高齢者
相
高齢者あんしん相談センター ➡ P66
年金のことは ➡ P77

談

高齢者に関する相談 ➡ P37

養護老人ホームへの入所のことは ➡ P67

介護のことは ➡ P68

高齢者のための健康づくり
高齢者の健康相談 ➡ P37

健康診査 ➡ P51

在宅療養者等歯科訪問健診・予防相談指導
☎5803-1229

健康推進課保健係

区内在住で歯科医院へ通院困難な在宅療養者の方等を
対象に、歯の訪問健康診査および予防相談指導を行います。
詳しくは、区報などでお知らせします。
受付 （月〜金曜 午前11：00〜午後4：00）祝日・8月13〜
16日・12月29日〜1月4日を除く
地域包括ケア歯科相談窓口
☎090-4544-8020

一般介護予防事業
高齢者
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なるべく要介護状態等にならないように、そしていつまで
も地域で自立した生活を送るための介護予防を目的とした
事業です。

▼相

事業名

談／高齢者のための健康づくり／日常生活の援助と介護

文の京介護予防体操教室・地域会場
認知症予防教室
ひざ痛・腰痛予防教室
複合型介護予防教室、介護予防講演会
介護予防展、介護予防出前講座

問合先

高齢福祉課介護予防係
☎5803-1209

転倒骨折予防教室
尿失禁予防教室
口腔機能向上教室

保健サービスセンター
☎5803-1805
保健サービスセンター本郷支所
☎3821-5106

高齢者のための病院
東京都健康長寿医療センター
板橋区栄町35-2

☎3964-1141

短期集中予防サービス
高齢福祉課介護予防係

☎5803-1209

基本チェックリストにより生活機能の低下が見られる方を
対象とし、筋力向上に加え、栄養改善と口腔機能向上を目的
とした事業です。
事業名
まるごと元気！ 筋力アップ体操教室
まるごと元気！ マシン運動教室
訪問型プログラム事業

フレイル予防事業
高齢福祉課社会参画支援係

☎5803-1203

加齢により心身の活力が低下した状態となる「フレイル」
を予防するため、
「栄養」
「運動」
「社会参加」の3つの視点
からご自身の健康状態を把握できるフレイルチェックを区内
各所で実施します。詳しくは、区報などでお知らせします。

※65歳以上の区民の方が対象ですが、事業により参加条件
など異なるものがあります。

日常生活の援助と介護
敬老杖の支給
高齢福祉課高齢福祉推進係

車椅子の貸出し
☎5803-1213

歩くことに不安のある65歳以上の方に差し上げます。杖
を希望する方は交流館・地域活動センター・高齢者あんしん
相談センター・高齢福祉課等に申し出てください。

高齢福祉課高齢福祉推進係

☎5803-1213

区内在住の方で、歩行が困難な方に、
１か月の期間を限度
に無料で貸出します。
高齢福祉課高齢福祉推進係 ☎5803-1213

文京福祉センター江戸川橋 ☎5940-2901
文京福祉センター湯島
 ☎3814-9245
社会福祉協議会
☎3812-3040
地域活動センター
交流館 等
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高齢者の家庭に
種

類

日常生活
支援用具の給付

対

象

内

容

担

当

65歳以上で要介護、要支援の認定を受けている
高齢福祉課
方または総合事業対象者の被保険者証をお持ち シルバーカー（歩行補助車）の給付を行います。 高齢福祉推進係
の方で用具を安全に使用できる方
☎5803-1213

65歳以上で介護保険の認定が要介護、要支援に
浴槽の取替え、便器の洋式化、流し台等の取替え
住宅設備等改造事業 該当する方のうち、日常生活動作に困難があり住
を行います（工事前に要申請）。
介護保険課
宅改造等が必要と認められる方
給付係
おおむね65歳以上のひとり暮らし等の方で介護
1か月4時間まで利用できます。担当のケアマネ ☎5803-1388
院内介助サービス
保険の認定が要支援2以上に該当し、身体介護
ジャーが申請を代行します。
（通院介助）を利用している方

