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　平成25年度、日本経済新聞社において実施された、第１回全国市区の『高齢化
対応度』調査で、小山市が総合第１位となりました。この調査は、地方の財政が非
常に厳しい中にあって、高齢者に必要なサービスを提供する体制が求められてお
り、現状の各市区における取組みを評価するために実施されたものです。
　全国の市と東京２３区の８１２市区が対象で、７０２市区から回答があり、その
中から小山市が総合で第１位と評価され、１１月４日に発刊された情報誌「日経グ
ローカル」に掲載されました。
  現在高齢化が進み、独りぐらし高齢者や高齢者夫婦世帯が増えてきました。高齢
になると外出の機会が減り、近所づきあいも少しづつ減少する傾向があります。
　小山市でもいきいきふれあい事業や、友愛サロンなど高齢者が出かける場を市民
と協働で広げてまいりました。しかし、人との交流を好まない方がいらっしゃいま
す。このノートは、そんな方にも、人とのつながりの中で生きることや、老いへの
心構えの意識を高めてもらい、大切な人のために、このノートに「自分の思い」を
記入して、いざという時に「こう生きたいと思う自分らしい生き方」を伝える手段
として活用いただけるよう作成しました。
　働きざかりの５０代～６０代の方々には、このノートを通して、今後の人生の指
針となるような出来事を整理していくことで自分に向き合い、これからの人生に何
をしたらいいか？いまから挑戦していくことなど、今後の人生をより豊かなものに
するためのツールとして活用いただけます。そして「自分の思い」や「家族の方の
思われる心」「家族への思いやり」がつまったこのノートについて、ご家族で話し
合い活用いただくことで、将来に備えておくことができ、「いま」を安心して過ご
すことができるでしょう。未来を見つめ直して、新しい自分を発見するための参考
書として、活用していただければ幸いです。

       ※必要な項目を選んで自由にご活用下さい。すべての項目を記載する必要はありません。
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■ わたしのこと

○わたしについて

〒　　　－

－ －

－ －

担当医

飲んでいる薬

メモ

病名

本籍地

出生地

　大正　・　昭和　　　　年　　　　月　　　　日

○健康プロフィール

記入日：平成　　年　　月　　日

性別

男　・　女

A　・　B　・　O　・　AB　RH　－・＋

科　

現住所

ふりがな

名　　前

生年月日

血液型

病院名

現在かかっている病気

期間

電話番号

携帯番号
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・食品（　　　　 ）

・薬品（ ）

・花粉（すぎ・ブタクサ・　 ）

・ぜんそく等（ハウスダスト・　 ）

・その他（　 ）

その他
健康上の
注意点

病院名 治療状況

病　歴　（いままでにかかった病気）

病名 期間

　．．～　．．

ｱﾚﾙｷﾞｰ

　．．～　．．

処方薬説明書の貼付　(お薬手帳に記載されている中身を記入して下さい）

　．．～　．．

　．．～　．．

アレルギーや健康上の注意点など
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保険者名称

保険者証記号番号

保険者名称

被保険者番号

健康保険証

○わたしの証明書

　突然倒れた場合でも、このノートがあなたのものであることがわかるよう、写真
を貼っておきましょう。

保険証・年金手帳など

番号等

保険者番号

保管場所

保険者番号

加入記録
　　年　月　日～　年　月　日
（１号・２号・３号）
勤務先：

介護保険証

　　　　年金手帳
基礎年金番号

（　　　－　　　　　）

加入記録
　　年　月　日～　年　月　日
（１号・２号・３号）
勤務先：

加入記録
　　年　月　日～　年　月　日
（１号・２号・３号）
勤務先：



■健幸な生活を送るためのヒント　

設問 はい いいえ

20歳のときの体重から10kg以上増加している。
1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していな
い。
日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施してい
ない。

