
 

居住施策に関する意見交換会 議事概要 

 

テーマ：住宅確保要配慮者における居住の確保について 

日 時：平成 26 年 2 月 17 日（月）10：00～12：00 

場 所：愛知県白壁庁舎5階 第3会議室 

参加者：生田京子（名城大学准教授）、公益社団法人愛知共同住宅協会（理事 杉本みさ紀）、 

愛知県建設部４名、事務局（愛知県住宅計画課４名、コンサルタント２名） 

 
課題等提案者からの課題・施策提案等                            

■生田京子（名城大学准教授） 

□高齢期の住まい 
・高齢期の住まいは、施設系と広い意味での在宅の二つ。施設系は、施設内で住まいとサポート

が全てまかなわれる形（何でもパック）。一方、それ以外の高齢者の住まいは全て自宅と捉えら

れ、そこに対して地域が介護保険を含めた様々な形でサポートしていく関係になっている。 
□高齢者を支えるサポート 

・広井良典さんの「ケア学」に高齢者を支えるサポートの様々な階層がまとめられている。 
・一番ベーシックなニーズは、低所得者に対する住まいや生活保護で、金銭的な配分を行うとい

った施策。その上に普遍的な対人社会サービスがあるが、まず基礎的な身体的介護ニードがあ

り、その上に安心した生活を求めるメンタルなニードがある。一番上には旅行に行きたい、食

事がしたいといったアメニティサービスがある。 
・地域包括ケアには公助・共助・互助・自助があり、高齢者同士あるいは地域の方同士が互いに

支える「互助」を中心にメンタルなニードを支えることが非常に重要な時代になってきている。 
・身体的介護、見守り・生活支援、安心・つながりといった高齢者を支える様々なサポートの複

層性が重要で、提供者も公・共助・互助・自助様々な担い手が複層的に地域を見守っているこ

とが高齢者にとって好ましい環境である。 
□地域包括ケアシステム１）について 

・公助・共助・互助・自助の４つの助け方をつくりネットワーク化していく考えが地域包括ケア。

一方で、医療・介護・介護予防・生活支援・住まいの５つのサービスが一体的に受け入れられ

る支援体制をつくるというのが地域包括支援センター２）の役割。 
・福祉を介護保険だけに任せる時代はほぼ終了した。介護保険だけではない福祉環境を理念とし

て複層的な真の地域福祉環境をつくることが自治体に求められており、メインとなるのは市町

村だが、県が後方支援することも重要。 
・地域包括ケアシステムは、概ね 30 分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域、具体的

には中学校区を単位として想定している。高齢者にとって圏域を越えて利用ということが難し

いので日常生活圏域の意識化が強く求められている。 
□経済状況と高齢者の住まい 

・経済状況と高齢者の住まいについては、井上由起子先生（日本社会事業大学専門職大学院）の

収入・経済力を y 軸に身体・介護レベルを x 軸にとった図が明快で解かりやすい。生活保護の

方も含めて特養３）には入居が可能だが、特養は要介護度をイメージしておりそこに至らない方

は入れない状況にある。 



 

・元気な高齢者は公営住宅やシルバー住宅４）、地域優良賃貸住宅５）、サービス付き高齢者向け住

宅６）（以下、サ高住）に住む。サ高住は居住と生活支援がセットになっている仕組みで、もの

によっては介護レベルが高いものまで対応している。 
・サ高住という住まい方が増えてきている一方、決してサ高住の住居や個室が豊かな空間である

とは思えないが、生活支援費が上乗せになるため低所得者がなかなか対象にならない。実情と

しての貧困ビジネス７）というものも増えてきている。 
・これまでの施設に頼って全ての福祉を展開しようとしていたのを step1 とすると、今は step2
として住まいと生活支援をパックにしたサ高住が出てきて、地域に展開される介護保険、ある

いは医療的なバックアップで高齢者の方の生活を支える形態になっている。 
・サ高住は生活支援費（見守り費）を高齢者自らが払う仕組みで共助ではなく自助。日本の税構

造は北欧と違い、生活支援を自助・互助に頼らざるを得ない状況と理解している。 
・ただし、サ高住は限界がある。日本は特に高齢者の持ち家率が高く、広い持ち家から場合によ

っては一間のサ高住に移ることはハードルが高く、また低所得の方が転入することは困難。 
・step3 は、本来であればすっぴんの自宅に対して、自助・互助・共助にまたがる生活支援をつ

