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2025 年、団塊の世代がすべて後期高齢者となり、
日本はかつてない超高齢社会を迎えます。
それに伴い、高齢の単身世帯が増加。
孤独死の問題が懸念されています。

 「2025 年問題」をご存じでしょうか。
2025 年は、1947 年から 49 年生ま
れの団塊の世代が全員 75 歳以上
の後期高齢者になる年。国民の 3
人に 1 人が 65 歳以上、5 人に 1 人
が 75 歳以上という超＋超高齢社会
がやってきます。現役世代が減少す
る中で高齢者が増加し、社会全体
に深刻な影響を及ぼすこの問題は、
早くから取り沙汰されてきました。
　それに伴い、単身世帯（ひとり暮
らし）の高齢者が増加することが
予測されています。長寿化の影響に
より80 歳以上の単身世帯はますま

期発見できます。しかし、単身世帯
の場合、死亡して何日も、いや何ヵ
月も発見されないままでいることが
あります。最期を迎えるときがひと
りであるか否かということよりも、
そちらのほうが問題です。
　孤独死は年間約 3 万件といわれ、
東京 23 区内では約 5,000 人が孤
独死というデータがあります。

　一般社団法人日本少額短期保険
協会・孤独死対策委員会の調査に
よれば、集計の対象となった孤独
死 3,392 件（2015 年 4 月〜 2019 年
3 月）で、孤独死が発見されるまで
の期間で一番多かったのは「3 日以
内」でした。全体の 7 割近くは 2
週間以内に見つかっているそうです
が、それは裏返せば、3 割近くが
それ以上時間が経って発見されてい
るということです。
　音信不通などを心配して近親者

す増加。それだけでなく、未婚化
などの影響で 50 歳以上の単身世帯
も増加するといわれています。

　部屋中にゴミが散乱し、小さな
テーブルの上には食べかけのお弁当
と飲み残したビール。止まったまま
の日常の中で動かなくなったひとり
の男性……。孤独死の現場の惨状
は、本や雑誌、テレビ番組などで
もたびたび取り上げられてきました。
最近では、遺品整理人の女性が孤
独死の現場のミニチュアを制作し、
その悲惨な状況を伝えたことが話
題になりました。
　単身世帯が増加すると、孤独死
も増加する可能性が高くなります。
　内閣府によれば、孤独死とは「誰
にも看取られることなく亡くなったあ
とに発見される死」のことをいいま
す。病死、突然死、自殺など死因
はさまざまでしょう。近くに家族が
いたり同居していても孤独死する場
合もあるでしょうが、誰かとつながっ
ている、誰かが見守っていれば早

が発見するケースは 3 割程度。賃
貸住宅の管理会社やオーナーなど
が第一発見者である場合が一番多
いということです。身寄りがない人
の場合、部屋のオーナーが家具の
処分やリフォーム代を負担するとい
う金銭的な問題も発生しています。
　では、孤独死を防ぐにはどうした
らいいのでしょうか？　誰かとつな
がっている—これが一番重要です。
そうでなければ孤独死は避けられ
ません。普段から地域の人たちな
どと交流し社会的に孤立しないよう
に、また、させないようにすること
が大切です。
　もしものときの備えとして、緊急連
絡先や大切なことを記しておくことも
重要です。終活情報を登録する事
業を行っている横須賀市や、終活を
サポートしてくれる自治体もあります
が、まだわずか。単身世帯であるな
ら、各自がそのことを自覚ししっかり
と備えておく必要があります。

　2025年はもう目の前

　死後何日も発見されない

　孤独死を防ぐには

孤独死を防ぐ

一般社団法人日本少額短期保険協会・孤独死
対策委員会「第4回孤独死現状レポート」より
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配偶者被相続人

甥・姪

子が死亡している場合

養子を含みます

父母が死亡の
場合は祖父母

兄弟・姉妹が
死亡している場合

子

父 母

子
兄弟・姉妹

必ず相続人
になります

第2順位
（直系尊属）

第1順位
（直系卑属）

第3順位
（傍系血族）

第3順位

第1順位

孫

なりますが、あくまで（死亡時
において）戸籍上の配偶者で
あって、いわゆる内縁の妻はこ
こでいう配偶者には含まれませ
ん。当然ですが、離婚した配
偶者、先に死亡した配偶者に
も相続権はありません。
②生き別れた子どもであっても
　第 1順位
　故人の子どもである以上、
何年会っていなくても、名字が
変わったとしても第 1 順位の
法定相続人です。よく「あの
娘は、他の家に嫁いだから関

係ないでしょ」と勘違いされ
ている方がいるので注意して
ください。
③養子も子ども（第 1順位）
　故人の実子ではなく養子で
あっても、第 1 順位の相続人
となります。実子と差はありま
せん。ちなみに、養子（特別
養子を除く）は養子縁組先の
相続人となるのはもちろんです
が、実家の相続権が消滅する
わけではないので、実父が死
亡したときには子どもとして法
定相続人となります。
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ヒント