話し合い員の派遣

65歳以上のひとり暮らしの方、座位を保てない
孤独感を和らげるため、
ご自宅を定期的に訪問し、 高齢福祉課
状態の方を含む高齢者世帯、高齢者のみの世帯
生活や身の上のことなどの相談相手になり、安否 高齢福祉推進係
および重度の身体障害者世帯、日中に在宅して
☎5803-1213
の確認をあわせて行います。
いる人が65歳以上の方のみの世帯

救急通報システム

おおむね65歳以上のひとり暮らし等の方で、身
体上慢性疾患があるなど常時注意を要する状態
にある方（申請前に主治医の確認書を取ってい
ただきます。）

救急時（家の中のみ）にペンダント等のボタンを押
高齢福祉課
すことで、区が契約している民間会社を通じて東京
高齢者相談係
消防庁に通報すると同時に、提携している警備員が
☎5803-1382
利用者宅に駆け付け、速やかな救援を行います。

認知症の方やその家族の方に
種

類

象

内

容

担

当

申請により、認知症の症状により行方不明になる
認知症の症状により行方不明になるおそれのあ おそれのある方の情報を登録し、区・警察署・高
齢者あんしん相談センターで情報共有し、保護さ
る方
れた際の迅速な身元判明に繋げます。
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高齢者

ただいま!
支援登録

対

GPS 探索サービス

「ただいま！支援登録」登録者の家族等

認知症の症状により行方不明になるおそれのあ
民間事業者が運営する探索システムの利用に対
る方（介護保険の要介護、要支援に該当する方）
して、申込にかかる費用を助成します。
を介護する家族等

※高齢者あんしん相談センター（➡ P66）では、嘱託医による「もの忘れ医療相談」
（無料、予約制）を実施していますので、
ご相談ください。

湯遊入浴デー
生活衛生課管理計画係

敬老金・長寿祝金
☎5803-1223

区内の公衆浴場組合加盟店で毎月第２・４日曜の午後４時
から11時まで、中学生以上は100円、小学生以下は無料で

高齢福祉課高齢福祉推進係

☎5803-1213

９月15日現在で、一定の年齢の方に、敬老金をお贈りし
ます。
また、
９月15日現在で、満77歳の方に喜寿祝品を、満88歳

利用できます。

の方に米寿祝品をお贈りします。さらに、百歳以上の方に、
祝金をお贈りします。

シニア入浴事業
生活衛生課管理計画係

☎5803-1223

65歳以上の住民登録を有する方は、区が発行したシニア
入浴カードを提出することで、区内の公衆浴場組合加盟店
を年間52回（月4回程度）100円で利用できます。

緊急連絡カードの設置
高齢福祉課高齢福祉推進係

☎5803-1213

65歳以上のひとり暮らしの方、または80歳以上の高齢者
のみの世帯を対象に、急病などの緊急時に適切な対応がで
きるよう、緊急連絡先などを記入したカードをご自宅の目の
つくところ（電話機のそば等）にかけておきます。カードの
情報は、区と民生委員、話し合い員、高齢者あんしん相談セ
ンターが共有します。
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▼日常生活の援助と介護

「ただいま！支援登録」の登録者などが行方不明
になったときに、地域の協力者へ一斉にメール配 高齢福祉課
認知症施策担当
信し、迅速な発見・保護に繋げます。
☎5803-1821
靴用ステッカー・衣服用 認知症の症状により行方不明になるおそれのあ 保護された際の身元判明に役立つ靴用ステッ
アイロンシールの配付 る方
カー・衣服用アイロンシールを配付します。
ただいま!
支援ＳＯＳメール

