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【A 会場】 セッション「高齢社会」
(1)

誰がリバースモーゲージを必要としているのか？
名古屋学院大学

上山

仁恵

リバースモーゲージとは、高齢者が自宅を担保として銀行から生活資金等の融資を受け、死亡
時に自宅を売却して借入金を精算する金融商品である。ここ最近、大手銀行のみならず、地銀の
取扱いも広がりを見せており、日本の高齢化による公的年金財政の緊迫化や日本人の持家率の高
さを背景に、高齢者の自助努力による生活資金の調達手段として注目されつつある。
しかし、金融機関の相次ぐ参入とは対照的に、利用者の大幅な伸びは見られない。また、世論
調査等を見ても、リバースモーゲージの認知度は低く、利用希望も少ない。本研究ではこのよう
な現状を背景に、リバースモーゲージを必要としている人（あるいは必要としない人）の属性に
ついて分析し、リバースモーゲージ普及のための課題について議論する。
(2) Distinct impacts of utilization of institutional care service on informal care provision
近畿大学
熊谷

成将

介護施設サービス利用確率の上昇が家族介護の頻度を減少させるか、これまで家族介護者の就
業状況別に明らかにされていない。慶應義塾大学「日本家計パネル調査」2009 年のデータを用
いて、私は回帰分析により以下の 5 点を明らかにした。
第一に、回答者もしくは回答者の配偶者が介護者である場合、等価世帯所得が高い者ほど「今
の生活に対する不満足度」が高い。第二に、家族介護の頻度は「今の生活に対する不満足度」と
「イライラすることが多くなった」に対して正の効果を持つ。第三に、配偶者がいない介護者ほ
ど施設サービス利用確率が高く、介護施設密度が高い四国地方において家族介護の頻度が低い。
第四に、家族介護の頻度に対して施設サービス利用は外生的である。第五に、施設サービス利用
確率の上昇により正規労働従事者の家族介護の頻度が減少する。逆に、非正規労働従事者の家族
介護の頻度は、施設サービス利用確率が上昇してもほとんど減少しない。
(3) どのような中高年者が高齢者生活支援の担い手となるか？
株式会社ニッセイ基礎研究所

中嶋

邦夫

政府が進める地域包括ケアシステムでは、生活支援の担い手として元気な高齢者を想定し、高
齢者が社会的役割をもつことで生きがいや介護予防につながるという好循環を重視している。そ
こで、好循環の出発点である、どのような高齢者が生活支援の担い手となるかについて、厚生労
働省の中高年者縦断調査を用いて分析する。高齢者の社会貢献活動の要因分析には馬(2014)など
があるが、本稿は活動を高齢者支援に特定している点と大規模なパネルデータを利用している点
で異なる。
分析の結果、経済的に豊かなほど参加するという消費仮説モデルは確認できず、無配偶者は高
卒以上、有配偶者は自営等の場合に参加確率が高かった。なお、分析の改良を継続しており、上
記の結果は変わる可能性がある。改良結果は学会にて発表予定。
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(4) 高額療養費制度の改正が医療費負担額と生命保険加入意向に及ぼす影響
株式会社ニッセイ基礎研究所

村松

容子

医療保険制度によって、医療機関を受診した場合の医療費自己負担額は、70 歳未満であれば
医療費の原則 3 割である。1 か月の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費制
度によって超えた金額について健康保険から給付を受けることができる。この自己負担限度額が
2015 年 1 月に改正され、自己負担は低所得層では引き下げられ、高所得層では引き上げられた。
この改正が患者個人の負担額に及ぼす影響は、実際に医療機関を受診している患者の毎月の医
療費がどの程度なのか、治療が何か月継続しているのかによって変わる。そこで、本稿では、
（株）
日本医療データセンターによる健康保険組合のレセプトデータを使用し、70 歳未満の患者につ
いて代表的な疾病における改正の影響を概算した後、この改正による生命保険加入意向への影響
を検討する。

【B 会場】 セッション「消費者行動と消費者政策」
(1)

