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巻 頭 の ご 挨 拶   

関西グループリーダー 大石 哲夫  

 

２０１９年８月も後半に入りましたが、今年は厳しい暑さが続き、異常気象を感

じさせる昨今であります。 

今回のコストの窓の小特集のテーマは「高齢化とコスト」に決まりました。この

テーマは、本年７月度の例会で、数多くのテーマに中から、出席者の多数決で決定

しました。 

関西グループのメンバーも高齢化率が高くなり、我々自身の問題として考える必

要があります。会員の皆様の幅広いご意見を戴けるものと期待しております。  
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小特特集集：：  高高齢齢化化ととココスストト  

日本の高齢化問題とコスト 

荒木 清士  

 

日本の高齢化は、世界のどの国も経験した事のない速度で進行しており、高齢者の割合

も最も高い。内閣府の「高齢者白書」によると、平成 29 年 10 月、総人口：12,671 万人                     

中 65 歳以上が、3,515 万人で、全体の 27.7%を占めている。又、平成 30 年、平均寿命も、

女性：87.32 才、男性：81.25 才に達し、香港に次いで世界第二位の長命国となった。 

＊その理由としては、 

1. 医療技術の向上： 

  これにより、平均寿命が急伸した事。 

2. ベビーブーム： 

  第二次大戦後急増した事。 

3. 少子化による出生率の低下：……等が挙げられる。 

＊高齢化の問題点としては、以下の諸事項が挙げられる。 

1. 税金負担が拡大する。 

  定年、病気等による税収減。医療、介護費のアップ。 

2. 労働力の低下。 

  労働人口は、2014 年 6.587 万人、2030 年 5.683 万人、2060 年 3.795 万人と減少し、 

それに伴い現役世代への負担が増える。 

例：1950 年……高齢者/現役世代: 12.1 人 

    2065 年……       “       :  1.3 人 

3. 家族への負担が増える。  

金銭的、肉体的、精神的負担 

4. 不注意による事故が増える。   

＊対策としては、 

1. 定年延長、引き上げ（例：中小企業定年引き上げ奨励金等） 

2. 機械化の導入 （例：介護ロボット等） 

3. 介護サービスの普及 （例：介護保険等）……等が考えられる。 

 

＊ 国立社会保障人口問題研究所による高齢化の社会保障給付費に対する影響を見ると、

平成 29 年度社会保障給付費は、120.4 兆円であるが、団塊の世代 645 万人が後期高齢者へ

と移行する 2025 年には、148.8 兆円となる見込みである。中でも、介護費は、10.6%から

19.8%へ、医療費は、38.9%から 54%へと急伸する。 

国民の 5人に 1人が、75歳以上になる超高齢化社会 2025年を迎える時の日本国総理は、

さぞかし頭の痛い事であろう。 
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高齢化とコスト 

鐵橋 吉典  

 

人生 100 歳時代の到来と声高に叫ばれている今日、タイトルの高齢化は何歳からをイメ

ージしているのだろうか？ 小生は生涯現役を理想に描いている。その思いの程を書いて

みる。 

予測が難しい外交、経済、貿易、地球環境、文化的変遷、価値観の多様化、等、領域の

幅やどのレベルに照準を合わせたかじ取りをして行けば、大過なく世界の海に船出してゆ

けるのだろうか？ 

まずは己の身近な生活ライフ環境を見返ると、いつも感心している健康で元気なシニア

が会場を埋め尽くす各種行事の皆さんの元気パワーである。他の体育系サークル、文科系

サークル活動にも同様な参加者で制限が必要な試合も生じている。 

社会の生産性人口は、大幅に減少している今日、参加者の何割かの人が、スキルを活用

し、体力のある方が許せる時間を生産性の向上にシフト出来ると判断する。 

兵庫県、近畿圏、全国的なシステムを構築し需要と供給を上手くマッチングさせ、日本

の生産性人口の増強促進が出来ると確信する。生産コストもダウンし、競争力がアップし、

シニアに生きがいを与え、健康増進で医療費の低減が図れる。 

人生の余暇をのんびり過ごしたい方々にも、適宜な目標設定が可能で、それこそ時代を

先取りした、働き方改革のモデルに推奨できると考える。 

ＯＢになって 5 年間ぐらい経過すると、地域コミュニティへの参加者が多くなる傾向が

ある。外国に比べ余暇の過ごし方が少し不得手で生活文化になじまないせいだろうか？ 

このタイミングで第 2 の人生にスタートする為のスキル・キャリア登録にアプローチする

ことが肝心である。 

高齢者向けのスキル・キャリアを最大限に生かし、余生に少しばかりの生きがいと社会

貢献が出来て、しかも生活に時間的リズムが生まれ、孫たちの少しのこずかいを支給でき、

健康増進が進み、ひいては医療費の低減に貢献できる提案である。 

シニアライフが大幅なコストリダクションに寄与できると思う。 

 

 

老後の生活設計について思うこと 

岡本 政義  

 

