


自分らしい
シニアライフ、
50歳から
デザインしませんか？

50歳は人生のハーフタイム。
本当にやりたかったこと、
これからもっとやりたいこと、
自分のために、みんなのために…。
あなただけのライフデザインを描いて
パートナーや家族、友人、知人、
そしてこれから出会う誰かと
新しい自分でつながっていこう。
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この本では、「これからの未来」を
考える時期にさしかかっている 50
歳〜 64 歳の方々を 50⤴︎（フィフ
ティ・アップ）世代と名付けました。
その世代を代表するふたりのキャラ
クターが、「これからの未来」の人
生を考えるうえで役立つさまざまな
テーマや情報をみなさまとともに共
有し、考えていきます。

目次も
あるしね！

でもやっぱり最
初からじっくり
読んでほしいな。

ふたりのキャラが､
みなさまと
ご一緒します。

この読本の
読み方ガイド

これからライフのために、
気になるところだけ読むなら…。

元ラグビー部の 55歳。ずっと仕事第一
だったが、最近はこれからの未来がちょ
っぴり気になることも。いつか東京マラ
ソンに出るのが夢。趣味は音楽と星空観
測。定年退職後は友人とバンドをやろう
と盛り上がり、最近は仕事帰りにぶらり
と楽器店をのぞいたりしている。

Mr. 50⤴︎
（ミスター フィフティ・アップ）

友人たちも子育てから手が離れ、毎日を
楽しく暮らしたい 55歳。親の介護に関
わる人も出てきて自分も考えなければと
思うことも。将来は旅行ざんまいが夢で
地道に 500 円玉貯金中。海外旅行のた
め語学教室に通うことも検討中。社会貢
献にも興味はあるが、もうちょっと先。

Ms. 50⤴︎
（ミズ  フィフティ・アップ）

社会情勢、時事、福祉、医療、健康、労
働関係、趣味、学び、社会貢献､ 東京に
ついてなどなど、幅広い分野に関して膨
大な知識を持つ博士。未来や最先端の課
題にまで精通。人生 100 年時代をより
良く生きていく知恵を、機会を見つけて
はアドバイスしてくれる。

50⤴︎先生

退職したらどうしよう
仕事、第２のキャリアについてなら

Part ２ 「仕事編」へ P28

いつか人の役に立ちたい
ボランティア、社会貢献なら

Part ２ 「社会貢献編」へ P56

将来の困りごと、不安解消！
サポートについて知りたいなら

 Part ５へ P138

退職後は人生を楽しみたい
ならいごと、趣味で充実なら

 Part ２ 「学び編」
　　　　「趣味編」へ

P38
P48

いつまでも元気で活躍したい
健康長寿のヒント

 Part ４へ P110

知識や情報、Q&Aで
親の介護にすぐ役立つ！

Q&A へ P184
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この本の内容をより深く、身近なものとして理解し、自分らしい「これ
からライフ」を考えるのに役立つよう、巻末に「ライフ・プランニング
ノート」の付録を付けました。各パートのテーマと連動するページ「考
えてみよう」に、書き方も掲載しています。記入例を参考に書き込んで、
自分が考えるヒントとしてご活用ください。

考えてみよう①　したかったこと、なりたかったものは？   12

考えてみよう②　将来過ごす１週間は…？   78

考えてみよう③　将来過ごす１日は…？   80

考えてみよう④　自分を客観的に見てみる   136
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「ライフ・プランニングノート」の使い方巻末付録

自分らしい「これから」の計画を立てるために

50⤴︎の将来には、こんなことが起こるかも…   142

将来のいろいろな困りごとは、身近な助けで解決できる？   146

身近で解決できない困りごとは地域包括支援センターへ！   151

困りごとをサポート！こんな仕組み＆取り組みがある   152

頼りになる助け！基本的なサポート①   154

暮らしの近くに心強い支え！基本的なサポート②   156

思い描く暮らしを実現！多彩な生活のサポート   158

将来の困りごと解決ケーススタディ   162

安心＆元気に暮らしたい   138

50 歳からの地域デビュー   176

50⤴Q&Aこんなときどうする!?   184

50⤴お役立ち情報   202
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これからライフ
どうしたい？

仕事に家庭のウチソトのあれこれに、オンもオフも大忙し。
そんな50⤴世代にも年を経て、やがて自由な日常が!?

あなたの夢のライフプランは…？

1
Part
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60代、70代、80代…と、人生まだまだこれから。
時間がたっぷりあったら、さて、どんなふうに過ごしたいですか？

みんなの「これからライフ」
どうしたい？

趣味を楽しみながら
のんびり過ごしたい

長く楽しめる
スポーツを始めたい

学生時代の友人と
ゆっくり会いたい

自分史を
書いてみたい

昔やっていたバンドを
もう一度復活させたい

地域の
子供たちに

ボランティアで
関わりたい

手づくり
したものを

ネットで売って
おこづかいに

したい

語学を勉強して
東京に来る外国人の

ガイドをしたい

これから
打ち込めるものを

見つけたい

今の職場で
ずっと働きたい

世界一周の旅を
してみたい

郊外に
畑を持って

野菜を
育てたい

子育て世代を
手助けしたい

日本各地の
世界遺産に行きたい

何をやっていいのか
見当がつかない

動画サイトに
投稿したい

家の片付けを
じっくり
やりたい

これまでの
仕事を

生かして
起業したい

自分の
専門分野を

勉強し直したい

どれも
楽しそうで
迷うなあ…

自分に
合っているのは

どれなんだろう？
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昔の夢や気持ちを思い出すことが、これからライフを考えるヒント
になることも。やり残していること、本当はやりたかったことなど
を書き出して、それにチャレンジしてみては？

考えてみよう1
ライフ・プランニングノート

したかったこと、なりたかったものは？  ［巻末付録記入例］

思いつくまま、自由に記入。
家族や周りの人と話しなが
ら書くと思い出しやすい。

記入のしかた

1

プロ野球の選手、お料理の先生、警察
官、消防士、ピアノの先生、会社の社
長、キャリアウーマン、花屋…etc.

昔なりたかったものと
その変遷

3

富士山登山、ならいごと（ピアノ）、
学級委員、お祭りでおみこしをかつぎ
たかった、飛行機の操縦…etc.

子供のころ
やりたかったこと

2
正義の味方になりたかった、歌手にな
ってテレビのベスト10 番組に出演し
たかった、プロ野球の選手、お菓子の
家に住みたかった…etc.

子供のころの夢

4

歌手、アカデミー賞俳優、プロレスラ
ー、オリンピック選手（種目は何でも）、
陶芸家、小説家…etc.

心の中の「本当は
なってみたかったもの」

5

司法試験を受けたものの落ちて挫折、
バンジージャンプ（若いころなかっ
た）、フルマラソンに出て完走できな
かった、モトクロスをやってみたかっ
た…etc.

やりたかったけれど
できなかったこと、
課題が残っていること

1 2 3

4 5

12 13Part 1　これからライフ どうしたい？



いきなり「これから」と言われ
ても…。そんな人は、この
チャートから始めてみて。チャートで診断！  自分にぴったりの　　  　「これからライフ」

「何をしていいか分からない」「もっと自分に合っていることが　　　　　  あるのかも？」そう思ったらトライ

Aタイプ

社交派

Bタイプ

のんびり派

Cタイプ

アクティブ派

Dタイプ

独立独歩派

人からよく
「マイペース」
だと言われる

友達の数は
多いほうだ

誘われたら
なかなか
断れない

みんなでやるより
一人でやるほうが

好きだ

「いいね」を
もらいたい
気持ちが分かる

自分はこだわりが
強いほうだと
思う

旅行の手配を
自分でするのは
苦にならない

飲み会では
場を盛り上げる
ほうだ

休みは家で
過ごすことが
多い

人と違っている
ことがあまり
気にならない

初対面の人と
同じテーブルに

なったら、
話しかけるほうだ

YES

YES YES

YES YES

YES

YES

YES
YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

START !

YES
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人と関わったり、何かを行うときの傾向を4タイプに分けました。
あなたの「これからライフ」を考える際の参考にしてみてください。

チャート結果から分かる！
タイプ別・傾向と対策

受動的／
活動性低

アクティブ／
活動性高

外向的／社交性高

内向的／社交性低

社交的でコミュニケーションが上手。集まりに
顔を出したり、自分でイベントを企画したりす
ることが苦になりません。いろいろなことに
チャレンジすることで、さらに友達や知り合い
が増え、ネットワークが広がることが喜び。み
んなでやる活動に向いています。（→P18）

目立ったり頑張ったりするのが少し苦手。みん
なでワイワイより、一人や気心の知れた仲間と
一緒に過ごすのが好きなタイプ。比較的慎重に
物事を進め、新しいことを始める際もゆっくり
時間をかけて取り組んでいきます。何かをやる
ときは「マイペース」がキーワード。（→P20）

社交派

のんびり派

好奇心旺盛で、友人や情報に刺激されて、いろ
いろなことにチャレンジしたり、熱心に活動し
たりするタイプ。やや内弁慶で、誰とでも仲良
くなるわけではありませんが、人との結びつき
を大切にする傾向が。何かをやるときは「誰か
と一緒に」をキーワードにしては。（→P22）

人とは違っても自分の考えや信念を優先し、自
分が興味を持ったことなら周囲が驚くような大
胆な行動を起こすこともあるタイプ。何かをや
るときは、「自分がしたいことは何か」を中心に
考えるとよいでしょう。わが道を突き進むため
には、社会との関わりも大切に。（→P24）

アクティブ派

独立独歩派

Aタイプ Cタイプ

Bタイプ Dタイプ

Aタイプ

CタイプDタイプ

Bタイプ
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会社などの組織に関係なく人間関係を
築けるあなたは、地域や趣味のネット
ワークでも世話役などを頼まれる機会
が多いことでしょう。いくら人付き合

いがストレスにならないとはいえ、時
間と体力には限りがあるので、気が進
まないことは断り、やりたいことに絞
ることも時には大切です。

こんな「これからライフ」がおすすめ

社交派には

Aタイプ

仕事や子育て、地域活動などを通して築
いた幅広い人脈はあなたの財産です。こ
れまでの仕事を続けるのもいいですが、
人脈を生かして起業したり、お店を持つ
のもよいでしょう。東京都には起業の相
談ができる窓口（→p32）もあります。

人脈を生かして
起業したりお店を始めても

人と交わることが苦にならないあなたに
は、独学や通信教育より、スクールやセ
ミナーなど新たなネットワークが生まれ
そうな学びの場がおすすめです。異世代
との交流を持つことで、学びがさらに充
実したものになることでしょう。

異世代とも刺激し合える
スクールやセミナーがおすすめ

新しい趣味を始めることは、新しい友人
知人が増えること。これまで特に趣味と
呼べるものがなかった人も、興味をひか
れるものがあれば始めてみるとよいで
しょう。同じ趣味を持つ仲間との触れ合
いが、毎日を活性化させてくれます。

趣味を通してできる仲間との
交流も楽しみ

日ごろから人に助けを求められる機会も
多いあなた。その延長で身の回りででき
るボランティア活動をするのもよし、プ
ロジェクトを探して参加するのもよし。
新しい仲間との交流を楽しむ感覚で取り
組むとよいでしょう。

仲間づくりの感覚で
気軽にボランティアに参加して

仕事 学び

趣味 社会貢献
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自分が納得してマイペースで行えるこ
となら、無理なく長く続けられそうで
す。たくさんの人と付き合う必要はあ
りませんが、いざというときに相談で

きる人を見つけておくと、安心して毎
日を過ごすことができます。また、体
力維持のためにも、定期的に外に出か
けるよう心がけましょう。

こんな「これからライフ」がおすすめ

のんびり派には

Bタイプ

新しい世界に飛び込むより、慣れた仕事
を続けたほうが安心できそうです。再雇
用制度を使って同じ職場で働き続けた
り、知り合いがいる会社に再就職した
り、在宅でできる仕事などマイペースで
働ける環境を選ぶとよいでしょう。

慣れた仕事や
勝手が分かる環境で力を発揮

資格取得などをゴールにしたものや他人
と上達を競うものより、興味を持ったこ
とをじっくり極められるような学びがよ
いでしょう。自分のペースで行える独学
や通信教育、師匠についてマンツーマン
で指導を受けるのもおすすめです。

興味をじっくり極められる分野で
人と競わない学びを

自分のペースでできる趣味がおすすめ。
映画や本などを家で気ままに楽しんだ
り、スポーツもウォーキングやジョギン
グなど一人でできるものから始めてみま
しょう。趣味仲間との交流も、気が重く
ならない程度に行うとよいでしょう。

一人で楽しめる趣味からスタート
お付き合いも無理のない範囲で

まずは自分になじみのある場所でボラン
ティアを探してみては。各区市町村の社
会福祉協議会（→P60）で、その地域で活
動しているボランティア団体を紹介して
もらえます。家にいながらできるものか
ら始めてみるのもおすすめ。

自分になじみのあるご近所から
ボランティアを始めてみては

仕事 学び

趣味 社会貢献
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興味のおもむくままに出かけたり、未
体験のことを始めたりするフットワー
クの軽さは、今後の生活にも張り合い
を与えてくれることでしょう。一方、

活動的に動き回ることで満足しがちな
傾向があるので、目標を決めたり、成
果を確認できる機会を持つと、さらに
充実した毎日が送れそうです。

こんな「これからライフ」がおすすめ

アクティブ派には

Cタイプ

新しい世界に飛び込むなら、何もかも初
めての環境よりも、知り合いの会社や、
経験のある業種・業界で働いたほうが、
持ち味をいち早く発揮できそうです。経
験のある仕事で、気心の知れた人と一緒
に起業するのもよいでしょう。

新しい世界に飛び込むなら
なじみのある業種・業界で

昔からの友人や知り合い、パートナーな
どを誘って、セミナーやスクールに一緒
に通うと、教え合ったり一緒に勉強する
楽しさも加わって励みになりそう。新し
く出会う人たちとのコミュニケーション
も円滑にでき、続けやすくなります。

友人や知人と一緒に学ぶと
励みになって続けやすく

どんな趣味を始めるか迷った場合は、上
達したら展覧会を開いたり、作品を販売
するなど、発展性があるものを選ぶとよ
いでしょう。人に誘われて始めたもの
の、やってみて興味が持てないなら、思
い切って中断することも大切です。

楽しんで上達した先に
発展性のある趣味ならなお良し

情報に敏感なので、かえって迷う人もい
るかも。得意なことをベースに、まずは
東京ボランティア・市民活動センターの
HP（→P204⓬）などで、自分に合った活
動を探してみるとよいでしょう。友人と
一緒に参加するのもおすすめです。

何をしたらいいか分からないときは
自分が得意なことをベースに

仕事 学び

趣味 社会貢献
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信念を追求するにはお金がかかること
もあります。今から備えるとともに、
自分がやりたいことを支援してくれる
機関やサービスなどについて調べてお

くとよいでしょう。また、誰でも年齢
とともに体力は衰えていくもの。困っ
たときには素直に助けを求める柔軟性
も大切です。

こんな「これからライフ」がおすすめ

独立独歩派には

Dタイプ

移住や独立・起業といった新展開や、が
らりと違う職業に挑戦したいと考えてい
る人もいることでしょう。自分のやりた
いことであれば多少の困難は乗り越えら
れるタイプですが、じっくり情報を集
め、準備は万全に行いましょう。

大きく環境を変える場合は
情報収集や準備を万全に

すでに自分のテーマがある人は、その
テーマをとことん追求しましょう。これ
からテーマを探すなら、新たなチャレン
ジのために資格の勉強をする、海外留学
のために語学を学ぶなど、目的のはっき
りした学びが向いていそうです。

これからテーマを探すなら
「何のために学ぶか」をセットで

例えば海外で披露したいから日本の伝統
文化を学ぶなど、楽しみの中にも意義や
意味を見いだすことができるものがおす
すめです。本や映画、音楽などがきっか
けになって、ある時代や地域などを極め
ていくこともありそうです。

楽しみの中にも
意義や意味を見いだせるものを

社会貢献も自分らしく行いたいのがこの
タイプ。趣味や好きなことをボランティ
アに生かせば、趣味の世界にも新しい広
がりができることでしょう。自分に合っ
ているかどうかを見極めるために、1日
体験などに参加するのもおすすめです。

趣味を生かした社会貢献で
趣味の世界も広がる

仕事 学び

趣味 社会貢献
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夢を実現するために
50⤴から
できること
やりたいこと、やってみたいこと、やりたかったこと…etc.
将来のライフプランを形にするために知っておきたいこと。

先輩の声も交えてご紹介！

2
Part
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定年後も嘱託として会社に
残っていましたが、

最前線で成果が見られる
仕事をしたいと考え、

広い交友関係を武器に
人材斡旋ビジネスを始めました。

（60歳／男性）

異動に伴い、

60 歳を前に新たな業務に。
今は何もかもが新鮮で、

自分のキャリアを
広げられていることが楽しいです。

（59歳／女性）

長く働き続けられる環境では
なかったため、会社を辞めて、

以前から興味のあった資格を取り、
今は家事セラピストとして

普及活動や講師などをしています。
死ぬまで現役！
（59歳／女性）

60歳のときに

趣味で始めた
和小物製作が
評判となり、

レンタルボックスで
販売するように。
趣味が仕事になり、

やりがいを
感じています。
（73歳／女性）

知り合いの後を継いで
60 歳でバーの店主に。

自分の趣味を生かして、
ライブもできる

音楽バーに改修。
音楽好きに囲まれています。

（67歳／男性）

55 歳で早期退職して、
母校の大学院へ入学。
そこで取った資格を生かして
人の夢をかなえる手伝いなど、

新たな挑戦をしています。
（72歳／男性）

定年退職後、
これまでの経験を生かして

カルチャーセンター講師や
地元の中学の

科学教室指導など
をしています。
（73歳／男性）

自営業をしていましたが、
50歳のときに仕事について

とことん考えた末、
興味のあった保護猫活動を

仕事にしようと、

保護猫カフェを開業。
人と動物を幸せにし、それによって
自分も幸福感と収益を得られる
仕事ができ、満足しています。

（54歳／女性）

老舗メーカー勤務
だったけれど、やりたいことを

実現するため、そして自由度のある
働き方をしたかったので、

50 歳でベンチャー企業
に転職！

（52歳／女性）

定年退職後、

町おこしコンテストで
優勝した賞金を元に起業。

地域に貢献しています。
（69歳／男性）

ダミー

好きなことが
仕事に

なることも！

人生100年時代、50歳をすぎ
てからは仕事についてどのよう
に考え、定年後はどう働いてい
るのか、聞いてみました。私たち、こんなふうに　　  働いてます

生涯、現役でいたいから

新たな
チャレンジに

ワクワク！

仕事
編

会社員の場合、定年後も働き続けようと考え
たときにまず考えるのは再雇用でしょう。慣
れた職場で働けるのは大きなメリットです。
ただし、再雇用時の給与は定年時の5～7割
になるケースが多く、5割以下になる場合も
あります。収入が減ることも考慮したうえ
で、さまざまな選択肢を考えてみましょう。

定年後の再雇用は給与が
減ることも考慮して
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今の仕事を
続けたい

企業で働いている人は、今後は希
望すれば70歳まで働けるように
なるといわれています。ただ、誰
もが継続雇用となるわけではあり
ません。会社員も自営業の人も、
今の仕事を続けるためには専門性
を高め、新たなことにも順応する
力を磨いておきましょう。

起業をしてみたい

起業にあこがれをもっている人も
いるでしょう。でも起業して 10
年継続できるのは１％。成功の鍵
は、その業界に精通しているか、
仕事で連携できる先があるか、協
力者がいるかなど。起業の手続き
などについては TOKYO 創業ス
テーションでも相談できます。

新たな仕事に
就きたい

ベビーシッターやマンション管理
人、調理補助、保育補助、警備員、
コンビニスタッフなどは、50 代
以上も需要があります。ただ、未
知の業界にいきなり飛び込むのは
リスクがあるので、よく調べて。
新たなスキルを身につけるために
職業訓練校などを利用しても。

ちょっとだけ
働きたい

家事代行業に登録したり、アルバ
イトやシルバー人材センターの紹
介で働いたりする方法もありま
す。自分がどんな仕事ができるか
模索中なら、プロの手を借りるの
がおすすめ。ハローワークなどで
は自身の棚卸しを行ったり、求人
の多い仕事を知ることができます。

これからは
どんな仕事ができるの？
「ずっと働きたい」と考えたら、どんな働き方ができ、どんな注
意点があるのでしょう。仕事のスタイル別に紹介します。

仕事
編

働く理由と自分の希望を
整理し、優先順位をつけて
お金のため、生きがいのためなど、まず働く理由を明確
に。そのうえで通勤にかけられる時間、希望の働く時間、
収入を整理し、優先順位をつけることが働き方を考える
基本です。（東洋大学理工学部准教授 小島貴子さん）

専門家アドバイス
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公的機関の無料サービスは
積極的に活用を
インターネットの求人情報を利用する人が増

えましたが、50⤴へのおすすめは、ここで紹

介するような公的機関。就職しやすい仕事へ

のアドバイス、履歴書・職務経歴書・面接対策

などのサポートも受けられます。

仕事を見つけるならココ

働ける会社を見つける

各地にあるハローワークでは、全国
の求人情報を検索できるほか、職業
紹介や職業相談などを行っていま
す。東京しごとセンターは都内の雇
用・就業を支援するためのサービス
センター。起業・創業、多様な働き方

（NPO・ボランティアなども含む）、
職業適性などの相談も受け付けてい
ます。（→P36、P20212）

ハローワーク／
東京しごとセンター

短期的・臨時的な就業として「働いて
地域に貢献したい」「人の役に立つ仕
事がしたい」と考えている人向けに
は、各区市町村にあるシルバー人材
センターが仕事を紹介しています。
仕事内容は、育児や家事サービス、
地域の見守り、施設などの管理、 清
掃などさまざまなものがあります。

（→P2035）

シルバー
人材センター　

東京で起業を目指す人への支援機
関。事業アイデアの段階から資金や
法律的なアドバイス、マーケティン
グやビジネスプラン作成など、事業
化するまでをサポートします。定款
認証や登記など開業手続きに関する
相談にも対応。経営に必要な知識や
情報を提供する各種セミナーも行わ
れています。（→P2023）

TOKYO 創業
ステーション

地元で仕事と生きがいを見つける自分で仕事をつくっていく

仕事
編

どこで仕事を
探せばいいの？
どんな働き方をしたいか分かったら、次は仕事探し。仕事を探
せる機関にはさまざまなものがあります。

東京都には新たなキャリアを見つ
けるための学びの場として、「東
京セカンドキャリア塾」がありま
す。半年かけて新たな教養や知識
を学び、自分のセカンドキャリア
を掘り下げていくコースで、受講
中に進路選びまでサポートされま
す。また、これまでの経験を生か
して仕事をしたい人を応援するの
は、「東京キャリア・トライアル
65」。企業と働きたい人を結んで、
必要とされる職場へお試し派遣し
ています。（→P109）

いろいろな
プログラムを

活用してみよう！
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ずっと大企業にいましたが、できるだけ

長く自分のペースで働きたいと考え、転

職。今は健康関連のベンチャー企業で企

画から営業までやっています。世の中に

まだないサービスをゼロから立ち上げる

というチャレンジにワクワク中。仕事が

あるからこそ成長できると思っていま

す。（52歳／女性）

自分らしい働き方を
模索して新たな業界へ

CASE

1
ずっと働きたい

から転職

70歳まで働きたいと思っていましたが、時

間に追われる自営業を続けることに悩んでい

ました。そうして50歳のころに思い立った

のが、長年興味があった保護猫活動。１年か

けて開業に必要な資格取得や登録をし、自宅

を改修して保護猫カフェを始めました。不幸

な境遇の猫に温かい家庭を見つけていく仕事

には大きな達成感があります。（54歳／女性）

好きな猫や人と接する
仕事のおかげで毎日充実

CASE

4
保護猫のため

カフェを開業

定年後、町おこしコンテストに応募し、「地元

の飛行場を利用して島から鮮魚を仕入れる」

というアイデアで優勝。その賞金を手に島へ

行き、何とか契約先を見つけました。販売先

も寿司店や保育園、スーパーマーケットなど

へと広がり、今では逆に地元から島へ生花を

提供するなど、互いの地域の活性化に尽力し

ています。（69歳／男性）

島から鮮魚を直送する
ビジネスで地域に貢献

CASE

3
地域ビジネスで地元活性化

CASE

2
趣味を生かして音楽バーの店主に

60歳のときに常連だったバーを引き継

ぐことに。いつでも音楽の動画が見られ

るように大型モニターを設置し、演奏が

できるコーナーも設けて、週末はいろい

ろなライブも企画しています。私はギ

ターが趣味なので、毎日たくさんの音楽

好きの人や新しい音楽と出会えるのが楽

しいです。（67歳／男性）

バーを継いだおかげで
好きな音楽に関われる

何歳になっても
仕事が生きがいに

なるんだな

仕事
編

50⤴からの仕事
リアル体験談
50歳をすぎて、転職や起業、地域に貢献する仕事など、自分の
やりたいことを見つけた４人の体験談を紹介します。
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その後の流れ

「東京しごとセンター」で、55歳以上の方を対象に仕事探しのアドバイス
をしてもらえる「キャリアカウンセリング」を体験してみました。

「東京しごとセンター」体験ルポ

名前や年齢などの
基本情報を登録
最初に利用申込書を記
入。相談ブースで利用
方法について聞き、自
分に合ったサービス窓
口へ案内されます。

ニーズごとに分かれた
窓口へ案内される
窓口は29歳以下、30〜54
歳、55歳以上、女性※と分
かれていて、それぞれ雇用
の専門家が相談に応じま
す。Tさんは55歳以上の
シニアコーナーへ。

求職者の希望を聞き、
状況を一緒に整理する
記入したシートの結果につ
いて聞きながら、相談者の
希望と適性について確認を
行います。仕事探しの方向
性や、次に何をしたらいい
のかについてのアドバイス
が受けられます。

イラストルポ

一人ひとりの適性や状況に応じた就業相
談だけでなく、就職活動中や就職後に役
立つスキル習得のためのセミナーなども

開催。ハローワークとも連携しており、
シニアでも就職しやすい職場情報なども
提供しています。（→P2021）

東京しごとセンターとは

受付・登録

シニアコーナーへ

カウンセリング

セミナーや合同面接会
などに参加

併設するハローワークで
職業紹介を受ける

求人情報に応募

就職

START !
所要時間
10〜15分

ここかー!!

