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第 1 章 事業概要 

 

１．事業の背景と目的 

 生活に困窮し、日常の自立生活に不安のある低所得の高齢者や障害者、ひとり親家庭な

どの人々が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、住まいの確保と日常の生活支援を

組み合わせた支援が求められている。 

 東京都では、これらの取組の普及を目的として「生活支援付すまい確保事業」（区市町村

補助、平成 27 年度～）や「寄りそい型宿泊所事業」（区市補助、平成 26 年度～）ⅰに取り

組んできた。しかし、区市町村においては低所得高齢者等の住まい確保のために家主や不

動産事業者、福祉関係者、行政等が連携し協議する場の設置が十分には進んでおらず、ま

た生活支援を担う人材等の不足などもあり、取組の普及に課題が残されていた。そのため、

更なる取組強化を図ることを目的に平成 28 年度から「地域居住支援モデル事業」を新た

にスタートさせた。 

 この地域居住支援モデル事業は、居住支援や生活支援に係る仕組みや人材育成方策を検

討する「仕組研究・人材育成事業」と、東京都が住まいや相談・交流拠点の確保と生活支

援を一体的に提供する民間団体に対して補助を行う「交流・相談拠点設置事業」の二本立

てとなっている。 

 「仕組研究・人材育成事業」は、中間支援団体である NPO 法人すまい・まちづくり支

援機構（以下「すまい・まちづくり支援機構」という。）が東京都から委託を受けて実施し

たものである。その際、宅建不動産事業者である株式会社ふるさと（以下「㈱ふるさと」

という。）と居住・生活支援事業者である NPO 法人自立支援センターふるさとの会（以下

「ふるさとの会」という。）における居住支援と生活支援の取組及び人材育成の取組を対象

に、下記の 2 点に関する検討を行い、今後の普及促進に向けた人材育成指針等を作成する

ことを目的として実施した。 

１）居住支援・生活支援に係る仕組みの研究 

住宅に困窮し、日常の自立生活に不安のある低所得の高齢者、障害者、ひとり親世帯

等を対象とした、住まいの確保と生活支援を提供するとともに、居住者及び地域住民の

互助の醸成を促す仕組みを研究する。 

２）居住支援・生活に係る人材の育成 

 ふるさとの会では、すまい・まちづくり支援機構が生活支援員育成研修を担っている。

この取組をもとに生活支援を担う人材の育成におけるポイントを指針として作成する。 

 

ⅰ 東京都では、低所得高齢者等が本来的な居場所（介護保険施設、ケア付き住まい等）を利用できるように

なるまでの間、不安なく居住できるよう低所得高齢者等の支援体制において一定の水準を満たす無料低額

宿泊所を「寄りそい型宿泊所」として機能強化を図り、もって低所得高齢者の住まい対策の推進を図って

いる。 
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２．研究の方法 

 

（１）検討委員会 

 本事業では、住宅・建築分野の有識者や実務担当者のほか、医学・保健分野の有識者や

実務担当者、人文・社会科学の有識者から構成される委員会を設置し、居住支援や生活支

援のあり方、支援を担う職員に求められる事項、取組の普及に向けた課題等に関する検討

を行った。 

 委員会開催状況は下記のとおり。 

 

開催日時 主な検討内容 

第 1 回委員会 

2016 年 6 月 29 日 

事業実施計画について 

寄りそい地域ネットのスキームについて 

検定研修事業の実施スケジュールについて  他 

第 2 回委員会 

2016 年 7 月 10 日 

シンポジウム（支援付き住宅推進会議と共催） 

「支援付き住宅の運用方式と支援人材育成システムの開発」 

第 3 回委員会 

2016 年 12 月 8 日 

ケア検定研修の実施結果 

作業部会の実施状況について 

報告書の骨子（案）の検討  他 

第 4 回委員会 

2017 年 2 月 8 日 

報告書案の検討（目次構成案、仕組研究、人材育成） 

報告会の開催に向けて 

今後について（第 4 四半期の実施スケジュール、来年度のテーマ） 他 

第 5 回委員会 

2017 年 3 月 27 日 

報告書案の検討 

次年度に向けて  他 

 

（２）作業部会 

 本事業では、事業の効果的・効率的な運営を目的として、居住支援・生活支援に係る仕

組研究作業部会と人材育成作業部会を設置し、各分野の有識者や実務担当者による検討を

重ねた。 

 作業部会の実施状況は下記のとおり。 

 

仕組研究作業部会 人材育成作業部会 

第 1 回 2016 年 9 月 1 日 第 1 回 2016 年 8 月 17 日 

第 2 回 2016 年 9 月 15 日 第 2 回 2016 年 8 月 24 日 

第 3 回 2016 年 9 月 30 日 第 3 回 2016 年 8 月 31 日 

第 4 回 2016 年 10 月 13 日 第 4 回 2016 年 9 月 16 日 

第 5 回 2016 年 12 月 2 日 第 5 回 2016 年 10 月 6 日 

第 6 回 2017 年 3 月 2 日 第 6 回 2016 年 11 月 10 日 

第 7 回 2017 年 3 月 10 日 第 7 回 2016 年 12 月 22 日 

 第 8 回 2017 年 1 月 26 日 

 第 9 回 2017 年 2 月 15 日 
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（３）視察・ヒアリング 

 福岡県北九州市を中心に、住まいや相談・交流拠点の確保と生活支援を一体的に提供し

てきた特定非営利活動法人抱樸（奥田知志理事長）を視察した。 

 また、宮城県仙台市を中心に生活困窮者の生活支援を行い、今後共同居住型の事業展開

を検討している特定非営利活動法人ワンファミリー仙台（立岡学理事長）にヒアリングを

実施した。 

 

開催日時 主な検討内容 

NPO 法人抱樸視察 

2016 年 12 月 26 日 

・共同居住の運営、互助の仕組み、データベース管理などについてヒア

リング。 

・社会的孤立の問題を抱える生活困窮者が人のつながりの中で寄りそわ

れて生活できるような体制づくりについて意見交換。 

NPO 法人ワンファミ

リー仙台 

2017 年 3 月 6 日 

・高齢世帯の生活保護や認知症高齢者が増加している状況について情報

交換。 

・生活支援を行う人材の育成やマネジメントについて意見交換。 
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検討委員会名簿 

2017 年 3 月 31 日現在 

（敬称略・50 音順） 

委員（50 音順・敬称略） 

粟田 主一   東京都健康長寿医療センター自立促進と介護予防研究チーム研究部長 

五十嵐正仁   前西東京市福祉部生活福祉課主幹／社会事業大学非常勤講師 

◎岡田 太造  兵庫県立大学大学院経営研究科客員教授／元厚生労働省社会・援護局長 

佐藤 幹夫   フリージャーナリスト／NPO 法人自立支援センターふるさとの会相談室顧問 

鈴木 宏仁   株式会社ふるさと店長 

園田 眞理子  明治大学理工学部建築学科教授 

藤本 健太郎  静岡県立大学経営情報学部教授 

的場 由木   保健師／保護司／NPO 法人すまい・まちづくり支援機構理事 

水田 恵    NPO 法人すまい・まちづくり支援機構代表理事 

 

 

人材育成作業部会委員 

〇岡田 太造   兵庫県立大学大学院経営研究科客員教授／元厚生労働省社会・援護局長 

的場 由木   保健師／保護司／NPO 法人すまい・まちづくり支援機構理事 

 

仕組み研究作業部会委員 

〇園田 眞理子  明治大学理工学部建築学科教授 

鈴木 宏仁   株式会社ふるさと店長 

 

事務局 

滝脇 憲    NPO 法人すまい・まちづくり支援機構理事 

 

事務局参与 

横川 隆夫   元東京都職員 

 

業務委託先  

一般財団法人 日本総合研究所 
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３．本報告書の構成 

 

 本報告書は、宅建不動産事業者である㈱ふるさとと、居住・生活支援団体であるふるさ

との会において実施している居住支援や生活支援の取組及び人材育成の取組について検討

を行い、今後の普及促進に向けて必要と考えられる事項を整理したものである。 

第２章以降の主な内容は、下記のとおりである。 

「第２章 居住支援・生活支援に係る仕組みの研究」 

第２章では、宅建不動産事業者である㈱ふるさとと居住・生活支援事業者であるふるさ

との会の連携によって取り組まれている居住支援・生活支援に係る仕組みについて整理を

行った。 

通常行われている居住支援は、住まいに困窮する高齢者等が住まいを確保する際に必要

となる保証人や緊急連絡先、家賃債務保証など賃貸借契約に関連する部分を対象としてい

る。㈱ふるさとやふるさとの会が取り組む「社会的不動産事業」ⅱの特徴は、空き家物件

の扱いや高齢者等への賃貸借に不安を抱く地場の家主等の思いに寄り添いながら、支援を

必要とする低所得高齢者等がその地域で暮らし続けることを可能にするため地域に根差し

た生活支援の提供を前提とした居住支援に取り組んでいることである。 

「第３章 提供すべき生活支援のあり方」 

 第３章では、第２章で整理した居住支援の仕組み（社会的不動産事業）の中で提供すべ

き生活支援のあり方について整理している。特に、戸建てや集合住宅等の空き家物件を活

用する際の生活支援の基本的な考え方を整理するとともに、具体的な提供方法等について

整理を行った。 

「第４章 居住支援・生活支援に係る人材育成」 

 第４章では、生活支援を担う人材を育成するための考え方やポイントを再度整理した上

で、ふるさとの会において取り組んでいる養成研修の目標や考え方、取組手法について整

理を行った。 

また、この取組をもとに居住支援や生活支援を担う人材育成の指針を作成した。 

「第５章 取組の普及促進に向けて」 

 第５章では、生活支援・居住支援の取組を普及促進するために必要な人材育成の展開方

策の提案とともに、地域（自治体、関係機関、住民等）との連携強化策、生活支援の評価

方法など、今後取組が必要な課題について整理を行った。 

「Ⅱ．交流・相談拠点設置事業の取組（P77～）」 

 平成 28 年度東京都地域居住支援モデル事業において「交流・相談拠点設置事業」の対

象となった 3 団体による実践報告内容を掲載している。 

 

ⅱ「社会的不動産事業」の概念は、大阪市立大学都市研究プラザの水内俊雄教授に教示されたものである。た

だし、本報告書においては、㈱ふるさとおよびふるさとの会が取り組む社会的不動産事業として、検討委

員会で再定義を行った。 
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第２章 居住支援・生活支援に係る仕組みの研究 

１ 研究概要 

 

（１）目的 

我が国では、低所得高齢者など住まいに困窮する人が増加する一方で、様々な理由から

利用されない空き家が増加しており、家主も空き家の対処に苦慮している実態がある。 

空き家の増加は地域コミュニティの機能低下を招き、住民同士の関係の希薄化、孤立、

暮らし続けることが困難な高齢者等の増加、資産価値の低下、治安の悪化など、地域住民

の生活に様々な悪影響が出るおそれが懸念される。 

地域包括ケアという理念のもとで住まいに困窮する低所得高齢者等への支援や互助づ

くりのしくみを検討するに当たっては、地域コミュニティの維持・再生を図りながら、誰

もが最後まで地域の中で暮らし続けることができる仕組みが必要となっている。 

本章では、住まいに困窮し、日常の自立生活に不安のある低所得高齢者等と空き家等の

活用に悩む家主や不動産事業者等、さらに地域住民をつなぐ仕組みのひとつとして、㈱ふ

るさとおよびふるさとの会が取り組む「社会的不動産事業」や生活支援の仕組みについて

研究を行った。 

 

（２）取組の背景 

 

１）空き家の増加とコミュニティへの影響 

住宅・土地統計調査（総務省統計局）によれば、全国の空き家数は平成 25 年で約 820

万戸に達しており、15 年間でおよそ 243 万戸増加している。 

東京都内では平成 25 年の空き家数は約 82 万戸であり、平成 10 年以降の 15 年間で約

19 万戸（1.3 倍）増加している。内訳をみると、賃貸用が約 60 万戸（73％）を占めてい

るが、賃貸用でも売却用でもなく長期にわたって不在の「その他の住宅」も約 15 万戸（19%）

存在している。 
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出典：平成25年住宅・土地統計調査結果（総務省統計局）

図表 2-4 区市別の空き家の状況 

図表 2-3 都内の空き家の状況 
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空き家が増加している主な要因として下記の点が指摘されており、空き家を所有する家

主も、対応に困っている状況にあることが推測される。そのため、低所得高齢者等の地域

での住まいを確保するためには、「その他の住宅」にも目を向けて、様々な問題を抱えて困

っている家主に寄りそうことも必要となっている。 

図表 2-5 空き家増加の主な要因 

①固定資産税の負担 
更地評価にしてしまうと大幅に不利となる。使わない建物でも、残すことによって

土地の課税評価額を抑えることができるため建物の撤去が進まない現状がある。 

②複雑な権利関係 

都市部では借地などの慣例があり、さらにそれを複数名義人で共同所有するなど、

権利関係が非常に複雑な場合がある。賃貸物件などに建て替えれば十分に採算性が

ある土地であっても、放置せざるを得ない状況が起こっている。 

③相続にからむ問題 
土地及び建物の所有権者が複数人存在し、当該不動産の処分方法について意見が折

り合わないケース。土地活用に着手することができないため、放置するしかない。 

④地価の下落 

住居需要の高い土地であっても、経済的な要因によって土地価格の値上がりがなく、

売るに売れない状況。新築で何かを建てる資金的余力もなく、そのまま放置されて

いる。 

⑤登記に絡む要因 

所有権者が死亡するなどして、実質的な土地所有権者が不明なケース。登記がその

ままで、元の権利者の名前が記載されている場合、自治体や他の第三者はなかなか

古屋を取り壊したりできない。当該不動産の売却などによる有効活用も困難。 

⑥立地の問題 

都市部にみられる木造住宅密集地域では、建築基準法の道路条件（住宅敷地は原則、

道路と 2 メートル以上接していなければならない）を満たしていない空き家が多く、

仮に解体しても新たな建物は建築できない。そのため空き家が放置されている。 

また、建物の用途変更が必要となる場合には、手続の煩雑さ、負担などもある。 

参考：SEIWA JOURNAL vol.31 https://www.seiwa-stss.jp/journal/vol31/ ほか 

 

中古住宅市場の拡大と老朽家屋撤去が進まない状況が続けば、空き家の増加ペースはさ

らに高まるおそれがあり、2025 年には都内の空き家率が 20%を超える可能性も指摘されて

いる。 

仮に、５軒に１軒が空き家状態となれば、住人の減少に伴って隣近所との関わりが一層

希薄化し、地域の互助の中で暮らすことができた高齢者等も孤立したり、地域内での生活

が困難になるおそれもある。 

また、住人が減少することでコミュニティの崩壊、治安悪化、地価など資産価値の下落

など、地域の活力が急速に減退するおそれが高い。 

地域コミュニティの維持・再生を図り、誰もが最後まで地域の中で暮らし続けることが

できる仕組みが必要になっている。 

 

 

  

図表 2-6 空き家率 20%超の状況（イメージ） 

サ高住
入居

病院への
長期入院

介護施設
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家
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家

空
家

空
家
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家

空
家
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家

空
家

空
家

空
家

空
家

空
家

空
家

空
家

空
家

空
家

空
家

空
家

空
家

空
家

https://www.seiwa-stss.jp/journal/vol31/


9 

 

２）単身高齢者等の孤独死リスクへの対応～「見守り」から「関係性の再構築」へ 

 一般に、賃貸住宅管理においては、単身生活者の孤独死リスクを懸念する声も大きく、

高齢者等の住居確保が困難となる要因の一つとして挙げられる。先行研究調査では、管理

会社やサブリース会社、個人賃貸人に対して高齢者に賃貸物件を貸さない理由を調査して

おり、そこでは死亡事故が発生することへの「漠然とした不安」や「原状回復や残置物処

理等の費用への不安」、空室期間が続くことに伴う「家賃収入の減少への不安」などが上位

を占めている。このような死亡事故の懸念への対応として「見守り」や「安否確認」、「費

用保証の仕組み」の必要性が指摘されており、各種機器等を利用した「見守り」や「安否

確認」の仕組みも普及している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「高齢者等の居室内での死亡事故等に対する賃貸人の不安解消に関する調査報告書」

（平成 25 年 3 月、株式会社三菱総合研究所） 

 

 孤独死は、明確な定義はないものの、死後一定期間経過後に発見されるものを指す。様々

な社会関係の中で生活できていれば、突然死亡した場合でも身近な家族や職場の同僚等に

よって短期間のうちに発見される可能性が高い。しかし、社会関係が希薄化している場合

には、発見されるまでに時間がかかり、孤独死につながると考えられている。 

 このような孤独死リスクを減らすため、様々な機器やネットワークを利用した外部から

の「見守り」や「安否確認」の取組も行われているが、単に「見守り」や「安否確認」だ

けでは対症療法に過ぎない。 

また、原状回復費用を賄う少額保険等の商品開発も行われているが、これらだけで死亡

事故に対する家主等の漠然とした不安や費用負担リスクの不安を払拭することは難しい。

根本的な解決に向けて必要なことは、利用者を支える社会関係を再構築することであり、

利用者ができるだけ多くの人々に支えられる仕組みづくりを進めることが必要である。 

空き家等の活用によって住まいに困窮する高齢者等の居所を確保するとともに、家主等

の思いに寄りそう地域に根差した社会的不動産事業の展開が求められる。 

19.8%

13.7%

75.6%

80.9%

66.4%

24.4%

32.1%

4.6%

36.7%

10.0%

76.7%

86.7%

73.3%

23.3%

33.3%

10.0%

33.8%

27.9%

44.1%

52.9%

42.6%

19.1%

36.8%

7.4%

38.6%

14.0%

38.6%

57.9%

49.1%

15.8%

38.6%

7.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家賃の不払いなどに対する不安

住居の使用方法に対する不安

自己所有物件の居室内での死亡事故発生

そのものへの漠然とした不安

死亡事故（自殺・孤独死・事件等）に伴う原

状回復や残置物処理等の費用への不安

死亡事故後に空室期間が続くことに伴う家

賃収入の減少への不安

他の入居者との協調性に対する不安

高齢化対応などのハード・ソフト（運営）など

が整っていないため

その他

高齢者に対して物件を貸さない理由

管理会社(n=131)

サブリース会社(n=30)

個人賃貸人（相続）(n=68)

個人賃貸人（自己資金）(n=57)

図表 2-7 高齢者に賃貸物件を貸さない理由 
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３）単身生活者支援が直面する諸問題 

ふるさとの会では、住まいと生活に困窮する方を対象に支援を行っている。住まいの確

保が困難な方への支援として㈱ふるさとが行っている保証業務は、保証会社の審査が通ら

ない方（主に 65 歳以上、緊急連絡先がない、家賃滞納歴がある人等）を対象に家賃債務

保証を行い、入居可能物件の開拓を進めるものである。 

また、㈱ふるさとでは、入居支援を行った方がその環境で暮らし続けることができるよ

う、生活トラブル等が発生した場合には家主や本人に状況を確認して調整を行うなど、地

域生活への定着までを含めた入居支援に取り組んでいる。 

これらの取組により住まいを確保した利用者は、何らかの生活課題や生活不安を抱えて

いる人が少なくない。そのため、生活支援を行うふるさとの会の共同リビング事業を利用

して日中の居場所を確保したり、定期的な訪問による安否確認や相談等支援を受けながら

暮らしている。現在、このような支援を受けて生活している高齢者等は 496 人（平成 29

年 2 月現在）に上るが、東京都が平成 16 年度から 21 年度にかけて実施した東京都ホーム

レス地域生活移行支援事業※の参加者も含まれている。同事業では、住宅支援開始の経緯

等から近傍区の賃貸住宅に入居した利用者もいるため、支援対象者の地理的範囲が広がっ

ている実態がある。 

また、支援対象者数も多く定期的な訪問活動も基本は最低月 1 回に限定されており、そ

の間に利用者が亡くなり、死後しばらく発見されなかった事案等も過去に発生した。 

一方で、このような単身生活者への支援を継続するためには事業採算の確保が重要であ

るが、利用者の高齢化のため事故率が増加しており、㈱ふるさとの家賃債務保証事業単体

では採算が確保できていない。 

また、ふるさとの会の共同リビング事業等も月額千円の会費での利用が前提であるため、

事業継続性の面では課題が多い。 

単身高齢者への生活支援体制の構築、特に低所得高齢者や生活困窮者を対象とした事業

モデルの構築は、地域や団体を問わず共通の課題である。このような課題解決に向けて、

単身生活者への支援のあり方・方法について検討することが求められている。 

 

 

※東京都ホームレス地域生活移行支援事業 

 東京都では、平成 16 年度から 21 年度にかけて、都内５公園（戸山公園、代々木公園、上野恩賜公園、新宿

中央公園、隅田公園）を対象に，公園でのテント生活者に借り上げ住居を２年間低家賃（月 3,000 円）で提

供し，就労機会の提供に努めながら自立を促す事業を実施した。この事業は、1,945 人の人々が利用し、事業

終了時には 1,626 人の人々が一般の賃貸住宅等において地域生活を継続することになった１）。 

 ふるさとの会では、生活支援団体、就労支援団体としてこの事業に参加しており、事業終了後も利用者に対

する訪問活動等の支援を継続している。 

 1:「東京都ホームレス地域生活移行支援事業 2004－2009 ～自立支援と結合したハウジング・ファースト・

アプローチに着目した分析～」（2013 年 1 月、ハウシング・ファースト研究会）より 
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２．住まいの確保と互助の醸成を促す仕組み 

 

（１）新たな主体の必要性 ～社会的不動産事業～ 

 

「社会的不動産事業」は、地場の民間事業者（不動産事業者、家主）が主体となって担

う地域包括ケアシステムである。 

具体的には、戸建て空き家等の活用と地域サロンを拠点とした各種生活支援の提供によ

って、住まいを必要とする高齢者と空き家等の維持活用に困っている家主等のマッチング

を図るとともに、住民同士の互助づくりを通して、認知症になっても馴染みの地域で最後

まで暮らし続けることができる地域コミュニティの維持・再生を目指す事業である。 

 

㈱ふるさとでは、自宅 2 階をアパートとして経営しながら、これまで開催してきた自主

サロンを継続できるか不安を抱きながらも、地域の人が集まる場として継続したいという

高齢の家主から相談を受け、平成 25 年からアパート管理とサロンの運営支援に取り組ん

でいる（次頁参照）。サロンの運営では地域の関係者からなる運営委員会が設置され、毎

週 1 回開催されるサロンには地域住民をはじめ医療・福祉関係者なども集い、地域に開か

れた場、地域住民の生活を支える場として運営されている。 

“地域の人のために”という家主等の思いや不安に寄りそい支えていくことが「社会的

不動産事業」のコンセプトであり、従来の不動産事業とは一線を画す取組といえる。生活

に困窮する人を支援する社会福祉法人や NPO 法人の多くは、空き家活用に関するノウハウ

も少なく、また取り組める範囲にも限界があることから、家主や不動産事業者が主体とな

る「社会的不動産事業」が求められている。 

 

 

 

 

 

  

借
上

借
上

サ
ロ
ン

認知症対応シェアハウスへ改装
（３名独居困難 入居・仲介）

空き家を借上
１Ｆ地域サロン開放
（２Ｆ：２名入居）

借
上

二世帯住宅
（認知症高齢者を抱えた世帯）

借上契約
（サブリース）

３０名
ユニット
（収益モデル）

認知症になっても、馴染みの地域で、最期まで

借
上

認知症高齢者が
セカンドハウスとして
住み替え

支援付きアパートへ改装
（３戸独居 生活支援の担い手）

自動車が来ない
路地

借
上

借
上

借
上

借
上

借
上

図表 2-8 社会的不動産事業（イメージ図） 



12 

 