寝たきり等の高齢者に
種

類

紙おむつの支給

おむつ費用助成

対

象

内

担

当

65歳以上の要介護３以上の方で、
毎月、紙おむつを自宅等に配送します。500円の利用者負担金が必
身体状況の低下により失禁があり、
要です。区外のご家族宅等への配送は、別途配送料が必要です。
高齢福祉課
現におむつを使用している方
高齢福祉推進係
紙おむつの支給対象となる方で、
申請した月から１か月3,500円を上限に、領収書等を提出したあと、 ☎5803-1213
おむつの持込みができない病院
指定の口座に助成金を振込みます。
等に入院した方

理美容サービス

区内の理・美容師の協力で出張理容および美容サービスを行います。 高齢福祉課
65歳以上の在宅の座位を保てな
年間６枚の利用券を発行します（申請月により、発行枚数が異なる） 高齢福祉推進係
い状態の方で外出困難な方
利用時に１回1,000円の利用者負担金が必要です。
☎5803-1213

緊急ショートステイ

介護や見守りの必要な方の介護者が、特別な理由で一時的に介護が 介護保険課
65歳以上の介護や見守りの必要
困難になった場合に、緊急に短期入所サービスを提供します。要介護 高齢者施設担当
な方等
状態区分等に応じた費用がかかります。
☎5803-1208

社会福祉協議会

福祉サービスの利用に向けての支援や、預金の出し入れ、
公共料金等の各種支払いなどを支援する日常的金銭管理
サービスの実施。
●成年後見制度の相談、
利用支援
●成年後見相談
（弁護士・司法書士）の実施（毎月第１・３水曜
実施、予約制）
●福祉法律相談
（弁護士）の実施（毎月第４水曜実施、予約制）
●

☎3812-3040

本郷4-15-14（区民センター内）

いきいきサービス

■

☎5800-2941/FAX5800-2966

区内在住のおおむね60歳以上の方や障害のある方、ひと
り親家庭の児童、妊産婦など日常生活で手助けが必要な方
に、有償で各種在宅福祉サービスを提供します。
家事援助／1時間910〜980円
大掃除・草取り／1時間1,000〜1,100円

高齢者
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容

みまもり訪問事業

■

☎5800-2941/FAX5800-2966

▼日常生活の援助と介護／高齢者の住宅

ボランティア（みまもりサポーター）が月に2回程度ご自宅
を訪問し、声かけをします。以下のすべてに当てはまる方が
対象となります。
①文京区在住で65歳以上の方
②ひとり暮らし、または日中独居の方、①の方のみの世帯
③介護保険のサービスやその他安否確認を目的とする制度
を利用していない方

権利擁護センター（あんしんサポート文京）

文京ユアストーリー

■

☎５６１５-８８５１/FAX5800-2966

区内在住の高齢の方が最後まで自分らしく安心して暮ら
せるよう、定期的な連絡・訪問、入退院時の支払い等の補助
や死後の葬儀、家財処分の手続き等を行います。
対象
①区内在住の原則として７０歳以上の方
②明確な契約能力を有する方
③身近に頼れる親族等がいない方
④生活保護を受給していない方
費用
※入会金等の費用や、お預かりする預託金についてはお問
合せください。

■

☎3812-3156/FAX5800-2966

福祉サービスに関する苦情の受付

●

認知症や障害などにより、日常生活を送る中で支障や不
安のある方が、地域で安心して生活を送ることができるよう
に各種の支援を行います。

高齢者の住宅
種

類

対

象

内

容

担

当

区内に引続き１年以上居住の高齢者世帯が、住環境改善のため、また
満65歳以上のひとり暮らしまたは
高齢者世帯移転費用
は取壊し等による立退き要求のため、区内の民間賃貸住宅に住み替 福祉住宅サービス
満65歳以上の方を含む満60歳以
えをする場合に、住み替え後の家賃および引越に要した費用の一部 ☎5803-1238
等助成事業
上の方のみの世帯
を助成します（世帯の所得が基準内であることなどが必要）。
すみかえ
サポート事業

