覚がなく必要

性も感じていない。非常時における地域活動の重要性は認識しつつも自らの関わり方につい
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ては距離感を模索しているように見える。上に挙げたような目的や役割があり、適切な場が

設定されれば、ちょっとしたきっかけに背中を押されて参加する可能性も出てくるだろう。 

先に述べたように、女性のライフコースも価値観も多様化してきている中、そうした多

様性を受容できる“ゆるくつながる場”“楽な関係”を地域にも用意しておくことが重要に

なると考えられる。また、高齢期になって行動範囲が狭まってから新しく地域社会に入って

いくのはハードルが高い。多様な年齢層が集い互いに関われる場としておくことも大切であ

る。 
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5. まとめ  

 

本稿では、高齢期の女性の社会的つながりについて、特に地域との関わり方に着目して

見ている。これからのシニア層は今のシニア層のように自然に地域と関わるようになるのだ

ろうかという疑問に対して、先行研究や国の調査結果、またグループインタビューの結果を

もとに考察を行ってきた。あくまでも仮説レベルではあるが、いくつかのことが示唆されて

きたと考える。 

一つは、女性は男性よりもつながりの切り替えが上手であると言えそうだという点であ

る。女性は新しい環境に入ると情報収集のため、また子供のためにまずは誰かとつながろう

とする。「つながり作り」が上手である。3.3で見た通り、女性は「つながる」ためにつなが

ることができるのが特徴だ。そして女性はその後価値観や経験、距離感を共有できる人との

つながりを、こまめに連絡をとりながら選び、保っていく。「つながりのメンテ」も上手で

ある。さらに義務で繋がってきた活動は卒業し、距離感がとりにくいつながりは敬遠するな

ど「つながりの整理」も適宜行っている。こうして女性はライフコースの節目に合わせ、上

手につながりを切り替えていくのである。 

一方で女性の社会進出が進み、学生時代や職場の同僚などとのつながりを大切にする人

が増えるにつれ、女性でも男性同様、一定の距離感を保ったつながりを好む人が増えてきて

いるように見えるということも示唆された。グループインタビュー結果においても「距離感」

がキーワードとなったように、地域でもお互いの生活まで見えるような密な関係ではなく、

ある程度距離感を置いた付き合いを好む人が増えている。かといって地域におけるつながり

の重要性を認識していないわけではない。そうした人達は閉鎖的に見えやすい旧来の地域活

動よりも、もう少しオープンでより広域での活動、より参加のハードルが低い活動を求めて

いるようだ。 

地域しあわせラボが行った「地域しあわせ風土に関する調査」によれば、女性が地域に

求めるものは男性と異なる（issue+design 2014）。同調査によれば、男性では自治体の情

報提供が1位に挙がっているのに対し、女性はお祭りやイベントが1位となっている。地域

活動の機会・支援は男女とも2位に挙がっており、地域活動に参加するきっかけを探してい

る人は男女とも多いことが分かる。さらに男性では防災施設・制度や環境保護、高齢者支援

や医療支援が上位に挙がっているのに対し、女性では商店街・中心市街地、飲食・買い物店

舗、地域の知名度や国際性が上位に挙がっている。地域外とのつながりや交流、地域のブラ

ンド力が女性の幸せと関係しているようだと分析されているが、こうした調査結果は女性を

引き寄せる活動を考える上での参考になろう。 
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最後に、これらを受け、これからシニアになる女性はこれまでのシニア女性のように自

然には地域社会に溶け込んでいかないかもしれない、つまり最初の問題提起に戻れば「女性

は大丈夫」とは必ずしも言えないのではないかという点を挙げておきたい。第4章で見てき

たように女性を取り巻く環境は大きく変化してきており、それに伴いライフコースや価値観

も多様化してきている。その中で地域との距離感も様々になってきており、これは未既婚、

子供の有無、就業の有無などといった単純な属性だけで判断できるものではない。さらには

住環境も変化し、必ずしも同じ土地、同じ家に住み続けるということもなくなる中で、地域

に対する意識も第三者的、相対的なものになりがちだろう。地域との距離感を模索中のプレ

シニア層に対しては、外出が困難になる高齢期に備えて地域とのつながりを持つことが重要

であるという意識を醸成し、また地域に関わるきっかけを作ることが重要になる。男性と同

様「地域デビュー」のきっかけが必要だと言えるが、一旦きっかけさえ与えられればおそら

く女性の場合は、その後は自らの力でつながり作りをしていくことができるのではないだろ

うか。今回のインタビュー調査では聞けなかったが、今後は、SNSといったデジタルなつ

ながりや、ビデオ通話、テレプレゼンスといったテクノロジーも、高齢期の社会関係が先細

らないようにするための一助になるかもしれない。それでもなお、地域との関わりが重要で

あることは強調しておきたい。 

なお本稿では、これからのシニア女性として主に40代から50代の女性を取り上げ考察を

行ってきた。しかし4.1で見たように、その後に続く20代から30代の女性はまた違った価値

観を持っている。彼女たちはまだ高齢期に関しては年金不足といった経済的な面での不安が

大きく、それ以外のことには思いが至らない。だが彼女たちは男女共同参画時代を生き、ま

たデジタルネイティブでもあり、社会関係の築き方や維持の仕方、またその背後にある価値

観がそれ以前の世代とは異なることが想像される。こうした若い女性の高齢期の地域との関

わり方については別途考察が必要であろう。 

1987年、1999年、2012年を比較した調査によれば、「これから先にもおもしろいこと、

楽しいことがいろいろありそうだ」という問いに「そう思う」と答えている人の割合が特に

70-74歳および80歳以上の高齢女性において大きく増加している（小林 2014）。平均寿命

の延伸とともに今後の生活をイメージし楽しみにすることができるようになってきたので

あろう。それに続く世代も今後の生活を楽しみにできるようになるには、加齢に伴う自らの

生活の変化を具体的にイメージし、相応しい社会的つながりを作り、維持できるようにする

ことが大切である。特に虚弱かつ一人暮らしで長生きする可能性が高い女性にとっては地域

との関わりはとても重要である。こうした認識に立ち、男性だけでなく女性にも社会的なサ

ポートが与えられることを期待したい。 
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なお、本稿執筆にあたり、弊社が属する東京大学産学ネットワーク「ジェロントロジー」

の先生方、参加企業各位には様々な形でご指導や議論の機会をいただきましたことを深く感

謝申し上げます。特にWG8D「女性のライフデザイン研究会」をご指導いただいた東京大

学高齢社会総合研究機構の秋山弘子特任教授、WGメンバーの皆様には、研究会でのディス

カッション等を通じて多くのことを学ばせていただき、本稿執筆において大変大きな力とな

りました。改めて心よりお礼申し上げます。 

また、プレシニア女性へのグループ･インタビュー調査を委託した株式会社リサーチ･ア

ンド･ディベロプメントの担当メンバーの方々にも、調査設計段階から事後のレビューまで

多くの議論の機会と貴重な示唆をいただきましたことを感謝申し上げます。
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