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第１章

事業概要

第 1 章 事業概要
第1節

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～）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。
本事業は、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」と、居住支援・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」の二本立てからなるものである。
本報告書は、このうちの「仕組研究・人材育成事業」を中心に、平成 28 年度の報告書に引
き続き、平成 29 年度報告書として、取りまとめたものである。
検討・研究にあたっては、特定非営利活動法人すまい・まちづくり支援機構が東京都から
委託を受けて実施したものである。同団体は、都内における生活困窮者の居住支援・生活支
援に実績のある特定非営利活動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。
）
、株式会社ふるさと（以下、
「㈱ふるさと」という。
）と一体となって諸課題の解決
に向けた検討や実践に取り組んでいる団体である。
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第２節
１

研究の方法

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・生活支
援に係る仕組みの研究、居住支援・生活支援に係る人材の育成、居住支援・生活支援の普
及に向けた取組等に関する検討を行った。
委員会開催状況は以下のとおり。
開催日時
第 1 回委員会
平成 29 年 7 月 6 日

第 2 回委員会
平成 29 年 7 月 22 日
第 3 回委員会
平成 29 年 12 月 16 日
第 4 回委員会
平成 30 年 2 月 7 日
第 5 回委員会
平成 30 年 3 月 24 日

２

主な内容
29 年度事業実施計画について
補助事業団体へのヒアリングについて
今年度の検定研修事業の実施スケジュールについて
第 2 回委員会（支援付き住宅推進会議）に向けて
シンポジウム（支援付き住宅推進会議と共催）
「
「支援付き地域居住」と支援人材育成システムの展開」
検定研修事業の実施結果について
報告書の概要について
報告書案の検討（作業部会からの報告をふまえて）
スコットランドのリンクワーカーについて
報告書のとりまとめ
居住・生活支援と支え合う地域づくり

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、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行った。
作業部会の実施状況は下記のとおり。
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第 10 回
第 11 回
第 12 回
第 13 回
第 14 回

平成 29 年 4 月 27 日
平成 29 年 6 月 21 日
平成 29 年 9 月 22 日
平成 29 年 9 月 29 日
平成 29 年 10 月 20 日
平成 29 年 11 月 17 日
平成 29 年 11 月 24 日
平成 29 年 11 月 27 日
平成 29 年 11 月 30 日
平成 30 年 1 月 13 日
平成 30 年 2 月 7 日
平成 30 年 2 月 28 日
平成 30 年 3 月 7 日
平成 30 年 3 月 22 日

仕組みの研究
仕組みの研究
人材の育成
人材の育成
人材の育成
普及に向けた取組
人材の育成
人材の育成
普及に向けた取組
取組の紹介
人材の育成
報告書の作成
報告書の作成
報告書の作成
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３

視察・ヒアリング
日時

訪問先

平成 29 年 5 月 22 日

特定非営利活動法人 日本地主家主協会

平成 29 年 6 月 1 日

社会福祉法人 悠々会

平成 29 年 6 月 28 日

特定非営利活動法人 東京ソテリア

平成 29 年 7 月 24 日

特定非営利活動法人ワンファミリー仙台
一般社団法人パーソナルサポートセンター

平成 29 年 9 月 29 日

株式会社ふるさと

平成 29 年 11 月 27 日

特定非営利活動法人 自立支援センターふるさとの会

平成 30 年 1 月 24 日

特定非営利活動法人 市民福祉団体全国協議会
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４

検討委員会名簿
平成 30 年 3 月 31 日現在
敬称略・50 音順

委員

（◎：委員長）

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 元西東京市福祉部生活福祉課主幹／日本社会事業大学非常勤講師
井上 由起子 日本社会事業大学専門職大学院教授
◎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

岡村 毅

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

藤本 健太郎 静岡県立大学経営情報学部／経営情報イノベーション研究科公共政策系教授
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

作業部会委員
◎岡田 太造

（◎：部会長）
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

鈴木 宏仁

株式会社ふるさと店長

臨時委員・ゲストスピーカー
秋山 雅彦

株式会社ふるさと代表取締役社長

池田 昌弘

NPO 法人全国コミュニティライフサポートセンター代表理事

川村 雄次

ＮＨＫ広報局制作部チーフディレクター

白鳥 貴寛

ＮＰＯ法人ワンファミリー仙台住居支援課課長

立岡

ＮＰＯ法人ワンファミリー仙台理事長／一般社団法人パーソナルサポートセ

学

ンター業務執行常務理事
平井 知則

一般社団法人パーソナルサポートセンター自立相談支援部部長

事務局
滝脇 憲

NPO 法人すまい・まちづくり支援機構理事・事務局長

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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第３節

今回の報告書の特色と概要

前回の平成 28 年度報告書では、居住支援・生活支援事業者であるふるさとの会、社会的
不動産事業者である㈱ふるさと（以下、両者を指すときは「ふるさとの会等」という。）
の実際の活動を研究対象とした。その概要は以下のとおりである。
① ふるさとの会等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
整理した。そこでは、通常行われている保証人や緊急連絡先の確保、家賃債務保証など
に加え、空き家物件の扱い、高齢者等の入居に不安を抱く家主等の思いに寄りそった支
援など、地域に根ざした特色ある支援を明らかにした。
② 居住支援・生活支援のあり方について整理した。利用者と支援職員との基本的信頼関
係を始め、生活づくりの主体となるための互助関係づくりなど、ふるさとの会等の特色
ある考え方とともに、具体的な提供方法等について整理を行った。
③ 以上の整理に基づき、居住支援・生活支援を担う人材を育成するための考え方やポイ
ントを再度考察した上で、すまい・まちづくり支援機構がふるさとの会に対して実施し
て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。その上で、居住支援・
生活支援を担う人材育成の指針を検討した。
昨年度の検討を踏まえ、今年度はまず、居住支援・生活支援を必要としている対象者に
求められる支援内容に焦点を当てて議論を行った。その上で、支援の実施指針、支援を担
当する生活支援員の研修の指針を作成し、生活支援員を支える体制整備のあり方について
検討した。
検討にあたっては専門的かつ効果的に議論を進めるため、昨年度と同様に、有識者等か
らなる「寄りそい支援検定研修制度検討委員会」を設置した。これらの検討体制及び検討
経過は前節に示したとおりである。
今回の報告書の構成は、以下のとおりである。
まず、第２章「居住支援・生活支援に係る仕組みの研究」では、実施主体の多様性や地
域特性に応じた需要に目を向け、東京都が実施する「地域居住支援モデル事業」の補助対
象となった都内団体の取組内容（交流・相談拠点設置事業）を紹介した。
また、他地域の事例として、仙台市で居住支援・生活支援を行っている２団体の取組も
合わせて紹介した。
第３章では、
「居住支援・生活支援に係る人材の育成」として、４つの節をあてた。
第１節では、ふるさとの会等が長年に渡り取り組んできた居住支援・生活支援（家賃債
務保証事業、共同リビングを拠点とした地域生活支援事業）の中で生じているトラブルの
実例、共同居住や訪問相談事業等の支援終了者などの支援終了の状況、理由等を整理する
ことを通して、居住支援・生活支援の対象者に求められる支援内容を分析した。とりわけ、
求められる支援内容として、支援対象者の孤立を防ぎ、様々な関係者や事業者、機関等へ
5

の「つなぎ」が必要であること、利用者の立場に立つことの意味、利用者相互の「互助」
の意義とその醸成の手法、地域拠点と地域展開のあり方等について考察した。
第２節では、居住支援・生活支援の実施の手法を社会関係の再構築の視点でまとめ、そ
れに必要な実施体制のあり方を示した。更に、利用者に対する個別の支援の実施のあり方
を示した。
第３節では、居住支援・生活支援を担当する生活支援員の研修の指針について、すまい・
まちづくり支援機構がふるさとの会、ワンファミリー仙台、パーソナルサポートセンター
に対して実施した検定・研修を参考にまとめた。
第４節では、生活支援員を支える組織としての体制整備について、ふるさとの会の取組
みを参考としてとりまとめた。
第４章「居住支援・生活支援の普及に向けて」では、㈱ふるさとによる社会的不動産事
業の取組事例を手掛かりに、持続可能な事業モデルの必要性と、その課題について考察し
た。また、効果的な推進のために必要な居住支援・生活支援団体の役割、家主・不動産事
業者、自治体・関係機関、地域住民等との連携を整理し、事業モデルのイメージを示した。
巻末には、居住支援に関わる国の施策の動向を整理した。特に、厚生労働省が取り組ん
でいる生活困窮者自立支援制度や生活保護制度の見直しの動向、地域支援事業の拡充のほ
か、今年度法改正が行われた国土交通省が取り組んでいる住宅セーフティネット法の内容
などについて整理した。
なお、
「居住支援」や「生活支援」という表現は公的制度においても用いられているもの
の、それらの定義や支援の範囲は必ずしも明確ではないため、本報告書では「居住支援・
生活支援」という表現を用いることとした。
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第２章

居住支援・生活支援に係る
仕組みの研究

第２章 居住支援・生活支援に係る仕組みの研究
本章では、東京都が実施する「地域居住支援モデル事業」の補助対象となった都内の団体
の取組内容を紹介するとともに、東京都以外の地域における居住支援・生活支援の取組事例
を紹介する。

第 1 節 都内の補助団体の取組事例
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～）に取り組んで
きた。また、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。
本節では、平成 29 年度の「地域居住支援モデル事業」の補助対象となった 4 団体の取組概
要について紹介する。なお、このうち 3 団体は平成 28 年度からの継続事業であり、1 団体が
平成 29 年度から新たに採択された団体である。
１

社会福祉法人 悠々会

（１）団体概要
法人名：社会福祉法人 悠々会

設立：平成 13 年 12 月 26 日

所在地：東京都町田市能ヶ谷 4-30-1
目的及び事業

公益を目的とする事業

（1）第一種社会福祉事業

（1）居宅介護支援事業の経営

(ｲ)特別養護老人ホームの経営

（2）地域包括支援センターの経営

（2）第二種社会福祉事業

（3）あんしん相談室の経営

(ｲ)老人短期入所事業の経営

（4）訪問看護事業の経営

(ﾛ)老人デイサービスセンターの経営

（5）あんしんハウス事業の経営

(ﾊ)老人居宅介護等事業の経営

（6）介護職員初任者研修事業

(ﾆ)認知症対応型老人共同生活援助事業の経営
（２）事業を実施している地域の概況等
ア 地域の空き家の状況
町田市において、アパートやマンション、一戸建て等も含めると空き家の割合は、3
～4 割と言われており、多摩 26 市の中でも八王子に次いで 2 番目に多く、町田市全体の
世帯数と住宅数は、増加傾向にあるものの、核家族化や単身世帯の増加で世帯人数が減
少している中での住宅数の増加は、今後、世帯数が減少した際の空き家が増える要因に
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なりかねない。
また、建物オーナーや、不動産会社からあんしんハウスとして紹介を受ける物件の中
には、建物の構造上段差が多い物件や、スーパーマーケットやコンビニが遠く、買い物
をするにも不便さを感じる物件も少なくない。入居者の年齢や身体の状況を考慮すると、
空き家が多い割には入居条件に合う部屋は見つかりにくい状況である。
イ 見守りを必要とする人にはどんな人が多いか
見守りを必要としている人は、家族支援を得られない方、地域包括支援センター等の
支援機関に繋がっていない方、様々な理由で孤立や孤独死のリスクの高い方等、単身や
夫婦のみの高齢者や、障害を抱えている方が多い。
ウ 地域の特性
町田駅周辺は多摩地域有数の商業地として発展しており、南多摩地域のみならず、神
奈川県央や横浜市北西部の拠点としても栄えている。
また、ＪＲ横浜線と小田急線の 2 路線が乗り入れ、1 日の平均乗降員数は合わせて約
40 万人にものぼる。しかし、繁華街を離れると多摩丘陵に属しているため坂が多く、高
齢者が住むには場所選びが重要になってくる。
町田市に住む高齢者の移動手段は、バスが主流であり、町田駅から 15 分程度乗車し
たところに山崎団地がある。山崎団地は総戸数 3,920 戸の町田市を代表するマンモス団
地であり、最盛期には人口が 1 万人を超えていたが、少子高齢化などの影響で現在の人
口は約 6.5 千人と年々減少傾向にある。しかし、山崎団地周辺には、医療施設や介護事
業所などが増えており、高齢化が進んでも安心して住み続けられる地域になってきてい
る。
鶴川駅に至っては、小田急線のみの乗り入れであるが、小田急電鉄の駅ですべての急
行が通過する駅としては乗降人員が最も多く、1 日の平均乗降員数は約 69 千人にもなる。
鶴川も繁華街を離れると多摩丘陵に属しているため坂が多く、またバスで 15 分ほどのと
ころには丘の起伏をそのまま生かすように建てられた、総戸数 1,682 戸の鶴川団地があ
り、鶴川団地も少子高齢化により人口が減少している。しかし、山崎団地と同じく、商
店やカフェ、医療や支援機関が充実しているため、住みやすい環境が整っている。
町田市は様々な地域で医療機関や支援機関等との連携やネットワークの構築が盛ん
に行われており、どの地域に住んでも不便なく必要なサービスが受けられる体制が敷か
れている。地域イベントも多様な地域団体や地区協議会が主催となり、子どもから高齢
者が楽しめるイベントが開催され、定期的に困りごとや地域の課題についての話し合い
も行われており、高齢・障害・子育て世帯が安心して住み続けられる地域づくりに、積
極的に取り組んでいる。
図表 2-1 地域イベント等のチラシ
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（３）東京都地域居住支援モデル事業における取組
ア 実施目的
住宅確保要配慮者が住み慣れた地域で孤立することなく、自分らしく、安心して生活
を送っていただくことを目的とする。
イ 方針、趣旨
住まいに困っている方から、どこで、どのような生活をされたいかを伺う。その後、
ご希望の住まいを一緒に探し、入居後の見守りと日常生活の支援を行う。
ウ 居住支援や生活支援の内容
・あんしんハウスに入居した段階で日常生活に不安のある入居者には、生活相談を実施
し、心身のサポートを行う。また、介護や入院が必要になった時も、迅速に支援機関
や医療機関に繋ぐ。
・買い物や通院支援の実施
・自動消火器と 24 時間見守りシステムの設置
・フードバンクを絡めた定期訪問を実施
・無料のランチ会の開催
・地域での暮らしに役立つ様々な情報を提供する。また、入居者の万が一に備え民間サ
ービスとも連携して進める。
図表 2-2 あんしんハウスの支援内容（その１）
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図表 2-2 あんしんハウスの支援内容（その２）

エ 共同リビングでの活動の様子
共同リビングは地域交流の場以外に、高齢者等の地域活躍推進の一環としても進めて
いる。運営は NPO 法人へ委託しており、現在は、オレンジカフェ(認知症カフェ)、子ど
も食堂、学習支援、悠々学園(大人の学校)、コミュニティハウスを共同リビングとして
位置付けている。
利用者は、あんしんハウス入居者以外に、近隣の子どもから高齢者まで幅広い年代の
方々が利用しており、その中には認知症の方や障害をお持ちの方もいるため、世代を超
えてお互いを支え合う小さな共生社会が出来上がっている。
図表 2-3 共同リビングでの活動の様子

悠々学園

オ 事業実績

オレンジ

コミニテ

コミュニ

○相談者数：180 件(電話相談含む)
入居に繋がった方以外にも、沢山の方から住まい等についての相談を受けた。今の住
まいに住み続けられるのかという不安がある方や、持ち家を売ってあんしんハウスの利
用を考えて下さっている方、家族や兄弟から離れ、一人暮らしをしたい方等、様々な理
由で不安や心配事を抱えている方に対し、お話をお伺いし親身に対応したことで、安心
感につなげられた。
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○入居者及び支援者数：20 件（内 1 人死去の為、契約終了）
入居者の方は、身寄りのない方、家族の支援を受けられない方、生活保護受給者、立
ち退きを迫られた方、ご夫婦のどちらかが施設入所になり引っ越しをせざるを得ない状
況になった方等がおり、様々な事情をお持ちの方々を支援している。
○共同リビング利用者数：延べ 804 人
共同リビングは、繰り返しお声掛けを行ったことで、徐々に利用者数が増えた。共同
リビングを利用していただいた事により、閉じこもりが解消された方や、友達が増えた
方、地域包括支援センター等との連携により健康面や困りごとの相談ができた方など、
地域や人との交流が増えたことで、問題解決に繋がったケースも増えた。
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２