 

 

 

社会的不動産事業の例（支援付きアパートとサロンの活用） 

 

〇家主さんからの相談～運営委員会による地域に開かれたサロン運営 

・ＹさんはＳ区内で自宅 2 階をアパートとして経営しながら、長年にわたり地域の方が集まっ

て食事をするサロンを開催してきた。高齢になったこともあり、アパート管理とサロン継続

についてＴＶで見たふるさとの会に相談。Ｙさんと㈱ふるさと、地域の関係者も交えながら

サロン運営について協議がなされ、Ｙさんの思いを実現すべくサロン運営委員会が設立され

た。 

・運営委員会による協議を経て、サロンは、これまでのような「出逢い」「イベント」「居場所」

等の機能を中心とする“地域リビング”的な機能を持つカフェとしてオープンすることとな

った。サロン開催日には、地域住民や医療・介護等の専門職などさまざまな人が参加し、地

域に開かれた場として機能している。 

・㈱ふるさとでは、毎週開催されるサロン（カフェ）に社員を派遣し、サロンの管理運営支援

を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

時間 ： 1２：００～１４：００ぐらいまで
曜日 ： 毎週 水曜日

お気軽にどうぞ
おいしいお料理をたべた後、催し物も♬

ふるさとの会 管理運営

Yさん
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〇支援付きアパートとサロン利用による入居者の安心生活の確保 

・もうひとつの相談内容であるアパート管理については、㈱ふるさとが展開している「支援付

きアパート」として活用することとなった。これは、不動産事業者である㈱ふるさとが家主

のＹさんと一般管理契約もしくは物件借上げ（サブリース）契約を結び、高齢や疾病、連帯

保証人や緊急連絡先がいない等の理由により住まい確保が困難な方の入居を支援する取組

である。 

・㈱ふるさとの管理業務には、騒音や迷惑行為など入居者の様々なトラブルへの対応も含まれ

る。 

・入居者は、毎週開催されるサロンに参加して地域住民と交流したり、㈱ふるさとの社員に困

りごとを相談することも可能であり、必要に応じて医療・福祉・介護等の専門職が関与でき

る仕組みが整っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇困りごとを気軽に相談できるサロン 

・サロンに参加する人々からは、介護や住まいに関する相談も寄せられる。こうした相談事に

対しては、Ｙさんが介護事業者に橋渡しをしたり、㈱ふるさとの担当者が相談を受けること

もある。 

・また、サロンは定まった時間・場所に通う介護保険サービス（通所介護）を好まない人にと

っての日中の居場所としても機能している。 

 

〇家主の困りごとに寄りそう支援 

・サロンが開催されている Y さんの自宅の近所には、玄関先にごみが溜められているアパート

があった。㈱ふるさとでは、当該アパートの家主に相談の上空室の仲介と管理委託を行うこ

ととなった。宅建不動産事業者として困りごとを抱える家主に寄りそい、管理業務としての

側面からも入居者支援に取り組んでいる。 

  

特徴：

・管理は㈱ふるさとなので、大家さんとのトラブルはありません。

・様々なトラブルに、㈱ふるさとの職員が駆けつけて対応していきます。

・１階の介護事業所、こめこめ庵（サロン）も㈱ふるさとと連携して、
アパート住人の安心生活を応援します。

当該支援付きアパートは㈱ふるさとが
居住支援の一環として管理する

連帯保証人不要のアパートです（年齢や
疾病を問いません）

住所：

家賃： 5 3 , 7 0 0円

共益費：月々 1 , 0 0 0円

契約形態：賃貸借契約
（借地借家法に基づく）

平面図： A号室

敷・礼：家賃 2ヶ月分・ 1カ月分

お問い合わせは

㈱ふるさと
担当：鈴木まで
携帯

つくしハイツ支援付きアパート 
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（２）住まい確保に向けた事業スキーム 

 

ふるさとの会では、生活に困窮する利用者を対象に住まいの確保と生活支援、互助づく

りの活動に取り組んでおり、住まいの確保（提供）方法は、対象者の状態に応じて大きく

３類型に分けられる。 

単身生活が可能な利用者の中でも、高齢等のため身体機能や生活機能が低下して何らか

の支援を要する人は「支援付きアパート」を利用し、定期訪問や地域サロン利用による支

援が提供されている。 

また、単身生活には不安がある利用者に対しては、戸建てを活用した「互助ハウス」（認

知症対応型シェアハウス等）に入居し、毎日の食事等生活支援と地域サロンの利用が可能

な“寄りそい地域事業”をトライアルで行ったⅲ。 

一方で、日常的な生活介助が必要など単身生活の困難な方は共同居住形態の「自立援助

ホーム」に入居してもらい、常勤職員による 24 時間対応の生活支援と介護や医療などの外

部サービス利用によって生活と健康の維持を図っている。ふるさとの会では、これを“共

同居住”とも呼称している。 

以下では、「支援付きアパート」及び「互助ハウス（認知症対応シェアハウス等）」を対

象とした住まいの確保と生活支援の取組を中心に整理を行った。（以下、これらの取組を総

称して「社会的不動産事業」という。） 

 

 
利用者の状態 住まいの確保 生活支援 

社

会

的

不

動

産

事

業 

単身生活が可能

な方 

「支援付きアパート」** 

（高齢者向け仕様に改

修したアパート） 

・定期の巡回訪問による安否確認、相談支援 

・地域サロン利用による日中の居場所や各種イベ

ント等参加による地域住民等との交流・互助づ

くりへの支援 

単身生活では不

安がある方 

「互助ハウス」** 

（戸建て空き家等活用

による認知症対応型シ

ェアハウス等）。これに

「地域サロン」の展開を

組み合わせたものが“寄

りそい地域事業”。 

・毎日の巡回訪問による安否確認、相談支援 

・食事の提供、24 時間対応の生活支援 

・地域サロン利用による日中の居場所や各種イベ

ント等参加による地域住民等との交流・互助づ

くりへの支援 

Ｎ

Ｐ

Ｏ

事

業 

単身生活が困難

な方 

「自立援助ホーム」**等 

（独立した居室と食堂、

共同便所、浴室等の共用

空間から構成される形

式）。ふるさとの会では

“共同居住”とも呼称。 

・共同生活の中で常勤職員による各種生活支援を

提供 

・一人ひとりに合った医療・介護サービス等の調

整 

※24 時間職員配置のためには概ね 15 室以上の居

室が必要 
※社会的不動産事業は、㈱ふるさとが主体となって実施する事業であり、NPO 事業はふるさとの会が実施

する事業である。 

※※これらの名称は法的根拠等のある制度名称ではなく、ふるさとの会の活動を通じて呼称しているもの

である。 

 

ⅲ 立ち上げ当初は本報告書のスキームに沿って実施したが、住宅扶助の認定の制約等により、平成 28 年 9

月からは３食提供と 24 時間対応の生活支援は行っていない。今後の互助ハウスにおける生活支援の在り方

については、「認知症対応型」とするか否かを含め、事業モデルを再構築する必要がある。 
  

図表 2-9 住まい確保の事業スキーム（ふるさとの会） 
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１）支援付きアパート 

〇老朽化したアパート等を活用した物件の確保 

物件は、空室のある老朽化したアパートや戸建て空き家等を耐震補強のうえ高齢者等向

け仕様にリフォームし、「支援付きアパート」として改装する。（改装費用は家主負担） 

不動産事業者（㈱ふるさと）が家主から借上げる（サブリース契約）とともに、営業、

管理運営、生活トラブル（残置物処理、騒音クレーム等）対応を一括で引き受ける※。借

上げはアパート一棟単位でも、一室単位でも可能である。 

保証人がいない（保証会社の審査が通らない）場合であっても入居時に制限が掛かるこ

とはない。 

※ここでは、サブリース契約を活用したスキームについて述べてある。これは、アパートの賃貸借と次に述べ

る生活支援が一体的に行われる必要があることから、それを担保するためのスキームとして考えているもの

である。サブリースの方式でなくとも、両者が一体的に行われるのであれば、ここで示した事業スキームは

実施可能であると思われる。平成 29 年度には、国が居住支援のための様々な新制度を発足させることとし

ている。こうした制度の活用等により、事業者の事業実施スキームの選択肢が増えていくことが期待される。

（国の新制度の概要については、補論を参照のこと。） 

 

〇既存の地域サロンの活用による生活支援の提供 

入居者は、生活支援事業者（ふるさとの会）が運営する地域サロンの会員となり、各種

イベント等の際や日中の居場所としてサロンを利用できるほか、定期的に生活支援事業者

の訪問を受けることができる。 

入居者は、地域サロン利用時や職員の定期訪問時に困りごと等を相談したり、職員の気

づき等により、必要な医療や介護サービス、就労等の社会資源につながることが可能であ

り、生活支援事業者によって入居者の健康や生活を守るための支援が行われる。 

地域サロンは一定エリア内（中学校区程度）での展開を想定する。日中の居場所として

の機能とともに、食事の提供、各種相談、イベント等の開催により利用者や近隣住民等が

定期的に集う地域の交流スペースとして展開する。 

なお、地域サロンで状況確認ができない利用者に対しては、定期的な訪問により話を聞

いて不安や思いを受け止め健康状態や生活状況を確認したり、医療や介護サービス事業者

等と連携して情報共有を行いながら、本人に寄りそう支援を提供する。 

生活支援事業者は不動産事業者から委託を受けることによって、これらのコストを賄う。 

 

 

 

 

 

 

  

図表 2-10 「支援付きアパート」を活用した 

居住支援・生活支援と互助づくり 
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≪入居者の確保≫ 

図表 2-11 「支援付きアパート」活用による居住・生活支援のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相談員派遣 

互助づくり支援 

地域サロン 

支援依頼 

生活保護 

不動産事業者 
生活支援事業者 

生活困窮、住まい確保

が困難な高齢者等 

営業活動 

自治体等 

入居者 不動産事業者 

必要に応じて 
医療や介護など 

専門的支援の提供 

生活支援事業者 

会員登録・参加 

≪入居・保証契約≫ 
支援付きアパート入居 

入居 

管理運営 

生活トラブル対応 

定期的 

な訪問 

家主等 
高齢者等向け仕様

アパートへ改装 

（改装費用は家主負担） 

（戸建て空き家等） 

医療・福祉機関等 

≪生活支援業務委託≫ 

≪サロン運営委託≫ 

（不動産事業者が自ら担う

スキームもある） 

専門機関と連携 

「支援付きアパート」 

≪サブリース契約≫ 
営業、管理運営、生活トラブル

対応を一括引き受け 
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２）互助ハウス（認知症対応型シェアハウス） 

〇戸建て空き家等の活用による物件確保※ 

物件は、空き家となった戸建て住宅等を活用し、高齢者向け仕様の個室（３ＬＤＫ：３

名定員）と共有スペースからなる「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス等）」として改

装する。（改装費用は家主負担） 

不動産事業者（㈱ふるさと）が家主から借上げ（サブリース契約）、営業、管理運営（清

掃や生活支援など）、各種生活トラブル（残置物処理、騒音クレーム等）対応を一括で引き

受ける※※。 

※「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス等）」が法律上の寄宿舎や社会福祉施設として見做される場合に

は、用途変更となり建築基準法や消防法、自治体の条例等による規制との関係整理が必要となる。 

※※ここでも支援付きアパートと同様に、サブリースを活用したスキームについて述べてある。戸建て空き家

等を活用し、共有スペースがあることから、サブリース方式が現実的であると思われるが、他のスキーム

でも賃貸借と生活支援が一体的に行われる必要がある。 

〇地域サロンの展開と生活支援の提供 

入居者に必要となる各種生活支援は、生活支援事業者（ふるさとの会）へ委託する。生

活支援事業者が提供する主な支援メニューは「食事提供」や「24 時間対応型生活支援」で

あり、必要に応じて医療や介護サービス等が利用できる環境づくりを行う。 

ただし、食事の提供と 24 時間対応型生活支援を提供するためには、エリア内で概ね 30

人程度の利用者を想定する必要がある。 

地域に近隣住民が集える「地域サロン」を開設し、相談支援や関係づくりを行い、「互

助ハウス（認知症対応型シェアハウス等）」や「支援付きアパート」の入居者を含む住民同

士の互助づくりを支援する取組を行う。なお、サロン開設は不動産事業者が行い、運営は

生活支援事業者に委託する。 

地域サロンは一定エリア内（中学校区程度）での展開を想定する。日中の居場所として

の機能とともに、食事の提供、各種相談、イベント等の開催により利用者や近隣住民等が

定期的に集う地域の交流スペースとして展開する。 

なお、地域サロンで状況確認ができない利用者に対しては、定期的な訪問により話を聞

いて不安や思いを受け止め健康状態や生活状況を確認したり、医療や介護サービス事業者

等と連携して情報共有を行いながら、本人に寄りそう支援を提供する。 

 

 

 

 

 

     

図表 2-12 「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス等）」を活用した 

居住支援・生活支援と互助づくり 
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≪入居者の確保≫ 

図表 2-13 「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス等）」活用による居住・生活支援のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域サロン 

入居者 
不動産事業者 

生活支援事業者 

≪入居・生活支援契約≫ 

互助ハウス入居 

24 時間対応生活支援 

食事、24 時間対応 

生活支援の提供 

相談員派遣 

互助づくり支援 

寄りそい地域拠点 
サロン開設 

入居 

支援依頼 

生活保護 

管理運営 

生活トラブル対応 

不動産事業者 
生活支援事業者 

生活困窮、住まい確保

が困難な高齢者等 

※24 時間対応生活支援は、１つのエリア内で 30 人の利用者を想定 

家主等 
「互助ハウス（認知症対応

型シェアハウス等）」へ改装 

（改装費用は家主負担） 

（戸建て空き家等） 

（３ＬＤＫ：３名定員） 

営業活動 

自治体等 

医療・福祉機関等 

専門機関と連携 

医療や介護など 

専門的支援の提供 

≪互助ハウス 

サブリース契約≫ 
営業、管理運営、生活トラブル

対応を一括引き受け 

≪生活支援業務委託≫ 

≪サロン運営委託≫ 

会員登録・参加 
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３）自立援助ホーム（共同居住） 

 ふるさとの会では 1999 年にケア付きの宿泊所である「ふるさと千束館」（第二種社会福

祉事業の無料低額宿泊所）を開設した。2005 年からは社会的入院患者等が社会復帰するた

めの「自立援助ホーム（共同居住）」（法的位置づけはないが、東京都生活保護運用事例集

に記載された施設）を運営してきた。現在はケア付きの宿泊所と「自立援助ホーム（共同

居住）」（以下「ケア付き宿泊所等」）合わせて 12 箇所、総定員 290 名、都市型軽費老人ホ

ームと就労支援ホームを入れて 20 カ所、総定員 388 名の共同居住を運営している。 

（入所者像） 

ケア付き宿泊所等の入居者は、単身の生活困窮者で、さまざまな「生きづらさ」を抱え

ている。大部分が病気や障害によって、心身の機能に何らかの障害を抱えており、単身、

困窮、高齢要介護に加え、精神障害、認知症、がんなど「四重苦」を抱える人も８５名い

る。 

このような利用者は、単身では安定した生活が営むことが困難である。地域で孤立し、

トラブルを抱えることも多く、ほとんどが家族の援助を受けられない。施設に入っても「問

題行動」を起こし、退所を余儀なくされた方、病院に入院していて帰住先が無かった方、

刑務所など刑事施設の退所者も多い。最近では認知症の高齢者、引きこもり、児童虐待の

被害者などが増えており、この傾向は今後も続いていくと考えられる。 

（物件の確保） 

生活支援事業者（ふるさとの会）が一定規模以上の居室が確保可能な物件を借上げ、住

まいや生活に困窮している高齢者等に共同居住の場を提供する。 

なお、支援制度がない現状において 24 時間体制で職員を配置するためには、概ね 15 室

以上の居室が必要となる。 

（生活支援の提供と互助づくりの支援） 

生活支援事業者は、共同居住利用者に対して常勤職員による包括的な生活支援を提供す

るとともに、一人ひとりに合った医療・介護サービス等の調整を行う。 

共同生活の中では利用者同士あるいは利用者と地域住民等が互いを尊重しながら生活

を送ることが求められる。共同生活において何らかの生活トラブルが発生した場合、一般

的にはトラブルの当事者が排除されがちになるが、関係者が互いの生きづらさを理解しあ

うことにより、排除ではなく互助（共生）へと意識が転換することが重要となる。 

また、共同生活におけるルールづくりや役割分担の際においても、利用者それぞれの思

いを受け止め、関係者すべてが「自立援助ホーム（共同居住）」の一員であることを意識し

てもらうことも重要である。これらは利用者一人ひとりが生活づくりの主体となるための

支援であり、誰かに支えられながら自らも誰かを支えていく「支え合い」の関係づくりに

向けた支援を展開することが求められる。 

これらの生活支援に関する経験とノウハウは、「支援付きアパート」や「互助ハウス（認

知症対応型シェアハウス等）」において求められる生活支援と本質的には同じである。 
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図表 2-14 「自立援助ホーム（共同居住）」の例 
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３．取組事例の紹介 

 

ふるさとの会は2002年に墨田区において最初のケア付き宿泊所「ふるさとせせらぎ館」

を開設した（現在は寄りそい型宿泊所に転換）。その後、2005 年に「地域生活支援センタ

ーすみだ」を開設。現在は単身 441 名（「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス等）」と

「支援付きアパート」の 10 名を含む）、共同居住（9 事業所）132 名、総計 573 名を墨田

区の事業所で支援している。 

図表 2-15 は、ふるさとの会の墨田における事業所及び支援対象者の分布、図表 2-16 は

利用者全体の状態像、図表 2-17 は独居と共同居住の利用者増の違いを比較するための資

料である。 

図表 2-17 の独居利用者の状態像を見ると、65 歳以上の高齢者の割合は 60％を超えてお

り、３障害、認知症、がん、要介護のいずれかに該当する利用者は 5％を超える。このよ

うな独居の支援対象者の高齢化、重度化を背景に、㈱ふるさとでは社会的不動産事業の展

開を検討していった。 

本節では「住まいの確保と互助の醸成を促す仕組み」の取組事例として、平成 27 年に

㈱ふるさとが立ち上げた「支援付きアパート」、「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス

等）」、「地域サロン」を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図表 2-15 墨田区内のふるさとの会事業所及び支援対象者の分布 
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図表 2-17 墨田区内のふるさとの会利用者全体の状態像 

（単身生活者と共同居住の利用者像の比較） 

図表 2-16 墨田区内のふるさとの会利用者全体の状態像 

人数 割合 人数 割合 人数 割合
３０代以下 27 4.7% 取　得 36 6.3% 取　得 38 6.6%
４０代 55 9.6% 疑い含む 39 6.8% 疑い含む 112 19.5%

５０代 92 16.1% １級 6 1.0% １級 2 0.3%
６０代 203 35.4% ２級 8 1.4% ２級 29 5.1%
７０代以上 196 34.2% ３級 7 1.2% ３級 7 1.2%

４級 9 1.6% 申請中 4 0.7%
６０歳以上 399 69.6% ５級 3 0.5% 疑い 70 12.2%
平均年齢 63.7 歳 ６級 3 0.5%

７級 0 0.0% 人数 割合
申請中 0 0.0% 取　得 76 13.3%
疑い 3 0.5% 疑い含む 150 26.2%

人数 割合
取　得 7 1.2%

疑い含む 19 3.3%

１度 0 0.0%
２度 0 0.0%
３度 1 0.2%
４度 6 1.0%

申請中 1 0.2%
疑い 11 1.9%

人数 割合 人数 割合 人数 割合 割合
要支援１ 5 0.9% あり 93 16.2% 診断あり 14 2.4% 3.6%
要支援２ 6 1.0% 疑い 23 4.0% 17.9%

要介護１ 19 3.3% 合計 37 6.5% 32.1%

要介護２ 24 4.2% 32.1%
要介護３ 17 3.0% 14.3%

要介護４ 4 0.7% 100.0%

要介護５ 7 1.2%
申請中 2 0.3%

合計 84 14.7%

人数 割合
区分１ 1 0.2%
区分２ 7 1.2% 人数 割合
区分３ 3 0.5% 該当 105 18.3%
区分４ 0 0.0%
区分５ 1 0.2%
区分６ 0 0.0% 人数 割合
申請中 0 0.0% あり 13 2.3%

合計 12 0.0%

2016年11月

●身体障害

●知的障害

●精神障害

●三障害

ＮＰＯふるさとの会 墨田SC（ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ）利用者像 573 名

【年齢】 【障害】

【介護】 【認知症】
●介護保険

●自立支援法

●年齢別
人数

３０代以下 1

【ふるさとの会雇用】
●いずれかの利用

４０代 5

５０代 9
６０代 9

【がん】

７０代以上 4

【障害・要介護・認知症】

合計 28

●いずれか

３０代以下

5%

４０代

10%

５０代

16%

６０代

35%

７０代以上

34%

39

19

112

0

20

40

60

80

100

120

身体 知的 精神

あり

16%

なし

84%

介護制度いずれかの利用

診断あり

2%

疑い

4%

なし

94%
３０代以下

4%

４０代

18%

５０代

32%

６０代

32%

７０代以上

14%

人
2016年11月 現在

全体 独居 共居

30代以下 27 30代以下 16 30代以下 11
４０代 55 ４０代 41 ４０代 14
５０代 92 ５０代 65 ５０代 27
６０代 203 ６０代 168 ６０代 35
７０代以上 196 ７０代以上 151 ７０代以上 45

331人 57.8% 268人 60.8% 63人 47.7%

身体障害 39 身体障害 26 身体障害 13

知的障害 19 知的障害 12 知的障害 7

精神障害 112 精神障害 84 精神障害 28

認知症 37 認知症 17 認知症 20

がん 13 がん 13 がん 0

HIV 1 HIV 1 HIV 0

要介護 84 要介護 37 要介護 47

延べ 305 人 延べ 190 人 延べ 115 人

※「四重苦」とは、要介護高齢（65歳以上）でかつ精神障害、知的障害、認知症、がんのいずれかを抱えている状態を指します。
　　平成23年10月までの統計では、高齢（60歳以上）で、要介護、精神障害、知的障害、認知症、がんのいずれかを抱える状態としていました。

３障害・認知症・がん

65歳以上

32墨田SCの支援対象者 四重苦※を抱える人

573 441 132
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（１）支援付きアパート 

 

 「支援付きアパート」は、家主によって高齢者向け仕様に改装された賃貸物件である。

㈱ふるさとによるサブリース契約のため、家主からの苦情もなく、生活トラブルにも対応

していることや入居制限がないこと等が特徴である。 

 現在、㈱ふるさとでは墨田区内に 2 か所の「支援付きアパート」を運営しており（O ハ

イツ、F ハイツ）、７人が生活している。 

 

