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研究成果の概要（和文）： 

元気高齢者が介護分野で活躍できる可能性について、介護現場の職員は、元気高齢者が介護マ
ンパワーとして活躍する可能性を低く考えていたのに対し、元気高齢者は、高齢介護者の活躍
に肯定的であった。両者へのアンケート調査と、介護関連事業に取り組んでいるシルバー人材
センターの資料収集等から、①専門性の高い介護職経験者の雇用継続、②介護現場･職場の整備、
③新たに介護職に携わる高齢介護者への配慮や工夫、④元気高齢者の利点を活かした新しい介
護サービスの創出等の視点でシステム作りが必要である。 

 

研究成果の概要（英文）： 

With regard to the possibility of health elderly people playing active role in the field 
of nursing care, while nursing care staff members thought that possibility of health 
elderly people playing active role as a nursing care manpower is low, healthy elderly 
people themselves were positive about getting engaged as elderly nursing caretakers. 
Based on the questionnaire survey conducted on both sides, and material collected by 
Silver Jinzai (human resources) Center, we concluded that is necessary to create a system 
from the standpoint of, (1) retaining experienced nursing caretakers with specialized 
skills, (2) upgrading nursing care sites and workplaces, (3) special consideration and 
innovative techniques for elderly nursing caretakers newly engaged in nursing care work, 
and (4) creating new nursing care services leveraging the advantages of healthy elderly 
people. 
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１．研究開始当初の背景 

現代社会における国民的関心の高い「高
齢者介護」に対し、高齢者を介護の対象者
としてのみとらえるのではなく、年々増え
ている元気高齢者が介護の担い手として活
躍できないであろうかという可能性につい
て、わが国の介護保険実施前より研究を続
けていた。本研究開始当初においては、よ
うやく、高齢者を介護の対象者だけでなく、
元気高齢者の活躍にも視点が向けられるよ
うになっていた。平成20年版高齢社会白書
では、「高齢社会における仕事と生活の調
和」という表現で社会的にも注目されつつ
あった。 

しかし、高齢者が介護マンパワーとして
活躍している現場は少なく、高齢介護者に
適したシステム作りの必要性をさらに強く
感じたため、介護現場の職員と元気高齢者
に対する意識調査から、具体的なシステム
作りを見い出すために本研究に取り組んだ。
就労意欲のある元気高齢者の選択肢のひと
つとして介護分野での活躍について研究す
ることは、介護人材不足が叫ばれるなか、
長年培った知識と経験や同年代としての利
点を活かした積極的なかかわりへの期待が
より一層高まると考えた。 
 

２．研究の目的 

本研究は、わが国の高齢者福祉のなかでも
重要課題である介護分野における福祉人材
に対して、同世代としての利点を活かした介
護が期待できる「元気高齢者」に焦点をあて、 

（１） 要介護者としての高齢者と、介護提
供者としての高齢者の双方向からの
調査、及び、 

（２） 各地方自治体とNPO団体等の福祉人
材確保に対する取り組みの調査 

を行い、これらの調査結果と、先行研究で得
られた結果を考察し、元気高齢者の介護分野
における活躍の可能性を明らかにし、そのた
めに必要な方策を提言することを目的とし
ている。 
 

３．研究の方法 

（１） 元気高齢者への高齢介護者に対する
意識調査として、明石高齢者大学「あ
かね学園」の学生200人と、中高年向
け雑誌「にっち倶楽部」の購読者500
人、合計700人を対象に、郵送による
アンケート調査を実施した。 

（２） 上記（１）のアンケート調査により、
回収率56％のデータを集計し、クロ
ス集計、カイ2乗検定を行った。 

（３） 要介護高齢者への調査として、シル
バーハウジング利用者5人への聞き
取り調査を行った。 

（４） 福祉人材確保の取り組みに対する調
査として、わが国の特徴的な中高年
者の就労の場である「シルバー人材
センター」に、介護に関わる取り組
みに対する関連資料の提供を依頼し
た。資料提供を依頼したのは、西日
本を中心に各地域のシルバー人材セ
ンター711ヵ所であり、83ヵ所の協力
を得た。 

（５） 上記（４）の結果を、「介護関連事
業・サービス」としてまとめた。 

 
４．研究成果 
 要介護高齢者の増加とともに、就労意欲の
ある元気高齢者が、同世代としての利点を活
かした介護の担い手として活躍するために
必要な方策について以下の考察を見出した。 
 

