
人生１００年時代のセカンドライフ 

山梨県笛吹市の「終の住処」なら標準年金 

でも家族に負担をかけずに生涯安心･充実

の田舎暮らしができます。 

現在の住居との買い替えで新築のオールバリア 

フリー住居への移住を考えてみませんか。 

「終の住処」第１号棟(モデルハウス) 



人生100年時代の生涯安心･充実のセカンドライフ 

人生100年時代のセカンドライフは豊かな 
自然の中で穏やかな田舎暮らしをしたいと 

いう願望があっても、75歳以上の後期高齢者 

になると約３人に１人が要介護状態になると 

いう現実があります。 

セカンドライフの田舎暮らしは、将来支援や 

介護が必要になっても家族に負担をかけずに、 

標準年金でも生涯安心できる支援･介護･福祉 

サービスが受けられる移住先でなければ 

なりません。 

｢終の住処｣の田舎暮らしプロジェクトは、 

セカンドライフサポートとNPO法人･地域福祉 
サポート笛吹が協働し、地方公共機関や地域 

協力者などとも連携して、移住後の田舎暮ら 

しに必要なあらゆるサポートをいたします。 

「終の住処」の田舎暮らしプロジェクト 

NPO法人･地域福祉サポート笛吹の野澤今朝幸理事長 

 「地域福祉サポート笛吹」を2019年に開設したのは、営利のための事業ではなく、 

地域の皆様に社会貢献をしたいという熱い思いからでした。私たちは支援や介護 

が必要な方々に寄り添い、心の通った福祉サービスを提供し続けていることを 

誇りにしています。新しく笛吹市に移住してこられる方が、安心してセカンド 

ライフを楽しんでもらえるよう、一層の努力をしていきたいと思っています。 
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地域協力活動による高齢者循環型社会 

人生１００年時代。 

将来、支援や介護が 

必要になるのは 

避けて通れない現実！ 

75歳以上の後期高齢者になると約３人に１人が 

要介護状態になるという現実があります。 

2025年度には介護を必要としているのに介護 

サービスを受けられない「介護難民」が全国で 

約43万人、首都圏の１都３県では約13万人に 

なると推測されています。 

地域福祉サポート笛吹は超高齢者社会が到来すれば、 

健康で元気な高齢者が支援や介護の必要な高齢者に 

協力する地域互助が必要不可欠になることを予見し 

て、地域協力活動による高齢者循環型社会の仕組み 

を長年にわたってつくり上げてきました。 
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大都市の生涯収支金額(３０年間)と標準月額家計支出 

年金収入 家計支出 月額収支 生涯収支  

20.0万円/月 23.7万円/月 -3.7万円/月 -1,332万円 
収支不足分は預貯金の 

取り崩し･非正規雇用の収入  

健康で元気なときの暮らし 

地域コミュニティーの参加や生活利便施設･趣味･観光のアドバイス 

   

 地域協力者などが利用する地域福祉サポート笛吹の地域コミュニティー拠点施設に気軽に立ち 

寄っていただき、地域福祉事業推進室の担当者や地域協力者などから、地域コミュニティーの 

参加や生活利便施設･趣味･観光などについてのアドバイスを受けることによって、｢終の住処｣ 

の田舎暮らしを快適に過ごすことができます。 

+ 
「終の住処」の生涯収支金額（30年間）と標準月額家計支出 

年金収入 家計支出 月額収支 生涯収支  

20.0万円/月 18.5万円/月 +1.5万円/月 +540万円 
農業手伝・介護補助職･ 
地域協力活動の収入 

標準年金の高齢者夫婦（夫６５歳･妻６０歳）の暮らし比較 

+ 

地域協力活動への参加や農業手伝･介護補助職への従事 

   

 地域協力活動への参加希望者には地域協力者として支援活動をしていただくことで規定費用が 

支払われ、農業手伝や介護補助職への従事希望者には農家や地域福祉サポート笛吹で就業して 

いただくことで報酬が支払われます。将来支援が必要になったときのため、また地域社会への 

貢献や地域コミュニティーを形成するためにも積極的な参加や従事をおすすめいたします。 
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地域福祉サポート笛吹･地域福祉事業推進室の宮﨑豊子室長 

 
近くの生活利便施設を知りたい、趣味を始めたい、近くの観光巡りをしたい、 

地域コミュニティーや地域協力活動に参加したい、地域社会への貢献のため 

に地元の農業の手伝いや介護補助職に従事したいといった希望については、 

私たちが移住してこられた方のそばに寄り添いながら、できる限りのお手伝 

いをさせていただきます。 

外出支援･日常生活支援･買物代行支援などの地域協力活動 

⑩    月末締で自動発行した  
料金請求書を代行提出   

⑨     月末締で提供した支援の   
料金請求書を自動発行    

⑪      月末締で提供した支援    
の費用支払書を提出     

⑫翌月末に請求金額を支払    ⑬翌月末に請求金額を支払  ⑭翌月末に支援費用を支払  

①各種支援を申込  ②各種支援を要請   ③各種支援を依頼   

⑦各種支援を提供   

⑤各種支援の受諾を連絡    ④各種支援を受諾     

⑧支援の提供内容を報告  

要支援･介護者 地域福祉サポート笛吹  セカンドライフサポート  地域協力者  

⑥各種支援の受諾を通知  

果樹園などの農業手伝 
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①雇用条件を提示して農業手伝を要請  