特定非営利活動法人 東京ソテリア

（１）団体概要
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：779 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

（２）事業を実施している地域の概況等
ア 江戸川区の空家の状況
江戸川区の住宅総数は 346,710 戸、そのうち空家に該当するものが約 1 割(37,730
戸)を占める。これらの空家のうち「特に用途のない空家」は約 1/4(9,960 戸) であり、
更にこのうち「腐朽・破損のない」ものは 9,110 戸（約 9 割）である。
「腐朽・破損のない」空家は、今後時間の経過とともに老朽空家になっていく可能性
があり、所有者への適正管理への啓発や空家の活用について検討の対象となり得る可能
性を秘める存在であるといえる。
（平成 25 年「住宅・土地統計調査」）
（https://www.city.edogawa.tokyo.jp/kurashi/sumai/aa03006020160217103912824.files/akiya.pdf）

イ 「地域見守り活動」
江戸川区では、熟年者や障害者等周囲の支援を必要とする区民を地域全体で支える
「地域見守り活動」が行われている。この活動は、これまでも行われていた見守りネッ
トワークの互助体制づくりをさらに強化したものである。
◯特徴：熟年者や障害者等周囲の支援を必要とする区民を登載した「地域見守り名簿」
を作成。町会・自治会などと協定を締結のうえ地域団体に提供し、団体の見守
り活動等を支援。
◯目的：地域住民相互のつながりの強化
ひとり暮らしの熟年者等の社会的孤立を防止
周囲の支援を必要とする区民の異変の早期発見
ひとり暮らしの熟年者や障害者等を交えた地域コミュニティ活動の推進
◯参加団体：町会・自治会、
「ふれあい訪問員」等のボランティア団体、事業主団体等
（https://www.city.edogawa.tokyo.jp/smph/kuseijoho/kohokocho/press/h27/10/271014.html）

ウ 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
賃貸住居 27 室（アパート／マンション）
※

空室等期間 0.5 カ月－5 年 1 カ月

※ワンルームマンション ＜ 家族向物件 （大学が少ない・江戸川区の子育て施策）
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エ 対象者：障害者 25 人（身体 4 人／知的 2 人／精神 19 人）
、高齢者 2 人
※

支援前状況（入院 8／福祉施設 6／矯正施設 3／家族同居 8／単身 2 人）

※

多様な障害ニーズだけでなく、障害者の高齢化問題、法的な問題との連携ニーズ

オ 自治体・関係機関との連携について
◯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）
（３）東京都地域居住支援モデル事業における取組
ア 事業方針
◯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
境を提供する。
◯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
結び付ける。
◯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、
孤立化を防ぐ。
◯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
助を目指す。
イ 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 5 人・有
償ボランティア 1 人（共同リビングの運営）
ウ 住まい確保
◯住宅情報の提供：63 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
◯契約手続き・定着支援：27 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 19 人

13

◯共同リビングの設置：上記契約手続き者のうち 25 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

エ 生活支援
◯安否確認：25 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：17 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
オ 互助の仕組み
◯共同リビングにおける地域住民との交流（年度延 1,890 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
カ 取組のポイント、ニーズ等
◯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
図表 2-4 生活支援の状況

安否確認：架電（424）・訪問（261）・同行（64）、生活支援、家族支援
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図表 2-5 相談内容の内訳

図表 2-6 コミュニティカフェ

◯互助の仕組みづくり（共同リビング）
コミュニティカフェ参客：1,023 人
配食サービス：1,113 人
障害者の活動の場：795 人
ボランティア交流：156 人

キ 今年度のトピックス
◯共同リビングの開設時間の拡大 21 時までを設定
◯シェアハウスモデルの実施に向けて不動産業者および大家との協議を開始
⇒葛飾区西新小岩 3 丁目物件
1 階 事務所／空アパート

2,3 階 空アパート

⇒すべての部屋が空室になる時期で改修工事
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３

特定非営利活動法人 日本地主家主協会

（１）団体概要
【設立経緯】
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、地主の相談窓口として、
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。
公的な事業取組
・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
（２）事業を実施している地域の概況等
ア 地域の特性、空き家の状況など
調布市は東京都のほぼ中央、多摩地区の南東部に位置し、新宿副都心へ約 15km の距離
で、
「調布」駅までは京王線「新宿」駅より特急利用で 20 分圏内にある。駅周辺では多
摩地域最大級のシネマコンプレックスを含む商業施設が整備され益々利便性が高まっ
ている。
市内には電気通信大学ほか 3 校が立地する学園都市であることも影響し 1R・1K が比較
的に多いエリアだが、学生寮の新設や少子化などの影響もあり、それらの空室が増えて
いる。
イ 見守り対象者について
高齢者※1、障がい者、子育て世帯（シングル）、低所得者等のいわゆる住宅確保配慮
者。その他少数だが児童養護施設の卒園者や外国人も含む。
※1…平成 29 年度調布市内人口総数 232,319 人中 65 歳以上が占める人数は 49,784 人(約 21.4%)

（３）東京都地域居住支援モデル事業における取組
ア 目的
調布市内の空き室を有効活用し、それを住宅確保要配慮者等に対して低廉な家賃で貸
し出す住宅確保支援及びその入居者に対する生活支援を提供すること。
イ 方針
住宅確保要配慮者等に対する住まいの確保に関する支援、見守りなどの生活支援、有
事の際の煩雑な手続等すべてを協会が担い大家が空き室を提供する際に感じる不信や不
16

安を払拭させるとともに、大家側の賃貸経営をサポートする。
また、要配慮者等に対しては巡回訪問を定期的に実施し、必要に応じて行政との連携
もしていくことで住宅確保と生活相談を一体的に行うこととした。
ウ 趣旨
住まいを借りるにあたって、住宅確保要配慮者等からは「受け入れてくれる大家さん
が少ない」とか「年齢･収入･障がいを理由に断られるのでは」などの大家さん側に対
する不信や不安の声が聞かれる。一方で、大家さん側の中には一定の条件さえクリアす
れば要配慮者等の入居は問題無いと考えているところも少なくない。要配慮者等と大家
さん側（空き室）双方とのマッチングを進めることで住宅及び生活の支援を推進出来る
と共に、空き室･空き家問題の一助につながることも期待する。
エ 居住支援や生活支援の内容
居住支援については、当協会が大家さんから「サブリース形式」で空き室を借り上げ、
住宅確保要配慮者等へ転貸する枠組みとし、要配慮者等と直接賃貸契約する際に懸念さ
れる家賃滞納、病気･事故等による孤独死、残置物撤去等の不安※2 を払拭させた。
生活支援については月に 1 回程度の巡回訪問と週に 1 回程度の電話連絡による見守り
を行い、収入や健康等の相談を受け孤立を防いでいる。
※2…リスク回避の一環として要配慮者等には少額短期保険の加入と家賃保証会社の利用を原則とした

オ 共同リビングでの活動の様子
要配慮者の意向やそれぞれの生活並びに就業状況などの特性を考慮した上で、調布市
社会福祉協議会の協力のもと市内各所で開催されている「ひだまりサロン」※3 への参加
を促し、それを有効活用することで借上げ物件周辺地域の様々な年代の住民との交流･
互助を促進している。
参加に関しては任意としているが、案内パンフレットの作成・配布や適宜に協会職員
がサロンに同行するなど呼びかけを行い誘引を継続している。
※3…地域の中で一人ひとりが孤立することなく、お互いに支えあい助けあって、健康で安心した生活が
送れるよう、憩いの場（ひだまりサロン）づくりを進めている。自宅や集会室などを定期的に開
放し、お茶や会食を楽しむなど、それぞれの地域で独特の活動が展開されている。≪調布市社会
福祉協議会 HP より≫
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図表 2-7 利用者向け案内パンフレット表紙

図表 2-8 ひだまりサロンでの様子



協会職員が適宜に同行して昼食を共にしていま
す。



継続することで、地域住民との交流を促し、結果と
して日常的な支えあいや見守りが生まれ、 引きこ
もりを防止したり、いざという時支えあえる関係作り
につながることを期待します。

協会職員(左)と利用者
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カ 事業実績
・平成 28 年 10 月より 1 棟内 5 室（1R…1 室、1K…4 室）の空室物件を借上げ。広さは
16.20 ㎡から 16.74 ㎡で賃料は 42,000 円～45,000 円。
・平成 29 年 5 月に 1 棟１室（1K）を車いす利用者向けに追加で借上げ。広さは 18.63
㎡で賃料は 53,700 円。
・現在、23 才の児童養護施設の卒園者が 1 名、64 才から 85 才までの高齢者 5 名（内車
いす利用者 1 名）と賃貸借契約を締結。
・高齢者の転居理由としては、低所得(生活保護受給者及びその予備軍)、立退き（建物
老朽化他）など。
】
図表 2-9【 -間取り図借上げ物件の間取り図
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４

特定非営利活動法人 市民福祉団体全国協議会

（１）団体概要
市民福祉団体全国協議会(以下、市民協)は高齢者や障がい者の生活を支援している会員
約 1,400 の福祉系 NPO や市民団体が、より一層社会に貢献していくためのネットワーク組
織である。
私たちの活動の基本は、人が人生の最後まで、あるいは、どのような状況になろうとも
人間らしい生活ができる社会を作り上げる先頭に立つことである。このために、介護保険
制度などの福祉制度だけではなく、助けあい活動（ボランティア、インフォーマルサービ
ス）を作り上げなければならない。
市民協は、この活動を推進し、
「優しい福祉のある地域社会」(自宅・地域で死ねる社会)
を目指していく。
主な事業・活動
・会員にむけて、福祉・介護に関わる最新情報提供(ホームページ、メールマガジン等)
・福祉系市民団体のネットワークの拡大と定着をめざす活動
・介護・福祉の質の向上、福祉系市民団体の活動を前進させるために、政策提言や自治体
との協働による活動の推進
・福祉系市民団体の活動を支援するために、他の非営利組織とも連携するとともに、必要
に応じて民間事業者との提携
特に、平成 27 年の大幅な介護保険改正に伴う、生活支援体制整備事業と介護予防・日
常生活支援総合事業の取組みについては、厚生労働省の老健事業において「協議体」「生
活支援コーディネーター」の調査研究、研修・フォーラム等に取組んできた。
平成 29 年度東京都地域居住支援モデル事業の取組みにあたっては、介護保険制度サー
ビス、助け合い活動（生活支援、話し相手、食事サービス、移動サービス等）を実践する
会員 NPO と連携して、これまで培ってきたノウハウを活かし、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とともに、コミュニティカフェなどを活用した共
同リビングの立上げ支援や運営ボランティア育成を行い、空き家活用・シェアハウスや共
同リビング等を実践している好事例を学ぶ啓発研修会を 4 回開催した。参加者の関心の高
さが伺えたことにより、今後の地域居住支援事業が広域に展開されることを期待してい
る。
（２）事業を実施している地域の概況等
ア 事業対象地区
中野区・杉並区・新宿区
イ 地域の特性
いずれも住宅街と商店街を中心とした都市型の地域である。高齢者のひとり暮らしも
増えつつあるが、利便性が高いため、一人暮らしの若者も多い地域といえる。新宿区は
外国人も多い地域である。
ひとつの区の中でもいろいろな地域特性があるが、今回の共同リビングを設置した杉
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並区和田地域、新宿区落合地域ではいずれも見守りが必要なひとり暮らし高齢者が多い
地域といえる。落合地域では生活に困窮する高齢者も多い傾向にある。こうした場に「た
まり場」としてのカフェなど気軽に立ち寄れる場が現存していないという状況があった。
ウ 空き家物件の状況
空き家（空き室）については古い物件は多くみられたが、新耐震の基準を満たしてい
ない建物や大がかりな改築を必要とするものも多く、今回のモデル事業の対象としては
該当せず、住み替えによる居住の候補を選定する上で大変困難を極めた。
（３）東京都地域居住支援モデル事業における取組
市民協が責任を持ち、地域に開放・連携した場とするために、地元の NPO や市民団体と
連携して事業展開を図ってきた。
図表 2-10 東京都地域居住支援モデル事業のチラシ

ア 居住支援・住まいの確保について

◇事業エリア及び周辺区の不動産業者を訪問、本モデル
事業の趣旨を説明し空き室情報提供の協力を要請し、
不動産数社から協力を得られることになった。
◇引きこもり青年 5 名、年金生活者 1 名、生活保護受給
者 4 名、難病患者１名から居住支援相談があり、それ
ぞれ紹介アパートを内見してもらった。12 月に杉並区
堀ノ内で年金生活者の入居が決まった。
・日常生活に不安のある方に該当すると思われる「引き
こもり青年」5 件の相談があり、内 3 件について親の
支援と自立、就労にも前向きなことからアパート物件
を紹介・内見してもらい検討中。その後返事待ちとな
っている。
・杉並区地域包括支援センター(ケア 24 堀之内)から紹介
された (Y)さんは、現居住借家を取り壊すための転居希望で、空き室物件探しと併せ
て共同リビング（コミュニティカフェ）への参加を契機に地域との交流ができるよう
になり転居を決め賃貸契約を締結。
（Y）さんは年金生活者で生活困窮者のため、金銭管理・家計設計・生活改善が必要で
あり、杉並区社協と地域包括、市民協でサポートしていくことになった。
・生活保護受給者 4 名のうち 2 名は、アパートの内見までしたが福祉課から別物件に入
居することになった旨の連絡があった。１名はアパート内見したが、医師の判断で当
面施設入所することになった。1 名は 1 月下旬にアパートの内見を行い現在検討中とな
っている。
・その他、難病者(筋ジストロフィ)からバリアフリー物件を探しの相談があり、2～3 件
紹介し検討中。
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◇相談拠点設置
新宿 1 丁目事務所内相談室にて 8 月から電話・対面相談業務を開始。
週 1 回毎週火曜日に設置（電話＆対面相談）11:00～16:00
・不動産関係に強く、生活支援、居住支援、就労支援等の相談員と保健師の 2 名体制で
相談受付。
・主に住まいについての相談を受ける（新宿区、杉並区、中野区）
※相談電話 122 件

相談室面接

地域居住支援モデル事業
相談実績
図表 2-11
東京都地域居住支援モデル事業
年月
2017.5
6
7
8
9
10
11
12
2018.1
計

相談室面接
引きこもり 高齢者
0
0
0
0
1
0
3
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
0

計
0
0
1
3
1
0
0
1
0
6

6件

現地面接

32 件

2018／１／31現在
相談実績
2018/1/31 現在

現地面接
引きこもり 高齢者
1
0
2
0
5
0
2
3
1
0
1
3
0
4
1
1
3
5
16
16

相談電話

計
1
2
5
5
1
4
4
2
8
32

4
7
10
13
11
12
18
16
31
122

※電話相談は本人・家族・関係者・関係機関との連絡調整含む
※不動産事業者への事業ＰＲ．挨拶周りについては含めない

イ 共同リビング、生活支援について
今回の事業対象者は、地域で何らかの生活の支援を必要としている人たちである。
今回の住み替え後に、こうした人たちが地域で孤立することなく、生活できるよう受
け皿としての地域並びに資源づくりを行った。具体的には、
①

気軽に立ち寄れる「共同リビング」の立ち上げ

②

地域での支えあいの人材育成

③

生きがい仕事づくり

を計画、実施した。
(ｱ)共同リビングの立ち上げとネットワークづくり
共同リビングを中心に据え、周辺のアパートの空き室に居住を促進し、入居者は共同
リビングやネットワークされた地域のいくつかのコミュニティカフェに通い、昼食会や
さまざまな講座サロン、就労の機会等を通じ、仲間づくりや社会参加が可能になるよう
に実施してきた。
①杉並区和田にて「和田ほっとカフェ」
・新宿区落合において「みんなのリビング葛が谷」
を共同リビングとして立ち上げ支援を行った。
図表 2-12 共同リビング立ち上げ支援の様子
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②カフェマップづくり
中野区本町地区・杉並区和田地区・松ノ木地区において地域住民が主体で運営してい
るカフェやサロン（10 か所）を取材し、住み替え後対象者に、日常的にランチやカフェ
に立ち寄り、地域の人たちと話しをしたり食事をしたりできるよう、各カフェの内容を
わかりやすく説明したカフェガイド（冊子）を作成した。（2 月末完成予定）
図表 2-13 カフェガイド

