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1

　都心に位置する港区は、商業や観光の街、また、ビジネスの街として、華やかなイメー

ジをもたれることがあります。タワーマンションなどの大規模な集合住宅も多く、人口も

増加傾向にあります。そうした活気ある街であっても、人とのつながりが薄く、困りごと

を抱えている高齢者は少なくありません。

　港区の高齢者人口は、平成 29年 1月には 43,155 人となっています。

　高齢者の中には、地域との交流が少なく孤独な方、健康に自信がなく支援を必要として

いる方などがいます。

　かつては近隣との関係から、互いに気付き、気付かれることが、日常のよくある光景で

した。しかし、高齢化、都市化が進む中で、地域のつながりは薄れ、地域で支え合う機能

が低下していることは否定できません。

　高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らすことを実現するためには、地域で暮らす方々

や働く方々の、より多くの目で高齢者の見守りに関わることが重要です。ひとりでも多く

の方が高齢者の異変に気付き、高齢者相談センター等の専門機関に相談するなどの対応を

することが大切です。

1 なぜ、高齢者の見守りが必要なのでしょうか



2 身の回りや地域に目を向けてみる
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（１）日頃から困りごとを抱える高齢者がいます

　高齢者の中には、健康で元気に活動する方がいる反面、なんらかの困りごとを抱えてい

る方も少なからずいます。身の回りや地域に目を向けてみてください。

　オートロックなどセキュリティの高いマンションでは、エントランスや廊下での居住者

同士の交流機会が減り、孤独感を感じる高齢者がいます。近所に友人や知人が少なく、話

し相手のいない方。階段の上り下りや坂道が負担となり外出に不自由を感じる方。

　支援が必要であると思われるのに、自分だけでなんとかしようと頑張っている方が少な

くありません。

（２）人とのつながりが薄れがちな高齢者がいます

　地域には、人との関わりが少なく、必要な支援を受けずに暮らしている方がいます。次

のような方は、病気等で倒れても誰にも気付いてもらえないというおそれがあります。

●ひとりで暮らしている方の中には…

　加齢に伴う身体機能の低下等の理由から家に閉じこもりがちになる場合があります。 特  

に男性は近所付き合いをしてこなかった方も多く、女性に比べ孤立しやすい傾向があり 　

ます。

●認知症の症状がある方

　人とコミュニケーションをとるのが難しい、行政サービスについて理解できないなどの

理由で孤立しやすくなる場合があります。

●近所付き合いを望まない方

　人と関わることが苦手、煩わしいと感じるなどの理由で閉じこもりがちになることがあ

ります。

　複数の人が暮らす世帯でも、地域から孤立している場合があります。

●同居家族がいる方

　家族間で互いに支え合うことで、人とのつながりを持たずに暮らしている場合がありま

す。家族がいることから、地域の見守りの目が行き届きにくいということがあります。



3 数字でわかる！　港区の高齢者の実態
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　平成 28 年度港区保健福祉基礎調査の結果から、港区の 65 歳以上の高齢者の実態が明

らかになりました。また事業対象者、要支援・要介護認定を受けていない方でも、健康面

や毎日の生活について、何らかの困難や不安を抱えていることがうかがえます。

【調査対象全員】

　　あなたの世帯構成について教えてください。

　「ひとり暮らし」が 36.0％で最も多く、次いで「夫婦二人暮らし（配偶者 65 歳以上）」

が 26.8％、「息子・娘との 2世帯」が 16.9％である。

　地区別に見ると、「ひとり暮らし」では、「芝浦港南地区」が 43.7％と最も多く、次いで「赤

坂地区」が 40.4％、「芝地区」が 34.5％であった。

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

合計（ｎ=3,593）

芝地区（ｎ=641）

麻布地区（ｎ=738）

赤坂地区（ｎ=582）

高輪地区（ｎ=976）

芝浦港南地区（ｎ=591）
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■ひとり暮らし

■夫婦二人暮らし（配偶者 64歳以下）

■その他

■夫婦二人暮らし（配偶者 65歳以上）

■息子・娘との 2世帯

■無回答

【地区別】
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＜日常生活全般について＞

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

ｎ=2,509

■できるし、している　　　■できるけどしていない　　　■できない　　　■無回答

【事業対象者、要支援・要介護認定を受けていない方】

42.1 13.5 32.7 11.7

■はい　　　　　■いいえ　　　　　■無回答

【毎日の生活について】

　物忘れが多いと感じますか。

　「はい」が 51.0％、「いいえ」が 41.4％である。
0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