くっていくという考え。公的な住宅のみならず、オールドニュータウンでは非常に重要な考え

方かと思う。 
・もう一つ step 3′として、もっと安価な生活支援パックをつくることが重要。昨今言われてい

る地域善隣事業８）はそれにあたるのではないか。安価な空き家を利用してかつ共同居住（シェ

ア居住）するといったアイデアがでてきている。公営住宅の事例としては、名古屋市の高齢者

共同居住事業で市営住宅の 1 住戸に 2～3 名が共同居住し、NPO 法人の方が週 3 回程度訪問し

て見守る「ナゴヤ家ホーム」がこれに当たるのではないかと思う。 
・千葉大の小林秀樹先生は、公営住宅に住んでいる高齢者が地域の空き家で共同生活を行い、公

営住宅を子育て世帯に貸すといったアイデアを提案されている。公営住宅を子育て世帯に貸せ

ば公営住宅の収入も上がる可能性があり、上がった収入部分を空き家活用の共同生活に割り当

てられるという考え。 
□安価な生活支援パック（step3）の全国事例 

・大阪府営楠風台住宅：高齢者が毎朝ベランダに赤い布を掲げて元気だよということを周りへ知

らせる仕組みがある。また、「ふれあいリビング」をボランティアが運営しており、見守るボラ

ンティアと高齢者がここで関係性をつくっている。 
・神奈川県公田町団地：「あおぞら市」を開催し日常の買い物をサポート。買い物支援のみならず、

いつも来る人が来ないといった気付きにもつながっている。また、NPO 法人の拠点を置き、安

心センサーを設置した見守りも行われている。 
・埼玉県尾山台団地：手助け、家事援助、生活支援をボランティア価格で行う。地域商品券を取

り入れて、高齢者がサービスを受けたり、ボランティアが報酬として地域で買い物ができるな

ど、地域の商店街も関係しながら上手に仕組みをつくっている。 
・広島県福山市・鞆の浦：200～300ｍ毎に１カ所「いきいきサロン」を設けて市民活動を実施し

ている。顔見知り程度だった人と自然と仲良くなり、互いに理解し助け合う関係につながって

いる。センター拠点も古い建物を活用している。 
・兵庫県神戸市・白川台会館：従来開催されていた剣道・習字・体操といった教室機能を 1 階に

持ちながら、上階に小規模多機能９）・ショートステイ 10）・高齢者住宅をつくり高齢者の見守り



 

拠点をつくっている。喫茶もあり地域の人も利用して関係性が生まれている。 
・釧路町・遠矢コレクティブセンター ピュアとおや：LSA11）がいることで生活支援を互助的に

仕掛けている事例。 
□最後に 

・高齢者の生活は必ずサポートと住まいをセットにして考えなければいけない。施設的ではなく

地域的に様々な支え方を充実させていくことが求められる時代。そのためには互助・自助をい

かに育てていくか、安価な住まいと生活支援をいかに実現していくかが現在の状況と理解して

いる。 
 

■公益社団法人愛知共同住宅協会（理事 杉本みさ紀） 

□見守り大家さん事業の概略 

・民間のアパート・マンションの大家さんが会員のほぼ 9 割を占める。 
・法人の活動としては、昔は大家さんが質のよいアパート・マンションをつくりメンテナンスを

して提供すれば結果的に社会貢献になるという発想だったが、15 年ほど前から、高齢者、障害

者、ホームレス、生活保護者、DV12）被害者、外国人、子育て世帯などいわゆる住宅困窮者が

民間アパートに入れないといった問題に対し何らかの支援をしていく必要があるのではないか

と認識するようになった。 
・平成 24 年度から「見守り大家さん」と名付けて、県の地域福祉課の管轄になっている補助金を

いただいて事業を進めている。対象は、県のあんしん賃貸支援事業 13）とほぼ一致する。 
・大家さんに何ができるかと考えたとき、ポストに新聞が残ったまま、洗濯物が夜になっても取