１）Ｏハウス 

（取組経緯） 

家主から、借地上の持ち家を売却できないか、何とか活用したいと相談が寄せられてい

た地元の不動産事業者より、㈱ふるさとに相談がよせられた（当該不動産事業者は、家賃

債務保証や他施設での関わり等でふるさとの会の取組を知っていた）。 

㈱ふるさとでは、隣接区等で先行的に取り組んでいた「支援付きアパート」（㈱ふるさ

とによるサブリース契約）を提案し、当該不動産事業者と事業実施で合意に至った。 

当該不動産事業者は、家主と地主と交渉して建物と借地権を買い取り（オーナーチェン

ジ）、高齢者向け仕様にアパートを改装して㈱ふるさととのサブリース契約となった。 

なお、改装費用は新たに家主になった不動産事業者が借り入れで賄っている。 

（サブリース契約による経営リスク） 

一般的にサブリース契約では空室リスクが伴うが、このケースでは隣接区での先行取組

ではすぐに満室になったこと（自治体が簡易宿泊所からアパートへの転宅支援を実施して

いたため）や、墨田区でも同様のニーズがあると考えて自治体との情報共有等を行ってい

たこと、途中から他施設からの転宅ニーズも出てきたため、サブリース契約による経営リ

スクは低い状況であった。 

（トラブル対応） 

アパート経営のリスクとしては、入居者の生活トラブルもある。実際に、隣接区での先

行取組では簡易宿泊所から入ってきた人や精神疾患の人等が利用しており、最初は対応に

も苦慮する事態も多かったが、次第に落ち着いて問題も起きなくなった。 

入居者は、24 時間支援が必要な人ではなく、単に入居制限にあって住まいに困っている

単身生活が可能な人であり、生活が落ち着いてくれば定期的な訪問活動で対応可能となる。 

 

２）Ｆハイツ 

O ハイツと同一区画内（元々の地主は同一）にあり、建物も地主が保有していた F ハイ

ツについて、地主から O ハイツと同じようにしてほしいとの依頼が寄せられた。 

O ハイツの土地・建物を購入した地場の不動産事業者が、地主から F ハイツの土地・建

物を購入して高齢者仕様に改装を行い、㈱ふるさととのサブリース契約を結んだ。 
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図表 2-18 「支援付きアパート」の例 

骨組みまで戻して「フルリフォーム」 耐震性能を向上させた筋交等

耐震、バリアフリー改装補助金活用で
投資利回りさらにアップ！

Ｏハイツ

Oハイツは生活支援付き、
連帯保証人不要のアパートです

（年齢や疾病を問いません）

お問い合わせは
株式会社ふるさと
〒 1 1 1 - 0031
東京都台東区竜泉３－４４－５
第二岩本ビル１階
ＴＥＬ： 03－580 8 - 5 205
担当：鈴木まで
携帯

木造２階建 全４戸
1 0 1－ 1 7㎡、 1 0 2－ 1 8㎡
2 0 1－ 1 5㎡、 2 0 2－ 1 6㎡
洋間６畳１ＤＫ
全室：
エアコン
インターフォン
ユニットバス
フローリング
洗濯機置き場
レンジフード付きキッチン
地デジ対応

契約形態：一般賃貸借契約
(借地借家法に基づく）

家賃： 5 3 , 7 0 0円～6 9 , 8 0 0円
住所：

敷・礼：家賃 2ヶ月分・ 1カ月分
共益費：月々 2 , 0 0 0円

交通：京成押上線 八広駅

平面図：

※２０１５年５月全居室
フルリフォーム済み。

１０２号室

特徴：
・株式会社ふるさとが管理運営。
大家さんとのトラブルはありま
せん。

・キラキラ橘商店街のサロンを
いつでもご利用いただけます。

・緊急時やトラブルには、サロ
ンのスタッフが駆けつけて対応
します（サロンの運営はNPO法
人ふるさとの会に委託）。

支援付きアパート【墨田】

工事風景
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（２）互助ハウス 

 

「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス等）」は、単身生活に不安のある方が共同で

住まう（シェアハウス）形態であり、㈱ふるさとやふるさとの会による支援を受けながら、

入居者同士の助け合いによる生活が営まれている。 

現在、墨田区内で稼働している「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス等）」は 1 か

所（入居者 3 名）であるが、この他にも互助ハウスとして活用可能な物件が複数あり、活

用に向けた検討が進められている段階である。 

 

１）Ｋハウス 

㈱ふるさとが、家賃債務保証で付き合いのあった地場の家主（投資家でもある）に対し

て一定の条件に見合う物件探しを依頼していたところ、金融機関から寄せられる資金回収

困難物件の買い取り依頼の中に条件に見合う物件があり、当該家主による物件購入に至っ

た。また、当該家主は金融機関から借り入れをして物件の改装を行い、㈱ふるさととサブ

リース契約を結び、「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス等）」としての活用が始まっ

た。 

 

２）Ｈハウス 

市場に出ている物件を㈱ふるさとが見つけ、賃貸契約を締結。当該物件については改装

の必要がなかった。 

 

 

※社会的不動産事業の物件確保について 

「支援付きアパート」や「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス等）」の物件確保に

際しては、賃貸経営を生業としているプロの家主や不動産事業者を介したことによって事

業が進展したものである。地場の事業者として活動してきた家主や不動産事業者には一定

の信用力があるため、金融機関からの改装資金融資も受けやすいことも考慮しておく必要

がある。 

賃貸経営をしていない一般の家主の場合には資金確保力や返済リスクなどの課題もあ

るため、「社会的不動産事業」への参入を促すには家主が抱える課題や不安に寄りそう主体

やサブリースのリスクを緩和する仕組みが必要である。今後は増加が予想される市場に出

ていない空き家物件の活用方法がより大きな課題となる。 

 

※入居者の確保について 

「社会的不動産事業」は、㈱ふるさとによるサブリース契約が前提であり、入居者の確

保見込みがなければ空室リスクを解消することはできない。㈱ふるさとでは、空室リスク

解消のため自治体との連携によって入居者確保を行っている。 

自治体や関係機関に対して、住まい確保が困難な人からの相談等が寄せられた際に「社

会的不動産事業」につながるための関係づくりは必須といえよう。 
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図表 2-19 「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス等）」の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１階改装）
（入口・階段）

改修前バスルーム 改修後バスルーム 改修写真他（トイレ・２階）
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（３）地域サロン 

 

「えんがわサロン京島」は寄りそい地域事業における総合相談、生活支援の拠点として、

平成 27 年 7 月に開所。開設後は日常生活の困りごとの相談を受け付けるとともに、気軽

に立ち寄れる憩いの場として、定期的に食事会や商店街と一緒にイベントを行っている。 

（物件の選定・確保） 

 「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス等）」の近隣で人通りの多い商店街の中に、市

場に出ていた賃貸物件から活用可能な空き店舗を見つけた。サロンでは大きな改装は必要

なく、高齢者が過ごしやすい仕様に内装の改修を行ったのみである。 

（ネットワークの構築） 

 物件確定後、商店街役員に挨拶に行き、他の商店主やまちづくり団体を紹介してもらい

ネットワークを広げながらサロン開所式を実施。式には商店街や区役所などから関係者が

参加し、どのようなサロンを行いたいか説明を行い地域との連携強化を図った。 

 

図表 2-20 「地域サロン」の例 
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（４）今後の展開の可能性 

 

「福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議」最終報

告（2016 年 3 月）では、全ての都民が、経験や能力を活かして居場所と役割を持ち、地域

で支え、支えられながら、自らが望む住まい方、 暮らし方、生き方を様々な選択肢の中か

ら主体的に選び、安心して共に暮らし続けることができる東京の実現を目指して、８つの

論点と課題解決の方向性を示している。その第一には「高齢期の住まいの確保と住まい方

の支援」が掲げられ、空き家活用による住まいの確保と入居後の生活支援の必要性が謳わ

れた。 

 

８つの論点と課題解決の方向性  

① 高齢期の住まいの確保と住まい方の支援  

・空き家は地域における有効な資源であり、高齢者の住まいや医療・福祉拠点等を整備す

るために積極的に活用すべき。 

・低所得高齢者等に対し、住まいの確保への支援に加え、入居後の見守りやトラブル対応

などの生活上の支援も提供し、地域での暮らしを支える取組が必要。 

「福祉先進都市・東京の実現に向けた地域包括ケアシステムの在り方検討会議」最終報告概要版（2016

年 3 月、東京都福祉保健局） 

 

 本報告では墨田区における取組事例を取り上げたが、このような生活支援を前提とした

住まい確保のニーズは都心部のみでなく郊外でも同様にあると考えられる。 

 このような取組を他地域で展開するに当たっては、地域ごとに、地域包括ケアシステム

の機能や生活困窮者の状況、支援制度の活用状況等も異なっていることを踏まえ、自治体

や地域の住民・関係機関等との連携のもとで地域ごとに取組手法を検討する必要がある。 
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参考 事業展開に向けた手順例 

 住まいに困窮し生活支援が必要な方に対する居住支援を展開するに当たっては、事業展

開予定地域の情報を様々な関係者から収集し、地域ニーズに即した物件の確保と事業展開

のためのプランニングや関係者との調整作業が重要となる。以下は、㈱ふるさとやふるさ

との会の取組から、考えられる事業展開手順の例について概要を整理したものである。 

 物件確保に当たっては、地元不動産事業者や行政関係者等からの情報収集のみでなく、

実際に現地調査によって空き物件マップの作成・可視化を行うことにより事業展開の具体

性が増すこととなる。 

 また、自治体をはじめ家主や地元不動産事業者など住まいに関連する関係者との情報共

有とともに、医療・福祉関係者や住民活動を行う各種団体等との協力も不可欠であること

から、様々な関係者とのネットワークづくりにも積極的に取り組む必要がある。 

図表 2-21 事業展開に向けた手順例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ステップ１：エリア選定 

 地域概況の整理、行政等のニーズを踏まえ高齢者の多いエリアを選定 

ステップ２：悉皆調査の実施 

 空き家等の情報を収集しマップを作成 

ステップ３：物件選出（３０人分＋α） 

 マップとカルテを元に法的規制を確認しながら候補物件を選定 

ステップ４：登記（債務）・権利・家主情報・近隣情報の収集 

 地域の情報と登記からの情報を基礎に情報を収集 

ステップ５：事業計画の策定 

①制度施策（自治体との合意、利用の相談・紹介（リファー）） 

制度施策、商品、ビジネスモデルの確認を行う 

②地域の調整と営業（サロンの設置）  

営業と寄りそい支援の拠点であるサロンを設置。地場のネットワークと福祉ネッ

トワークを繋げながら地域からの了解を得る。 

 

 

③物件確保（家主交渉） 

地場の不動産ネットワーク、金融機関、専門情報より情報を得て物件を入手する。 

④収支シミュレーション、資金調達 

それぞれの物件とオーナーに応じた事業計画、投資計画を提案 

⑤契約・仕様書・法的基準 

法的基準と、契約書、契約に至るまでのプロセス。法的リスクを予測し、専門家

に相談した上で契約 

【地場ネット】 
不動産屋、投資家、地銀、地場企業 

商店街、町会、配食（給食）事業者 

【福祉ネット】 

行政、地域包括、社協、民生委員 
介護事業所、地場ＮＰＯ、医療、看護 
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なお、地域特性に応じた需要については、図表 2-16 で示した利用者像や社会的不動産

事業の取組事例から推察されるが、自治体単位で地域情報を以下に整理した。 

 

①エリア別人口、高齢者数 

墨田区介護保険事業計画によれば、区内の日常生活圏域の中でも北部や東部エリアの高

齢化率が高くなっている。 

 

図表 2-22 墨田区内地域包括支援センター圏域（日常生活圏域）別の高齢者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「墨田区高齢者福祉総合計画 第６期介護保険事業計画」（平成 27 年 3 月、墨田区） 

  

人口総数 44,837人

65歳以上人口 7,087人

高齢化率 15.8%

みどり

人口総数 38,705人

65歳以上人口 7,560人

高齢化率 19.5%

同愛

人口総数 33,551人

65歳以上人口 6,615人

高齢化率 19.7%

なりひら

人口総数 24,562人

65歳以上人口 5,866人

高齢化率 23.9%

こうめ 

人口総数 32,685人

65歳以上人口 8,557人

高齢化率 26.2%

むこうじま

人口総数 28,340人

65歳以上人口 8,076人

高齢化率 28.5%

うめわか 

人口総数 31,063人

65歳以上人口 8,302人

高齢化率 26.7%

たちばな 

人口総数 23,845人

65歳以上人口 6,244人

高齢化率 26.2%

はなみずき 
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②住まいの状況（平成 25 年度住宅・土地統計調査より） 

 

墨田区内の住宅戸数は約 14 万戸（平成 25 年）あるが、うち 11.1%に該当する 15,570

戸が空き家となっている。 

空き家の用途は「賃貸用の住宅」が約 1 万戸あり、そのほとんどが「共同住宅」であり

「一戸建」の空き家はわずかしかない。取組事例として紹介した H ハウスはこれに該当す

る。一方、「その他の住宅」は 4,160 戸あり、62.7％が「一戸建」である。O ハイツ、F ハ

イツ、K ハウスなどはこれに該当する。 

図表 2-23 空き家数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-24 用途・建て方・構造別空き家数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-25 賃貸用空き家の建て方と構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.2%

14.3%

17.5%

24.5%

15.9%

9.4%

6.1%

4.8%

12.9%

17.7%

18.1%

12.7%

23.0%

10.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

昭和45年以前

昭和46年～55年

昭和56年～平成2年

平成3年～12年

平成13年～17年

平成18年～22年

平成23年～25年9月

建築時期（持ち家、民間借家）

持ち家

民営借家

図表 2-26 建築時期（持ち家、民間借家） 

二次的
住宅

賃貸用
の住宅

売却用
の住宅

その他
の住宅

H15 111,280 98,390 12,880 1,960 10,830 480 6,010 790 3,550 100

H20 126,050 114,120 11,930 480 11,430 290 5,460 730 4,940 20

H25 140,210 124,060 16,150 520 15,570 430 10,320 650 4,160 70

年 総数
居住
世帯
あり

居住
世帯
なし

一時
現在者
のみ

空き家
総数

建築中

総　数 木　造 非木造 総　数 木　造 非木造

空　　き　　家　　総　　数 15,570 3,330 2,920 420 12,230 1,690 10,550

　　二　 次　 的　 住　 宅 430 250 200 50 180 - 180

　　賃　貸　用　の　住  宅 10,320 350 330 20 9,960 1,140 8,830

　　売　却　用　の　住  宅 650 120 100 20 530 - 530

　　そ　の　他　の　住  宅 4,160 2,610 2,280 330 1,550 550 1,000

　うち腐朽･破損なし 12,460 2,040 1,700 340 10,430 1,030 9,400

　　二　 次　 的　 住　 宅 360 170 150 30 180 - 180

　　賃　貸　用　の　住  宅 8,680 220 200 20 8,460 580 7,870

　　売　却　用　の　住  宅 540 120 100 20 410 - 410

　　そ　の　他　の　住  宅 2,890 1,520 1,250 270 1,370 440 930

総　数
一戸建 長屋建・共同住宅・その他

総　数 木　造 非木造

賃貸用の空き家数 10,320 1460 8830

　一戸建 350 330 20

　長屋建 90 50 30

　共同住宅 9,860 1,080 8,780

　その他 10 - -
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第３章 提供すべき生活支援のあり方 

１．社会的不動産事業における生活支援の基本的考え方 

 ふるさとの会では、地域生活支援事業（共同リビング）に登録している単身生活者に対

する生活支援として、定期訪問時に利用者の生活状況を確認しながら必要な支援の調整等

を行っている。しかし、「自立援助ホーム（共同居住）」等で暮らす利用者とは異なり、本

人との接触機会が限られ状況変化に気づきにくい、適切なタイミングで情報が入らないた

め急変時対応が遅れる等の課題を抱えている。この課題は、「支援付きアパート」で暮らす

居住者にも共通している。 

 このような課題に対応するためには、速やかな情報が入る仕組みを構築する必要がある。

簡便な手法として機器等を利用した「見守り」や「安否確認」の仕組みも普及している。

ただし、これらは一方的に対象者の生活状況変化の有無を察知する仕組みであり、利用者

本人の意向とは必ずしも合致したものではないと考えられる。 

 一般の家主や不動産事業者にとっては、単身高齢者等の孤独死リスクへの懸念が大きく、

「見守り」や「安否確認」の必要性が指摘されている。すでに多くの地域において様々な

機器やネットワークを利用した外部からの「見守り」や「安否確認」の取組が行われてい

るが、単に「見守り」や「安否確認」を行うだけでは対処療法に過ぎず、根本的な解決に

向けては、利用者を支える社会関係を再構築すること、利用者ができるだけ多くの人々に

支えられる仕組みづくりを進めることが必要である。 

 また、心身の状況は年齢を経るごとに変化していくため、その変化に対応し、居住の場

や支援内容を見直していくことも必要である。 

 

２．関係性の内容 

 社会関係が希薄化している利用者にとって、現在の生活の中での関わりを強めていくこ

とが必要である。 

 具体的には、利用者同士の互助関係であったり、それぞれの親族や友人等との関係性で

あったり、家主や不動産事業者、地域の商店、就労先事業所など地域の人々との関係性で

あったり、各種社会サービス等との関係性が考えられる。これらは一人ひとり異なるもの

の、生活支援事業者は利用者が誰とどのような関係性を有しているかを把握するとともに、

利用者を支えるより多くの関係性構築に向けた支援に取り組むことが必要である。 

 〇利用者相互の互助関係 
 〇親族、友人との関係 
 〇地域との関係 
  ・大家、不動産業者 
  ・行きつけの商店街等 
  ・就労している事業所 等 
 〇社会サービスとの関係 
  ・医療機関、介護保険の訪問・通所サービス事業者 
  ・行政機関 
  ・後見人、権利擁護機関 等   
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３．生活支援の目的と内容 

「自立援助ホーム（共同居住）」等も含めた取組の全体をみれば、ふるさとの会の支援

を利用している方々は、単身の生活困窮者でさまざまな「生きづらさ」を抱えている。多

くが病気や障害によって心身の機能に何らかの障害があり、単身、困窮、高齢要介護に加

えて精神障害や認知症、がんなどの「四重苦」を抱える人も少なくない。 

これらの方々は地域で孤立し、安定した生活を営むことが困難な状況にある場合が少な

くない。地域の中でトラブルを抱えることも多く、家族の援助も受けられない。住まいを

失っても既存制度の枠にはまらず、施設に入所できても「問題行動」で退所を余儀なくさ

れたり、病院退院後に帰住先がない、刑事施設退所後の行き場がないなど、社会からも福

祉からもなかなか受け止められることがなかった。 

生活支援の現場で問題となる行為は、暴力、過量服薬、自傷行為、110 番通報、頻回電

話、過食、排せつの失敗、意欲の欠如、物盗られ妄想、不眠・せん妄、徘徊等がある。こ

れらの「問題行動」は本人の困りごとを表現しており、支援を担う職員がそれを受け止め、

その人の見ている世界を一緒に見ることで、心身の機能障害が生活障害にならないような

支援を行う。それによって、既存制度にもつながり、地域生活の継続が可能になる。 

このような支援を行うためには、下記の内容を踏まえた生活支援に取り組む必要がある。 

 

図表 3-1 ふるさとの会の居住支援と生活支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ふるさとの会の居住支援と生活支援
生活と健康を守り、互助づくりを通して自立を支援

①「基本的信頼関係」の構築（支援の基盤）
・本人の生きづらさ、不安定さに寄りそい、ありのまま受け入れる ⇒“安心できる居場所”をつくる
・協働作業による小さな成功体験の積み重ね ⇒“生活しやすい環境にできる”という自信につなげる

住まいの確保
戸建て空き家等の活用と地域サロン運営による生活拠点づくり

生きづらさ、生活の不安定さを抱える困窮者等
（高齢要介護、障害、精神疾患・認知症、がん等の疾病）

「問題行動」等により、地域や家族から孤立、既存制度や福祉・医療から疎外

本人が望む生活、本人の意思決定を尊重する支援

②「生活介助」
・本人や周囲の安全確保、救急搬送、入院・通院への対応、投薬、
医薬品管理サポート、傾聴、徘徊への同行、クレーム対応、食
事管理、排泄ケア等。

④「ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ，ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ」
・本人の立場で一人ひとりに合ったサービスをコーディネートし、
サービス提供者と情報や支援方針の統一を図る。

・必要に応じて関係者に呼びかけてカンファレンスを開催。本人を
最もよく知るキーパーソンとして、調整の中心的役割を果たす。

一人ひとりが生活づくりの主体となるために、「支え合い」
を支える支援

③「生活の互助づくり」
・利用者同士の相互理解と共感により、互いに支え合う関係をつくる
⇒誰かに支えられている“安心感”と、誰かを支えている“誇り”

⑤「地域の互助づくり」
・サロンやイベントなど地域の中で役割を持って暮らす
⇒自らの役割を意識し、地域の中で認められる存在に

“安心感”と“自信”“誇り”が次のステップへの原動力に

生
活
支
援
の
内
容
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生きづらさ
生活の不安定さ

生活に困難を抱える
Ａさん

支援者
周囲の関係者

【基本的信頼をつくるために】

①問題行動の背景を考える
・自分の価値観は、一旦脇に置く
・本人の体験的世界の理解（支援者や周囲が考える時間）

②アセスメントと待つ時期
・本人が支援を了承するまでには時間が掛かる＝「待つ」時間
・本人が支援者をどう見ているか、行われた支援はどう体験されたか

③言葉の上乗せ
・本人の物語（体験的世界）に同調する
・物語からニーズを考えることで、相手の世界、真のニーズが見えてくる

④協働作業（自分と相手が同じテーマを共有する三項関係の構築）
・互いの認識や納得の確かめ合い
・表面的な問題行動の背景にある課題の発見
・解決のための役割分担

ありのまま受け入れる
否定しない

風景化するまで待つ

小さな成功体験の積み重ねが
「生活しやすい環境にできる」 “自信”と“安心感”に
⇒自立に向けた次のステップへの移行が可能になる

・ふるさとの会の生活支援では「基本的信頼」の構築
がすべての基礎

・例えば本人が支援者や周囲の人々と一緒にいること
（または場面）に安心できている状態など。

（１）基本的信頼関係の構築 

利用者の多くは、居場所を失い、“孤立”を体験してきており、生活支援においては利

用者と支援者間の「基本的信頼関係」を構築することを基礎に据える必要がある。 

利用者に何らかの問題行動があったとしても、支援者は利用者の気持ちを受け止め、安

心してもらうことが必要である。他者から承認されることで、そこが自分の居場所と感じ

ることができれば、混乱している精神も徐々に安定していくと考えられる。 

生活支援を行う職員は利用者をよく知り、利用者から信頼されるキーパーソンになるよ

う努めることが必要である。利用者本人に寄りそって話をよく聞き、成育歴や家族関係、

入居者相互の関係、医療・看護・介護等の関係を把握し、生活課題や達成目標を共有しな

がら協働作業につなげていくことが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）生活介助 

家族が行っている生活介助であり、具体的には、本人及び同居者の安全確保、救急搬送、

入院、通院への対応、投薬、医薬品の管理（サポート）、傾聴（頻回電話への対応等も）、

徘徊への同行、クレームへの対応、食事の管理、排せつのケア等である。 

 

（３）生活の互助づくり 

利用者一人ひとりの安心生活の場を確保するため、職員は利用者同士の相互理解と共感

をつくる支援を行うことが求められる。 

その際、職員個人で支えるのではなく、同じ生活空間を共有している人たちが互いに支

え合う関係になることを目指すことが必要である。例えば、生活の中でトラブルが生じた

ときはミーティングを呼びかけ、一人ひとりの課題を関係者全員の課題にしていく（問題

を起こす理由や起こさざるを得ない辛さを理解する）。参加者は、その人のために自分がで

きることを考えることで、自分も「支えられている」という安心と、他者を「支えている」

という誇りの芽生えにもつながる。 

利用者同士が互いに承認し合う関係が生まれることで、一人ひとりが生活の主体となり、

精神的に安定し、意欲的になっていくことが期待されており、生活支援を行う職員はそれ

を意識した支援（支え合いを支える支援）に取り組むことが必要である。 

図表 3-2 基本的信頼関係の構築 
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（４）コーディネート・カンファレンス 

