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地域等地域等

〔印西市内の高齢化率が高い地域〕

※パーセントとは、全体を100とし、そのうちいくつかを示すもの
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「高齢化社会」「高齢化社会」「高齢化社会」って聞いたこと
ありますか？

『高齢者とは』

　高齢者というと何才以上の人を指すと思いますか。

　色々な国や地域が加盟している国連の世界保健機関（WHO）の決まりでは、65才以上の人を「高齢者」といい

ます。その中でも65才から74才までの人を「前期高齢者」、75才から84才までの人を「後期高齢者」、85才以上の

人を「超高齢者」と呼んで区分しています。

　現在の日本は、特にこの65才以上の人口の割合が、急速に増えてきていることから、高齢化が進んでいるとい

われています。

　今から約30年後、皆さんが、30才代後半や40才代前半になる頃の2040年には、

日本全体でも65才以上の人が、3人に一人になることが予測されています。

　このような予測を聞いてみても、皆さんが住んでいる街の中では、若々しい元

気な高齢者をいっぱい見かけるし、おじいさん、おばあさんと一緒に住んでいな

かったりすると、ピンとこないかも知れませんが、着々と高齢化社会は進行して

います。

『私たちの住んでいる印西市でも……』

　昨年2013年の印西市の調査では、印西市の

高齢化率（65才以上の人の割合）は、17.5％で

す。市内を見渡すと約6人に一人が65才以上と

いうことになります。中でも、右の表を見てみ

ると、印西市内の地域の中には、約3人に一人が

65才以上という地域がたくさんあり、印西市で

も高齢化が進んでいる地域も少なくないとい

うことが分かります。

　そして、皆さんが20才代

前 半 の 大 人 に な っ た、

2025年には、市内でも約4

人に一人が65才以上にな

ります。
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【ふくみみ】ってなに？・みみたぶのおおきいみみ ・しあわせをはこぶみみ ・しあわせがあらわれているみみ…をいいます。

『認知症とは』　健康で長生きすることは、とても素晴らしいことですが、高齢になるにつれて、大きな不安の

一つに「認知症」という病気があります。　認知症とは、高齢者の誰にでも起こりうる脳の病気です。今、85才以

上の4人に一人が認知症の状態にあるともいわれています。

　その原因は、脳の細胞が死んで脳全体が縮まってしまったり、脳の血管がつまって一部

の細胞が死んでしまったり、脳の働きが悪くなったりして起こることが考えられます。

　認知症になると、ついさっき聞いたことも、見たことも忘れてしまったりします。また、

忘れていることにも気づかずに、同じことを繰り返して言ったり、聞いたりします。

　さらに認知症が進むと、自分のいるところが分からなくなったり、今日が何月何日か、今

何時か分からなくなったり、自分の家族や子どもに対して、「誰ですか？」と聞くようなこ

ともあります。

　加えて、その人自身の性格、日常の生活環境、周りの人の接し方によって、認知症の

人に悪い影響がでてきて、不安な気持ちを持ち続けることで、怒りっぽくなったり、

ぼーっとして元気がなくなったり、認知症の具合が悪くなっていくこともあります。

　認知症の人の多くは、記憶そのものが欠けているので、自分で認知症であるという

ことが分からずにいることがよくありますが、「何かおかしい」ということは、気づい

ているので、不安を感じたり、いらだっていることが少なくありません。

　認知症を含めて、後期高齢者や超高齢者が健康で長生きできるように、医学、心理

学、社会学など多くの分野で、調査や研究が行われています。この病気は、完全に治る

ことはないとあきらめずに早目にお医者さんに診てもらうことと、周りの人が、ゆっくりとした気持ちで見守

り、手助けをすることが重要です。そうすることによって、認知症の人の不安な気持ちが軽くなって、この病気

の進むスピードを抑えることができます。

『認知症サポーター』って……

　皆さんの中には、印西市の地域包括支援センターの職員の人から、認知

症サポーターについて授業を受けたことがあると思いますが、認知症の

人を、街中のみんなで支えていこうという国の政策の一つで、「認知症サ

ポーターキャラバン」という事業ができました。

　認知症サポーターは、認知症について正しい知識や理解をもって、認知

症の人をやさしい目で、ゆっくり見守ることができる「応援者」になるこ

とです。

　大人や子ども、男の人や女の人など区別なく、特別な知識や技術をもっていなくても、誰でも講習を受けると

認知症サポーターになることができます。

『これから私たちは……』

　今、私たちが生活している中では、認知症の人に限らず手助けが必要な人がたくさん

いると思います。皆さん小学生も含めて地域に住む人たちが、地域を支える一員とし

て、周りの人と協力して、手助けが必要な人に対して自分にできる事を考えて、ボラン

ティア活動や地域を支える活動に参加する機会を増やしていければ、これまで以上に

誰もが住みよい街になっていくのではないでしょうか。

出典：「認知症ってなあに？」全国キャラバンメイト連絡協議会

ひと　　　　　　  にん  ち  しょう　　　　　　　　 びょう  き　　　　　　　　　　　　　　　　   にん　ち  しょう　　　　　  こう  れい  しゃ　　  だれ　　　　　　　　 お　　　　　　　　　　　のう　　 びょう  き　　　　　　　いま　　　　  さい　い

