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「70歳以上まで働く」3割に

（チャートは語る）M&A
割高感強まる 
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日本経済新聞社が初めて実施した郵送世論調査で、70歳を過ぎても働く意欲を持ってい
る人が3割を占めた。働いている人に限定すると37%に上る。2017年の70歳以上就業率
（15%）を上回り、高齢者就労を促進する政府の取り組みにあわせて労働参加が進みそ
うだ。一方で8割近くが老後に不安を感じている。社会保障の負担増や給付減に備え、長
く働いて収入を確保しようとする様子がうかがえる。

マネー

人事ウオッチ

有料会員限定  記事 今月の閲覧本数： 1 本  登録会員の方は月 10 本まで閲覧できます。

老後に不安77% 日経調査
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一覧 

1.
2.

令和を歩む（3）脚本家
北川悦吏子氏 

3.

（ニュース フォーキャス
ト）8日、ゆうちょPay開
始 

クリックすると「数字で見るリアル世論」へ

何歳まで働くつもりかを聞くと平均66.6歳だった。高年齢者雇用安定法では希望者全員
を65歳まで雇うよう義務づけているが、これを上回った。60歳代に限ると平均は69.2歳
に上がり、70歳以上まで働く意欲のある人が45%を占めた。



日経からのお知らせ



キャリア採用、通年で募集



「見えてきた？」特設サイト公開中



【春割】電子版が6月末まで無料！締切は10日

おすすめ情報
採用専門、求む新型リクルーター
足しげく通うワケがある、あの店あの味
高ストレス状態の時のセルフケア術
「令和」が専門家を驚かせた３つの理由
企業が対応すべきハラスメントとは何か
フランク・ロイド・ライトの息吹薫る家
接待の店選び ポイントとは何？
ポケットに入る「小さな」キーケース

[PR]
HARUMI FLAG
担当者が語る、大規模プロジェクトの
魅力とは？日当りや眺望、共用室など

画像の拡大
就労と密接な関係にある公的年金の支給開始年齢は現在、原則として65歳だ。基礎年金
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ＪＩＣＡ債が担う未来
ＳＤＧｓ達成に向けて持続可能な世界

一覧はこちら
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（国民年金）は20～59歳が保険料の支払期間で、60～64歳は支払わないが原則支給も
ない。一定のセーフティーネットを維持しつつ、働く意欲のある高齢者には働いてもら
えるような社会保障改革の議論が急務になっている。
雇用形態別で見るとパート・派遣社員らで70歳以上まで働くと答えた人は34%だった。
年収別では低いほど70歳以上まで働く意欲のある人が多い傾向があった。300万円以
上500万円未満の人は32%、300万円未満は36%に上った。収入に不安があるほど長く

を作ろう／国際協力機構
人手が足りない・・・
BIZトレンド監修、限られた人材を活
かすための業務アウトソーシング活用
法
資産形成応援プロジェクト
人生100年時代のマネー 今こそ資産
形成を考えよう！

働く必要性を感じるとみられる。
老後に不安を感じている人は77%を占めた。30～50歳代で8割を超えており、この世代
では不安を感じる理由（複数回答）で最も多いのはいずれも「生活資金など経済面」だ
った。全体では健康への不安が71%で最も多く、生活資金など経済面が69%で続いた。
老後に向けて準備していること（複数回答）を聞くと「生活費など資金計画」が46%で
最多。続いて「健康づくりなど予防活動」が41%で、「具体的な貯蓄・資産運用」をあ
げる人も33%いた。
将来の生活に必要なお金を得るための取り組み（複数回答）として、最も多かったのは
「預貯金」で59%。「長く働くための技能向上」も13%に上っており、生涯現役を見据
えてスキルアップに意欲を示す傾向が強まりそうだ。
一方、社会保障制度のあり方を巡っては意見が割れた。「中福祉・中負担」と、財政状
況から現実味の乏しい「高福祉・低負担」がそれぞれ3割で拮抗した。年収別でみると、
高所得者は「中福祉・中負担」を支持する一方、所得が低くなるほど「高福祉・低負
担」の支持が高い傾向にあった。
安倍政権が実施した社会保障改革は介護保険料の引き上げなど高収入の会社員らの負担
が増える施策が目立つ。社会保障制度の持続性を高めるには、対象の多い低所得者層の
負担や給付の見直しが欠かせないが、改革の難しさがうかがえる。
いま幸福かどうかを10点満点で聞いたところ、平均は6.4点。既婚者で子どもが小さい世
帯ほど点数が高かった。10年後の点数について「現在と同程度」を5点として尋ねると、
平均5.5点と現状よりやや高い結果だった。
調査は日経リサーチが18年10～11月に、全国の18歳以上の男女を無作為に抽出して郵
送で実施。1673件の回答を得た。回収率は55.8%。
郵送世論調査の詳細はこちら（データ量が多いため、一部の端末ではうまく表示でき
ない場合があります）

日経電子版が6月末まで無料！
春割は5/10締切！無料期間中の解約OK！

春割に申し込む
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令和を歩む（3）脚本家

3.