利用者の望む生活を実現するに当たっては、生活支援のみでなく様々な社会サービスの

活用が求められる。生活支援を行う職員は、社会サービス導入に当たっては、利用者の立

場にたち、一人ひとりにあったサービスをコーディネートし、サービス提供者と情報共有

や支援方針の統一を図ることが必要となる。 

特に、退院時や看取りの時など生活が変化するときやケア方針に齟齬や混乱が生じたと

きなどは、ケースワーカー、ケアマネジャー、医療機関など関係者に呼びかけてカンファ

レンスを開催することが必要である。 

なお、関係機関とのカンファレンスにおいて、生活支援を行う職員は、利用者との間に

基本的信頼関係があり、利用者の意思や生活状況を最も把握している立場であることを踏

まえ、関係機関との調整の中心的役割を果たせるような対応が望まれる。 

また、カンファレンスにおいて決定された支援方針を職員間で共有するための様式の統

一も必要である。 

 

（５）地域の互助づくり 

ふるさとの会の利用者は、生活支援を行う職員や医療・福祉等の専門職との関わりだけ

でなく、入居者同士あるいは地域住民との関わりの中で、地域の行事に参加し、地域清掃

や祭り、火災予防活動など、それぞれが地域の中で、地域の一員としての役割を意識しな

がら生活を送っている。 

地域サロンは、利用者と地域住民との交流・関係構築を図ることができる貴重な場であ

る。サロンでは、利用者や地域住民が思い思いに過ごしたり、定期的な食事等のイベント

開催に向けたミーティングを開催するなど、参加者同士が役割を分担し、互いを理解し合

う機会を設けることも必要であろう。 

また、互いの理解が促進されることで、地域に暮らす孤立しがちな単身生活者を気に掛

けて生活状況を見守ったり、サロンで相談するなど、支え合いの輪が地域に広がっていく

ことも考えられる。 

地域の互助づくりを進める上では、地域サロンが重要な役割を果たすことになるため、

これを運営する職員には、前述した基本的信頼関係の構築や生活の互助づくりに必要な知

識や技術等をベースとした支援が求められる。 
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４．社会的不動産事業における生活支援サービスの提供方法 

前節では生活支援の全体像を概念的に整理したが、本節では「社会的不動産事業」に焦

点を当てて生活支援サービスの提供方法を整理する。 

「社会的不動産事業」によって住まいを確保した入居者に対する支援は、入居時におけ

る本人理解（アセスメント）から始まり、サロン活動への参加や定期的な訪問による寄り

そい支援（話を聞く、考えや行動を理解し尊重する、同じ目線で考える等）、生活状態や健

康状態等の把握、必要に応じて地域の医療・介護・福祉等専門機関につなげ利用者の生活

と健康を守ること等が基本となる。 

また、一人ひとりが生活の主体となるために、利用者ミーティングの開催を通して、地

域サロンや地域イベント等への参加による役割意識の醸成を図るとともに、何らかの生活

トラブルが発生した際には当事者が抱える問題を関係者で共有し相互理解を深める支援を

行うことが必要である。 

 

（１）入居相談及びアセスメント 

１）入居時相談 

住まいに困窮する高齢者等への支援は、入居相談が寄せられた時点から開始される。 

ふるさとの会の生活支援では、基本的信頼関係の構築が基本となる。そのため、新たな

利用者に対しては、本人を理解するために必要な情報（健康状態、生活状況、経済状況、

成育歴、親しい人等）を入居相談時から把握し、適切な支援につなげることが重要となる。 

なお、不動産事業者のほか生活支援事業所職員の同席での入居相談機会を設けることも

本人を理解する上で有効と考えられる。 

２）アセスメントによるケアプラン作成 

ケアプランは、利用者の希望する生活を実現するために、生活課題を把握し必要な支援

内容を整理するものであるが、生活支援を行う職員が一方的に支援内容を決めるものでは

ない。ケアプランは、職員の問題意識から出発するものの、利用者に寄りそって現状の辛

さや他者との関係性、意向等を引き出し、目標とする生活について一緒に考えながら作成

する協働作業として位置付けられる。 

このような利用者に寄りそったケアプランを作成することにより、職員の本人理解が進

むとともに、基本的信頼関係の強化にもつながる効果がある。 

 

（２）サロンを活用した互助関係の構築 

１）役割意識、互助意識の醸成 

地域サロンを活用して利用者ミーティングを開催し、それぞれの役割意識の醸成を図る

ことが求められる。 

例えば、週 1 回程度定期的に地域サロンにおいて食事会を行い、参加者がそれぞれでき

ること（買い物、食事作り、配膳、後片付け等）を役割分担して運営する。その際の役割

分担ミーティングや次回の企画ミーティングなどは、参加者の役割意識や互助意識を醸成

することに有効に働く。 
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また、何らかのトラブルが発生した際にも関係者を集めてミーティングを開催すること

により、当事者の抱える問題（生きづらさ）を関係者が共有でき、理解が深まるとともに

当事者を支える意識も醸成される。 

２）社会サービスとの連携によるサロンの魅力向上 

 利用者や地域住民に地域サロンを利用してもらうためには、魅力度の高いメニューを提

供することが不可欠である。その際、すべてを独自で行うのではなく、すでに地域で活動

している社会サービスと連携することも十分に考えられる。 

例えば、配食サービスを実施する NPO やボランティア団体等と連携し、戸別配送して

いた弁当をサロンで一緒に食べてもらい、互いに話をしたり生活不安や困りごとを職員に

相談できる環境づくりが考えられる。ただし、移動が困難な方への送迎支援等についても

検討が必要である。 

３）イベント、災害時避難訓練等の実施 

 サロンにおいてイベント等を開催したり、地域行事や災害時避難訓練等に参加する際に

は、参加者間でミーティングを行って役割分担し、互助意識を高める取組も必要である。 

イベント等を一緒に体験した共有感は、参加者同士の関係性を回復し互助づくりにも有

効である。 

 

（３）関係者や関係機関との連携、情報共有（地域での見守り） 

生活支援を担当する職員だけで利用者を支えるのではない。医療、福祉等のサービスを

必要とする利用者には、こうした社会サービスに適切につないでいくことが必要である。 

また、就労先の事業所、家主など近隣住民との交流、よく行く商店なども、利用者から

の聞き取りなどにより、把握しておくことが望ましい。 

可能であれば、利用者の生活を支えているこうした関係機関や関係の人と連携を取り、

特に利用者を見かけない等リスクやトラブルに関する情報を提供してもらえる関係を作っ

ていくことも重要である。特に、医療・介護サービス事業者からは予定していた来訪がな

い、訪問時に不在だった等の情報はリスク管理に直結する可能性が高いものであり、必ず

情報が入るような連携協力体制の構築に努めることが必要である。 

 

（４）訪問による確認と緊急時対応 

１）定期的な訪問等による状況確認 

「支援付きアパート」や「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス等）」で暮らす利用

者は、心身の健康面に何らかの障害や疾病等健康リスクを有する場合も少なくなく、また

本人の持つ生きづらさを理由とした社会生活上のリスクも有している。 

特に、近隣に居住する家主等から得られる、最近見かけないといった情報や、医療・介

護サービスの事業者から得られるリスク管理に直結する情報を得た場合には、電話や訪問

による緊急の安否確認をするなど適切な対応が求められる。 

また、家賃の滞納情報も、利用者の生活状況が変化したことを示す重要情報である。一

月目の滞納から訪問により利用者の状況の確認が不可欠である。 
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なお、定期的な訪問頻度は、地域サロンやイベント等に参加しない利用者、社会サービ

ス等とのつながりが少ないため関係者から情報が入りにくい利用者に重点を置くなど、利

用者のリスク頻度に応じて設定することが必要である。 

２）緊急時対応マニュアルの整備 

利用者の生活の中で発生するリスクやトラブル等を想定した対応マニュアル等を整備し

ておくことも必要である。 

 

※ 想定されるリスクやトラブル 

・ 家賃の滞納 

・ 騒音トラブルへの対応  

・ 長期入院や宿泊所に入所した場合 

・ 逮捕・拘留された場合 

・ 失踪した場合 など 

 

（５）実施体制の整備 

生活支援事業者は、利用者に関する様々な情報を集約し、また担当者が変わっても支援

が継続できるようにするため、データベースや帳票により管理することが必要である。利

用者から聞き取った内容、ケアプラン等各種のプラン、訪問時の記録、サロンや行事への

参加の状況の他、関係機関、関係者からの情報もデータベース等に記録しておく必要があ

る。 

また、リスクに直結する情報に対応するだけでなく、データベース等で一定期間記録が

ないような場合には必ず訪問する等システム化を図っていくことが重要である。 

更に、サロンへの参加がない、就労していない、社会サービスとつながっていない等社

会との関わりが乏しい利用者はリスクが高いと考え、訪問の頻度を増やすようなシステム

化も考える必要があろう。 
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生活支援サービスの提供の指針 

 

１ 基本的考え方 ～見守りから関係性の再構築へ 

 賃貸住宅管理にとっての最大のリスクである孤独死は、社会関係の貧困に起因。 

 孤独死は、死後一定期間経過後に発見されるもの。様々な社会関係の中で生活

していれば、家族、職場の同僚等により発見される。社会関係が乏しいため発

見までに時間がかかる。 

 見守り（単なる安否確認）は対処療法に過ぎない。 

 根本解決には、利用者を支える社会関係の再構築が必要。できるだけ多くの人に支

えられる体制作りを進めることが必要。 

 心身の状況は年齢を経ることなどにより変化。変化に対応し、居住の場や支援サー

ビスの提供を見直していくことが必要。 

 

２ 関係性の内容 

 利用者相互の互助関係 

 親族、友人との関係 

 地域との関係 

 大家、不動産業者 

 行きつけの商店街 

 就労している事業所 等 

 社会サービスとの関係 

 医療保険、介護保険の訪問、通所サービスの事業者 

 行政機関 

 後見人、権利擁護機関 等 

 

３ 生活支援サービスの提供手法 

 互助関係の構築 

 サロン、共同食堂等における利用者同士の交流 

 利用者同士のトラブルには利用者ミーティングによる相互理解促進 

 イベント、災害時避難訓練等の実施 

 イベント、避難訓練等での役割分担の話合い 

 協業体験の共有 

 親族、友人との関係性回復の支援 

 関係事業者、関係機関との連携、情報共有 

 家賃滞納情報の早期入手 

 定期的に訪問している商店等から訪問がなくなっていることの情報入手 

 無断欠勤等の情報入手 

 予定された来訪がない、訪問予定時に不在だった等の情報入手 
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 訪問での確認 

 定期的な訪問 

 訪問頻度は、リスクに応じて設定 

 サロンやイベントへの非参加、社会サービス等とのつながりが少な

い利用者に重点 

 問題発生への早期対応 

 訪問が基本。緊急時には電話で対応。 

 家賃滞納は１月目から早期に対応 

 社会サービスが接触できないケース等早期対応が必要 

 その他関係者からの情報に適切に対応することが必要 

 

４ 実施体制の整備 

 利用者情報の管理・共有 

 データベースの活用 

 互助活動への参加、サロンへの来訪記録の収集管理 

 関係者、関係事業者からの情報の収集管理 等 

 蓄積したデータを活用したリスク評価と提供サービスの見直し 

 人材の育成 別に指針を策定 
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第４章 居住支援・生活支援に係る人材育成 

 

１．研究概要  

 

（１）目的 

現在の我が国には、様々な身体的又は精神的理由により、単身では安定した生活が営め

ない人が多数存在している（例えば、認知症の高齢者、精神疾患を有する者、発達障害を

有する者、引きこもり、十分な養育を受けられなかった者など）。こうした人々の安定した

生活を支えるためには、医療・介護サービス以外の「生活支援」が必要である。 

こうした人々の多くは、家族による献身的な支えによって、その生活が維持されている

ものの、家族と死別、離別したり、または家族との人間関係が悪化したりすることにより、

家族の支援が受けられなくなってしまうことが少なくない。 

様々な身体的又は精神的な生活課題を抱えながら、家族からの支援が受けられず、単身

で生活しているため、こうした人々の中には地域の中でトラブルメーカーとなり、賃貸住

宅契約が解除されて住まいを失ったり、病院や福祉施設で暴力行為などのトラブルを起こ

して退院・退所を余儀なくされ、居場所を失ったりする者もいる。 

家族関係や地域の人間関係の希薄化、高齢化に伴う認知症高齢者の増加により、こうし

た問題は、一部の限られた人の問題ではく、普遍的な地域社会の課題になりつつある。 

本事業では、こうした人々が安定した生活を送るために必要となる「生活支援」のサー

ビス内容を明らかにするとともに、サービスの適切な質を確保するための人材育成のあり

方を明らかにすることを目的とする。 

 

（２）研究方法 

ふるさとの会では、さまざまな生きづらさを抱えながら住まいや生活に困窮する方々へ

の支援として、複数の形態による居住支援・生活支援を展開している（「支援付きアパート」、

「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス等）」、「自立援助ホーム（共同居住）」等）。 

「支援付きアパート」は、保証人等がいなくても入居可能であり、高齢者向けに改装さ

れたアパートに利用者が単身で生活する形態である。利用者は地域サロンを利用したり定

期訪問を受けながら生活の不安や困りごと等を職員に相談したり、状況に応じて医療や介

護など社会サービスの利用も可能となる。 

「自立援助ホーム（共同居住）」で暮らす利用者に比べ、「支援付きアパート」で暮らす

利用者と職員が関わる機会や時間が限られているという制約もあるが、本人が望む生活を

実現するために本人の意思決定を尊重し、希薄となった他者や社会との関係性を再構築し

て一人ひとりが生活の主体となるための互助づくりを目指すという基本的な考え方のもと

に支援が行われている。 

「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス）」は、戸建て物件に 3 名程度の利用者が生

活するシェアハウスである。「自立援助ホーム（共同居住）」で暮らす利用者のように常時
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の生活介助等は必要ないものの、食事など一定の生活支援を必要とする方が対象となる。 

なお、「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス等）」における生活支援は 24 時間対応

型として想定されており、中学校区程度のエリア内で 30 名程度の利用者を想定している。 

また、地域サロンの展開もセットで考えられており、「互助ハウス（認知症対応型シェ

アハウス等）」利用者だけでなく地域住民など様々な人が集う場づくりを目指している。 

「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス等）」における支援の考え方は、基本的には

「支援付きアパート」や「自立援助ホーム（共同居住）」における支援目的と同様であり、

一緒に生活する利用者同士での支えあいの関係、あるいは地域サロンを媒介とした地域住

民等との関係性の再構築、互助づくり等を目指している。 

「自立援助ホーム（共同居住）」等（概ね 15 名以上）においては、家族や社会とのつな

がりが希薄で生活に困窮し、かつ介護が必要であったり精神疾患や認知症等の機能障害を

有する高齢者等が暮らしており、これらの方々の生活を支える支援が常駐職員による 24

時間体制で行われている。 

ふるさとの会における居住支援・生活支援を担う人材育成は、「自立援助ホーム（共同

居住）」等の場において利用者の安心生活を支えられることを第一の到達目標としており、

食事や排せつ、入浴等の生活介助を提供するのみでなく、本人が望む生活を実現するため

に本人の意思決定を尊重し、希薄となった他者や社会との関係性を再構築して一人ひとり

が生活の主体となるための互助づくりを目指す支援に取り組んでいる。 

住まいの形態や具体的な支援方法に違いはあるものの、職員が「支援付きアパート」や

「互助ハウス（認知症対応型シェアハウス等）」においてふるさとの会が目指す支援を展開

するためには、「自立援助ホーム（共同居住）」等の場における支援経験を積み重ね、ノウ

ハウを蓄積していくことが基本的な要件と考えられている。そのため、本研究ではふるさ

との会が行っている「自立援助ホーム（共同居住）」等の場での生活支援を提供するための

職員育成を主な対象として検討を行うこととした。 

なお、人材育成においては、OJT 研修、Off-JT 研修（職場内外）、自己研鑽などの取組

があり、ふるさとの会でもこれら複数の研修を定期的に実施することにより職員育成に取

り組んでいる。（全体研修・事例検討会、エリア別研修、業務日報の共有化による迅速なス

ーパーバイズの実施等） 

本研究では、入職 1 年未満の職員を対象に実施する法人内集合研修に焦点を当て、ふる

さとの会の生活支援を実践する職員の育成プロセスを整理した。 
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２．生活支援の目指すもの＝「居場所」の創出 

人が安定した生活を営むためには、「居場所」が必要である。 

「居場所」とは、共同体の中で、必要不可欠な存在として受け止めることができる人間

関係の中に自分がいると認識できる共同体の空間である。 

－人間は社会的存在である。動物としての人間は、その進化の過程で、他者との間で情報を交換

し、自らの生活の向上に役立てる能力を得た。 

－この能力により、人間は時間と空間を超え、未来を作り出すことができるようになった。 

－人間と同じ進化をしてきたチンパンジーは、自分の得た情報を自分のためにしか活用できず、

今、その場の行動に活用しているにすぎない。 

自分が承認され、必要とされていると実感できる人間関係の空間をどう作っていくかが

目指すべき課題である。 

－自分が受け止められていない（承認されていない）と感じる時、人は精神的に不安定となり、

他者の注意や関係を引こうとする承認を求める行為を起こす。その行為が受け止められなけれ

ば、さらに精神的な不安感を増幅させ、悪循環に陥ってしまう。 

 

（１）生活困窮者の心理状態（例） 

生活困窮者の多くは、社会的に排除されていることが多い。その心理的な状態は、以下

のような悪循環に陥っていると考えられる。 

 

図表 4-1 社会的に排除されている生活困窮者の心理状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この悪循環を断ち切るためには、本人に対する他者からの不承認や拒否をなくし、本人

を承認し、受け入れていくことが何よりも重要である。これにより、以下のような好循環

へと変えていくことができる。 

 

他者による不承認・
拒否 

孤独感 

精神的不安定 「居場所」がない 

トラブル（試し行為、
承認を求める行為）  
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図表 4-2 他者による承認・受け入れによる好循環への転換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援者のみならず、周囲の関係者が本人を承認し、受け入れていくように支援していく

に当たっては、次の 3 段階の支援が必要となる。 

第一段階：支援者が本人を承認し、受け入れていくこと 

第二段階：本人が周囲の他の利用者から承認され、受け入れられていくこと 

第三段階：本人と他の利用者が地域住民に承認され、受け入れられていくこと 

 

 ふるさとの会の支援技術においては、第一段階の支援を「基本的信頼関係の構築」、第

二段階の支援を「生活づくりの主体となるための互助関係」づくりとして位置付けられ

ている。 

 これに加え、地域の設けられているまちカフェなどの交流サロンでの地域の人々との

交流や地域行事の開催や参加を通じて地域の人々との交流を深めることは、利用者が地

域の人々に承認され、受け入れられていくために重要である。同時に、地域の中で何ら

かの役割を負うことは利用者の生活の質を高める上で重要な役割を果たす。 

 

（事例） 

 地域交流サロンに遊びに来ていた子供とよく遊んでいたある利用者は、その母親の

信頼を得ていた。ある時、その利用者の容体が急変し、救急車が呼ばれ、病院に運ば

れることがあった。その際、その母親が利用者に寄り添って救急車に同乗し、病院で

の診療に立ち会ったケースがあった。 

 

 

  

他者による承認・受
け入れ 

充足感 

精神的な安定 「居場所」がある 

意欲的な行為、他者
を助けようとする」自

発的行為  
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（２）生活支援のあり方 

一般的な生活支援は、定期的な訪問により安否確認を行うことを目的とするものが多い。

前章でも記載したとおり、ふるさとの会で行われている生活支援は「支え合い」を支える

ことを目的としており、その具体的内容は次の５項目に整理できる。 

図表 4-3 生活支援の主な内容 

  

1.基本的信頼関係の構築 キーパーソンになる、ケアプランを作成する等 

2.生活介助 食事の世話、医薬品服用の管理、サポート、排泄のケア等 

3.生活の互助づくり トラブルミーティング、一人一人の課題を皆の課題に 

4.コーディネート、カンファレンス 生活場面を把握し、関係機関との連携の中心的役割を果たす 

5.地域の互助づくり 地域の中で役割を持ちながら暮らす 

 

このうち、「基本的身体関係の構築」、「生活の互助づくり」、「地域の互助づくり」は、

前述の「居場所づくり」関わるものである。 

また、「生活の介助」は共同居住の場で利用者の日常的な生活を支えるものである。利

用者は外部の訪問介護サービスなどを活用するが、支援者は常時利用者と接しているため、

必要に応じて介助を行っており、利用者との信頼関係を構築する上で重要な役割を果たし

ている。 

なお、アパートなどの居宅で生活する利用者を定期的に訪問する場合には、「生活の介

助」は原則として行われない。 

「コーディネート、カンファレンス」は、介護や医療等の社会サービスに適切につなげ

ていくものである。利用者との間に信頼関係が構築され、支援者が把握している日常生活

場面の状況を社会サービス関係機関と共有し、適切なサービスが提供されるよう調整が行

われている。 

 

〇生活支援の基礎となる「基本的信頼関係」 

生活支援の実施に当たって最も重要なことは「基本的信頼関係」の構築である。 

支援者は「基本的信頼関係」を構築するに当たって利用者をよく知ることが必要であり、

把握すべき事項は図表 4-4 のとおりである。 

なお、これら事項の把握方法としては、生活支援の利用開始時に利用者から聞き取るほ

か、日々の関わりの中で利用者に寄り添って話を傾聴したり、生活場面を観察することな

どが考えられる。 

図表 4-4 利用者をよく知るために把握すべき事項 

【現在の状況】 

・ 健康状態、疾患や障害の状況や程度 

・ ADL（日常生活動作）や生活場面の状況 

・ 家族、親族や友人、地域の人との人間関係の状況等 

【現在の状況に大きく影響を与えているこれまでの生活歴】 

・ 生育歴、家族との関係 

・ 職歴、地域での生活歴、等 
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（３）生活支援に求められる技術 

 

様々な生活課題を有する生活困窮者に対して生活支援を担当する職員には、下記のよう

な支援技術が求められる。 

① 「基本的信頼関係」構築のための支援技術 

②  利用者の支援方針を決め、実行していくための支援技術 

③ 「生活づくりの主体となるための互助関係」構築のための支援技術 

④ 利用者の立場に立ち（キーパーソンになる）、医療・介護サービスの調整するため

の支援技術 

⑤ 地域の互助づくりに対応する技術 

このうち、③、④は、①により利用者との間で「信頼関係の構築」が可能な職員が行う

ことを想定している。人材育成は、まず、①の技術確立を行った上で、技術の確立が認め

られている職員について、③、④の技術習得を目指すものとすることが必要である。 

また、①「基本的信頼関係」構築のための支援技術は生活支援のための基礎技術であり、

次の内容から構成される。 

－利用者の承認、受け入れなどの支援技術 

－利用者の状況や社会サービスの活用に関する基本的理解 

・疾患や障害についての基本的理解 

・医療・介護サービスについての基本的理解 

・関係相談窓口等福祉施策についての基本的理解 

なお、これらの支援技術については、継続的な技術向上を促していくシステムの構築が

必要である。 

 

 注：上記の「基本的信頼関係」は、初任者の職員が対人援助を行うに当たって必要となる基礎的な関係性に

ついて説明したもの。利用者との「基本的信頼関係」は常に確認作業や再構築が必要であり、一旦構

築できたからといってそれで済むものではない。経験豊富な職員であれば、また異なる立場や視点か

ら質の異なる「基本的信頼関係」の構築に取り組むことが求められる。 

 