同世代の同性と比較して歩く速度が遅い。

この1年間で体重の増減が±3kg以上あった。

早食い・ドカ食い・ながら食いが多い。

就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。

夜食や間食が多い。

朝食を抜くことが多い。

ほぼ毎日アルコール飲料を飲む。

現在、たばこを習慣的に吸っている。

（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、「これまで合計100本以
上、または6カ月以上吸っている者」であり、最近1カ月間も毎日、また
はときどき吸っている者）

睡眠で休養が得られていない。

　
「はい」と答えた項目が多いほど、メタボリックシンドロームになりやすい生活習慣を送っています。
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○壮年期からの健康づくり（長寿の秘訣に学ぼう！）

　高齢者健康調査の結果から、市内９０歳以上の元気な高齢者が健康の秘訣と答えた
習慣の上位3位を紹介します。
　
1位　バランスの良い食事（44.8%）

【ヒント】
1日3食！３つの器をそろえましょう。

１位　十分な睡眠・休養(44.8%）

【ヒント】

 3位　読んだり書いたりする（28.6%）

【ヒント】　

【参考】年代別健康の秘訣
年齢 1位 2位 3位 4位 5位
75～79歳 睡眠・休養 バランス食 友人との交流 適度な運動 仕　事
80～84歳 睡眠・休養 バランス食 友人との交流 仕　事 適度な運動
85～89歳 睡眠・休養 バランス食 読み書き 友人との交流 仕　事

食べることは、身体の機能や生活機能が維
持されるだけではなく、風邪や肺炎などに
かかりにくくするために大切なことです。
心身両面の老化を防ぎ、生活の質を向上さ
せる効果もあります。

「休」は、仕事や活動などによって生じた
心身の疲労を安静にしたり、休息・休憩を
とったり、睡眠をとることで解消し、もと
の活力を持った状態に戻すこと。「養」
は、主体的に、自らの健康の潜在能力を高
め、健康増進をはかる趣味やテニスなど活
動性の高い休養です。

脳神経学の研究報告によれば、「年齢を問
わず、読み書きを怠らないなど、脳を鍛え
る生活をしていれば、老化による記憶力の
低下をとめることができる」とのことで
す。クロスワードパズルやパソコン作業も
脳にほど良い刺激を与え効果的だとか。特
に老年期で読み書きを積極的に行っていた
人々の知能低下の度合いが平均より32%も
低かったそうです。

「休」と「養」を上手に組み合わせて、心
身のリフレッシュにつとめましょう。

読み書きを積極的に行いましょう。

 いきいき元気に過ごすため、あなたが続けたい健康習慣は？

http://www.google.co.jp/imgres?sa=X&biw=1093&bih=458&tbm=isch&tbnid=t02bJiig20zehM:&imgrefurl=http://blog.livedoor.jp/kisetu_sozai-illust/archives/13887742.html&docid=F4ZHIbiiv1FWVM&imgurl=http://www.yoshie.bz/sampl/event/keirou/3.jpg&w=1289&h=673&ei=WoL9UpW9J9GnkgWw_4G4Bg&zoom=1&iact=rc&dur=656&page=1&start=0&ndsp=8&ved=0CGIQrQMwBQ
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○外出機会を増やし、生活不活発病を防ぎましょう

○活発な生活で認知症を予防しよう

認知症かな？と思ったら・・・認知症相談へ　小山市高齢生きがい課　２２－９６４８

　年をとるにつれ、高齢による衰弱や骨折・転倒、関節疾患など、不活発な生活に
よる生活機能の低下（生活不活発病）が原因で要介護状態となるケースが増えてき
ます。心身の機能は使わなければ低下していく一方です。元気な今のうちからいま
の機能を維持できるよう、活発な生活を心がけましょう。
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■わたしの記録

○わたしの歩んだ道

い　つ 場　　　所 出　来　事

　　　年　　　月

　　　年　　　月

　　　年　　　月

　　　年　　　月

　　　年　　　月

　　　年　　　月

　　　年　　　月

　　　年　　　月

　　　年　　　月

　　　年　　　月

とくに印象深かったできごと・写真など
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○わたしの家族　※足りないところは書き足してください