最近、「フレイル」という言葉を
よく耳にしませんか？ 
フレイルとは、どのようなことなのでしょうか。

くらしのくらしの

　ジューシーで、ジュワッと甘さが広がる桃。おい
しいだけでなく、漢方薬としても利用されること
がある桃は、古くから日本人に愛されてきました。
　福島県の桃の生産量は全国第 2位。「くだもの
王国ふくしま」を代表するフルーツです。太陽の
光をいっぱい浴びて育ったみずみずしい桃は、そのまま食べるのは
もちろん、ジュースやさまざまなスイーツにも加工されているので、
旬の時期でなくてもそのおいしさを味わうことができます。桃そっ
くりのお菓子もありますよ。

　フレイルとは、高齢になって

筋力や心身の活動が衰えた虚

弱の状態をいいます。簡単にい

うと、健康な状態と介護を必要

とする状態の中間の状態のこ

とで、英語のFrailty（虚弱）が

語源です。フレイルは、体重減

少や筋力低下などの身体的要

因だけでなく、気力の低下など

の精神的な要因や暮らし方な

どの社会的要因もからみ合っ

ています。

　早く気付いて適切な対策を

すれば、今より悪い状態になら

ないようにできたり、改善でき

ることもあります。

　2020年度から75歳以上の

後期高齢者対象の健診に、フ

レイルの状態になっているかど

うかをチェックする健診が加わ

ります。これまでの健診のメタ

ボ対策に着目した質問項目で

は、高齢者の特性を把握する

ものとしては十分とはいえない

ということで検討された結果、

健康状態や食習慣、社会参加

などから15の質問が構成され

ました。「1日3食きちんと食べ

ていますか？」「週に1回以上

外出していますか？」などの質

問票に「はい」「いいえ」で回

答する形になっています。

　上記は、フレイルを予防して健

康長寿を実現するための3つの

ポイントです。特に社会参加の

機会が低下すると、フレイルの入

口に入りやすくなるそうです。

　この3つはお互いに影響し

合っていますので、どれかひと

つではなく3つをうまく生活に

取り入れてフレイルを予防しま

しょう。

フレイルとは フレイルの健診を実施 フレイルの予防

桃 福島県

　例えば、Ａさんに妻と子ども
2 名、Ａさんの両親も健在で同
居している場合、Ａさんが死亡
すると、Ａさんの法定相続人は
第 1 順位の子ども 2 名と配偶
者になり、Ａさんの両親は同
居していても相続権はありませ
ん。なぜならＡさんの両親（第
2 順位）よりもＡさんの子ども

（第 1 順位）のほうが優先す
るからです。

①「配偶者」は戸籍上の配偶者
　のこと
　配偶者は常に法定相続人と

司法書士

井上真之
司法書士法人NCP・

株式会社NCP相談センター代表

フレイルってなあに？

相 続 コ ラ ム ❹

誰が相続人になるのか覚えておく

法定相続人となる人
（優先順位）は
法律で決まっている

◎注意点

● 栄養（食・口腔機能）
　よくかんでしっかり食べましょう
● 運動（身体活動・運動など）
　10 分多く身体を動かしましょう
● 社会参加
　（趣味・ボランティア・就労など）
　自分に合った活動を見つけましょう

★福島県

参考：飯島勝矢監修・東京大学高齢社会総合研究機構「ストップフレイル」、厚生労働省ホームページ

「子どもが死亡したとき、母親なのに子どもの財産を相続できない」　
そんなバカな…と思われる方もいるかと思いますが、子どもに子どもがいれば、
そのような結論になります。今回は法定相続人の説明をします。　
必ずしも「家族＝法定相続人」ではないので注意してください。

第１�順位＝子ども（子どもが
死亡している場合は孫）

第 2順位＝親
第 3�順位＝兄弟姉妹（兄弟
姉妹が死亡している場合
は甥・姪）

※�配偶者がいるときは、上
記相続人と一緒に配偶者
も法定相続人となります。

法定相続人の優先順位

法定相続人の範囲と優先順位

〈覚え方〉①子ども（孫）＞�②親＞�③兄弟（甥・姪）
　　　　�※配偶者は常に法定相続人
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　たくさんのお便りありがとうございました。
　次号も皆様の投稿を募集します。テーマは特に
ありません。最近の出来事や思うことなどなんで
も結構です。添付のはがきか郵便はがきに必要事
項をご記入のうえ、株式会社メモリード・ライフま
でお送りください。
　掲載された方には、クオカード（QUOカード）
をプレゼントします。