【生活支援技術の特徴】 

生活支援においては、他の相談援助技術と次のような相違があることに留意が必要である。 

－利用者に寄り添い（その立場に立ち、基本的な信頼関係を維持）、家族の代わりになる

キーパーソンになることを目指す。 

－利用者からの聞き取りだけでなく、生活を共にすることによって、利用者が言語化でき

ない様々な状況の把握を行うものであること 

－利用者を、利用者に係る様々な人との人間関係の中で捉える支援を持つものであること。 
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３．生活支援員育成のプロセス 

 

ふるさとの会では、生活支援員を育成するに当たって、大きくは以下の３ステップに基

づいた研修を実施するとともに、日々のケア実践を通したフォローアップ（日報等の全体

共有によるスーパーバイズ等）が行われている。 

以下では、入職直後の研修、生活支援員（常勤職）の育成、生活支援員（事業所責任者）

の育成を目的としてふるさとの会で実施されている研修内容について概要を示す。 

 なお、前頁で示した「地域の互助づくりに対応する技術」に関する研修プログラム内容

は確立されておらず、試行的な段階であるため、下記の研修過程には入っていない。 

図表 4-5 生活支援員育成の研修過程と到達目標 

研修過程 到達目標 

（ステップ１） 

新人研修 

・生活困窮者支援の歴史の概要を理解する 

・社会の中での役割の概要を理解する 

・対人援助（支援の考え方）を理解する 

（※「基本的信頼関係」構築のための支援技術） 

（ステップ２） 

生活支援員（常勤

職）育成研修 

①39 項目のケア研修 

・利用者に寄りそう（利用者の身になって考えることができる）ために必要な基礎知識

の習得（生きづらさや困りごとの理解） 

（※「基本的信頼関係」構築のための支援技術） 

②ケアプラン検定 

・支援している中で感じていること、問題意識を言語化することができる。 

・背景となっている利用者の情報を整理し、辛さに気づくことができる。 

・生活上の課題（困りごと）についてアセスメントし、利用者の立場に立って、今後の

生活の方向性、支援の方針を検討し、具体的な支援を組み立てることができる。 

・利用者から「どのように見られているのか」を考えることができる。 

・ケアプランを通して、支援者自身の問題意識の解決の方向性を発見することができる。 

➡ 共感関係を土台とした支援（個別支援）ができる 

（※利用者の支援方針を決め、実行していくための支援技術） 

（ステップ３） 

生活支援員（事業所

責任者）育成研修 

①利用者ミーティング 

・利用者が生活するコミュニティの関係性を把握し、利用者同士の支え合いを支えるこ

とができる 

・最も弱い立場の人が安心して生活できるようにルールを話し合うことができる 

・生活の中で自ずと担っている役割関係を相互に承認することができる 

➡ コミュニティの支援ができる 

（※「生活づくりの主体となるための互助関係」構築のための支援技術） 

②トータルプラン 

・一人で抱え込まないために、問題を整理して他の事業所に応援を求めることができる。 

・一事業所で抱え込まないために、地域の他の事業所と連携して支援することができる。

（カンファレンスができる） 

➡ 地域連携ができる 

（※利用者の立場に立ち、医療・介護サービス事業者等と調整するための支援技術） 

③レポート 

・対人援助について、他のスタッフに指導することができる。 
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（１）新人研修（ステップ１） （「基本的信頼関係」構築のための支援技術） 

入職後間もない試用期間中に行う研修であり、座学によってふるさとの会の取組や対人

援助に関する基礎的な知識・考え方の習得を目指すものである。研修は１日間。 

ふるさとの会の対人援助（支援の基本）のポイントについては、次ページ参照。 

 
 

【到達目標】 

・生活困窮者支援の歴史の概要を理解する 

・社会の中での役割の概要を理解する 

・対人援助（支援の考え方）を理解する 

 

 【評価基準】 

・生活困窮者支援の歴史の概要を知ることができたか 

・社会の中での役割について知ることができたか 

・対人援助（支援の考え方）について知ることができたか 

 

【評価及び育成の手順】 

 ・レポート提出及び内容確認 

 

 

  



49 

 

 

【ふるさとの会の対人援助（支援の基本）】 
 

ふるさとの会では、支援の現場から積み上げた支援論を整理しており、その内容を理解

することが必要である。 

 

■基本的信頼関係の構築のためのポイント 

〇問題行動を抑制しない、馴染むまで待つ 

・利用者が自分にとって有益な支援だと信頼し了解するまでに時間が必要 

・エポケー（判断停止）、支援者の価値判断や常識を一旦脇において、「相手の身になって考えて

みる」 

・違和感を覚える行動も、時間が立つにつれて、日常の風景として馴染む 

〇言葉の上乗せから協働作業へ 

・相手の言葉や行動に、「わかりたいと思っていますよ」というメッセージを重ねる 

・課題や目的を相手と共有し、解決に向けて協働して取り組む 

〇自傷・他害（パニック）は「抱き合い喧嘩」 

・抱き合いながら喧嘩をするように腰を据えて付き合う 

・「自分が混乱してどうしようもなかった時に、安心するまで付き合ってくれた」という体験が、

基本的信頼関係の構築に大きく影響 

 

■生活づくりの主体となるための互助関係づくりのためのポイント 

〇二者関係の中に「第三項」を構築 

・キーパーソンとして基本的信頼関係を構築した後、別の人物でも担えるよう徐々に相対化 

・支援職員個人でなく、同じ生活空間を共有している人たち同士の互助関係によってお互いを支

える 

〇トラブルミーティングとルールづくり 

・暴力、いじめや飲酒、騒音トラブル等の問題が起こった時、ミーティングを開いて共通のルー

ルを確認 

・「安全な場の確保」と「最も弱い立場の人を守ること」が重要。自分が弱い立場になっても、

安全が保障。 

・皆の共通のルールをつくることにより共同性がつくられる。 

〇役割分担と合意形成 

・ミーティングによりお互いに相手の気持ちがわかることを通じて、共通確認を得られる。 

・共通の土台をつくって敵対的な構図にしないことと同時に協業作業の役割分担が必要。 

 

 

出典：佐藤幹夫監修，的場由木編・著，『「生きづらさ」を支える本 対人援助の実践的手引き』，言視舎，2014 
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（２）生活支援員（常勤職）育成研修（ステップ２）  

ふるさとの会では、常勤の生活支援員を育成するための研修として、１）ケア研修と２）

ケアプラン検定を実施しており、これらを通じて自分で考えて仕事をすることができる職

員、支援の方向性を考え利用者に寄りそうことができる職員など、法人の理念やこれまで

に構築してきた支援論に即した支援を提供できる生活支援員の育成を目指している。 

 

１）ケア研修 （「基本的信頼関係」構築のための支援技術） 

利用者に対して生活支援を行う際に必要となる基礎的な知識・技術を 39 項目（講座）

に分類し、すべての講座受講によって基礎的な知識の習得を目指す研修である。講座の時

間は一講座あたり 40 分であり、7 月～8 月の間に 5 日間をかけて実施した。 

日々の対人援助に取り組む中で、職員は利用者に寄りそい、相手の立場になって困って

いることは何かを考えることが求められる。ここで学ぶ 39 項目の講座は、利用者の生き

づらさや困りごとについて職員がそれを想像しやすくするための補助的な知識を習得する

機会として位置付けられている。 

〇項目選定の考え方 

 39 項目の内容は、大きくは下記の 4 種類に分類される。 

【関連する法制度の理解】 

 利用者の生活を支援するに当たっては、既存の法制度による社会サービスの活用が有

効な場合も少なくない。住まいや生活に困窮する高齢者等に対しては、生活保護法やホ

ームレス自立支援法、生活困窮者自立支援法、介護保険法、障害者総合福祉法など関連

する法制度があるが、これらの中で活用頻度の高い法制度についてのサービス体系や申

請手続等の基本的な知識習得を目的としている。 

【利用者の抱える疾病や障害等に対する理解】 

 住まいや生活に困窮する高齢者等は、さまざまな疾病や障害を抱えていることが少な

くない。支援の基本となる利用者理解を促進するためには、生活支援を行う職員が利用

者の疾病や障害を理解し、そこから生じる生きづらさを理解することが第一に求められ

る。 

 疾病や障害にもさまざまなものがあるが、ふるさとの会では特に高齢者層に多い生活

習慣病や認知症、メンタルヘルス、感染症、がん等に関して基礎知識の習得を目的とし

ている。 

【ふるさとの会における支援論と実践の理解】 

 ふるさとの会では、これまでの支援の中から積み上げた知識や経験をもとに独自の支

援論に基づく支援を展開している。この実践に関する考え方を理解し、後日受講予定の

具体的な生活支援の取組について概要を学ぶことを目的としている。 
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【介護や生活支援に関する基礎知識の習得】 

  利用者の中には、生活場面で介助を必要とする方や金銭管理に不安のある方、医療的

ケアを必要とする方なども少なくない。食事や排せつ介助、移動介助等の介助方法や金

銭管理、衛生管理、緊急時対応など、日常の生活場面で利用者の生活を支えるために必

要な事項について、基本的な知識の習得を目的としている。 

〇留意点 

40 分の講義の中ですべてを伝えることはできない。また、初心者を対象としたものであ

るため、ポイントを押さえて伝えることが重要となる。 

なお、支援実践の中で疑問が生じた際に何を調べたらよいかがわかるような情報源を伝

えておくことも必要である。 

なお、生活支援の現場ではさまざまな職種が関わっており、多様な疾患名や専門用語が

出てくるため、職員は圧倒されてしまう。この講座を受講することで、聞いたことがある

なと安心感を与えることもケア研修の役割になっている。 

 
 

【到達目標】 

・利用者に寄りそう（利用者の身になって考えることができる）ために必要な基礎知識の習得 

 

 【評価基準】 

・各研修項目の内容が理解できているか 

 

【評価及び育成の手順】 

・全ての研修項目の受講をレスポンスシートの提出をもって確認する 
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図表 4-6 ケア研修 39 項目の一覧 

 

 

 

 

  

研修名 内容 分類

生活保護 生活保護制度の基本知識・保護施設・宿泊所について 法制度

ホームレス自立支援法 ホームレス自立支援法についての基礎知識 法制度

介護保険法
介護保険の申請手続き・介護保険で利用できるサービス・ケアプラン

の見方
法制度

障害者総合支援法・障害者手帳・年金 障がい者自立支援法の申請手続き・利用できるサービス 法制度

多重債務・権利擁護・法律相談
多重債務の整理についての基本知識、後見人制度についての基本
知識

法制度

個人情報保護・守秘義務 個人情報保護法と守秘義務についての基礎知識 法制度

更生保護・自立準備ホーム・裁判支援
更生保護制度の基本知識・保護司との連携・自立準備ホームの活

用・裁判支援など
法制度

高齢者に多い疾患（糖尿病・高血圧・脳血管疾患・
高次機能障害）

糖尿病の基礎知識・日常生活の注意点など 疾病・障害

認知機能障害の理解①知的障害・発達障害 知的障害・発達障害では、どのような生活困難があるか 疾病・障害

認知機能障害の理解②認知症
高齢者に多い症状や身体機能の状態・認知症はどのような生活困難
があるか

疾病・障害

メンタルヘルス①アディクション アルコール依存症／ギャンブル依存症／薬物依存症 疾病・障害

メンタルヘルス②統合失調症 統合失調症の理解 疾病・障害

メンタルヘルス③気分障害（うつ・双極性障害）・適
応障害・グリーフケア

気分障害についての基礎知識、喪失体験が及ぼす心身の影響とそ
の回復を支えるケアなど

疾病・障害

メンタルヘルス④トラウマと不安（不安障害・
PTSD・解離性障害）

不安とは何か・トラウマに関わる心のケアについての基礎知識 疾病・障害

メンタルヘルス⑤育ちの支援（虐待経験からの回

復・人格障害・摂食障害）

境界性パーソナリティ障害の理解と対応／自傷・リストカットへの対

応
疾病・障害

メンタルヘルス⑥自殺のリスクと対応 自殺のリスクの高い利用者の理解と対応 疾病・障害

メンタルヘルス⑦性の理解（性同一性障害） 性同一性障害の利用者への理解／性の多様性についての理解 疾病・障害

感染症①HIV・肝炎 HIVの基本知識と理解 疾病・障害

感染症②結核 結核の基礎知識・DOTSの理解 疾病・障害

がん・難病 がんの基礎知識・主な難病の基礎知識・がんサロンの活用 疾病・障害

対人援助論 対人援助論を実践的に理解する 支援論

ケアマネジメント①アセスメント・ケアプランの作成 アセスメントの基礎知識・ケアプラン作成の留意点など 支援論

ケアマネジメント②トータルプラン・社会サービス

機関とのカンファレンス・意思決定
トータルプラン作成の視点・社会サービス機関との連携・トラブルなど 支援論

地域リハビリ①利用者ミーティング、仲間づくりと
互助、共済会

互助とは・なぜ仲間づくりが必要なのか・共済会の役割・利用者ミー
ティングの進め方など

支援論

地域リハビリ②就労支援・ケア付き就労 ケア付き就労の考え方・社会適応訓練・就労支援の実際 支援論

居住支援①アウトリーチ・路上生活者支援・まちカ
フェとシェルター

アウトリーチ・路上生活による心身の影響・まちカフェの相談事例・居
住確保につなぐまでの支援など

支援論

居住支援②アパート保証 アパート保証の仕組み、各種手続き、近隣トラブル対応 支援論

緩和ケア・看取り 看取り支援・緩和ケアと在宅医療との連携・偲ぶ会について 支援論

ケアとアート
ケアとアートについて／自己表現について／ギャラリーカフェの役割
と活用

支援論

支援記録、報告書の書き方 各種支援記録の書き方・日報の重要性など 支援論

介護基礎知識①外出移動 介護技術の基本・車いすの操作など　転倒予防 介護・生活支援

介護基礎知識②移乗介助・ボディメカニクス 移乗介助・ボディメカニクス 介護・生活支援

介護基礎知識③食事介助 介護技術の基本・食事 介護・生活支援

介護基礎知識④排泄・保清・入浴介助
介護技術の基本・排泄ケア、介護技術の基本・入浴／清拭／口腔ケ
ア／更衣

介護・生活支援

金銭管理 金銭管理の基本・帳簿付け 介護・生活支援

喫煙対応・防災 防災対策の基本・日常で気をつけること 介護・生活支援

衛生管理・感染症対策（インフルエンザ・ノロウィル
ス）

基本的な感染症対策・シラミ対策・疥癬対策・ノロウィルス対策 衛生・健康管理

応急処置・救急搬送・体調不良時の対応・計測
救命講習救急車の呼び方、看護師・医師への連絡と対応、体温の測
り方、血圧計の使い方など

衛生・健康管理

医療的ケアの範囲・服薬管理 医療的ケアについて、服薬管理の基本・服薬管理ミスをしないために 衛生・健康管理
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２）ケアプラン検定（利用者の支援方針を決め、実行していくための支援技術） 

特定の利用者のケアプラン作成（利用者との協働作業）を通して、利用者との基本的信

頼関係を構築するとともに個別支援手法の習得を目指した研修である。常勤生活支援員と

しての資格や能力を判定基準でもある。今回の研修では、受講対象職員が所属するサポー

トセンター3 か所それぞれでケアプラン発表会を実施した。（8 月中旬～末） 

〇研修の考え方 

ケアプラン作成は、利用者との関わりの中で感じている問題意識を出発点とし、その問

題の背景にあるものをアセスメントによって整理し、利用者のつらさに気づき、生活上の

困りごとを利用者とともに発見し、解決していくためのプロセスを言語化するものである。 

特に、利用者がどのような人々との関係性の中で生活しているかを把握し、調整可能な

部分を探ることは重要である。 

生活支援員の役割は、機能障害を生活障害にしないことであり、利用者と一緒に同じも

のをみようとする関係性（家族的機能・キーパーソン）を土台として支援が展開される。 

また、生活支援員の行う支援が独善的になることを防ぐためにも、思考プロセスを言語

化し共有化されることが重要である。さらに、生活支援員の問題意識を共有化することに

より、解決に向けた協働作業に取り組むことが可能となる。 

 
【到達目標】 

・支援している中で感じていること、問題意識を言語化することができる。 

・背景となっている利用者の情報を整理し、辛さに気づくことができる。 

・生活上の課題（困りごと）についてアセスメントし、利用者の立場に立って、今後の生活の方

向性、支援の方針を検討し、具体的な支援を組み立てることができる。 

・利用者から「どのように見られているのか」を考えることができる。 

・ケアプランを通して、支援者自身の問題意識の解決の方向性を発見することができる。 

  ➡ 共感関係を土台とした支援（個別支援）ができる 
 

 【評価基準】 

①アセスメント 

・情報が適切に書かれているか。（生育歴の情報等） 

・利用者の生活上の困りごとに焦点があてられているか。 

②ケアプラン 

・利用者の希望、家族の希望、支援職員の希望が区別して書かれているか。 

・課題・ニーズ、支援方針は利用者の立場に立ったものであるか。 

・対人援助論に沿った支援が検討されているか。 

・課題→方針→目標→個別計画に一貫性があるか。 

③全体 

・差別的な表現がないかどうか。 

・支援者の価値観を一方的に押し付けるプランになっていないか。 

・利用者が孤立しないことへの配慮があるか。 

・プランを初めて見る人にもわかるように書けているか。 
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【評価及び育成の手順】 

・実際に支援している 1 名の利用者のケアプランを指導担当のアドバイスをもとに作成し、提

出する 

・ケア検定委員が内容確認し、万が一、大きな問題があった場合には、サポートセンター長に

問題を指摘し、再提出とする。 

・サポートセンターごとにケアプラン発表会で発表し、他のスタッフメンバーの意見、ケア検

定委員からの意見をもとに修正を加える。 

・修正したケアプランをケア検定委員が確認し、最終的な合否判定を行う。 
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図表 4-7 ケアプランシート（記載イメージ） 

 

 

 

 

 

  

作成日：（西暦）2016 年 月 日 

記入者 （       ） 

ふりがな    生年月日 

名  前              男・女・（  ） 西暦 192●年 月 日 

（満 9●歳） 

 

（同居人）      （  歳） 男・女・（  ）  本人との関係性： 

利用中の事業所 

またはアパートの住所 
ふるさと ●●館 

 

【 ア セ ス メ ン ト】 

生育歴（基本情報） 

路上生活の経験（路上歴・居所喪失の事情など） 

なし（本人談） 

 

 

居住歴（アパート歴の有無） 

●県内で家を購入し家族で居住していた。（４●歳まで） 

土木作業員時代は飯場生活 

 

生育歴（学歴/借金等） 

●県●郡●町出身 ●人兄弟の●男 

●●尋常高等小学校卒 

２●歳時 兵役、２●歳で除隊。 

２●歳～●●歳 ●●として勤務、２●歳時結婚し、●児をもうけた。 

４●歳で離婚。理由は「●●だった」と本人。 

その後は●県、●県、●県などで土木作業員。４●歳ぐらいまでは鳶を務めた。 

犯歴（●●館入所までに累犯１●） 

 

【以下削除】 

家族構成 

家族状況 

【削除】 

 

ジェノグラム 

 

       ✖ 

 

 

 

 

 

緊急連絡先 
名前（ ●●区  ＣＷ        ）  連絡先 （       ）   

本人との関係：生活保護地区担当 

 

 

健康状態／ＡＤＬ 

福祉事務所 ●●区 ＣＷ氏名  連絡先  

要介護認定 未認定 有効期限  ＣＭ氏名  連絡先  

障害程度区分  有効期限   

障害手帳 ※当てはまるものに○、（   ）は手帳度数 

・身障（     ） ・療育（     ） ・精神保健（     ） 
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入所時・退院時の書類 ※当てはまるものに○ 

１．入所申込所 ２．診療情報提供書 ３．看護サマリー  

４．その他（  更生保護法人●●会 経由   ） 

健康状態/既往歴/現在の疾病 

高血圧、腰痛症、両耳難聴、 

現在服薬中の薬 

降圧剤 

過去の通院歴・入院歴 

 

感染症 なし 

アレルギー なし 

認知症 なし  

身体障害 なし 精神障害 なし 

知的障害 なし 発達障害 なし 

日常生活の状況 

食事 自立 要サポート  

水分補給 自立 要サポート  

排泄 自立 要サポート  

入浴 自立 要サポート  

室内歩行 自立 要サポート  

階段昇降 自立 要サポート  

外出 自立 要サポート 歩行は自分のペースで１０分が限度 

洗濯 自立 要サポート  

掃除 自立 要サポート  

買い物 自立 要サポート 飲酒しないよう要金銭管理 

服薬 自立 要サポート  

金銭管理 自立 要サポート 飲酒しないよう要金銭管理 

喫煙管理 自立 要サポート 飲酒しないよう要金銭管理。火の元管理は自立。 

意思疎通 自立 要サポート  

その他 自立 要サポート  

医療ケア 自立 要サポート 在宅診療による健康管理 

 

就労状況 

主な職歴 

19×× 年  月 ～19××年  月 〔警備員                 〕 

 ｘｘ年  月 ～ｘｘ年  月 〔鳶、土木作業員                 〕 

   年  月 ～  年  月 〔                         〕 

（最長職）    年  月 ～  年  月 〔                         〕 

現在の就労状況  

希望職種 

（就職・転職） 

職種： 

給与額：   万円（就労自立 ／ 半福祉半就労） 

最終学歴 ●尋常高等小学校 

資格  

生活保護・自立支援

システム等の経験 

（利用期間・名称） 

時期不明          〔 生活保護（●●区）（●●寮（更生施設））   〕 

201× 年  月 ～  年 月〔    〃   （ 〃 ）                〕 

201× 年  月 ～  年 月〔    〃    （ 〃 ）                〕 
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【 ケ ア プ ラ ン 】 

前回のプランを振り返り 

 

ご本人の強み・希望など 

・「健康第一」 

 健康管理の意識高く、毎朝の散歩、ストレッチ、ラジオ体操を継続している。 

・●●館での役割 

 居室の清掃、テーブル周りの清掃、食事の準備（テーブルの片づけ、調味料のセット、補充、布巾類の

洗濯）をすべて自発的にやり、他利用者から感謝されている。 

・好奇心が高く、法人内のイベントに積極的に参加されている。デイサービス通所を希望されている。 

 

ご家族の希望・意見など 

 

 

その他・関係機関からの意見など 

●クリニック往診 ●医師：高齢にもかかわらず、身体機能を維持され、また好奇心も旺盛で素晴らし

い。 

●区 WO ●CW：お元気で、意欲的でびっくりしました。みなさんと交流があるんですね。 

●警察防犯係 ●氏：落ち着いて生活されている。6 か月に 1 回の定期面談を継続していきます。 

 

課題・ニーズ（生活上の不安や困っていると思われること） 

・飲酒について「もう懲りたからやめました」「金があると飲んじゃうんじゃないかな。」「たぶん飲んじ

ゃうな」と、やめる決心をする一方、飲んでしまいそうな自覚も持たれている。利用者ミーティングに

おいて、飲んでしまう不安を表明できており、他利用者も理解している。 

・散歩では出かけられる範囲が限られており、飲酒につながる機会が多かった。デイサービスへ通所し

て見守りの中での外出機会を増やしたい。 

支援方針 

・役割の継続 

食卓周りの一連の家事役割を継続していけるよう、利用者ミーティングで承認を重ねていく。 

・断酒の継続 

イベントミーティングを中心に、飲酒に関する話し合いを持つ。氏の飲みたい気持ちを表明してもらい、

他利用者の共感を得たり、克服した利用者からの成功談等を共有していく。 

※ 対人援助論にそった支援の実践 

1.問題行動を抑制しない イベント（特に夏祭り）の際の飲酒について、なぜ飲みたくなるのか、

飲んでしまうとどうなるか、について、利用者ミーティングで話し合

い、氏の気持ちを共有する機会を多く持つ。 

2.言葉の上乗せ・協働作業 過去の犯歴は全て飲酒上の強制わいせつ等の性犯罪である。氏が飲酒

に向いてしまう辛さや、わいせつ行為に向いてしまう要因について表

明できるよう、関係性を築いていく。 

3.自傷・他害は「抱き合い喧嘩」 飲酒してしまったときには、利用者トラブルミーティングを開き、氏

の世界をみなで考える。 

目 標 

【長期目標】 

現在の館内での家事役割の継続。 

断酒が継続できるよう、利用者ミーティングにおいて定期的に話し合う。 

【短期目標】 

介護サービスを受けられるよう手続きをすすめる。 
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個 別 計 画 