Tさん（58歳）
製造業界で派遣社員として
勤務。60歳を前にして、今
後どんな働き方ができるの
か、「東京しごとセンター」
へ相談に。

体験者

自分の経験や興味、
可能性などを探る
「人の役に立ちたいと思う」「小説
や詩を読むのが好きだ」など、カ
ウンセリングの資料となる60の
項目に回答します。

職業選択シート記入 所要時間
5〜10分

Tさんは、営業・販
売・経営系の仕事に
マッチングの可能
性が高いという結
果が。

次
は
セ
ミ
ナ
ー
を

受
け
て
み
よ
う
か
な

●自分ができる仕事には
　何があるのか知りたい
●今後、どのように
　働いていったらいいか分からない
●就職するために何が必要か
　分からない

こんな人におすすめ！

所要時間
30〜60分

※結婚・出産・育児・介護等から再就職を目指す方
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60歳をすぎたら
自分の好きな仕事をするために、

整理収納アドバイザー１級を
取得しました。
（56歳／女性）

建築家の夫の独立を
きっかけに

仕事をサポートしたいと

通信制の大学に編入。
建築の勉強をスタート！

（54歳／女性）

妻の影響で歌舞伎が好きに。

本やテレビの講座、
DVDを見て

演目を研究しています。
（65歳／男性）

リタイア後も、
定年前の仕事が
続けられるよう、
放送大学で

「食と健康
アドバイザー」の
資格を取得！
（66歳／男性）

将来を見据えて

音楽療法を学ぶために
専門学校に入学。

若い学生に交じって２年間勉強し、
資格を取得しました。

（55歳／女性）

退職後の仕事や、
ボランティア活動のために

社会人大学の講座で、
アジアの問題や世界の情勢、

IT問題について
勉強中。

（59歳／男性）

絵を描きたいという
夢をかなえるために

通信制大学の美術科
日本画コースに入学。

（75歳／女性）

ファイナンシャルプランナー
３級を取得。
さらに２級も

取得できるように猛勉強中です。
（58歳／女性）

福祉の専門職を目指して

社会福祉士になるために
専門学校へ。

資格取得の勉強も先生や仲間、
家族の支えがあったからこそ

頑張れました。
（51歳／男性）

市民講座で、
スキルアップのために

ワードやエクセルを基礎から
学び直しました。

再就職を目指しています。
（66歳／男性）

大学に
行くのも
楽しそう

50⤴からはどんなことを学ん
でいるのでしょう。これからの
学びについて考えませんか。私たち、将来のために　　学んでいます

もっといろいろ知りたいから 

英会話を

始めよう

かな？

学び編

現役のうちに、将来
何をどう学ぶか準備を

充実した人生には目標を持つことが大
切。リタイアが視野に入ってきたら、
人生を楽しく過ごすための準備を始め
ましょう。学びもその準備の一つ。何
を学び、どう生かすのか。「いつか、暇
になったら考える」などと言っている
と、その日はやってきません。

（昭和女子大学理事長・総長 坂東眞理
子さん）

専門家アドバイス
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充実した人生を
送るための学びとは
人生100年時代、子育てや仕事が一段落して

も、その先の人生は30年〜40年は続きます。

自分の将来を見据えて、仕事や趣味、資格な

ど、自分にどんな学びが必要か考えるいい機

会ですから、真剣に考えてみましょう。

生きるために
必要な学び

情報収集や買い物は、スマホやパ
ソコンを使ったインターネットが
主流に。また電子マネーの活用な
ど、情報通信技術が年々進歩して
います。これらを活用するための
学びは、生きていく力になりま
す。私には関係ないと思わず、新
しいことも積極的に学びましょう。

社会とつながる
ための学び

仕事やボランティア活動を続ける
ためには、社会から求められるス
キルを磨く必要があります。その
ためにも得意分野だけでなく、必
要とされている内容や資格を調べ
て、学ぶのがおすすめ。経験があ
る分野も常にブラッシュアップす
ることが大事です。

自分が楽しむ
ための学び

語学や歴史、文学、自然科学など、
得意だったことや興味があること
をもう一度勉強する、「自分が楽
しむための学び」もおすすめ。市
民講座や大学など学ぶ場所を見つ
け、一緒に学ぶ仲間と切磋琢磨す
ることで、さらに自分を成長させ
ることができます。

これからは
どんなことを学ぶといいの？
若いときとこれからの学びではどんな点が違うのでしょう。
50⤴からの学びについて紹介します。

学び編

誰かに指導してもらうことは、一
人で気ままに楽しんでいたときと
比べ、自分がどのレベルかが分か
り、評価されることで上達できる
ものです。今さら学びなんて、と
思う人もいるかもしれませんが、
充実した人生を送るには、学びは
欠 か せ な い も の。「Never too 
late」。学ぶことに遅いというこ
とはありません。まずは一歩を踏
み出すことが大事です。

（前出 坂東眞理子さん）

師事することで
新たな世界へ

専門家アドバイス
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学びをサポートする
教育訓練給付金制度も
再就職やスキルアップを目的とした資格取得

などの学びにかかった費用の一部が給付金と

して支給される制度です。受給資格や対象と

なる講座については、自宅近くのハローワー

クで調べることができます。

学ぶ場所を見つけるならココ

自分の興味がある学びを探すには

学びたいことは、やみくもに探して
も見つからないもの。自分が心から
楽しいと思うことや、得意分野から
探すのがおすすめ。何を学べばいい
か分からない人は、テレビやラジ
オ、インターネットの無料講座など
から探すという方法もあります。学
びのテーマを見つけたら、先延ばし
せず、すぐに行動に移しましょう。

ネットやテレビなどの
講座で

大学には、社会人向けの講座がたく
さんあります。歴史や経済、文学、
美術など、知識を深めたい人はここ
で学ぶのも選択肢の一つ。大学・大
学院、通信制などいろいろなスタイ
ルがあるので、自分に合うものを
ホームページで調べましょう。シニ
ア対象の特別選考がある大学・大学
院もあります。

大学や
通信制大学へ進学

各種専門学校や
職業訓練校へ

各区市町村では、さまざまな無料の
講座を開催しています。広報紙や
ホームページでチェックしてみま
しょう。また商工会議所などでも、
ビジネス関連の講座が行われていま
す。これらの講座をきっかけに、さ
らに学びたいと思ったら、各種学校
や大学に進学し、スキルアップする
という方法があります。

区市町村の
講座へ

スキルを磨いて再就職を目指すため
には、専門知識や資格取得ができる
各種学校や職業訓練校があります。
学校を選ぶときは、資格だけでなく
卒業後の再就職のサポートの有無も
チェック。職業訓練校は、都立職業
能力開発センターと東京障害者職業
能力開発校があります。受講の詳細
はホームページで調べましょう。

もう一度学びたいなら セカンドキャリアのために興味があることを勉強するには

学び編

学ぶ場所は
どこで見つけたらいいの？
何を学ぶか目的によって、学ぶ場所は異なります。ここでは、
どんな場所で学べるのかや、支援制度について紹介します。
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歌舞伎は学ぶほど、奥の深さを感じ、演

目の物語の背景などを知りたくて、歌舞

伎の本などを読むように。年に２回、妻

と歌舞伎座に行って観劇するときも、前

もって下調べをして、イヤホンガイドも

必ず利用しています。

（65歳／男性）

歌舞伎のおもしろさに
目覚め学ぶきっかけに

CASE

1
夫婦一緒に

歌舞伎の観劇

46歳のときに病気を患い、映像関係の

仕事から、福祉の仕事に転職。仕事を通

して、障害のある人たちから教えられる

ことも多く、いつか恩返しがしたいとい

う思いから、社会福祉士を目指して勉強

することに。学校で体系的に福祉を学べ

たことと先生や仲間との出会いは、私の

財産です。（51歳／男性）

安心して頼れる専門職を
目指して社会福祉士に

CASE

4
新たな目標を

見つけられた

音楽療法の勉強を始めたきっかけは、母

の急死です。これから自分がやるべきこ

とを見直したとき、好きな音楽を生かせ

る仕事があることを知り、学ぶことに。

音楽療法は、認知症の予防や改善に役立

つといわれ、今後ますます社会から求め

られる、やりがいのある仕事。今後は高

齢者施設などで、より良い老後のサポー

トをしていきたいです。（55歳／女性）

一念発起して
音楽療法の道へ

CASE

3
認知症をサポート

CASE

2
絵を学ぶため通信制大学へ

日本画を学ぶために、通信制大学へ入

学。周りは経験者ばかりで、基礎ができ

ていないのは私くらいでした。最初は戸

惑いましたが、仲間に助けてもらった

り、一生懸命勉強したりして、５年で卒

業。充実した学生生活になりました。

（75歳／女性）

大好きな日本画を学び、
充実した５年間に

学び編

50⤴からの学び
リアル体験談
学びの内容もきっかけもさまざま。学びを楽しんでいる人に、
学びにハマった理由をお聞きしました。
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・授業やフィールドワークなどで、
第一線で活躍されている先生の生
の声を聞くことができ、とても刺
激になりました。
・同期のカレッジ生の意識の高さ
に刺激を受けました。個性や人生
経験が豊かな仲間たちと、交流で
きたことも良かったと思います。

もっと学びたいという50歳以上の人を対象とした東京都立大学プレ
ミアム・カレッジ。どんなことが学べるかを紹介します。

東京都立大学
プレミアム・カレッジ

大人の学びを応援し、充実した学びをサポートする

現役を引退した人や専業主婦、地域の
ボランティアとして活躍していた人な
ど、さなざまなバックグラウンドを
持った人が在籍。「仲間と共にもう一
度じっくり学びたい」、「学びの達成感
を味わいたい」といった、高い意欲や
探究心があるのもカレッジ生の特徴で
す。年齢層は、50代〜80代と幅広く、
豊かな経験と多様な価値観を持つ人た
ちが生き生きと学んでいます。

どんな人たちが学んでいるの？

文系に加え、理系、文理融合などの幅広
い科目を提供。また東京都が設立した唯
一の公立総合大学である強みを生かし、
都と連携して、施策の現場を活用した
フィールドワークも実施。「首都・東京
をフィールドに学ぶ」をテーマに、多角
的に学べる独自のカリキュラムを提供し
ています。

カレッジでは
どんなことが学べるの？

修了後は、カレッジの学びをきっかけに、
地域やNPO法人でのボランティア活動
や、就職・起業など、社会でさらに活躍
できる人材の育成を目指しています。ま
た、本科（１年目）を修了後、引き続き学
びたい人には、プレミアム・カレッジ専
攻科（２年目）や大学・大学院などへ進学
する道があります。

学んだことを
どう生かしていくの？

例えばこんな授業を行います

フィールドワークは、
カレッジ生に好評。

カレッジ専任の経験豊か
な教員などによる充実し
た授業。

＊�「TMUプレミアム・カレッジ」は、大学名称の変更にともない、2020年４月に
　「東京都立大学プレミアム・カレッジ」へ名称が変更となります

カレッジで学ぶみなさんの声

下水処理施設や防災セン
ターなど都の施設を見学す
る「都政課題」のフィールド
ワークも人気です。

東京都立大学プレミアム・カレッジとは
生涯現役都市の実現を目指して、東京
都が設置する唯一の公立総合大学であ
る東京都立大学の南大沢キャンパス
に、2019年４月開講。緑豊かな環境
や多様な教育研究資源を生かし、50
歳以上を対象に「学び」と「新たな交流」
の場を提供しています。（→P2037）
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小さいかわいいものが大好きで

ドールハウスづくりに
ハマっています。

（60歳／女性）

退職後、地元の仲間を
つくりたいと考えました。
そこで、福祉センターで

「健康麻雀サロン」を開催。
仲間づくりと、頭の体操も兼ねて

楽しんでいます。
（78歳／男性）

ステンドグラス作家の作った
キャンドルランタンに魅せられ
独学でステンドグラスを学び

オリジナルの
ステンドグラス作品を

作って楽しんでいます。
（60歳／男性）

学生時代から続けてきたドラムス。
今もジャズやロックと幅広く活動中。

メンバーとの一体感、
さまざまな人との出会いが醍醐味。

目指すのは、地方遠征や
大ホールでのライブ！

（57歳／男性）

55歳で仕事をやめたのを機に
始めたフラ。
踊りだけでなく、

その奥深い世界にハマって、
やりたいことがたくさん。

１年があっという間です。
（66歳／女性）

63歳からあこがれのチェロの
教室に通い始めて2 年。
新しい課題に挑戦することで

達成する喜びを味わっています。
（65歳／男性）

20代のころ、ディスコに
よく通っていたこともあり、

40代からジムでダンスを習い始めました。
なんと、ヒップホップ。今では、

仲間とともにステージに
立つようになり、

第 2の青春謳歌中です。
（58歳／男性）

姪のピアノの発表会を観て触発され、

小学生のころに習っていた
ピアノを再開。

年２回のピアノの発表会は
毎回緊張しますが

演奏後は達成感でいっぱいです！
（57歳／女性）

健康維持のために
何かしたいと考え
近所の公民館の

「太極拳サークル」に参加。
仲間とともに

楽しく運動しています。
（58歳／女性）

幅広い趣味から自分に合ったも
のを見つけたきっかけや、楽し
さを教えてもらいました。こんなふうに趣味を　　    楽しんでます

生きがいと仲間を得られるから

何を
始めようかな

ワクワク

みんな
それぞれ

楽しそう

趣味
編

これまでを振り返ると
新しい趣味が見つかる

趣味は “ 自分探し ” でもあります。こ
れまでを振り返ってみると、どこか
で、「あれをやりたかったのに」「あそ
こであきらめた」といったことがある
はず。50⤴からは、ぜひそのやりた
かったことを趣味にしてみましょう。

（特定非営利法人 関東シニアライフア
ドバイザー協会理事 佐藤昌子さん）

専門家アドバイス
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交流大会に参加して
きっかけや目標に
60歳以上を対象に全国で行われている「ねん

りんピック」や、「東京都シニア・コミュニ

ティ交流大会」など、趣味を競い合う交流大

会があります。初心者からベテランまで楽し

めるので、きっかけや目標にしては。

体を動かす
運動系

屋外で行うか室内で行うか、体に
かかる負荷が軽いか重いか、装備
やグッズなどの準備が必要かな
ど、選択肢は多彩。体力も考慮し
て選びましょう。50 代以上に人
気があるのは、各種体操やウォー
キング、マラソン、水泳、登山、ダ
ンスなどです。

文化的活動を行う
芸術系

枠にはまらない
ノンジャンル系

絵を習ったり、楽器を習得したり
といった芸術的な活動を行う趣
味。50代以上に人気なのは、油絵
や水彩、ちぎり絵などの絵画系、
ピアノ、コーラスなどの音楽系、
書道や茶道などの和文化系、バレ
エなどのダンス系です。展覧会や
発表会などの機会も楽しみに。

運動、学び、芸術以外にも「ウォー
キングをしつつ美術館巡り」「文章
を習い自叙伝本を作る」「社会のた
めに趣味を生かしたボランティ
ア」というように、その人の興味・
関心をミックスした趣味の楽しみ
方もあります。枠にとらわれずに
自由に考えてみましょう。

教養・知識を得る
学び系

世界各地の言葉を習ったり、自分
が興味のある時代や地域といっ
た、さまざまなジャンルの歴史や
文化を学んだりするのがこちら。
美術館巡りや、歴史上の人物研究
なども人気があります。パソコン
やスマホなど IT 系なら、仕事に
生かせることも。

趣味には
どんな種類があるの？
趣味といっても、その内容はさまざまです。ここでは、趣味を
ジャンル別に紹介。やりたいことを見つけるヒントに。

趣味
編
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下見や見学を
してからがおすすめ
教室やサークルに参加する場合は、下見や見

学を。通いやすさや、雰囲気などが自分に

合っているかをそこで確認します。見学に

行ったら自分の目で見て考えて、しっかり判

断するようにしましょう。

友人・知人の
情報から

友人が通っている教室、知人から
教えてもらったサークル、という
ように直接つながりのある人から
の情報はおおむね信用できるもの
です。ただし、友人・知人が通って
いるからといって、その教室が自
分に合っているとは限りません。
最終的には自分で判断を。

ホームページや
SNSの情報から

実際に行われている
会場に行って

ホームページや SNS から得る情
報 も 有 効 で す。た だ し、ホ ー ム
ページは更新されていないものも
多いので、疑問があれば問い合わ
せフォームや電話で質問しましょ
う。興 味 を 持 っ た 趣 味 や 教 室、
サークルに参加している体験者の
SNSも参考になります。

カルチャーセンターや市民セン
ターなど、活動が行われている場
所にはパンフレットなどが置いて
あり、スタッフに質問することも
できます。さらに見学できるとい
う利点もあります。また、興味の
ある活動の展覧会や発表会などに
足を運ぶのもよいでしょう。

地元や地域の
情報から

区市町村報や新聞の地元欄、タウ
ン誌、フリーペーパーなどには、
趣味に関する情報がたくさん掲載
さ れ て い ま す。た だ し、媒 体 に
よっては、費用など知りたいこと
が明記されていない場合もあるの
で、不明点は直接問い合わせるな
ど、しっかり確認しましょう。

どこで趣味を
探せばいいの？
やってみたい趣味が決まったら、教室や学校、サークルなどを
探しましょう。情報源別にポイントを紹介します。

趣味
編
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10年前から始めたフラ。その楽しさは

踊りだけでなく、普段着ることのないよ

うな色やデザインの衣装を着られること

も魅力。レッスンやイベント出演のほ

か、フラ仲間と一緒に高齢者施設へのボ

ランティア活動も行っているので、世界

がどんどん広がります。（66歳／女性）

フラから世界が
広がりました

CASE

1
踊る以外の

楽しみも！

夫の赴任先のタイを訪れるたびに、タイ

への興味が深まりました。言葉が話せた

らもっと仲良くなれるのに、と思って語

学学校を探しましたが、仕事と語学教室

の日程がなかなか合わず、タイ人が教え

る料理教室に通うことに。まずは料理や

文化から、タイについて楽しく学んでい

ます。（54歳／女性）

語学を楽しく学ぶには
料理教室もあり！

CASE

4
東京にいながら

異国体験

クラシック音楽の鑑賞が趣味で、以前か

らチェロの音色にあこがれていました。

知人からチェロは高齢でも始める人がい

ると聞き、勇気を出して体験レッスンに

参加。上手く弾けませんでしたが、チェ

ロを弾いていることがうれしくて、習う

ことに。いつか発表会で演奏するのが目

標です。（65歳／男性）

いつかは発表会で
チェロを演奏するのが夢

CASE

3
63 歳から音楽教室へ

CASE

2
光の美しさにほれぼれ

ステンドグラスのランタンを作ってみた

くなりガラス工房の動画サイトで猛勉

強。ガラスが飛散するので自宅の駐車場

で制作し、接着に使う銅は酸化しやすい

ので時間のあるときに一気に作成。火を

灯した後は、光の美しさに自己陶酔して

います。（60歳／男性）

ステンドグラス制作に
ハマっています

趣味
編

50⤴からの趣味
リアル体験談
趣味を楽しんでいる人に、始めたきっかけや内容、趣味を始め
て良かったことなどをお聞きしました。
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楽しく社会貢献するには、自分
に合った活動を見つけること。
みなさんはどんなふうに活動し
ているのでしょうか。

保育士の資格を
生かしたいと思い

地域のイベント時に
預かり保育のボランティア

をしています。
（55 歳／女性）

台湾が好きなので中国語を勉強中。
せっかく学んだ中国語を

役立てたいと思い、募集していた
「日本語サークルの会」に参加。

中国人への日本語指導
のボランティアをしています。

（59 歳／女性）

退職後を考えて地域との
つながりを持とうと思い、

小学校のお祭りに参加。
焼きそば係を引き受けました。

（59 歳／男性）

公民館で行っている
サークル活動が縁で、

運営委員に就任。その後

公民館まつりの
実行委員長

を任されるようになり、
やりがいを感じています。

（62 歳／女性）

PTA役員から
地域の青少年対策委員に。

子供のための音楽会やお祭り、
バザーなどの実行委員をしています。

（50 歳／女性）

地元の
「花いっぱい活動」に参加。

近所の遊歩道や公園の
花壇の手入れを

月に１回しています。
(60 歳／男性）

興味があったので、
資格を取りDVに悩む

女性のための

電話相談員を
月に1 度行っています。

（59 歳／女性）

体育教員を退職後、
時間に余裕ができたので、

自治会で高齢者の
健康維持のため

ラジオ体操のリーダー
をしています。
（61 歳／女性） 

学生時代に部活で始めた剣道を
社会人になってから復活させ、

子供の剣道の指導員をやっています。
（60 歳／男性）

地元のスポーツ支援を
していることから、

毎年「東京マラソン」の
ボランティアスタッフ

をしています。
（59 歳／男性）

大好きなギターを
役立てたくて、公民館で

クラシックギター
講座のアシスタント

をしています。
（56 歳／男性）

内容もやり方も

いろいろ

あるんだね

社会
貢献

編

ボランティアの方法は　　無限です
自分の経験を社会に役立てられる

スポーツイベントは
ボランティアデビューの

絶好の機会

スポーツをしてきた人も、してこなかっ
た人も、スポーツのイベントを支える側
になることはできるはずです。
スポーツイベントはお祭りのようなも
の。ボランティアデビューとして絶好の
機会ですから、楽しみながらサポートし
てみてください。（→P2039）
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環境ボランティア

公園の掃除や花壇の手入れ、道路
のごみ拾いなどのボランティアか
ら、里山の整備、植樹・伐採まで多
岐にわたる活動があります。また
捨て猫や捨て犬の保護、渡り鳥の
飛来を助けるため古いアシを刈り
取るボランティアなど、動物保護
の活動も盛んです。

イベント
ボランティア

区市町村開催のスポーツイベント
やコンサート、区・市民まつりな
ど、イベントスタッフのボラン
ティア活動が各地で盛んです。最
近ではサンバカーニバルなど多国
籍のイベントが行われており、通
訳やガイドなどのボランティアが
活躍しています。

医療・福祉の
ボランティア

病院、障害者施設、老人ホームな
どの施設では配膳、移動補助、付
き添い、話し相手や子供の学習指
導、遊び相手や演奏会の開催など
のボランティアが必要とされてい
ます。また点字、朗読、外国語の
音訳などのボランティア活動もあ
ります。

そのほかの
ボランティア

文化支援では趣味やスポーツの指
導のほか、講座の開催や日本語や
日本文化を外国人に紹介する活動
などが行われています。また自死
予防、DV相談、引きこもり対策
などの相談ボランティアの需要が
高まっているほか、海外支援活動
も注目されています。

活動内容だけでなく
活動スタイルもさまざま
ボランティア活動は、人や社会のために、金

銭的な報酬を求めずに行われる非営利活動で

すが、有償型の活動や、NPO・NGOなど民間

非営利組織もあります。自分が活動したいス

タイルについても考えてみてください。

社会
貢献

編

どんな
ボランティアがあるの？
ごみ拾いなどの小さな活動から海外支援などの大きな規模ま
で、ボランティア活動は幅広い分野で求められています。
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ボランティア関連の
イベントに参加しても
どんなボランティアがあるかを知るには、区