意図せざる消費行動に関する実証研究：慢性患者の服薬行動への影響要因
北海道薬科大学

櫻井

秀彦

【目的・背景】慢性疾患の服薬行動を対象とし、消費者自身の意図に基づかない消費行動に焦点
を当てた実証研究を行った。慢性疾患の場合、自覚症状に乏しく、医療上の成果も必ずしも明確
に知覚できないことから、服薬継続態度（アドヒアランス）の悪化や残薬の問題が指摘され、医
療経済上も大きな問題となっている。本研究では、このような服薬行動への影響構造について検
討を行った。
【方法】糖尿病と高血圧の外来患者を対象とした量的調査を行った。服薬アドヒアランス尺度と
その影響要因と考えられる自己効力感の他、処方医や薬局の評価を測定した。パス解析で疾患ご
との影響構造を同時推定した。
【結果と考察】処方医の評価と自己効力感が直接的に影響し、間接的に薬局の評価が影響する影
響構造が確認された。また、疾患ごとでの影響度の相違が見られた。ここから慢性患者の服薬行
動支援のための一助となる知見が伺えた。
(2)

フードツーリズムのセグメンテーション分析
千葉大学

石田

貴士

観光はパッケージ商品であり、効果的な観光マーケティングのためには、ターゲットとなるセ
グメントに対してどのような観光資源をパッケージして提供するかを検討することが重要であ
る。地域の食も重要な観光資源の一つであり、美味しいものを食べるために地域を訪れる観光客
もいる。近年は、間人のカニや氷見のブリのような地域の名産食材だけでなく、富士宮焼きそば、
宇都宮餃子のように地元住民には親しまれていたが、全国的にはあまり知られていなかったご当
地グルメも観光資源として用いられるようになってきている。そこで、本報告では、アンケート
調査により得たデータをもとに、名産食材およびご当地グルメを食べる目的で観光をしたいと思
う観光客が、
観光で何を重視するセグメントにあたるかを主成分分析により明らかにする。また、
主成分得点を回答者の属性に回帰させることにより、それぞれのセグメントの特色を明らかにす
る。
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(3) 都道府県による消費者行政体制はどうなっているのか？
静岡大学

色川

卓男

本研究では、全国の都道府県を対象にして、消費者庁「現況調査」2009～2014 年（執務参考
版）及び 2014 年秋に独自でアンケート調査及びインタビュー調査を行って、実態を把握し、課
題を抽出した。
都道府県の消費者行政は市町村との棲み分けなどの制約がある中で施策を推進している。人口
規模別に 4 グループに分けて検討した。予算や職員数の推移などからみて、厳しい状況の中で基
金を活かして何とか消費者行政の推進につなげようとしている姿が浮かび上がる。
これらの結果は、人口規模別に大きな違いがあるというよりも、自治体ごとに差がみられると
言った方が適切であり、それは各都道府県と市町村との実質的な役割分担等によってもたらされ
ていると考えられよう。
(4) 大学生の家計と情報活動の関係
岐阜大学

大藪

千穂

株式会社十六総合研究所 奥田

真之

近年、消費者教育・金融教育の必要性が高まっている。本研究では、経済活動が活発化し始め
る大学生を対象に、3 ヶ月の家計簿記帳による大学生の家計分析を行った。また家計行動は情報
活動と密接に結びついていると仮定し、「情報に関するアンケート」をもとに、数量化Ⅲ類とク
ラスター分析を行い、さらに金融に関するアンケートやレポートとの関係を分析した。
この結果、
「収集積極・活用積極型」、
「収集消極・活用積極型」、
「収集消極・活用消極型」
、
「収
集積極・活用消極型」の 4 つの情報活動グループに分類できた。金融の理解度と関心度が高いの
は、活用が積極的グループである。金融教育を受けたことのある人は「収集積極・活用消極型」
に多くみられ、あまり役立たなかったと考えているのは「収集消極・活用消極型」に多かった。
レポート内容を現実把握度の視点で分析した結果、活用が積極的なグループは、家計簿記帳を生
活へ具体的に生かしていることが明らかとなり、情報活動と家計記帳や家計行動には関係がある
ことが明らかとなった。

【C 会場】 セッション「生活と経済」
(1)

生活行動モデルの基礎的要件に関する考察
兵庫県立大学

植野

和文

生活経済学は、経済合理性や効率性の追求の及ばない非経済的、精神的な領域をも包摂する必
要がある。生活は何らかの意図をもつ連続した行動から成るため、行動に注目しなければ、現実
の生活を記述し、分析することは難しい。生活行動を、生活者の保有する資源の配分行動と捉え、
そこに生身の人間の諸側面を取り入れるためには、生活行動を記述するモデルが必要になる。経
済学は、経済人を措定し、
“人とモノの関係”を志向する。他方、社会学はホモ･ソシオロジクス
を措定し、
“人と人の関係”を志向する。しかし現実の生活では“人とモノの関係”と“人と人
の関係”は複雑に絡み合い、不可分の関係にある。生活は孤立した個人では成り立たず、必ず他
者との相互行為を必要とする。様々な資源が利用され、生活上の諸問題が処理される過程そのも
のが生活である。そのため、本研究は資源の中に他者を含めたうえで、生活行動をモデル化する
際に必要な概念や条件を明らかにする。
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(2)

