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高齢者の所得は、公的年金・恩給によるものが多い▶▶

高齢者が就業を希望する理由は、健康を維持したいが多い▶▶

高齢者の半数近くは、何らかの自覚症状を訴えている▶▶

「高齢社会白書」にみる高齢者の経済状況	 ★★★

世帯の平均所得金額 平均約300万円

構成割合 公的年金・恩給が約7割

公的年金・恩給が総所得の
すべてとなっている世帯 約6割

暮らし向き※ 約4分の1が「苦しい」（「大変苦しい」と「やや苦しい」の計）

※内閣府「生活実態に関する調査」より

　国民生活基礎調査によると、生活意識について「苦しい」と回答しているのは、
全世帯の約6割にのぼり、高齢者世帯でも半数を超えているという結果もありま
す。
　65歳以上高齢者の生活保護制度における被保護者人員は、増加傾向にあり、
人口に占める割合は、全体と比べて2倍弱と多くなっています。
　ホームレスの年齢構成をみると、55歳以上が増加し、平均年齢が上昇しており、
高齢化が進んでいるといえます。

「高齢社会白書」にみる高齢者の就業状況	 ★★

就業者の割合

男性 55〜59歳：約9割 60〜64歳：約7割 65〜69歳：約5割

女性 55〜59歳：約6割 60〜64歳：約4割 65〜69歳：約3割

60歳以上の就職者はいつまで働きたいか 約4割が働けるうちはいつまでも

就職していない65歳以上の高齢者が就業を希望する理由 約3割が健康を維持したい

「高齢社会白書」にみる高齢者の健康	 ★★

何らかの自覚症状を訴える人の
割合（有訴者率） 半数近く

日常生活に影響のある者の割合 有訴者率の約半分（85歳以上＞75〜85歳＞65〜74歳の
順で多く、男より女のほうが多い）

日常生活への影響の内容
男性 日常生活動作＞外出＞仕事・家事・学業
女性 外出＞日常生活動作＞仕事・家事・学業

受療率の高いおもな傷病
入院 脳血管疾患、悪性新生物（がん）
外来 高血圧性疾患、脊柱障害

「高齢社会白書」にみる高齢者の生活環境	 ★

現在の住居の満足度 満足またはある程度満足が約9割

現在住んでいる住宅で不満な点
住宅が古くなったりいたんだりしている
庭の手入れが大変
住宅の構造や設備が使いにくい　など

身体が虚弱したときに望む居住形態
現在の住宅にそのまま住み続けたい　約40％
現在の住宅を改造し住みやすくする　約25％
介護を受けられる公的な施設に入居する　約20％
半数以上が現在の住宅に住むことを希望

  介護の基本  

高齢者の生活実態について
押さえておこう

028

シルバーハウジング

　生活援助員（ライフサポートアドバイザー）による生活指導・相談、安否確認、緊
急対応などが提供されるバリアフリー化された公共賃貸住宅です。

解答 ［1］…○　［2］…○　［3］…○

次の記述を読んで、適切なものに○、不適切なものに×をつけましょう。

［1］	65歳以上が就労を希望する理由は、「健康を維持したい」が多い。
［2］	高齢者は、半数近くが何らかの自覚症状を訴えている。
［3］	高齢者は、このまま現在の住宅に住むことを希望している者が多い。

重要度

重要度

重要度

重要度

高齢者の世帯の
約6割は公的年金
で暮らしています
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福祉事務所には社会福祉主事が配置されている▶▶

児童相談所には児童福士司を置かなければならない▶▶

地域包括支援センターは介護保険法に基づいて設置される▶▶

地域における社会福祉機関・職員	 ★★

　都道府県には、社会福祉に関する専門の行政機関として、福祉事務所、児童相
談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、婦人相談所が設置されて
います。
　各機関には、専門的な業務に従事する職員が配置されています。

社会福祉主事（社会福祉法に基づいて任用される資格）
　福祉事務所に配置されます。都道府県では、生活保護法、児童福祉法および母
子及び寡婦福祉法に定める援護または育成の措置に関する事務を行います。
　市および町村では、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉
法、身体障害者福祉法および知的障害者福祉法に定める援護、育成または更生の
措置に関する事務を行います。

児童福祉司（児童福祉法に基づいて配置される所員）
　児童相談所に必置される児童福祉の専門職員です。児童相談所長の命を受けて、
児童の保護など児童福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基づ
き、必要な指導を行います。
　医師、社会福祉士、実務経験のある社会福祉主事などから任用されます。

身体障害者福祉司（身体障害者福祉法に基づいて配置される所員）
　身体障害者更生相談所は必置、福祉事務所は任意配置です。市町村相互間の連
絡調整や情報提供、身体障害者に関する相談および指導、福祉事務所所員への技
術指導などが業務です。
　実務経験のある社会福祉主事、医師、社会福祉士などから任用されます。