父 母 

配

偶

者 

本

人 

続柄 

兄 弟 姉 妹 

続柄 続柄 

氏名 氏名 氏名 

氏名 氏名 氏名 

続柄 続柄 続柄 

子 ど も 

家 

 

族 

家

 

族 

家

 

族 
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○孤立化を防ぐために

用語の説明

※あんしんサポーター

※協力事業所

※高齢者サポートセンター

　地域にお住まいの協力者の方々です。高齢者サポートセンターと連携を取り合い
ながら、高齢者宅の訪問や、あいさつなどの声かけを無理のない範囲で行っていま
す。

　新聞販売店、郵便局、電力会社、配食事業所等で協力意向をいただいた事業所の
方々です。日常の業務の範囲で何か異変に気付いた時に高齢者サポートセンターに
連絡します。

　市が高齢者に関する相談窓口として委託している機関です。ネットワークの中心
的役割を担っています。

　皆さんのまわりに最近顔を見かけない一人暮らしのお年寄りはいませんか？　ま
た、元気のない方・閉じこもりがちになっている方はいませんか？
　ご自分のことはどうでしょうか。ちゃんと家族以外の人と会話をしていますか？
一人になってしまったときのことを考えると不安ではないですか？
　そうした方の相談窓口として『高齢者サポートセンター』がありますが、高齢者
の中には、相談することを煩わしく感じている方も少なくありません。そうした方
の心の声までを把握することは大変難しいと言わざるを得ません。
　そこで、困ったことがありましたら、近所の人や地域の民生委員さん、新聞の集
金の人やお弁当の配達員さん等々、どこへでもいいので必ず声をあげるようにしま
しょう。また、一人でいて心配な人がいたら世間話程度でいいので誰かに話してみ
ましょう。そうした声を発信することで救われる命があります。皆さんの協力をお
願いいたします。

　上の図は、現在小山市で行っている見守りネットワークの全体像です。地域の
方々や民間の事業所さんのご理解とご協力を得て、市と高齢者の橋渡しをしていた
だいております。

〈地域の高齢者〉 

①異変発見 

②連絡相談 

③対応 

④支援依頼 

⑤見守り支援 

〈協力事業所・地域住民〉 

〈高齢者サポートセンター〉 

〈小山市 高齢生きがい課〉 

〈あんしんサポーター〉 

〈自治会役員〉 

〈民生児童委員〉 

〈地区社協〉 

≪見守りネットワークの全体像≫ 
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○目標・計画

いつまでに どんなことをしたいか

○わたしのお気に入り

　これからの人生をより良いものとするうえで、自分にあった目標を見つけること
が大切です。まず、これからチャレンジしたいことを書き出して、それを達成する
ために何をしたらよいか考えてみましょう。

そのために今からできること

好きな本 

『             』『             』 

好きな歌 

『             』『             』 

好きな食べ物 

『             』『             』 

好きな＿＿＿＿      

『            』『            』 

好きな＿＿＿＿      

『             』『             』 
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■もしもの時のために
○介護が必要になったとき

１．わたしのキーパーソン（介護の主協力者）

氏名 続柄

住所

連絡先1 連絡先2

２．介護が必要になったときに

○ （氏名： ）

○ （場所： ）

○大きな病気に冒されたとき

・

・

・

・

・

・

○葬儀のこと

特別に希望がある

他に決まっていることなど

葬儀の
形態

臓器提供について 希望する 希望しない

ドナーカード 持っている 持っていない

葬儀場で行ってほしい 自宅で行ってほしい

多くの方に参列してほしい 家族葬にしてほしい

具体的に（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

はい いいえ病院で死亡した場合自宅へ帰りたい

希望する 希望しない

希望しない

延命治療
人工呼吸器

経管栄養法

病名告知

余命告知

希望する 希望しない

希望する 希望しない

希望する

自宅で介護を受けたい

施設に入りたい

　介護は必要になってからでは、十分な準備をすることができません。あら
かじめ誰に中心となって動いてほしいかを意思表示しましょう。
　また、自宅で介護を受けたいか施設に入りたいかを決めておくことで、寝
たきりや認知症になってしまったときにその人に伝えることができます。
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■もしもの時の連絡先（家族・親戚・友人） 