③「昼食会」並びに「共食サービス」の実施
昼食会：
「和田ほっとカフェ」にて 10 月から

図表 2-14 和田ほっとカフェ

毎月 1 回手作りのランチを作り、昼食会を
実施した。
（参加者数延べ 26 名）手作りの
昼食とおしゃれなセッティグを楽しみながら参
加者のみなさん同士、おしゃべりが弾んだ。
図表 2-15 ランチ会の様子

④共食サービス
「和田ほっとカフェ」から支援の必要な人の自宅（今回は地域包括支援センターのス
ペース）へ出向き、器へ移し替えて、共に食事を取り、なじみの関係を作った。引っ越
し終了後も見守りを含め、共食を続けた。
また、初回は実験として地域包括支援センターの紹介により、希望する高齢者宅（2
軒）にも訪問し、共食を行った。
（4 回実施

計 12 名）

今回の支援を必要とする対象者は、共食サービスで少しずつメンバーに慣れ、昼食会
でもみなさんと話しをする姿が見られた。来られるたびに身なりに気を遣うようになら
れ、少しずつ生きいきとされる様子がみられ、改めて人や地域とつながることの意義が
感じられた。

図表 2-16 共食サービスの様子（その１）

10 月 25 日（水）共食サービス風景

10 月 30 日（月）第 1 回食事会風景
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図表 2-16 共食サービスの様子（その２）

「大原さんち」見学風景
共食サービス風景

(ｲ)地域支えあい人材育成
中野区と新宿区において、カフェやサロンなどの居場所や生活支援の活動を担う地域
の人材を育て、きっかけを創るための「たまり場ボランティア養成研修」を実施した。
【中野研修】 9 月～11 月（6 回）

（延べ参加者 50 名）

カサ デ オリーバ(中野区)を主会場に、個人宅のリビングを地域に開放した「和田
ほっとカフェ」を共同リビングとしながら、地域の支えあいの居場所（カフェやサロ
ン等）について、また居場所の見学、共食サービスのモデル実施など実地を含め研修
を行い、ボランティア希望者を活動に導くことができている。
図表 2-17 カサ デ オリーバでの研修風景

【新宿研修】9 月～11 月（6 回）
（延べ参加者 120 名）
＊社協主催（特定非営利活動法人アラジン協力）
新宿区社会福祉協議会企画の「地域のたまり場カフェボランティア養成講座」(全 6
回）の協力団体として参画。
第 2 弾として市民協・アラジンの企画で、個人宅リビングを開放した「葛が谷みん
なのリビング」を共同リビングとして位置づけ、運営を担うボランティアの育成と、
より地域や町会に根差した活動をめざし、社会福祉協議会の後方協力を得て 2 月に 3
回実施。
(ｳ)生きがい就労事業
①コミュニティビジネスについての勉強会：三鷹市の「シニアジョブ倶楽部」代表の成
清一夫氏を講師にコミュニティビジネスについての学習会を行った。
平成 29 年 12 月 13 日(木) 於)東京都生協連会館 （参加者 16 名）
②木工教室：杉並区和田地域の地元の工務店と提携し「木工教室」を開催
平成 30 年 3 月 9 日(金) 於)ふらっとなかの研修室
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※今後はカフェにてグループ就労の準備や、地域の高齢者の生活支援ニーズなどを聴
き取りながら、できることを少しずつ進め、コミュニティビジネスの試行実験を重ね
ていく予定である。
(ｴ)生活支援
①配食（共食）
、地域住民の支えあいによる配食と安否確認や見守りのしくみを創出し、
共同リビングを基点とした夕食の宅配（共食）サービスをモデル実践してきた。
②生活相談 相談員を配置し電話や面談による生活相談や住まい、空き家についての相
談を実施してきた。
③安心サービスとして、要生活配慮者向け支援サービス「くらサポ」を活用
・少額短期保険を使い身元保証、葬儀・納骨、遺品整理等のサポート体制を整えた。
④その他
・緊急時の対応について、警備保障会社、見守り機器、保険会社の緊急時連絡通報を検
討し、当面保険会社の緊急連絡通報を試行することにした。
ウ 啓発研修会の実施
空き家を活用した地域づくりの先駆的実践事例をもとに研修会を実施し、空き家活用
の地域づくり実践者を増やし、地域住民や NPO、自治体への波及や啓発を行い、次年度
以降他の地区においても地域居住モデル事業の展開に結び付けていきたい。
（ｱ）第 1 回研修会 先駆的事例の紹介、空き店舗を活用した共同リビング
9 月 22 日(金) 14:30～17:00
◆世田谷区「笑恵館」

(株)東京在宅サービス会議室(新宿区) 参加者 56 名

笑恵館クラブ代表 田名夢子氏

アパートを会員制住居とし、居住者を含め共同リビングや施設利用の会員制をとっ
て運営。会員約 500 名が参加。ミニデイサービス、子育てサロンやグループサークル
活動、フリースペースリビング(食堂)、ベーカリー等を行っている。
リビングは、会員以外でも利用している。
図表 2-18 世田谷区「笑恵館」の研修風景と子育てサロンの様子

◆早稲田商店会の空き店舗を活用した共同リビング展開について
早稲田商店会相談役の安井潤一郎氏
早稲田商店街の活性化を目的に
アトム通貨(地域通貨)の事例を
はじめ様々なイベントの活用など
について事例紹介をいただいた。
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図表 2-19 早稲田商店会の研修風景

（ｲ）第２回研修会

ナースと暮らすシェアハウス「ナースさくまの家」の活動報告、

生涯伴走サービス「あんサポ」「くらサポ」の説明
11 月 17 日(金)14:30～16:45

中野 東京都生協連会議室

参加者 44 名

◆三鷹市「ナースと暮らすシェアハウス“ナースさくまの家”」の活動紹介
報告者: 佐久間洋子氏 (ナースさくまの家

家長、看護師)

図表 2-20 三鷹市「ナースと暮らすシェアハウス“ナースさくまの家”
」の活動紹介風景

図表 2-21 くらし安心サポートサービス
“くらさぽ”の紹介風景

◆くらし安心サポートサービス“くらさぽ”の紹介
報告者: 鷲尾 公子氏
((一社)市民福祉支援協議会代表理事)
（ｳ）第３回研修会

「NPO 法人地域の寄り合い所また明日」の活動報告、

「空き家の活用と居住支援事業」について
1 月 26 日(金) 14:00～16:45

中野 東京都生協連会議室

参加者 48 名

◆小金井市「NPO 法人地域の寄り合い所また明日」の活動
森田眞希氏

(NPO 法人地域の寄り合い所 代表理事)

図表 2-22 小金井市「NPO 法人地域の寄り合い所また明日」の活動紹介風景

◆「空き家の活用と居住支援事業」
名和泰典氏(NPO 法人岐阜空き家・相続共生ネット理事長)
図表 2-23 「空き家の活用と居住支援事業」の研修風景

（ｴ）第４回研修会
3 月 2 日(金) 14:00～16:45

中野 東京都生協連会議室

◆「外国人と一緒に暮らすシェアハウス」(多国籍・多世代シェアハウス)
柳本文貴氏(NPO 法人グレースケア機構理事長)
◆「人には言えない資産の悩みを解決します」
杉谷範子氏(司法書士法人ソレイユ代表)
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第２節 他地域の取組事例
本節では、仙台市で活動する特定非営利活動法人ワンファミリー仙台（以下、
「ワンファミ
リー仙台」という。
）および一般社団法人パーソナルサポートセンター（以下、「ＰＳＣ」と
いう。）における居住支援の取組事例を紹介する。ワンファミリー仙台は、個室型の無料低額
宿泊所を活用した住まいの確保と生活支援に取り組んできたが、支援を行う中で個室型住居
では支援に一定の限界があることを認識し、共同居住による支援の展開について検討を行っ
ている。ＰＳＣは東日本大震災の被災者を対象にした「仙台市住まいと暮らしの再建サポー
トセンター」や宮城県被災者転居支援センター等の委託事業を実施してきたが、平成 29 年
11 月 28 日に役員が出資した合同会社「ＰＳＣプラス」を設立し、年度内には社会的不動産
事業を開始するための準備を進めている。
１ 特定非営利活動法人ワンファミリー仙台
（１）団体概要

図表 2-24 ワンファミリー仙台の理念

ワンファミリー仙台は、新宿中央公園のホーム
レス支援活動に共感し、2002 年 2 月に任意団体と
して仙台でホームレス支援を開始。路上生活者を
はじめ生活困窮してしまった人、
障がいのある方、
社会的弱者等に対し、住居支援、職業訓練など、
社会復帰できるように支援することを目的として
おり、平成 18 年 7 月に法人化された。
（２）主な活動内容
ワンファミリー仙台では、路上生活者や生活困
窮者等に対する生活支援・就労支援を基本として、
様々な活動に取り組んでいる。
居住支援・生活支援に関する主な活動としては、
「住居支援・生活支援事業」として無料低額宿泊
所・相談事業（H18.2～）
、
「緊急支援事業」として
一時避難所・シェルター（H21.2～）や女性シェル
ター（H23.4～）、
「グループホーム・相談支援事業」
（H28.12～）等が行われている。
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図表 2-25 ワンファミリー仙台の主な活動内容

～ 主な活動について ～
【清掃活動】
クリーンボランティア
５３０（ゴミゼロ）活動
地域清掃活動

【住居支援・
生活支援事業】
無料低額宿泊所・
相談事業 H18.2～

【緊急支援】
一時避難所・シェルター
（自立準備ホーム含む）

H14.4～

路上者・生活困窮者等の
生活支援・就労支援がベース

H21.2～
女性シェルター
H23.4～

【地域生活定着支
援センター】

【グループホーム
ワンファミリー事
業】 H28.12～

H22.2～

【無料弁護士相談】
毎週金曜日午後

【相談支援事業
所ワンファミリー
事業】 H28.12～

【おみおくり事業】
お墓「一家族」

【居場所・フードバンク事業】
伴走型絆構築センターサロン・
ド・アンファミーユ

ア 「住居支援・生活支援事業」

図表 2-26 「住居支援・生活支援事業」の概要

平成 18 年 2 月からスタートした本事業

【住居支援・生活支援事業（専門家による相談支援）】

では、無料低額宿泊所運営による住居確保

第２種社会福祉事業：無料低額宿泊所（自立準備ホーム含む）

とともに、利用者の自立に向けて生活環境

平成１８年２月からスタート
平成２９年１月現在 仙台市内
民間借り上げアパート １２ 棟
登録部屋数
６０ 室

の整備や就労意欲を高めたり、社会参加を
促すための見守りや声掛けを、利用者に寄
りそいながら実施している。

《生活支援》
自立にむけ、生活環境を整えていくことを、見守り、寄り添いながら支援。稼
動年齢層に対しては就労意欲を高めるための声がけ、まずは社会参加等を
促していくことを実施。

平成 29 年 1 月時点で、仙台市内に民間
借上げアパートが 12 棟、60 室を登録して

《保証人バンクと、アフターケア》
居宅生活を望む、アパート等の賃貸借契約を結ぼうとする無料低額宿泊所を卒業される方
で、独自に連帯保証人の確保が困難な方に対し、NPO法人ホームレス支援全国ネットワーク
と「保証人バンク」を契約し、居宅設置をした方の地域生活の安定のためにアフターケアをワ
ンファミリー仙台が実施。

いる。
また、無料低額宿泊所から卒業してアパ
ート等の賃貸借契約を行う際に、連帯保証

5

人の確保が困難な方に対しては、特定非営
利活動法人ホームレス支援全国ネットワークと「保証人バンク」を契約し、対象者の地域
生活の安定を図るためのアフターケアも実施している。
イ 「緊急支援事業」
リーマンショック後に問題となった派遣切り等によって住居を喪失し、路上生活を余儀
なくされた方の救済を目的として一時避難所（シェルター）を開設した。定員は 8 名。
利用者数は、平成 25 年度が 111 名、26 年度が 148 名、27 年度 134 名、28 年度 131 名で
ある。
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また、平成 23 年 4 月からは女性シェルターを開設している（定員 2 名）。利用者数は、
平成 24 年 4 月～27 年 10 月末までに 62 名。平成 27 年度は 19 名、28 年度は 11 名が利用し
ている。
女性シェルター利用者に対しては、入居当初は心と体を休めてもらい、DV 被害者を除い
て就労や自立に向けた準備段階として震災ボランティアへの参加や法人の清掃活動に参
加してもらっている。また、利用者との面談を毎日実施してシェルター退去後の生活方法
の助言をしたり、法的問題（離婚、借金等）は弁護士相談と連動して取り組むなど、様々
な観点からの相談支援が行われている。
図表 2-27 「緊急支援事業」の概要と利用状況
【緊急支援事業】女性シェルター利用状況

【緊急支援事業】

平成23年からの取組みとして
・平成23年4月1日から定員２名にて運営開始。
・平成24年４月1日から平成27年10月30日現在、62名が利用。
・平成27年度は24名が利用。
・平成28年度は13名が利用。
・入居から1週間は心と体を休めてもらい、ＤＶ被害者を除き、就労や自立に向けた準備段階として、
震災ボランティアの参加、法人が実施している清掃活動への参加。
・入居者と毎日面談を行い、シェルター退去後の生活方法のアドバイス。
・当事者の抱える離婚問題、借金問題などは弁護士相談（毎週金曜日実施）と連動し解決に取り組む。
・生活保護受給が必要な方に関しては、弁護士の同行支援も随時行う。
・精神疾患や糖尿病等の疾患を抱える割合が多く、通院付添、服薬管理を行っている。

一時避難所 シェルター（自立準備ホーム含む）

平成２１年２月からスタート
リーマンショック以降、世界同時不況による派遣切りなどにより住居喪失
者が増大し、路上生活を余儀なくされた方の救済のために、一時避難
所（シェルター６帖３間他）を開設。衣食住を提供。ほぼ毎日のように、
シェルター入居の問い合わせが当法人に寄せられる。本当に身寄りが
なく行き場のない人、頼るべきところがない孤立した人が、増大している
現実を日々目の当たりにしている状況。

➢
➢
➢
➢
➢

現在 定員 ８名
Ｈ２５年度利用者数
Ｈ２６年度利用者数
Ｈ２７年度利用者数
Ｈ２８年度利用者数

１１１名
１４８名
１３４名
１３１名

シ
ェ
ル
タ
ー
内
の
様
子
1

ウ 「グループホーム・相談支援事業所」

図表 2-28 「グループホーム・相談支援事業所」の概要

平成 28 年 12 月からスタートした本事業
は、障がいのある方のグループホームの運

グループホーム・相談支援事業所

営及び利用者の生活支援を行うものであ
る。
対象者は、無料低額宿泊所から地域の中

平成28年12月からスタート
GH定員 ５名

にある共同生活住居での生活を希望する
障がいのある方である。グループホームの

無料低額宿泊所からグループホームに移行し、地域の中にある
共同生活住居での生活を望む障害のある方に対し、世話人等の
配置と施設や医療機関等のバックアップにより主として夜間の日
常生活の援助を実施。

定員は 5 名。
グループホームには世話人等が配置さ
れており、また施設や医療機関等との連携
によって主に夜間帯の援助が行われてい

8

る。
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（３）共同居住の検討
以上の事業実績を土台に、今後は共同居住による支援の展開について検討が行われてい
る。その展望について、本検討委員会では立岡学理事長にお話を伺った。
ア 共同居住を検討するに至ったきっかけ
仙台市内の無料低額宿泊所は全て個室である。利用者の高齢化が進み、アルコール依存
症や精神疾患の方が生活するようになった際に、個室タイプでは支援が難しくなり、退所
者が出るようになった。年間で 1～2 事例であれば本人の問題と考えることもできたが、退
所者が続いたことからスタッフのスキルと住まいの構造に問題があるのではないかという
認識に至った。
住まいを整備した上で取組を進めなければ、同じ失敗を繰り返す。アルコール依存症の
方の「寂しい」という声が 3 事例ほどあったが、それに対応できなかったということが、
共同居住の必要性を検討するに至ったきっかけとなった。
イ 共同居住のメリット
共同居住では、話し相手ではないが、ただ隣に人がいるという安心感が得られる。リビ
ングで誰かと同じテレビを見ているだけで安心できるということなのではないかと思う。
人とコミュニケーションをとるのが難しく、しかし独居生活も難しい方に対しては、共同
居住の「話さなくてもよいが誰かはいる」という環境が落ち着くのではないか。
また、認知症の方の中には、週末にショートステイを利用している方もいるが、夜間に
徘徊してしまい、職員が探すケースも少なくない。ご本人は、誰かと一緒に住むのは嫌で
個室がよいというのだが、夜になると個室では過ごせない。プライバシーはある程度守り
ながら、寂しい時は居場所があるという枠組みが必要である。
ウ 事業を展開するうえでの課題
ただし、経営的には一気に共同居住の展開に踏み切ることができなかった面もある。24
時間の宿直体制がとれるかと言われると、現段階では難しい。現在、宿直は週 4 日であり
他の 3 日はオンコール体制で緊急通報があればタクシーで駆けつけている。
今後、24 時間対応を整える必要性を感じながらも、法人全体の枠組みとして落とし込め
ていないため、ふるさとの会の取組を見る中で自分たちならどうできるか検討を行ってお
り、平成 30 年の秋までには、共同居住を実現させたいと考えている。
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（４）「支援付き地域」の創造に向けた取組（仙台市太白区八木山地域）
ワンファミリー仙台では、住宅確保要配慮者向けに空き家物件の活用可能性を念頭に、
特定の地域内における空き家物件調査と所有者への活用意向調査を実施するなど、
「支援付
き地域」1の創造に向けた取組が進められている。
ア 空き家調査の実施
調査対象とした地域は仙台市太白区の八木山地域であり、18 ある連合町内会に依頼し空
き家調査を実施した。その結果、6,000 世帯ある地域の中で、戸建て空き家が 147 軒あり、
建築士に外観上で居住可否のチェックを依頼した。
その後、登記簿謄本から空き物件の所有者を割り出し、物件の活用意向についてアンケ
ート調査を実施したところ、22 通の回答があった。その中には、
「NPO 等に活用してもらい
たい」という物件が 3 軒あった。今後、この 3 軒の所有者に対するヒアリングを検討して
いる。
図表 2-29 空き家調査の実施概要と結果（暫定）
7.