ｎ=2,509
51.0 41.4 7.6

■とてもよい　　　■まあよい　　　■あまりよくない　　　■よくない　　　■無回答

【健康について】

　現在のあなたの健康状態はいかがですか。

　「まあよい」が 57.1％で最も多く、次いで「あまりよくない」が 23.8％、「とてもよい」
が 8.8％である。

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

ｎ=2,509 57.18.8 4.3 6.023.8

＜調査対象＞

　・港区在住の 65歳以上の方（介護予防・日常生活支援総合事業対象者と判断された方、
　　要支援・要介護認定を受けている方を除く）2,000 人を無作為
　・港区在住の 65歳以上の方で、平成 28年 10月 1日時点で　
　　ア）基本チェックリストにより、介護予防・日常生活支援総合事業対象者と判断された方（全員）
　　イ）要支援認定を受けている方（在宅で生活をしている方）（全員）
　　ウ）要介護認定を受けている方（在宅で生活をしている方）2,400 人を無作為

　階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか。

　「できるし、している」が 42.1％で最も多く、次いで「できない」が 32.7％、「できる
けどしていない」が 13.5％である。

【からだを動かすことについて】



4 地域でさりげなく高齢者を見守るために
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　地域でさりげなく高齢者を見守るには、ひとりでも多くの方が高齢者の異変に気付くこ

とが大切です。そのため、異変のサインとは何かを知り、日頃から高齢者と挨拶を交わす

などが有効となります。

（１）「あれっ？普段と違う」と感じる、高齢者のサインがあります

　高齢者の見守りにおいて、もっとも重要なことは、異変のサインにいち早く気付き、そ

のことを高齢者相談センター等の専門機関などに相談することです。

　日頃、付き合いの少ない高齢者であっても、普段から気にかけていると、ちょっとした

異変に気付くことができます。

　異変のサインに気付く具体的なポイントを紹介します。

5
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3

2
1

＜外から見ていて気付くこと＞

＜訪問したとき・お会いしたとき＞

郵便物が
たまっている

ここ数日
姿を見ていない
気がする

昼間なのに
電気がつい
ている

同じ洗濯物が
干したまま

元気がない
痩せた気がする

同じ事を何度も言う
話がかみ合わない

部屋が乱雑
衣類の汚れ・臭い
髪がボサボサ

あざや怪我があり
理由を話したがらない
大声が聞こえる

雨なのに窓が
開けっ放し

見たことのない
人が出入りして
いる
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（２）「あいさつ」から始まる、異変への気付き
　近くに住む高齢者と会ったときに、挨拶を交わす。挨拶を交わすことで、その方を気に