地域における各種センター	 ★

　地域には、下記のような各種センターが設置されています。

名称 根拠法 設置主体 概要

地域包括支援センター 介護保険法
市町村
社会福祉法人、その
他届出制

地域住民の保健・福祉・医療の
向上、虐待防止、介護予防マネ
ジメントなどを総合的に行う

児童家庭支援センター 児童福祉法

都道府県
市町村は届出制
社会福祉法人、その
他は認可制

地域の児童の福祉に関するさま
ざまな問題について相談に応
じ、必要な助言、指導を行うほ
か、児童相談所などとの連絡調
整を行う

地域活動支援センター 障害者
自立支援法

都道府県
市町村、社会福祉法
人、その他届出制

障害者などを通わせ、創作的活
動や生産活動、社会との交流を
促進させる

隣保館 社会福祉法
都道府県
市町村、社会福祉法
人、その他届出制

近隣地域における住民の生活の
改善・向上を図る

福祉事務所 児童相談所

児童福祉司社会福祉主事

機関によって配置される職員が決まっています

  介護の基本  

地域における機関・施設に
ついて知ろう

032

解答
［1］…×　福祉事務所ではなく、児童相談所である。　
［2］…×　介護保険法に基づく。　［3］…○

次の記述を読んで、適切なものに○、不適切なものに×をつけましょう。

［1］	福祉事務所には児童福士司が置かれなければならない。
［2］	地域包括支援センターは、老人福祉法に基づく施設である。
［3］	隣保館は、社会福祉法に基づく施設である。

シルバー人材センター

　高年齢者雇用安定法に基づき、市町村区域ごとに、都道府県知事の指定を受けた
公益法人です。高年齢者に対し、就業機会の確保と提供、無料の職業紹介事業など
を行います。

重要度

重要度
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直前確認
テスト

自立支援とは、身体的自立のみを指す。
001 ×

精神的自立や社会的自立
も含む。
� ➡P.18

コミュニケーションにおいては、［言語的／非言語的］コミュ
ニケーションを上手に活用することが重要である。

009 非言語的
言葉で表現されないもの
からさまざまな情報を読
み取ることが重要。
� ➡P.22

65歳以上の生活保護受給者の介護サービスは、10割全額
を介護扶助から行う。

002 ×
９割を介護保険から、利
用者負担分1割を介護扶
助から支給。
� ➡P.28

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合、配偶者は［2分の1
／4分の3］を相続する。

010 4分の3
配偶者と子が相続人の場
合、配偶者が2分の1。
� ➡P.24

社会福祉法人設立の認可があっても、登記がなければ法人
は成立しない。

003 都道府県知事の認可と登
記が必要。
� ➡P.30

第2号被保険者の保険料は、［市町村／医療保険者］が徴収
する。

011 医療保険者
第1号被保険者の保険料
は市町村が定め、原則、
特別徴収される。
� ➡P.32

高齢者円滑入居賃貸住宅は、市町村に登録される。
004 ×

都道府県に登録される。
� ➡P.34

介護保険制度は、［応能負担／応益負担］を原則とする制度
の代表的な例である。

012 応益負担
利用したサービスにかか
る経費の一定割合を負担
する方法である。
� ➡P.38

市町村国民健康保険の高額療養費の自己負担限度額は、健
康保険と同様である。

005 上位所得者、一般、低所
得者の3段階で設定され
ている。
� ➡P.36

介護予防サービス事業者の指定・監督は、［都道府県／市
町村］が行う。

013 都道府県
市町村は、地域密着型
サービスと介護予防支援
について指定・監督する。
� ➡P.40

障害者雇用促進法における障害者雇用制度では、精神障害
者を法定雇用率の算定対象とすることができる。

006 身体障害者と知的障害者
が対象だが、精神障害者
を実雇用率に算定でき
る。� ➡P.44

定期的な巡回や通報による訪問で介護サービスを提供するの
は、［小規模多機能型居宅介護／夜間対応型訪問介護］であ
る。

014 夜間対応型訪問介護
巡回訪問とオペレーショ
ンセンターへの通報に基
づく随時訪問で介護等を
提供する。� ➡P.42

通信販売にはクーリング・オフに関する規定はない。
007 ただし、返品特約表示が

ない場合、8日以内に送
料消費者負担で返品が可
能。� ➡P.52

日常生活自立支援事業では、［専門員／生活支援員］が日常
的金銭管理等を行う。

015 生活支援員
専門員は支援計画を策定
する。
� ➡P.50

特定疾患治療研究事業対象疾患は、医療費の全額が公費で
負担される。

008 ×
医療費の自己負担分の一
部が公費負担となる。
� ➡P.56

［児童虐待防止法／高齢者虐待防止法］では、経済的虐待が
規定されている。

016 高齢者虐待防止法
高齢者の財産を不当に処
分することなどが虐待と
して規定されている
� ➡P.54

問題 次の記述の下線部は、○か×か、どちらか。 問題 次の記述の［　］内で適切なものはどちらか。

人間と社会


