
「高齢期のすまい」 
を考える 

～自宅で迎える老後の暮らし方～ 

京都市花園地域包括支援センター 

筏谷佳代 
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今日、お話したいこと 

• 高齢者を巡る現状と課題 

• 高齢者の保健福祉施策の方向性 

• 老後に向けて知ってお得な制度や住まいに
ついて 

• 地域で暮らしていくために、ひとりひとりがで
きること 
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変わりゆく日本と社会 

• １９５０年代 
• カラーTV・パソコン・携帯電話などはなく、皆貧しい
時代。でも、それぞれ個人は家族に属し、国、地域
という枠組みの中で育ち、窮屈な社会だったが、地
域で助け合う暖かい社会。 

• ２０１０年 

• とても便利になり自由で豊かな国になった一方で、
個人主義となり、家庭の役割や地域の枠組み、国
の役割などあいまいになり、液状化した社会とも言
われるようになった→孤立・無縁社会 
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高齢者福祉の歴史 

• 社会福祉の出発は、戦後の救貧対策から。憲法２５条が根拠 

• 身体障害者福祉法、児童福祉法が先行し、老人福祉法は１９
６３（昭和３８）年に制定 

• １９７１年、高齢化率が７％超える、老人医療無料化 
• １９７３年（昭和４８）年は「福祉元年」といわれた 
• 介護問題が深刻化、社会的入院が話題に 

• １９８９年１２月にゴールドプラン設定、１９９０年から在宅介護
支援センターが創設 

• 介護の問題は、誰でも直面する可能性がある 
• ２０００年４月→介護保険制度導入 
• ２００６年４月→介護保険法改正 地域包括支援センター創設 
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高齢者を取りまく現状 

• 家族：３世代同居の減少、独居、夫婦世帯に 
• →２０２５年には「団塊の世代」が７５歳を迎え高齢者が急
増 

• 夫婦二人暮らしの高齢世帯が全体の４分の１を占めると
推計 

• 所得：持ち家率は高いが、維持管理費が問題 
• 医療・認知症の問題：２０２５年に３２３万人と推計 
• ２０００年（平成１２）４月に介護保険施行 
• →２００５年の改正で「介護予防」重視型に 

• ２００９年（平成２１）４月、介護保険料４０００円 介護職員
の離職・不足から処遇改善交付金 

• ２０１１年（平成２３）４月介護保険改正→地域包括ケアへ 
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京都市の高齢者（６５歳以上）人口推移 

             H１７年の国勢調査からの推計 H23.8現在 

２０１０年
（H22) 

２０１５年
（H27) 

２０２０年
（H３３） 

２０２５年
（H38） 

２０３０年
（H42） 

高齢者  
人口 

３３．６   
万人 

３８．６ 
万人 

３９．６ 
万人 

３９．１ 
万人 

３９．１ 
万人 

対全人
口割合 

２２．９％ ２６．６％ ２７．９％ ２８．２％ ２９．１％ 
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介護保険制度の実施状況 
①６５歳以上被保険者数の推移 

 ・６５歳以上の被保険者数は、１０年で７３０万人増加 

 

 

②要介護（要支援）認定者の推移 

・要介護認定を受けている者は、１０年間で約２６９万人増加 

 

 

③要介護（要支援）認定の申請件数 

・要介護認定の申請件数は、９年で約２３１万人増加 

２０００年４月末 ２００３年４月末 ２０１０年４月末 

被保険者数 ２、１６５万人 ２、３９８万人 ２，８９５万人 

２０００年４月末 ２００３年４月末 ２０１０年４月末 

認定者数 ２１８万人 ３４８万人 ４８７万人 

２０００年度 ２００３年 ２００８年 

申請件数 ２６９万件 ５４７万件 ５００万件 ７ 



京都市の高齢者人口及び要支援・要介護認定者数の推移 
                        （京都市統計情報 H23.8現在） 

年度 平成18年 平成19年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 

高齢者人
口 

305.824 316.539 325.590 334.755 338.550 

要支援. 
要介護 
認定者数 

    
53.536 

 
55.673 

 
57.736 

 
60.800 

 
64.463 

高齢者人
口割合 

17.50% 17.58% 17.73% 18.16% 19.04% 
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介護保険のサービス受給者数の推移 
 