かけることにつながります。いつも見かける方を最近見かけない、ポストに郵便物がたまっ

ているなどに「気付く」ことができ、見守りの第一歩となります。

（３）高齢者とのちょっとした会話
　高齢者と挨拶を交わしたときに、ちょっとした声かけをしてみませんか。日頃の見守り

とともに、詐欺や消費者被害を未然に防ぐきっかけとなることがあります。

　例えば、話の流れからさりげなく注意を促すことができます。

「電話を常に留守番電話に設定していると、振り込め詐欺の被害にあいにくいんですって。」

「区役所や年金事務所は、還付する際にＡＴＭ（現金自動預け払い機）の操作を求めること

は絶対にないそうですね。」

「注文をしていないのに、一方的に商品を送りつけてきて代金を請求する『送り付け商法』

が流行っているそうよ。こうした消費者被害は、消費者センター（TEL 3456 ー 6827）が

相談にのってくれるんですって。」

　これらは、ほんの一例ですが、ちょっとした会話におけるアドバイスが、高齢者の生活

の安全を守る一助となるかもしれません。

高齢者の異変への気付き

①Ａさんは高齢者のＢさんと道ですれ
　違います。AさんがＢさんに声をか
　けても返事がありません。

③ A さんが友人のCさんに相談します。
　Cさんは、高齢者の総合相談窓口であ
　る高齢者相談センターを紹介します。

④Ａさんが高齢者相談センターに高齢者の
　Ｂさんのことを相談します。

こんにちは！
・・・・・。

Bさん、
なんだか元気が
ないみたいだな・・・

高齢者相談センター
に電話してみては
どうかしら？

Bさんの様子が
変なの…

近所に気になる
高齢者がいるん
ですけど…

はい！訪問して
様子をうかが
います。

Bさん Aさん

Aさん

Aさん

Aさん 高齢者相談センター

Cさん

②Ａさんが高齢者のＢさんの様子が
　いつもと違うことを心配します。
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　“自動通話録音機”は、電話に接続しておくと呼出音が鳴る前に自動的に相手に警告音声

を伝え、その後の通話の内容を録音する機器です。

　振り込め詐欺等の犯人は声を録音されることを嫌うため、この機器を利用すると多くの場

合撃退できます。

　詳しい説明や申し込みに関しては、防災課（区役所 5階）にお問合わせください。

自動通話録音機を無料で借りることができます！

防災課生活安全推進担当　　☎ 3578 ー 2272

加齢による「もの忘れ」

●体験の一部を忘れる
●もの忘れを自覚している
●探し物も努力して見つけようと
　する
●人物や時間・場所までわからなく
　なることはない
●日常生活に支障はない

認知症の「もの忘れ（記憶障害）」

●全体を忘れる
●記憶障害に加えて判断の障害や実
　行機能障害がある
●もの忘れの自覚に乏しい
●人物や時間・場所までわからなく
　なることがある
●日常生活に支障をきたす

　加齢による「もの忘れ」は体験の一部を忘れている（記憶の帯はつながっている）

という点が挙げられます。

　認知症の「もの忘れ（記憶障害）」は、加齢による「もの忘れ」とは違い、正常だ

った脳の動きが徐々に低下し生活に障害をきたす状態を引き起こします。

　・昨日の夕食に何を食べたか忘れてしまう。  →加齢による「もの忘れ」

　・夕食をとったこと自体忘れてしまう。  →認知症の「もの忘れ（記憶障害）」

コ ラ
 ム

加齢による「もの忘れ」と

認知症の「もの忘れ（記憶障害）」との違い

加齢による「もの忘れ」と

認知症の「もの忘れ（記憶障害）」との違い



 

5 港区における高齢者見守りの輪

　港区では、民生委員・児童委員や町会・自治会、高齢者相談センター、ふれあい相談員

など、地域の様々な機関等が、区民のみなさんの協力を得て、相互に連携しながら見守り

活動を行っています。また、暮らしの中で区民のみなさんが行う声かけ等による見守りは、

多くの高齢者の安全・安心につながっています。

※　高齢者の見守りを行う機関等として、イメージ図の他には、いきいきプラザ、シルバー人材
　センター、地域ボランティアのグループ、病院、介護サービス事業所、配食事業者等があります。
　　また、港区では、ライフライン（電気・ガス・水道）事業者、信用金庫、生活協同組合、新聞
　販売同業組合と連携し、高齢者の異変を早期に把握し、必要な支援を適切に行うことを目的と
　して、「高齢者の見守りに関する協定」を締結しています。
　　また、子どもや高齢者等を含む「港区ながら見守り連携事業に関する協定」を株式会社セブ
　ンーイレブン・ジャパン、港区しんきん協議会、日本郵便株式会社と締結しています。
　　その他、東京都が行う「都と事業者との連携による高齢者等を支える地域づくり協定」があ
　ります。
　　今後、他の事業者等とも連携し、見守りの輪を広げていきます。
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高齢者相談センター  