労働市場における格差と結婚を通じた階層選別
神戸大学(研究員）

佐々木 昇一

本研究は、わが国の労働市場における男性の学歴間の賃金格差や男女間の賃金格差および労働
市場参入障壁といったジェンダー格差が結婚行動を通じて家計の階層選別に与える影響を検証
することを目的とする。
Fernández et al.（2005）に依拠した理論モデルから、男性熟練労働者の賃金プレミアムや男女
間の所得格差、女性の労働市場への参入障壁の拡大は同類婚の増加という結婚行動を通じて階層
の選別を促すという仮説を導出した。実証分析では『出生動向基本調査』
（5 年分の個票データ）
を用いて上記の理論仮説を検証した。具体的には男性熟練労働者の賃金プレミアムには各種の大
卒年収プレミアムを、また男女の熟練労働者賃金には男女の大卒年収を、女性の労働市場への参
入障壁には既婚女性就業率と正規就業率を代理変数として用いて、被説明変数を大卒女性が学歴
下方婚である場合に 1 とするプロビット分析を行った。
検証の結果、男性の学歴間所得格差は概ね有意に下方婚の確率を低下させており理論仮説に整
合的な結果を得た。また男女間の所得格差は有意ではないものの理論仮説と同じ符号（方向性）
であるとともに既婚女性の就業率と正規就業率は有意に下方婚の確率を上昇させており理論仮
説に整合的な結果を得た。
(3)

資本主義のゆくえ：ケインズ、賀川、ピケティの鼎談
関西外国語大学

滝川

好夫

2008年9月のリーマンショックを経験したあと、市場原理型資本主義の見 直しを行う資
本主義論争が盛んであった。拙著『資本主義はどこへ行くのか 新しい経済学の提唱』
（ PHP
研究所、2009年2月）は資本主義論争に参戦し、英米型資本主義、日独型資本主義のいず
れでもない第三の資本主義たる「道徳経済」を提唱した。本報告の企図は、混沌としてい
る現在の世界経済の中で、「資本主義のゆくえ」という大きい、かつ難しい問題を J.M.ケ
インズ（1883-1946）、賀川豊彦（1888-1960）、T.ピケティ（1971-）の三賢人に聞くと
いうものである。これらの三賢人に聞くために、とくに参照したのは以下の 3冊である。
J.M.ケインズ：「ケインズ全集 21 世界恐慌と英米における諸政策-1931～39年の諸活
動-」（2015年5月訳本刊行）
賀川豊彦：『友愛の政治経済学』（2009年6月訳本刊行）
T.ピケティ：「21世紀の資本」（2014年12月訳本刊行）
(4)

早期発見早期治療が医療費に与える経済効果
立命館大学

山本

信一

立命館大学（学部生） 井上

真央

一橋大学

高生

米山

本研究では、健保組合によるレセプトデータおよび健診データ（日本医療データセンターに数
十万件・10 年超の個票データより作成いただいたパネルデータ）を利用し、病気を早期発見し
早期に治療開始することが、医療費削減にどの程度有効かを分析する。例えば、被説明変数に診
断前後の医療費増加率を使用し、健診判定結果と未受診期間で回帰分析を行ったところ、糖尿
病・肝疾患・高血圧とも、程度差があるものの、健診判定結果が悪いほど医療費増加率が高くな
り、未受診期間が長いほど医療費が高くなるということが分かった。この結果は、一部の医師や
マスコミが我が国の健康診断・国民皆保険を否定する発言をされていることに対する反論にもな
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る。報告では、運動習慣・喫煙有無・飲酒頻度などのデータも追加した上で、拡張した実証分析
を行い、人間ドックでの健康管理と早期受診が、国民医療費をどの程度、削減できるかを明らか
にしたい。

【D 会場】 セッション「金融」
(1)