（ニュース フォーキャスト）8日、ゆうち
ょPay開始 

4.

（私の履歴書）橋田壽賀子(5)丸めがね 

5.

世界株、高値目前に足踏み 

6.

（春秋）長く新聞社に勤めていると、なぜ
このような仕事をしているのだろう、... 

7.

北朝鮮、窮余の挑発再び
協議 

道筋描けぬ対米

8.

（迫真）皇位継承（下）
手探り 

「身近な皇室」

9.

中国に「借り手」卒業促す

10.

北朝鮮が「飛翔体」発射 

北川悦吏子氏 

アジア開銀 

5/5 9:00 更新
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関連記事
個人情報「提供したくない」4割
論調査 

本社郵送世

外国人増「良い」66% 若年層ほど支持
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日経クロストレンド

「令和」になって消費はどう変わる？
ードで予測
日経 xTECH（クロステック）

検証システム裁判

日本「技術」に強み75% 本社郵送世論調査

郵送世論調査の詳細
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2019/1/21 2:00

6つの新キーワ

失敗の深層を探る



TOPIC

昨日、惰性の時代が終わった

類似している記事（自動検索）

1分解説

アマゾン「所得税ゼロ還付金1億ドル」の衝撃

年金開始、75歳も選択肢に
毎月の受取額は2倍 

働く高齢者の年金減額制度、廃止・縮小に賛
否分かれる 

2019/1/26 2:00

2018/11/2 20:00

WOMAN SMART

悩める営業女子

女性の老後はお金がかかる
護は3回？ 働いて備え
2018/8/23 5:40

PR

介

老後の生活費をどう工面
繰り下げやトンチン保険

年金

救ってくれるイベントとは？

出世ナビ

顧客連絡「スピード命」

2018/7/12 5:40

ヘルスUP

有森裕子

ベンツ販売、5年連続優秀賞

マラソン女子が令和の東京五輪で勝つには

グルメクラブ 話題のこの店この味

コーヒーを五感で体験

【春割】実施中！日経電子版が翌月末までお得／申し込みはこちら

急増するロースター併設カフェ

関連キーワード
今さら聞けない接待のマナー 準備編

日経リサーチ

失敗できないお店選び

心得ておきたいポイントとは

個室で過ごす贅沢なひととき ～大切な友人やご家族とも～

間内でも個室でゆったりとくつろげるお薦めの店
 電子版トップ

関連ノート Evernote連携をする
PR

家を売りました！仲介手数料49.8万円でお得に売却！／マンションマーケット

PR

渋谷エリアに10カ所以上 日経OFFICE PASSなら月額14,980円で自由席が使い放題

PR

「企業からのお知らせ」掲載企業をこちらでご確認いただけます

PR

注目のマンション＆都市型戸建て物件そろう！／春の新築物件セレクション

PR

アイデアを拡張してくれる先進ビジネスツールが続々登場／未来ショッピング

PR

最新のサービスやイベント情報をお届けします【日経電子版コンシェルジュ】

PR

不動産の専門家に聞く。事業承継でこそ生かすべき不動産戦略／三菱地所リアル

PR

行けなかったあのセミナー「動画」で視聴できるんだ！／イノベーション

PR

現役大学生が密着取材！BtoB物流の雄、センコーグループ流の新人育成

平成の「先」の時代を考える

「令和の新札」肖像を右側に描く理由
産業医が教えるスギ花粉症の3対策

マスクをしていても辛い季節

ウーマノミクス・ストーリー

育児休業で見つけた家族の顔、分かった孤独（積水ハウ
ス）

PICK UP

日経Smart Work大賞2019 大賞にサントリーホー
ルディングス

さらば平成！君は"夜明け"を見たか

ガイアの夜明け
[PR]トレンドウオッチ

一覧

令和時代の働きかた!?

わたし、定時で帰ります。

仕事の邪魔をしないBGMラジオ

電子版を読みながらどうぞ◆平日8～21時30分
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第25回国際交流会議「アジアの未
来」5月30日-31日、東京で開催 各国首脳らアジアの
リーダー登壇
オスマン帝国の栄華伝える「トルコ至宝展 チューリッ
プの宮殿 トプカプの美」 国立新美術館で開催中
日経TEST
企業・団体試験
ご希望の日時と場所で実施できます。
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