にん　ち  しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   き　　　　　　　　　　　　　　　 み　　　　　　　　　　   わす

にん　ち  しょう　　 すす　　　　　　　じ　ぶん　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きょう　　　　なん がつ  なん にち　　　　 いま

げん　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にん　ち  しょう　　  ぐ　あい　　　わる

にん　ち  しょう　　 ふく　　　　　　  こう　き　こう  れい しゃ　　 ちょうこう  れい  しゃ　　   けん こう　　　なが　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　がく　  しん　 り

て　だす　　　　　　　　　　　　　　　　　 じゅう よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  にん　ち  しょう　　 ひと　　　 ふ　あん　　　  き　 も　　　　　　かる　　　　　　　　　　　　　　　　 びょう き

にん　ち  しょう　　　　　　　　　　　　　　　  にん　ち  しょう　　　　　　　　　  ただ　　　　　　ち  しき　　　　り  かい　　　　　　　　　　　 にん　ち

にん　  ち  しょう

みな　　　　　　　　なか　　　　　　 いん  ざい　し　　　   ち　いき ほう かつ　し　えん　　　　　　　　　　　　 しょく いん　　 ひと　　　　　　　にん  ち

しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じゅぎょう　　   う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   おも　　　　　　　　　　　  にん　ち しょう

ひと　　　　 まちじゅう　　　　　　　　　　　　 ささ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くに　　　せい  さく　　　ひと　　　　　　　  にん　ち しょう

じ ぎょう

いま　 わたし　　　　　　　せい かつ　　　　　　　　　　 なか　　　　　　  にん　ち しょう　　 ひと　　　かぎ　　　　　  て　だす　　　　　 ひつ よう　　　ひと

おも　　　　　　　　　 みな　　　　　しょう がく せい　　  ふく　　　　　　 ち　いき　　　 す　　　  ひと　　　　　　　　　  ち　いき　　　ささ　　　　　 いち  いん

かつ どう　　　  ち　いき　　  ささ　　　　　 かつ  どう　　　さん　か　　　　　　 き　かい　　　  ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  い じょう

だれ　　　　　  す　　　　　　　　 まち

まわ　　　　　 ひと　　 きょうりょく　　　　　　 て　だす　　　　　 ひつ  よう　　　ひと　　   たい　　　　  　じ　 ぶん　　　　　　　　　　 こと　 　かんが

わたし

おとな　　　　 こ　　　　　　  おとこ　　 ひと　　 おんな　　  ひと　　　　　  く　べつ　　　　　　　とくべつ　　　  ち　しき　　　 ぎ じゅつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  だれ　　　　　こうしゅう　　　 う

にん　ち しょう

はや   め　　　　　　 い　しゃ　　　　　　　　 み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   まわ　　　　　 ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き　 も　　　　　　  み　まも

わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  なに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き

ふ　あん　　　かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 すく

がく　 しゃ  かい  がく　　　　　 おお　　　　　 ぶん  や　　　　ちょう  さ　　　 けんきゅう　　 おこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　びょう き　　　　  かん ぜん　　　なお

なん  じ　　　　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じ　ぶん　　　  か　ぞく　　　 こ　　　　　　　　 たい　　　　　　 　 だれ　　　　　　　　　　　　　　  き

くわ　　　　　　　　　　　  ひと  じ　しん　　　せい かく　　にちじょう　　 せい かつ かん きょう　まわ　　　　　 ひと　　　せっ　　　かた　　　　　　　　　　　にん　ち  しょう

ひと　　  わる　　　えいきょう　　   　　　　　　　　　　　ふ　あん　　　 き　もち　　　　　　も　　　  つづ　　　　　　　　　　　　　　 おこ

わす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  き　　　　　　　　　　　  おな　　　　　　　　　　 くり　　　かえ　　　　　  い　　　　　　　　　　き

じょう　　　　にん　　　ひとり　　　   にん　ち  しょう　   じょうたい

げん いん　　　　 のう　　　さい  ぼう　　　 し　　　　　   のう ぜん  たい　　  ちぢ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   のう　　　けっ かん　　　　　　　　　　　　    いち　ぶ

さい ぼう　　　 し　　　　　  　　　　　　　　　　　　　  のう 　　はたら　　　　  わる　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　　　　　　　　　　　　　かんが

にん　 ち　しょう
けん こう　　　なが   い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す　ば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こう  れい　　　　　　　　　　　　　　　　　　  おお　　　　　　ふ　あん

にん　ち  しょう　　ひと　　　おお　　　　　　　き　おく　　　　　　　　　　　　　 か　　　　　　　　　　　　　　　　　 じ　ぶん　　  にん　ち しょう

しょう　　  ひと　　　　　　　　　　　　　 め　　　　　　　　　　　　　　　 み　まも　　　　　　　　　　　　　　　　　　   おう  えん しゃ

しゅってん　　　にん　ち  しょう　　　　　　　　　　　　　　　　  ぜん  こく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 れん らく きょう  ぎ　かい

すす　　　　　　　　　　　　　　　おさ


	omote
	ura