ソーシャル・インパクト・ボンドの論点整理：実施の要点は何か
事業創造大学院大学

唐木

宏一

日本の「ソーシャル・ファイナンス」
（社会的な意義を有する金融の手法）に関心を持つ層の
間で、ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）や社会的インパクト評価に対する期待が高まっ
ている。
ところがそれらをめぐる論説の多くは、分析の視点が定まっておらず、その新しさ、好ましさ、
可能性のみを肯定的にとらえ、期待を表明するにとどまる。CSR（企業社会的責任）の議論など
に見られるように、概して「社会」という言葉を含む用語は、論者自身の「社会」観の支配の下、
無自覚に論者の視野の範囲のみで語られがちである。
本論考では、SIB に関わる当事者、利害関係者の構造的関係に注目することで、SIB を論ずる
ために考慮される必要のある学問領域、論点を明確にし、その実践にあたり（SIB はすでに国内
で 3 件のパイロット･プログラムが始動している）重視されるべき要点を指摘する。
(2)

第一国立銀行による会社創業・運営支援についての一考察
株式会社池田泉州銀行

南地

伸昭

わが国は現在、①未来投資による生産性革命の実現と、②ローカル・アベノミクスの推進を車
の両輪とする『日本再興戦略』に取り組んでおり、地域金融機関においても、地域経済を支える
中堅・中小企業等の収益力向上や事業再編等の積極的な経営支援を通じて「稼ぐ力の強化」や「生
産性の向上」
、
「円滑な新陳代謝の促進」を図り、地方創生に貢献していくことが期待されている。
かつて明治維新期において、商工業や貿易の振興を通じて殖産興業政策を推進するためには、
何よりも先ず円滑な金融の創出をもって、全国各地の起業ならびに商工業振興ニーズに応えるこ
とが必要であるとの認識の下、社会経済のインフラストラクチャーである近代的銀行システムの
整備が進められ、国立銀行を嚆矢として、紡績や鉄道、保険などの様々な分野で株式会社が全国
各地に勃興した。
そこで、本研究において、わが国初の近代的銀行である第一国立銀行が、いかに新興企業の創
立とその後の運営に関わったのかについての事例研究を通じて、銀行による企業の創業や経営支
援、ひいては地方創生についての今日的意義を探求する。
(3)

金融市場未発達下での沖縄企業の資金調達分析
株式会社日本経済研究所 中村

研二

本稿では、金融市場未発達状況下の沖縄企業の行動と資金調達構造を検討する。金融市場未発
達下の企業の資金調達構造の分析は、東南アジア企業等にかかる開発経済学での分析は盛んであ
るものの、日本については、金融史分野での戦前の大手企業を中心とする分析が存在するほかは、
ほとんど存在しない。ところが、本土復帰前の米国統治下沖縄では、中央銀行が存在しないドル
通貨体制で金融市場が十分に発達していない状況下で、金融逼迫と企業の資金調達が問題となっ
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ており、琉球銀行作成の資金循環表、
主要企業財務諸表の時系列データである「業態別経営指標」
等のデータがあり、検討が行われていた。そこで、本稿では、琉球銀行の「業態別経営指標」等
を利用して、金融市場未発達状況下の沖縄企業の資金調達・運用構造につき、①先行研究整理、
②沖縄企業の経営内容・資金調達構造分析、③沖縄企業データによる計量分析を行う。
(4)

ランカスターの特性アプローチによる家計の金融資産選択行動
中村学園大学

吉川

卓也

Kelvin Lancaster, “A New Approach to Consumer Theory”, Journal of Political Economy, 74, 1966,
pp.132-57. で提示されたランカスターの特性アプローチの考え方を金融資産選択行動の分析に
応用したモデル
（特性モデル）により、近年における日本の家計の金融資産選択行動を分析した。
金融資産には、金融商品としてのそれぞれ固有の特性があり、需要者である家計は、各種金融資
産の特性（主成分分析の因子負荷行列により計測する）に注目してその需要量を決定し、金融資
産残高が決まると考える。安全性、収益性という特性（因子）の他に見いだされた保証性因子と
解釈した第 3 因子などから、分析結果を検討した。
近年、安全性という特性をもつ定期性預金はシェアを減らした一方、保険や個人年金商品など
私的年金は、一定のシェアを維持している。特性モデルによる分析からは、家計は、老後資金の
確保のために収益性資産への選好を高める一方で、特性として保証性をもつ資産である保険、年
金のシェアを維持していると考えることができる。

【E 会場】 セッション「経済主体の行動」
(1)