民まつりや市民まつり（名称は区市町村に

よって異なる）など、ボランティア団体が集

まるイベントに参加するのも一つの方法。活

動している人に会え、雰囲気も分かります。

ボランティアを見つけるならココ

幅広く知りたいなら何から始めていいか分からない人も

東京都におけるボランティアの総合
センター。個人・企業・学校などを対
象に、ボランティアや市民活動全般
についての相談に応じています。電
話や窓口での相談のほか、ホーム
ページではボランティアを募集して
いる団体の情報などを発信。チェッ
クしてみては。（→P204⓬）

東京ボランティア・
市民活動センター

社会福祉協議会のほか、民間企業や
NPO団体などでも独自にインター
ネットでボランティアの募集情報を
提供しています。多様なボランティ
アを知ることができますが、一方的
な情報で内容や雰囲気などが分かり
づらいこともあるので、直接電話し
てみるのがおすすめです。

インターネットの
募集情報サイト

区市町村の社会福祉協議会では、地
元でのボランティア募集の情報を提
供するほか、相談窓口が設けられて
いることもあります。また、区市町
村が発行する広報誌でも募集案内な
どが掲載されるので、住まいや職場
の近くで活動をしたい方はチェック
してみましょう。（→P204⓭）

区市町村の
社会福祉協議会

地元で活動したいなら

仕事で培った経験・スキルを生かし
てボランティア活動をしたい人にお
すすめなのが、東京ホームタウンプ
ロジェクトです。プロボノワーカー
として登録することで、地域団体を
支援するボランティア活動に参加で
きます。現役のうちからでも、リタ
イヤ後でも参加可能です。（→Ｐ64）

東京ホームタウン
プロジェクト

経験やスキルを生かしたいなら

社会
貢献

編

どこでボランティア活動を
探せばいいの？
ボランティア活動の情報を発信しているところはいろいろあり
ます。上手に利用し、自分に合った活動を見つけましょう。
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公民館で開催されたセミナーに参加した

際、その受講生たちの間で何か地域に関

わる活動をしようということに。「地元

を良くするには市政に関心を持つことが

大事なのでは」という意見から、市議会

の傍聴サークルを発足。議会の内容を分

かりやすく解説したパンフレットを配布

したり、市民の要望書や提案書を作成し

たりしています。（54歳／女性）

市議会を傍聴して
市民と市議会の橋渡しに

CASE

1
公民館での

講座がきっかけ

家を購入し引っ越してきたころは、周囲

には子供を通じた友人だけ。ママ友以外

の友人がほしくて、地域の広報誌を見て

男女共同参画推進実行委員に応募したこ

とからボランティア活動が始まりまし

た。今はコミュニティカフェの運営など

幅広く活動しています。（60歳／女性）

きっかけは友達づくり
それが活動の始まり

CASE

4
広報誌を見て

ボランティアに

学生時代からやってきたサッカー。自分

の楽しみとしてずっと続けてきました。

子供も巣立って時間に余裕ができたこ

ろ、近所の小学校のサッカークラブの

コーチをしてほしいという声がかかり、

今はコーチとして小学生と一緒にグラウ

ンドで汗を流しています。（59歳／男性）

サッカーと子供が好き
だから、コーチに

CASE

3
好きなことをずっと続けたかったから

CASE

2
地元の仲間と

楽しみたかったから

自分がお世話になった地域に恩返しがし

たいと思い、ボランティア活動を始めま

した。社会福祉協議会の活動では、障害

者スポーツの指導などを行っています。

仲間と考えたことを実行に移し、参加者

とともに楽しめることはボランティア活

動の醍醐味ですね。（60歳／男性）

地域のイベントを企画・
運営。笑顔が励みに！

楽しみながら
活動するのが
いちばん！

社会
貢献

編

50⤴からのボランティア
リアル体験談
生き生きとボランティア活動をしている人に、活動のきっかけ
や内容、やって良かったことなどをお聞きしました。

現在、ボランティア活動は成熟しつつ
あります。選択肢も多く、その人なり
の関わり方ができるようになりまし
た。大切なのは、自分を犠牲にするの
ではなく、参加することで自分にもメ
リットがあると思えること。また、「で
きる人が、できるときに、できること
を」が基本です。

活動は自分自身の
メリットを重視して
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社会貢献活動をしてみたい50⤴世代に「東京ホームタウンプロジェクト」
を紹介しましょう。東京の地域づくりを応援する活動です。

１日だけの 短期集中型プロボノ体験

オリエンテーション

東京ホームタウン
プロジェクト

自分の経験や技能が役立つ 東京ならではの社会貢献活動

５人前後で１チームを組み、団体が希望
する支援（チラシやポスター作成、課題
整理のワークショップ、Webサイト制
作など）を行います。まずオリエンテー
ションで、概略の説明を受けた後、チー

ムで打ち合わせを行い、成果物作成のた
めに必要な作業を洗い出し、当日までの
約１カ月の間に、活動の事前視察や、ア
フター５ミーティング等々、1日で成果
物を仕上げるため入念に準備を行います。

プロボノ
1 DAY チャレンジ 「新宿傾聴しおりの会」チーム

高齢者の話を聞いて、しおりに
まとめ、会話のきっかけづくり
をしている団体。今回は、この
団体のためにHPを制作します。

本番１カ月前
申し込み オリエンテーション 事前準備

プロボノ
1 DAY

チャレンジ
の流れ

地域包括ケアシステムの推進に向け
て、東京都が取り組む「東京ホームタ
ウンプロジェクト」では、多彩な企業
が多いという東京の強みを生かし、高
齢化に対応した地域づくりの支援を
行っています。
そのなかでも、主要な取り組みが「プ
ロボノ」の活用。プロボノとはビジネ
ススキルや経験を生かして社会人が行

うボランティア活動。それを、支援が
必要な地域団体や NPO の運営基盤強
化に役立てるのです。

「プロボノ」を通して、今まで「福祉」
とは関わりの少なかったような人たち
も巻き込んで、多様な主体が力を合わ
せ、「いくつになっても、いきいきと
暮らせるまちをつくる」ことに挑戦し
ています。

東京ならではのボランティア

プロボノ活動
プロボノ活動のプログラムは、短期か

ら長期まで多彩に用意されています

が、プロボノを体験してみたい人、社

会貢献活動ビギナーにおすすめなのが、

「プロボノ１DAYチャレンジ」です。

働く人が参加しやすい

イラストルポ

プロボノ 1 DAY チャレンジに潜入！

プロボノとはどんなものか、
「プロボノ１DAYチャレンジ」
の活動に密着してみました。

密着した
のは…

ある土曜日の午前中。オリエンテーションは、都庁の見える会議室で開催。
参加者は年齢も多彩、プロボノ初体験の方も多そう。８チームに分かれて
ディスカッション。各チームが異なる地域団体のための支援活動を行う。

64 65Part 2　夢を実現するために50⤴からできること



プロボノ1 DAY 
チャレンジ 

当日

作業の要・ヒアリング

いよいよ当日。作業はヒアリングからス
タート。成功の秘訣は丁寧に話を聞くこ
と、という事務局のアドバイスに従い、
時間をかけ、団体の方々のHPへの期待
や更新への不安などを聞き出します。実
務作業では、活動をイメージしやすい

HPにする方法を一緒に考えたり、原稿
を作成するなどの作業を続け、形を整え
て再度のヒアリング。そしてまた修正。
HP完成とともに更新時の不安を解消す
るためのマニュアルも用意。団体の気持
ちに寄り添った成果物を作り上げました。

最後は全員で記念撮影！

プロボノ活動の醍醐味とは？
仕事などで培ってきたスキルや経験を地域や福祉などのために活用
できる喜びがあります。また、参加者、団体との交流や活動を通じ、
地域や社会の課題にふれたり、知見が広がり仕事などに役立つこと
も。自分に何ができるか、スキルを見つめ直すいい機会にもなります。

毎回終了後に成果報告会があ
り、全チームがその日の活動報
告と成果物を紹介します。団体
や活動、参加者によって異なる
多彩なドラマがあるのがプロボ
ノの奥深さ。「また、やりた
い！」の声も多数！

団体側の方々
プロボノ
ワーカー

検証から完成へ！
作業過程では団体のみな
さんの熱い思いを改めて
実感。よりよい成果物の
ためにみんなが協力！

いよいよ当日！

10時に集合した
チームの面々。HPを
作るため作業時間は
17時までの約７時間！

チームの数だけ感動が

参加者の感想

TNさん
某百貨店の店頭運営部門に
勤務。「初のプロボノ体験
でしたが、チーム全員で協
力し課題を解決していくプ
ロセスが良かった。成果物
を団体の方に喜んでもらえ
る達成感もありました」

TIさん
会社では社員研修などを担
当。「コミュニケーション、
チームビルディングなどの
スキルが役立った。長期の
プロボノ経験もありますが
1日で長期と同様の達成感
が得られました！」

RTさん
製薬会社で副作用情報の収
集と提供をするのが仕事。
「TVでプロボノ紹介を見た
のが参加のきっかけ。プロ
ボノは2回目の参加ですが
1 DAYは仕組みが整って
いて安心できました」

HSさん
ITシステム、Webアプリ
の開発が仕事。「成功のた
め自分がどう立ち回るべき
か意識しました。過去にも
長期のプロボノを経験して
いますが、またプロボノを
やりたくなりました」

10:00〜
ヒアリング

12:00〜
作成作業

17:00〜
作業終了

18:00〜
報告会確認作業

プロボノ
1 DAY

チャレンジ
の流れ

資料に立ち戻り
慎重に構成。

原稿を書く人、テキストを打つ
人、確認作業をする人等々、分担
を決め、相談しながら作業は進む。

作成作業
気にな

ること
は

なんで
も

言って
くださ

い

トラブルに
ならないようにしたい

ITのことは全然分からないんです〜

更新が
難しいと
困るん
ですね

HPに掲載する文章
は団体の一員になっ
た気分で！
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高校生のころから
あこがれていたバイク。

まとまった時間が取れるようになり、
ようやく大型バイクの免許を取得しました。

750ccバイクで
近場を乗り回し、

1300cc 三輪バイクでは
遠出のツーリングを

楽しんでいます。
（60 歳／男性）

毎年 2 週間の休暇を取り、

キューバに行って、
サルサバーで踊るのが

生きがいです。
（56 歳／女性）

50 代のころ、地元の仲間と
「よさこい踊り」のグループを

立ち上げました。 
年間 30 以上のイベントに

参加するまでになり、
今では娘と孫と3 世代で

「よさこい」を踊っています。
（76 歳／女性）

都会の喧騒を離れたところで
 仕事がしたいと思い、

かねてより夢だった

沖縄に移住し、ペンションを
経営しています。

（69 歳／男性）

20 代から70 代までの混成チームで
20 年以上続けて、

富士山のふもとで行われる
24 時間リレーマラソンに参加。

毎年、ゴールのたびに感動。
人と人とがつながることの大切さや
  継続できることの喜びを感じます。

（70 歳／男性）

毎年１カ月間

ニューヨークへ
語学留学
しています。

今年で20 回目！
（72 歳／女性）

和歌を詠みあげる会で活動しており、
そのスキルアップのために、

50 歳をすぎてボイトレに挑戦中。
先日、10 代、20 代に交じって

初めてライブハウスのステージで
歌いました！
（51 歳／男性）

わらべうたや手遊び歌を
子供に教える活動をしています。

その縁で念願だった
わらべうたの本も出版し、

さらにご縁も広がりました。
（67 歳／女性）

一念発起して、1 週間に 1 枚、
油絵を描くことを決意。

100 枚を
描き上げたところで
銀座で個展を開催

しました。
（72 歳／男性）年齢は

関係ない
んだね

時間ができたらやってみたかっ
た大きな夢。それをかなえられ
るのも50⤴からならでは。こんなことも実現でき　　るんです

長期プランも短期プランも思い通り 

やりたかったことを
やってみよう

非日常編

仕事も落ち着き
時間もできたので、

一人で、気ままにできる
ソロキャンプを

楽しむようになりました。
昼は、誰にも気兼ねなく読書をし、

夜はたき火にあたりながら
おいしいお酒を楽しんでいます。

（60 歳／男性）
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東日本大震災のボランティア活動中、自

分に何ができるのかをずっと考えていま

した。そして自分に何かを課そうと、週

に１枚、絵を100点描き上げることを決

め、毎週SNSで発表し始めました。その

集大成として個展の開催も。絵は一人で

描く作業ですが、発表の場は自分以外の

人が何を感じるのか聞けるので、それも

大きな喜びです。（72歳／男性）

週１枚絵を描いて
個展を開催

CASE

1
他人の感想を

聞くのも喜び

50歳のとき、知人がニューヨークで始

めた短期留学のホームステイに参加した

のがきっかけ。今では毎年9月になると

ニューヨークへ短期留学しています。留

学生活は、自分で下宿先を手配してルー

ムシェアをしたり、語学学校でさまざま

な国の人と友人になったりと、充実した

日々です。（72歳／女性）

毎年のNY 短期留学で
海外生活を満喫

CASE

4
短期でも

充実した留学

勤めていた会社を50代前半で早期退職。

具体的な目標は特になかったのですが、

妻の「沖縄で小さな宿をやりたい」という

ひと言で、土地を探しペンションを経営

することに。今は、自然に恵まれた中で、

お客さんを迎えることに生きがいを感じ

ています。（69歳／男性）

夫婦で力をあわせて
沖縄でペンションを経営

CASE

3
自然と仕事を両方楽しむ

CASE

2
現地の音楽と踊りにひたって

東京のサルサバーに行ったことでサルサ

に魅了されました。レッスンに通った

り、サルサバーで踊ったりしていました

が、ここ数年は、毎年２週間ほど仕事を

休み、サルサの本場キューバに行き、サ

ルサバーで踊ったり、ライブを楽しんで

います。（56歳／女性）

毎年約２週間仕事を休み
キューバでサルサざんまい

非日常編

リアル体験談  50⤴からの
大きな夢のかなえ方
「無理では？」と周囲にいわれるような大きな夢を思い描き、
実現した人たちの体験談を紹介します。
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90歳まで元気に趣味や人生を
楽しむため、

休日の早朝はウォーキング、
午後はゴルフの打ちっ放しの練習

を日課にしています。
（54歳／男性）

指先がキレイになると
気分もUP！

ジェルネイルに
ハマっています！

（54歳／女性）

以前は証券会社で
株を購入していましたが、

孫にインターネットを教えてもらい

ネット証券で株の購入を
するように。主に株主優待の
ある株を購入し楽しんでいます。

（85歳／男性）

大好きな本を
ゆっくり読む

時間ができた！
働き続けた会社員時代が終わり、

やっとひと息。週３回、
図書館へ通って、読書する時間が

私の楽しみになっています。
（63歳／男性）

働く娘を
サポートするために

孫育て真っ最中！
（75歳／女性）

市民農園を借りて
野菜づくり！ 
農家の方に

出来ばえをほめられ、
楽しくなったのが

野菜づくりのきっかけに。
（85歳／男性）

退職後、スポーツジムに入会。

会社員時代の不摂生で
なまった体を

鍛えています！
寝たきりにならないために
筋力アップに励んでいます。

（66歳／男性）

手づくりのお菓子と
お茶を楽しむ

会員制のお茶会を
友人と開催。
（54歳／女性）

25 年ぶりにマンガにハマった！
懐かしい少女マンガや家族、友人の

オススメのマンガを読んで楽しんでいます。
読んでみたいものは、レンタルショップで

借りたり、気に入ったものは
オトナ買いしたりしています。

（54歳／女性）

子供が巣立ってからは

休日は、自室の大画面で
映画ざんまい！

動画配信サービスを利用して

アニメや洋画を
楽しんでいます。

（56歳／男性）

昔ハマった

プラモデルを

組み立てたり そういえば

こんなことも

やりたかったな

日常
編

ようやく手に入った時間で日常
を満喫するのも、50⤴からの楽
しみの一つ。どんなことをして
いるのか、のぞいてみました。何気ない日常にも喜び　　があります

忙しくてできなかったことを実現
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大好きな小説やマンガも読む暇がなく、

家事や育児、仕事に忙殺された毎日でし

た。子供が社会人となって一段落。時間

の制約なく至福の一人時間を持てるよう

になったのは、25年ぶりです。ゆったり

お茶を飲んだり、お菓子を食べたりしな

がら、小説やマンガを読んで、自分時間

を楽しんでいます。(54歳／女性)

大好きな小説やマンガを
読める時間ができた！

CASE

1
一人時間を

楽しみたい！

今までマニキュアをすることはあって

も、ジェルネイルに挑戦したことはあり

ませんでした。理由は、家事をしている

とすぐにネイルがハゲてしまうから。け

れどジェルネイルに挑戦してびっくり！ 

家事をしていてもハゲない！ しかも手

元がキレイになるので、気分がアガりま

す。今では、次にどんなデザインにする

のかを雑誌やネットで調べるほど楽しみ

です。(54歳／女性)

初めてのネイルに挑戦！
キレイは気分もアガる

CASE

4
自分磨きは

何歳からでも

野菜づくりには、自分でつくったものを

食べる喜びと、家族に食べてもらう喜び

があります。自然が相手なので苦労する

ことも多く、出来ばえは予想できません

が、うまく収穫できたときの喜びはひと

しおです。土の管理、日照の問題や雨、

寒さ、台風や害虫対策などはネットで調

べて工夫しています。今も週３回は畑に

行くので、いい運動にもなっています。

（85歳／男性）

苦労も多いけれど
収穫の喜びはひとしお

CASE

3
健康にも家計にもプラス！

CASE

2
孫と過ごす楽しい時間

英語塾に勤める娘は、帰宅するのが夜

10時になることも。働く娘をサポート

するために、週3日、７歳の孫と一緒に

夕食を食べて娘が帰宅するまで過ごすの

が、私の役目。夕食の準備は娘がするの

で、負担になりません。娘の作った料理

を食べられるので、少しは食費の節約に

もなって、私自身も助かっています。

（75歳／女性）

働く娘を応援！
週３日は孫と過ごす時間に

日常
編

50⤴からの
日常生活の楽しみ方
楽しい時間を過ごしている人たちの日常の１コマ
を紹介。楽しみ方のヒント付きです。

挑戦してみたい
ネイルデザインを
雑誌やネットで

リサーチ。

4年に一度
募集する

市民農園の
抽選に当選！

書籍紹介サイトや
読書ブログで

読みたい
書籍を検索。

娘とのやりとりは
スマホが便利。

連絡手段は
SNS。
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仕事のために使っていた時間が、これからラ
イフの「自分時間」。下の2人も、自分の楽し
みや、家族のため、家族や友人との交流など、
多彩な活動に自分時間を上手に使っていま

す。買い物や通院などの外出や毎日・毎週の
ルーティンと、趣味や学び、ボランティア、
仕事など目的のある活動をバランスよく行う
ことが、これからライフを楽しむコツです。1週間をどう過ごし、自分時間をどう活用しているか2人のケースを紹介します。

P70に登場のMさん。自由時間のほとんどは絵を描く時間に。運動不足にならない
よう、毎日散歩がてら買い物に行き、働く奥さまのために朝食のしたくも。

P44に登場のHさん。平日は忙しい娘さんのため家事や育児を支援。忙しいなか午
前中や土日の空き時間を上手に使って楽しんでいます。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

6:00

7:00
起床 起床 起床 起床 起床

8:00
朝食 朝食 朝食 朝食 朝食 起床 起床

朝食 朝食

9:00
新聞 掃除 新聞 新聞 掃除
掃除 新聞 掃除 洗濯 新聞 掃除 新聞

10:00
新聞 洗濯

絵を描く 絵を描く 絵を描く 絵を描く

11:00
買い物

絵を描く

12:00
読書 読書 料理

英語（ラジオ）英語（ラジオ）英語（ラジオ）英語（ラジオ）英語（ラジオ） 昼食

13:00
昼食

絵を描く 絵を描く

14:00
絵を描く 妻と買い物

15:00
絵を描く 友人来訪

英会話

16:00
映画を観る

17:00
歯科

18:00
買い物 買い物 買い物

絵の具購入

19:00
コーヒー 買い物

夕食

20:00
夕食 夕食 夕食 夕食

新聞　テレビ 夕食（外食）

21:00
新聞　テレビ 新聞　テレビ テレビ

22:00
入浴 入浴 入浴

入浴 入浴 入浴

23:00
夜食

24:00
就寝 就寝 就寝 就寝

就寝 就寝
就寝

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

6:00

7:00
起床 起床 起床 起床

起床 起床 起床

8:00
朝食 朝食 朝食 朝食
新聞 新聞 朝食 朝食 朝食

9:00
花の手入れ 新聞 新聞 娘家族と

花の手入れ 新聞 遊園地

10:00
花の手入れ テレビ

花の手入れ 友人来訪

11:00
掃除

家事

12:00
昼食 昼食／テレビ

13:00
昼食／テレビ テレビ ランチ 昼食

昼食／テレビ テレビ 家事

14:00
家事 家事

新聞 テレビ

15:00
花の手入れ

娘宅で 娘宅で 来客

16:00
家事支援 家事支援 孫を自宅で

　預かる

17:00
新聞 新聞 新聞

スイミング

18:00
送迎

夕食

19:00
夕食

夕食、テレビ 夕食 テレビ 夕食

20:00
家事 夕食

夕食 家事

21:00
入浴 テレビ

22:00
テレビ

テレビ テレビ 家事 入浴 入浴

23:00
入浴 入浴 テレビ 入浴

入浴 就寝 就寝

24:00
就寝 就寝 就寝 就寝

就寝

Ｍさん
（72 歳・男性）

Hさん
（75 歳・女性）

実録！ これからライフの1 週間
のぞいてみました

母訪問
（グループホーム）

墓参り

病院
（脳検査）

母訪問
（グループホーム）

母訪問
（グループホーム）

家事／掃除

買い物

買い物

銀行

家事

銀行／用事

＊表内のグリーンは自分時間、ピンクは食事、ベージュは寝起き・入浴を示す
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引退したら、どんな1週間を過ごしたいか､ 記入してみます。やり
たいこと､ 日常の行動を考えて、将来の生活をイメージして1週間
の予定として振り分けてみましょう。

考えてみよう2
ライフ・プランニングノート

将来過ごす１週間は…？ ［巻末付録記入例］

将来の理想のイメージを思
いつくままに記入。行動の
頻度や、曜日は家族やほか
の予定との兼ね合いもイ
メージし考えて創作。

記入のしかた

1 2 3

1 4

1

家事や生活に必要なことなど､ 毎日す
ること、定期的にやっている活動など
を想像できる範囲で記入。
ex. 掃除、洗濯、買い物、食事のしたく、
洗車、庭の手入れ、犬の散歩、町会の
ごみ当番…etc.

毎日のルーティン
定期的にやること

3
自分の好きなことをする時間は、自由
時間と記入しても OK。ゆっくりする
時間ややりたいことをする時間。家で
過ごす、外出してする活動の両方あり。
ex. ショッピング、家でビデオ、読書、
図書館…etc.

自由時間

4
家族や友人などとの交流の理想形。月
に 1 回、週 1 回などの頻度やどんな
仲間と何をしたいかも考えて記入。
ex. 食事会、元会社の同僚との飲み会、
孫と外出…etc.

人との交流・交際

2
継続すること、新しく始めることなど。
どれくらいの頻度か、どれくらいの時
間がかかるかを想定して記入。
ex. 英会話、麻雀教室、楽器、スポー
ツジム、友達とランチ…etc.

外出／趣味やならいごと
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1週間の予定を考えてみたら、それを1日に落とし込んで。空白の
時間をどう活用していくかの策が必要？

考えてみよう3
ライフ・プランニングノート

将来過ごす1日は…？ ［巻末付録記入例］

今の平日の典型的な1日を
イメージして記入。将来の
1日は「考えてみよう２」で
記入した内容から想像を広
げ、平日のルーティンを中
心に記入。時間軸は自由に
設定。

記入のしかた
1 2

3

1
通勤にかかる時間、仕事をしている時
間を記録。将来もずっと働き続けたい
なら、時短や職種による拘束時間帯な
ども考慮して。
ex. 将来､ 夜間に警備の仕事をしたい
なら、夜間帯に「仕事」と記入…etc.