• サービス受給者数は、１０年間で約２５４万人
増加（１７％） 

• 特に、在宅サービスの伸びが大きい（１０年で
２０３%） 

９ 



Q今後どのような介護を希望するか 
京都市高齢社会対策実態調査速報値（平成２３年１～２月実施） 

一般高齢者 

自宅で家族中心で介護を受けたい  １４％ 

自宅で家族の介護と介護サービスを組み
合わせて介護を受けたい 

 ３０．９％ 

家族に依存せず生活できるような 
介護サービスを自宅で受けたい 

 １８，６％ 

ケア付きの高齢者住宅に住み替えて 
介護を受けたい 

  ４，９％ 

特養などの施設で介護を受けたい   ７，０％ 

医療機関に入院し介護を受けたい  １５・３％ 

その他・不明   ９，３％ 
１０ 



Ｑ今後どのような介護を希望するか 
京都市高齢社会対策実態調査速報値（平成２３年１～２月実施） 

介護保険利用者 

自宅で家族中心で介護を受けたい  １０・７％ 

自宅で家族中心で介護を受けたい  ３６・４％ 

自宅で家族の介護と介護サービスを組み
合わせて介護を受けたい 

 １５．０％ 

ケア付きの高齢者住宅に住み替えて介護
を受けたい 

  ３・１％ 

特養などの施設で介護を受けたい  １０・６％ 

医療機関に入院し介護を受けたい   ９・４％ 

その他・不明  １４・９％ 

１１ 



要介護度の低い高齢者も 
特養申込者となっている現状 

• 特別養護老人ホーム申込者数 

• →４２万人ほど 

 

• 日本の高齢者住宅は諸外国と比較して不足 

 

     介護・医療と連携をして 
      高齢者の生活を支援するサービス付きの住宅の供給を 

              促進する必要性がある！ 

１２ 



家にいたい・私らしく過ごしたい 

     エイジング・イン・プレイス 

      ＝その場で年をとる 

１３ 



老後を安心して暮らせるために 
＜課題＞ 

• 在宅医療、介護・福祉を支える基盤の充実強
化 

• 医療・介護・福祉の各分野における連携強化
及び人材育成 

  

 ＊高齢者が介護・療養が必要になっても、地域と関わりを持  
  ちながら、自分の意思で生活の場を選択できるような環境   

  整備が必要。 

  個人の尊厳が尊重される社会の実現が求められる。 
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地域包括ケアシステムについて 
日常生活圏域 

（30分で駆けつけられる圏域） 

 

 

                  介護 

生活圏域                            医療 

 

 

 

 住まい                               予防   

 

 

                 （国のプラン） 

      

 

     １５ 



京都地域包括ケア推進機構では 

• 京都式地域包括ケアシステムを推進！ 

 

 

 高齢者が住み慣れた地域で、医療・介護・福祉のサ
ービスを組み合わせることで24時間、365日安心して  

  暮らせる社会 

１６ 



高齢になっても住み続けることのできる 
高齢者すまいの整備 

（国交省と連携） 

 