家計の近視眼的行動と出産・婚姻の選択行動
東京福祉大学

保原

伸弘

常葉大学

土村

宣明

今日、
日本の経済や社会を取り巻く問題として、小子化と刹那主義が挙げられる。これらは別々
に論じられることが多いが、本研究では現在より将来のことをあまり考えないからこそ出産の意
思決定をしないという立場をとる。そして、刹那主義の問題を時間選好率の大小で代理させ、少
子化と刹那主義を同一のモデルでとらえる。その上で、アンケート上で、時間選好率に関する経
済実験を実際の家計に行い、両者に実際に相関があるかを検証する。経済史の研究に、ローマ帝
国の滅亡の原因を少子化と刹那主義の同時進行に求めた研究もあり、本研究の視点は決して単な
る思いつきではないと考える。また、少子化の問題は女性の職場環境や家計の所得などと合わせ
て論じられることも多いが、主体が現在に比して将来のことをどうか考えるかという時間選好率
から考えるという新たな視点も提示する。
(2)

日本人はどんな県に住みたいか？：人々の移住県選択と地域の特性
岡山商科大学

山根 智沙子

本稿は、大阪大学 GCOE が 2008、2009 年度に実施したアンケート調査を用いて、人々の居住
県選択と地域特性の関係について分析を行なった。まず、移動に関するアンケートから、多くの
人が現在の居住県に満足し、今後も同じ県に住み続けることを希望していることが明らかとなっ
た。その中でも、人口規模の偏りを調整した結果、
「住みたい県」として最も多く選ばれたのは、
沖縄県であった。次に、人々がどのような理由で居住県を選択しているのかに焦点を当て、多項
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ロジットモデルを推定して要因分析を行なった結果、自然環境、地元・家族への思い、生活の利
便性といった地域の持つ特性が、人々の居住県選択という意思決定に大きく影響を及ぼしている
ことが明らかとなった。
(3)

東日本大震災被災三県の企業パフォーマンスと金融環境
神戸大学(院生)
九州産業大学

尾島

雅夫

新田町 尚人

東日本大震災被災 3 県（福島県、岩手県、宮城県）の企業パフォーマンス（売上高成長率など）
と金融環境の関係を、大規模企業データベース「orbis」のデータを用いてパネル分析で検討する。
日銀短観では、マクロ金融環境として、資金繰り DI、金利 DI、貸出態度 DI などが取り上げら
れているが、本報告では、マクロ金融環境のミクロ版を用いて、被災 3 県の企業の経営パフォー
マンスと金融環境とのあいだの関係が、第 1 に震災前と震災後で変わったのか、第 2 に企業パフ
オーマンスと金融環境の関係が福島、岩手、宮城 3 県のあいだで違いがあるのかなどを検討する。
テーマ別分科会

【A 会場】 セッション「生協組合員の家計構造からみる地域の生活創造」
(1)

子育て期の家計と地域による差異
公益財団法人 生協総合研究所

近本

聡子

「全国生計費調査」(日本生協連)を用い、家計における収支とライフイベントとの関係を中心
に分析を行う。
報告 2 では、子育て期の 20 年間動向と、新制度による社会保障費や自治体からの再配分をみ
る。保育所や子育て支援の利用はどのような状況なのか、また、地方間の差異にも注目し、都市
部の教育熱などがどのようなところに出現しているのか、またはいないのかを明らかにする。なお、
分析にあたっては、本調査データの特性による偏り等を考慮する。
(2)

消費支出に関する分析－とくに住宅費と教育費について－
東京国際大学

上枝

朱美

生協組合員の消費支出、とくに住宅費と教育費に焦点を当てて、日本の消費者（特に女性全体）
と比較を行い、生協組合員の消費の特徴を発見したい。そして、家賃・住宅ローンの支出額や教育
費が、所得や年齢、地域によってどの程度異なっているかについて研究を行う。地方間の格差が
どのようなところに出現しているのか、またはいないのかを明らかにする。また中年層では、住
宅費と教育費を同時期に支出する家計も存在する。そこで住宅費と教育費との関連について分析
する。
生活創造の基盤として、収支とともに、教育や住宅の費用をみることで、より深い構造分析を行う
ことが可能となる。分析により、よりよい生活づくりに向けた提言を行いたい。さらに住宅費負担の
現状分析から、今後の住宅政策のあり方について政策提言を行う。
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(3)