 

記入日：  年  月  日 

 

氏 名  続柄  

住 所  電話  

備 考 
□ 入院時に知らせる  □ 死亡時に知らせる  □ その他 

 

     

氏 名  続柄  

住 所  電話  

備 考 
□ 入院時に知らせる  □ 死亡時に知らせる  □ その他 

 

     

氏 名  続柄  

住 所  電話  

備 考 
□ 入院時に知らせる  □ 死亡時に知らせる  □ その他 

 

     

氏 名  続柄  

住 所  電話  

備 考 
□ 入院時に知らせる  □ 死亡時に知らせる  □ その他 

 

     

氏 名  続柄  

住 所  電話  

備 考 
□ 入院時に知らせる  □ 死亡時に知らせる  □ その他 
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　② 遺言証書の保管場所

　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

■ 財産について

　③ 遺言証書を作成した年月日（書き換えた場合、新しい日付のものが有効となります）

①　　　　　　　年　 　　　月　　　　日 ②　　　　　　　年　　　 　月　　　　日

 ○ 遺言について

　① 遺言証書の有無

　　□ あり　（ 自筆証書遺言 ・ 秘密証書遺言 ・ 公正証書遺言 ）

　　□ なし

 相続財産をめぐる争いは、年々増加しています。 
残念なことに財産がかえって骨肉の争いのもとになることがあります。これを防ぐ方
法として遺言を作成する人が増えています。 
 「大した財産はないから大丈夫」と思っていませんか？  
資産家の方は生前に対策をしていることが多いため、相続争いの大部分はごく一般的
な家庭で起こるもので、数十万円のお金で争うことも決して珍しくありません。 
 相続財産をめぐる身内での争いを防ぐ遺言は、残された家族への「最後の思いや
り」と言えるでしょう。 

 相続と遺言 

① 自筆証書遺言 
  最も簡単な遺言ですが、紛失したり内 
  容を書き換えられてしまう危険があり、 
  書き方など方式の不備で無効になるお 
  それがあります。 
 