• 一定の基準を満たした有料老人ホームと高
専賃を、サービス付高齢者住宅として高齢者
住まい法に位置づけ 

１７ 



改正高齢者すまい法 

◇「改正高齢者住まい法」4月28日公布 

・「サービス付き高齢者向け住宅」の創設が柱 

・床面積・バリアフリー構造・安否確認・生活相
談員の提供など登録基準を満たした住宅が登
録できる 

           ↓ 

        事業説明会開催 

１８ 



住宅改修・福祉用具を 
上手く使って転倒予防 

＜介護保険制度を利用＞ 

申請により、その費用の一割負担で利用できる 

＊住宅改修            家具などを上手く利用 

  手すりの取り付け・段差解消など 

＊福祉用具の購入 

  入浴用いす・ポータブルトイレなど 

＊福祉用具レンタル 

  車いす・歩行器・介護ベッドなど 

１９ 



京都市内の有料老人ホーム 

①介護付き有料老人ホーム 

＝介護や食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設 

②住宅型有料老人ホーム 

＝食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。介護が
必要になった場合には、入居者自身が選択・契約した地域の介
護サービス事業者が提供する訪問介護等の介護サービスを利
用しながら生活することが可能な施設。 

③健康型有料老人ホーム 

＝食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設 

  介護が必要になった場合には、原則、契約を解除して退去
が必要な施設 

２０ 



京都市内の高齢者向けの住宅 

 ①シルバーハウジング（市） 

  ＝バリアフリー化された公営住宅と生活相談員（ライフサポ 

     ートアドバイザー）による日常生活支援サービスの提供を併 

    せて行う高齢者向けの公的賃貸住宅 

 ②シニア住宅（公社） 

  ＝高齢者が安心して住み続けられるよう、次の配慮がなされたもの 

  ・高齢者の生活特性に配慮した仕様・設備の採用（事故防止） 

  ・高齢者の日常の安心を確保するサービスの提供（生活不安解消 

   、職員常駐） 

  ・高齢者に配慮した家賃等の支払い方式の採用（家賃負担軽減） 

 

 
２１ 



京都市内の 
その他の入所施設 

• 介護保険以外の施設サービス 

 （比較的お元気な方） 

 ①養護老人ホーム 

 ②軽費老人ホーム（Ａ型） 

 ③ケアハウス 

２２ 



京都市内のその他の入所施設 

・介護保険の地域密着型サービス（認知症の方） 

 ①認知症対応型共同生活介護（グループホーム）     

  

・介護保険の施設サービス 

 （自立困難な方） 

 ①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 ②介護老人保健施設（老人保健施設） 

 ③介護療養型医療施設（療養病床等） 

２３ 



ここからは、老後をイキイキと安心をし
て暮らすための心構えを考えましょう 

２４ 



あなたは「助けて」と 
言える人がいますか？ 

転んでけがをしたことで 

外出ができなくなってしまった 

          定年退職した後の 

          地域とのつながり 

近所のスーパーや商店が 

全てなくなってしまった 

 

夫婦2人暮らしで急に自分が 

要介護状態になった 

 

大きな地震が起きて電気、 

水道、ガスが止まってしまった 

 

   地方に住んでいる親が 

   要介護状態になってしまった 

 

  身内の人が急になくなった 

 

 泥棒にお金や物を盗まれ 

 なにもなくなった 

 

 介護をしているが、助けてくれる人 

がいなくて将来が不安になってきた 
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日常時のささいなことで 
困ることがあります 