“生協生計費データ”を用いた老後生計費の考察
国立社会保障・人口問題研究所

山本

克也

日本生活協同組合連合会から提供を受けた『生協会員生計費データ』を使用し，生協会員の老
後生計費の分析を実施する。同生計費データは，基本的に収入・消費項目については「家計調査」
や「全国消費実態調査」に準じているが，資産に関する項目は，個人年金等の金融資産の一部を
除いてない。分析では，黒字＝可処分所得－消費支出から推計貯蓄額を求め，家計が後期高齢期
になった場合の医療費・介護費を賄えるかという問題の考察を主軸に展開する予定である。
現行の生協会員の所得水準は高く，子育てが終わった高齢期になると，消費（特に教養・娯楽）
が増加傾向にある。特にこの世代の年金受給額は高く，このことが消費性向の高さを導いている
可能性は大きい。ただし，中年・若年層がこのような幸福な老後生活を維持できるかは，今後の
医療及び介護の動向（保険料及び自己負担率）にかかっている。分析では，医療及び介護の動向
を踏まえた家計の試算も実施する予定である。
(4)

収支とライフイベントのタイミング及び地方格差分析
日本女子大学

天野

晴子

「全国生計費調査」(日本生協連)を用い、家計における収支とライフイベントとの関係を中心
に分析を行う。
報告 2～4 では、子育て新制度による社会保障費や自治体からの再配分、教育費と住居費のバ
ランスの動向、公的年金の家計維持能力等、各世代に特徴的な費目に関連する内容が検討される。
5 番目に当たる本報告では、これらの個々のテーマ関連費目を含む家計支出を総体として把握し、
収入と支出の全体像を世代（年齢階級）別に明らかにするとともに、生涯の収支バランスとライ
フイベントの関係を検討する。さらに、地方間の格差にも注目し、格差がどのようなところに出現
しているのか、またはいないのかを明らかにする。なお、分析にあたっては、本調査データの特性に
よる偏り等を考慮する。

【B 会場】 セッション「世帯別に見た全消ミクロデータ分析」
(1)

『全国消費実態調査』を用いた所得と介護サービス利用の分析
千葉商科大学

齋藤

香里

本分析では、
『全国消費実態調査（平成 16 年）』を用い、①所得と介護サービス利用の相関は
単身世帯と一般世帯で異なるのか、②単身世帯と一般世帯で貯蓄現在高が介護サービス利用に与
える影響は異なるのか、という 2 つの疑問について明らかにした。①については、単身世帯にお
いては、特に低所得層は所得が低いほど介護サービスの利用額が多くなる傾向にあり、中所得層
は介護サービス利用に所得の影響を受けず、高所得層は所得が上がるほど介護サービス利用が増
えていた。一般世帯においては所得の増加とともに、介護サービスの利用も増加していた。②に
ついては、単身世帯では貯蓄現在高と介護サービス利用額には相関関係がほとんどなく、一般世
帯では貯蓄現在高が多いほど介護サービスを利用する傾向にあった。
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(2)

世帯類型別に見た貧困世帯の実態
群馬医療福祉大学

白石

憲一

本研究では真に必要な社会保障給付の明確化の必要性という問題意識の下で、相対的貧困層の
中で、様々な世帯類型ごとの実態を統計データから明らかにすることを目的とする。通常相対的
貧困の基準に等価可処分所得の金額を用いられることが多いが、金融・実物資産額、就業者数な
ど生活リスクとなる要因は所得以外にもあり、貧困世帯の多様性の実態を実証的に明らかにした。
分析の結果、第 1 に貧困世帯の数が多い世帯類型でも貧困になるリスクが低い場合や、貧困世
帯の数が少ない世帯類型でも貧困になるリスクが高い場合が確認され、世帯類型ごとの貧困世帯
数と貧困世帯になるリスクは区別する必要性がある。第 2 に、貧困世帯の中でも金融・実物資産
額や就業者数に大きな違いがみられ、多様性が確認された。第 3 に、貧困世帯の中でも特に男性
は就業している割合が高い傾向がみられ、本人の自助努力だけでは貧困の解消に限界がある可能
性を指摘した。
(3)

高齢者世帯の類型別消費支出の分析
嘉悦大学

和泉

徹彦

政府の公表する試算に用いられるようなモデル世帯には当てはまらない高齢者世帯が直面する生活
リスクを明らかにし、自助及び社会保障による備えの必要性を測る。モデル世帯によって示される統
計結果は、平均値によって示され、家計類型によってどのような消費実態があるのか、生活リスクは
どのように存在するのかについて明らかにされてこなかった。
本研究における「全国消費実態調査」を対象とした分析において着目するのは、公的年金モデル世
帯のみならず、現役時代高所得世帯、現役時代低所得世帯といった家計類型別に医療・介護リス
クに生活費・資産が十分であるかについてである。実態として、高齢者世帯で公的年金のみで生
活費が賄えているのは 3 割程度に留まることが判明した。
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