居住支援の取り組み～支援付き地域の創造～

7.

仙台市太白区八木山地域の空き家調査結果（暫定）について

仙台市太白区八木山地域の空き家調査結果（暫定）について

活用意向調査の回答22通（21物件）のうち
日常的に人が住んでいない状態の物件＝空き家との回答は16通（16物件）

八木山地域（約6000世帯）すべての戸建て家屋を調査
・1次調査：空き家かどうか（外観や地域情報にて地域住民による判断）
・2次調査：活用可能性はどれくらいか（外観から判断）
・3次調査：所有者に活用の意思はあるか（アンケート調査票を郵送）

空き家16軒について、所有者の今後の活用意向（複数回答）
・売却したい または 売却してもよい 7軒
自分で維持するのが
・賃貸したい または 賃貸してもよい 3軒
重い負担になってきている？
・地域に有効活用してもらいたい
4軒
・ＮＰＯ等に活用してもらいたい
3軒
・建物を解体したい
1軒

↓ 結果（12月7日までの暫定版）
戸建ての空き家 147軒
そのうち Ａ：すぐにでも住める家屋
75軒
Ｂ：軽微な補修が必要な家屋
Ｃ：大規模な改修が必要な家屋
Ｄ：解体しないと危険な家屋

居住支援の取り組み～支援付き地域の創造～
（連携団体 ワンファミリー仙台の取り組み）

（連携団体 ワンファミリー仙台の取り組み）

・今後も空き家のまま維持管理を続ける
・将来、自分または家族が住む
・別荘等としてときどき住むために維持する

49軒
16軒
7軒

・予定なし（当面は現状のまま）

5軒

1軒
4軒
2軒
持て余している？

アンケートは134通発送、27通は不着（戻り）、12月7日までに22通の回答あり

イ 地域特性
八木山地域では、6,000 世帯に対して介護サービスを提供する施設（相談・グループホー
ム・特別養護老人ホーム、有料老人ホーム）が 13 施設あり、462 世帯に 1 施設である。ま
た、医療機関は 8 施設あり、750 世帯に 1 つという状況である。
戸建て空家は 147 軒あり、40 世帯につき 1 つの空家がある。
また、アパートなどの共同住宅は 369 棟あるが、そのうち「居室の過半数が空室になっ
ているもの」が 153 棟ある。これらの住宅は学生向けアパートであったが、現在は空室に
なっている。

1

7 月 22 日に開催した第 2 回検討委員会では、
「「支援付き地域居住」と支援人材育成システムの展開」をテーマ
に議論した。そこでは、様々な主体によって支援付き住宅が推進され、それをベースに包括的な体制づくりが進
められることによって、認知症の人を地域から排除しない共同性や、就労支援対象者が生活支援をする側に回る
「ケア付き就労」の創出を展望し、
「支援付き地域」と呼ぶことにした。
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図表 2-29 空き家調査結果（暫定）の概要

仙台市太白区八木山地域の空き家調査結果（暫定）について
現在の八木山地域の状況（約６０００世帯）

●介護サービス（相談・ＧＨ・特養・有料老人Ｈ）13 施設＝462 世帯に 1 施設
●医療機関（日赤・かかりつけ医）

8 施設＝750 世帯に 1 施設

●戸建て空家

147 軒 ＝ 40 世帯に 1 空家

●共同住宅 369 棟、過半数空室が少なくとも 153 棟 ＝ 40 世帯に 1 つ以上

ウ 10 年後の姿を描く
図表 2-30 地域の 10 年後の姿
7.

居住支援の取り組み～支援付き地域の創造～
（連携団体 ワンファミリー仙台の取り組み）

仙台市太白区八木山地域の空き家調査結果（暫定）について

１０年後の八木山地域の人口割合
平成29年10月現在

10.0%

52.9%

10年後 5.40%
0%

18.8%

48.7%
10%

20%
～14歳

18.3%

17.2%

30%

40%

15～59歳

50%
60～74歳

60%

28.7%
70%

80%

90%

100%

75歳以上

10年後、75歳以上の人口割合が28.7%に（10%以上増加）
60歳～74歳の元気高齢者が支えられる側だと
子どもと60歳以上（51.3%） を、働く世代だけ（48.7%）で支えることに。 ＝１：１
60歳～74歳の元気高齢者が支える側になれば
子どもと75歳以上（34.1%）を、働く世代と元気高齢者（65.9%）で支えられる。 ＝１：２

10 年後の八木山地域の人口は、
基本的には高齢者が増えると予測されている。そのため、
元気な高齢者は、働く世代とともに「支え手」になり、地域づくりを進めていかなければ、
地域を支えられないということが分かっている。
また、地域住民が地域で住み続けていけるように、共同住宅を整備する必要がある。
地域には、介護施設に入所する人もいれば、介護サービスを利用し在宅で生活する人も
いる。日常生活支援によるサポートを受ける人もいる。空き家をサロンや生きがいづくり
の場にすることや、市民センターでの様々な活動の展開を考えていく必要もある。さらに、
引きこもりの若者も支え手になれるよう、考えなければならない。
このようにして地域が活性化すると、安心感が高まり治安も良くなっていく。これがこ
の地域に求められる「支援付き地域」の姿ではないか。
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図表 2-31 10 年先を見据えた地域づくりのイメージ
7.

居住支援の取り組み～支援付き地域の創造～

7.

仙台市太白区八木山地域の空き家調査結果（暫定）について

仙台市太白区八木山地域の空き家調査結果（暫定）について
１０年先を見据えた地域づくりのイメージ図（２０３３年の空き家状況）
空き家

居住支援の取り組み～支援付き地域の創造～
（連携団体 ワンファミリー仙台の取り組み）

（連携団体 ワンファミリー仙台の取り組み）

空き家

日常生活支援

空き家

支援付地域のイメージ図
日常生活支援
空き家

空き家

空き家

サ
ロ
ン

空き家

空き家
空き家
空き家

空き家

空き家

空き家

市
タ民
ーセ
ン

共同居住

空き家
空き家

空き家

空き家

空き家

空き家
空き家

介護サービス

空き家

介護施設

日常生活支援

空き家

日本の空き家率は30.4％。約３軒に１軒が空き家。

2016年野村総合研究所試算

エ 住み慣れた地域で住み続けるために
住み慣れた地域に住み続けるためには、地域住民の努力が必要になる時代になったと考
えている。具体的には、人の誘致である。
「こんな人は嫌だ、障害者は嫌だ」と、あからさ
まではないものの、そういったことを言えば言うほど、地域に人はいなくなる。人がいな
くなれば、インフラ整備がされなくなる。例えば、人口が減少している地域で、老朽化し
た下水管を再整備されることはない。差別をする、人を受け入れられない地域は必ず衰退
する。
「どんな人でもウェルカム」といったスタンスで、人口を保つ努力をした地域だけが
生き延びる。
人口減少が予測されている地方部において、まちの機能が集約されるのは、交通の便が
良いところと、「あそこに行くと楽しい」「暮らしやすい」という評判で活性化している地
域であり、そのような地域づくりを目指さねばならない。それを怠っていると、あっとい
う間にゴーストタウンになってしまうだろう。
八木山地域でホームレス支援をする際に、5 年前であれば「うちの地域にホームレスを
連れてくるのか」という反発があったが、今では「自分たちの地域の活性化のために手伝
ってほしい」というスタンスになっている。地域は変わりつつある。そうしなければ、自
分が住み慣れた地域に住み続けることができないからである。（立岡理事長談）
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２

一般社団法人 パーソナルサポートセンター

（１）団体概要

図表 2-32 ＰＳＣの概要

ＰＳＣは、ホームレス、障がい者、DV

一般社団法人パーソナルサポートセンター（ＰＳＣ）について
1. 一般社団法人パーソナルサポートセンター（ＰＳＣ）について

被害者、一人親世帯、ニート、引きこもり、

パーソナルサポートセンターの目的（定款）
当法人は、ホームレス、障がい者、ＤＶ被害者、一人親世帯、ニート、引きこもり、就労
困難者など、社会的困窮状態にある方の生活支援をし、就労自立させるために寄り添い
型伴走型支援を実施するパーソナル・サポート事業を普及、育成、制度化を進めることで、
支援対象者が安定的に自立生活を営むことの実現につなげることを目的とする。

就労困難者など、社会的困窮状態にある方
の生活を支援し、就労自立させるために寄

パーソナルサポートセンターのめざすもの（憲法13条と憲法25条）

り添い型伴走型支援を実施するパーソナ

13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民
の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最
大の尊重必要とする。
25条 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない。

ルサポート事業の普及、育成、制度化を進
め、支援対象者が安定的に自立生活を営む

センターの構成

ことの実現につなげることを目的に、平成

■２つの事業部（地域善隣事業部、自立相談支援事業部）と間接部門、合計64名のスタッフ
■代表理事 新里宏二（弁護士、元日本弁護士連合会副会長）
■連携・協力団体（*：特定非営利活動法人）

23 年 3 月に設立された団体である。

①全国コミュニティライフサポートセンター* ②せんだい・みやぎNPOセンター*
③仙台夜まわりグループ* ④チャイルドラインみやぎ* ⑤反貧困みやぎネットワーク
⑥萌友* ⑦POSSE * ⑧ほっぷの森* ⑨公益財団法人共生地域創造財団

ＰＳＣでは、分野をこえて様々な団体が

⑩MIYAGI子どもネットワーク* ⑪ワンファミリー仙台* ⑬アスイク
⑭みやぎ生活協同組合 ⑮ふうどばんく東北AGAIN

3

連携し、パーソナルサポートの実施や制度
化、パーソナルサポーターの育成を行い、支援を必要としている方を、様々な社会福祉制度
やサービス、介護事業所や福祉施設などにつなげ、その方が地域で安心して暮らすことがで
きるよう支援を行っている。構成・協力団体は 15 団体であり、この中には前述したワンファ
ミリー仙台も含まれている。
（２）主な活動内容
ＰＳＣでは、大きく分けて住まいや暮らしなど生活面に不安を抱える方への生活支援や、
仕事が続かないなど就労について困っている方への就労支援が行われており、事業としては
生活困窮者自立支援事業に関するもの、被災者支援事業に関するもの、その他事業に分かれ
ている。

図表 2-33 ＰＳＣの支援事業の全体像
1.

一般社団法人パーソナルサポートセンター（ＰＳＣ）について
ＰＳＣの支援事業の全体像【平成３０年１月現在】

就労サポート
H26. 生涯現役・生きがい就労支援センター
7月 （65歳以上の高齢者の就労支援）

H24.
6月

H26.
4月

就労支援相談センター
「わっくわあく」
（困被災者等向けの就労マッチング）
H24.
12月

中間就労支援
「カフェ クオーネ」
（困窮被災者の就労訓練事業）
H25.
7月

就労準備支援センター
「わあくしょっぷ」
（困窮者向け就労準備）

H25.
11月

H23.
11月

中間就労支援シニアと若者
ワークサロン「こらぼ」

生仙
活台
困市
窮（
青
者葉
自区
立）
促・
宮
進城
支県
援
モ
デ
ル
事
業

H23.3月

H28.10月

H27.11月

トゥインクル多賀城

地域善隣事業
H27.4月：仙台市住まいと暮らしの再建サポートセンター
H27.7月：宮城県被災者転居支援センター
H28.10月：宮城県北部転居支援センター
H29.10月

市営住宅見守事業（仙台市建設公社）
H27.5月
六丁の目西町
コミュニティ

H27.4月 生活困窮者自立支援事業（仙台市/宮城県南部/多賀城市）

H24. 総合相談センター「わんすてっぷ」
10月 （困難被災者等向け生活相談）

H29.10月

H28.4月 熊本地震支援

H25.4月

ト
ー
タ
ル
サ
ポ
ー
ト

宮城県東部転居

（仮設住宅入居者向けの生きがい就労の場）

H24.4月

富谷市

H29.4月
名取市
すまいとくらしの再建支援セ
ンター

コミュニティ・ワークサロン「えんがわ」

H23. 安心見守り協働事業（伴走型生活支援事業）
6月 （仮設住宅入居者への見守り・福祉的サポート）

福祉サポート

生活困窮者自立支援事業
・仙台市生活自立・仕事相談センター
・宮城県南部（仙台保福・仙南保福圏域 ）
・多賀城市

H27.4月

H26.4月 H27.4月

34

H28.4月

H29.4月

就労移行支援
H29.10月

4

図表 2-34 ＰＳＣの主な実施事業
生活困窮者

自立相談支援事業

自立支援事
業

就労準備支援事業

被災者支援

就労準備支援事業は、お仕事の就職またはお仕事をする上での課題を解決していきます。
また、お仕事に関する知識習得や社会生活スキル向上のための支援も行っています。

就労訓練事業

さまざまな理由があり、就労が難しく生活に困窮されている方に対して、就労機会の提供
を通じ、一般就労に向けた支援を行います。
企業等で実習や見学をしたり、非雇用型・支援付雇用をいう形で、実際に業務に携わるこ
とで、明確な就労のイメージが身につきます。
※就労訓練事業では、一般企業等からの協力を得て、就労訓練認定事業所として実習や見学
を受け入れていただいています。

一時生活支援事業

住居が不安定な状態にある方や、住居がなく生活に困窮された方に対して一定期間、衣食
住の提供を行います。

住居確保給付金

仕事を辞めたことによって、住宅を失ってしまった、または失うおそれがある方で、所得
などが一定水準以下の方に対して、有期で住居確保給付金を支給する制度です。

職業体験実習

職業体験実習は、さまざまな事情から働くことに不安を感じている方へ経験の場を提供し
ます。働くまで感じていた不安を解消したり、お仕事の幅を広げられるような取組です。
被災された方に対し、安心・安定して暮らせる住まい確保のサポートを行います。また、
住まいの相談だけではなく、福祉サービスの紹介や利用までのお手伝い等、生活再建までの
支援を行います。
※転居・移転に関する契約手続きの代行や保証、引越作業は行っておりません。
例えばこんなお手伝いをします。
・物件探しのお手伝い
・不動産会社へ同行
・引越しまでのスケジュール作り
・手続きでわからないことの説明やサポート
・各種福祉制度の紹介や利用のお手伝い