地域協力者  農家  セカンドライフサポート  

②雇用条件を提示して農業手伝を依頼  

④農業手伝の受諾を通知  ③農業手伝を受諾  

⑤雇用条件に基づき農業手伝に従事 

⑥雇用条件に基づく農業手伝の報酬を支払（一度仲介した後は農家と地域協力者とが直接交渉） 

地域福祉サポート笛吹の介護補助職 

地域福祉サポート笛吹  

②介護補助職への従事の申込を紹介   

地域協力者  セカンドライフサポート  

①介護補助職への従事を申込   

③面談   採用   介護補助職の研修または介護職員初任者の研修   

④介護補助職または介護職に従事 

⑤給与規定に基づき介護補助職または介護職の報酬を支払 



地域福祉サポート笛吹の中村悦子センタ－長 

 

支援や介護が必要になったときの暮らし  

「絆のサービスがあるから家で看続けられるよ」あるご家族からいただいた 

言葉が私の誇りであり理想であり信念です。支援や介護が必要なあらゆる方 

を受け入れ、笑顔で過ごせる居場所をつくることに尽力します。年金生活の 

方でもご家族に負担をかけずに、住み慣れた地域の中で最期まで暮らし続け 

られるための支援･介護･福祉サービスを全力で提供することをお約束します。 

地域協力者の支援や通所･居宅･入所介護サービスの提供 

   

 車社会の田舎暮らしで運転が困難になったときなどには地域協力者による外出支援･日常生活 

支援･買物代行支援などを低額な有償ボランティア費用で受けられ、介護が必要になったとき 

には地域福祉サポート笛吹が運営する各種の介護施設で心の通った通所･居宅･入所型のさま 

ざまな介護福祉サービスを受けられますので生涯安心して暮らすことができます。 

特養などの介護保険適用施設への入所サポート 

大都市の有料老人ホーム費用  

初期費用 月額費用 合計費用 初期費用 月額費用 合計費用 

なし 約３２万円 １,５３６万円 なし 約１０万円 ４８０万円 

「絆･森の上」の有料老人ホーム費用  

①時間外ディサービスなどの介護保険外サービスを申込 

要支援･介護者   地域福祉サポート笛吹  

②時間外ディサービスなどの介護保険外サービスを提供 

③月末締で提供した介護保険外サービスに係る利用料の請求書を提出 

④翌月末に介護保険外サービスに係る利用料の請求金額を支払 
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介護保険適用施設に入所できるまでの平均待機期間（４年間）の費用比較 

入所  

相談  

要件   

説明   

入所  

依頼   

手続   

代行   

入所  

許可    

待機   

期間  

施設   

入所     

介護保険適用施設に入所できるまでの 

平均待機期間の４年間は「絆･森の上」 

の有料老人ホームに入所できます。 

時間外ディサービスなどの介護保険外サービスの提供 
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地域福祉サポート笛吹の通所･居宅･入所介護施設  

絆・介護支援センタ－ 

   

居宅介護支援事業所  

   

通所介護事業所  

絆・森の家  

   

通所介護事業所  

   

有料老人ホーム事業所  

   



暮らしに関するサポート 
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介護認定の申請が必要になられた方、特養などの介護保険適用施設への 

入所が必要になられた方、生活上の困りごとなどの暮らしに関するさま 

ざまな問題や相談について、地域福祉サポート笛吹が親身に寄り添って 

全面的にサポートいたします。 

総合通報システムの受信と対処 

 

 

●安否確認の必要時 

無線人感センサー 

 

 

要請通報時の 
通報メッセージ例 
｢介護要請です｣ 
利用者の住所と 
氏名と電話番号 

安否通報時の 
通報メッセージ例 

｢安否確認必要です｣ 
利用者の住所と 
氏名と電話番号 

●介護などの要請時 

●急病などの緊急時 

無線発信器 

救助通報機 

押ボタン 

アルファ受信センター 

必要に応じて利用者を訪問 

介護職員･地域協力者等 

緊急通報時の 
通報メッセージ例 

｢緊急事態発生です｣ 
利用者の住所と 
氏名と電話番号 

｢終の住処｣には総合通報システムが設置してあり、必要に応じて作動できるように設定いたします 

ので、いつでも希望する各種通報の受信と対処をそれぞれの利用料で使用することができます。 



オールバリアフリー住宅の「終の住処」 

「終の住処」の第１号棟(モデルハウス) 

選択式注文住宅の建築とアフターサービス 

現住居の売却・賃貸・買い替えの受託 
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選択式注文住宅の「終の住処」 

「終の住処」(1,500万円より)の基本仕様 
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オールバリアフリーの「終の住処」 
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山梨事業所 〒406-0023 山梨県笛吹市石和町八田330-161 
TEL:055(287)6628  FAX:055(287)6638 

東京事業所 〒164-0012 東京都中野区本町4-7-14-101 
TEL:03(6304)8715  FAX:03(6304)8716 
http://www.sls.tokyo   Eメール:info@sls.tokyo 

◎絆・介護支援センター 〒406-0832 山梨県笛吹市八代町竹居1235-1 
  TEL:055(265)5133   FAX:055(288)9011 

◎絆・森の上 〒406-0822 山梨県笛吹市八代町南346-3  
  TEL:055(288)9001  FAX:055(298)4110 

   http://kizuna.social   Eメール:info@kizuna.social 