日常生活の支援 

【食事】摂取状況を確認し、体調の変化に注意する。 

【清潔】 

【睡眠】 

【トイレ】 

【移動】イベント参加時や受診時など、自分のペースで徒歩移動できる範囲にとどめ、

適宜車いすを使用できるよう調整していく。 

【その他】飲酒してしまったときには、利用者トラブルミーティングを開き、氏の世

界をみなで考える。 

金銭管理支援を継続し、買い物は介護サービスを導入して同行する。 

余暇活動 
日課の散歩を継続できるようにする。 

デイサービス通所を再開するための諸手続きを●福祉事務所と連携して行う。 

行事参加 
イベントミーティングを通して、参加継続できるよう声かけしていく。 

無理なく参加できるよう、車椅子を準備していつでも利用できる体制をとる。 

日用品の支給  

現金の支給 
金銭管理継続。必要時に出金する。 

 

体調の管理 

機能回復訓練 

独自の健康法を継続してもらう。 

往診医によるサポートを継続する。 

機能維持できるようデイサービス通所を支援する。 

 

就労支援  

その他  

日課 

月 朝の散歩、ストレッチ、体操                  

火      〃 

水      〃 

木      〃 

金      〃 

土      〃 

日      〃 

計画見直し予定 2017年 2月に見直しを行う 
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（３）生活支援員（事業所責任者）育成研修（ステップ３） 

各事業所の責任者として非常勤職員や新人の常勤職員を指導しながら事業所全体を管

理・運営できる人材を育成するため、ふるさとの会では「利用者ミーティング検定」、「ト

ータルプラン検定」、「レポート提出」を実施している。 

 

１）利用者ミーティング検定 

（「生活づくりの主体となるための互助関係」構築のための支援技術） 

共同生活において発生する様々な問題やトラブル、イベントや日常生活の中での役割分

担などをテーマに、特定の利用者等の悩みを関係者すべての課題として捉え、関係者が相

互に支え合い助け合う関係性を構築できるような支援手法の習得を目指すものである。 

また、事業所責任者としての資格・能力を判定するものでもある。 

今回の研修では、受講対象職員が所属するサポートセンター3 か所それぞれにおいて利

用者ミーティング発表会を実施した。（9 月） 

〇研修の考え方 

利用者ミーティングが目指すものは、参加者同士の相互理解の深化や基本的信頼関係の

強化を促し、一人ひとりが生活の主体になることである。 

利用者は職員との関わりのみで生活しているわけではなく、他の利用者や地域住民など

様々な他者との関係性の中で生活をおくっている。特に、「自立援助ホーム（共同居住）」

等の場では価値観や生活行動が多様な利用者が一緒に生活しているため、トラブルも発生

しやすい状況にある。一般的には、トラブルを起こした当事者を非難し排除する方向に流

れてしまいがちであるが、ふるさとの会では当事者が何故そのような行動をするのか（せ

ざるを得ないのか）、原因となる本人の生きづらさを関係者全員が理解し、それぞれがどの

ように本人を支えられるかを考える機会として利用者ミーティングを実施している。 

また、イベントや日常生活上の役割分担を検討する際にもミーティングを開催すること

により、利用者の相互理解や基本的信頼関係を深めたり、各自の役割意識を醸成すること

にもつながっている。 

このような目的を踏まえて利用者ミーティングを試行することにより、職員は利用者一

人ひとりへの理解を深めるとともに、利用者同士の関係性の変化を体験することとなり、

互助づくりを通した自立支援につなげていくことを目的としている。 

 

〇留意点 

利用者ミーティングの実施に当たっては、下記のような点に留意が必要である。 

（前提となる取組み） 

・職員と利用者との間の基本的信頼関係が構築されていることが必要。 

・利用者を個人としてではなく、他の利用者や周囲の人々との人間関係の中で捉えるこ

とが必要。 

・日頃から利用者との個別の話し合い、少人数でのミーティングを実施し、共感関係づ
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くりに努めることが重要。 

（ミーティングを行うに当たって） 

・利用者ミーティングの開催目的は、トラブルが生じた際のミーティングだけでなく、

イベントや行事への参加に当たっての役割分担、避難訓練等での役割分担を話し合う

ミーティングも有効である。 

・ミーティングの進展を事前にシミュレーションしておくことが必要。 

・職員ばかりが一方的に話したり、職員の考えを利用者に押し付けないこと。 

・また、色々な人の意見を参加者全員で共有すること、相互に相手のつらさを理解し、

つらさを補い合う役割関係と、互いに認め合う相互承認関係を作ることを目指す。 

・最も弱い立場の人が安心して生活できるようなルールを話し合うこと 
 

【到達目標】 

・利用者が生活するコミュニティの関係性を把握し、利用者同士の支え合いを支えることができ

る 

・最も弱い立場の人が安心して生活できるようにルールを話し合うことができる 

・生活の中で自ずと担っている役割関係を相互に承認することができる 

➡ コミュニティの支援ができる 

 

 【評価基準】 

・コミュニティの関係性やそれぞれの利用者さんの問題意識の違いなどを意識しながらミーテ

ィングが開催できているか 

・職員ばかりが一方的に話すのではなく、いろいろな人の意見を共有できているか 

・テーマに関して、職員の問題意識に沿っているか、職員自身の考えも出せているか。 

・会話形式で記録できているか 

・今後のミーティングの方向性を検討できているか 

 

【評価及び育成の手順】 

・指導担当のアドバイスをもとに、利用者ミーティングの記録（開催経緯や事前シミュレーシ

ョン、参加者、話し合いのプロセス、振り返り等）を作成し、感想とともに提出する。 

・ケア検定委員が内容確認し、万が一、大きな問題があった場合には、サポートセンター長に

問題を指摘し、再提出とする。 

 ⇒・職員ばかりが話をして利用者の意見を聞けていない場合 

  ・職員の意見や提案を押し付けてしまっている場合 

  ・職員が何もかも引き受けたり、反対に何も引き受けない場合（役割分担） 

  ・力の強い人の意見に迎合し、弱い立場の人を守れるような議論になっていない場合 

  ・職員の問題意識がない場合 など 

・利用者ミーティング発表会で発表し、他のスタッフメンバーの意見、ケア検定委員からのコ

メントをきく。 

・大きな問題がなければ合格とする。 
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【利用者ミーティングの進め方】 

利用者ミーティングの目的 

 ・最も弱い立場の人が安心して生活できるようにする 

 ・利用者同士がお互いに支え合えるようにする（職員がいなくとも安心生活が送れる） 

 ・生活づくりの主体になれる（ルールづくり・ルールの変更ができる） 

 ・存在の役割関係の相互承認（今ある力を相互に承認する） 

  ※役割関係＝誰かに守られているという安心と、誰かを守っているという誇りの醸成  

 ・上下関係ではなく、共通ルールと役割関係をつくる（公平感） 

 

利用者ミーティングの場面 

 ・ミニミーティング（悩みの共有など） 

 ・トラブルミーティング（トラブル発生時の問題共有と対応の検討など） 

 ・イベントミーティング（イベント開催に向けた役割分担など） 

 ・家事分担ミーティング（日常生活の役割分担など） 

 ・定例ミーティング 

 

利用者ミーティングの進め方と工夫  

 1.ミーティングのタイミング 

  ・その場で呼びかけて実施（ミニミーティング） 

  ・事前にシミュレーションをしてのミーティング（ルールづくりのミーティング等）  

   ⇒ テーマ設定、予想される反応や役割分担できそうなこと、一致点 

 2.利用者への呼びかけ 

  ・当事者に集まってもらう（同じ問題意識を持っている人、トラブルの当事者とそれによって

生活に影響が出ている人など） 

  ・トラブルを起こしている人に「つらいんだね」と共感する段階があることで、ミーティング

が進めやすくなる 

  ・職員もトラブルを解決する当事者として集まる 

  ・皆が当事者になれるようなテーマ設定を工夫 

 3.要望や苦情への対応 

  ・職員が「自分が何とかします」と引き受けるのではなく、「皆でどうしましょうか？」と話

し、職員も含めた皆の役割分担に持っていく。 

 4.役割分担 

  ・最終的には、困りごとを解決するための具体的な役割分担に持っていく。 

  ・結論を保留する場合は「次回は〇月〇日のミーティングで話し合いましょう」と決めておく。  

  ・要望を聞くだけでは一時的なガス抜きの場になってしまい、参加者からも意見が出なくなる。 

  ※役割は、職員から一方的に与えられるものではなく、話し合いの中で自ずと引き受けていく

ことや、普段の生活の中で自ずとやっていることをミーティングの場で承認していくことが

大切。 
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 5.すべての参加者から話を聞く 

  ・口数の少ない人、納得していなそうな表情をしている人に話を振る。 

 6.自ら予測していた結論に固執しない 

・シミュレーションで予測していた結論に固執せず、反対意見も含めて様々な意見を出しても

らう。 

⇒一番弱い人がその場に居られるようにするためのミーティングであること 

⇒「かわいそうだね」の一致点（生きづらさの共有） 

⇒挑発的な人、攻撃的な人のつらさは何か、共通項は何かを考える。 

 7.結論を急がない 

 ・一度きりのミーティングで決着をつける必要はない。何度でもミーティングを重ねていくイ

メージ。 

 

トラブル発生時の利用者ミーティングとルールづくりの工夫  

 1.安心生活のためのルールをつくる（またはルールを変更する） 

 ・排除による解決ではなく、ルールづくりによる解決を考える 

 ・ルールの提案は誰が行ってもよい（最初は職員から提案することが多い） 

 ・ルールの提案については、事前のシミュレーションが重要（利用者にとってのルールの意味） 

 ・初回ミーティングで結論を出す必要はない。利用者も職員もより良いアイディアを考えられる

時間をつくる。 

 2.ルールを守ることが難しい人が抱えている困難を共有し解決のための役割分担をつくる 

 ・ルールを守ることが難しくなっている情報を共有できるようにする 

 ・トラブルによって困っている人の情報を共有できるようにする 

 ・解決のための方法を一緒に考えて、役割関係をつくる 

 3.ルールを言葉で共有することの意味 

 ・ルールは職員を含め生活を共にする人たち全員が守るもの。皆のルールを言葉で共有すること

ができると、力の強い人の顔色を窺わなくて済むようになる。 
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利用者ミーティングの例 

 

【洗濯物ミーティング】 

■経緯 

ミーティング開催一週間前より、洗濯機の使い方について下記の相談が職員に上がっていた。 

①いつまでも洗濯を続ける人がいて困っている 

②脱水をかけずに乾燥機にかける人がいて、音がうるさい   など 

当日、D さんの救急搬送、G さんの低血糖などがあり、健康不安についての話も広がっていた。 

ミーティング前半は洗濯機・乾燥機の使用方法について、後半は見守りの話へと発展する。 

■経過 

職員：D さんも無事戻っていらっしゃって（当日脱水で救急搬送後、帰宅される）せっかく皆さんお集

まりなので、先週より皆さんからお話のある洗濯機の利用についてお話ししたいと思います。 

Ｉ氏：今日、俺、毛布を洗濯かけたんだけど脱水でうまくいかなくなって。 

Ｆ氏：ガンガン音出てましたよ洗濯機、毛布だったんすね。 

Ｉ氏：いや、悪かったね！俺だったんだよ、うまく使えなかったんだ。 

職員：あの後ご相談いただいて。あの毛布は厚手なので、もう一回脱水だけしたら干せましたよね。 

Ｉ氏：いやはや全く。使い方がわからなかったんだよ。迷惑かけました。 

職員：洗濯は判断に迷う時もあります。丸洗いして大丈夫かとか、ちゃんと脱水できているかとか。 

Ｊ氏：Ｉさん、今度大物洗濯するときは言ってよ、俺手伝うから、同じ 3 階でしょ。使い方がわからな

かったら、俺がボタンの押し方教えるからさ。 

職員：みなさんも、使い方に迷われている方がいらっしゃったら、お声掛けいただけますか。 

（一同うなづく） 

（利用者からの提案） 

Ｈ氏：館長あれだよ、もっとわかりやすく貼りだしたほうがいいんじゃないの、使い方。 

職員：そうですね、見やすいように大きく書いて貼りだすのもひとつですね。 

Ｅ氏：小さい、と見えない人もいるんだよ。貼り出しておけば、わかるから。 

Ｈ氏：俺がバチーっと貼るから、わかりやすくしよう。 

職員：了解です。使い方を大きく書いて、貼り出しましょう。ご協力いただける方はご協力をお願いし

ます。 

（一同うなづく） 

職員：Ｅさん、2 階の方は洗濯機で何か困ったことはありますか。 

Ｅ氏：困ってるって、言わなくてもわかるでしょ、何回もやる奴いるって。 

Ｇ氏：洗濯物入れて、忘れちゃうことがあるんだよ、俺もバカになっちゃっているから。 

Ｈ氏：忘れちゃうんだよな、つらいんだよ。 

職員：忘れることは誰にでもありますよ。洗濯物を入れた、その後、忘れてしまう。それは私にもある

ことです。 

Ｅ氏：俺だってあるよ、でも何回もあんましおんなじ事やるのはな。 

Ｈ氏：Ｇさんだって、いつまでも洗濯機を使おうと思ってるわけじゃないから。早く終わらせたいと思
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っているんじゃない、気がついたら声かけてやればいいじゃない。 

Ｇ氏：乾燥は自分の部屋に吊り下げておけばいいから、干すのは俺はできるんだよ。 

Ｃ氏：たたむのが必要ならば、僕がやるよ、デイサービスで鍛えられているんだから、得意なんだ。 

 

（健康管理の話題へ） 

Ｇ氏：ありがとう。最近フラーとするんだよ。自分でもおかしいと思っているんだけど。 

職員：Ｇさん今日は血糖値が低くて、Ｃさんが気づいてくれて訪問看護の方に言ってくれましたね。 

Ｃ氏：血糖値 35 は危ない数値らしいよ。 

Ｈ氏：その後飯食って、俺も飴とシュークリームあげたから。次はきっと大丈夫だよ。 

Ｇ氏：そうだ、ありがとう（その後、血糖判定した結果、血糖は正常値＜260＞となった） 

職員：日頃から注意が必要ということですね。ＥさんもＧさんも食前に血糖値を下げる薬を飲んでいま

すが、血糖は下がりすぎるとフラーとする。ひどいと意識を失ってしまうことがある。だから歩

き方などには注意ですね。 

Ａ氏：見守りが必要ですね。ぼくも食事の時に、見ています。 

職員：ありがとうございます。また、今日は無事戻られたＤさんですが、脱水ぎみ。特にお風呂から帰

られた後は気をつけなくてはいけなくて。今回は病院で点滴してお戻りになりました。 

Ｈ氏：Ｄさん！タバコの吸いすぎだよ、ほんとダメよ！俺が抱えなきゃ頭打ってたぞ！ 

Ｊ氏：Ｄさんもな、忘れちゃうときあるからな。 

職員：Ｄさん、お水飲んだり、タバコ吸ったりした後、そのことを忘れてしまうことありますか？ 

Ｄ氏：へへへ（笑顔）うなづく 

Ｊ氏：Ｄさんは覚えてないかもしれないんだから、こっちから言ってやんなきゃ気がつかないんだよ。 

Ａ氏：Ｄさん、帰ってこれてよかったです。僕も見ていますから。転ばないでって。 

Ｊ氏：お互い様なんだからさ、いろんな人がいてここなんだから。助け合わねばだめ。 

職員：今日はみなさん、ありがとうございました。 

 

【解 説】 

  洗濯機にまつわる些細なトラブルをきっかけにして、健康不安について話し合うことを目的に

実施されたミーティングとなっている。単なる洗濯機の使い方などのルール確認ではなく、洗濯

機をうまく使えない辛さ、忘れてしまう辛さを共有する場になり、具体的に操作のボタンを教え

てくれる人、使い方をわかりやすく貼りだすこと、干す作業、たたむ作業などの提案が出ている

ことで、日常の支え合いをつくるミーティングとなっている。また、健康管理の話題の中では、

身体障害のために全介助が必要な利用者さんが、他の利用者さんが転倒しないかどうか日頃から

見守ってくれていることが共有されている。重度の障害を抱えている人を含めて、お互いに支え

ながら支えられているという役割関係があることをあらためて言葉で共有されている部分がと

ても重要である。 
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【パジャマミーティング】 

■経緯 

祝日の日、I さんと K さんからの申し出があり、食事の際のパジャマ着用についてミーティングを開催 

■経緯 

職員：みなさん、こんにちは。今日はＩさん・Ｋさんから朝方申し出がありまして、いつもより多くの

方が食堂にいらっしゃいます。ミーティングしませんか。 

Ｉ氏：えー、すいません、時間取ってもらっちゃって。今日はみんなの意見を聞きたくて提案しました。

最近、食事の時パジャマを着てる人がいて、それは少し良くないんじゃないかと思ってます。さ

っきまで寝るときに着てた服で飯食うなんて、ちょっとおかしいと。 

Ｋ氏：俺もそう思うんだ。メシ食う時、パジャマはダメよ。 

職員：はい。ご提案ありがとうございます。みんなの住まいですから、誰か一人が決めるのではなく、

みなさんで話し合いたいと思います。 

Ｆ氏：俺はいままでパジャマで飯食ってきたけど、何も言われたことねえよ。 

Ｅ氏：パジャマ？パジャマって何よ。 

職員：そうですね、パジャマ。皆さんにとって、パジャマって何でしょうか？ 

Ｈ氏：館長、おかしなこと言わないでよ。パジャマはパジャマでしょ。 

Ｉ氏：寝巻だよ、寝てるときに着ている服だよ。 

Ａ氏：おい、俺はな、寝てる時も起きてる時もずっと一緒だ、悪いか。 

Ｄ氏：いやＩさん、そうですよ俺も、寝てる時も起きてる時も変わんないです。T シャツにズボン。着

替えるのも大変なんで。何がパジャマか、何がパジャマじゃないかハッキリ決まってないです。

体が楽な服がいいってだけで。 

職員：Ｃさん、いかがでしょう。パジャマの意味は、人それぞれですね。 

Ｃ氏：僕も、体は不自由だから、着替えるのは大変ですよ。食事のために着替えるのはつらいです。て

んかん持ってるし、小児麻痺でしょ、着替えるだけでも辛い。 

Ｂ氏：おそれ、入ります。僕が今着ているのは、パジャマです。食事もヘルパーさんにお願いしていま

す。自分では着替えられません。 

Ｅ氏：そうだよな、おれはわからなくなる時あるよ。自分で、着替えたかね。頭が悪くなってるから、

わからないときあるんだよ。 

職員：そうですね。わからない時もあります。みなさんいかがでしょう。パジャマの意味は人それぞれ

のようです。みんなで集まる場所ですから、お互いが気持ちよく過ごせるように、お互いに気遣

いが必要ですね。 

Ｋ氏：着替えられない人もいるんだもんね。 

Ｊ氏：一律にパジャマ駄目ってのは、大変だと思いますよ。 

Ｌ氏：こういう問題は難しいですよね。みんなそれぞれ違うもんね。一律は難しい。 

（一同うなずく） 

Ｈ氏：そうだよ、みんな不自由なんだからさ、決めつけたら生活できない。病院や刑務所じゃないんだ

から。Ｄさん大丈夫だよ、もしおかしかったら俺が直してやるから（笑） 

Ｄ氏：気づかないで汚れていたり、匂いがあったら教えて欲しいです。気づかないから。 

Ｅ氏：汚れやにおいは誰にでもあるんだから、教えないと駄目だよな。 

Ｌ氏：それは俺も気をつけなくちゃならないことでね。 
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職員：そうですね。着替えたくても着替えられない人も、一緒に生活しています。自分の後姿は自分で

は見られませんもんね。気づいたら、教えていただきたい。 

（外出時） 

職員：ところで、着替えといえば、食堂だけではないですね。外出の時もそうですよね。 

Ｉ氏：それは、気づいた人が手伝ってやればいいと思う。 

Ｊ氏：俺もいつも T シャツにジャージですから、人のこと言えないけど、心配りじゃないですかね。寒

そうだったら「寒くない？」って、着せてあげればいいと思う。 

Ｈ氏：俺は暑がりだから、こないだＩさんから「寒くないの」って言ってもらって嬉しかったけど、暑

がりだから大丈夫だぜ（笑）。でもＤさんやＧさんは、ものすごい薄着で出るときあるでしょ。あ

れは言ってあげないとね。 

Ｌ氏：言い方だよね。みんなの前でバーっと言うと、かえって嫌な思いが残るでしょ。間接的に、伝え

てもらったほうがいい時もあるよね。 

Ｃ氏：うん、そうだよね。言い方はやさしくすればいいんですよ。 

職員：そうですね。ここには、お体の不自由な方から、毎日仕事をしている人まで、いろんな方がいら

っしゃいますよね。 

Ｋ氏：そう、だから助け合わなくっちゃ生活できないでしょ。 

Ｃ氏：みんな気持ちよく生活したいんですよ、ね、Ｇさん、そうでしょ。 

Ｇ氏：そりゃ（うなづく） 

職員：そうですね、皆の場所だから、みんなの気遣いやご協力・ご意見が必要です。今日はどうもあり

がとうございました。夕食は、祝日メニュー、ちらし寿司です。 

＜決まったこと＞ 

・一律に「食堂にてパジャマ禁止」とは、定めない 

・みんなで食事をするので、気持ちよく食事ができるようお互いに気遣い合う 

・着替えられない不自由さを持っている人には声をかけて、手伝う。 

・服がずれていたり、気になるにおいがあるとき、みんなの前で大声で言うのではなく、ご本人に気づ

く程度の大きさの声で言う。もし、それが難しい場合は職員に伝えていただき、気づいた人、気づか

れた人がお互いに気を悪くしないよう、間接的に伝える。 

・本日不参加の方への伝達を役割分担。Ｌさん→Ｍさん、Ｋさん→Ｎさん、Ｉさん→Ｏさんへミーティ

ングの内容と決定事項を伝達依頼する。 

 

【解 説】 

  このミーティングは、新しく入居した利用者さんが食堂でパジャマを着ていることを理由に排

除されそうになっているのではないかという職員の危機感をもとに開催されたものである。気持

ちよく暮らせること、身体が不自由な人の着替えの大変さなどが話し合われ、一律のルールでは

なく、身体の弱い人が暮らすことができるように、お互いに配慮し合うことが大事であるという

結論になっている。人間関係がこじれる前の段階で、手軽に話し合いの場が持たれているところ

がポイントである。 
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２）トータルプラン検定 

（利用者の立場に立ち、医療・介護サービス事業者等と調整するための支援技術） 

各事業所単独では対応が困難な、利用者の有する様々な生活課題に対して、法人内他事

業所や地域の医療・福祉等の専門機関、行政など関係者・機関とカンファレンスを行い、

地域連携の中で利用者を支援する環境づくりを習得するための研修である。 

〇研修の考え方 

関係機関とのカンファレンスにおいて、職員は日常的な関わりの中で利用者との間に基

本的信頼関係を構築しており、利用者の状況や生活を最も把握している立場であることか

ら、関係機関との調整の中心的役割を果たすことが期待されている。 

利用者の立場にたち、一人ひとりにあったサービスをコーディネートし、サービス提供

者と情報提供や支援方針の統一を図るとともに、カンファレンス方針を職員間で共有する

ため、トータルプランという様式にまとめることが求められる。 

 