（１） 先行研究である介護現場で活躍する
288人の職員への調査からは、 

① 今の介護現場では高齢介護者の受け
入れには問題があるとしている（表
１）。 
 

表１ 介護職は高齢になってもできるかどう

か（％） 

 できると思う できないと思う わからない 

男性 31 44 25 

女性 22 41 37 

  n=270 

しかし、 

② 「介護職の高齢化は始まっていると
思うか」の質問には、「思う53％、
思わない20％、わからない27％」と
すでに介護職の高齢化が始まってい
るとの認識が強かった。 

さらに、 

③ 今後、元気高齢者が介護職として活
躍すること」については、「賛成53％、
反対8％、わからない39％」と賛成で
あることから、本取り組みに対する
配慮や工夫が新たに必要であると判
明した。 

（２） 元気高齢者への高齢介護者に対する
アンケート調査からは、 

① 「介護職の高齢化は始まっていると
思うか」の質問に対して、「思う51％、
思わない38％、わからない20％」と
介護職の高齢化が始まっていると考



えており、 

② 元気高齢者の介護職としての活躍に
ついても賛成であった（表２）。 

 

表２ 今後、元気高齢者が介護職として活躍することに

対する賛否（％） 

 賛成 反対 わからない 

男性 66.4 8.6 23.7 

女性 63.0 12.8 20.9 

n=388 

 

（３） 上記のアンケートには、「今後、元
気高齢者が介護職として働くことが
あれば、どのような点に配慮すれば
よいと思うか」という設問もあり、
専門性の高い介護職経験者の雇用継
続と職場の整備、新たに介護職に携
わる元気高齢者への対応や新しい介
護サービスの創出が必要であること
が判明した（表３）。 

 

表３ 高齢介護者への配慮点について（複数回答）（％） 

配慮点項目 元気高齢者

(n=388) 

施設職員 

(n=266) 

身体介護や家事援助より 

相談業務を担当するのがよい 

49 10 

身体介護より家事援助中心に

担当するのがよい 

46 17 

高齢介護者に適した新たな 

サービスを設ける 

43 21 

従来のサービスを様々な年齢

の介護職員同士で協力する 

35 19 

稼働時間を高齢介護者用に 

短縮する 

34 17 

利用者に高齢介護者の利点を

説明する 

23 7 

従来通りのサービスを 

高齢介護者同士が協力する 

16 5 

特別な配慮は必要ない 3 1 

その他 5 3 

 

（４） シルバー人材センターでの取り組み
については、 

① 回答を得た83か所のセンターのうち、
49か所が介護関連事業への関わりが
あった（取り組みあり49か所、取り
組みなし34か所） 

② 具体的な事業内容は表4の通りであ
るが、新たに取り組みを検討してい
るセンターもあり、シルバー人材セ
ンターでの介護関連事業等に対する
研究は、今後のシステム作りにも必
要と考えられる（表４）。 

 

 

表４ シルバー人材センターにおける介護関連事業へ

の取り組み（n=49） 

事業名 件数 

福祉・家事援助サービス 15 

生活支援サービス 10 

介護サービス 7 

介護員養成研修・講習 7 

介護予防・地域支え合いサービス 6 

運転業務・送迎事業 4 

介護保険サービス 1 

見守りサービス 1 

企画提案方式事業 1 

 

（５） 今後の展望 

 本研究成果より、介護現場の整備に加え、
高齢介護者が介護に携わるための新しいシ
ステム作りの必要性は明確となった。 

そのための具体的取り組みとしては、身体
的問題を軽減するためには、主として身体介
護ではなく相談業務または家事援助を担当
すること、職員間での協力体制づくり、高齢
介護者の稼働時間を短縮するシフトづくり
等が挙げられる。 

さらに、高齢介護者に適したシステムづく
りには就労の場の確保と整備も重要であり、
シルバー人材センターでの介護関連事業を
さらに広め、浸透させるための取り組みが必
要と考える。 

 本研究では新たなシステムづくりに対す
る試験的取り組みに着手することができな
かったため、今後は、より具体的なシステム
づくりに対する効果を見い出すための研究
を継続する予定である。 
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