• ①転んで怪我をしたら 

• ②スーパーや商店街がなくなってしまった 

• ③定年退職した 

• ④家族が亡くなった 

• ⑤過疎化 

• ⑥親の介護をしているが助けがない 

• ⑦台風に備えての準備ができない 

２６ 



地域とつながる「キーワード」 

自助      自分で自分を助ける知識と活動 

         ＊自分自身で準備をしましょう 

互助      お互いに助け合う地域づくり 

         ＊地域での支え合いをつくりましよう 

共助      共に支え助ける制度を活用する 

         ＊介護保険制度を利用しましょう 

公助      公の責任で助けられるよう声を出す 

        ＊生活保護の他に、生活扶助、住宅扶助、教育扶  

         助、医療扶助などがある 

２７ 



＜自助＞ 
自分で自分を助ける知識と活動 

• ひとり・ひとりができることから始めましょう   
• 交流・近所付き合いを活発にしましょう 

• 地域の中で知識・情報収集を共有しましょう 

• 健康のため自己管理をしましょう（食生活・定期受診・服薬） 

• 地域の行事に参加しましょう 

• 老後への備えを考えておきましょう 

• 地域活動に参加しましょう 

• 趣味を楽しみましょう 

• 声掛け・見守り活動を行いましょう 

• サロンに参加しましょう 

 ２８ 



＜互助＞ 
お互いに助け合う地域づくり 

• ひとり・ひとりができることから始めましょう   

• サロンや自主組織の活動への参加や立ち上げをし
ましょう 

• 見守り・訪問・声かけ活動やその組織化をしましょう 

• 近所つきあいを積極的にして、近隣で見守りをしま
しょう 

• 地域包括支援センターの事業に参加しましょう 

• 地域で介護予防や認知症予防活動をしましょう 

２９ 



これからの無縁や孤独を自分自身で予防
するための地域包括支援センター活用法 

もしもの時の、地域のつな
がりをつくっていくための仕
事を、地域包括支援センタ
ーは行っています 

３０ 



地域包括支援センターとは 

• 地域における在宅介護の問題の総合的な相談対応
、ケアマネジメント（介護サービスを効果的、効率的
に組み合わせること）を担う、中心機関。 

• 社会福祉士・主任介護支援専門員・保健師などの3
職種が専門職として対応します。 

• 介護の相談のほかに、悪徳商法や財産管理にかか
わる「権利擁護事業」、「介護予防」の相談やサービ
スを提供しています。 

• 無縁や孤独化に対しても地域づくりやネットワーク
づくりを行っています。 
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地域包括支援センターの 
役割を簡単に言えば 

• 介護予防・認知症予防の相談にのってもらう 

• 地域で利用できる施設や資源を知りたい 

• 健康講座や体操教室に参加したい 

• 認知症のことについて知りたい 

• 認知症サポーターになりたい 

３２ 



老後のための準備① 

＊運動に心がけ、健康に関する知識をみにつ  

  けること 

・健康診断を受け、日頃の健康状態を知り、衰  

 えやすい筋力の低下を防ぐこと。 

・よく歩き、運動に心がける 

＝地域で実施されている運動教室や介護予防
教室は地域包括支援センターが把握してます 

３３ 



老後のための準備② 

• ＊家族で老後の住まい方や介護の方法につ
いて話し合うこと 

 

・家族で老後過ごしたい場所をあらかじめ決め  

 家族に伝える（施設見学会にも参加） 

・介護が必要になった時、どのようにしてほしい  

 か考えておく 
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老後のための準備③ 

＊介護保険の知識を身につけること 

・介護申請の方法を知る 

＝市区町村介護保険課窓口に直接行くか、地  

 域包括支援センターの職員などが申請代行し  

 ます 

・介護保険で利用できるサービスを知る 

＝京都市が発行している「すこやか進行中！」  

  を参考 
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老後のための準備④ 

＊地域の専門機関の情報を知ること 

①地域包括支援センター 

（担当センター名：             ） 

（センターの電話番号：         ）         

②民生委員児童委員会協議会 

③市区役所、町村役場 

④社会福祉協議会 

⑤保健センター 
３６ 



老後のための意識（互助） 

＊地域の人への声掛けや行事の参加は、人  
のためではありません。自分にいずれかえって
くるものであることを意識し積極的に参加しまし
ょう 

①近所の人への声掛けやさりげない見守り 

②町内会や自治会への参加 

③地域のお祭りや行事への参加 

④ボランティア活動の参加 

３７ 



 

  長年住み慣れた自宅で、楽しみを持って老後
を暮らしておられる方はたくさんおられます 

（Aさん・・Bさん・・・Cさん・・） 
 

 最後まで好きな食べ物を食べ、行
きたい場所へ行け、排泄はトイレで 

＝当たり前だけれど、幸せなことです 

３８ 



今後の皆様の 
ご多幸とご健康をお祈りします 

 

 

 

 

 

 

      ご清聴ありがとうございました 
３９ 