　12 号の「変わりゆく仏壇」を読み、仏壇
もずいぶん変わっているんだなあと思いまし
た。ひとり暮らしの姉の家にも仏壇があり、
姉がいなくなったら誰が引き取るの？ 位牌
は？ と気になってしまいました。
　大きくて場所を取るので、この仏壇をなん
とかしたいと姉は言っていたので、今はこう
いう仏壇もあるのよとこの記事を紹介したい
と思います。

  （東京都・佐藤美枝子さん）

「変わりゆく仏壇」を読んで

ご登録情報に
お変わりありませんか？

ご住所やお電話番号等、変更がありましたら、下記までご連絡ください。
フリーダイヤル　0120-244-888（平日9：00〜17：00）
株式会社メモリード・ライフ　〒101-0064�東京都千代田区神田猿楽町2-8-16�平田ビル6階

『らいふ』第 13 号
2020 年 1 月1日発行　発行／株式会社メモリード・ライフ

TALK  

●仏壇に対する考え方が変わっています。箱がなく、
自分でレイアウトできるものもありますよ。元気なうち
に話し合いをされることをおすすめします。

　葬儀保険新聞『らいふ』は、今の時代の
悩みや変化がわかりやすく書かれていて、大
変参考になり、行動を起こしやすくなると思
います。
　記事の量も適当で、一気に読めました。

（宮崎県・番匠たつ子さん）

『らいふ』が参考になった

●お役に立てたようで嬉しいです。これからも皆様に
とって大切な情報や最新の情報を発信していきます
のでよろしくお願いいたします。

親戚のありがたさ

　高齢になったもののまだまだ元気だと思っ
ていた叔父、叔母が次々に亡くなりました。
そのたびに親戚みんなで送ってきました。叔
父、叔母がいなくなるのは悲しいですが、お
葬式のたびに親戚のあたたかさやありがたさ
を感じています。
　世間では、親戚と付き合わない人も多いよ
うですが、私にとっては掛け替えのない人た
ちです。家族葬がはやってますが、お葬式
は家族だけでいいなんて寂しいですよ。

（群馬県・新井慶子さん）

●家族葬や直葬などが増え、お葬式の規模が小さく
なり参列者が減っています。それぞれ考えあってのこと
でしょうが、故人を送る気持ちは大切にしたいですね。

PRESENT

クオカードプレゼント！

L
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皆様からの
お便り

　明けましておめでとうございます。

　令和への御
み よ が

代替わりを受けて、皆様も心を新たに過ごされていることと

思います。メモリード・ライフは令和 2 年 4 月に、開業から13 事業年度

目を迎えることとなります。おかげさまで業績は順調に拡大し、12 事業年

度末では保有契約件数 9 万件、収入保険料 30 億円と少額短期保険の

生保分野ではトップの業績を達成する見込みです。シニア層の皆様の、葬

儀費用準備のための保険として、多くの皆様に認知していただき普及・拡

大できていることに感謝します。

  ここ数年は当社委託代理店からの商品ご案内に加え、テレビ・ラジオで

のコマーシャル、新聞、雑誌等での広告展開、またセミナー等によるご案

内を展開しており多くの反響をいただいています。

　令和 2 年においても、引き続き積極的な広告宣伝、お客様への継続的なサポートの展開、

さらに葬祭事業とのシナジーを最大限に生かすことにより、お客様への包括的なサービスの提供

に努めてまいります。引き続き、皆様のご支援ご協力を賜りますようにお願い申し上げます。

株式会社メモリード・ライフ    代表取締役社長　高原芳信

全国の各地域で広告宣伝を行っています。

【テレビ】
全国：日本テレビ系「情報ライブ　ミヤネ屋」
長崎：KTN、NBC、NCC、NIB
佐賀：STS
福岡：FBS、RKB
宮崎：UMK、MRT

【ラジオ】
長崎：NBC ラジオ、FM 長崎
宮崎：FM 宮崎
関東：TBS ラジオ、文化放送、ニッポン放送
関西：ABC ラジオ、MBS ラジオ

【新聞・雑誌】
読売新聞、聖教新聞、上毛新聞、長崎新聞、
佐賀新聞

【地域別情報誌】
季刊誌『はいから』（東京）

　昨年度、ご好評をいただいた牛肉キャンペーンを新年の
スタートにあたり今年も実施いたします。資料請求をいた
だいたお客様の中から抽選で 100 名様に「松阪牛」をプ
レゼント！　
  応募期間は 2020 年 1月1日
より2020年3月31日まで（当
日消印有効）。当選者への賞品
発送は 4 月予定。たくさんのご
応募お待ちしております。

2020年度
テレビ・ラジオ等の広告宣伝 資料請求キャンペーン

松阪牛を
100名様に

プレゼント！

謹賀新年！ 令和2年もよろしくお願いいたします

※写真はイメージです。

Ⓒ 2005 VVN

メモリード・ライフは令和2年も
V・ファーレン長崎

（Jリーグ・プロサッカークラブ）を
応援します！