高齢者等住宅修築
資金助成
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連帯保証人が確保できないことから、民間賃貸住宅への入居が困難
になっている区内に引続き1年以上居住の高齢者世帯について、区と
福祉住宅サービス
満60歳以上の方のみで構成する
協定した民間保証会社が、入居者との保証委託契約に基づき、賃貸
☎5803-1238
世帯
人に対して滞納家賃などの債務を保証します。また、初回保証料の
一部を助成します（世帯の所得が基準内であることなどが必要）。

高齢者・心身障害者世帯

高齢者・心身障害者世帯のバリアフリー化等工事に要する費用の一
部を助成します。資金助成の利用に当たっては事前の申請が必要と
住環境課
なりますので、申請方法等の詳細については、工事着工前に住環境
☎5803-1374
課へお問い合わせください。
助成金額：税抜き工事費の10％（1,000円未満切捨て・上限20万円）

シルバーピア
☎5803-1238

福祉住宅サービス

手すりや緊急通報装置を設置するなど高齢者に配慮した集
合住宅です。供給数は９棟204戸（単身用180戸・２人世帯用
24戸）です。

申込資格
①65歳以上のひとり暮らしまたは65歳以上の方と60歳以
上の方で構成する２人世帯（夫婦、または２親等以内等）

施
シルバーセンター
☎5803-1113

シビックセンター４階

高齢者の生きがいと健康づくりや社会参加の促進を図る
ための学習・文化活動施設です。

②区内に引続き３年以上居住している方
③世帯の所得が基準内である方
④自立して日常生活が営める方
⑤現に住宅に困窮している方
⑥暴力団員でないこと ほか

募集方法
空き家が発生した際に住宅をあっせんする方を、
「あき家
入居登録者」として事前に登録します。募集は毎年6月中旬
から7月上旬ころに行い、区報などでお知らせします。

設
浴室の提供
月〜土曜の正午〜午後４時、60歳以上の区内在住者で利
用登録された方が利用できます。
学習室等の貸出し
室

申込方法／窓口または「施設予約ねっと」➡ P126
使用日の月

先着順受付

51㎡

30人

115㎡

60人

先着順受付

使用料
区

分

午

前

午

後

13：00～17：00

シルバーホール

4,800円

7,100円

会議室 A

1,600円

2,300円

会議室 B

1,900円

2,800円

和室１

1,500円

2,500円

和室２

400円

600円

名

※優先受付団体は５割減額。

文京福祉センター江戸川橋
小日向2-16-15

☎5940-2901

高齢者がいつまでも健康を保ちながら、趣味やレクリエー
ションが楽しめる施設です。学習室・トレーニングルーム・リ
フレッシュルーム・浴室などがあります。
開館時間／午前9時〜午後5時
休館日／12/29〜1/3
元気でいきいき教室
65歳以上の方を対象に、年4回実施しています。
からだコンディショニング
高齢者の栄養・嚥下、腰痛、膝痛改善のいすを使った体操
等を行います。
健康相談
看護師が健康に関する相談に応じます（月２回）。
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☎3814-9245

高齢者がいつまでも健康を保ちながら、趣味やレクリエー
ションが楽しめる施設です。和室（３室）
・浴室などがあります。
開館時間／午前9時〜午後5時
休館日／12/29〜1/3
元気でいきいき教室
65歳以上の方を対象に年4回実施しています。
からだコンディショニング
高齢者の栄養・嚥下、腰痛、膝痛改善のいすを使った体操
等を行います。

設

９：00～12：00

室

※団体登録が必要になります。

▼高齢者の住宅／施

その他の団体

当日

優先受付団体
抽選申込
（高齢者団体）

員

学習室

本郷3-10-18

1日〜 8日〜 1日〜

抽選

20日〜

1月前

定

健康相談
看護師が、健康に関する相談に応じます（月２回）。
浴室の提供
火・水・金・土曜の正午〜午後４時、60歳以上の区内在住者で
利用登録された方が利用できます。
和室の貸出し
室