り込まれていないといった小さな気付きから見守りがスタートすると考えた。 
・愛知県内には当たり前のように入居者の面倒をみている親も同然の大家さんが多く、特に名古

屋市内は多い。管理会社のシステムが大きく関係性を変えてしまい、田舎に行くほど管理会社

を挟んでいるケースが多い。 
□大家による「見守り」の推奨・啓発 

・大家さんも管理会社の社員も全ての方が進んでいけるキャッチフレーズとして、「できることか

ら（始めましょう）、無理せず（にやりましょう）、ひとりで抱え込まず」見守っていくことを

推奨し、住宅協会や地域のボランティアの方や行政の窓口とも連携して、大家さんから声をか

けましょうというのをコンセプトにして事業を進めていった。 
・「ほのぼの見守りエピソード」というものを大家さんに書いてもらっている。その中には、エア

コンが壊れてしまったので温風機とひざかけを貸してあげたという見守りの第一歩のようなエ

ピソードから、他の入居者とは絶対に会話をしない少し知恵遅れのある入居者に出会うたびに

声をかけるといったさらに一歩進んで入居者に関与しているケース、かたや「遺書」を書いて

出掛ける準備をしているところを保護したケースなど、福祉事務所の代わりをしているといっ

ても過言ではない大家さんもいて、大家さんとして様々な関与の仕方があることがわかる。 
□市町村単位での「見守り大家さん」研修・交流会の開催 

・大家さんひとりでは対応できないケースもあるので、地域のボランティアや支援団体、弁護士、

市区町村のシステムとのつながりを強めていきたいと考え、研修・交流会を開催。 
・2/3 には江南市で「江南地域の繋がりを活かした入居者支援 大家さん・支援者・行政の望まし

い連携に向けて」をテーマに開催。参加者は大家さん（16 名）、都市再生機構、仲介管理会社、



 

コンサルタント、愛知県、江南市、社会福祉協議会、地域包括支援センター、成年後見サポー

トセンター、民生委員、支援 NPO、弁護士など。 
・国や県がやるべきところもあるが究極は隣組の市区単位で関わっていく必要があり、小さな連

携を大事にしていきたい。 
・大家さんとしては、基本的には行政の施策を勉強するという切り口が大事。地域包括支援セン

ターや社会福祉協議会の方々にも参加していただいているので、地域にどんな支援の仕組みが

あるかを学んでもらう。逆に大家さんとして困っていることも発言してもらい、互いの顔つな

ぎになればよい。 
□無料相談「ヘルプライン」 

・大家さんが困ったときに解決まで寄り添ってサポートをする「無料相談ヘルプライン」を実施。

基本的には電話相談だが現場へ行くこともある。スタッフは、担当役員が 2 名で相談員が 8 名。

相談員は、大家経験者や宅建業務経験者や消費生活相談経験者など。 
・連携先は、大家さん、仲介業者、各支援団体、弁護士、行政など。当事者の入居者にもひと工

夫してもらうようにしている。 
・去年度実績は 121 件。今年度は 1 月までで 180 件。 
・入居先の確保の相談が一番多く、その方の条件に合った物件をネット検索し、相談者が物件を

見ていいと思ったらミニミニなどの店舗で具体的な説明が受けられるようマッチングする。 
・入居の障がいになっている生活苦、多重債務、DV などの事由を解消する環境調整を行う。無

理だと断わることはせず、場合によっては生活保護を受けたらどうかと提案する。 
・最初に想定していたよりも行政からの相談が多い。行政と民間の役割分担やどんなところに制

度の隙間ができているかに興味を持ってみている。なぜか同じ事案でも市町村によって解決で

きるケースとできないケースに分かれるが、市町村や担当者の対応の違いを私たちの課題とし

て捉え、何かの形で市町村へフィードバックしたい。 
□一夜の宿 

・ヘルプラインで受けて土日など役所窓口へつなげられない場合に１泊できるように、名古屋市

中村区で 1 室アパートを借り上げて「一夜の宿」という事業を試行的に実施している。 
・これまでに 3 名の利用があり、そのうちの 2 名は名古屋市北区の紹介で制度が無くたまらず利

用した。制度の隙間に関するたくさんの情報が収集できており、落ち着いたころで分析したい。 
□まとめ 

・生活保護の方のみならず、高齢者や障がい者、精神障がい者のお世話をさせていただき、そう

いった方々の善隣事業的な部分は制度が整ってきていると感じるが、問題はその先で、何故か

上手く救えないケースがある。行政・民間・支援団体が関わっていても途中から全員が関係な

いとなってしまうと、そこで穴にハマってしまう感じを受ける。これは、その人を何とかしな

ければというハートの問題もあるが、知識の問題もあると思う。プロになる必要はないが、制

度をある程度知り、どういうところと連携したらいいか、被支援者の心情などを少し勉強する

ことも必要である。 
 



 