仕事など

2
今は 7 時に起きているけれど、仕事
をしなくなったら寝坊をしたいから 8
時起床にしよう、など、起床時間や家
事、やらなければいけないことなどを
自分の理想に合わせて想定して記入。

毎日のルーティン

3

仕事や育児、家事、食事、食事の準備
や家の用事など、やらなければいけな
いこと以外の時間。リラックスや趣味
など自分がやりたい具体的な内容があ
ればそれも付記。自由になる時間にラ
インマーカーで線をひいてみるとどれ
位未定の自由時間があるかが分かる。

やりたいことに
使える時間、自由時間
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引退したら、仕事に使っていた時間がまるまる自分の夢に

使えます。一説には、仕事に使っていた時間から計算した

自分時間（余暇時間）は、平日の５日間の合計で約53
時間、1日約10時間強もあるそうです。

 「趣味に没頭する」、「毎日ゴルフ！」、「旅行ざんまい」、「の

んびり読書」等々、楽しく過ごす夢のようなプランをみん

な、たくさん持っていることでしょう。それらを全部やっ

ても、まだ時間はたっぷりありそうです。

であれば、まだまだやりたいこと、チャレンジしたいこと

が、たくさんあるのではないでしょうか。

今思い描いているプランややりたいことをあなたの将来の

余暇時間に当てはめて、もう一度考えてみてはいかが

でしょう。

50⤴ ADVICE
50⤴先生からの４つのアドバイス

時間ができたら、あんなこと、こんなことしたい…！
そんな将来の夢が見えてきたあなたの“やりたい”を
応援するために、50⤴先生から４つのアドバイス。
夢がもっともっと素敵なリアルになるために。

あなたが思っているより、
時間はいっぱい！

ADVICE その1
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将来、あなたが趣味、学び、社会貢献などの活動を始める

際に有効なキーワードが「安・近・深」です。

「安」は安い。活動費用はできれば安いにこしたこと

はありません。長く続けるうちには、経済状況の変化で高

額な支出が負担になることも。区市町村が開催する講座や

公共施設なども案外充実し「安」にはおすすめです。

次の「近」は近い。近くなら気軽に行かれ、将来、健康

に自信がなくなっても安心。時間の負担も少なくて済みま

す。近隣に知り合いや人脈ができ、それが身近な情報源にも。

そして「深」は深い。「朗読」の趣味が、「朗読劇」な

どのほかの趣味、「絵本の読み聞かせ」や「テープ朗読」

のボランティアにつながる、とか、趣味がさらに違う活動

につながるといった広がりや深みがあること。そんな掘り

下げるほどに、おもしろさが増すような発展性が、飽きの

こない長続きにつながります。

50⤴
ADVICE
アドバイス

安・近・深でいこう！
ADVICE その2
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50⤴
ADVICE
アドバイス

悠々自適。退職金や預貯金、年金でゆったり、やりた

いことを楽しむ…。50代以上の方が、「引退後」と聞い

てまず思い浮かべるのは、こんな生活イメージでは？

1960年代〜1970年代、高度成長期の日本で、多くの人

が目指す理想は「高校や大学を卒業し、就職して結婚。夢

の団地に住み、家族は４人。マイカー、やがては郊外に一

戸建てのマイホーム購入。そして定年。悠々自適へ…」

というライフスタイルでした。　

1990年代まではこのように理想像もワンパターンでした

が、現代は社会情勢も、個人のあり方も変化しています。

価値観も雇用形態も多様になり、目指す理想像もいろ

いろです。

平均寿命も、引退後の老後の時間も長くなりました。そん

な将来を元気に、自分らしく、どう生きていくか、既成の

概念にとらわれず、新しい発想で考える時代なのです。

昔と今のシニアプランは
違ってきている！？

ADVICE その3
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人生100年時代といわれています。そんな時代を生きる

には「ライフ・シフト」＊1、人生への発想の転換が必要です。

これまでの人生は「教育／仕事／引退」という３つ

のステージで考えられていました。が、長寿社会では学び

直しや新たなチャレンジを何度してもいいマルチステージ

の考え方を活用。仕事・学び・遊びのバランスを取り、仕

事以外の場や社会とのつながりを持ち、パラレルキャ
リアで活躍するなど、自分らしい人生を歩むことが重要

になります。また、自分の活動や生き方をさらに発展させ

てくれる源となる「①能力、②健康、③人脈、④パートナー」

といった「無形の資産」をつくることも、豊かな人生

を送るためには大切なことなのです。

あなたのライフプランを「ライフ・シフト」の発想で、

もう一度見直してみませんか？

50⤴
ADVICE
アドバイス

＊１　�『ライフ・シフト』…リンダ�グラットン、
アンドリュー�スコット�(著)�　英国の経
営学者と経済学者のふたりが長寿社会の
生き方にせまった１冊。世界的ベストセ
ラー

人生100年時代。
発想の転換を！

ADVICE その4
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未来の
わたしたちは
どうなる？

50⤴世代が夢をかなえるそのころ、社会はどうなっている？
プラン実現のために、そんな未来へ向けて
知っておきたいことをキーワードで解説！

3
Part
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ここでは50⤴世代の人たちが生まれ育ってきた社会がどんな背景をもって
いたのか、55歳の方を例にざっくりと振り返ってみましょう。50⤴世代はこんな道を歩んできた！

1955
昭和 30 年

1960
昭和 35 年

1965
昭和 40 年

1970
昭和 45 年

1975
昭和 50 年

◎国民健康保険法制定（1958年）
◎日本住宅公団法公布。東京都に

2 万3000戸の建設開始。団地
ブーム

◎福祉元年（1973年）／老人医療
費無料化（70歳〜）、健保法改正

（家族７割給付、高額療養費）、
年金制度改正(５万円年金、物
価スライド導入)など

◎国民年金制度施行／「国民皆年
金」体制スタート（1961年）

●電気洗濯機、電気冷蔵庫、�
　テレビが「三種の神器」
●大阪に２DKの団地デビュー
　（1956年）
●東京タワー（1958年）

●大阪で万博開催
●よど号ハイジャック事件
●オイルショック
●70年安保

●所得倍増計画
●日米新安保条約調印
●インスタント食品流行�
　（ラーメン、コーヒーなど）
●東京五輪（1964年）

●紅茶キノコブーム
●日本女性エベレスト初登頂
●山陽新幹線東京〜博多開通
●ロッキード事件（1976年）
●英国で試験管ベビー誕生
　（1978年）　

●�車、カラーテレビ、クーラーの
３Ｃが「新三種の神器」に

●海外パック旅行ブーム
●ベトナム戦争
●ビートルズ来日（1966年）

昭和35年
高校進学率   57.7%
大学進学率   10.3%
大卒平均初任給   男1万6115円
 女1万2790円
平均初婚年齢   男27.2歳（30.6%）

（有配偶率） 女24.4歳（53.5%）
世帯人数   4.13人

世帯人数
3.45人

ー ー 198 人 310 人 548 人百寿者人数（100歳を超えた人の数）

男63.60 歳
      女67.75 歳

男65.32 歳
女 70.19 歳

男67.74 歳
女 72.92 歳

男69.31 歳
女 74.66 歳

男71.73 歳
女 76.89 歳

平均寿命

2.37 人 2.00 人 2.14 人 2.13 人 1.91 人 女性が生涯に生む子供の数

50⤴世代の道のりを見てみよう！

0歳 5歳 10歳50⤴世代年表

出来事・流行など

福祉関連
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男73.35 歳
女 78.76 歳

男76.38 歳
女 82.85 歳

男74.78 歳
女80.48歳

男 77.72 歳　
女 84.60 歳 

男75.92 歳
女 81.90 歳

男78.56 歳 
女 85.52 歳

1.75 人 1.42 人1.76 人 1.36 人1.54 人 1.26 人

968 人 6,378 人1,740 人 13,036 人3,298 人 25,554 人

1980
昭和 55 年

◎老人医療費無料化廃止（1983
年）、健保法改正(本人9割給付、
退職者医療制度、1984年)

●自動車生産数世界1位
●日米貿易摩擦
●竹の子族
●ルービック・キューブ
●とらばーゆ
●グリコ・森永事件（1984年）

1995
平成 7 年

◎介護休業制度創設

●阪神淡路大震災
●地下鉄サリン事件
●トレンディードラマ
●失楽園
●消費税５％（1997年）

1985
昭和 60 年

◎老人保健施設の創設、60歳定
年の努力義務化（1986年）

●男女雇用機会均等法
●人口約1億2100万人に
●ワープロ
●新人類
●ファミコン流行（1986年）

2000
平成 12 年

●IT革命
●iモードブーム
●BSデジタル放送開始
●2000円札発行
●アメリカ同時多発テロ
　（2001年）
●冬ソナ現象（2002年）

1990
平成２年

●昭和天皇崩御、平成に
　（1989年）
●ベルリンの壁崩壊（1989年）
●消費税３%（1989年）
●一杯のかけそば
●スーパーファミコン
●湾岸戦争
●バブル崩壊（1991〜93年）

2005
平成 17 年

◎人口が1899年の統計開始以来
初の自然減、老人保健制度から
後期高齢者医療制度（2008年）

●愛知県「愛・地球博」
●郵政民営化（2007年）
●リーマンショック（2008年）
●新型インフルエンザ
　（2009年）
●裁判員制度（2009年）

◎介護保険制度施行

昭和55年
高校進学率   94.2%
大学進学率   37.4%

1965年生まれ
平均初婚年齢   26.5歳 
生涯未婚率   12％

1989
平成元年

女性が生涯に生む子供の数

平均寿命

百寿者人数

50⤴世代はこんな道を歩んできた！

30歳20歳 35歳 40歳15歳 25歳

世帯人数
3.28人

昭和63年
大卒男子平均初任給
153,100円
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2010
平成 22 年

◎日本年金機構発足

●東日本大震災（2011年）
●なでしこジャパンW杯優勝
　（2011年）
●東京スカイツリー（2012年）
●消費税８％（2014年）

2025
令和 7 年

2015
平成 27 年

◎年金改革法成立（2016年）

●姫路城修理完成
●外国人観光客・爆買い
●イスラム過激派テロ
●熊本地震（2016年）
●マイナス金利（2016年）

2030
令和 12 年

2020
令和２年

●明仁天皇退位／徳仁天皇即位、�
　令和に（2019年）
●沖縄県民投票（2019年）
●働き方改革（2019年）
●消費税10%（2019年）
●日韓関係緊張（2019年）
●あおり運転（2019年）
●東京五輪

●2025年問題

2040
令和 22 年

2019
令和元年

前期高齢者 後期高齢者

[参考資料]
「われらニッポンの75歳 データにみるリアル」（ILCジャパン／国際長寿センター日本）、総務省
統計局HP「平成29年学校基本調査」、厚生労働省「平成22年版・平成24年版厚生労働白書」、同「平
成30年9月 厚生労働省 プレスリリース／百歳高齢者表彰の対象者は32,241人」、同「平成27
年簡易生命表」、同「平成27年国民生活基礎調査」、同「平成30年度 厚生統計要覧 第1編人口・世
帯」、内閣府資料「将来推計人口の関連資料等」、 同「平成13年賃金構造基本統計調査結果速報」、

「昭和・平成 家庭史年表」、「現代風俗史年表」（ともに河出書房新社）

男79.55 歳
女 86.30 歳

男80.79 歳
     女 87.05歳

2065 年
男性 84.95 歳

女性 91.35 歳に?

2030 年
1.20 人に？1.39 人 1.45 人

44,449 人 61,568 人

女性が生涯に生む子供の数

平均寿命

百寿者人数

世帯人数
2.59人

世帯人数
2.49人

世帯人数
？人

50⤴世代はこんな道を歩んできた！

50歳 55歳 65歳45歳 60歳 75歳

人生 100 年時代
超高齢社会を
生きていくための
キーワードとは？
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化

日本はすでに65歳以上の人口が全人口に対して21%を超
える「超高齢社会」。2025年には、団塊の世代が75歳を
迎え、東京都でも後期高齢者＊1が前期高齢者＊2の数を大
きく上回ります。それに伴って生じる医療や介護の問題が

「2025年問題」です。さらに、今後予想される生産年齢
人口や年少人口の減少も大きな課題です。

2025年問題の重要テーマ

未来が見える
キーワード

未来が見えるキーワード 1

少子高齢化

＊１　後期高齢者とは75歳以上を指す
＊２　前期高齢者は65歳〜74歳

75歳以上の後期高齢者が増える2025年問題をはじめ、人
生100年時代をより良く生きるための課題はいろいろ…。

5
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75歳をすぎても元気で
活躍できる東京に！

50⤴
川柳 「72 歳が席ゆずる、超高齢の電車席」

今後増え続ける後期高齢者は、前期高齢者に比べ、要介護にな
るリスクが約７倍になるといわれています。そのため、その予
防策や介護状態になったときのサポート体制が重要課題です。
と同時に、75歳をすぎても元気なシニアも大幅に増加する見
込みなので、東京都はいくつになっても元気に活躍できる環境
づくりにも力を入れています。

東京都の人口の推移

未来が見えるキーワード 1

東京は一人暮らし世帯が全国一！　核家族化が進む現在で
は、高齢になっても子供と同居する人が減る傾向にあり、
いずれは夫婦どちらかの一人暮らしに…。
さらに、都市部の特徴として、生涯未婚あるいは離婚によ
る一人世帯も多いため、今後、シニアの一人暮らしがます
ます増えていくことが予想されています。

シニアならではの不安をどう解消？

未来が見えるキーワード 2

一人暮らし

少子高齢化

総務省統計局「国勢調査」、東京都総務局「東京都世帯数の
予測」（平成31年３月発行）をもとに作成
＊年少人口：15歳未満/生産年齢人口：15歳以上65歳未満
/高齢者人口：65歳以上。前期高齢者人口：65歳〜74歳/後
期高齢者人口：75歳以上

前期高齢者は
まだまだ若いって

ことだね！

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

（万人）

（年）1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

前期高齢者
136万人

後期高齢者
191万人

年少人口 生産年齢人口 高齢者人口

後期高齢者
が増える！
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年をとれば誰でも可能性が！

未来が見えるキーワード 3

認知症

人とのつながりがあれば、
お一人様でも安泰！

「ワンルーム、むかしは学生、いまシニア」

2035年、シニアの一人暮らしが全世帯の14.4％になると予想
される東京。高齢になっての一人暮らしは不安や不便が伴う場
合もありますが、最新の研究＊１によれば、健康リスクが高ま
るのは、一人暮らしの場合より他者とのつながりが乏しい「社
会的孤立」のとき。人との交流があれば、一人暮らしでも健康
が保てることが分かっています。地域には多様な支援体制も！

東京都の高齢者のみ世帯の割合

未来が見えるキーワード 2

一人暮らし

＊１　�Sakurai�R�et�al.�Poor�Social�Network,�Not�Living�Alone,�
Is� Associated�With� Incidence� of� Adverse�Health�
Outcomes�in�Older�Adults.�JAMDA�20（2019）1438-
1443

一人暮らしの
アパートの住人も、

少子高齢化で大転換？

80代後半で男性の約35%、女性の約44%、95歳をすぎる
と男性の約51%、女性の約84%が認知症というデータ＊1

もあるほど、認知症は高齢になるほど発症リスクがアップ。
今後、後期高齢者の増加とともにその数は増えていきます。
人生100年時代、認知症はどんな人にも起こりうる身近
なものであり、人ごとと思わないことが大切です。

＊１　�朝田隆他：「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」(平成
21-24)��厚生労働科学研究費補助金認知症対策総合研究事業報告書,2013

65万

104万（14.4％）

555万

2035年

1995年

その他一般世帯
439万

高齢単独世帯
26万（5.3％）

高齢夫婦世帯
29万

60万
92万（12.8％）

566万

2025年

15年後には
一人暮らしは

全世帯の14.4%に！

総務省統計局「国勢調査」、東京都総務局「東京都世帯数の予測」（平
成31年３月発行）をもとに作成

50⤴
川柳
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日常生活自立度Ⅰ

日常生活自立度Ⅱ以上

（万人）

2016年 2025年
0

10

20

30

40

50

60

自宅
62.6%

自宅外
37.4%

日常生活自立度Ⅰ

日常生活自立度Ⅱ以上

（万人）

2016年 2025年
0

10

20

30

40

50

60

自宅
62.6%

自宅外
37.4%

上・下ともに、東京都福祉保健局高齢社会
対策部「平成28年度認知症高齢者数等の分
布調査」より改変　＊日常生活自立度Ⅰ：何
らかの認知症の症状を有するが、日常生活
は家庭内及び社会的にほぼ自立。日常生活
自立度Ⅱ以上：見守りまたは支援が必要

認知症を恐れないで。
地域でずっと暮らせるように！

「誰だっけ？ 誰だっけ、誰だっけ、誰だって」

東京都でも何らかの認知症の症状のあるシニアは増え続けると
予想されています。2016年時点で、認知症の人の６割以上は
自宅で暮らしており、たとえ、見守りや支援が必要となっても、
安心して暮らし続けられるよう、各区市町村での取り組みが進
んでいます。まずは、認知症の正しい知識をPart４で身につ
けましょう。サポート体制についてはPart５やQ&Aで。

東京都の認知症高齢者の推計

未来が見えるキーワード 3

自宅に
約6割

認知症

認知症は
特別なことじゃ
ないんだね！

東京都の
認知症高齢者の居住場所
（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅰ以上）

認知症高齢者は
10年で

約1.4倍に !

人生100年時代を楽しむための鍵！

未来が見えるキーワード 4

健康寿命

50⤴世代が誕生した「昭和」の時代から長寿化が急激に
進み、日本では、2007年生まれの２人に１人が100歳よ
り長く生きるという推計＊１もあり、「人生100年時代」が
来ると予想されています。そんな時代を心豊かに生きるに
は健康がより重要に！　そのために、健康寿命を延ばすた
めの取り組みが各区市町村で行われています。

＊1　�Human�Mortality�Database,�U.C.�Berkeley(USA)�and�Max�Planck�
Institute�for�Demographic�Research(Germany)�

50⤴
川柳
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65歳平均自立期間 65歳平均余命

0
（65歳）

5 10 15 20

男性
17.68 年

女性
20.79 年

25 30（年）

日本のシニアの就業率は世界の主要国の中で最高。2019
年、国が70歳まで就業機会確保の努力義務について法整
備を図る方針を発表したこともあり、今後、シニアの就業
率はさらに高まることが予想されます。生きがいを持って
働くことは健康にも良く、退職後、社会への一歩が踏み出
せないシニアにとっては、就業はそのきっかけにも！

65歳すぎてもまだまだ現役！

未来が見えるキーワード 5

仕事年齢

健康で過ごせる時間はたっぷり
豊かな「これからライフ」を！

「健康で死ぬ気がしない俺様は、きっと200歳の新記録」

未来が見えるキーワード 4

健康寿命

これくらい、強気に
健康寿命を

追求したいもの！？

65歳健康寿命（東京保健所長会方式）/東京都福祉保健局より改変
＊１　�65歳平均自立期間：65歳の人が、要介護2を受けるまでの

期間の平均。健康と考える期間
＊２　�65歳平均余命：65歳の人が、65歳以降平均してあと何年生

きられるのかの期待値

東京都のデータによると、シニアになってから健康で過ごせる
平均期間（65 歳平均自立期間）は、男性で 17.68 年、女性で
20.79年もあります。しかも、現役バリバリのころと違って、
そのほとんどは自分の思いのままに使える自由時間。健康を
キープする生活を実践するとともに、この期間をいかに豊かに
過ごせるか、今からライフプランを考えましょう。 

65歳平均自立期間＊１と
65歳平均余命＊２〈2017年・東京都〉

65歳から健康で
いられる期間は
たくさんある！

50⤴
川柳

106 107Part 3　未来のわたしたちはどうなる？



（人）

（年）
36,000

38,000

40,000

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

2013 2014 2015 2016 2017

生きがいを持って仕事に
チャレンジしたい人を応援！

なめんなよ、第２のキャリアも30 年

東京では65歳をすぎても働きたいという人が増えています。
ただ、シニアが希望する仕事と求人にはミスマッチがあり、就
業率はなかなか伸びていないという現状も…。そんな状況を打
破しようと、東京都では「シニア就業応援プロジェクト」＊1を
スタートし、元気なシニアを応援する体制を整えていこうとし
ています。就業や創業の相談窓口も充実。詳しくはPart２で。

65歳以上の新規求職者数（東京都）

未来が見えるキーワード 5

まだまだ働きたい
シニアが増えている！

仕事年齢

東京労働局「職業安定業務年報」より
第 3キャリアも

余裕で
いけたりして！？

＊１　�2018年、小池都知事の「人生100年時代に向けて、
意欲あふれる高齢者の方々が学びに仕事にいつま
でも生きがいを持ってチャレンジできる社会を創
り上げたい」という目標に沿ったプロジェクト

東京都が応援！ シニアの就業

起業に挑戦する50歳以上のシニア層が、起業に必要な知識・
スキルを短期間で修得できるよう、東京都立産業技術大学院大
学（AIIT）が都や産業界等の協力を得て、約6カ月間の大学院
教育レベルのプログラムとして開講しています。修了者に対し
ては、学校教育法に基づく履修証明書を交付します。

AIITシニアスタートアッププログラム
起業に挑戦するシニア層を後押しするプログラム起業

を応援！

新しい仕事にチャレンジする意欲のある65歳以上のシニアが
楽しく学びながら、セカンドキャリアについて考える場です。
書類選考、面談を経て合格した人は、シニア就業に役立つ特別
なカリキュラム（半年で54講座程度）を無料で受講できます。
2020年度は55歳からのシニア予備群向けの講座も計画中です。

東京セカンドキャリア塾
新たな挑戦のための学びの場を提供学ぶ

を応援！

シニア就業応援
プロジェクト

65歳以上のシニアに求職ニーズの高い事務職や営業職、IT技
術職を中心に、お試し就業(有給)ができるシステム。専任のキャ
リアカウンセラーがサポートしてくれるので、正規の就業に結
びつくケースも増えています。受け入れ企業の派遣人件費等を
都が負担することで、シニア人材活用への第一歩をサポート。

東京キャリア・トライアル65
人気職への派遣就業を支援働く

を応援！

シニア就業応援
プロジェクト

P2024、P2038詳しくはHPで

50⤴
川柳
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健康長寿の
ために

夢のライフプラン。実現するにはやっぱり元気が大切！
楽しい未来のために今からできること、

知っておくと役立つ、健康長寿へのヒントが満載。

4
Part

110 111Part 4　健康長寿のために



要介護レベル

年齢（歳）

総得点

65 70 75 80 85

6.1%

17.4%

40.1%

36.3%

90
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Aパターン

Bパターン

Cパターン

Dパターン

フレイルレベル

私たちの体はどう衰えていくのでしょ
うか？　50代になると老眼によりも
のが見えづらくなり、65歳くらいに
なると足腰の力の低下を実感。70歳
くらいから握力やかむ力が徐々に衰
え、75歳をすぎると本格的な老化現
象が出てきます。

ここで覚えておきたいのがフレイルと
いう言葉です。病気や老化などの影響
を受けて、心身の活力（筋力や認知機
能など）を含む生活機能が低下し、将
来、要介護状態となる危険性が高い状
態のことを言います。つまり、健康寿
命を縮めることにつながるため、その

ずっと元気で活躍するためには、健康寿命を延ばすことが大切です。
そのために老化、そしてフレイルについて知ることから始めましょう。

とはいえ、右ページのグラフでも分か
るように、老化の進行には個人差があ
ります。多くの人がフレイルになるの
は80代後半（C）ですが、90歳をすぎ
ても元気なパターン（D）もあれば、生
活習慣病の影響などでもっと早くフレ
イルになる場合（A、B）もあります。

予防が大切なのです。
50⤴世代にとってフレイルはまだ先
のことのように思えますが、元気に年
を重ねていきたいなら、今からフレイ
ルの知識を持ち、対策を始めるのが理
想的です。そのときのポイントは栄養、
体力、社会参加です。

50 歳～64 歳

太り過ぎは
気になるけど、

元気！

70 歳ごろから
徐々に

機能が低下

老化があちこち
出てくる

65 歳～74 歳 75 歳～

D  90歳でもフレイル
知らず 。
C  老化の影響が80歳
以 降 出 現 し、80代 後
半でフレイルに。
B  生活習慣病の管理
が う ま く い か ず、75
歳ごろフレイルに。
A  生活習慣病の重症
化 な ど が 影 響 し、65
歳時点でフレイルに。

フレイルは簡単に言うと、「健康」と
「要介護」の間の状態のこと。早めに
気づいて適切な対応をとれば、健康
な状態に戻れます。その対策は、50
代から始め、右図のように重きを置
くポイントを主に65歳ごろから切
り替えていくとよいでしょう。

心身の衰えは年齢とともにやってくる！

老化について知っておこう 健康長寿の鍵はフレイル予防にあり！

健康寿命を延ばすには
フレイルを知ることから！

「生活機能の加齢変化パターン」
Taniguchi Y et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci(2019)の図を改変
＊生活機能は老研式活動能力指標を用いて測定

フレイルになる時期は個人差がある！

年代別の対策のポイントフレイルとは

50歳～64歳

65歳～74歳

75歳～

生活習慣病予防

切り替え時期

フレイル予防
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生活習慣病予防のポイントは、食べ過
ぎない、ストレスをため過ぎない、働
き過ぎないなど、「〜過ぎ」にならな
いようにコントロールすることです。
食生活では野菜をたっぷり摂ることを
心がけ、運動面では有酸素運動でエネ
ルギーを消費することが大切。睡眠も

十分に取りましょう。
また、病気の早期発見のために、健康
診断を習慣づけることも重要です。
さらに、この時期から、筋量や骨密度
を維持していけば、将来、フレイルを
防ぐのに役立ちます。更年期で体が大
きく変わる女性は特に意識しましょう。