名

規

模

定

員

和室 A

24.5畳

30人

和室 B

17畳

15人

和室 C

8畳

8人

※団体登録が必要になります。

高齢者在宅サービスセンター
介護保険課高齢者施設担当

高齢者

2月前

模

文京福祉センター湯島

申込期間
3月前

規

トレーニングルーム

休館日／土・日曜、祝日、12/29〜１/３
利用できる方／登録した高齢者団体および区内在住・在勤・
在学者

名

☎5803-1208

在宅の寝たきりや虚弱な高齢者、認知症のある方など、援
護を必要とする方に、各種サービスを提供する施設です。
文京大塚高齢者在宅サービスセンター
大塚4-50-1☎3941-6760
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文京湯島高齢者在宅サービスセンター
湯島2-28-14☎3814-1898

文京本郷高齢者在宅サービスセンター
本郷4-21-2☎3816-2317

文京千駄木高齢者在宅サービスセンター
千駄木5-19-2☎3827-5421

文京くすのき高齢者在宅サービスセンター
大塚4-18-1☎3947-2801
文京向丘高齢者在宅サービスセンター
向丘2-22-9☎5814-1531

通所介護等
身体的状況などにより、家庭に引きこもりがちな高齢者や
認知症のある方を対象に、趣味・創作活動・生活指導・機能訓
練などのサービスが提供されます。

文京昭和高齢者在宅サービスセンター
本駒込2-28-31☎5395-2376
文京白山高齢者在宅サービスセンター
白山5-16-3☎3942-8225

高齢者あんしん相談センター

高齢福祉課地域包括ケア推進係

☎5803-1843

高齢者の総合相談窓口です。介護保険・福祉・保健・医療などの必要なサービスが受けられるよう関連機関と連携して支援を行います。
施設名

高齢者
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所在地

電

話

▼施

設／仕

高齢者あんしん
相談センター富坂

白山5-16-3

☎3942-8128

高齢者あんしん
相談センター大塚

大塚4-50-1

☎3941-9678

高齢者あんしん
相談センター本富士

湯島4-9-8

☎3811-8088

高齢者あんしん
相談センター駒込

千駄木5-19-2

☎3827-5422

高齢者あんしん
相談センター富坂分室

小石川2-18-18

☎5805-5032

高齢者あんしん
相談センター大塚分室

音羽1-15-12

☎6304-1093

高齢者あんしん
相談センター本富士分室

西片2-19-15

☎3813-7888

高齢者あんしん
相談センター駒込分室

本駒込2-28-10

☎6912-1461

休業日

年中無休

相談受付

電話相談・面接相談
月〜金曜
＝ 9：00〜19：00
土・日曜、祝日、12/29〜1/3
＝ 9：00〜17：30

日曜・祝日
12/29〜1/3

電話相談・面接相談
月〜土曜
＝ 9：00〜17：30

事
あなたの
高齢者あんしん相談センター は、
介護保険証おもて面下、
日常生活圏域欄でご確認ください。

仕
文京区シルバー人材センター
シビックセンター4階

☎3814-9248/FAX3811-9100

60歳以上の健康で働く意欲のある区内在住の高齢者が、
臨時的・短期的または軽易な就業を通じて、社会に参加する
ことを目的に作られた団体です。
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事
東京しごとセンター シニアコーナー
千代田区飯田橋3-10-3

☎5211-2335

55歳以上の方を対象に、
仕事に対するきめ細かな就業相談と、
ハローワーク飯田橋との連携により職業紹介を行っています。

日々を楽しく
高齢者クラブ

いきがいづくり
☎5803-1203

高齢福祉課社会参画支援係

高齢福祉課社会参画支援係

高齢者の生活を健全で豊かなものにするため、地域の高
齢者が自主的にクラブを結成して、社会奉仕、教養の向上、
健康増進などの活動をしています。
現在区内には約60の高齢者クラブがあります。一定の基準
を備えているクラブに対し助成金を交付します。入会したい方、
自分の地区に高齢者クラブを作りたい方は、
ご相談ください。