内閣府の調査「国民の不安や悩み」のトップは「老後の生活設計」が 55.4％で一位、以

下自分の健康、家族の健康、今後の収入や資産の見通し、現在の収入や資産となっている。

「人生 100 年時代」を迎え「老後の生活設計」がトップなのは、うなずけるところである。

私の「老後の生活設計」の当面の課題は、現在入居中の自宅を売却しマンションへ転居す
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ることである。来年米寿（満 88 歳）を迎えるにあたり２０年にわたる快適な 3 階住宅生活

に決別をつけ、脚力の衰えによる転落事故などを未然に防ぐため、終の棲家として 10 年前

購入し貸している近くのマンションへの転居を予定している。然し、借り主であり社宅と

して利用している A 社は、当方の解約理由を認めず普通賃貸借契約の履行拒否と立退き料

の要求をしている。当方としては「老後の生活設計」を正当事由とし、A 社の現契約履行

拒否は、公共性が重視される保険業を社業とする企業において甚だしくコンプライアンス

（法令遵守）に欠くものとし撤回を求めている。現在交渉中であるが、本件は、損得より

も善悪の問題として司法の場で決着を図りたいとも考えている。「老後の生活設計」は、人

生プロジエクトの終焉であり、強固な意志のもと実践する必要がある。 

 

 

高齢化とコストについて 

大石 哲夫  

 

 高齢化に伴う各企業の対応の中で、労務費が最も重要であると思う。 

 この中で、先ず考える必要があるのは、AI、IoT を利用した製品加工業務の効率化であ

る。 

先ず AI に対しては、高齢者も積極的に参画し、自分の過去の経験を生かし、取り組むこ

とが必要であると思う。また、IoT に関しては、高齢者は過去の経験を活かして、工場全

体として如何に取り組むかを考えることが必要であると思う。この際、サプライチェーン

全体、或いは、ダイセル化学で取り上げている、安全確保を主体とした生産革新に対する

取組などを取り入れることが必要であると思う。 

高齢化に対応する、今一つの話題は地域社会に密着した活動である。特に老人会を活用

した農業、漁業関係の対応である。この事は日本の食品コストに関連する大きな問題であ

ると思う。これについては、二つの面がある。即ち、個人の健康維持と高齢化した方同士

のコミュニケーションを如何に図るかである。健康維持については、最近の医療、医薬品

業界の進歩を積極的に取り入れる事である。また、老人会などの運用については、企業の

ノウハウを取り入れる事も必要であると思う。 

以上「高齢化とコスト」について気の付いた事をのべたが、他にも色々な問題、解決法

があると思う。引き続きこの問題を議論されることを期待している。 
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高齢化とコスト 

奈良橋 辰郎  

 

国の一般会計歳出(予算)額や主要経費内訳、その推移を 1988 年度から 2018 年度まで 30

年間で調べてみた。 全体歳出は 56.7 兆円から 97.9 兆円と 1.7 倍になったものの、内訳で

みると高齢化に伴う社会保障費（医療、年金、福祉、介護 etc）が 3.17 倍、借金利払いの

国債費が 2.02 倍となった一方、それら以外の実質事業経費は 1.09 倍とほとんど変わって

いない。 つまりこの 30 年間、国は高齢化対策の増大に対し、それ以外の歳出を抑えたが、

借金を大幅増額せざるを得なかったと思える。 

その結果、2018 年度の社会保障関連費は交付税の一部を含め、歳出の約 40％を占める

に至り、本来、国が行うべき各種事業費＜公共事業やこれからの日本を担う子供達への教

育、厳しい国際競争に互していくための科学技術・研究開発、激しく揺れ動く東アジア情

勢に対応した防衛・外交等々への歳出＞は 30 年前に比べ歳出の 42.1％から 26.1％に減っ

てしまい、日本の活力、国際的地位の低下を招いてしまった。言い換えれば、手取り月収

40 万円といえばまあまあだが、その内 16 万円はおじいちゃんおばあちゃんへの仕送り、

残り 24万円のうち 12万円は家のローンや借金の支払い、月々の生活は残った 12 万円で、

やり繰りしなければならないサラリーマン家庭を想像願いたい。 

今後共、高齢化は 50 年以上にわたり、更に進行・高止まりする見込みであり、社会保障

費の効率化や産業構造の転換は勿論、若い方々には気の毒だが、消費税の大幅増税や徐々

に日本の文化風習に馴染む外国人移民の受入れで、若年層の増加も視野に入れていかなく

ては日本が国として保てないのではないかと案じられる。尤もその頃我々はこの世にいな

いと言ってしまえば終わりなのだが・・・。 

 

 

高齢化とコスト 

佐藤 克朗  

 