閉経後、女性が気をつけたいのが、骨密度や筋肉
量の低下です。高齢になって骨粗しょう症になる
ケースも多く、男性に比べて、骨折や関節疾患に
よる寝たきりリスクも高まります。

女性は骨折や関節障害に備えよう

高血圧、糖尿病、脂質異常症などの
生活習慣病は、認知症の中でも血管
性認知症との関連で注目されていま
したが、アルツハイマー型認知症に
も影響していることが分かっていま
す。特に、中壮年期の生活習慣病が

発症に深く関わっているので、生活
習慣病の予防や改善により認知症予
防が期待できます。また、認知症に
なっても生活習慣病の適切な治療や
管理が進行の抑制や一時的な改善に
つながります。

50⤴世代は生活習慣病予防＋α 生活習慣病と認知症の関係

知っておきたい！

食べ過ぎに注意して
野菜はたっぷり摂る。

食事

十分な睡眠を心がける。

睡眠

働き過ぎない
ようにして、
ストレスを解消。

社会

禁煙し、お酒は適量に。

嗜好品

有酸素運動で
エネルギーを消費。

運動

「内閣府男女共同参画白書」（平成30年版）

男性、女性ホルモンの推移

テ
ス
ト
ス
テ
ロ
ン

エ
ス
ト
ロ
ゲ
ン

（Pg/ml） （Pg/ml）

女性ホルモン
（エストロゲン）

男性ホルモン
（テストステロン）

0

50

100

150

0

20

10

30

40

思春期 青年期 更年期 老年期

男性は男性ホルモン
の減少が穏やかに進
みますが、女性は閉
経後、女性ホルモン
が急激に減少。高血
圧、高脂血症、骨粗
しょう症、筋力低下
などの要因に。

50⤴世代ではメタボ（メタボリックシンドローム）が気になる人が
多いのでは？　今、実践したいのは生活習慣病予防です。

健康長寿生活

50⤴世代のポイントは？
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食べること、動くこと、社会とのつな
がりを持つこと。これがフレイル予防
で大切なことです。65歳をすぎたら
この３つを意識しましょう。
食事は栄養不足に要注意。例えば、健
康に良いというイメージの粗食も、シ
ニア世代の場合では消化機能が低下し

ているので、知らない間に低栄養に
なっている危険性も…。特にたんぱく
質はしっかり摂りましょう。
また、社会とのつながりも健康に影響
するので、退職などで生活ががらりと
変わるこの時期、自分らしい社会参加
の方法を見つけることも課題です。

介護が必要となった主な原因を要支援
者で見ると、関節疾患、高齢による衰
弱、骨折・転倒であり、これらはいずれ
も体を動かさないことによる心身の機
能低下が要因の一つです。

年齢に関係なく、体を適度に動かせ
ば、筋肉は発達します。日々の生活に
運動を少しずつ取り入れると同時に、
筋肉のもとになるたんぱく質を食事で
しっかり補給しましょう。休養を取る
ことも大切です。

要介護状態等になる原因は
関節疾患、高齢による
衰弱など

いくつになっても
筋力はアップする！

フレイル予防について詳しく知りたいときは
東京都介護予防・フレイル予防ポータル

65 歳をすぎたらフレイル予防にスイッチ！

関節疾患

高齢による
衰弱

骨折・転倒

脳血管疾患
（脳卒中）

心疾患
（心臓病）

認知症

糖尿病

その他

要支援者の
介護が必要になった

主な原因

17.2%
23.7%

15.2%

4.6%
3.3%

13.1%

6.7%

16.2%

厚生労働省「平成28年国民生活基礎調査」

栄養不足に注意して
肉・魚・卵は
しっかり摂る。

食事

昼夜のリズムを整え、
まとまった睡眠を取る。

睡眠
積極的に社会参加する。

社会
禁煙し、お酒は適量に。

嗜好品

筋肉トレーニングで
筋力、足腰を
しっかり維持。

運動

フレイルの基礎知識からチェック法、年齢
別の予防法などを詳しく紹介しています。
また、各区市町村の取り組みも調べること
ができるので、身近な人のフレイルが気に
なるときにも役立ちます。

体力や意欲の低下、疲れやすいなど老化の始まりを感じたら･･･。
フレイル予防に切り替えて、衰えにストップをかけましょう。

健康長寿生活

60 代後半からのポイントは？
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肉類
たんぱく質が豊富。鶏
肉、豚肉、牛肉などを
バランス良く。

大豆・大豆製品
たんぱく質が豊富。納
豆や豆腐など加工品を
上手に取り入れて。

果物
ビタミンＣ、ミネラル
が豊富。旬の果物を楽
しんで。

海藻類
カリウム、カルシウム
などミネラルが豊富。
少量でも毎日摂って。

いも類
炭水化物、ビタミンＣ
や ビ タ ミ ンB1、食物
繊維も豊富。

緑黄色野菜
ミネラルやビタミン、
食物繊維が豊富。淡色
野菜や根菜類も。

牛乳・乳製品
たんぱく質やカルシウ
ムが豊富。骨粗しょう
症予防に。

魚介類
たんぱく質やカルシウ
ムが豊富。季節の魚を
楽しんで。

卵
必須アミノ酸を理想的
なバランスで含む。1
日1個を心がけて。

食事で大切なのは食品のバラエティ。
まず、普段の食事が偏っていないか、
右ページの食品群でチェックしてみま
しょう。１食品群一つで１点、毎日７
点以上摂るのが目標です。多様な食品
を摂っている人ほど、健康度が高いと
いうデータもあります。

多様な食品を無理なく摂るためには、
主食、主菜（肉・魚などのおかず）、副
菜（野菜のおかず）、汁物がそろった食
事を１日２食整えるのがポイントにな
ります。できあいのお惣菜をプラスし
たり、弁当を活用したりするのもよい
でしょう。

１日２食は一汁二菜にするのがコツ

＊1　 東京都健康長寿医療センター研究所が開
発した食品摂取の多様性得点を構成する
10の食品群の頭文字を取ったもので、ロ
コモチャレンジ！推進協議会が考案した
合言葉

主食以外に毎日の食事に取り入れたい10の食品群

合言葉は「さあにぎやかにいただく」＊1

さ

に

い

油脂類
油脂は細胞などを作る
材料。植物性と動物性
の油脂を取り入れて。

あ

ぎ

た

や

だ

か

く

50⤴世代は
ここに注意！
メタボが気になる50⤴世代は、

糖質や油脂類の摂り過ぎに注意

し、野菜をしっかり摂りましょ

う。肉類は脂肪分の少ない部位

を選び、調理法を工夫して。

65 歳以降は
ここに注意！
肉類、魚、卵などのたんぱく質

や油脂類をしっかり摂って低栄

養を予防。友人と外食するな

ど、誰かと食べることも意識し

て。食欲が増し、自然と食事量

も食品数も多く摂れます。

メタボ対策にもフレイル予防にも効果的なのが、いろいろな食品を
摂ること。その摂り方には年代別のポイントがあります。

栄養❶

７つ以上の食品群から摂ろう！
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穀類・いも・豆 肉・魚介・卵・乳製品 野菜 果物・菓子

か
た
い

ふ
つ
う

や
わ
ら
か
い

昔から、かむ力の強い人は元気で長生
きするといわれています。食べ物をか
む、飲み込むなどの口腔機能が衰える
と、魚・肉類、野菜、海藻など、かみご
たえのある食品の摂取量が減ります。
そして、パンだけ、麺だけといった偏っ
たメニューになりがちで、上のグラフ

のように、健康な体を維持するために
必要な栄養素が欠乏していきます。
かむ力を守るためには、右ページの表
を参考に、意識してかたいものを食べ
ましょう。献立にかみごたえのある食
品を1品入れるだけでも、口腔機能を
改善するトレーニングになります。

かむ力が弱いと「食べとれマップ」の下のほうにあるものに
偏りがち。時々は上にあるものを意識して食べましょう。

しっかりかむためには、歯を残すため
のケアも重要です。厚生労働省と日本
歯科医師会が推進する「8020運動」
では、80歳で20本以上の歯を保つこ
とを目指しています。
そのために日々のケアで行いたいの
が、適切なブラッシングと歯間ブラシ

で歯垢を除去し、むし歯と歯周病を予
防すること。ちなみに、歯周病は糖尿
病や心疾患などのリスクを高めること
が分かっています。
また、かかりつけの歯科医を持ち、定
期的に歯や口の健康状態を診てもらう
ことも大切です。

もち 干しブドウイカ刺身

たくあん

タコ

ニンジン

ホタテ貝

豚ヒレ
ソテー

みりん干し

ピザ

かりんとう

ごはん
ホウレンソウ

リンゴソーセージ

そば

たまねぎ
ふ菓子

白菜の
漬け物

ピーマンの
ソテー

肉だんご

こんにゃく タケノコ

ようかん

キャベツ

ハンバーグ

サトイモ カボチャ

モモ

ナス

キュウリ

チーズ

卵焼き

うどん

サヤエンドウ
バナナ

大根

マグロ刺身

おかゆ
プリン

レタス

納豆 トマト

イチゴ

ウナギ蒲焼

ジャガイモ 大根煮つけ

食べとれマップ

かたいものを食べて「かむ力」を守ろう 毎日のケアと健診で歯を残そう

人は口から老いるともいわれます。これからずっと健康を維持するには、
50⤴世代から、かむ力、飲み込む力をキープするよう心がけましょう。

栄養❷

口腔機能を維持しよう！

かめない人は、多くの食品群や栄養素の摂取量でかめる人を下回っていた。特に下
回っていたのは、赤字にしたところ。穀類や炭水化物では大きな差はなかった。

本川佳子, 日本老年歯科医学会雑誌：34,81-85 (2019)
柳沢幸江他：食物の咀嚼筋活動量及び食物分類に関する研究。小児歯科学誌 27(1):74-84, 1989をもとに、東
京都健康長寿医療センター研究所が作成

かめない人は摂っている
食品が偏っている

かめない人は栄養が
足りていない

エネルギー

たんぱく質ビタミンC

脂質ビタミンB2

炭水化物ビタミンB1

カルシウムビタミンD

鉄ビタミンA

栄養素
穀類

いも類調味料・香辛料類

緑黄色野菜油脂類

魚介類菓子類

その他の野菜種実類

豆類嗜好飲料類

肉類
卵類乳類

果実類

海藻類砂糖類

食品群

かめない人かめる人
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1　イスの背もたれなどを軽く持ち、
足を肩幅に開いて立つ。

2　１、２、３、４とゆっくり数えなが
らひざを曲げ、お尻を後ろに引く。

3　同様に、１、２、３、４で元の姿勢
に戻る。2と 3を10回くり返す。

HOW TO

50⤴世代が、まず、実践したい運動は、
散歩やウォーキングなど、生活習慣病
予防に効果的な有酸素運動です。毎日
しっかり歩くことは健康に良く、これ
からもずっと続けていきたい運動習慣
です。
そこに、少しでもいいので、筋肉トレー

ニングをプラスできれば理想的です。
今から筋肉をつけておくと、年齢とと
もに起こる筋肉量の低下に歯止めがき
き、フレイル予防に役立ちます。
また、筋肉量が増えることは基礎代謝
を上げることにもつながり、メタボ対
策にもなります。

理想は、歩くこと＋ちょこっと筋トレ！

通勤途中や家事の合間に取り入れて！

生活の中でできるちょこっとエクササイズ

足腰の力をつけるには
やっぱりスクワット！
歩く力に関係するのが、お尻、太もも、ふ
くらはぎの筋肉。加齢により落ちやすいの
で、いつまでも元気に歩くためには、スク
ワットで筋力維持を心がけましょう。

駅の階段を下りて
バネ力をアップ！
しなやかな歩き方に欠かせないのが筋肉の
バネ力。この力をつけるには階段を下りる
のが効果的です。自分の体重をやさしく受
け止めるイメージで下りてみましょう。

歩く速度を上げて
通勤を筋トレタイムに
毎日の歩きを筋トレに変えることもできま
す。そのときのポイントは速度。駅まで15
分かかるなら、14分、13分…と少しずつ
タイムを縮めていきましょう。

家事の合間に
つま先立ちエクササイズ
第２の心臓ともいわれ、血液の循環機能に
も大きく関わるふくらはぎ。家事の合間
に、かかとの上げ下げをゆっくり行う、つ
ま先立ちエクササイズで鍛えましょう。

筋力の衰えは将来のフレイルにつながります。50⤴世代から生活に
ちょこっと筋トレを取り入れ、足腰の力を保ちましょう。

体力❶

筋肉量を維持しよう！
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骨を強くするためには、たんぱく質や
カルシウム、ビタミン類などの栄養を
摂ることが大切ですが、運動も欠かせ
ません。運動のポイントは、骨への衝
撃です。刺激を受けると骨にカルシウ
ムが沈着しやすくなったり、血流が良
くなることで骨をつくる細胞が活発に

なります。かかとから着地する歩き方
に変えるだけでも骨を強化できます。
骨をしっかり鍛えるためには、右ペー
ジの運動を週に２〜３回程度取り入れ
てみてください。ただし、やせ過ぎや
病気で栄養状態が悪い場合は、運動し
てよいか医師に相談しましょう。

レベル１～３へと衝撃度が大きくなります。まずはレベル１からスタート！

かかと落とし
レベル1

レベル3

レベル2

ミニジャンプ

１段昇降

骨を強くするポイントは衝撃の力

骨を鍛えるトレーニング

イスの背もたれを軽く持ち、つま先立ちに
なり、かかとをトンと落とす。２秒に１回
くらいのペースで１日50回。体重分の負
荷が骨にかかる。

10cmくらいの高さの台に、つま先が少し
台から出るように立ち、そこから床にトン
と飛び下りる。１日50回。体重の２倍の負
荷が骨にかかる。

階段の1段目を使い、１段上り、後ろ向き
でかかとをトンとついて１段下りる。１日
50回。体重の1.5倍の負荷が骨にかかる。

歩きながら
骨を強くすることも！
普段の歩きで骨を鍛えるには、
歩幅を少し広めにして歩くこ
と。必ずかかとから着地して衝
撃を感じましょう。

女性は年齢とともに骨粗しょう症になりやすくなり、ちょっとした転倒で
骨折につながるケースも…。今から骨を強くしていきましょう。

体力❷

女性は骨を強化しよう！
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散歩や買い物などで
気分転換。

友人とお茶を飲む、
地域の集まりに参加するなど。

定期的な趣味や
ボランティア活動など。

仕事が生活の中心にある今は、自然と
社会参加ができているので、その重要
性がピンとこない人も多いでしょう。
けれども「社会とのつながりを失うこ
とがフレイルの入り口」といわれるほ
ど、健康にとって社会参加は重要なも
の。１日のほとんどを家の中や庭先で

社会参加の形は、仕事、ボランティア
活動、学習・趣味、友人・近所付き合
いなどさまざまです。上の図のように、
健康なうちにいろいろな活動をしてお
くと、「団体行動が大変になったら気
楽な友人との付き合いへ」など、健康
度に合わせてスムーズに社会参加の形

過ごす「閉じこもり」になると、病気
を抱えていない場合でも、心身の衰え
が進んでしまう場合があります。
健康を維持するには、１日１回の外出、
週１回の交流、月１回の趣味やボラン
ティアなどの活動を心がけると良いと
いうことが研究＊1で分かっています。

を切り替えることができ、最後まで楽
しめる活動が何かしら残ります。その
ためには、今から趣味やボランティア
活動を始めておくとよいでしょう。特
に男性は、退職後に社会参加をしよう
と思っても難しいと感じるケースが多
いので、早めの準備が必要です。

健康維持に社会参加は欠かせない！ 現役中に趣味や学びなど何か活動を始めよう

外出しよう 友人・知人などと
交流しよう

楽しさ・
やりがいのある

活動をしよう

1日1 回（以上） 週 1 回（以上） 月1 回（以上）
生活機能

可能な社会参加活動

介護が必要な高齢者＊＊

支援が必要な高齢者＊

一般的な高齢者

60%
10%

10% 20%

極めて健康な高齢者

低い 高い

仕事

通所サービス

友人・近所付き合い

学習・趣味

ボランティア活動

仕事だけ、趣味だけではなく、い
くつかの活動をしておくと、健康
度に合わせてスムーズな切り替え
ができる。

高齢者の生活機能（＝健康度）による分布と社会参加活動

＊、＊＊は生活機能による一般的な分布であり、介護保険に
おける要介護認定基準の「要支援」「要介護」とは異なる

「高齢者の生活機能（＝健康度）による分布と社会参加活動の
枠組み」藤原佳典（2014）より改変

シニア世代になったら心がけたいこと

＊1　 東京都健康長寿医療センター研究所健康長寿新ガイドライン策定委員会
　　　『健康長寿新ガイドライン　エビデンスブック』（2017）

フレイル予防に社会とのつながりは欠かせません。地域で暮らす将来の 
生活をイメージし、自分らしい「社会とのつながり方」を考えましょう。

社会参加❶

つながりをつくろう！
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健康にいい！  ３つの理由

現代は家から出なくても、テレビやイ
ンターネットからさまざまな情報が得
られます。しかし、実際は病院情報や
予防接種、介護施設のことなどは、地
域の人間関係から得られる耳寄り情報
のほうが役立つことも。こうした情報
の入手だけでなく、高齢になるほど、

頼りになるのが地域社会。家族以外に
会話や相談ができる人・場を見つけて
おくとよいでしょう。
さらに、友人・知人と満足のいく交流
を週1回以上持っている人は、交流が
ない人と比べて、認知症の発症が少な
いことが研究で分かっています。

1
離別や死別などがあった
ときに、豊かな交流が悲
しみを緩和してくれる。

3 身近な人から地元の耳
寄り情報がもらえる。

2
緊張状態が絶えず続く
孤立状態に比べ、自律
神経やホルモンの状態
がバランス良く保てる。

男性は「交流なき外出」に注意。 女性は「外出なき交流」に注意。

高齢期になると、外出や交流が健康状
態に大きく影響することがさまざまな
研究で分かっています。外出・交流が
ある人は健康度が高く、交流がない「孤
立」や、外出が少ない「閉じこもり傾
向」があると、健康度が低くなります。
特に問題となるのは、上のグラフでも

分かるように、男性では、外出してい
ても交流しないケース（C）、女性では、
交流していても外出しないケース(B)
で、生活機能に大きな低下が見られま
す。さらに、１日平均１回未満の外出
頻度の場合、死亡リスクの上昇につな
がることも分かっています。

高齢になるほど頼りになる地域の人間関係 男性は交流、女性は外出を心がけよう

A（非孤立で非閉じこもり傾向/交流も外出もあり）を基準にする
と、４年後の生活機能は、男性の場合、C（孤立で非閉じこもり傾
向）で約２倍、女性の場合は、B（非孤立で閉じこもり傾向）で約
1.6倍も低下している。また、Ｄ（孤立で閉じこもり傾向）につい
ては、さらに長期間追跡すると、Ａ、Ｂ、Ｃに比べて生存者割合が
低くなったという調査結果が発表されている。

A 非孤立で非閉じこもり傾向
B 非孤立で閉じこもり傾向
C 孤立で非閉じこもり傾向
D 孤立で閉じこもり傾向

外出頻度の低下と社会的孤立が4 年後の生活機能低下に及ぼす影響

男性高
次
の
生
活
機
能
障
害
発
生
の
危
険
度

（
オ
ッ
ズ
比
）（
４
年
間
の
追
跡
）

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

1

1.51

2.01

1.48

A B C D

女性
2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

1

1.63 1.45
1.11

A B C D

Fujiwara Y, Nishi M, Fukaya T, et.al. Geriatr Gerontol Int 2016,doi:10.1111/ggi.12731

インターネットが発達した現代では、SNSでのゆるいつながりも大事。
けれど、健康維持には地域でのリアルな交流が役立ちます。

社会参加❷

地域に交流の場を持とう！
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高齢者の活動の場は、高齢者同士とい
う枠の中で考えがちですが、いろんな
世代の人が交わるほうがみんなにとっ
てハッピーです。実際、高齢者も若い
人も多世代交流をしているほうが健康
度が高いというデータもあります。
50⤴世代は、全世代の中間に位置す

るので、例えば、囲碁や将棋、料理や
編み物など、自分が得意なものを子供
世代に伝える活動や、上の世代の介護
ボランティアとしての活動など、活躍
の場が多いのです。好きなことが人の
役に立つことは、何物にも変えられな
い喜びになります。

世代間交流にはこんなものがあります！

50⤴以上の世代が子供世代に絵本
を読み聞かせるボランティア活動
は、都内各地で盛んに行われていま
す。読み手は、まず講座で朗読の仕
方を学び、その後、ボランティアと
して地域の小学校、幼稚園、保育園
を訪問して交流活動を行います。こ

の一連の活動を通して、記憶や言語
の機能向上、体力低下防止といった
健康効果が認められています。
一方、子供たちにも、コミュニケー
ション能力がアップする、社会性が
身につく、ストレス症状が改善され
るなどの効果が出ています。

読み聞かせのボランティア
では、子供たちと交流する
ことで健康維持ができ、生
きがいを実感できる。

50⤴世代は多世代交流のキーパーソン

高齢者も若い人も、世代間交流をしている人は健康度が高い！

      読み手、子供の相互に好影響

「絵本の読み聞かせ」

「とうきょうチルミル＊１」とは、東
京の子育てを支え、見守る人々の総
称です。その参加の形にはいろいろ
あり、例えば、都の研修を受講する
と、子育て支援員＊2と認定され、希
望する子育て支援の分野で活躍でき
ます。この研修は、保育や子育て支

援などの活動に関心を持つ人なら誰
でも受講でき、年齢制限もありませ
ん。活動する時間帯や場面は人に
よってさまざまです。
「子育ての経験を生かしたい」「手が
空いた時間で子供に関わりたい」と
考える人にぴったりです。

子育てを支え、見守る人として活躍

「とうきょうチルミル」

＊１　チルドレン＋みる・見守る
＊２　子育て支援員について→
　　     http://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kodomo/katei/

kosodateshieninkensyuu01.html

50⤴世代は若い世代とも年長の世代とも話が合わせられるサンドイッチ
世代。実は、多世代（世代間）交流で活躍が期待されています。

社会参加❸

多世代交流なら今、始めやすい！
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認知症は誰でもなる可能性のある脳の
病気で、年齢とともにかかりやすくな
り、65歳以上の高齢者の約15%が認
知症だといわれています。ただし、
65歳未満でも認知症を発症する場合
があります。もし認知症を発症したと
しても、社会とのつながりがあること

認知症もほかの病気と同じように、早
期診断と早期対応が大切です。早く気
付くことのメリットとしては、「①今
後の生活の準備をすることができる」
「②治る認知症や一時的な症状の場合
がある」「③進行を遅らせることが可
能な場合がある」などが挙げられます。

によって、自立した社会生活が送れる
可能性が高くなります。また、生活習
慣病（高血圧症、脂質異常症、糖尿病、
心臓病など）を予防することは、認知
症予防にもつながります。いたずらに
恐れず、バランス良く食べ、歩き、しゃ
べって、活動的に過ごしましょう。

アルツハイマー型認知症は、早い段階
からの服薬などの治療や、本人の気持
ちに配慮した適切なケアにより、進行
をゆるやかにすることが可能といわれ
ています(上のグラフ)。認知症は治
らないとあきらめず、気になることが
あれば医療機関を受診しましょう。

認知症の多くは老化と深く関連する脳の病気によって起こります。
原因となる病気などを知って、早めの受診を心がけましょう。

認知症の正しい知識を持って
将来に備えよう

いろいろな原因で脳の細胞が損
傷を受けたり、働きが悪くなる
ことで、認知機能が低下し、さ
まざまな生活のしづらさが現れ
る状態を指します。認知症にな
ると、今までの自分と違うこと
に気付き、不安を感じたり、気
分が沈んでうつ状態になった
り、怒りっぽくなったりするこ
とがあります。

認知症とは？

認知症はとても身近な病気です 認知症に早く気付くことが大事！

認知症の原因となる病
気には、主に「アルツ
ハイマー病」、「脳血管
障 害 」、「 レ ビ ー 小 体
病」の３つがある。

アルツハイマー病

20%

10%
10%

脳血管障害

レビー小体病

その他
前頭側頭葉変性症（ピック病など）、
慢性硬膜下血腫、脳腫瘍、
正常圧水頭症などによるもの

60%

軽
度

中
等
度

症
状
の
度
合
い

時間の流れ

重
度

何も治療しない場合

薬を使用した場合

東京都福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課
「知って安心認知症」(2018年12月発行)

認知症の原因となる病気

アルツハイマー型認知症の進行の例

132 133Part 4　健康長寿のために



「病気がない状態が健康」と考える人
は多いことでしょう。でも年を重ねて
心身の衰えや不調を感じ、病気になっ
たり介護が必要になっても、自分らし
さをあきらめる必要はありません。と
きに必要な支援を受けながらも生き生
きと暮らす方々や、それをサポートす

る取り組みが各地で増えています。
健康は「身体的機能、日常機能、心の
状態、社会参加、生活の質、生きがい」
の６つで成り立つとする、ポジティヴ
ヘルスという考え方が最近注目されて
います。ここで大きな役割を果たすの
が「生きがい」です。

誰しも年を重ねれば心身の衰えや不調を経験するものです。
病気と付き合いながらも生き生きと暮らす方も増えています。

長寿の形はさまざま
支援を受けながらも自分らしく

衰えても自分らしく過ごすことはできる

支援の必要な人が地域で働く場も
デイサービスを利用する人が地域の企業から依頼を受けて
洗車などの仕事を行ったり、要介護の入居者が畑仕事をす
る高齢者住宅など、支援が必要な人が働くことのできる場
が少しずつ生まれています。働いて人に喜ばれたり報酬を
得たりすることも、かけがえのない生きがいになります。

例えばこんなことも生きがいに・・・

認知症の診断を
受けた人に
自分の体験を

伝える

友人や家族と
旅行に行く

デイサービスの
軒先で

駄菓子屋さん

自宅でできる
ボランティアをする

仲間とともに
仕事に励む

小学校の登下校の
交通整理

患者会や
家族会で
おしゃべり
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体や健康に関する記録。メタボからフレイルへ心配が移る前に、今
の状況を客観的に意識して、将来へ向けての対策を立てていきたい
もの。

考えてみよう4
ライフ・プランニングノート

自分を客観的に見てみる［巻末付録記入例］

測定できるものは、自分で
記録。ドックや健診、かか
りつけ医などが空欄の人
は、受診したり、かかりつ
け医を探してみては？

記入のしかた

1

何かと体の不調が出始める前に、人間
ドックや健康診断でしっかり状態を確
認。区市町村の健診のお知らせを見過
ごさないで。かかりつけ医やかかりつ
け歯科医は近隣で見つけておくと安心。

かかりつけ医、
人間ドック

2
身長や体重、BMIなどは自宅で測定し
て記録。眼科に行って視力測定や目の
健康診断も受けて。

計測記録

3
自分が思っている数値は、ずいぶん前
に測ったものかも。この際、メジャー
で測ってみては。

体の測定

4
歩くことは健康の基本。スマホの機能
や活動量計などで毎日チェック。歩幅
や歩く速度なども、年とともに衰える
可能性あり。機会があったら測定し、
記録して。空欄が多い人は、健康診断
の受診やかかりつけ医探しなどのきっ
かけに。

そのほかにも

1 2

34
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安心＆元気に
暮らしたい

50⤴世代には何でもないことが、
年を重ね困りごとになることも。そんな事例や解決のヒントを

助け手とともにご紹介。元気で安心な暮らしのために。

5
Part
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年を重ねると、
困ることが

出てくるって、
そうなのかな？

どんなことに
困るのかしら？家

事
？住

ま
い
？

介
護
？

医
療
？

日
常
？ 信

用
？

高
齢
？

友
人
？

経
済
？

人
間
関
係
？

認
知
症
？

健
康
？
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元気いっぱいの今は大丈夫だと思っていても、年を重ねると出てくる
いろいろな困りごと。一部をかるたにしてご紹介しましょう。

50⤴の将来には、
こんなことが起こるかも…

入院、住み替え…etc.
保証人が必要なとき、
家族がいなかったら!?