（地域包括支援センター）  
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介護予防ケアマネジメント

総合相談支援

権利擁護・虐待防止

高齢者支援のネットワーク拠点

地域住民

ひとり暮らし高齢者　等 地域の高齢者　等

保健師・看護師
社会福祉士
主任ケアマネジャー

警察署

消防署

民生委員・児童委員 町会・自治会

社会福祉協議会

総合支所

指定介護予防支援事業所
（予防給付のケアマネジメント）

〈イメージ図〉

＜民生委員・児童委員の役割＞

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱を受
け、それぞれの地域で、住民の立場に立って相談
に応じています。地域住民の身近な相談相手とし
て、定期的に見守りが必要な高齢者等を訪問する
などして、安否確認や必要な支援の把握などを
行っています。

＜町会・自治会の役割＞

地域住民によって自主的に組織された団体です。
一定の地域で、地域住民の助け合いにより、防犯・
防災、環境保全、住民交流など、地域に関わる様々
なテーマに取り組んでいます。高齢の住民に対す
る支援の必要性を感じ、見守り活動を行っている
団体もあります。

 

 

 

ひとり暮らし高齢者等の見守り

地域の高齢者の実態把握

生活上の相談・支援

ふれあい相談員

保健師・看護師
社会福祉士

連携支援



気付きで防ごう！ 高齢者への虐待
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　高齢者への虐待を防ぐためには、周囲の人が虐待を疑わせるサインにいち早く気

付くことが大切です。

　例えば、高齢者本人の様子から気付くことのできるサインには次のようなものが

あります。

・体に不自然なあざや傷が見られる。（身体的虐待）

・おびえたり、泣いたりする。（心理的虐待）

・衣服や体が汚れていたり、異臭がする。（介護の放棄）

・お金があるはずなのに、生活費の支払いができていない。（経済的虐待）

・話す内容や行動に変化があり、人目を避ける。（性的虐待）

　また、自宅から高齢者や家族の怒鳴り声が聞こえてきたり、訪ねても家族が本人

に会わせようとしないなども、虐待を疑わせるサインの一つです。

　虐待をしている人の 4 人に 3 人は無意識のうちに行っているといわれています。

その人たちの多くが口にするのは「そんなつもりはない」という言葉です。

　誰かを責めるのではなく、誰もがつらい思いをしないように、気付きの輪を広げ

ていきましょう。

コ ラ
 ム
気付きで防ごう！ 高齢者への虐待

熱中症と高齢者
　熱中症は、暑さなどにより体温の調節ができなくなる病気です。熱中症にかかると、

めまいや吐き気、だるさなどの症状が現れ、重症な場合には生命にかかわることも

あります。

　熱中症にならないためには、エアコンや扇風機を上手に使い、温度・湿度の対策

を十分に行うことが大切です。また、風を通しやすい服装にしたり、こまめに水分

を補給することが予防のポイントです。

　熱中症かなと思う方がいらしたら、涼しい場所に移動させ、からだを冷やしてく

ださい。また、医療機関の受診を勧めてください。

　熱中症患者の 5 割は高齢者といわれています。高齢者は次のような理由から、特

に注意が必要です。

　❶体内の水分が不足しがちなため脱水症状になりやすいです。（高齢者は若年者よりも

　　体内の水分量が少ない上、体の老廃物を排出する際にたくさんの尿を必要とします。

　　心臓や腎臓の悪い人、持病のある人は、かかりつけ医師にご相談ください。）

　❷暑さを感じにくくなるため、気付かないうちに高体温になりやすいです。（加齢

　　により、のどの渇きに対する感覚が鈍くなります。）

　❸汗をあまりかかなくなるため熱がたまりやすくなります。（高齢者は体に熱がた

　　まりやすく、暑い時には若年者よりも循環器系への負担が大きくなります。）

コ ラ
 ム 熱中症と高齢者



6 港区には、さまざまな高齢者サービスがあります！

　港区では、高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らしていけるように次のようなサー

ビスを提供しています。

　高齢者相談センター等では、高齢者一人ひとりの状況に応じたサービスをご案内します。

※　高齢者サービスの詳細は、「高齢者サービスのご案内いきいき」をご覧ください。

　　区のホームページでもご覧いただけます。
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 ○自宅で急に具合が悪くなったとき、
　緊急に助けを求めたい