住まいの再建支援

事業

その他事業

生活や仕事探しで困っている方の悩みに対して、寄り添いながら生活再建のお手伝いをす
る相談窓口です。
（生活保護受給者を除く）
一人ひとりに合ったプランを考え、寄り添いながら一緒に自立を目指します。

暮らしの再建支援

被災して、悩みを抱えている方の相談支援を行います。支援員が、困りごとをひとつひと
つ整理し、地域のネットワークを活かしながら、一緒に問題からの早期脱却を目指します。
また、多賀城市や仙台市内に、震災後の生活の中で、社会とのコミュニケーションで不安
を抱えている方や高齢者などが気軽にご利用できる交流スペースもございます。社会参加活
動や健康講座・料理教室、サロンなどを定期的に開催しています。
例えばこんなお手伝いをします。
・健康面に関わることの相談支援
・仕事に関する不安や悩みの相談
・公的支援制度の情報提供
・社会参加活動（軽作業など）の開催

仙台市父子家庭相
談支援センター

父子家庭世帯を中心に、子育てや生活相談全般、就業についてご相談お受けし、助言を行
いながら各種支援のお手伝いをします。
また、必要に応じて弁護士等の専門家が債務問題や養育費、親権などの法律や生活上の諸
問題に対してアドバイスします。※弁護士との特別相談は年 4 回の実施となります。
（無料）
仙台市立病院に通院し、病気の治療と仕事の両立で困っている方を対象に、再就職支援・
職場復帰支援や仙台市立病院内での相談業務を行っています。
また、社会保険労務士や弁護士等の専門家と連携し、治療と就職の両立や復職支援を実施
するほか、医療ソーシャルワーカーと連携し、退院・治療後も継続した支援を行います。
※仙台市市民協働事業提案制度に基づき、仙台市立病院と一般社団法人パーソナルサポート
センターが、がん患者等に対する再就職支援及び就業継続支援を行っています。
公益財団法人仙台市建設公社からの業務委託により、仙台市内の市営住宅に対する見守り事
業を実施しています。
定期的に個別訪問し、世帯での困りごとや相談をお受けし、解決に向けたお手伝いを訪問
支援員が支援します。

あなたや家族のワ
ーキングサポート
センター

安全安心暮らし見
守り事業

仙台市児童養護施
設等入所児童就業
支援・アフターケ
ア事業

児童養護施設等入所児童が、将来経済的に自立して生活が営めるよう、キャリア教育によ
る職業観の育成や就業体験実習、面接対策などの就職支援を行っています。
また、施設から退所後もジョブトレーニングや面接相談などのアフターフォローを行い、
社会的自立に向けた支援を行っています。

出典：一般社団法人パーソナルサポートセンターホームページ（http://www.personal-support.org/）
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（３）居住支援・生活支援に関する取組
ア 伴走型生活支援事業（安心見守り協働事業）
東日本大震災に見舞われた直後、復
興段階での孤独死・自殺・社会的孤立

図表 2-35 伴走型生活支援事業（安心見守り協働事業）の概要
7.

居住支援の取り組み～被災者支援事業～

 伴走型生活支援事業（安心見守り協働事業）

を防ぐことを目的に、パーソナルサポ

『復興段階での孤独死・自殺・社会的孤立を防ぐ』

ートの枠組みで仮設住宅入居者への

をメッセージに、パーソナルサポートの枠組みで、仮設住宅入居者への見守り・
福祉的サポートの事業を宮城県仙台市（人口約105万人）に提案し、23年6月1
日から実施にいたる。

見守りや福祉的サポート事業を仙台
市に提案し、同年 6 月から開始された
ものである。
平成 29 年 10 月に見守り対象世帯が

対象世帯

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

741 世帯

644 世帯

492 世帯

486 世帯

402 世帯

136 世帯

13 世帯

合計
―

訪問件数

55,791 件

60,123 件

18,577 件

14,545 件

5,891 件

1,553 件

92 件

156,572 件

面談件数

30,961 件

38,396 件

14,392 件

10,271 件

3,170 件

649 件

28 件

97,867 件

平成29年10月にて見守り対象世帯は解消となった。

累計見守り訪問回数は１５６，５７２件、累計面談件数は９７，８６７件

解消され事業は終了したが、事業開始
以降の見守り訪問の累計回数は 15 万
6572 件、面談は累計で 9 万 7867 件に
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のぼる。
イ 住まいの再建支援
被災者支援を行っている中で、ＰＳＣでは仮設住宅で暮らす 4,780 世帯に対し就労状況
や所得額、世帯内の障がい者手帳所持者や要介護者の有無、みなし仮設の家賃等の調査を
実施し、1,938 世帯から回答を得た。この調査結果からは、仮設住宅で暮らす世帯の約 3
割に支援が必要な世帯員がいること、みなし仮設の家賃水準や可能な負担割合、求職中世
帯が約 1 割いること等が明らかとなった。仙台市に対し主体的な住まい探しが困難な対象
者一人ひとりに寄添い、住まいの確保に向けた相談を受付け、個別の支援計画に基づく転
居に向けた支援と、転居後に生活するうえで必要な福祉サービスをコーディネートする住
まい方の支援にむけた協働事業の提案を行った。
①仙台市住まいと暮らしの再建サポートセンター
図表 2-36 伴走型民間賃貸住宅入居支援事業

仙台市では、被災者世帯を類型化
してそれぞれの課題に対応するため
の支援を提供し、生活の再建を図る
「被災者生活再建加速プログラム」
に取り組んでいる。ＰＳＣは、被災
者生活再建支援ワーキンググループ

7.

居住支援の取り組み～被災者支援事業～

 仙台市被災者生活再建加速プログラム
伴走型民間賃貸住宅入居支援事業
（仙台市住まいと暮しの再建サポートセンター）
➢ 仙台市が供給する応急仮設住宅等に入居されている方
➢ 再建先となる住宅を一人で探す事が困難な民間住宅入居希望者
独り暮らしで保証人もいないし・・・

支援制度が無いと転居なんて・・・

に参加し、仙台市と協働での支援を
実施している。そのひとつが「伴走

契約や手続きが一人では不安・・・

手伝ってくれる人がいないと・・・

型民間賃貸住宅入居支援事業」
（仙台
 住まいの探し方のアドバイス
 不動産事業者への同行支援
 転居に伴う各種手続きのサポート

市住まいと暮らしの再建サポートセ
ンター）である。

仙台市 住まいと暮らしの再建サポートセンター

本事業では、仙台市が供給する応
36
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急仮設住宅等で生活している方や、住まいを一人で探すことが難しい民間賃貸住宅入居希
望者等を対象に、住まい探しのアドバイスや契約支援（不動産事業者への同行支援）
、転居
に伴う各種手続きのサポート等を実施している。なお、転居・移転に関する契約手続きの
代行や保証、引越作業は行っていない。
②宮城県被災者転居支援センター
ＰＳＣでは宮城県からの委託により、東日本大震災で被災し民間賃貸住宅借上げの応急
仮設住宅（以下、
「みなし仮設住宅」という。
）で生活している方の中で転居の見通しが立
っていない世帯を対象に、支援員がみなし仮設住宅供与終了後の住まいの相談に応じる取
組を行っている。また、住まいの確保をサポートするだけではなく、福祉サービスの紹介
や利用までの手伝いをしながら生活再建までの支援も行っている。
③居住支援の事業スキーム
居住支援のスキームは、サポートセンターが物件を探し、不動産会社に相談して家主に
確認してもらい、内覧同行と入居申し込みを行い、契約手続きの補助や調整を行うことが
基本となっている。
ただし、契約手続きの調整を始めたころに「実はお金がない」など、様々な問題が明ら
かになる。その中で、保証人の問題も生じている。
保証人問題に対しては、ＰＳＣが本人とつながりのある親族に対し訪問や連絡し、事情
を説明したうえで本人に対する支援の必要性を理解していただいている。本人が「甥や姪
には保証人を頼みづらい」という場合でも、ＰＳＣスタッフが本人と一緒に甥や姪に電話
し事情を説明することで、緊急連絡先だけでも担ってもらえるように可能な範囲で協力し
ていただけるよう依頼することで、承諾が得られたケースが多くあった。本人からの「（親
族には保証人を）頼みづらい」という話を聞いて「そうですか」と終わってしまうのでは
なく、第三者が本人の状況説明や保証人や緊急連絡先が担う役割について具体的に説明す
ることで引き受けてくれるケースもある。それでも保証人が確保できない場合は、大家や
不動産会社が管理する物件に対し、支援内容や再建計画を説明することで信頼いただき入
居につなげるなど、様々な手法を活用した取組が行われている。
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7.

図表 2-37 居住支援のスキーム
居住支援の取り組み～仙台市住まいと暮らしの再建サポートセンター事業～

㉔無事に契約成立！
転居後の生活が安定するまでの支援を行う。

意向確認
A社の物件

B社の物件

C社の物件

D社の物件

大家

③ネット上の公開情報の中から希望条件に合う物件を一緒に探す

⑥内覧に同行し
生活環境の確認

④気に入った物件に対し、
空き状況や内覧の調整を行う

①支援依頼
仕事

⑤内覧調整や
他物件の紹介

⑧契約に向け
た相談や手続
きの補助

転居困難被災者
（住宅確保要配慮者）

サポートセンター
②インテークを行い
状況や希望の確認を行う

⑦物件の
申込依頼

⑨契約に向けた
相談や手続きの調整

⑪契約の手続きに必要
な課題に対する支援
⑭審査・賃貸借契約手続き

⑫保証人か
緊急連絡先
の依頼

⑩契約締結に
向けた調整

㉑提携先へ折衝

⑯保証の
依頼

㉒承認
⑳否決

提携
保証会社

㉓賃貸借契約成立
⑮連帯保証人がいない場合
に家賃債務保証の依頼
PSCスタッフ

⑬ご本人たちの状況の説明や今後の自立
方針などの説明を行い協力をお願いする

⑱審査
⑰保証人がいない場合や、家賃債務保証会社の
保証を必須にしている物件など、不動産会社や
28
オーナーが提携している賃貸借保証会社に依頼

⑲本人確認、及び保証人
又は緊急連絡先への確認

（４）支援付き地域の創造
①生涯現役・生きがいプログラム

図表 2-38 生涯現役・生きがいプログラム

ＰＳＣの「生涯現役・生きがいプ

7.

高齢者の就労的居場所を提供する
ＰＳＣの生涯現役・生きがいプログラム

ログラム」は、ある程度資産に余裕
のある単身者を対象として実施して
いる。
参加者は生き生きとしている。
「作
業の日」と「趣味の日」に分けてい

居住支援の取り組み～支援付き地域の創造～

エンジョイサークル活動
料理教室
エンジョイサークルの第2弾企画と
して料理教室を開催。
元肉屋さん経営の男性が調達し
たお肉や、PSCのソーシャルファー
ムで収穫された野菜を使って夏野
菜カレーなどを料理。

エンジョイサークル活動
手芸クラブ
本年度から生きがいプ
ログラム参加者が主体
的に集まるサークル活
動を支援。手芸サークル
では靴下を使った人形
作りに挑戦している。

るのだが、最も生き生きとしている

生きがいプログラム
箱折り作業
市内の内職業者から
受注している箱折り
作業に参加。適度に
力を加えたり、山折
り・谷折りの組み合
わせで脳の活性化が
図れる（参加者談）
生産的活動の為、従
来集まりにくい男性
の参加者が多いの
が特徴。

のは「エンジョイサークル活動」を
行っているときである。
箱折りをする日があれば、その日
は「仕事だ」と思い、一生懸命に取

29

り組む。しかし、
「仕事の日」と「エ
ンジョイサークルの日」は、本人の表情がまた違う。組み合わせることが効果的である。
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■合同会社ＰＳＣプラスについて
ＰＳＣでは主体的に応急仮設住宅から恒久住宅への転居が困難な高齢者等に対する転居支
援を実施しており、住宅確保要配慮者に対する居住支援のノウハウを蓄積してきた。
転居支援を進めるにあたっては民間の不動産業者と連携し、住居の確保に向けた支援を実
施するなか、支援員自身が不動産についての知識を身につける必要性から、平成 29 年度に宅
地建物取引士の資格取得に取り組み、ＰＳＣ、ワンファミリー仙台の職員 3 名が実際に資格
を取得した。
また、住宅セーフティネット法の改正法が平成 29 年 10 月に施行され、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など、民間賃貸
住宅や空き家を活用した「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的に始まった。
法改正を受け、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録
を増やすとともに、住宅確保要配慮者の住まいの確保に向けた支援を円滑に進めるためには、
自らが不動産事業を進めることが効果的であると判断し、合同会社ＰＳＣプラスを設立した。
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第３章

居住支援・生活支援に係る
人材の育成

第３章 居住支援・生活支援に係る人材の育成
本章では、対象者に求められる支援内容を明らかにしたうえで、居住支援・生活支援の実
施方針、支援を担当する生活支援員の研修の指針を示す。最後に、生活支援員を支える体制
整備について考察する。

第 1 節 対象者に求められる支援内容
１

家賃債務保証事業におけるトラブル事例の分析
ここでは、対象者に求められる支援を明らかにすることを目的として、家賃債務保証事業

を行う中で発生するトラブル事例の中から代表的なものを取り上げる。ここで紹介するトラ
ブル事例は、㈱ふるさとにヒアリングを行った際に提供されたものである。
なお、㈱ふるさとでは生活支援員向け研修を受講した職員がトラブル対応を行っており、
発生するトラブルに対してはふるさとの会と連携しながら家主や支援対象者へ寄りそう支援
に取り組んでいる。
（１）㈱ふるさとの家賃債務保証事業

図表 3-1 ㈱ふるさとの賃貸借保証事業、不動産
賃貸管理・サブリース事業の状況

宅建事業者である㈱ふるさとでは、住ま
いに困窮し保証人や緊急連絡先のいない方
を対象に、家賃債務保証等の事業を実施し
てきた。
㈱ふるさとの家賃債務保証事業は、東京
都が平成 16 年度から 21 年度にかけて実施
したホームレス地域生活移行支援事業の参
加者や、ふるさとの会の無料低額宿泊所等
に居住していた方が地域生活へ移行する際、
賃貸住宅に転居するにあたっての保証を行
うことを目的に開始したものであり、平成 30 年 3 月現在 436 人が利用している。
ただし、家賃債務保証のみでは事業採算を維持することが困難であるため、現在は新規利
用者の受入は限定している。
図表 3-2 ㈱ふるさとの家賃債務保証等の内容

①家賃滞納保証（上限 6 か月まで）
②原状回復費用保証（敷金だけで原状回復ができない場合、家賃の１カ月分を上限に保証）
③トラブルへの対応（契約書には未記載。騒音、近隣トラブル、失踪等の際に、ふるさとの
会と連携しながら対応にあたる）
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（２）家賃債務保証に伴う事故
家賃債務保証事業に取り組む中で、㈱ふるさとが直面している家賃保証事故は、大きくは
「家賃滞納」
、
「逝去」、
「失踪」、
「その他」に分類される。平成 27 年度の事故件数及び内訳は
下記のとおりである。これらの事故により、家賃債務保証や原状回復費用保証の支出が発生
しているが、そのうち回収可能なものは一部にとどまっている。
図表 3-3 平成 27 年度の家賃保証事故件数