決まった薬の時間。飲
んだ？飲まなかったっ
け？と不安に。　

通院も交通の便が悪
かったりすると、難易
度が高くひと苦労。　

もったいない、ごみ集
積所が遠い、などで、
ついためこんで…。

動くのがおっくう＆大
変になると、掃除は後
回しになりがち。

免 許 返 納、遠 い バ ス
停、坂道など、大変な
理由はさまざま。

ただの “電球替え”の
ような簡単なことが危
険や難題に早変わり。

春夏秋冬、雑草や草木
の管理はかなり大変。
高いところも危険！

ふんの後始末でかがむ
のもつらい。散歩が負
担になることも。

料理がおっくうになっ
たり、体を動かすのが
大変になったり…。

お医者さんの説明が
「？」。質問もしにくい
し、どうしたらいい？

膝が痛い、またげない、
力が入らない!? トイ
レや風呂は危険地帯。

り
ゆ
う
は

交
通
、
遠
い
な
ど
。

買
い
物
ど
う
す
る
、

困
っ
た
ぞ

そ
う
じ
機
を

か
け
る
も
お
っ
く
う
、

整
理
も
難
題

う
ち
の
中
、

気
づ
け
ば
な
ん
と

ご
み
の
山

な
ぜ
で
き
な
い
？

踏
み
台
危
な
い
、

難
し
い

ま
ち
あ
い
室

着
け
る
か
心
配
、

着
い
て
も
不
安

ご
は
ん
後
の

く
す
り
が
な
ぜ
か
、

飲
め
な
い
の

り
か
い
し
て

病
気
の
治
療
に

の
ぞ
み
た
い

あ
っ
た
か
い

ご
は
ん
を
作
る
の

大
変
だ
！

老
人
の
、

趣
味
に
み
え
る
が
、

負
担
も
多
し

後
始
末
、

ペ
ッ
ト
の
世
話
が

大
変
に
！？

こ
り
ゃ
大
変
。

し
ゃ
が
む
に
ま
た
ぐ
、

す
べっ
ち
ゃ
う
！

と
も
だ
ち
に

頼
む
の
嫌
だ
な
、

保
証
人
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「家で死にたい」という
願 い は、も し か し た
ら、ぜいたくな望み？

払い方が、なぜか分か
らなくなっちゃった！　
小銭って難しい。

賃貸契約をしようと
思ったら、高齢の方は
ちょっと、ですって!?

玄関の段差がつらい、庭
石が歩きにくい、手押し
車の邪魔をする…。

リモコンに間違って
触った？ いつもと違
うとついパニックに。

このふたをちょいっと
回すだけなのに。飲み
たい…、飲めない…。

一日一人で家にいて誰
とも話さない、電話が
おっくうになるなども。

外出したものの、会い
に行く仲間や用事がな
い。気分もダウン。

超高齢社会につきもの
の老老介護。元気なと
きはいいけれど。

特売!と勇んで買った
けど、もう昔ほどのパ
ワーはないんだった。

ここはどこ？私は誰？　
なぜか分からなくなっ
て道に迷ったり…。

家 の ２ 階。足 腰 が 痛
かったり、体力に問題
があってのぼれない。

ろ
う
じ
ん
に

家
電
の
操
作
は

む
ず
か
し
い

いつ
だ
っ
て
、

話
す
相
手
は

自
分
だ
け

タ
ク
シ
ー
に

の
っ
た
は
い
い
が
、

行
く
と
こ
ろ
な
し

こ
ん
な
段
差
や

庭
石
が
障
害
物
に

な
る
な
ん
て

ん
し
ょ
、
ん
し
ょ
と

階
段
の
ぼ
れ
た

若
さ
な
つ
か
しか

な
う
な
ら
、

「
さ
い
ご
は
家
で
」
が

理
想
だ
が
…

な
ん
歳
が
、

借
家
の
上
限
？　

教
え
て
よ

こ
っ
ち
い
き
、

あ
っ
ち
に
いっ
て
も
、

お
う
ち
が
な
い（
泣
）

50⤴の将来には、こんなことが起こるかも…

思ってもいなかった

困りごとや

心配があるんだね…
今なら簡単にできるのにね

お
お
荷
物
、

買
っ
た
は
いい
が

持
て
ま
せ
ん

ど
う
し
よ
う
。

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が

あ
け
ら
れ
な
い

も
っ
て
い
る

財
布
の
中
身
が

わ
か
ら
な
い

と
し
よ
り
が
、

と
し
よ
り
世
話
す
る

の
は
当
た
り
前
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「どうしよう！」と、慌ててしまう将来の困りごと。
もしかしたら、身近な人の助けで解決できるかもしれません。

将来のいろいろな困りごとは、
身近な助けで解決できる？

近くにこんな人・
場があると安心！

1

2

3

「一人暮らし」「足が悪い」「認知症の
家族」など、状況を知ってもらって
いると、困りごとや変化に気づいて
もらえ、助けも得やすいものです。

自分の状況を知っている人

出かけた先、おしゃべりついでの“つ
ぶやき”が困りごとの発見につなが
り、助けが得られることも。一人で
困りごとを抱えこまないために。

出かける場、つぶやける場

友達、顔なじみの店など、気軽に相
談できる場のあることが大切。その
人がお役立ちグッズや共用品＊１な
どの情報をくれたり、解決できる人
の紹介をしてくれることも。

相談ができる場

近所ならすぐかけつけ
られる安心感。お互い
さまの関係で。

町会・自治会
ご近所さん

最も身近な存在だから
言いにくいと迷わずに
思い切ってまず相談。

家族

三人寄れば文殊の知
恵。友達ネットワーク
の力は侮れない。

友人

なじみ客のためにひと
肌ぬいで小さな手助け
をしてくれるかも。

行きつけの店
健康に関することは何
でも相談でき、一番頼
りになる身近な存在。

かかりつけ医

楽しむだけでなく健康、友愛、奉
仕の精神で活動する組織。友愛の
活動には仲間の困りごと支援も。

老人クラブ

健康上の不安は「かかりつけ医」にまず相談。
必要時の専門医療機関の紹介、介護認定の意
見書、健診や在宅医療､ 認知症診断など、健
康に関する困りごとを解決してくれる存在。

かかりつけ医を持とう

同じ地域住民の立場で生
活や福祉全般の支援をし
てくれるボランティア。
頼りになる相談相手。

民生委員

年代、性別、多彩な人
がいる場なら、解決は
簡単な話のことも。

趣味のサークル

住民主体で運営され、
自 由 に 参 加 し て、お
しゃべりや活動を楽し
む交流の場。

サロン

＊1　障害の有無や年齢にかかわらず、誰もが使いやすいよう配慮された製品
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たくさんの友人知人のなかでも、何かがあったときに、頼ったり、
頼られたりする近しい関係の人、ちょっと形式的な付き合いの人ま
で、人間関係はいろいろ。

考えてみよう5
ライフ・プランニングノート

いろいろな人との精神的距離は？ ［巻末付録記入例］

身近の大切な人、よく一緒
に時間を過ごす相手、とき
どき会う人、会いたくなる
人、メールやライン、年賀
状でつながっている人など
をピックアップして記入。

記入のしかた

2

会社の上司、同僚、後輩、ならいごと
などや趣味の活動で知り合った知人、
友人…etc.

仕事関係／おとなに
なってからの活動関係

3

いまだに仲良くしている人、会う頻度
は少ないけれど、ずっと連絡を取り合
っている人…etc.

子供・学生時代
からの友人知人

4
近所の知り合い、かかりつけ医、管理
人さん、近所の趣味の仲間、子供のお
友達関係（ママ友など）…etc.

近隣の人 ／その他

困ったときに気兼ねなく頼れる人、心
の悩みを打ち明けられる人、まず相談
しようと思う人など、心を許せる人を
円の中心近くに。よく顔を合わせたり、
会ったりして、交流はあるけれどちょ
っと表面的な付き合いの人は円の外側
に近いほうに、と自分の心の距離感で
人間関係をマークしましょう。

記入のコツ：距離感

1
配偶者、パートナー、父母、兄弟姉妹、
義理の関係、祖父母、伯父伯母（叔父
叔母）、いとこ、おい、めい…etc.

家族・親せき
1 2

3 4
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周りの人に小さな迷惑を
かけることに慣れよう！

「身近で困りごとを解決できるかもし
れない。でも周りの人に迷惑をかけた
くない」。もしかしたら、そう思ってい
ませんか。でも、早期に解決すれば小
さな問題なのに、こじれて大きな問題
になる困りごとも少なくありません。
解決するのが大変になってからだと本
当の迷惑をかけてしまうかも。

大きな迷惑をかけないために、小さな
迷惑をかける勇気を持ちましょう。
また、迷惑をかけた経験が「自分も相
手の役に立ちたい」という気持ちを生
み出します。そこから、「困ったときは
お互いさま」の関係が少しずつできて
いきます。小迷惑は新しい人間関係を
つくり出す源でもあるのです。

小迷惑は迷惑ではありません。まずは“SOS”の発信を！

地域包括支援センターで
50⤴世代も情報収集！

身近な助けで困りごとが解決できないときは、区市町村が設置し、
地域の高齢者や家族をサポートする「地域包括支援センター」に相談を。

身近で解決できない困りごとは
地域包括支援センターへ！

「地域包括支援センター」には、保健師、
社会福祉士、主任ケアマネジャーなど
の専門職がいて、介護、医療、介護予
防、住まい、見守り、暮らしの支援な
ど、さまざまな相談に対応。解決策を
ともに考え、必要な制度やサービスを
紹介してくれます。問題解決に役立つ
地域や民間の取り組みなど、多彩な情
報もあり、困ったとき、とても頼りに
なる存在です。

高齢者に関する情報は
ここに集まってくる！

65歳未満でも将来に備えて、情報集めに訪れても
OK。身近な安心を実感して。区市町村独自の愛称で
呼ばれていることもあるので、訪れる際は区市町村
のHPなどで確認を。（→P206㉕㉖）
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専門家の手を借りればスムーズに解決できる困りごともたくさん。
地域包括支援センターに相談し、必要に応じ多彩な支援を受けて解決！

困りごとをサポート！
こんな仕組み＆取り組みがある

在宅医療での介護との連携
など、医療と介護のスムー
ズな橋渡しに役立つ体制づ
くりが進んでいます。

医療と介護の連携

各区市町村で、認知症の人
にやさしい地域づくりや適
切な支援のための仕組みづ
くりが行われています。

認知症施策

医療、保健、福祉の専門家
などと連携、不安や困りご
とを解決するため相談に
のってくれる介護保険制度
のキーパーソン。

ケアマネジャー

シルバー人材センター、社
会福祉協議会、NPO、ボラ
ンティアなど、地域により
いろいろな取り組みがあり
ます。

地域の取り組み

基本的な生活を支えるもの
から、旅行や趣味などの楽
しみ関連まで幅広い分野の
サービスがあります。

民間のサービス

区市町村によっては、高齢
者向けの福祉・生活支援、
介護予防などの多彩なサー
ビスがあります。

区市町村の
公的サービス

実は身近にある　　　サービスのネットワーク

地域包括支援センター 区市町村

要介護、要支援状態の人
は、訪問介護や通所介護、
リハビリなどのサービスが
受けられます。

介護保険
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基本的なサポートの代表的なものが介
護保険サービス＊１です。申請し、要介
護認定を受けると、ケアマネジャーが
ケアプランを立て、医療・保健・福祉の
さまざまな専門家と連携し、ヘルパー
の訪問やデイサービス、福祉用具レン
タル、住宅改修費の一部支給など、必
要なサポートの体制を組んでくれま
す。ケアマネジャーは、介護する家族
の相談にも対応してくれます。

自宅でヘルパーが掃除や洗濯のサポー
トをしてくれたり、入浴や排せつの介
助などのケアをしてくれる介護サービ
スが受けられます。

生活援助＆身体介護

介護保険制度で要支援の認定を受けた人
や、生活機能の低下が見られる人に対
し、各区市町村では調理や洗濯、掃除な
どの家事を中心としたサポートや介護予
防のサービスなどの支援を行っていま
す。それぞれの地域のニーズに合わせ、
住民、NPO、民間企業などとも連携し、
多様なサービスを提供しています。

各区市町村で、65歳以上のすべての高
齢者に向けて、介護予防のためのさまざ
まな取り組みを行っています。住民同士
で体操や趣味活動などを行う「通いの場」
や運動教室、リハビリテーションの専門
家などが関わるもの、地域包括支援セン
ターと連携するものなど多様です。自主
的、積極的に介護予防に取り組むことが
元気の秘けつです。

しっかりとした助けが必要な人には

ちょこっとの助けが
必要な人に

いつまでも元気で
いたい人に

＊１　介護保険制度について、詳しくはP186〜193　

頼りになる助け！

基本的なサポート①
高齢者を支える介護保険サービスをはじめ、助けが必要な高齢者のため
の支援や体の機能低下を防ぐ介護予防の取り組みも。

医師、歯科医師や薬剤師、歯科衛生士、
管理栄養士などが自宅を訪問し、診
察、健康チェック、栄養や薬の説明や
管理方法のアドバイスなどをしてくれ
るサービスがあります。また、看護師
などが訪問してケアをしてくれるサー
ビスがあります。

医療や看護

理学療法士などの専門家が、身体や生
活機能の維持・向上を目的としたリハ
ビリテーションを、通所や訪問で行っ
てくれます。

リハビリテーション
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有料のホームヘルプサービスや配食サービ
スなど、地域の特性に合わせたさまざまな
事業に取り組んでいます。認知症などによ
り判断能力が不十分な方を対象に、福祉
サービスの利用に関する相談や手続き、家
賃、公共料金の支払い、預貯金の払い戻し
や預け入れ、書類等の預かりなどを支援す
る日常生活自立支援事業も。地域の人々と
専門家が力を合わせ、地域の福祉課題の解
決に取り組んでいます。（→P204⓭）

地域には、高齢者の困りごとに対応した
活動を行うボランティアやNPOの団体
などがあります。買い物への付き添いや
配食サービス、食事や交流を目的とした
カフェなどの居場所づくり、医療に関す
る相談や悩み相談、健康体操の運動教室
など、活動の内容は実にさまざま。主な
近隣の活動の情報は社会福祉協議会や地
域包括支援センターで入手できます。

家事支援や掃除､ 草取りから大工仕事、植
木の手入れなどの技術的な仕事のほか、軽
易な仕事のサポートをしてくれるシルバー
人材センター。東京都には区市町村ごとに
58のセンターがあり、生きがいや地域参
加を目的に働く原則60歳以上の方々が多
彩な業務を行っています。（→P2035）

暮らしの課題を解決
社会福祉協議会

地域を支えてくれる
NPOやボランティア

地域社会の活性化！
シルバー人材センター

私も何か

やってみたいな

自分の力が

役立つなんて、

おもしろそう

老人クラブもサポートする側に！

暮らしの近くに心強い支え！

基本的なサポート②
地域にはさまざまな人材や団体があり、いろいろな困りごとに
対応し、地域の人々を支えるためのサポートをしてくれています。

地域では専門家だけでなく、多彩な経験を持つ地域の人たちも、
担い手となって困っている人をサポートしています。例えば、老
人クラブでは、趣味などの活動だけでなく社会に役立つ活動など
も行っています。支援を受けるだけでなく、元気なうちは支える
側で参加することもできます。（→P204⓾）
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企業が多い東京では暮らしの支援だけでな
く、趣味やレジャー、健康長寿のための運動
プログラムなど､ 民間の多彩なサービスが受
けられることも。お住まいの地域になけれ
ば、あったらいいなと声をあげてみて。それ
が将来のサービスの充実につながります。

料理や掃除、話し相手や寝具の洗濯など生活全般
の手伝いを便利屋さんが多彩に提供。時間制や定
額制の支援､支援を贈るギフト券のあるところも。

買い物付き添いサービス、スーパーの配達サービ
ス、買い物代行サービスや電話・FAX・ネット注文
対応のスーパーなど、必要や好みに合わせて。

プロが外出から旅行までを支援。看護師や介助付
き旅行の企画運営をする介護旅行の会社も。また
搭乗口まで付き添って、墓掃除も手伝って…、な
ど個々の要望に対応し外出を支援するタクシーも。

身近な日常をサポート
家事支援・生活支援

外出できなくても家や施設を訪問してくれる理美
容のサービス。外出や自立の気持ちを高める､ 化
粧を楽しむセミナーを開催する企業なども。なじ
みの美容師さんに出張をお願いしても。

いつもキレイを支援
理美容サービス

24時間の緊急通報や、一人暮ら
しの方の家電の使用状況で元気か
どうかを家族に連絡するもの、身
近な郵便局員が電話や訪問で健康
確認するものなどさまざま。

自分や家族の
心配を解消
見守り

弁当､ 食事などの配食サービ
ス。身近なコンビニ受け取りや
安否確認を兼ねた弁当の配達、
治療食対応、百貨店の高級食の
デリバリーなど＋αの付加価値
を付けたサービスも。

暮らしの基本を守る
食事のサービス

できなくなっても大丈夫
買い物支援

ペットの散歩やエサ、ふんの始末などを代行して
くれるサービス､動物の看護師を派遣したり動物
病院に連れて行ってくれるサービスがある地域も。

負担になる世話を代行
ペットサービス

外出の負担をフォロー
旅行・外出支援

豊富な民間サービス
も東京のメリット

思い描く暮らしを実現！

多彩な生活のサポート
基本的なサポートや日常の支援はもちろん、趣味からレジャーまでの幅広い
分野で民間企業やさまざまな担い手が困りごとに力を発揮します。
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マルチコミュニティとは、あなたの持つ人間関係のいろいろな輪の
こと。年を重ね、移動が大変になったとき、近隣にいくつかのコ
ミュニティを持っていると安心です。

考えてみよう6
ライフ・プランニングノート

マルチコミュニティの距離感は？ ［巻末付録記入例］

今の人間関係や友人知人と
のコミュニティに関する行
動半径が分かるよう、よく
会う人や身近で大切な人な
どの住まいや活動の場を
マークして。

記入のしかた

1 2

徒歩 30 分はバスや車で 5 分くらい。
いつもかかる時間を考えて、だいたい
の場所に印をつけて。地方や海外など
遠くにいる大事な人､ 親しい人も忘れ
ずにその他の欄に記入。

記入のコツ

1
生活に必要な場所。ほかに勤務先、パ
ートの場所、日用品、家電などの買い
物場所などよく行く場所を記入。

ライフインフラ

2
友人知人やならいごとの仲間、家族、
親せきなど、何かのときに頼りにする
人や一緒に活動をしている人を記入。

人間関係

今は付き合いがあまりなくても、将来
身近になるかもしれない人や場所など
も記入してみて。
ex. 子供がいないので将来はおいを頼
りにする予定なら、おいとの物理的距
離感を記入…etc.

その他3

3
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身近な助け、基本的な支援や暮らしを豊かにするものなどいろいろな
サポートを紹介してきましたが、では、あの困りごと、どう解決する？

将来の困りごと
解決ケーススタディ

暮らしの
困りごと

足腰が痛い、いろいろなことがしん
どくなった…、などというとき、まず
問題になるのが毎日の生活のこと。

ヘルパーや家事支援の人と一緒に食材を
切ったり下ごしらえをしたりするちょ
こっとサポートも有効。週何回かの弁当
サービスや外食を併用しても。

一緒に調理

遠い、交通の便が、坂道が､ 重い物が…
と問題が多い買い物はスーパーの配達
サービスや買い物支援を利用して解決。
近所の人に同行や購入を頼む手も。

遠い、重いも百人力で！

あったかい
ごはんを作るの
大変だ！

りゆうは交通、
遠いなど。買い物
どうする、困ったぞ

おお荷物、
買ったはいいが
持てません

あ

り
お
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掃除や片付けは日々の小さな積み重ね。
ヘルパーや民間業者に日常の掃除を頼ん
だり、時々便利屋さんにまとめて整理や
廃棄を依頼したりしてもいいでしょう。

プロの手できれい！
庭木やペットの世話はシルバー人材セン
ターや便利屋などの民間サービス、ペッ
ト専門のNPOの支援などで解決。近所
の人にお願いし小迷惑にチャレンジも？

草木やペットのケアは
近所の人でもOK!?

共通の趣味のサークルやイベント、セミ
ナーなどに参加したり近隣のNPO主催の
まちカフェなどで顔なじみをつくってみ
て。区市町村報はそんな場の情報の宝庫。

出かける場をつくり
顔なじみの仲間を

区市町村によっては、ごみを集積所まで
持っていかなくても、各戸への収集サー
ビスがあるところも。地域包括支援セン
ターや区市町村窓口に相談して。

ごみは玄関に！？

うちの中、
気づけばなんと
ごみの山

いつだって、
話す相手は
自分だけ

後始末、
ペットの世話が
大変に !?