☎5803-1203

高齢者に楽しく生活していただくために、いきいきシニア
の集い（作品展示会）、元気ではつらつカラオケ体操教室、
囲碁・将棋交流会などを行っています。

老人ホーム
種

別

養護老人ホーム

対

象

年齢制限

申

込

〔A 型・B 型〕住宅事情などにより、家庭で生
活することが困難な方
〔ケアハウス〕自炊できない程度の健康状態で、
独立して生活するには不安が認められる方

特別養護老人ホーム

〔A 型〕給食付施設：収入に応じた額
60歳以上

〔B 型〕自炊施設：収入に応じた額
〔ケアハウス〕
収入に応じた額、ほかに生活費・管理費

各施設に直接申込
（施設の所在地などは
高齢福祉課高齢者相
談係☎5803-1382に
問合せのこと）

各施設に直接申込（全国有料
おおよそ それぞれの施設ごとに設定
老人ホーム協会入居相談室
60歳以上 （入居一時金、利用料等施設ごとに異なる）
☎3548-1077）

介護保険課高齢者施設担当

☎5803-1208

特別養護老人ホーム 文京くすのきの郷
大塚4-18-1☎3947-2801
特別養護老人ホーム／100人 短期入所生活介護／８人
運営：社会福祉法人フロンティア

特別養護老人ホーム 文京小日向の家
小日向1-23-26☎5810-1756
特別養護老人ホーム／24人
運営：社会福祉法人奉優会

特別養護老人ホーム 文京白山の郷
白山5-16-3☎3942-1887
特別養護老人ホーム／60人 短期入所生活介護／7人
運営：社会福祉法人福音会

地域密着型特別養護老人ホーム 文京大塚みどりの郷
大塚4-50-1☎3941-6669
特別養護老人ホーム／29人 短期入所生活介護／10人
運営：社会福祉法人洛和福祉会

特別養護老人ホーム 文京千駄木の郷
千駄木5-19-2☎3827-5420
特別養護老人ホーム／100人 短期入所生活介護／11人
運営：社会福祉法人桜栄会
特別養護老人ホーム ゆしまの郷
湯島3-29-10☎3836-2566
特別養護老人ホーム／100人 短期入所生活介護／10人
運営：社会福祉法人東六会
特別養護老人ホーム 洛和ヴィラ文京春日
春日1-9-21☎5804-6511
特別養護老人ホーム／116人 短期入所生活介護／12人
運営：社会福祉法人洛和福祉会
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▼日々を楽しく／老人ホーム

介護が必要な方、自立の方
（それぞれの施設ごとに異なる）

介護保険法の規定による

高齢者

有料老人ホーム

用

高齢福祉課
環境上の理由および経済的理由により居宅
利用者の収入、扶養義務者の課税額に応
65歳以上
高齢者相談係
において養護を受けることが困難な方
じた額
☎5803-1382

食事、排せつなどの日常生活の全般にわたっ
原則
特別養護老人ホーム
て常時介護を必要とし、かつ在宅でこれを 要介護3
（介護老人福祉施設）
受けることが困難な方
以上

軽費老人ホーム

費

特別養護老人ホーム
寝たきりや認知症により日常生活において常時介護が必要
で、自宅では介護が困難な原則要介護3以上の高齢者が入所
し、食事・入浴・排せつなどの介護や機能訓練が受けられます。
なお、入所の申込は、各施設で受付けています。
（介護保
険被保険者証の写しなどを持参）
短期入所生活介護
短期間施設に滞在し、介護や機能訓練などのサービスを
受けることができます。
緊急ショートステイ ➡ P64

小石川ヒルサイドテラス
春日2-4-8☎5804-0088
特別養護老人ホーム／99人 短期入所生活介護／11人
運営：社会福祉法人龍岡会
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