合計

家賃滞納

逝去

失踪

その他

29 件

9件

10 件

8件

2件

出典：「平成 27 年度

家賃保証事故支出統計」㈱ふるさと提供

※逝去には入院先での逝去事案を含む。

（逝去された場合の費用等負担）
居室内で逝去された場合、㈱ふるさとの費用負担としては当該月家賃（1 ヶ月分）と原状
回復費用（1 ヶ月分）の計 2 ヶ月分を家主に支払うこととなる。
また、残置物処分、備品の修繕、クリーニングが必要な場合には相当な費用が必要となる。
残置物処分については、生活保護受給者の場合、施設転居であれば自治体から片付け費用
が支給されるが、死亡の場合には生活保護が廃止されるため自治体からの支給はない。
また、死亡時には警察が介入するため、警察からは家族に問い合わせるよう言われるが、
自治体から家族に働きかけても関わりを拒否されることが多い。自治体としても、生活保護
が廃止になると何もできないため、家主と㈱ふるさとで協議し、㈱ふるさとが手伝いながら
家主主体で片付けを進めてもらっているのが実情である。
（失踪の場合の負担）
賃借人が失踪した場合には、家賃滞納分の保証のほか、数字には出てこない部分での手間
や人件費が発生している。本人の状況がわからないため、㈱ふるさとでは何度も訪問して手
紙を書いたり、貼り紙をしたり、家主と打ち合わせをしたり、様々な関係先に連絡する必要
が生じており、このような面での負担も小さくない。
（家賃滞納）
家賃を滞納する人は何度も滞納してしまう傾向がある。㈱ふるさとでは、ふるさとの会職
員に背景にある原因（生活課題等）を考慮した対応をしてもらっているが、滞納がなくなる
ことはなかなか難しい状況である。
◯トラブル事例
㈱ふるさとでは、緊急連絡先がなくても家賃債務保証を提供していることもあり、本人か
らこれまでの経歴や既往症を聞き取りしている。しかし、あくまで自己申告であるため、必
要な情報をすべて把握できるとは限らない。入居後しばらくは問題なく生活していたが、次
第に相談等の電話が頻繁に掛かってくるようになったり、飲酒問題が現れてきたり、部屋の
中が片づけられない等の問題が発生する場合もある。
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家主は様々なトラブルを経験しているが、その中でも特に精神疾患のある方と居室内の死
亡事故に対する不安や拒否感が強い傾向がある。
また、世間体を気にする家主もいる。ただし、生活支援等のサポートが入ったことで、リ
スクを正しく認識でき、受け入れてもらえるようになったケースもある。
（飲酒トラブル）
自宅で飲酒し続けて動けなくなったり、酔っ払って大声をあげたりするなど家主や近隣住
民に迷惑が及ぶケースもある。
自宅で飲酒し続けてしまう理由のひとつには、体力面や経済環境面から仕事ができなくな
り、孤立してアルコールに依存してしまうケースがある。このような場合、その人にあった
仕事や日中活動の場を提供できれば、生活状況の改善につながる可能性があるため、本人の
状況や気持ちを理解し適切な支援につなげることが必要になる。

＜飲酒トラブルの事例＞
近所に住む家主から、
「A さんが酔っ払ってアパート前でひっくり返って奇声をあげてい
る、怖い」という連絡が入った。職員が訪問して本人を家に連れて行き話を聞いたところ、
仕事がなくて飲んでしまうとのことであった。そのため、日中活動としてまずはふるさとの
会が行っているイベントへの参加からはじめ、その後法人内の仕事を手伝ってもらうように
なった。
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（末期がん）
家主は、自殺ではなく病死であっても厳密には告知事項になってしまうため、居室内で人
が亡くなること自体に抵抗感を抱いている。
ただし、末期がんの方については、家主が状況に理解を示し、訪問看護を利用しているこ
とも考慮され、トラブルにならなかった事例もある。

＜末期がんの事例＞
Ｂさんは 70 代の男性。地域生活支援センターすみだ（共同リビング）と㈱ふるさとの
家賃債務保証を利用して、施設からアパートに転居した。生活保護を受けながらドライバ
ーの仕事をしていたが、入居約２年後に失業。その後、咳が止まらず通院したところ、肺
がんと診断された。１年半後には脳に転移し、ステージⅣの末期であることを告げられた。
本人が「家で穏やかに最期を過ごしたい」と希望したため、病院から在宅ホスピスを紹介
された。一時入院の後、クリニック、地域包括支援センター、ケースワーカー、ケアマネ
ジャー、サービス提供責任者、ふるさとの会生活支援員が集まり、カンファレンスで援助
方針を確認の上退院。本人は「本当によかった。安心したよ。
」と心強く感じた様子であ
った。家主に対しては、訪問看護師から看取りの方針を説明したところ、「必ずしも家で
亡くなるということは歓迎ではないが、このご時世、家で亡くなる人も多いし仕方が無い
こと。そういった形ならばいいですよ」という返答があった。入居約４年後、ヘルパーが
訪問すると、すでに息を引き取っており、看護師と医師が訪問し死亡を確認。生活保護で
は片づけ費用が出なかったが、家主からケースワーカーを通して「ふるさとが最後までや
ってくれると言っていた」と連絡があり、敷金と原状回復費で片付けることを説明した。
遺族のきょうだいとはケースワーカーを通して連絡を取りながら、関係者とともに火葬に
立ち会い、最後を見送った。
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（不安定就労）
生活困窮者の中には不安定な就労についている人も少なくない。仕事を始めてしばらくの
間は良い調子であっても突然体調が悪化してしまい入院してしまうこともある（入院と同時
に家賃滞納も発生）
。
また、それがきっかけで仕事もやめてしまい、生活が崩れてしまうこともある。
このようなケースでは、服薬管理を含む日々の健康管理や、状況を理解して本人の気持ち
に寄りそうなどのきめ細かなサポートが必要になる。

＜不安定就労の事例＞
Ｃさんは、生活保護受給開始当初は家賃を代理納付していたが、就労を開始したため
住宅扶助の満額支給ができなくなり代理納付から持参となった。その後、体調を崩して
入院してしまい家賃滞納となる。（返済計画を提出してもらい、しばらくして返済を完
了。
）その後、体調は回復したが過量服薬をしてしまった。
また、その直前に住宅扶助費を使い切ってしまい、再度家賃を滞納してしまった。
（再
度返済中）

（認知症）
認知機能の低下によって日常生活に支障をきたしたり、他者との関わりでトラブルに発展
したりすることもある。

＜認知症の事例＞
Ｄさんは、脳梗塞の後遺症で車椅子生活をしていた。ヘルパーが週 3 回入って生活支
援を行っていたが、徐々に認知症の症状も見られるようになっていた。あるとき、
「隣か
らのテレビの音がうるさくて眠れない」と壁をステッキで突き、隣人とのトラブルに発
展してしまった。
その後、ケースワーカーの判断により、ふるさとの会の運営する共同居住施設へ転居
することとなった。
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（精神疾患）
精神疾患のある利用者の場合、幻聴なども含めた騒音トラブルになることがある。このよ
うなトラブル発生理由のひとつには、本人が服薬管理をできなくなったことや、適切な受診
につながっていないことなど、医療面のサポートが必要なケースもある。
＜精神疾患の事例＞
不安神経症の息子とともにアパートで生活保護を受給しながら暮らすＥさん。契約面
談時点では精神疾患は息子のみと話していたが、しばらくしてＥさん自身が「階上から
騒音が聞こえる」と訴え、2 時間録音したテープを不動産会社担当者に聞かせる等の行
為が繰り返された。不動産会社担当者には騒音は聞こえておらず、ふるさとの会の職員
が訪問して一緒に音を確認することとなったが、やはり騒音は聞こえなかった。ケース
ワーカーに報告したところ、Ｅさんには過去に通院歴があることがわかり、保健センタ
ーに相談することとなった。

（３）居室内死亡事例多発後の取組と課題
2011 年には、ふるさとの会等で独居支援を行っていた利用者の中で 6 人の方が孤独死し
た。それを受けて、ふるさとの会では独居支援利用者の生活世界（関係性）の見える化を
図る書式の作成や、日中の居場所として定期的に活用できる地域サロン活動に意識的に取
り組むこととなった。
また、㈱ふるさとにおいても、トラブル発生時や失踪や孤独死等が疑われる場合の対応
マニュアルを作成し、早期発見・対応に努めることとなった。
現在も居室内で死亡するケースは発生する。しかし、訪問時不在でも翌日に架電したり、
各種社会サービスにつないだり、サービス事業者の入る間隔を把握した上で訪問日を設定
する等の工夫を行うことで、死亡事故の減少につながっている。
＜独居死されたＦさんの事例＞
Ｆさん（70 歳代の男性、アパートで一人暮らし）は、生活保護を受給し、ふるさとの会等の
共同リビングと家賃債務保証を利用していた。これまでに既往歴はなく、通院もしていなかった。
しかし、ある時生活支援員が定期訪問に訪れると、異変を感じたため警察に通報。家主立ち合
いのもと、鍵を開けると亡くなっていた。
アパート向かいの住人がＦさんの部屋の異変に気づいていたが、どこに連絡すればよいかがわ
からなかった。
また、同アパートにはふるさとの会の利用者が他に 2 名居住していた。
この事例を受けて、職員・利用者の２者関係だけでなく、近隣住民との関係性づくりのサポー
ト、ふるさとの会利用者同士の互助を支えることが課題となった。
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２

共同リビングを拠点とした地域生活支援事業におけるトラブル事例
ここでは、独居者の生活支援に取り組んでいるふるさとの会地域生活支援センターすみだ

（以下、
「センターすみだ」という。）をヒアリングし、各種トラブルの発生状況とトラブル
対応における課題の整理を行った。
図表 3-4 地域生活支援センターすみだの概要
＊地域生活支援センターすみだ
共同リビング事業を含む地域の訪問相談拠点。ふるさとの会の自主事業として運営されている。

地域生活支援センター（共同リビング）

【地域の相談・訪問拠点】

• 居場所づくり（共同リビング）
• 仲間づくり（イベント，クラブ活動，共済会）
• 相談支援（住宅相談，健康相談，就労相談等） 、生活支援（介
護・医療の対象外）、訪問による安否確認
• 介護や医療など福祉サービスのコーディネート
1

センターすみだの支援対象者や主な支援内容は下記のとおりである。
（支援対象者）
センターすみだの独居支援対象者は 334 人（墨田区から委託を受ける自立支援プログラム
対象者を含む。
）
、全員がアパート居住者であり、居住地域は墨田区、江東区、葛飾区、江戸
川区に分散している。これらの対象者に対し、センターすみだでは 4 人の職員が担当してい
る。
（支援内容）
支援対象者に対しては、定期的な電話連絡や訪問（共同リビングの利用者は原則月１回、
委託事業の利用者は月 2 回）による安否確認、相談支援を行い、その際に不調を訴えられる
場合には訪問して通院同行や、生活保護受給者であれば担当ケースワーカーに報告するなど
している。
また、支援対象者は全体的に高齢化しているため、ヘルパーを導入したり、福祉電話（地
域包括支援センター、高齢者見守り相談室＝東京都事業）を入れたりするなど、何らかの社
会サービスにつなげる取組も行っている。日常的な金銭管理、書類の保管・管理、通信（電
話・手紙のやりとりなど）や手続き支援のニーズも増えている。
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（１）トラブル事例の分析
センターすみだにおいて平成 28 年度中に発生したトラブル件数は、居室内死亡が 10 件※、
賃借人が失踪は 4 件、家賃滞納が 7 件であった。
なお、居室内死亡の 10 件はセンターすみだが対応した件数であり、これ以外にも、亡くな
っているのをヘルパー等が発見し、死後処理がすべて済んだ後に報告されるケースもある。
ア 居室内死亡事例の特徴（平成 28 年度中は 10 件発生）
居室内での死亡事例は高齢者がほとんどであり、突然死に近いケースが多い。こういっ
た方々に対しては、ヘルパーを入れるなど社会資源につなげたりする関係性までつくるこ
とが難しかったケースが多かった。
発見までに要した時間は、ふるさとの会で就労していた 2 名については出勤しなかった
当日に居室内立入を行って死亡を確認することができたが、その他のケースでは亡くなっ
てから 1～2 週間後に発見されたケースが多い。就労していなかった 8 名については、訪
問をきっかけに発見したケース（前回訪問時のメモがそのまま残されていた等）や、臭い
や家賃滞納などから家主が不審に思って一緒に居室内立入をして発見したケースのほか、
ヘルパーが発見したケースもある。ケースワーカーから「保護費を取りに来ていないので
確認してほしい」と依頼されることもある。
また、隣の住人から「新聞が 5 日くらい溜まっている」という連絡がふるさとの会に寄
せられたケースもある。
ふるさとの会で就労していた 2 名については、職場からの通報を受けてすぐに発見され
ている。そのような対応が同会以外の職場でもできるようになれば、発見が遅れることは
少なくなると考えられる。（職場以外でも様々な社会資源や友人知人、近隣住民等とのつ
ながりも有効と考えられる。）
イ 失踪（平成 28 年度中は 4 件発生）
失踪した 4 人のうち 1 人は、ふるさとの会で就労していた。職場に出勤しなかったため
居室内立入したところ、部屋には何も残されていなかった。
また、本人やケースワーカーから退去の連絡がきたケースもあった。
失踪してしまうのは 65 歳未満の比較的若い人ばかりである。家賃滞納などのトラブル
も発生するため、若い人には家賃債務保証を利用してもらうようにしているが、過去に失
踪を繰り返してきた人もいるため注意が必要である。
失踪する人の中には職員等との関係性が構築できていない人もいるが、そうでない人も
おり、必ずしも関係性の有無だけでは説明がつかない面がある。本人にも確認できないた
め、失踪理由が明確にならないのが実情である。
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ウ 家賃滞納（平成 28 年度中は 7 件発生）
居室内死亡ケースと重複しているものもあるが、家賃滞納も若い人が多い。中には、金
銭管理が全くできていない人、ギャンブル（パチンコ）依存症の人もおり、ケースワーカ
ーを含め支援者も対応に苦慮している現状がある。
（２）対応取組と課題
ア 安否確認の現状と課題
前述のように、センターすみだでは対象者に対して最低月 1 回は電話連絡や訪問を行い、
安否確認を図っている。その際に対象者から健康面や生活面での不安等の訴えがあれば、
通院同行や、担当ケースワーカーに報告して不安を解消する支援に取り組んでいる。
また、センターすみだだけでは確実な安否確認は難しいことから、ヘルパーや福祉電話
等の導入を図るなど、何らかの社会サービスにつなげる取組も行っている。
支援対象者の中でトラブル対応が必要になる方は、身体的には「自立」しているものの
孤立傾向にある人が多い。
また、高齢化しているため元気だった人が突然倒れてしまうことも少なくない（ガンや
糖尿病、脳梗塞、心筋梗塞など）
。このようなケースでは、それまでまったく社会サービス
を利用していないため、そこにつなげていくまでに時間が掛かってしまう。社会サービス
の利用手続きだけで 1 ヶ月位掛かってしまうため、その間をふるさとの会でなんとか支え
ているのが実情である。
支援を行う職員は、日々様々なトラブルが舞い込んでくるため業務のメリハリをつける
ことが難しい状況にある。様々なアンテナを張り巡らせて、その都度対応できることを行
っている状態であり、トラブルに振り回されている日々である。
イ 共同リビング
共同リビングに通ってくる利用者は、
独居の支援対象者 334 名中 20～30 人程度である（委
託事業の利用者を含む）
。高齢化しているため足腰に負担がかかり、来るのが難しくなっ
ている方も増えており、それが利用料滞納にもつながっている。
また、対象者の居住地域も広域であるため、共同リビングでの互助関係づくりは難しい
状況にある。
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◎社会資源につなげ生活環境の改善に効果があった事例
（ゴミで溢れる住まい）
Ｇさん（男性）は、借りていたアパートが取り壊しになる際に、84 歳という高齢のために不安
があり、家賃債務保証で関わりのあったふるさとの会に相談してきた。
Ｇさんは年金が月 15 万円ほどあり、新居となるアパートで一人暮らしをしていたが、居室が２
階であるため階段の昇降が大変であることや、ゴミ出しに関する住民同士のトラブル等でゴミの処
分ができなくなり、玄関先までゴミで溢れる状態になってしまった。アパート管理会社は、このよ
うな状態ではアパートの更新契約は出来ないと本人に伝え、本人も解約と清掃を了承。
ふるさとの会職員や㈱ふるさとの職員も交えて居室内清掃を実施。居室内にはゴミが山積みの状
況。食事後のゴミをビニールにまとめて置いているが蛆が湧いていた。
また、大量のティッシュなどゴミが散乱し床は全く見えず、布団はカビが生えて黒く変色しコバ
エの死骸やゴキブリがいた。トイレは便まみれ、風呂場には切った髪の毛が散乱。（床やクロスは
貼り替え、トイレは全取替で原状回復費用も高額に）ゴミ袋は 35 個に上ったため業者を手配しゴ
ミを処分した。
（新たな住まいの確保）
ふるさとの会職員からは、施設の方が良いのではないかと提案するも、Ｇさん本人はどうしても
一人暮らしをしたいと希望されたため、本人の意向を尊重する形で候補物件を探すこととなった。
同職員が同行して候補物件（㈱ふるさとの管理物件）の内覧を実施。Ｇさんは契約意向を示した
ため、その場で契約申込書を記入。
また、物件に関する連絡は㈱ふるさとの職員から行う旨も伝え、Ｇさんの携帯電話に担当職員の
電話番号を登録した。
（新居への引っ越し）
引っ越し当日も、ふるさとの会職員や㈱ふるさと職員複数名が朝から訪問して荷物の梱包を実施。
また、ゴミも増えたために居室清掃をあわせて実施した。
（地域包括支援センターの関与）
引越し後、ふるさとの会では頻繁にＧさんへの訪問活動を実施していたが、拒否的態度を示され、
会えないこともあり、地域包括支援センターに相談。Ｇさんの以前の暮らしやトラブル、医療や介
護も含め関わりに対する拒否的な態度、セルフネグレクトや認知症の可能性などを説明。地域包括
支援センターとしても定期的な安否確認や精神保健センター医師による往診を目標とした支援を
目指すことが確認された。
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ところが、地域包括支援センター職員と同行してＧさん宅を訪問するも、G さんからの拒否で面
会できない状態が続いてしまう。そのため、地域包括支援センターでは以前関わりのあった関係者
等（区担当を含む）を集め、初めてのカンファレンスを開催し、支援方針や関係者間での役割分担、
情報共有のためのネットワークづくりが確認された。
その後、地域包括支援センター職員を含めた数名でＧさん宅を訪問し、顔合わせをすることがで
きた。その際、居室内には弁当類のゴミが溜まっており、臭いも強くなっていた。Ｇさんは男性拒
否が強いため、支援者を広げていく必要性や権利擁護につなげる必要性が確認され、地域包括支援
センター内でも対応を検討することとなった。