意見交換                                          

□地域善隣活動事業 

・事例を拝見して、病気や介護の面で大家さんが心配されている様子がうかがえる。介護的ある

いは福祉的な視点を持った介護のプロと大家さんをつなぐラインがあってもよい。 
・現在、地域包括支援センターと大家さんがつながることに注目している。 
□ヘルプラインについて 

・今年度 1 月末までの 180 件を整理すると、行政からの相談が 35 件、入居希望者・入居者は 107
件、支援団体は 9 件、大家さんは 16 件、その他の病院や弁護士からは 13 件。最初に行政から

電話を受けてその後に直接本人から電話をもらう場合もある。 
・家が無いとか、転居先がみつからないといった相談が一番多い。まずは話を聞き、お金や緊急

連絡先などの足りない部分がある場合はそこをセットして、こちらから業者へ連絡することで

物件が見つかる場合がある。あるいは、生活保護が受けられることがわからない方も多いので、

受けられる可能性がある場合は行政へつなぐ。補助金で実施しているが、補助金が打ち切られ

た場合に備え、スタッフは 1 人で常に電話に出られる状態にしている。 
・物件を見つけるまでに約 1 カ月程かかる。早ければ 2 週間。生活困窮者で生活保護も受けたく

ないという方が途中で路上生活や車生活に戻ってしまい半年かかったケースもある。 
□県の役割について 

・公的住宅に若い人が入る仕組みを考える必要がある。やり方は色々ある。予算的な話はわから

ないが、しっかりと後方支援することが重要。パイロット的にこれぞという団体に柔軟にお金

を入れることも必要ではないか。 
・まず前提として、ヘルプラインは補助金をいただく前から細々とやっていて、補助金をもらい

広く宣伝したところ相談が一気に来てしまった。今までこの方たちはどうしていたのか。ある

案件で、路上で生活していた方を説得して福祉事務所の窓口へ連れていったが、ホームレス宿

泊施設に入りたいという希望が叶わず、説得したが途中で帰ってしまったということがあった。

役所の人も工夫しており、制度も一応あるが、結局連絡が取れなくなってしまった。そこに県

あるいは住宅協会が入りこめる隙間はある気がする。県の事業として適切ではないかもしれな

いが、各市町村で頑張ってもできない隙間に落ち込む事例はある。お金か情報が規制か、何が

よいかは今後考えたい。 
・市町村は敏感な感覚を持っているが、現場の人は忙しくこぼれたものがどうなったかまではフ

ォローできていないと思う。 
・市町村にとって線を広げていくということはコストの問題。 
・そこを一歩踏み出せるものがハートだったり知識だったり。一つの提言として、こぼれた部分

を上手く拾えた事例と拾えなかった事例を紹介したい。最初の事例は、入居者と隣に住む大家

さんが揉めてしまい入居者が転居することになったが、現在の生保の運用では転居費用が出ず

困っていた事案で、最終的に大家さんが少し出して残りを役所が出すことで解決した。もう一

つの事例は、ある施設から転居するときに費用がどうやっても結局出ず、民間が入居費用を削

って解決した。 
・別の事例で、ある病院に入っていた精神疾患・知的障害のある 50 代の男性が、居宅に行きたい

ということで退院し、ヘルプラインでアパートを見つけて入居した。お金が上手く使えずツケ

で飲食する方で警察沙汰にもなったが、大家さんも近所のお店も温かく見守ってくれている。



 

一方、病院はその人のためには捕まるなら捕まった方がいい、社会の厳しさを知ってもらうた

めに出したと言っていて、誰も悪くはないがギャップが生まれている。その隙間は制度の組み

変えによって埋まるものではない。病院の思いと大家さんや近所の人の思いをマッチングさせ

ていく作業を行っているが、その隙間を埋めていく部分を県の仕組みとしてできるのであれば、

できることはたくさんあるという答えになる。 
・地域善隣事業は国も前向きに取り組んでいる。予算を確保し配分することと、先進的に取り組

んでいる人たちのバックアップが重要。そもそも成り立ちにくいところを何とかしようとして

いる分野だと思うので、行政の方にもルールや情報をキャッチしていただいて、そこに対して

何らかのフォローをつくっていけるとよい。お金が入ることをステップにして全国的に模範を

見せていけるし、盛り上がりを見せている地域もある。 
□高齢者のシェア居住について 

・シェア居住で身体的能力や加齢によってグループから 1 人が出てしまった場合、空いたところ

をどうするのか等については、NPO が果たす役割がかなり大きい。人間関係もあるので、住み

続けていくためにはどのように介護保険等を結び付けていくかが重要。三人という小さなボリ

ュームの中でうまくいくかとなると、かなり厳しいものがあるかもしれない。北欧はコ・ハウ

ジング 14）という住まいがあり、20 人くらいを一つの顔見知りというネットワークとして繋げ

て互いに見守りながら支えている。世代は入居の時点でバラついていることが重要。 
・東京では空き家に高齢者が入居し、周りみんなでケアする事例があると聞いているが、高齢者