老人の、趣味に
みえるが、
負担も多し

暮らしの
困りごと

どうしよう。
ペットボトルが
あけられない

なぜできない？
踏み台危ない、
難しい

ろうじんに
家電の操作は
むずかしい

そうじ機を
かけるもおっくう、
整理も難題

な

ろ

う

い
固いフタ、電球の交換など、ちょっとし
たことは、便利グッズや共用品を上手に
活用したり、友人や身近な人の力を借り
ると楽。日ごろから気軽に話せる関係を。

ちょっとしたことは身近で

老

後そ

ど
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「お薬カレンダー」の活用やかかりつけ薬
局で薬の一包化をしてもらっても。それ
でも指示通り薬がうまく服用できない場
合は服用時間に合わせてヘルパーや生活
支援で服薬介助。

薬の管理もおまかせ

住まいの
困りごと

ずっと使っている家なのに、体
力の衰えや体の不調で住まいの
トラブルが出てくることも。改
修か住み替えをと思っても…。

医療の
困りごと

年を重ねると通院や服薬は身近な問
題。医師との意思の疎通や通院、薬
の管理など、一人では難題多し！

な

なん歳が、
借家の上限？
教えてよ

こんな段差や
庭石が障害物に
なるなんて

んしょ、んしょと
階段のぼれた
若さなつかし

こりゃ大変。
しゃがむにまたぐ、
すべっちゃう！

まちあい室
着けるか心配、
着いても不安

りかいして
病気の治療に
のぞみたい

ともだちに
頼むの嫌だな、
保証人

こ

と

ん

ごはん後の
くすりがなぜか、
飲めないの

ご

り

こ

ま病院へ一人で行くのが難しいなら介護保
険で通院補助などのサービスを。院内の
付き添いならボランティアや民間サービ
スを活用してみては？

病院への付き添いもOK

風呂やトイレ、階段の手すり、段差のバ
リアフリー。介護保険の住宅改修、区市
町村の補助やシルバー人材センターなど
を上手に活用して改修。（→P190）

住宅改修で
住まいのトラブルを解決！

「家族や親族に」といわれる入院の際の保証
人。地域包括支援センターに対策を相談し
たり、本当に保証人が必要か病院の相談員
に相談してみましょう。（→P188）

入院も心配いらず！

住宅探しのお手伝いも
高齢を理由にうまく家が借りられないな
どのトラブル。東京都には高齢者をはじ
め、配慮を必要とする人に民間賃貸住宅
の情報提供やサポートを行う制度も。
（→P201、P206㉒㉓）
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夜中に何度もトイレに起こされる、自分の時
間がない、いつまで続くか分からないといっ
た介護の大変さや悩み。社会福祉協議会や地
域包括支援センターで近隣のケアラーズカ
フェや認知症カフェの情報を入手し参加して
みましょう。家族介護者にとって大切な息抜
きや情報交換の場です。

介護保険サービスをはじめとした多彩な支
援は介護者の助けにもなります。介護で行
き詰まらないためにも同じ悩みを語り合う
仲間や友人との気分転換も大事。ケアラー
ズカフェなども活用。

介護の悩みが軽くなる

タクシーに
のったはいいが、
行くところなし

としよりが、
としより世話する
のは当たり前

こっちいき、
あっちにいっても、
おうちがない（泣）

もっている
財布の中身が
わからない 介護の大変さ、

悩みを分かち合うには…

認知症の
困りごと

認知症で判断力が不十分になり、生
活にトラブルが発生することも。地
域包括支援センターに相談してサ
ポート体制を一緒に考えましょう。

介護の
困りごと

超高齢社会では老老介護に一人介護
も珍しくありません。一人で抱えこ
まず支援や相談は必須。

タ

も と

こ民生委員や見守りボランティア、社会福
祉協議会や地域包括支援センターなどに
相談してみて。携帯電話の位置情報や
GPSの安否確認などの活用も。区市町村
によっては、見守りシールやキーホル
ダーの配布もあります。（→P198）

外出先も見守ります

認知症で金銭や契約書の管理が難
しい状況では詐欺などの被害も心
配。社会福祉協議会では、日常生
活自立支援事業や成年後見制度の
利用支援も受けることができま
す。（→P198）

お金は、必要なだけ
書類の管理も
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医療や介護が必要になっても、身の回り
の生活の支援を行う訪問介護や、訪問診
療、訪問看護、リハビリなどを受けなが
ら、住み慣れた自宅で最期まで安心して
療養生活を送ることができます。

ずっと家で暮らせる…？

将来のことを整理する
エンディングノート

自らが望む医療やケアに
ついて考えるACP

将来のことを考えるとき、ぜひ加えてほしいのが人生の
終盤のプランニング。自分らしい人生を全うするための終活です。

人生の終盤をプランニングする

近年、“終活”という言葉が流行っ
ています。身の回りの整理をする人
もいれば、エンディングノートで、
自分の人生を振り返ったり、財産、
葬儀についてのプランや家族への
メッセージ、思いを記したりする人
もいます。

ACPは人生の最終段階にどんな医
療・ケアを受けたいか、自分の価値
観や生活背景、好みなどを家族や身
近な信頼できる人と繰り返し話し合
い、万が一意思決定できなくなって
も、自分が希望する医療やケアを受
けられるようにするもの。元気なう
ちから話し合い、書き出しておく
と、将来きっと役立ちます。

在宅療養の不安
年をとってもずっと今の家で暮らし
ていたいけど…。そんな不安も支援
の体制があれば大丈夫。

かなうなら、
「さいごは家で」が
理想だが…

か

＊１　ACP=Advance Care Planningの略（日本での愛称「人生会議」）

最期を自宅や住み慣れた施設で迎えたいと希望する人は都
民の約4割＊1。自宅で最期を迎えることは難しいと思いが
ちですが、訪問診療を行う医師や訪問看護師、ヘルパーな
ど、さまざまな専門職のサポートで、最期まで自宅で過ご
すことができます。また、急変時には医師による往診など
を受けることもできます。

医療や介護の専門職がチームで
あなたの在宅療養を支えます

＊１　東京都福祉保健局「高齢者施策に関する都民意識調査（平成28年３月）」

＊1
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自分の好みや希望、大事な人などを記録しておくページ。一人で考
えてもいいし、家族や身近な人と一緒に相談しながら記入しても。

考えてみよう7
ライフ・プランニングノート

将来の暮らしの質を高めるために…［巻末付録記入例］

これがあると（この人がい
ると）自分が心地よい、気
分が良くなるといったこと
や、ターミナル期に対する
自分の考えをストレートに
記入。

記入のしかた

1

例えば寝たきりになったときや食事制
限ができてしまったとき、十分な意思
の疎通ができないと、介護者が選んだ、
自分の嫌いな食品や好きでない環境で
過ごすことになってしまうことにも。

将来の介護の質に
関すること

2
病気などで意思の疎通ができなくなっ
たら…。そんなとき、どうしてほしい
かを明確に記しておきたい。
ex. 痛みや苦しみを少しでもやわらげ
たい、できる限り延命希望…etc.

意思の疎通

3
治療や介護の方針などを相談したり、
主力となって関わる重要な人。自分で
意思決定ができなくなったときに、本
人に代わって決定をする場合も。
ex. 配偶者、親、パートナー、親友、
親せき…etc.

キーパーソン

4
周りの人に知っておいてほしいこと、
自分が大事にしている主義、こだわり、
希望などを記入。してほしいことだけ
でなく、してほしくないことも大切な
情報。
ex. ハーブの香りが好き、自宅で家族
に見守られて逝きたい…etc.

自分のこだわり

5
具体的にイメージできる場合は、希望
を明確に記入。
ex. 食べられなくなっても管につない
でほしくない、自分で呼吸ができなく
なったら自然に死にたい…etc.

延命治療

1 2 3

45
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近くにつながりを
つくっておくのも

大切なことなんだね。

自分らしい
暮らしだワン！

いろいろなサービスを
活用すれば

自分の思い描く
暮らしが

ずっとできそうね！
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50歳からの
地域デビュー

人とのつながりが、あなたのライフプランを
もっと楽しく豊かにしてくれる！

あなたも地域にデビューして、ネットワークを広げてみませんか？

エピローグ
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コミュニティとは､ 趣味の仲間、な
じみのお店、仕事関係等々、一緒に
話せたり、頼ったりの交流ができる
居場所のこと。近隣を含め、いろい
ろな場があると将来の生活が豊かに
自分らしく送れそう。

いろいろな
コミュニティを
持ってみよう

自分の将来のために、50⤴世代の「今」からできる、いろいろなデビュー。
大げさに考えず、手近なことから始めてみては？ 

50⤴デビューは
ほんのささやかな一歩から…

仕事デビュー
◎近隣の仕事情報をゲットする。
◎60歳をすぎたら、シルバー人材セン
ターに登録する。（→P2035）
◎介護施設でアルバイト。
◎近くの保育園の補助員になる。
◎東京しごとセンターでカウンセリング
を受ける。（→P2021）

◎趣味の店を開いてみる。
◎趣味、特技を教える教室を開く。
◎起業をする。
◎地域に役立つ仕事につく。
◎コミュニティビジネスのセミナーに参加。
◎副業を始めてみる。
◎新しい仕事を始める。…etc.

趣味・ならいごとデビュー
◎趣味のサークルに入る。
◎趣味の仲間と定期的に集まる。
◎やりたかったことを習ってみる。
◎英会話レッスンを受けてみる。
◎楽器を始めてみる。
◎友達に何か教えてもらう。
◎日本の伝統文化を学ぶ。

◎区市町村報で講座を探す。
◎写真を撮ってSNSに上げてみる。
◎趣味の体験教室に行ってみる。
◎スポーツを始める。
◎仲間とランニングをする。
◎講座やセミナーを受講。
◎資格の勉強をする。…etc.

退職後、会社のOB会の将
棋のサークルや、大学同窓
会のセミナーなどに参加し
て、違うタイプの友人との
交流を楽しんでいます。

ずっと続けられる､
自分に合ったもの
を、とさまざまな
体験教室に参加中。

引退前からどんな
趣味を始めたいか
調べていました。

地域に出て人と何かをすることに限
らず、生きがいは多様にあります。
やりたいことをやり、自分らしく生
活できることがまず第一。自分の充
実が、他者との関係性を変えたり、
違う広がりに発展することも。

自分が充実した
時間を過ごせる
ことが大切
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50⤴のデビューは、ほんのささやかな一歩から…

◎地域イベントに参加する。
◎地域イベントの企画運営や広報に関わ
る。準備のお手伝いをする。
◎集合住宅やモールのコミュニティス
ペースに行ってみる。
◎ランニングのとき、いつもすれ違う人
にあいさつする。
◎区市町村のイベントに参加。

◎小さな困りごとをお隣りに相談。
◎区市町村報をよく読んでみる。
◎子供や高齢者が道を渡るまで、横断
歩道でサポートする。

◎近所の仲間と何かを始める。
◎近所を歩いて防災マップやバリアフ
リーマップを作ってみる。

ご近所デビュー
◎近所の人とあいさつする。
◎ペットの散歩ですれ違う､顔見知り
　の人に声をかけてみる。
◎近所の高齢者の家を何となく見守る。
◎重い荷物を持ってあげる。
◎近所の高齢者のごみ出しを手伝う。

◎近所の知人におすそ分けする。
◎近所のいつも通らない道を歩いてみる。
◎困っている人に声をかける。
◎近所のごみを拾ってみる。
◎パン屋、カフェ、飲み屋など、近所にお
気に入りのお店を持つ。

仕事場と家の往復で、近所をあまり
知らないという人も多いもの。歩い
てみて、周辺の地形や、生活インフ
ラ､ 近所の人々の様子などを知るこ
とは、将来の生活の利便性を考える
うえでも役立ちます。

近所の状況を
見て知っておく

ご近所デビューも

勤務地近くから近隣のダン
ス教室に替えました。近所
に知り合いもでき、普段着
で行ける気軽さも気に入っ
ています。

朝、犬の散歩のとき顔を合
わせる方とあいさつするよ
うになり、今では立ち話も
楽しみに。近所の情報交換
をしています。

マンションの住民
の会。最初は嫌だ
ったのですが防犯
や災害対策、近隣
の情報が分かり、
良かったです。

見かけない人に声
をかけ不審者を撃
退。あいさつって
大事ですね。

ご近所と顔なじみで声かけがしやす
いと、防犯や災害時のスムーズな助
け合いに役立ちます。深く付き合わ
なくてOK。まずはあいさつから。友
達の近所に引っ越して、地域に頼れ
る知り合いのいる環境をつくっても。

近所に知り合いが
増えると

安心＆安全にプラス

快適なコミュニティが家から離れた
場所にしかない人は、ご近所にも、
自分が楽しく過ごせる居場所をつ
くってみては？　将来、行動範囲が
狭くなったとき、介護などで遠出が
できなくなったときに有効です。

生活圏に居場所を
つくっておくと
将来も安心
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50⤴のデビューは、ほんのささやかな一歩から…

◎地域の見守り隊に登録。
◎社会貢献のNPOに入る。
◎少年スポーツの指導をする。
◎病院ボランティアを探して参加。
◎社会福祉協議会に行って、近隣でで
きるボランティアを探す。

◎地域のNPOやボランティアの活動につ
　いて調べてみる。
◎プロボノに参加してみる。
◎地域の学校のイベントの手伝いをする。
◎趣味の活動を社会貢献につなげる。
◎観光ボランティアに登録する。…etc.

ボランティアデビュー
◎ボランティア経験者に話を聞く。
◎古切手を集めてみる。
◎町会の活動を手伝う。
◎一日一回誰かのために何かをやる。
◎地域のボランティアについて調べる。
◎家でできるボランティアを探す。

◎東京ボランティア・市民活動センタ
ーに行ってみる。（→ P204⓬）

◎東京ホームタウンプロジェクトの
HPを見る。（→ P204⓫）
◎認知症サポーター養成講座に参加。
　（→ P197）

何か人の役に立ちた
いと、近くの施設で
ボランティア中。あ
りがとうと感謝され
てうれしい。

家の前の街路樹まわり
に花を植えたら、近隣
の人たちも賛同。いつ
のまにか町の美化に貢
献していました。

単発ボランティア
で実際に試してみ
てから、長期に登
録しました。

老人会をやっている両親の
サポートで、地域の清掃活
動に参加。活動を始めてか
ら町のごみに敏感になりま
した。

小学校の PTA で地域の活
動を経験。また何かやりた
いと、できる範囲で無理な
く続けられる小さな活動を
探しているところです。

助け合う、声をかけ合うといった
ちょっとしたおせっかいも一種のボ
ランティア。地域とのつながりや地
縁の弱まった都会の暮らしにプラス
したいエッセンス。人のためのつも
りでも、地縁は自分にメリットも。

ちょっぴりの
おせっかいが
地縁をつくる

自分がしてもらうことだけでなく、
普段の生活のなかでできる小さなこ
とを一人ひとりがやってみることも
大切。それが大きな地域の力につな
がります。住み慣れた町で､ この先
の将来も、ずっと快適に暮らしてい
くために。

一人ひとりの
自主的な力が

地域を変えていく
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自分のこと、親のこと、友達のこと…etc.　
介護や生活のうえで問題になることはどんなこと？　

ここでは、ケースに沿って、起こりうることと
その対応について、Q＆Aで

ざっとご紹介していきましょう。

介護が始まるきっかけは、
け が や 病 気 が 多 い も の。 
シミュレーションで確認。

家族が突然倒れたら…

家族や自分の将来の生活に
関わってくる大きな課題か
らいくつかをピックアップ。

こんなときには…

どんな支援を活用したら安
心して暮らしていけるかを
症状別に紹介。

認知症の心配には…

この本でこれまでに出てき
た事柄やキーワードなどを
もっと詳しく知るために。

50⤴お役立ち情報

こんなとき
どうする!?

50⤴Q&A

介護や将来の心配に答えます

184 18550⤴Q&A　こんなときどうする!?
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家族が
倒れた！

治療 病状の安定、回復

帰宅

帰宅

入所・入居

手続き

入
院（
急
性
期
医
療
）

方
針
決
定

転
院
・
退
院

自
宅
／
在
宅
療
養

施
設
な
ど

こんなことがある
在宅療養か、転院しリハビ
リや療養を継続するか、介
護や療養のため施設に入所・
入居するかなど、本人と家
族の意向や希望も伝え、病
院の相談員などと相談。

こんなことがある
社会復帰や在宅療養に不安があったり、機能回
復が必要な場合は、転院して、診療、看護、リハ
ビリテーションを行う。病気とその回復までの
期間によって、回復期リハビリ病棟や地域包括
ケア病棟などで在宅療養（帰宅）を目指す。

こんなことがある
退院や転院などの方針が決ま
り、転院先や退院後の施設、
自宅などで介護が必要な状態
なら介護保険の申請を病院の
相談員と相談。 こんなことがある

回復の状態に合わせて医療行
為が受けられる施設、要介護
者向け施設などに入るという
選択肢も。

退院・帰宅までに考え、
整えておきたいこと

・家の中のバリアフリー
　（段差の解消、手すりなど）
・お風呂やトイレの改修
・ベッドなど生活用品の準備
・食事や身の回りの世話
・訪問診療・訪問看護の体制
・服薬管理の支援体制
・昼間のケア体制
・退院後のリハビリ（場所など）
・外出のための支援体制…etc.

こんな人に相談
病院の医療相談員や退院調整
担当の相談員、看護師など

こんな人に相談
ケアマネジャー
地域包括支援センターなど

高齢の親やパートナーがけがや病気で倒れたら、どんなことがあって、
何をしなければならないのかをシミュレーションでご説明します。
いざというときのために、正しい知識や情報を
収集しておくことをおすすめします。

もしも家族が突然倒れたら…［問題編］
こんなときどうする？ どんなことが起こる？ 介護のロードマップ

回
復
期 

リ
ハ
ビ
リ
病
棟
、

地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
な
ど

こんなことがある
入院手続き／治療などについて
の説明、相談、同意書類／キー
パーソン決定／家族がやらなけ
ればいけないことの確認／入院
中に必要な物の買い物など／関
係者への連絡…etc.

手術や延命処置についての同意書
等への署名が必要になることも。
元気なうちにACP（→P171）で意
思を明確にしていればそれに従う。

入院費用などが高額になりそう
なら、その月の医療費の一定金
額を超えた分が払い戻される健
康保険の高額療養費制度も。忘
れても後からの申請が可能。

回復期リハビリテーション病棟は病気や状態によっ
て最大180日、地域包括ケア病棟は状態に応じて、
最大60日が入院期間の限度。

こんなことがある
病状が安定、回復したら、退院や転院、退院後について
も医師から説明を受け、病院の相談員や看護師などと相
談。医師の説明は分かるまで何度でも説明を求めてOK。

一般病棟や急性期病院での入院は症状が安定したり、緊急性
の高い治療が終わるまで。入院期間は２〜３週間が一般的。

186 18750⤴Q&A　こんなときどうする!?
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本人に判断能力があり、入院費などの支払いが可能な場合は、
必ずしも保証人は必要ありません。本人に判断能力がない場
合、成年後見制度を使うと手続きが円滑に進みます。本当に保
証人が必要かどうかは病院の相談員とも相談してみましょう。

入院のときに保証人が必要だと聞きました。
いないときはどうすればいいのですか？

Q
A

A

Q

Q

退院したら在宅療養をすることになるので、
介護保険のサービスを受けたいのですが、
どんな手続きが必要ですか？

A

Q
回復期リハビリテーション病棟や地域包括ケア病棟では、在宅
復帰に向けたリハビリテーション等を行っています。症状等に
より、対応する病院・病棟が異なったり、入院できる日数や転院
可能な時期などが異なります。なるべく早く病院の相談員に相
談してみましょう。

一人暮らしなので退院後の自宅療養は､
もう少し自立できるようになってからにしたい。
どうすればいいですか？

ケアマネジャー（介護支援専門員）は、要介護状態にある高齢者
やその家族の相談に応じ、適切な介護サービスを受けられるよ
う、ケアプラン（介護サービス計画）の作成や区市町村・サービ
ス事業者・施設等との連絡調整を行う専門職です。サービス利
用の際の負担金額の計算なども行います。

介護保険サービスを申し込むときに関わる、
ケアマネジャーとは何をしてくれる人ですか？

介護保険のサービスを受けるには…

介護保険の対象者
・第１号被保険者：65歳以上
寝たきりや認知症などで、介護を必要と
する要介護状態になったり、家事や身じ
たく等、日常生活に支援が必要な要支援
状態になった場合にサービスが利用可能。
・第２号被保険者：40歳以上65歳未満
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が
原因とされる特定の病気で、要介護状態
や要支援状態になった場合にサービスが
利用可能。

要介護認定・要介護度とは
認定は、非該当、要支援1･2〜要介護1
〜5までの８段階。介護が必要と認定さ
れた場合は介護サービスを受けることが
できます。
利用料
介護保険サービス利用時の利用者負担
は、介護サービスにかかった費用の１割
（一定以上所得者の場合は２割または３
割）。サービスの支給限度額は要介護度
別に定められています。

Column

もしも家族が突然倒れたら…［解決編 １］

入退院

A
まずは、地域包括支援センターなど
で要介護認定の申請をします。申請
後は訪問調査が行われ、区市町村の
依頼により主治医が意見書を作成。
それらに基づいて、介護認定審査会
が審査・判定し、区市町村が要介護
度を決定します。要介護度によって
受けられるサービスが異なるので、
自分がどんな介護サービスを受ける
かについて要介護の方はケアマネ
ジャーと、要支援の方は地域包括支
援センターとケアプラン（介護サー
ビス計画）を作成します。それに基
づきサービスの利用が始まります。

介護保険申請の手続きをする
地域包括支援センターなどで、

申請手続き
↓

訪問調査を受ける
↓

介護認定審査会
区市町村による決定

↓
認定通知が届く

↓
ケアプラン作成

訪問・通所サービス、施設入所など
状態・要介護度に合わせて相談

↓
サービス利用開始

介護保険申請の流れ

介護保険

＊介護給付や予防給付のサービスを利用するには要介護（要支援）認定を受ける必要があります

188 18950⤴Q&A　こんなときどうする!?
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介護保険で受けられるサービスは…

もしも家族が突然倒れたら…［解決編 2 ］

要介護・要支援認定を受けた方の場合、事前申請のうえ、手すりの取り
付け、家の中の小さな段差の解消、洋式便器への取り替えなどの住宅
改修費（上限20万円）のうち7～9割が介護保険から支給されます。要
介護認定されなくても、区市町村によっては介護保険と同様の支援
や、浴槽の取り替えなどにも費用の一部が支給される場合があります。

古い家で段差が多く、お風呂も旧式です。
在宅療養のためバリアフリーにしたいのですが、
費用面が心配です。

介護保険を申請してみましょう。介護保険で利用できる訪問介
護では、入浴や排せつの介助などの身体介護、掃除や洗濯、食
事の準備、調理、買い物などの生活援助を受けることができま
す。訪問看護サービスや施設に日帰りで行き、食事や入浴、レ
クリエーション、機能訓練等の介護サービスを受けられるデイ
サービスなどもあります。ケアマネジャーに心配な点や身近で
頼れる親族の状況などを詳しく伝えたうえで、ケアプランを組
んでもらいましょう。

倒れた母が退院しました。
私は同居しておらず、仕事や子育てで
介護できません。退院後が心配です…。

Q

Q
在宅療養

介護保険で受けられるサービスには、
右のようなもののほかに介護サービス
の利用についての相談、ケアプランの
作成や、訪問・通い・宿泊を組み合わせ
て受けるサービスもあります。
受けられるサービスは要介護度によっ
て異なり、サービスを利用した場合は
所得額によって１～３割の利用者負担
があります。
サービスを選ぶ際はケアマネジャーと
相談してケアプランを作成しますが、そ
の際、自分が困っていること、こうして
いきたいという希望をはっきりと伝え、
複数の事業者を紹介してもらった中か
ら選ぶようにするとよいでしょう。

自宅に来てもらうサービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看
護、訪問リハビリテーションなど

施設に通って受けるサービス
デイサービス､デイケアなど

施設等で生活しながら
受けるサービス
特別養護老人ホーム、介護老人保
健施設、介護医療院、認知症高齢者
グループホームなど

福祉用具に関するサービス
介護ベッド、車椅子などのレンタル、
福祉用具購入費の支給

住宅改修
玄関・浴室・トイレのバリアフリーな
どの工事費用の一部を支給

介護保険サービス

Column

A

A

Q
背上げ・脚上げ機能や高さ調節機能が付き、寝起きが楽な介護
用ベッドがあります。また、床ずれ防止用のマットレスや、起き
上がり補助装置、寝返り介助パッドなども便利です。こうした
福祉用具は主に要介護２～５であれば、介護保険の利用により、
１～３割の自己負担で借りることができます。

退院後、自分で寝起きできるように

ベッドを借りたいのですが…。
A

Q 退院するときは、車椅子です。
車椅子のまま乗れるタクシーを頼みたい。
車椅子やストレッチャーで乗車できる福祉車両を使った福祉タクシー
を利用しましょう。基本的に運転手が介助できる資格を持たないた
め、付き添いや家族が乗り降りをサポートする必要があります。退院
後、介護保険サービスを利用するなら、通院などの外出に介護タク
シーが利用できます。ヘルパーの資格を持つ乗務員が行う介助サービ
スに介護保険が適用されます。介護タクシーの利用にはケアプランの
作成が必要なので、ケアマネジャーに相談してみましょう。

A

190 19150⤴Q&A　こんなときどうする!?
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もしも家族が突然倒れたら…［解決編 ３］