（精神科医師のアウトリーチとカンファレンス）
初回カンファレンスから約 3 週間後に精神保健福祉センターの精神科医師によるアウトリーチ
での診察を行うため、地域包括職員、区担当職員、ふるさとの会職員が同行してＧさん宅を訪問。
しかし、Ｇさんからは「用はない」「帰ってくれ」と拒否されてしまった。地域包括に戻って関係
者で振り返りを実施。医師や相談員からは、これまでできていた ATM 操作（お金の引き出し）が
出来なくなり、お釣りの勘違いも多くなるなど、軽度認知障害（ＭＣＩ）の疑いがあること、現段
階では精神科入院にはならないためいずれ必要になった際に医療を勧めていくこと、一人ではお金
が引き出せないためＳＯＳを出す、その時が介入のチャンスであること等が説明された。
また、今後の支援方針として、現在Ｇさんが利用している宅配会社に情報提供協力の依頼を掛け
ること、夏季期間は安否確認（訪問）を週２回（月・木）実施し、うち月２回はふるさとの会で担
当すること、金銭引き出しについては地域包括支援センターで担当することが確認された。

（Ｇさんの態度の変化と生活環境の改善）
地域包括支援センター職員が安否確認のため訪問した際に、Ｇさんが「お金がない、カードが無
い、印鑑も無い、どうしよう」と言い出したため、「では部屋を片付けましょう」と伝えて居室内
清掃の同意を得た。ゴミ袋 10 個以上になったものの、カードや印鑑が発見され、その後信用金庫
までお金を引き出しに同行した。Ｇさんはお金をおろした後で機嫌が良くなり、「蕎麦を食いに行
こう」と職員を誘ったが、時間がないため行けない旨を伝えたところ、いきなり「帰れ」と怒り出
し、最後は「もう二度と来るな」と怒鳴られてしまった。
その後も、地域包括支援センター職員が訪問を重ねていく中で、拒否的な態度は相変わらずであ
るものの、関わる頻度を増やしていくうちに当たりも弱くなってきた。Ｇさんが携帯電話を紛失し
て出前注文ができなくなったときには配食サービスにつないで栄養面の確保を図ったり、Ｇさんか
ら家を綺麗にしたいとの希望があったときには業者に連絡してゴミ捨てや掃除を依頼したりする
など、地域包括支援センター職員の関わりによってＧさんの生活状態も徐々に変化していくことと
なった。
後日には、自費でヘルパーを週 2 回利用して家賃支払いもヘルパー同行で行ったり、ふれあい収
集によるゴミ掃除も行ったりするなど生活環境の改善も見られるようになった。
地域包括支援センターとの関係性がある程度できてきたタイミングで、ふるさとの会の訪問は月
1 回になった。ただし、家賃債務保証や物件管理、契約更新等に関するサポートは継続している。
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３

支援終了記録からの課題分析
ふるさとの会では、生活困窮者への居住支援・生活支援を提供しているが、支援を利用し

てもなお、地域生活が困難となってしまうケースがある。ここでは、その実態、および地域
生活を継続できなくなる要因を明らかにすることを目的として、支援終了者に関する個人別
の記録を用いた分析を行った。
なお、本分析を行うにあたっては、ふるさとの会倫理審査委員会の承認を得ている。
（１）分析の概要
【対象】
ふるさとの会の居住支援・生活支援を利用し、且つ墨田地区に居住していた者
①墨田地区の共同居住を利用していた者
②墨田地区のアパートに居住し、共同リビング、センターすみだの訪問相談事業のいず
れかを利用していた者
③上記の利用者のうち、2014 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日の期間中に利用終了となっ
た者
【分析方法】
支援終了記録を用いた記述的研究。支援終了記録から、年齢、性別、支援終了理由、利
用期間、支援終了後の居所、疾病・障害、社会サービス利用のデータを収集し、集計する。
（２）分析の結果
ア 基本属性
2014 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日までの期間に支援終了となった利用者は合計 143 人
（訪問事業 79 人、共同居住 64 人）であった。
2014 年度 37 人（訪問事業利用者 15 人、共同居住 22 人）
2015 年度 45 人（訪問事業利用者 26 人、共同居住 19 人）
2016 年度 61 人（訪問事業利用者 38 人、共同居住 23 人）

合計 143 人

支援終了対象者の全体の平均年齢は 66.4 歳であり、最高齢は 93 歳、最年少は 30 歳であ
った。性別は 9 割以上が男性であった（図表 3-5）
。
図表 3-5 対象者の基本属性

支援終了時の年齢
性別

平均年齢
65 歳以上
男性
女性

全体
N = 143
66.4
91 (63.6%)
135 (94.4%)
8
(5.6%)
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訪問事業
n = 79
65.1
46 (58.2%)
71 (89.9%)
8 (10.1%)

共同居住
n = 64
68.1
45
(70.3%)
64 (100.0%)
0
(0.0%)

イ 支援終了の主な理由
支援終了の主な理由では、
「死亡」が最も多く、次いで「支援の必要がなくなった」、
「施
設入所」、
「入院の長期化による退所（退去）」の順に多くなっている（図表 3-6）
。
これらの支援終了事由のうち、
「施設入所」と「入院の長期化による退所（退去）」は、
地域での在宅生活が限界になったことによる支援終了である。
図表 3-6 支援終了の主な理由

全体
N = 143
死亡（看取り含む）
44
支援の必要がなくなった
43
施設入所
21
入院の長期化による退所（退去）
19
失踪・保護廃止
9
逮捕勾留
5
不明
2

訪問事業
n = 79
29 (36.7%)
27 (34.2%)
10 (12.7%)
2
(2.5%)
7
(8.9%)
2
(2.5%)
2
(2.5%)

共同居住
n = 64
15 (23.4%)
16 (25.0%)
11 (17.2%)
17 (26.6%)
2
(3.1%)
3
(4.7%)
0
(0.0%)

ウ 地域での在宅生活が限界となった対象者の特徴
(ｱ) 訪問事業利用者の施設入所・入院による支援終了状況
訪問事業利用者の施設入所・入院による支援終了者の終了後の居所の内訳は、高齢者
施設（都外）が 3 人、高齢者施設（都内）が 5 人、ふるさとの会の共同居住が 2 人であ
った（図表 3-7）
。高齢者施設に入所した利用者のうち、8 人中 7 人が「有料老人ホーム・
サービス付き高齢者向け住宅」であり、1 人は養護老人ホームであった。
図表 3-7 訪問事業終了者の終了後の居所の内訳

高齢者施設（都内）

3人

高齢者施設（都外）

5人

病院

2人

ふるさとの会共同居住（宿泊所・自立援助ホーム）

1人

ふるさとの会共同居住（就労支援ホーム）

1人

訪問事業利用者の施設入所の理由を下記に示す。在宅生活が困難となるきっかけにな
る出来事では、
「転倒」が 3 人、
「食事の困難（脱水や栄養不良）
」が 2 人、「独居生活の
不安」が 2 人、
「持病の悪化」が 1 人、近隣トラブルが 2 人であった。ふるさとの会の共
同居住へ移動となった 2 事例はいずれも近隣トラブルが独居困難な主な理由であった。
また、支援終了後の居所が病院であった対象者の入院が長期化した理由は、
「脳梗塞」、
「肺炎」
、
「結核」であった。
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―訪問事業利用者の施設入所の理由―
【都外施設へ転居した理由】
・転倒による骨折で歩行困難となった。
・認知症の進行による脱水で在宅生活が困難となった。
・介護認定が下りる前に退院しなければならなかった。
・療養型病床への受け入れ先が見つからなかった。
【都内施設へ転居した理由】
・転倒することが多くなり、家族の移行により施設入所となった。
・一人暮らしが不安なため、本人の希望で老人ホームに申し込んでいた。
・内縁の家族と同居していたが、食事面での介護の継続が困難であった。
・訪問介護・看護などにより在宅生活を支えていたが、持病が悪化したため、在宅生活の
継続が困難となった。
【ふるさとの会の共同居住へ転居した理由】
・飲酒による近隣トラブルが続き、在宅生活の継続が困難となった。
・抗がん剤の副作用から妄想性障害となり、近隣トラブルが深刻化したため、在宅生活は
困難と話し合われ、共同居住の利用となった。

(ｲ) 共同居住利用者の施設入所・入院による支援終了状況
共同居住利用者の施設入所・入院による支援終了者の終了後の居所の内訳は、病院が
17 人で最も多く、高齢者施設（都内）が 4 人、高齢者施設（都外）が 3 人であった（図
表 3-8）
。高齢者施設に入所した利用者のうち、都内の施設は「特別養護老人ホーム」
、
「養
護老人ホーム」
、
「軽費老人ホーム」であり、都外の施設は 4 人中 3 人が「有料老人ホー
ム・サービス付き高齢者住宅」
、1 人が「老人保健施設」であった。
図表 3-8 共同居住退所者の終了後の居所の内訳

病院
高齢者施設（都外）
高齢者施設（都内）

17 人
4人
3人

共同居住利用者の入院の長期化となったきっかけは、
「嚥下機能の低下」、
「脳梗塞の発
症による ADL 低下（車いす対応）
」、
「リハビリの必要性」、
「難病の悪化」、
「医療的ケアの
必要性」
、
「転倒に伴う骨折」などであった。
また、施設入所のきっかけは、
「嚥下機能の低下（ミキサー食の必要性）」、「認知症に
伴う迷子が頻回になったことによる警察からの要請」、
「ADL の低下（寝たきり）」、
「東京
を離れたいという本人の希望」
、
「制度上の理由」などであった。
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―共同居住利用者の入院・施設入所の理由―
【入院の長期化により退所となった理由】
・嚥下困難による肺炎、吸引の必要性が生じたため受け入れ困難となった。
（3 人）
・脳梗塞を発症し、全介助のため退院後の受け入れ困難であり、退所。
（3 人）
・骨折により入院し、退院の目途が立たないことから退所。（2 人）
・精神症状（幻聴幻覚）の悪化のため入院し、退院の目途が立たないため退所。
（2 人）
・リハビリのために入院が長期化するため退所。
・病院で看取りを行うことになったため退所。
【都外施設へ転居した理由】
・競馬などのお金を連想させる東京は嫌であるという本人の希望があったため転居。
・誤嚥性肺炎を防ぐためにミキサー食が必要となった。
・認知症により迷子が多くなり、警察から他の施設に入所するよう要請があった。
・ADL 低下により退院後の受け入れが難しくなった。
【都内施設へ転居した理由】
・日常の介護が重篤になったため、特別養護老人ホームに入所することになった。
・入所時より待機していた養護老人ホームへの入所が決まったため。
・古い年金記録により年金額が上がり、生活保護廃止となる可能性があることから、軽費
老人ホーム入所となった。

エ 死亡による支援終了者の特徴
訪問事業利用者の死亡では、病院で死亡したケースが 13 人で最も多く、死因はがんが 7
人であり、その他は肺炎や心不全であった。次いで、居室で死亡しているところを発見さ
れたケースが 12 人であり、死因は不明が多いが、心不全が 2 人、低栄養が 1 人であった。
その他、自宅や外出先で救急搬送となり死亡した対象者が 3 人、在宅看取りが 1 人であっ
た。死亡により退所となった訪問事業利用者の死亡時の平均年齢は 66.7 歳であった。
共同居住利用者の死亡では、病院で死亡したケースが 10 人で最も多く、死因の半数はが
んであった。その他の死因は肺炎、多臓器不全などであった。
また、共同居住利用中の急死や地域移行後に死亡した対象者の死因では心不全が最も多
かった。死亡により退所となった共同居住利用者の死亡時の平均年齢は 77.3 歳であった。
オ 支援終了後も地域生活が継続している対象者の特徴

訪問事業利用者のうち、支援終了後も地域生活が継続している対象者は、27 人であり、
アパートの賃貸契約保証の必要がなくなった対象者が 16 名、生活サポートのプログラムが
終了となった対象者が 9 人、就労自立により終了となった対象者が 2 人であった。アパー
トの賃貸契約保証の必要性がなくなった理由では、更新時に親族や一般の保証会社により
保証が可能となった場合や別物件への転居の際に保証人が不要となった場合などがあった。
また、生活サポートのプログラムが終了となった理由では、生活が安定して終了になっ
た場合や、介護サービスなどが多く入るようになり、訪問の必要性がなくなった場合など
があった。
共同居住から自立的な退所となった対象者は 16 名であり、その内、互助ハウス・互助ア
パートへ転宅となった対象者は 8 名であった。その他の対象者は、アパート転宅後に家族
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による賃貸契約保証が可能になったこと、都営住宅への入居などの理由による退所であっ
た。
（３）考察
ア 地域での一人暮らしの継続が困難となる理由
ふるさとの会の訪問事業を利用している対象者のほとんどはひとり暮らしである。訪問
事業利用者のうち、高齢者施設等へ転居した対象者の終了理由の結果から、地域でのひと
り暮らしの継続が困難となる理由として、主に３つの理由があることが推察される。ひと
つは、
「ADL の低下などの健康上の問題」
、もうひとつは「ひとり暮らしの不安」
、３つ目は
「近隣トラブル」である。
ひとり暮らしが限界となり、都外施設に転居した対象者は、転倒などの突発的な出来事
をきっかけに身体機能が低下した対象者が少なくなかった。入院治療が終了して急遽退院
しなければならなくなった際、急な申込みであっても比較的入所対応が可能な都外の施設
へ転居する傾向があるのではないかと考えられる。一方、都内施設に転居した対象者は、
ひとり暮らしに不安を抱え、元気なうちから施設を申し込んでいるなど、施設入所が検討
されてから実際の入所までの時間にゆとりがあったと考えられる。
また、家族の面会のしやすさを考慮して、近隣の施設を希望した対象者もいたことから、
関わりのある家族がいることが都内の施設への転居となりやすいことも推察される。そし
て、ふるさとの会の共同居住に転居となった対象者はいずれも近隣トラブルにより在宅生
活が困難であった人であり、受け入れ先が見つかりにくい対象者であった可能性がある。
イ 共同居住での在宅生活が困難となる理由
共同居住では、24 時間体制で職員が常駐しているため、ひとり暮らしよりも手厚い生活
支援が提供されている。しかし、共同居住から病院や高齢者施設へ退所した対象者の分析
結果から、共同居住での在宅生活が限界となる主な理由として、頻回な排泄介助や医療的
な対応が日常的に必要になることが挙げられる。具体的には、「脳梗塞などで ADL が低下
し、階段を上れなくなること」や、「嚥下機能の低下によりミキサー食や吸引などの医療
的ケアの対応が必要となること」などであり、現在の支援体制（10～20 名の利用者に 1
人の生活支援員）の限界であると考えられる。
共同居住から都内施設へ入所した対象者の入所先は、全て介護保険施設であった一方、
都外施設へ入所した対象者の入所先は有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅であ
ったことから、都内の介護保険施設の利用が難しい利用者が、都外高齢者施設の利用に至
っている可能性がある。
また、生活保護受給者がアパートを借りて生活していた場合には、入院期間が 6 ヶ月を
目安に賃貸契約の解約が検討されるが、共同居住の場合には 1～2 カ月を目途に退所とな
ることから、ひとり暮らしの利用者よりも、共同居住の利用者の方が「入院の長期化」を
きっかけとして居所を喪失しやすいことが考えられる。
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ウ 住み慣れた地域での居住を継続するために必要な資源
訪問支援事業には、ひとり暮らしの生活困窮者が地域生活を継続できるようにサポート
する機能がある。支援を受けることで、問題が解決して生活が安定したり、在宅サービス
につながることで自立的に支援終了となったり、家主や不動産との信頼関係ができたこと
で保証が必要なくなるなどの場合もあり、訪問事業の利用により在宅生活が安定した対象
者が一定数いることがわかる。
一方で、転倒などの事故をきっかけとした ADL の低下や、認知症により食事や水分がと
れなくなったことをきっかけに入院し、次の居所をすぐに確保できないことで遠方の施設
に転居している対象者がいることから、ひとり暮らしの生活困窮者が住み慣れた地域での
生活を継続するには、地域の中に日常生活をサポートする訪問事業所や、急な退院が必要
となった際に緊急的に受け入れることのできる居住資源が必要である。
また、共同居住での在宅生活を継続できるようにするためには、１ヶ月以上の入院が必
要になった場合であっても居住場所を確保できる仕組みや、医療的な対応や食事提供、排
泄や食事など、介護保険の在宅サービスだけでは対応できない日常的な生活介助の体制が
必要であると考えられる。
また、共同居住を経由して、同じ地域の介護保険施設（軽費老人ホーム）を利用できる
場合もあることから、緊急時に受け入れができ、かつ住み慣れた地域の高齢者施設に入居
できるまで安心して生活できる場所として暮らせる場所としても共同居住が活用される
ことが重要であると考えられる。
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４