【到達目標】 

・一人で抱え込まないために、問題を整理して他の事業所に応援を求めることができる。 

・一事業所で抱え込まないために、地域の他の事業所と連携して支援することができる。（カン

ファレンスができる） 

➡ 地域連携ができる 
 

 【評価基準】 

・困っていること、不安なことをある程度整理してまとめることができているか 

・利用できる社会資源について、どのようなものがあるか理解できているか 

・外部組織との連携は取れているか 

・分担することによって、困っていることを解決できるか 
 

【評価及び育成の手順】 

・指導担当のアドバイスをもとに、トータルプランを作成し、提出する。 

・ケア検定委員が内容確認し、万が一、大きな問題があった場合には、サポートセンター長に

問題を指摘し、再提出とする。 

・トータルプラン発表会で発表し、他のスタッフメンバーの意見、ケア検定委員からのコメン

トをきく。 

・必要であれば修正を加え、最終的なトータルプランの確認をもって合格とする。 

 

 

 

 

 

 

  

【トータルプランの記入項目】 

①基本情報 

心身の状態、生活上の困難・課題、本人の希望・望まれる生活、 

専門機関からのアドバイス・意見 

②予測される事態とその対応 

予測される状況変化とそれへの対応 

③支援目標 

 目標、達成状況 

④対応に必要なケア体制・システム・社会サービスとの連携 

 課題、解決策 
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図表 4-8 トータルプラン（記載イメージ） 

 

 

 

 

 

 

  

トータルプラン
利用者名

キーパーソン
現場担当者名

トータルプラン
担当者名

担当サポートセンター 責任者

平成××年ごろ●●公園を居所として生活。日雇い労働をしていた際に建
設現場において転倒、複数箇所の骨折・臓器損傷にて１年間の入院となっ
たが現在歩行は安定しており、部屋までの階段もスムーズに登ることができ
る。食事制限はアレルギーのため魚類全般。これまでに生活苦による万引
き、窃盗、暴行、人間関係、飲酒トラブルなどが多く居所も養護老人ホーム、
更生施設、宿泊所などを転々としてきたため、現在の居所においても生活が
安定するか不安に思っている。過去に物忘れ、理解力の低下がみられ、情
報の整理が必要な場面において混乱し怒り出してしまうことがある。

本人の希望
望まれる生活

他人に日常生活の意思決定を管理されることなく、自分のペースを保ちなが
ら生活をしたい。万引きや飲酒などで施設を転々としてきたことが嫌な思い
出として心に残っているため、トラブルなく安心して●●荘での生活を続けた
い。加齢による漠然とした健康不安がある。家族とも疎遠であるために、孤
立死はしたくない。人の目があるところでいつまでも健康に暮らしたい。転倒
骨折や狭心症の悪化が起こらないように生活したい。以前●公園の近隣に
住んでいた時、他の住人などいじめに合う中で唯一の楽しみが園芸であっ
た。●●荘でもその園芸を続けることで、楽しい気持ちで生活したい。

専門機関からの
アドバイス・意見等

不眠症、狭心症、高コレステロール血症の治療のため、定期的な通院・服薬
の継続が必要である。魚アレルギーについては治療中であり、食事提供の
際には魚類全般を提供しないよう留意頂きたい。　　　　　　　　　　　　（主治
医・●●診療所内科　●●医師）
園芸作業における土いじり・化学薬品などの取扱により皮膚がただれること
があるためステロイド系軟膏を２種類処方しているが、副作用があるため症
状が治まったら利用を中止してほしい（●●病院皮膚科・医師）

生活上の困難・課題
（食事・睡眠・清潔・排泄・活動）

ＡＤＬ、ＩＡＤＬとも自立しているが、不眠症あり。生活のリズムが狂うと落ち着
かなくなり急に怒り出すことがある。また、趣味である園芸により施設内を汚
してしまうことがあり、他の利用者と口論となることがある。また、部分的な物
忘れがあり植物を枯らしてしまったり、うまく育てられないことがある。活動的
であり、地域の商店にて買い物をしたり散歩は毎日行っている、水曜日から
土曜日まで、●●区にいる友人宅に毎週泊まりに行っている。外出機会が
多いこと、理解力の低下などがあり他の入居者との関係性を構築できていな
い。加齢による身体能力低下があり健康不安を持っているが、現在のところ
疾患予防や機能訓練、介護予防などの取り組みは行っていない。

心身の状態
（痛み・呼吸苦・不安/混乱）
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予測される状況変化 対応

支援目標

疾患の悪化（狭心症、高コレステロール血症）、加齢に
よる身体能力の低下

通院・服薬状況の確認。医療機関（診療所・保健セン
ター）と連携、疾患の予防・介護予防の取り組みをご本
人と検討しすすめていく。

不眠症があり、生活上の変化で落ち着かなくなる

ご本人、入居者、職員などと情報共有を密に行い、不安
を解消、安心して生活を継続できる環境を整える。役割
分担について入居者・職員と話し合い、ご本人が物忘
れで混乱してしまった際や、不安になった際の声かけ
などの協働を考える。

トラブルミーティングを開催、行為にあたる辛さ、苦しみ
を共有し、互助による支え合いの輪をつくる

万引きや飲酒、利用者間などのトラブル

予測される事態とその対応について

定期的な通院ができているが、薬の飲み忘れ、怪我や
皮膚疾患がある。また現在のところ、通院・服薬以外で
健康状態の保持・疾患の予防などにつながる取り組み
を行っていない。

目標 達成状況

趣味である園芸の継続、●●荘での安定した生活を続
けられるよう環境を整える

趣味である園芸を続けられるよう、ミーティングなどで取
り組みを公共化し、周囲より共感を得ることにより、関係
性を構築、互助による支え合いの輪をつくる。園芸ス
ペースがご本人だけではなく、他の入居者・職員にとっ
て共同の場所として親しまれ、共に守っていく場所とし
て認知されるよう取り組んでいく。また園芸を通じて、生
活圏域の近隣住民、関係機関（●●生花店、自立援助
ホーム●●、●●地域包括支援センターなど）とのつな
がりを広げ、●●荘内外において関係性を構築、孤立
を防ぐ。

対応に必要なケア体制・システム・社会サービスとの連携

課題 解決に向けて

健康状態を保って、身体状況の悪化を防ぐ

地域の生花店にて自ら花を購入し、ベランダにて園芸を
行うことができているが、外出が長引くことや物忘れも
あり、植物を枯らしてしまうことがある。また、園芸にお
いて使用する土やゴミなどで住民から迷惑であるとの
声が出ている。

かかりつけ病院の医師・相談員、●●地域包括支援セ
ンター、●●保健センターと連携をとり、自身の健康維
持に向けて課題整理を行い、健康不安の解消、疾病の
予防、介護予防に取り組む。

加齢による身体・生活能力の低下があり、転倒などによ
る身体能力の低下、生活能力の低下が予想される

自立援助ホームでの生活安定、現在の身体・生活状況
が変化した際の居所についての検討

●●区福祉事務所施設援護係・●●CWと連携、身体・
生活状況を共有し、身体状況が変化した際の居所につ
いて協議していく。

外出機会が多いこと、理解力に低下が見られることよ
り、園芸などにおいて花を枯らしてしまったり、土で施設
内を汚してしまうことがある。また、ごみの量も多く他の
入居者より迷惑だとの声が上がっている。●●荘内の
関係性・信頼関係をうまく作れていない。
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３）レポート 

研修の最終項目として、受講者にはレポートの提出が求められる。 

レポートでは、これまで学び、実際に取り組んできたふるさとの会の対人援助について

の感想や受講者自身の考えなどを記載してもらう形であり、記載内容からふるさとの会の

支援方針の理解度、浸透度を推し量ることができる。 

〇研修の考え方 

各事業所では 10 名程度の非常勤職員も勤務している。事業所責任者は、非常勤職員や

新規の常勤職員に対して、ふるさとの会における支援のあり方や具体的な支援方法などを

自らの言葉で伝える（指導する）ことが求められることから、レポートを記入することで

自らの考えや思いを整理することを目的としている。 

 

【到達目標】 

・対人援助について、他のスタッフに指導することができる 

 

【評価基準】 

・対人援助についての基本的理解ができているか 

 

【評価及び育成の手順】 

・内容を検討委員会が確認し、大きな問題がなければ合格とする 

 

 

（４）フォローアップのしくみ 

 

前述した集合研修・検定の終了後、職員は各事業所責任者等として業務に従事すること

となるが、育成の視点からは集合研修・検定によって得られた知識やスキルの定着を図る

とともに、それを高めていくことが重要となる。 

ふるさとの会では、外部の専門家や有識者等を招いて定期的な事例検討会を開催したり、

各サポートセンター単位でのミーティング、業務日報等から把握された状況に対するスー

パーバイズ機能など、研修終了後の職員が生活支援の知識や技術を高める機会が設けられ

ている。 

また、ふるさとの会では、日々の支援業務で利用者との関わりを業務日報に記録してい

る。支援において何らかの問題が生じた場合には迅速な対応を可能とするため、業務日報

は各サポートセンター長の確認後、翌日には全体共有がなされる仕組みが整っている。 

このような日々の実践の積み重ねと問題が生じた際の迅速なフォローアップのしくみ

が確保されていることにより、職員のスキル向上が図られている。 
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生活支援サービスを担当する人材養成の指針 

 

１ 基本的考え方 

〇生活支援サービスは関係性の再構築を目指すもの 

・住まいに困窮する低所得高齢者等は、家族や親族をはじめ友人知人や地域住民等との

関わりが希薄化しており、住まいの賃貸借契約の際に必要な身元保証人や緊急連絡先

となる人がいない場合が少なくない。 

・一方で、賃貸物件の家主等は、孤立死に対する漠然とした不安や費用負担リスクから

高齢者等の入居を敬遠する傾向がある。機器を利用した見守りや安否確認サービス、

少額保険商品なども普及しているものの、孤立死リスクに対する家主等の不安を払拭

するまでには至っていない。 

・住まいに困窮する低所得高齢者等への生活支援サービスでは、他者との関わりが希薄

化している本人と周囲の人々との社会関係を再構築し、できるだけ多くの人々に支え

られる仕組みや環境を整えることを目指すことが求められる。 

〇関係性の再構築ができる人材の育成が必要 

・住まいに困窮する低所得高齢者等の生活支援を担う職員には、利用者本人に対する理

解を深めながら、日常生活上の課題に対して適切に支援する力が求められる。 

・特に、社会関係の再構築という低所得高齢者等の根本的な支援ニーズに応えることが

できる人材の育成が求められている。 

〇関係性の再構築に必要な支援技術を研修等で習得できる体制の整備が必要 

 ・孤立した低所得高齢者等が周囲の人々との関係性を再構築するためには、支援を担う

職員に一定の知識や技術が必要となる。 

 ・これまでに団体が蓄積した様々な知識や経験をもとに、孤立した低所得高齢者等の関

係性の再構築を担える人材を育成するための研修体制等を整備していくことが求めら

れている。 

 

２ 関係性の再構築に必要な支援技術 

〇支援技術の内容 

・孤立した低所得高齢者等が周囲の人々との関係性を再構築するために必要な支援技術

として、大きくは下記の 4 項目がある。 

 「基本的信頼関係」構築のための支援技術 

 利用者の支援方針を決め、実行していくための支援技術 

 「生活づくりの主体となるための互助関係」構築のための支援技術 

 利用者の立場にたち（キーパーソンになる）、地域連携（医療・介護サービス

の事業者との調整、地域住民、事業者等との連携）を行うための支援技術 
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  以下、各支援技術について記述する。 

 

（１）「基本的信頼関係」構築のための支援技術 

・「基本的信頼関係」構築のための支援技術は生活支援のための基礎技術であり、次の

内容から構成される。 

 対人援助に対する基本的理解 

 利用者の承認、受け入れなどの支援技術 

・生活支援を担う職員には、利用者の抱える障害や疾病などの生活課題を理解するとと

もに、そこから生じる本人の生きづらさを理解することが第一に求められる。 

・利用者本人への理解を深めるためには、利用対象者に多い疾病や障害等に関する知識

とともに支援のための法制度などを体系的に学ぶことが必要である。 

・なお、これらは初任者研修の位置付けであり、継続的な技術向上を促していくシステ

ムの構築も必要となる。 

 

（２）利用者の支援方針を決め、実行していくための支援技術 

・特定の利用者のケアプラン作成（利用者との協働作業）を通して、利用者との基本的

信頼関係を構築するとともに個別支援手法を習得するものであり、次の内容から構成

される。 

 利用者の状況や社会サービスの活用に関する基本的理解 

 疾患や障害についての基本的理解 

 医療・介護サービスについての基本的理解 

 関係相談窓口等福祉施策についての基本的理解 

 支援方針の内容をケアプランとして取りまとめ 

 共感関係を土台とした支援（個別支援） 

 ・利用者が抱える生活上の問題について、その背景にあるものをアセスメントによって

整理し、利用者のつらさに気づき、生活上の困りごとを利用者とともに発見し解決し

ていくためのプロセスを言語化する作業である。（言語化することで支援内容が独善

的になることを防ぎ、支援の思考プロセスを共有化できる。） 

 ・生活支援を担う職員には、利用者と同じものを見ようとする関係性（家族的機能・キ

ーパーソンとしての役割）を土台として支援を展開することが求められる。 
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（３）「生活づくりの主体となるための互助関係」構築のための支援技術 

・特定の利用者等の悩みを関係者すべての課題として捉え、関係者が相互に支え合い助

け合う関係性を構築できるような環境づくりの手法習得を目指すものであり、次の内

容から構成される。 

 利用者間でのトラブルの解決、イベントでの役割分担等を目的とした利用者ミ

ーティングを開催 

 色々な人の意見を参加者全員で共有すること、相互に相手のつらさを理解

し、つらさを補い合う役割関係と、互いに認め合う相互承認関係を作るこ

とを目指す。 

 最も弱い立場の人が安心して生活できるようなルールを話し合うこと 

 利用者ミーティングの記録を取れること 

 ・利用者ミーティングは、参加者同士の相互理解の深化や基本的信頼関係の強化を促し、

参加者一人ひとりが生活の主体になることを目指すものである。 

 ・多様な価値観や生活行動の違う様々な人々が暮らす集合住宅等では、トラブルが発生

しやすい状況にある。その際に、なぜトラブルにつながる行動がなされるのか、原因

となる本人が抱える生きづらさを関係者で共有し理解を深めることが重要であり、互

いのつらさを理解した上で相互に認め合い、助け合う関係づくりを目指すことが求め

られる。 

 

（４）利用者の立場にたち、地域連携を行うための支援技術 

・利用者の様々な生活課題に対して、他事業所や地域の医療・福祉等の専門機関、行政

など関係者・機関とカンファレンスを行い、地域連携の中で利用者を支援する環境づ

くりを習得するためのであり、次の内容から構成される。 

 利用者の生活課題に対して活用できる医療、介護事業所等地域資源を活用した

トータルプランを作成 

 地域の事業所等と連携をとり、必要な情報を収集、共有 

 関係事業所、関係機関等との利用者の処遇についてのカンファレンスを主催 

 ・生活支援を担う職員は、日常的な関わりの中で利用者との間に基本的信頼関係を構築

しており、利用者の状況や生活を最も把握している立場にある。そのため、キーパー

ソン的な立場から利用者を支援する様々な関係者・機関との調整の中心的役割を果た

すことが求められる。 
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第５章 取組の普及促進に向けて 

１．生活支援事業者の育成 

前章ではふるさとの会における生活支援員養成のプロセスを整理したが、この中には生

活支援に携わる職員が備えておくべき基本的な知識とともに、互助づくりを支援する際に

有効な技術なども含まれている。生活支援を提供する多くの団体・事業者が、このような

知識や技術に基づいた生活支援によってサービスの質の向上を図り、利用者一人ひとりの

権利や尊厳、自立生活を保障していく支援を展開することが求められている。 

ふるさとの会内で行っている生活支援員養成研修について、生活支援に取り組む他団体

等でも受講できるよう研修内容を検討し、普及に向けた指針を作成し広めていくことが考

えられる。その際、地域サロンの運営を想定し、「地域の互助づくりに対応する技術」に関

する研修プログラムを確立することも求められる。 

なお、研修体系は現場の実践者向けとともに管理者向けの二層構造とすることで、より

普及の実現性が高まると考えられる。 

【実践者向け研修（仮）】 

目的：生活支援を行う上で必要となる基本的な知識や技術の習得 

内容：ケア研修の受講による利用者の理解、支援の基本的知識等の習得 

：利用者ミーティング、カンファレンスのやり方、記録の取り方 等 

【管理者向け研修（仮）】 

 目的：実践者へのスーパーバイズ機能を高めるための知識や技術の習得 

 内容：コーディネート機能（サービス提供事業者や地域住民等との連携方策） 

：実践者へのスーパーバイズの視点の習得 等 

 

２．自治体や関係機関・団体等との連携強化 

 住まいに困窮する高齢者等に対する居住支援・生活支援の取組を普及させるためには、

可能な限り地域に近いレベルで、医療や福祉の社会サービスを提供する事業者・団体や、

住まいを提供する家主・不動産事業者等の関係者、また地域で活動する民生委員や自治会

町内会関係者等の人々が連携し、情報交換や課題の共有ができる場が必要である。現在、

この仕組みに最も近いのは居住支援協議会であるが、現時点では区市町村単位での設置は

十分には進んでいない。 

国の取組としては、民間の空き家・空き室を活用して、高齢者、低額所得者、子育て世

帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設するなど、住宅セー

フティネット機能を強化するための「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する法律の一部を改正する法律案」が国会に提出されたところであり、居住支援活動へ

の支援措置も盛り込まれている。 

こうした取組の推移を見ながら、上述のような連携の場を区市町村単位で設置し、関係

者が連携して課題を共有し、対応方策を協議できる場として機能させるともに、第２章で

整理した「社会的不動産事業」等の取組に対して支援する仕組み（25 頁脚注参照）も必要

である。 
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３．生活支援を提供するための仕組みづくり 

 住まいの確保と合わせて生活支援が適切に提供されるためには、そのコストに対応する

仕組みづくりが重要な課題である。本報告書では、民間事業モデルの仕組みを研究したが、

今般、厚生労働省においては地域共生社会の実現に向けた取組の推進が図られており、「我

が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を実現するため、区市町村が包括的な支援体制づく

りに努めることが規定された。生活困窮者自立支援制度において、居住支援の取組強化が

図られることとなっている。 

また、介護保険制度の地域支援事業において、居住支援が高齢者の安心な住まいの確保

に資する事業として任意事業に位置付けられることとなっている。生活支援を提供し、互

助を醸成するための仕組みづくりに向けては、以上の取組の推移を見ながら、総合的な観

点から、民間事業と制度事業との連携にも留意していく必要がある。 

 

４．生活支援の評価指標の検討 

今後、生活支援の取組を普及させるためには、生活困窮者等に対して提供している支援

内容について客観的な指標等を用いた検証が必要となる。これは、第三者による評価の必

要性とともに、生活支援に携わる職員個々の支援スキル評価にもつながるものである。 

評価の観点として、従来の事業評価で行われてきた定量的な指標（被支援者数、支援時

間等）だけでは十分とは言えず、本人をはじめ家主や不動産事業者、近隣住民、行政も含

む地域の関係者等にとってどのような効果があるか、適切な評価が求められる。しかし、

これらは定性的なものとなり、対象選定や手法等の面でも客観性の担保に課題が残る。 

一般的な事業評価の観点としては、事業を実施するための仕組みや実施体制に関する

「ストラクチャー評価」、事業の目的や目標を達成するための取組過程や手順を評価する

「プロセス評価」、事業実施による目的の達成度を測る「アウトカム評価」などがある。福

祉分野における取組例をみると、介護保険事業者情報開示システムや福祉サービス第三者

評価等では「プロセス評価」が中心となっている。 

 第 2 章で記載した社会的不動産事業における「プロセス評価」を検討する場合、例えば

下記のような視点での項目が考えられる。 

（生活支援の取組） 

・利用者本人を理解するための取組を行っているか 

・さまざまな障害を持つ利用者本人が意思決定できるような支援に取り組んでいるか 

・利用者本人の意思決定を阻まれる部分について支援しているか 

・本人と他の利用者等との関係性構築に向けた取組を行っているか 

（地域サロンでの取組） 

・地域サロンに人を集めるためにどのような工夫をしているのか 

・地域サロンに来ない人にどのようなアプローチしているのか 

・社会サービスとの連携はできているか、家賃滞納等も含め事業者から情報が入ってくるか 

・記録の中に必要な情報がきちんと残されているか 

・記録はデータベース化されているか、データベースは随時更新されているか 

（管理者向け項目の例） 

・（個別場面への対応）～の場合にどのように対応するか指導がなされているか 

・職員に対する目配りやスーパーバイズが行われているか 
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・地域とどのように連携しているか 

 

生活困窮者等に対する生活支援の取組を、地域に根差したものとして浸透させていくた

めには、プロセス評価項目とともに取得可能なアウトカム評価を組み合わせ、広く周知し

ていくことも重要である。 
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補論 居住支援に関する国の新制度について 

 

１．国土交通省の取組 

 

 国土交通省は、平成 29 年の通常国会にいわゆる住宅セーフティネット法を改正する、

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律案」

を国会に提出している。 

この改正法には、 

①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度 

②登録住宅の改修・入居への経済的支援 

③住宅要配慮者のマッチング・入居支援 

が盛り込まれている。以下、その内容を個別に見てみたい。 

 

(1)住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度 

都道府県・区市町村が、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進計画を策定する。計

画には、国の基本方針に基づいて、供給目標、施策等が盛り込まれることとなっている。

住宅確保要配慮者は、①高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、被災者世帯、②低所得世

帯（収入分位 25％以下）、③その他外国人世帯とされている。 

賃貸人が、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として都道府県・政令市・中核

市に登録する制度が新たに設けられる。登録の基準として、耐震性能、一定の居住面積等

が定められる。この登録基準については、供給促進計画によって基準の強化や緩和が可能

である。 

また、いわゆるシェアハウスである共同居住型住宅の面積等の基準が定められる。 

 都道府県等は登録住宅の情報開示や賃貸人の指導監督を行う。 

 

(2)登録住宅の改修・入居への経済的支援 

登録住宅については、その改修に対する支援措置が講じられる。 

①登録住宅に対する改修費補助 

  バリアフリー工事、耐震改修工事、用途変更工事等を対象として改修費の一部が補助

される。補助を受けた住宅は、住宅確保要配慮者の専用の住宅とする必要がある。また、

入居者の収入や家賃の水準について、一定の要件が付される。 

②独立行政法人住宅金融支援機構による登録住宅に対する改修費融資等 

 独立行政法人住宅金融支援機構による改修費の融資等が行われる。 

また、専用の住宅として登録された住宅については、低所得者の入居費用負担軽減のた

めの支援措置が行われる。補助は、 

①家賃低廉化に要する費用（国費上限一戸当たり 2 万円） 

②入居時の家賃債務保証料（国費上限一戸当たり 3 万円） 

に対して行われる。これら補助については、入居者の収入や入居期間について一定の要件

が設けられる。 



78 

 