の共同居住はあまりリアリティを感じない。サ高住は結局施設ばかりとなっており、そこに入

れない元気な高齢者が公営住宅に住むことを求める声もある。 
・公営住宅とシェア居住は少し分けて考えないといけない。公営住宅全体としては、入居者層の

高齢化率を上げるという方策は施策の方向ではないと思う。一方で、公営住宅にサービス付き

の軽いものを求めることは難しいと思う。公営住宅に住んでいる高齢者が地域の空き家で共同

生活を行うというアイデアはかなり斬新なアイデアと思う。今入居している高齢者、あるいは

将来的にも入居される方に対する生活支援のパッケージングを期待されるのは当然のことだろ

う。 
・公営住宅は高齢者のためだけの住宅ではないというのはわかるが、広い空き家は子供を育てる

にはよいと感じる。 
・高齢者が共同生活を望むかどうかについて、行きつく先の議論はずっと孤立して生きてはいけ

ないということ。北欧のような手厚い生活支援があればできるかもしれないが、残念ながらそ

のような税収ではないので、そこをどうフォローするか。 
以上 

 
注釈 

１）重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるこ

とができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステム。 

２）保健・医療・福祉の専門職が連携して、高齢者のさまざまな相談に対応し、適切なサービス

へとつなげていく機関。 
３）特別養護老人ホームの略。老人福祉法に基づく老人福祉施設で、常時介護が必要な 65 歳以上

の高齢者で、寝たきりや認知症など自宅では適切な介護ができない人が入所する施設。 



 

４）60 歳以上の高齢者や障害者などの生活に配慮した公営住宅と日常生活支援サービスを併せて

提供する、高齢者世帯向けの公的賃貸住宅。 
５）高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯等居住の安定に特に配慮が必要な世帯を入居対象とし

た公的賃貸住宅。整備費の一部を補助し優良な賃貸住宅の供給を促進することにより居住の安

定確保を図る。 

６）高齢者の居住の安定を確保するため、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、

高齢者を支援するサービスを提供する住宅。 
７）ホームレスや派遣・請負労働者など社会的弱者を顧客としたビジネス。 

８）低所得・低資産である、社会的なつながりによる支援が乏しい等の理由により、地域での居

住を継続することが困難である（困難となるおそれのある）者に対して、居住の場の確保及び

日常生活上の支援を行うことにより、できるだけ安定的・継続的に地域生活を営むことができ

るように支援を行う事業。 
９）介護が必要となった高齢者が、可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、利用

者の状態や必要に応じて、施設への「通い」を中心に、短期間の「泊まり」や利用者宅への「訪

問」を組み合わせて提供する在宅介護サービス。 
10）在宅生活されている方々が必要に応じて一時的に入所施設を利用するサービス。 

11）Life Support Adviser（ライフサポートアドバイザー）の略。高齢者に対して、必要に応じて

日常の生活指導、安否確認、緊急時における連絡等のサービスを行う者。 

12）ドメスティックバイオレンスの略。直訳すると「家庭内暴力」。一般的には夫・パートナー

や恋人からの女性に対する暴力であり、法律上の婚姻の有無を問わず、親密な関係にある男性

が女性に対して用いる身体的心理的暴力を指す。 

13）賃貸人と入居希望者の双方の不安を解消するために、高齢者・障害のある人・外国人・小さ

い子どもがいる世帯等を受け入れることとして、愛知県に登録された民間賃貸住宅（あんしん

賃貸住宅）に関する情報提供や、様々な居住支援サービスの提供を促すことにより高齢者等の

入居をサポートする事業。 
14）北欧で誕生した住まい作りの手法と住まい方。様々な年齢や職種の人たちが集まり一緒に住

まいやまちをつくっていく。独立した住まいと共同で使うキッチンやリビングなどを備えてい

る。 