リタイヤして 5 年が過ぎようとしている。 

月日の経つのがこんなに早いのか、78 歳を目前に、驚きの毎日、地域の高年クラブにお

世話になって 4 年、この間に、クラブの仲間が何人逝かれたか、50 名の平均年齢が 81.3

歳、私は、若いほうから 5 番目、高齢化は容赦なく進展している中で朝のラジオ体操の時

の出来事、男性どうしで体重の話をしていたら、断片的に聞こえたのか離れた処から、私

は 87 です。小柄な 87 歳のおばあさんの声、体重の話を年齢と思っての発言・・・大笑い

の渦である。 

幸いに今身体に問題はない。住んでいる明石市は市政 100 周年、記念として我々高齢者

の恩恵として、市で運営している「たこバス」の無料化が有った。市内全域を 15 路線、各
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路線とも原則 1 時間に一本、どの路線に何回乗っても無料…通常は 1 路線 1 回 100 円（70

歳以上 50 円）、これが何回乗っても只、図書館、イオンのラウンジ、明石商業の練習見学、

病院行、数えきれない。一応 4 月から来年 3 月まで。その後は未だ決まっていない。2007

年 9 月から始まった歩行記録、順次伸ばし、3 月までは 15000 歩/日だったのが、4 月以降

10000 歩/日に。 

只のバスが走っているのに、そこを歩く気はしない。これが本音、他にも優遇措置が有

って、日ごろの交通費はゼロに近いのに、日々の小使いが残っていないのは？ 9 月から

は、乗る度に、払ったつもり貯金に挑戦しようと。 

運よく来年も続いたら、段々少なくなる歩行数、この減少が健康に影響しないかと、気

になりながら、今世間ではやりの「PPK」になるように、健康寿命を延ばす為の努力を、

考えさせた今回のテ－マだった。 

注記：PPK とはぴんぴんころりの事だそうである。 

 

 

高齢化とコスト 

増田 寿男  

 

私の寿命は、漠然と 70 歳ぐらいと思っていた。両親が 70 台半ばで亡くなったので、私

の寿命も同様かなとも思った。それが、知らないうちにその年代になってしまっている。

平均寿命は、死因別に計算されるので、私の場合は、なんとなくガンかと思っていたが、

昨年に血管で大病を患ったので、循環器系かも知れない。結局、私の寿命は予測できない

し、世の中の高齢化は、予想以上に進んでいると実感できる。 

私は、会社を退職して、現在は年金で生活している。この状態で、厚生年金と健康保険

がありがたい。厚生年金は、現役時代に収入の 2 割近くを 40 年弱払って、平均収入の半分

を夫婦で数十年にわたり受け取れる。現役世代の保険料が高齢者の年金を支え、基礎年金

の半額と困窮者の減免を税金が補っている。高齢者の医療費は高額となるが、負担は少な

くしている。それらは、現役世代の保険料に支えられ、また、低所得者の保険料減免や高

額療養費のために税金を投入している。 

つまり、高齢者の社会保障は、感覚的に勘定して、収めた保険料の倍ほどの給付を受け

ている。これらの制度が形成された時代は 1 億総中流で、中福祉中負担の制度設計ができ

上った。その後に、社会保障制度の持続が難しくなっている。主な原因は、少子化と高齢

化であり、また、金利が消えたことも大きい。 

先日、政府から年金制度の財政検証が公表された。数十年後に、年金の実質給付である

所得代替率が、経済成長を持続することで、3 割減の計算が、2 割減の 50％に留まるとの

こと。経済成長が企業収益を生み、企業収益が実質給与を向上し、実質給与が保険料増加

になり、保険料の増加が、老齢者と自分の年金の受取金額を増やすとの見込みである。  
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何十年もの経済成長が可能なのか、また、経済成長があっても実質給与の増加に寄与し

続けるのか、この前提に対する議論がなく、数字のケーススタディが先行している。経済

成長だけが日本の政策の目的となってしまいかねないのを危惧する。高度成長が終わりオ

イルショック以降に、所得格差が拡大しているが、税と保険の再分配機能が働いて、格差

を平準化してきた。保険は息切れしたが、その分を税金が補ってきた。10 月 1 日に消費税

が 10％となり、増税は一服する。今後も所得格差は拡大するが、増税での再分配が難しく

なり、年金や健康保険の財政に影響するだろう。再分配のおかげで維持している高齢者の

生活水準も、下がらざるを得ない。老いも若きも、やりたくないが、生活のコストダウン

を考えたほうが良いのかも知れない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

小特集のテーマを、「財政問題」、「消費税」、「アベノミクス」、「ガバナンス」、「グローバ

ル化」、「日本の労働問題」、「貿易戦争」、「改正入管法」と続けて、今回は「高齢化とコス

ト」であります。 

年 2 回、小特集のテーマについて考え、原稿を作成しています。新聞や資料を読む際の、

頭の体操によいと思います。今後とも、テーマの選択について、みなさまと楽しく頭をひ

ねりたく存じます。 

関西グループの会員も、高齢化が進み病気も多くなっています。富阪さんの寄稿が、難

しくなっているので残念です。 

 

コスター関西   コストの窓   第４２号     ２０１９年９月２１日発行  

 

発行：   ＪＳＣＥ（ＡＡＣＥインターナショナル日本支部）  

                      関西グループ   リーダー   大石  哲夫  

編集：   〒 666-0035  川西市花屋敷 1-31-17-105       増田  寿男  

 

 

編 集 後 記 