○定期的に電話をもらい、相談等に
　のってほしい　

○食事づくりが困難になってきた ○食事を通じて地域の人と交流したい

○車いすまたはストレッチャーに乗
　ったままタクシーを利用したい　

○救急時（119 番出動等）に備え
　てかかりつけ医療機関や服薬内容
　等の情報をそろえておきたい

○地震による家具の転倒が心配だ ○自力でごみを集積所まで運べない

緊急通報
システム

訪問電話

配　　食
サービス

会　　食
サービス

福祉キャブ
の運行

救急医療
情報キット

家具転倒防止
器具取付支援

ごみの戸別
訪問収集



7 ささいなことでも構いません、お気軽にご相談ください

　地域において高齢者のちょっとした異変に気付きましたら、以下の窓口までご連絡をお

願いいたします。専門の職員が高齢者の状況を把握して、必要な支援につなげるなど適切

な対応をします。
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 ○ 総合支所区民課保健福祉係
　 身近な区民サービスの拠点として、高齢者サービスの相談・申請、要介護認定申
請を受付けます。

　　　芝地区総合支所区民課保健福祉係　 ☎ 3578－3161
　　　麻布地区総合支所区民課保健福祉係　 ☎ 5114－8822
　　　赤坂地区総合支所区民課保健福祉係　 ☎ 5413－7276
　　　高輪地区総合支所区民課保健福祉係 　☎ 5421－7085
　　　芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係　 ☎ 6400－0022

○ 高齢者相談センター（地域包括支援センター）
　 地域の高齢者や介護をしている家族の総合的な相談・支援の窓口です。高齢者の
みなさんがいつまでもいきいきとした生活ができるよう、介護予防に関する支援や
ケアマネジャーへの支援などの総合的な相談を実施します。何か困ったときに、気
軽に相談できる、地域の相談窓口です。

　　　芝地区高齢者相談センター　 ☎ 5232－0840
　　　麻布地区高齢者相談センター　 ☎ 3453－8032
　　　赤坂地区高齢者相談センター　 ☎ 5410－3415
　　　高輪地区高齢者相談センター　 ☎ 3449－9669
　　　芝浦港南地区高齢者相談センター　 ☎ 3450－5905

○ ふれあい相談室
　 ひとり暮らし高齢者や高齢者だけの世帯等を積極的に訪問し、相談を受け、必要
な支援につなげることを目的に設置しています。福祉の専門職員である「ふれあい
相談員」が、高齢者相談センター（地域包括支援センター）、民生委員・児童委員、
総合支所などと連携して活動しています。

　　　芝 地 区 ふ れ あ い 相 談 室　 ☎ 5501－0560
　　　麻 布 地 区 ふ れ あ い 相 談 室　 ☎ 3451－7830　　　　
　　　赤 坂 地 区 ふ れ あ い 相 談 室　 ☎ 5410－3400
　　　高 輪 地 区 ふ れ あ い 相 談 室　 ☎ 5447－1340
　　　芝浦港南地区ふれあい相談室　 ☎ 3450－5512

FAX 3578－3183
FAX 3583－0892
FAX 3402－8192
FAX 5421－7613
FAX 5445－4590

FAX 5446－5857
FAX 3453－6269
FAX 5410－3417
FAX 3449－9668
FAX 3450－5909

刊行物発行番号
29194－3721

「高齢者を見守るために」に関するお問合せは
港区役所　高齢者支援課在宅支援係　電話：03（3578）2400 ～ 2406