介護休業制度は、要介護状態にある家族一人につき通算93日
を限度(３回までの分割取得が可能)として休業できる制度。
パートタイマーでも一定の要件を満たせば取得でき、介護休業
期間中には介護休業給付金が支給されることもあります。ま
た、通院の付き添いや介護サービスに必要な手続きを行うため
の介護休暇を年５日まで、１日または半日単位で取得できます。
令和３年からは時間単位での介護休暇の取得が可能になります。

仕事をしながら介護をする予定です。
介護のために休むなど、利用できる制度には、
どんなものがありますか？　
パートタイマーでも大丈夫？

Q
在宅療養

A

Q
都内在住または在勤で、介護休業中か、要介護または要支援認定
を受けた三親等以内の親族のいる中小企業従業員なら、東京都
の低金利ローン「すくすく・ささえ（子育て・介護支援融資）」

（→P205㉑）で介護休業中の生活費や介護に必要な費用を借りら
れます。また、社会福祉協議会には低所得世帯や高齢者世帯など
への無利子または低利での福祉資金の貸付や、高齢者世帯に不
動産担保型生活資金の貸付などを行う「生活福祉資金貸付制度」
もあります。詳しくはお住まいの区市町村の社会福祉協議会に相
談してみましょう。

介護で出費が重なって、手持ちのお金では
足りないです。お金を借りることは
できますか？　どうしたらよいでしょう？

A

区市町村によって異なりますが、おむつ支給サービス、訪問理
美容サービス、寝具の丸洗い・乾燥・消毒サービス、配食サービ
ス、通院や高齢者福祉施設までの移送、電話機の貸与、ごみ出
し支援、一人暮らしの高齢者に東京消防庁や民間受信センター
に通報する機器を貸与する緊急通報システムなどがあります。

介護保険以外で、受けられる支援や
サービスはありますか？

Q
A

Q
要介護状態の家族を介護している人は、事業主に申請して残業
を制限してもらうことができます。また、事業主は、短時間勤
務制度、フレックスタイム制度、始業・終業時刻の繰り上げ・繰
り下げなどのいずれかの措置を講じなければなりません。育
児・介護休業法により、事業主は申請を拒むことはできません。

在宅療養の間、介護のために働く時間を
短くしてもらうことはできるでしょうか？

A

Q
自立して生活できる方なら、区市町村や民間のものなど、地域
のサービスや仕組みを活用することも考えられます。生活支援
や配食サービス、高齢者の見守りサービスなど、さまざまなも
のがあります。必要に応じ、上手に組み合わせて活用するとよ
いでしょう。地域包括支援センターに、退院後の状況や心配し
ていることを伝え、相談しましょう。

離れて暮らす親が退院しました。
まだ介護を受けなくても生活できますが、
一人暮らしなので心配です。

A

192 19350⤴Q&A　こんなときどうする!?
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認知症になっても安心して暮らしていくために、どんな支援を活用し、
どんなふうに生活していけばよいか症状に合わせてポイントを紹介します。

認知症の心配には…［問題編］
認知機能や生活機能の状態によってどんな支援を受けたらいい？

認知症の兆し？

以前に比べてもの忘れが多くなった
り、複数の作業を同時に行うことが少
し大変になったりしますが、日常生活
は自立して続けられます。

こんな症状があります

生活のポイント
趣味やボランティア活動など、楽しみに
していることがあれば、今までと同じよ
うに続けましょう。人との交流も大切で
す。タイミングをみて、早めの相談、受
診をするようにしましょう。

中程度以上の認知症

外出先から帰れなくなったり、季節に
合った服を選ぶのが難しくなる場合が
あります。さらに、服の着方や物の使
い方が分からなくなることも。症状に
合わせてサポートがあると安心です。

こんな症状があります

生活のポイント
介護保険サービスなどを活用して、生活
しにくい場面のサポートを受けましょ
う。また、外出時の見守りサービスや、
お金の管理や契約時の支援についても考
え、必要に応じて取り入れましょう。

軽度の認知症

ときどき薬を飲んだか分からなくなる
など、服薬管理、買い物、事務作業、金
銭管理などでミスはありますが、身の
回りのことは自分でできます。

こんな症状があります

生活のポイント
周りの手助けが少しあると安心です。理
解してくれる人や見守ってくれる人を増
やしましょう。家族会や認知症カフェな
どで交流をするのもおすすめです。

最近もの忘れが多い…
どうしたらいいの？もしかして

認知症？

サポートが
あると安心…。

認知症は脳血管障害を除き、突然
発症するわけではなく、前段階の
状態「MCI（軽度認知障害）」があ
ります。この段階で気づき、適切
な取り組みを行うことで改善する
こともあります。また、うつ病や
体調不良などによる一時的な症状
の場合も。ここで大切なことは、
自信を失ったり、普段の生活を見
失ったりしないことです。

MCI （軽度認知障害）

心身の状態に応じて、認知症高齢
者グループホームや特別養護老人
ホームなど新たな住まいを考えて
も。（→P199、P201)

将来、意思決定ができなくなったときに
備え、段階的に本人が望む医療やケアに
ついて話し合って。（→P171)

ACPを行う

住まいの選択

194 19550⤴Q&A　こんなときどうする!?
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Column

認知症サポーターとは、正しい知識
を持ち、認知症の人や家族を温かく
見守る応援者です。約１時間半の養
成講座を受講すると、サポーターの
印となる「オレンジリング」が渡され

ます。養成講座は、区市町村や企業、
各種団体、小中学校などで行われて
います。申し込み方法や開催日など
は、お住まいの区市町村の高齢福祉
主管課にお問い合わせください。

認知症サポーターになってフォローしましょう

認知症の心配には…［解決編 1 ］

まずはかかりつけ医に相談しましょう。必要に応じて専門医の
いる病院を紹介してもらえます。かかりつけ医がいない場合
は、地域包括支援センターや東京都認知症疾患医療センターな
どに相談しましょう。相談窓口は「とうきょう認知症ナビ」で検
索できます。

もの忘れが多く、認知症の兆しがあるようです。
どこに相談すればいい？

各地域には、認知症の家族を介護している人が集い、悩みや思
いを分かち合える「家族会」や、誰でも気軽に立ち寄れてコー
ヒーやお茶を飲みながら認知症に関する情報共有や交流ができ
る「認知症カフェ」があります。お住まいの区市町村の高齢福祉
主管課や地域包括支援センターにお問い合わせください。

認知症の家族を持つ人たちと交流、
情報交換をしたいのですが？

Q
Q

A

A

認知症の人は、記憶障害による不安を感じながら生活していま
す。その不安な気持ちを理解しながら訴えをよく聞き、不安を
やわらげるような対応をするとよいでしょう。また、認知症に
なってもすべてのことができなくなるわけではありません。本
人の尊厳を大切に、家族としてできることを手助けしましょう。

認知症だと診断されました。
本人とどのように接したらよいでしょう？

A

Q

かかりつけ医に相談しましょう。また、区市町村の「認知症初期
集中支援チーム」では、認知症の疑いがあるが受診が難しい方、
適切に医療や介護サービスの利用ができていない方やその家族
を訪問し、認知症の状態を確認して対応方法のアドバイスなど
を行っています。本人や家族が認知症について正しい知識を持
つことも大切です。

認知症かもしれないと思うのですが、
病院に行ってくれません。
どうしたらよいですか？

A

Q 認知症になったからといって誰もがそうなるわけではありませ
ん。認知症では、脳細胞の損傷などで起きる記憶障害等の中核
症状のほかに、身体の状態や生活環境などの影響で抑うつ、妄
想、暴言や暴力などの精神症状や行動上の支障が起きる「行動・
心理症状」（BPSD）があります。BPSDは症状に合わせて環境を
整えるなど、適切な対応をすることでやわらげることができま
す。認知症サポート医など専門職に相談したり、認知症カフェ
などで経験者と話してみるのもよいでしょう。

A

認知症が進むと、暴言をはいたり、
暴れるようになったりするのですか？

Q

196 19750⤴Q&A　こんなときどうする!?



家
族
が
突
然
倒
れ
た
ら
…

認
知
症
の
心
配
に
は
…

こ
ん
な
と
き
に
は
…

50
⤴
お
役
立
ち
情
報

認知症の心配には…［解決編 2 ］

Column

地域と連携した認知症専門医療機関

認知症が心配になったり、認知症と診断されたら、地域包括支
援センターなどで配布しているパンフレット「認知症ケアパス」
をもらいましょう。住み慣れた地域で暮らし続けるために、お
住まいの区市町村ではどのようなサービスや支援があるのか
が、認知症の症状の変化に合わせてまとめられています。

認知症の人が活用できるサービスには
どんなものがありますか？

認知症高齢者など判断能力が十分でない人が、安心して福祉
サ ー ビ ス を 利 用 し、生 活 し て い く た め の「 成 年 後 見 制 度 」

（→P200）があります。また、社会福祉協議会では、福祉サービ
スを利用するに当たって必要な手続きや利用料の支払いを行う
などの「日常生活自立支援事業」を行っています。

お金の管理や契約書類の手続き
などが難しそうです。
サポートしてくれる仕組みはありますか？

認知症の人が入れる施設を探しています。
認知症高齢者グループホームとはどんなところ？
認知症高齢者グループホームは、認知症の人が住み慣れた地域
で生活を続けられることを目的とした、小規模の住まいです。
５～９名を単位とした共同住居で、介護スタッフによるそれぞ
れの状況に合ったケアを受けながら、家事を役割分担するなど
家庭的な生活を送ります（要支援１の方は利用できません）。

Q
Q

A
A

A

Q

道に迷うことが多くなったりして、一人で出かけることが心配に
なったときには、GPSを利用した認知症高齢者探索サービスがあ
ります。区市町村によっては、GPS機器の利用料の一部を補助し
たり、身元や緊急連絡先が分かる「高齢者見守りキーホルダー」や

「アイロンシール」などを活用したりしています。

外出先で迷ったりすることが多くなって
きました。どんな対策がありますか？

A

Q 65歳未満で発症する認知症のことを、若年性認知症といい、そ
の数は全国で４万人と推計されています。働き盛り世代で発症
するため、高齢期に発症する認知症とは異なる課題に直面しま
す。「若年性認知症総合支援センター」では、経済的な負担を軽
減できる制度や介護サービスの利用支援、就労支援など、さま
ざまな相談に応じています。

若くても認知症になることが
あると聞きましたが…？

A

Q

「東京都認知症疾患医療センター」
は、認知症の人と家族が安心して生
活できるよう、東京都が指定した専
門医療機関です。都内に 52 カ所あ
り、認知症の相談や診断を行い、か
かりつけ医や地域包括支援センター

などとの連携の推進、人材育成等を
行っています。
本人の受診が難しい場合、家族のみ
の相談も可能です。「とうきょう認
知症ナビ」にはその一覧が掲載され
ています。（→P205⓰）
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悪質商法やお金、住まいの悩みなど、健康であっても高齢であれば直面する
可能性のある課題についてご紹介します。

こんなときには〜その他の課題

Column

判断能力が落ちた人に後見人を選任す
るのが「成年後見制度」です。「成年後
見制度」には、既に判断能力が低下し
ている人に対し後見人を選任する「法
定後見制度」と本人の判断能力が十分
なうちにあらかじめ後見人契約を結ぶ

「任意後見制度」の2種類があります。
「任意後見制度」は、将来、認知症など

で判断能力が低下した場合、事前に契
約した任意後見契約にしたがって任意
後見人が援助します。また、一人暮ら
しの方は、見守り契約を併せて行うこ
とで、本人が元気なうちから、将来の
任意後見人などが、定期的に健康状態
や生活状況を確認し、後見開始の申し
立て時期を判断することもできます。

金銭などの管理が心配なら、成年後見制度の利用も

高齢者住宅財団と基本約定を締結した賃貸住宅なら、家賃債務
保証制度を使うことによって保証人を立てずに入居が可能で
す。また、高齢者をはじめとする住宅確保要配慮者の入居を拒
まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)＊１では、家賃債務保
証料の補助制度などにより通常の賃貸住宅と比べて入居しやす
くなっています。

高齢になると保証人がいなかったり、
高齢者だからという理由で賃貸住宅が
借りられないことがあると聞き心配です。

Q

被害にあったり、被害を受けたのではないかと不安を感じた
ら、都内在住の高齢者や家族なら誰でも相談できる高齢者のた
めの消費生活相談専用電話「高齢者被害110番」に電話しましょ
う。本人や家族以外の身近な方が相談したい場合の通報や問い
合わせは、「高齢消費者見守りホットライン」へ。（→P206㉔）

親が悪質商法の被害にあってしまいました。
どこに相談すればいい？

Q
A

A

亡くなったときの「葬儀の実施」「残存家財の片付け」を手配する
ことにより、住み慣れた住宅や住み続けたい地域での安心生活
を支える「あんしん居住制度」があります。東京都防災・建築ま
ちづくりセンターが実施する制度で、契約時に利用料を預かる
タイプと月払いのタイプがあります。

一人暮らしですが、自分が死んだあとの
葬儀や家の始末が気になっています。
何か支援の体制はあるのですか？

Q
A

特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難なときは、
保険料の減額・減免制度が利用できます。特別な事情とは、災害
や、主たる生計維持者の死亡や入院、失業などによって収入が
著しく減った場合のことをいい、年収や預貯金額などの条件を
満たすことが必要です。区市町村の窓口に相談してみましょう。

生活が苦しくて介護保険料を払うのが
大変になってしまいました。どうすればいい？

A

Q
常に介護が必要な状態にあり、家庭での生活が困難な方は「特
別養護老人ホーム」の入居対象になります（要支援の方は利用で
きません）。リハビリを希望する場合は、「介護老人保健施設」、
軽度の認知症の場合は、「認知症高齢者グループホーム」への入
居が考えられます。要介護認定を受けていない場合には、民間
の住宅型の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など
もあります。

施設などに入所したい場合は
どんな選択肢がありますか？

A

Q
＊１　東京都愛称「東京ささエール住宅」
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50⤴世代がシニアライフを考えるときに参考になる情報源やサービスにつ
いて、まとめて紹介します。

50⤴お役立ち情報 学び・趣味・社会貢献

東京都シルバー人材
センター連合 
企業や家庭、公共団体などから高齢者にふ
さわしい仕事を引き受け、シルバー人材セ
ンターの会員に仕事を提供。都内シルバー
人材センターの一覧もあり。
https://www.tokyosilver.jp/

TOKYO はたらくネット

高齢者向けの就業支援
の情報がほしいときに…

地元で仕事と生きがいを
見つけたい人に…

雇用・就業施策に関する情報を発信する東
京都のHP。高齢者の就業支援事業や相談
窓口、職業訓練や講習などについてのまと
まった情報が得られます。
https://www.hataraku.metro.
tokyo.jp/

東京都立大学
プレミアム・カレッジ 
総合大学である東京都立大学の南大沢キャ
ンパスで、「首都・東京をフィールドに学ぶ」
をテーマにカレッジ専任の教授などによる
独自のカリキュラムを提供。
https://www.pc.tmu.ac.jp/

50 歳からの新たな学びを
考えているなら…

AIITシニアスタートアップ
プログラム
起業に挑戦する 50歳以上のシニア層が起
業に必要な知識・スキルを短期間で修得で
きるよう、東京都立産業技術大学院大学が
都や産業界などの協力を得
て、約６カ月間のプログラム
として開講しています。
https://aiit.ac.jp/opi/senior_
startup/

起業のために
学び直したいなら…

スポーツTOKYO
インフォメーション

「する」「みる」「支える」
スポーツの情報を得るなら…

ウォーキングイベントをはじめとする東京
都のスポーツイベント、都内のスポーツ施
設、地域で参加できるスポーツ活動や、ス
ポーツボランティアなどを紹
介しています。
https://www.sports-tokyo-info.
metro.tokyo.lg.jp/

東京しごとセンター

シニアコーナーでは 55歳以上の方を対象
に、職業経験や経歴、希望に応じた仕事探
しのアドバイスをする就業相談を行ってい
ます。求人票の提供や職業紹
介も実施。
https://www.tokyoshigoto.jp/

東京ハローワーク

具体的に就業先を
あれこれ探したいときは…

どんな仕事が向いているか
知りたいとき、悩んだら…

都内 16カ所のハローワークに「生涯現役
支援窓口」を設置。再就職などを目指すシ
ニア (特に 65 歳以上 )を対象に各種サー
ビスを行っています。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-
hellowork/

TOKYO 創業ステーション

起業のための事業計画作成へのアドバイス
を行う「プランコンサルティング」や、経営
に必要な知識や情報に関する各種セミナー
を無料で受けられます。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/
station/

東京都シニア就業
応援プロジェクト

就業に向け、学びやお試し
就業に興味があるなら…

都内での起業に向け、相談や
情報収集したいときは…

東京都がシニアの学べる場を提供する「東
京セカンドキャリア塾」、東京都がシニア
の派遣就業を支援する「東京キャリア・ト
ライアル 65」等のシニア就
業支援事業の情報や申し込み
はここで。
https://www.hataraku.metro.
tokyo.jp/senior/shien/project/

仕事
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東京都老人クラブ連合会

仲間と一緒に健康づくりや
見守り活動をしたいなら…

地域の高齢者の自主組織が老人クラブ。「の
ばそう！健康寿命、担おう！地域づくり」
を合言葉に活動しています。お問い合わせ
は区市町村の高齢福祉主管課
または最寄りのクラブへ。
http://www.tororen.or.jp/

東京都社会福祉協議会

地域の福祉サービスについて
知りたいなら…

日常生活自立支援事業や成年後見制度利用
促進の支援などを行う公共性の高い非営利
の民間団体。区市町村の社会福祉協議会、
ボランティアセンターへのリ
ンクも掲載しています。
https://www.tcsw.tvac.or.jp/

とうきょう認知症ナビ

認知症になっても
安心して暮らすために…

認知症の基礎知識や相談窓口の紹介、東京
都で実施している各種の研修会、施策の検
討状況などについて総合的に発信。
https://www.fukushihoken.
metro.tokyo.lg.jp/zaishien/
ninchishou_navi/

東京ホームタウン
プロジェクト 

プロボノ活動、地域づくりに
興味があるなら…

豊富な経験と知識を持った人たちの力を生
かして、地域で活動する団体を支援する取
り組みなどを紹介。参加するための具体的
な方法も掲載されています。
https://hometown.metro.tokyo.
jp/

とうきょう
福祉ナビゲーション

高齢者向けの福祉情報を
トータルに調べたいなら…

「高齢者」の項目には、困ったときの相談
先から交通機関などの割引まで、シニアが
利用できるサービスを幅広く紹介。
http://www.fukunavi.or.jp/
fukunavi/eip/04korei_mokuji.
html

ボラ市民ウェブ

ボランティアに関する
情報収集なら…

東京ボランティア・市民活動センターが運
営する情報サイト。ボランティア募集やイ
ベント、助成金などの情報、都内各地域の
ボランティアセンターもここ
で探せます。
https://www.tvac.or.jp/

とうきょう
健康ステーション

生活習慣病予防の情報、
そして高齢者の健康も…

生活習慣病の早期発見、発症・重症化予防
のためのセルフチェック、食生活改善の具
体的な方法など、健康が気になる人のため
のヒントを掲載。
https://www.fukushihoken.
metro.tokyo.lg.jp/kensui/

若年性認知症
総合支援センター

若年性認知症に関する
相談、支援のことなら…

若年性認知症支援コーディネーターが、本
人や家族からの相談にワンストップで対応
します。
https://www.fukushihoken.
metro.tokyo.lg.jp/zaishien/
ninchishou_navi/soudan/
jakunen_center/

介護・福祉・暮らし

東京都介護予防・
フレイル予防ポータル

フレイル予防についての
知識や対策を知りたいなら…

介護予防・フレイル予防についての総合情
報サイト。フレイルリスク度のセルフチェ
ックもできます。
https://www.fukushihoken.
metro.tokyo.lg.jp/kaigo_frailty_
yobo/

生計困難者等に対する
負担軽減事業

生活が苦しくなったときの
介護サービス助成のことなら…

所得が低く、生計が困難な方の介護保険サ
ービス利用者負担額の一部を助成し、負担
を軽減します。
https://www.fukushihoken.
metro.tokyo.lg.jp/smph/kourei/
hoken/kaigo_lib/jigyo/keigen.
html

家庭と仕事の両立支援
ポータルサイト

介護と仕事の両立の
不安や悩みを抱えているなら…

家庭と仕事の両立に関する各種情報提供の
ためのポータルサイトです。介護と仕事の
両立に関する疑問や悩みについての解説
や、両立体験談を掲載してい
ます。
https://www.katei-ryouritsu.
metro.tokyo.jp/

子育て・介護支援融資
すくすく・ささえ

家族の介護で
お金が必要になったら…

中小企業に勤める人で介護休業中の人など
に、生活費や介護に必要な費用を低金利で
融資します。
http://www.hataraku.metro.
tokyo.jp/kaizen/fukuri/yushi/
sukusuku.html
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区市町村の連絡先
＊代表電話番号です。高齢福祉主管課、または用件を伝えると担当の部課につながります

【区役所】
千代田区	 03-3264-2111
中央区	 03-3543-0211
港区	 03-3578-2111
新宿区	 03-3209-1111
文京区	 03-3812-7111
台東区	 03-5246-1111
墨田区	 03-5608-1111
江東区	 03-3647-9111
品川区	 03-3777-1111
目黒区	 03-3715-1111
大田区	 03-5744-1111
世田谷区	 03-5432-1111
渋谷区	 03-3463-1211
中野区	 03-3389-1111
杉並区	 03-3312-2111
豊島区	 03-3981-1111
北区	 03-3908-1111
荒川区	 03-3802-3111
板橋区	 03-3964-1111
練馬区	 03-3993-1111
足立区	 03-3880-5111
葛飾区	 03-3695-1111
江戸川区	 03-3652-1151
	
【市役所】
八王子市	 042-626-3111
立川市	 042-523-2111
武蔵野市	 0422-51-5131
三鷹市	 0422-45-1151
青梅市	 0428-22-1111
府中市	 042-364-4111
昭島市	 042-544-5111
調布市	 042-481-7111

町田市	 042-722-3111
小金井市	 042-383-1111
小平市	 042-341-1211
日野市	 042-585-1111
東村山市	 042-393-5111
国分寺市	 042-325-0111
国立市	 042-576-2111
福生市	 042-551-1511
狛江市	 03-3430-1111
東大和市	 042-563-2111
清瀬市	 042-492-5111
東久留米市	 042-470-7777
武蔵村山市	 042-565-1111
多摩市	 042-375-8111
稲城市	 042-378-2111
羽村市	 042-555-1111
あきる野市	 042-558-1111
西東京市	 042-464-1311

【町役場・村役場】
瑞穂町	 042-557-0501
日の出町	 042-597-0511
檜原村	 042-598-1011
奥多摩町	 0428-83-2111
大島町	 04992-2-1443
利島村	 04992-9-0011
新島村	 04992-5-0240
神津島村	 04992-8-0011
三宅村	 04994-5-0981
御蔵島村	 04994-8-2121
八丈町	 04996-2-1121
青ヶ島村	 04996-9-0111
小笠原村	 04998-2-3111

東京都 防災・建築
まちづくりセンター

高齢者の住まいの
支援についてなら…

「見守りサービス」「葬儀の実施」「残存家
財の片付け」を行うあんしん居住制度を実
施しています。
https://www.tokyo-machidukuri.
or.jp/

高齢者住宅財団

住まいを借りるときに
保証人がいない場合は…

財団と基本約定を締結した賃貸住宅の入居
者の連帯保証人の役割を財団が担い、高齢
者が賃貸住宅を借りやすくする「家賃債務
保証」を行っています。
http://www.koujuuzai.or.jp/
service/rent_guarantees/

東京くらしWEB

消費者被害、契約トラブル
などの情報や相談なら…

「高齢者」の項目では、高齢者に向けた
注意喚起や高齢者の安全、消費生活相談
FAQ、高齢者 110 番・見守りホットライ
ンなどを掲載。
https://www.shouhiseikatu.
metro.tokyo.jp/korei/

困りごとが解決しなかったら
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東京都区市町村
ホームページ

自分の地域の取り組みを
調べるなら…

都内の区市町村のホームページのURLを
まとめて紹介しているウェブサイト。特別
区・多摩地域・島しょの横断的な組織も掲
載されています。
https://www.metro.tokyo.lg.jp/
link/link04.html
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地域包括支援センター

近隣の高齢者等に関する
相談窓口なら…

東京都福祉保健局のホームページに都内の
すべての地域包括支援センターと在宅介護
支援センターを掲載しています。
【検索方法】
「高齢者等の異変等に気付いた際の区市町
村連絡先」の一覧から、お住まいの区市町
村名を選択すると、連絡先一覧が表示され
ます。所管地域や対応時間帯を確認したう
えでご連絡ください。

25

https://www.fukushihoken.
metro.tokyo.lg.jp/kourei/sodan/
chiiki-zaitaku_center.html
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