 

(3)住宅要配慮者のマッチング・入居支援 

 住宅要配慮者のマッチング・入居支援として、次の措置が講じられる。 

①都道府県が、家賃債務保証等を行う NPO 法人等を指定 

②居住支援法人等が登録住宅についての情報提供・入居相談を実施 

③生活保護受給者の住宅扶助費等について賃貸人からの通知に基づいた代理納付（福祉

事務所が生活保護受給者に支払う住宅扶助等を、賃貸人に直接支払う仕組み）の要否

を検討する手続を創設 

④居住支援活動へ国が補助 

⑤住宅確保要配慮者への家賃債務保証が円滑に行われるようにするため、次のような措

置を実施 

ア.適正に家賃債務保証を行う業者について、情報の提供を行うとともに、（独）住宅

金融支援機構の保険の引き受け対象とする。 

イ.居住支援法人が家賃債務保証を行う。 
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２．厚生労働省の取組 

 

(1)介護保険制度における取組 

 介護保険制度の地域支援事業において、「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」が

任意事業として位置付けられる。 

 この事業は、多くの高齢者が居住する住宅を対象に、生活援助員を派遣し、関係機関、

関係団体等による支援体制を構築する等、地域の実情に応じた高齢者の安心な住まいを確

保するための事業である。生活支援員の活動としては、日常生活上の生活相談・指導、安

否確認、緊急時の対応や一時的な家事援助等が想定されている。 

 

 

 

 

 

 

  

別記６ 任意事業

３ 事業内容
（３） その他の事業

カ 地域自立生活支援事業
次の①から④までに掲げる高齢者の地域における自立した生活を継続さ

せるための事業を実施する。

① 高齢者の安心な住まいの確保に資する事業

市町村が運営する高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）や、サービ

ス付き高齢者向け住宅、多くの高齢者が居住する集合住宅等を対象に、日

常生活上の生活相談・指導、安否確認、緊急時の対応や一時的な家事援

助等を行う生活援助員を派遣し、関係機関・関係団体等による支援体制を

構築する等、地域の実情に応じた、高齢者の安心な住まいを確保するため

の事業を行う。

1

「地域支援事業実施要綱」 （平成18年6月9日老発第009001号厚生労働省老健局長通知）
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(2)生活困窮者自立支援制度における取組 

 自立相談支援事業の相談者について、賃貸住宅の入居・居住に関して直面している困難

を踏まえた個別支援の充実を図るため、必要な予算が平成 29 年度予算に盛り込まれている。 

 次のような事業が対象となる。 

①個別支援 

   相談者の課題を踏まえ、必要な物件像や居住支援サービスを見極め、不動産事業者

へ同行し、物件探しや契約の支援を行う。 

②物件やサービスの情報収集、担い手開拓 

   不動産関係者・福祉関係者の有する物件や居住支援サービスの情報を収集し、不足

しているものについては担い手を開拓する。 

 

③潜在ニーズへの対応 

  病院の医療ソーシャルワーカー等と連携し、入院・入所中に借家を引き払っている等

で退院・退所後の居住支援を要する者を把握し、自立相談で継続的に支援する。 
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(3)生活保護制度における取組 

 生活保護受給者を対象に「居住の安定確保支援事業」を実施するための予算が、平成 29

年度予算に盛り込まれている。 

 この事業は、生活保護受給者の住まい確保と地域生活の継続を目指すものである。具体

的には、都道府県、市等が行う次のような事業内容が補助の対象となる。 

①安価で質の良い住宅や連帯保証人が不要な住宅のリスト化 

②住宅への入居を希望する受給者に対し、家賃の代理納付の活用や不動産業者への同行、

現地確認による民間賃貸住宅への入居支援 

③居住支援協議会、地方自治体の住宅部局、宅地建物取引業者、地域住民、介護サービ

ス事業者等との連携強化 

④地域生活を維持できるよう、見守りや地域で活動するボランティア団体の紹介等を実

施 
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(4)障害者総合支援制度による取組 

 障害者総合支援制度においては、障害者施設や精神科病院に入所、入院していた障害者

の地域生活への移行や定着を支援するために、次のサービスが用意されている。 

①地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援） 

  地域移行支援 施設や病院に入所・入院していた障害者を対象に住宅の確保、その他

の地域生活へ移行するための支援を行うもの 

  地域定着支援 居宅で単身生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、

緊急時には必要な支援を行うもの 

②自立生活援助 

  施設やグループホームを利用していた障害者で一人暮らしを希望する者などを対象と

して、次の支援を行うもの 

ア 定期的に居宅を訪問し、食事、洗濯、掃除などに課題はないか、公共料金や家賃

に滞納はないか、体調に変化はないか、通院しているか、地域住民との関係は良

好か 等について確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行う 

イ 定期的訪問だけでなく、利用者からの相談・要請があった際には、訪問、電話、

メール等による随時の対応を行う 
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(5)精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築の取組 

 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築のための予算が、平成 29 年度予算に

盛り込まれている。この地域包括ケアシステムの中には、住まいの確保支援が事業の対象

となっている。 
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(6)地域共生社会実現に向けた取組 

 「我が事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制を整備するための社会福祉法の改正

が、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」に盛り

込まれている。その内容は、次のとおりである。 

①「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定 

   支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題について、住

民や福祉関係者による把握及び関係機関との連携等による解決が図られることを目指

すことが規定 

②この理念を実現するため、区市町村が以下の包括的な支援体制づくりに努める旨を規

定 

ア 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備 

イ 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に

応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制 

ウ 主に区市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、

複合化した地域生活課題を解決するための体制 

③地域福祉計画の充実 

区市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共

通事項を定め、上位計画として位置付け 
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Ⅱ．交流・相談拠点設置事業の取組 
 

 

 

社会福祉法人 悠々会 

特定非営利活動法人 東京ソテリア 

特定非営利活動法人 日本地主家主協会 
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住宅に困窮し、日常の自立生活に不安のある低所得高齢者等に対して、住まいの確保に関する

支援、見守りなどの生活支援を一体的に提供するとともに、入居者及び地域における互助の仕組

みが醸成されるよう、民間等による自主的な取組を支援している。 

平成２８年度は、応募のあった事業者から、以下の３団体で本事業を実施した。 

 

１ 補助対象事業者（所在地、主な対象者） 

（１）社会福祉法人 悠々会（町田市、高齢者等） 

（２）特定非営利活動法人 東京ソテリア（江戸川区、精神障害者等） 

（３）特定非営利活動法人 日本地主家主協会（新宿区、高齢者等） 

２ 選定方法 

  地域居住支援モデル事業事業者選定委員会において、事業運営方針や適格性を審査・選定 

３ 事業内容 

（１）住まいの確保と生活支援の提供 

  東京都内にある空家、空き室等を活用した低廉な家賃の住居確保の支援と、入居者に対す

る生活支援の提供 

  同一建物内、又は中学校区圏域相当の地域内に入居者と地域の交流の機会を提供する共同

リビングの設置 

（２）互助の仕組み作り 

  入居者に対して、健康の維持増進、多様な世代の交流促進等を行うと共に、地域コミュニ

ティ活動等への参加を促し、住民同士の互助の仕組みを醸成する。    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

交流・相談拠点設置事業 

 （平成２８年度地域居住支援モデル事業）

事業イメージ図

行政・医療機関・介護事

業所・不動産会社と相互
連携

（社会福祉法人・NPO法人等）

地域の交流拠点

地域との互助入居者同士の互助

地域との互助

（中学校区圏域相当）

（施設の空き部屋アパート等の空き室等）

（戸建の空家等）

（アパート等）

（アパート等）

入居者同士の互助

共同リビング

①戸建の空家等、または、②点在する集合住宅、アパート等の空き室等を活用し、入居者へ見守り

等の生活支援を行い、住民同士の互助の仕組を醸成する。

◎ 空家等のバリアフリ―改修等及び共同リビングへの用途変更工事等を対象とする。

◎ 互助ハウス内または、アパート等の近くに「共同リビング」を設置し、入居者や近隣住民の

交流拠点とし、地域の互助の仕組を醸成する。

※互助ハウスとは、戸建の空家等を活用して、低所得高齢者等の入居者同士による互助を実施する住居のこと。

共同リビング

住宅確保の支援

見守り互助の仕組作り

生活支援

「共同リビング」の運営

①戸建の空家等を活用する

場合（互助ハウス※）

②集合住宅、アパート等

の空き室を活用する場合
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団体名： 社会福祉法人 悠々会 

 

                                  

 ●法人名：社会福祉法人 悠々会 

●所在地：東京都町田市能ヶ谷 4-30-1 

●設立 ：平成 13 年 12月 26日  

●理事長：陶山 慎治 

●目的及び事業 

１ 第一種社会福祉事業  

  （１）特別養護老人ホームの経営  

  ２ 第二種社会福祉事業 

  （１）老人短期入所事業の経営  

  （２）老人デイサービスセンターの経営  

  （３）老人居宅介護等事業の経営  

  （４）認知症対応型老人共同生活援助事業の経営   

●公益を目的とする事業 

1 居宅介護支援事業の経営  

2 地域包括支援センターの経営  

3 あんしん相談室の経営  

4 訪問看護事業の経営  

5 あんしんハウス事業の経営 

6 介護職員初任者研修事業 

 

 

●住む場所に困っている方に、借手の見つからない部屋をその方の予算に応じて当

会が借り上げ、低廉な家賃でお貸しする。 

●自動消火器と24時間見守りシステムを備える。 

●無料のランチ会を開催している。 

●買い物や通院等の送迎を支援する。 

 

 

●当会は町田市（鶴川・忠生山崎地区）を拠点に各種の福祉サービスを展開してお

り、行政をはじめ、協力団体や専門家との良好なネットワークを形成する。現在

は町田市を拠点に「あんしんハウス」事業を進める。 

●対象者は高齢・障がい・子育て世帯。また、生活困窮者の方、保証人や身寄りの

ない方等を対象にしている。 

  

３．事業実施地域、対象者について 

２．事業方針、取組の特徴 

１．法人概要 
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 ●在庫の物件を抱えるわけではなく、当事者から「どこでどんな暮らしをしたいか」

を丁寧にヒアリングし、一緒にエージェントとして部屋を探している。 

●マンションやアパートのオーナー様と当会との間で、物件の借上げ契約を結び、

住宅にお困りの方と当会との間で、物件の賃貸契約を結んでいる。 

●地域住民、不動産会社ならびに、市役所や高齢者・障がい者支援センター、福祉

系ＮＰＯ等へのＰＲで、住宅にお困りの方をご紹介いただいている。 

 

 

 

●共同リビングや買い物、かかりつけ医に行くために、送迎サービスを実施してい

る。 

●当会のスタッフが定期的に接触する機会（戸別訪問・諸活動への参加勧誘等）を

つくり、日々の生活状況を把握し、問題を発見した場合には適切な対応を取って

いる。 

●関係機関と連携を取り、日常生活に不安のある入居者には、生活相談を実施し、

該当支援機関や医療機関に繋ぐなど、心身のサポートを行っている。 

 

 

 

●「あんしんハウス」の利用者には地域のコミュニティ活動等への参加を奨励して

いる。 

●「あんしんハウス」の利用者が、地域通貨を活用し助け合ったり、余暇活動を企

画・実践できるよう促している。 

●健康の維持・増進やさまざまな人との交流促進のために、ウォーキングイベント

やボランティア活動等、当会や他法人、他団体が実施する催しへの参加を促して

いる。 

 

 

 ●鶴川地区協議会等が主催する総合相談窓口（地域づくりと地域課題の解決）に参

加し、高齢・障がい・子育て・法律の専門家と連携し困難なケースでも迅速かつ

的確に対応できる体制を整備している。 

●町内会、自治会が主催する防災活動や意見交換会に参加し、災害時の避難方法や

安確認が迅速に行える環境を整備している。また、地域住民と共に防災活動を担

うことにより、ご利用者様に安心と安全を提供できるよう連携を図っている。 

 

 

  

４．住まいの確保について 

５．生活支援について 

６．互助の仕組み作りについて 

７．自治体・関係機関との連携について 
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８．取組のポイント 



92 

 

 

 

 

【平成 28年 8月～平成 29年 2月末】 

問い合わせ件数     ：45件 

あんしんハウス利用件数 ： 8件 (他 3件入居調整中) 

 

 

共 同 リ ビ ン グ 

開 催 回 数  

参加人数(延べ) 

単 月 累 計 

コミュニティキッチン鶴川（子ども食堂） 1回 3回 125名 

オレンジカフェ（認知症カフェ） 1回 7回 362名 

悠々学園 4回 28回 248名 

コミュニティフレンド 4回 28回 101名 

 

 

 

 ●医療・福祉・子育て等をしている拠点と提携して共同リビングになりえる場所を

増やしていく。 

 

●より多くの方々に対してのあんしんハウス事業の周知と相談者の掘り起し。 

  

●貯えがない高齢者、障がい者等の賃貸契約の初期費用や引っ越し資金の調達 

  

●地域住民や元気高齢者と連携した送迎と見守りの仕組みづくり。 

 

●高齢・障がい・子育て世代が垣根を越え、お互いが支え合いながら楽しく暮らす

ことができる地域共生に向けての仕組みづくり。 

 

●生活困窮者に対して就労支援に向けたアプローチ体制の整備 

 

  

10．今後の方向性・課題等 

９．実績報告 
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団体名： 特定非営利活動法人 東京ソテリア 

 

                                 

● 所 在 地：東京都江戸川区松島 4-46-2 

● 設  立：2009 年 4月 20日 

● 利 用 者：560人 

● 事業内容：障害者総合支援法に基づく共同生活援助事業 

地域活動支援センターⅠ型事業  

就労継続支援 A 型事業 

特定相談支援事業、障害児相談支援事業 

地域移行支援、地域定着支援 

● そ の 他：普及啓発（精神障害の正しい理解 

ピアサポートの研修 

ボランティアの養成 

 

 

 

● 住み慣れた場所になるための住居の確保 

高齢や障害、家族構成等の個別のニーズにあわせ、対象者の生活の質を高める住

環境を提供した。 

● 日常生活への不安に寄り添う相談・見守り支援 

積極的な関わり（訪問や架電）を通し、自立に向けた動機付けと必要な社会資源

に結び付けた。 

● 地域社会とのつながりを保つ「共同リビング」 

多様な交流プログラムを実施し、入居者間および地域住民等との相互理解を深め、

孤立化を防いだ。 

● 支え合う新たなコミュニティの創設 

ボランティアや関係団体との連携を経て、本事業の終了後にも持続する地域との

互助を目指した。 

 

 

 

● 実施地域：東京都江戸川区松島地区・葛飾区新小岩地区・江東区北砂地区 

    賃貸住宅 17 室（アパート／マンション） 

 

※ 空室等期間 2.5 カ月－4年 1カ月 

 

  

２．事業方針、取組の特徴 

３．事業実施地域、対象者について 

１．法人概要 
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● 対 象 者：障害者 15 人（身体 3人／知的 2人／精神 10人）・高齢者 2人 

 

※ 支援前状況（入院 5／福祉施設 5／矯正施設 1／家族同居 4／単身 2人） 

 

● 実施体制：訪問介護員 1人（生活支援） 

     社会福祉士 1人（住宅情報の提供） 

     賃金職員 4人・有償ボランティア 2人（共同リビングの運営） 

 

 

  

● 住宅情報の提供（42 人） 

賃貸アパート等の空き室を活用 

希望に基づき、賃料と住環境とのマッチング 

● 契約手続・定着支援（17人） 

高齢・障害等への配慮、保証協会等の紹介 

住み心地の見守りと必要時の転宅支援 

 

※ 生活保護受給 15 人 

 

● 共同リビングの設置（15人） 

交流室：自由な語らいの場、喫茶・軽食の提供、創作的活動 

相談室：高齢や障害等の理解に関する個別の相談 

※ 地域社会との交流の場として設置 

実施者と対象者の協働によって運営 

 

 

 

● 安否確認（15人） 

来所および架電による相談、訪問による見守り 

受療勧奨、医療機関との連携 

● マネジメント（12 人） 

自立した生活を営むことができるよう支援 

支援計画の作成とモニタリング 

社会資源の利用に関する指導 

就労に関する支援 

対象者の家族に対する支援 

 

 

  

４．住まいの確保について 

５．生活支援について 
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● 地域住民との交流@共同リビング（延 1630 人） 

● 地域の福祉関係団体やボランティアとの交流 

● 新たな居住の在り方を普及する講演会 

● 不動産店・家主への啓発と協力の依頼 

 

 

 

● 江戸川区・葛飾区（住宅課・福祉部等） 

     本事業の周知・広報（随時） 

● 熟年相談室・健康サポートセンター・障害福祉サービス事業所 

対象者毎の支援会議（随時） 

● 不動産関連団体 

     住宅情報の提供（必要時） 

 

 

 

 

● 現行事業における居住支援のニーズ 

共同生活援助      → 退所後の一人暮らしへ 

地域活動支援センター  → 家族との同居から自立へ 

就労継続支援 A 型事業  → 安定した経済活動に向けて 

居宅介護事業      → 住み慣れた場所となるために 

 

● 生活支援の状況 

   

 

 

 

６．互助の仕組み作りについて 

７．自治体・関係機関との連携について 

８．取組のポイント 
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安否確認：架電（198）・訪問（155）・

同行（49） 

生活支援 

その他：家族支援 

 

 

 

 

 

 

 

● 互助の仕組みづくり（共同リビング） 

認知症カフェ参客（961人） 

配食サービス（1204 人） 

障害者の活動の場（669人） 

ボランティア交流（147人） 

 

 

 

 

 

 

 

● 空き家等の安定確保 

障害の理解（家主・不動産業者）、保証人／緊急連絡先 

● 対象者の選定 

● 生活支援の方法 

近隣との挨拶・付き合い、夜間等の見守り体制 

● 地域への普及啓発 

 

 

 

  

９．今後の方向性・課題等 
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団体名：特定非営利活動法人 日本地主家主協会 

 

                                  

 

（１）昭和 56年に借地借家法、不動産に関する諸問題に悩む大家さん、地主さんの

相談窓口として、弁護士、税理士、不動産鑑定士、司法書士、一級建築士等約

80 名の専門職顧問団とともに、問題解決に至るまでワンストップでサポート。

平成 14年に NPO 法人化して現在に至る。 

（２）また、公的な事業取組としては、以下のとおり。 

・東京都福祉保健局及び特別区人事・厚生事務組合からホームレスの居住支援事

業を受託 

・神奈川県居住支援協議会補助によるモデル事業受託（高齢者・障がい者・低所

得者住宅相談） 

・東京都、板橋区、調布市における居住支援協議会の構成員 

・東京都耐震化推進都民委員 

・東京都子育て支援住宅認定制度等検討委員会委員 

 ほか 

 

 

●事業方針 

住宅確保要配慮者（低所得高齢者等）に対して、住まいの確保に関する支援、見

守りなどの生活支援、万一の場合の手続すべてを当協会が一体的に提供することで、

大家さんの不安を払拭するとともに、大家さん側のアパート経営をサポートしてい

く。 

また、相談者に対しては、「行政」との連携、「住まい相談」を継続して行うと

ともに「物件提供」と「生活支援」を一体的に実施していく。 

●取組の特徴 

大家さん側にとって、住宅確保要配慮者へ賃貸することは、孤独死、病気、残置

物撤去、家賃滞納等のリスクがあり、物件提供が進まないのが実態である。そこで、

当協会が「サブリース形式」で大家さんから空室部分を借上げ、住宅要確保配慮者

へ賃貸をするスキームにより当事業に取り組んでいく。 

 

  

２．事業方針、取組の特徴 

１．法人概要 
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 ●事業実施地域：調布市 

【調布市の選定理由】 

 ・ターミナル駅である「新宿」駅から特急利用で 20分圏内であり、利便性が高

いとともに、ワンルームの空室が比較的多く、当事業モデルの理解が得られやす

いのではないかと考えたこと。 

  ・当協会が調布市居住支援協議会のメンバーであり、同協議会、調布市役所の住

宅・福祉関連部署及び要確保配慮者への賃貸へ理解のある不動産会社との連携が

見込めること。 

 ●対象者について 

本事業の対象者は「高齢者、障害者、子育て世帯（シングル）、低所得者、児童

養護施設の退所者」等いわゆる住宅確保要配慮者 

 

 

  

 ●当協会会員への打診、セミナー開催時における周知 

  当協会会員のうち、調布市内で登録のある約６０名（アパートオーナー）へモデ

ル事業の概要説明を実施。 

  また、28年度 8 月 1日～1月末までに協会で開催の「セミナー」及び「相談会」

において（計 13 回実施）、「本モデル事業」のご案内及び資料配布を実施した。 

 ●不動産会社への打診 

当事業で借上げ対象物件としては、ワンルームタイプを対象として 50,000円ま

で（低所得者が中心となるため）を想定し、その条件に該当している不動産会社

へ訪問又は電話にて、当事業モデルの説明を行った。 

 ●調布市住宅課への打診 

  調布市住宅課では、「空き家」の相談も実施しており、「空き家」、「空室」に悩む

所有者情報の開示を依頼。 

⇒その結果、空室５戸を借上げ、うち２戸を①児童養護施設の退所者、②高齢者

に賃貸中。 

 

 

 

 ●住宅確保要配慮者へ週 2回のメール等による見守り、随時、日常生活上の「生活

相談」を受け付けていくほか、月１回～２回程度の「交流会」を実施することで、

孤立を防ぐ。 

交流会の実施に関しては、障害者の就労支援をしている福祉団体ほか高齢者の支

援を実施している調布市の NPO 団体等に委託することを想定。 
  

４．住まいの確保について 

５．生活支援について 

３．事業実施地域、対象者について 
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 ●調布市内に存する 50 ㎡前後のファミリータイプ又は一戸建住宅を借上げ、「共

同リビング」として、月１回～２回程度の「交流会（食事会、お茶会）」等を実

施することで、単身高齢者等が孤立しないコミュニティー醸成を図っていく。 

 

 

 

 ●調布市居住支援協議会との連携 

  居住支援協議会メンバーである調布市福祉健康部、都市整備部、宅建協会、地域

包括支援センター、調布市社会福祉協議会との連携により、住宅確保要配慮者の

住居相談等は「住まいぬくもり相談室」で行っている。 

 

 

 

 

 

 

６．互助の仕組み作りについて 

７．自治体・関係機関との連携について 

８．取組のポイント 
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【H29.3 HPにアップ】 
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【今後の方向性】 

●借上げ物件情報の確保 

 ・オーナーから借り上げる賃料は「相場賃料の 80％～90％程度」を想定していた

が、オーナー・不動産管理会社からは「相場賃料並であれば貸したい」との声も多

くあった。今後、借上げ物件を確保していくには、借上げ賃料を見直すことが必要

であることから、物件の立地条件、空室数等を加味しながら、個別案件毎に交渉を

していく。 

・２月～３月は不動産賃貸業界が繁忙期でもあり、４月以降の空室に関しては、借

り上げられる可能性も高くなることから、引き続きオーナー、不動産会社へ打診し

ていく。 

 

【今後の課題】 

●住宅確保要配慮者と確保物件とのマッチング 

 要配慮者の入居相談は増えているが、物件とのマッチングが進んでいかない。この

要因としては、「相談者との電話連絡が通じなくなり、折り返し電話もない」、「引

越しはしたいが、現在、居住している近くがよい」等、提供物件との乖離が見られ

た。このため、高齢者、障害者、子育て世帯（シングル）等の相談に応えらえる物

件情報の安定確保と対象者の掘り起こしを行う。 

 

９．今後の方向性・課題等 
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