② 秘密証書遺言 
  遺言の内容を誰にも知られたくない場 
  合に使う方法ですが、方式の不備で無 
  効になるおそれがあります。 
 
③ 公正証書遺言 
  遺言の内容を公証人が記述し、公証役 
  場で保管します。費用はかかりますが、 
  最も安全で確実な遺言です。 

 遺言の種類 

○ 小山公証役場 

   小山市城東１－６－３６ 
   小山商工会議所会館３階 

  ０２８５－２４－４５９９ 
 

○ 宇都宮家庭裁判所  
    栃木支部 

   栃木市旭町１６－３１ 
  ０２８２－２３－０２２５ 

    関係機関 

※ ご本人が亡くなった後に遺言書を発見した方は、開封せずに宇都宮家庭裁

判所  栃木支部（０２８２－２３－０２２５）まで連絡してください。（公正

証書遺言を除く） 
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電話：

電話：

電話：

電話：

電話：

  ○ 預貯金

 ○ 保険　

契約者名
被保険者名

受取人

        生命保険・年金保険・傷害保険・火災保険など

保険会社名 種類 証券番号

備考
金融機関名

支店名
種類 口座番号 口座名義
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電話：

電話：

電話：

電話：

       株・有価証券・債権・貴金属など

        借金・ローン・債務保証など

電話：

電話：

 ○ 返済するもの

関係機関名 種類 所在地 名義 備考

名称 種類 内容など 名義 備考

 ○ その他の財産

  ○ 不動産（土地・家屋）

名称 種類 所在地 名義 備考
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続柄

続柄

判断能力が低下した場合、
成年後見制度を利用したい

利用したい 利用したくない

代理人氏名 住　　所 電話番号

電話番号

□

□

  ○ 認知症や障がいなどで判断能力が低下した場合の財産管理について

□

財産の管理をお願いしたい人がいる場合

氏　　名 住　　所

任意後見契約をしている場合

財産の管理をお願いする人はいない

 高齢化に伴い、認知症になる方が増えています。 
 認知症は誰にでも起こり得る病気です。「自分は大丈夫」と思うのではな
く、自分自身や大切な人が認知症になったら…ということを考え、備えるこ
とが重要です。 
 認知症などで判断能力が低下すると、身の回りのことや金銭・財産の管理
が難しくなり、生活する上で支障が出てきます。 
 成年後見制度は判断能力の低下を補うものとして、家庭裁判所が支援する
人（後見人等）を選び、認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など判
断能力が不十分な人を守るための制度です。支援する後見人等には家族や親
戚のほか、最近では弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家がなること
が増えています。 

 成年後見制度ってなに？ 

 将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、
財産の管理や生活上の契約などを自分に代わって行う信頼
できる人を、公正証書によりあらかじめ決めておく制度で
す。 
 老後の金銭管理をめぐり、子どもや親族の間でトラブル
が生じることもしばしばあります。これらを未然に防ぐた
め、任意後見制度を利用しましょう。 

任意後見制度について 
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問合せ： とちぎ権利擁護センター あすてらす おやま
　　　　　小山市神鳥谷９３１－３　小山市役所神鳥谷庁舎１階
　　　　　　　　　　　　　　　　小山市社会福祉協議会内
　　　　　　　　　　　　　　　　℡：０２８５-２２-９５４５
　　　　　　　　　　　　　　　　℡：０２８５-２２-５３５３

  ○ 成年後見制度の利用が必要な場合の例（一部） 

 ○「安心なくらし」を応援する【 あすてらす おやま】

訪問販売などで不要な商品を高額で購入したり、不必要なリフォームな
どの契約をしてしまう場合、成年後見制度を利用していれば、後から不
必要な契約を取り消すことができます。 

認知症の人の定期預金を解約して介護料に充てたい場合、成年後見制度
を利用していないと、定期預金を解約することができません。 

介護保険サービスの利用や施設入所の契約が必要だが、頼れる親族もな
く、意思能力の低下した本人では契約ができない場合、成年後見制度を
利用すれば親族がいなくても、本人が字を書くことができなくても契約
を行うことができます。 

○ 小山市役所 高齢生きがい課《高齢者》 

  ℡：０２８５-２２-９５４２ 
○ 各高齢者サポートセンター（地域包括支援センター）《高齢者》 

○ 小山市役所 福祉課《障がい者》 

  ℡：０２８５-２２-９６２９ 
○ 小山市障がい者相談支援センター《障がい者》 
  ℡：０２８５-２３-５０５０ 
○ 小山市社会福祉協議会内 あすてらす おやま《高齢者・障がい者》 

  ℡：0２８５-２２-９５４５ 
                                     ０２８５-２２-５３５３ 

成年後見制度に関する相談機関 

認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者などで判断能力が不十分

な方が、社会福祉協議会と契約し、福祉サービスの利用や日常生活の

金銭管理の支援を受けるサービスです。 
 

 ・ 福祉サービスを使いたいが、どうしたらいいかわからない 
 ・ 公共料金や家賃など必要な支払いがうまくできない 

   ・ 通帳や印鑑を紛失してしまう    など 
 
こういった方々のお金の出し入れや必要な支払いを代行し、必要に応
じて通帳や印鑑等をお預かりします。 
 
対象者：判断能力に不安があり、契約の内容を理解している方 
料金：書類等預かり：月額500円 金銭管理サービス：1回1000円 
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■メモ

○そのほか書きとめておきたいこと



 

小山市 

平成 26 年 4 月発行 

  高齢生きがい課 

福祉課 

  社会福祉協議会 
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