対象者に求められる支援内容の考察
１から３まで、ふるさとの会等が取り組んでいる居住支援・生活支援の対象者が抱える

課題を分析してきた。地域の賃貸住宅で居住している方の事例では、飲酒、末期がん、不
安定就労、認知症、精神疾患等の様々な課題を抱えている。入居当初は安定していても、
年月の経過とともに、仕事や社会活動の機会が減少し、生活が崩れることによって様々な
問題を起こしている。人によっては、隣人等とのトラブルを起こすこともある。身体的に
は「自立」していても、孤立傾向のある人にトラブルが発生しやすいこと分かる。
また、地域でのひとり暮らしの継続が困難になる理由としては、「ADL の低下など健康上
の問題」、「ひとり暮らしの不安」
、「近隣トラブル」が挙げられ、共同居住での在宅生活が
困難となる理由は、頻回な排泄介助や医療的な対応が日常的に必要となることが挙げられ
ている。一方で、共同リビングや「ケア付き就労」等につながっている利用者は、安定し
た生活を送っている事例が多くある。アパートの居室内で死亡しても、
「ケア付き就労」に
つながっている利用者は当日に発見されている。
また、各種の社会サービスにつながっている利用者も、安定した生活を送っていること
が分かる。
昨年度の報告書2において、賃貸住宅管理の大きなリスクである「孤独死」が社会関係の
希薄化により起こるものであると考え、それを防ぐ観点から居住支援・生活支援を「社会
関係の再構築」と捉え、必要な支援の内容や支援を担当する職員の研修のあり方について
検討結果を報告した。
一見すると自立した生活を送っているように見えても、他者との関わりが希薄で社会的
に孤立している人は、「孤独死」等の様々なリスクや問題を抱えていることが少なくない。
他方、多くの人に支えられている利用者は、安定した生活を送ることができていると考え
られる。ふるさとの会以外の居住支援・生活支援の活動を行っている NPO 法人3などの活動
を見ると、ホームレス、精神障害者、矯正施設の出所者、被災者等社会的なつながりを失
った人々が、地域で生活するために必要な住宅を確保できないことに対する支援を始め、
様々な取組を行っている。ふるさとの会の例とも共通することは、身体的に「自立」して
いることよりも、社会的なつながりなく「孤立」していることが問題となっている点であ
る。
希薄な社会関係の中で生活する人は、ふるさとの会や居住支援・生活支援に取り組んで
いる NPO 法人などが主な対象としている生活困窮者・生活保護受給者だけではない。今後、
増加することが推測される単身高齢者の中には、若い時代には職場や家族などの社会関係
の中で生活していた人でも、高齢になることに伴い多くの社会関係を失い、孤独の中で生
活せざるを得ない人も増えてくるであろう。
超高齢社会の到来に伴い、単に高齢者人口が増加するだけでなく、単身で生活する人が
増えることが推計されている。国立社会保障・人口問題研究所が平成 30 年 1 月に発表した
2 東京都福祉保健局『平成 28 年度 地域居住支援モデル事業報告書』

（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/sodan/moderu.files/modelhoukokusyo.pdf）
3 居住支援を行う NPO 法人等で構成する一般社団法人居住支援全国ネットワークが平成 29 年 11 月に設立され

た。
（http://kyojushien.net）

58

「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」によれば、単身世帯は 2025 年には 1,996 万世帯、
2015 年の 1,842 万世帯から約 150 万世帯増加することが推計されている。このうち、65 歳
以上の単身世帯は 751 万世帯（2015 年の 625 万世帯から約 125 万世帯増）、75 歳以上の単
身世帯は 470 万世帯（2015 年の 337 万世帯から約 130 万世帯の増）と推計されている。
また、高齢化の進展に伴い認知症に罹患する高齢者の増加も予想されており、少なくな
い高齢者が認知症を患いながら単身で生活することになることが推測される。
図表 3-9 日本の世帯数の将来推計

（単位：万世帯）

2015 年

2025 年

2035 年

総世帯数

5,184

5,412

5,231

単身世帯

1,842

1,996

2,023

477

514

507

1,918

2,103

2.159

うち、単身世帯

625

751

842

(世帯主 75 歳以上)

888

1,225

1,240

うち、単身世帯

337

470
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ひとり親と子
高齢者世帯
(世帯主 65 歳以上)

今後増加する高齢者は、長年勤めた会社などを退職し、配偶者等の家族との死別などに
より、その人を支えてきていた様々な社会とのつながりを次第に失っていく方々が少なく
ない。特に単身となった高齢者には、家族とは別の地域社会等社会とのつながりが安定し
た生活を送る上で、必要であろう。
また、認知症の進行に伴う生活障害によって、支援を拒否したり、近隣トラブルを抱え、
社会とのつながりが維持できなくなるケースも多くなるであろう。
更に、ひとり親世帯、虐待等により十分な養育を受けられなかった人、ニートや引きこ
もり等社会関係が希薄な人等、様々な問題を抱える人がいる。こうした人々の中には社会
関係を築き、維持・発展させていく能力が十分でない人も少なくなく、何らかの支援がな
ければ孤立した生活を送らざるを得ない可能性が高いと考えられる。
こうした人たちの孤立を防ぎ、社会とのつながりを維持・発展させるために、居住支援・
生活支援は重要な支援の手法である。
（１）居住支援・生活支援の本質
居住支援・生活支援は、①賃貸住宅などへの入居を支援する入居時の支援と、②入居後
の生活の支援に分けることができる。居住支援を行う NPO 法人等が最初に直面したのは、
賃貸住宅が借りられないという入居時の支援の問題であった。協力的な家主や不動産事業
者を探し、保証人が必要であれば自らが保証人となった。しかし、入居した利用者との十
分な関わりを持てない場合には、家賃の不払い、失踪や孤独死など利用者が様々なリスク
に直面すると同時に、事業者にとっても保証人となっていることのリスクが生じる。この
ため、利用者の継続した地域生活の支援を行うことが必要となった。居住支援・生活支援
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は、単なる入居時の支援だけでなく、入居後の生活支援を伴って成り立つものである。
ホームレスの状態から住居を確保してアパートに移っても、社会的に孤立している状態
では生活の状況は変わらない。１から３で見てきたとおり、身体的には「自立」していて
も、
「孤立」した生活をしている人は、様々な問題を抱えている。問題の根源は、利用者の
孤立した社会関係であり、その関係の再構築、維持発展を図ることが重要である。居住支
援・生活支援は、利用者（支援を必要としている方）のニーズを把握し、地域で共に生活
する人々や様々な支援機関等の社会資源につなぎ、本人が安定した地域生活を送ることが
できように支援することが何よりも重要である。
居住支援・生活支援の事業者は、利用者の必要としているものを自分で全て提供するの
ではなく、下の図のように、地域で生活を共にする人々や様々なサービス事業者、機関、
専門家等につないでいくことを考える必要がある。居住支援・生活支援の本質は、こうし
た人や関係機関への「つなぎ」であり、「人と人との支え合い」を支えていくことである。
図表 3-10 居住支援・生活支援のイメージ

認知症支援で先進的な取組をしているスコットランドの事例が知られている。その中で、
認知症の診断後支援の中で重要な役割を果たしているのが「リンクワーカー」である。NHK
の ETV 特集『私たち抜きで私たちのことを決めないで』（2014 年 9 月 20 日放送）の中で、
スコットランドのリンクワーカーであるトレイシー・ギルモア氏は次のような発言をして
いる。
「認知症の人と家族にとって、どこにどんな支援があるのか分からない。ただ一人の人
に聞けば、何でも答えてくれるリンクワーカーをつくろうと考えた。リンクワーカーは、
認知症と診断され、何をどうしていいのか分からない当事者とその家族を訪問する。時間
をかけてその人について知り、関係を育てて行きながら、認知症と共に生きるための支援
やアドバイスを提供するのです。
」
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リンクという言葉が示しているとおり、相談にのるだけでなく、具体的な支援につなげ
ていくことに役割があるのであろう。
居住支援・生活支援においても、対象となる人には違いがあるが、社会とのつながりを
失っている人に、単に相談にのるだけでなく具体的な支援につなげていくことを通じて、
必要となる社会との「つながり」を再構築するという理念は参考にできるのではないかと
考えられる。
昨年度の報告書4で示したとおり、社会関係再構築の手法としては次のようなものが考え
られる。
図表 3-11 社会関係の再構築の手法

①

利用者相互の互助関係

サロン、共同食堂等での利用者相互の交流

②

親族、友人との関係性の回復

家族とは、長年にわたって疎遠となっているケースが少なくない

③

地域との関係

④

社会サービスとの連携

就労先の事業所からの情報
家主や賃貸住宅管理事業者からの家賃滞納などの情報
行きつけの商店からの情報
医療、介護のサービス事業者との連携
行政機関
成年後見、権利擁護機関等

また、次のようにリスクへの適切な対応を行う必要がある。
図表 3-12 リスクへの適切な対応

定期的な訪問

問題発生への早期の対応

サロンやイベントに参加しない利用者、社会サービスなどとのつながりの
少ないリスクの高い利用者に重点
訪問頻度は、リスクに応じて設定
 家賃滞納、社会サービスが接触できない等利用者と関わっている人、
事業者からの情報を収集
 家賃滞納には当月中から早期に対応
 社会サービスが接触できない等の情報にも早期対応が必要
 訪問を基本とするが、緊急時には電話等での対応も必要

さらに、次のような実施体制の整備も必要である。
図表 3-13 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

蓄積した情報を活用

利用者情報をデータベースで管理
担当者が変わっても一貫した支援が行えるよう、職員間での情報の共有
サロン等互助活動への参加、食堂への来訪履歴の収集管理
家賃滞納情報の管理、共有
社会サービスの担当者や事業者、地域の関係者などからの情報の管理、共
有
家賃滞納、社会サービスが接触できない等利用者と関わっている人、事業
者からの情報を収集
リスク評価と提供サービスの見直しを適切に実施

4 東京都福祉保健局『平成 28 年度 地域居住支援モデル事業報告書』39 ページ
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事業者が居住支援・生活支援を適切に行うためには、次の点が重要である。
① 利用者の立場に立ち、その意向を的確に把握し、その意向に沿った「つなぎ」支援を
行うこと
② 本人が必要としているものは、行政施策や制度の枠、事業者の業務範囲等とは無関係
であり、制度等の範囲の限定を乗り越えた支援を行うこと
③ 利用者が他の利用者を支える関係となるように、相互の支え合いを支援し、利用者相
互の「互助」が生まれるようにすること
④ 「互助」が生まれるため、サロンなどの地域拠点を中心としたサービスを提供する地
理的範囲を一定範囲とすること
以下、それぞれの項目について、考えてみたい。
（２）利用者の立場に立った支援
重要なことは、利用者本人の気持ち、考えに寄りそい、それを受け止めることである。
支援者が持っている知識に当てはめて利用者を見たり、利用者の考えを既存の制度による
施策の枠の範囲に収まるように捉えたりすることはしてはならない。
ふるさとの会の支援論では、
「基本的信頼関係の構築」として、次のとおり整理されてい
る。（『「生きづらさ」を支える本』5）
ア 利用者の立場に立って考える（問題行動を抑制しない、馴染むまで待つ）
⇒管理的、指示的な関わりを防ぐための方法
・支援者が問題だと思う行動やトラブルの背景となっている「利用者にとっての困
りごと」
、
「辛さ」を理解する
・支援者自身の価値判断や常識を一旦脇におき、相手の身になって考える
・周囲の人たちが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（いじめられたり、排除されたりしないように関わる）
イ 利用者の意向に沿った支援を展開する（言葉の上乗せから協働作業へ）
⇒利用者との対立的な関係になることを防ぐための方法
・利用者の言葉や行動に「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
・生活上の課題や目的を利用者と共有し、解決に向けて協働して取り組む
・二項関係から三項関係への展開を目指す
ウ リスク対応・危機介入（自傷・他害（パニック）は「抱き合い喧嘩」）
⇒パニックなどの危機的な状況に対し、事態が悪化しないように対応する
5 佐藤幹夫監修

的場由木編・著『「生きづらさ」を支える本』言視舎、2014 年

62

⇒火災リスク、飲酒トラブル、暴力、自傷（自殺企図など）などへの対応
・抱き合い喧嘩＝安全を確保し、自傷・他害に至らないようにすること
・利用者が安心できるまで腰を据えて対応する（チームでの対応を含む）
・担当職員、または事業所だけで抱え込まないよう、必要な支援を要請する
「利用者の立場に立つこと」がどういうことなのか、よく考えてみる必要がある。前述
のふるさとの会の支援論では、利用者のことを尊重し、利用者がどう考えているかを理解
しようとする姿勢が貫かれている。こうした姿勢が利用者との間に共感を生み、基本的な
信頼関係の構築につながっていく。
利用者が認知症の人であるケースを例にとる。支援する側が、認知症の利用者をどう捉
えるかによって、支援に対する考え方等が大きく変わることが理解してもらえるのではな
いかと考える。
次の図で示すように、認知症だからと考え、脳全体が機能低下していると捉えてしまう
と、利用者の状態をよく観察することができなくなる。いわゆる「問題行動」が起こる場
合には、対処の方法がわからず、機嫌が良い時はいいけど、機嫌が悪い時はどうしようも
ない、ということになってしまう。対処の方法がないため、その利用者の利用を拒否する
ことになりかねない。
図表 3-14 脳全体の機能が低下

一方、次の図で示すように、認知症でも、機能低下が生じているのは脳の一部で、それ
以外は機能が正常に働いていると考える場合を見てみよう。
図表 3-15 機能低下は脳の一部のみ
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例えば、最近短期記憶の能力が低下し、財布をどこに置いたかを忘れてしまうことがあ
る。こうしたことがしばしばあると、
「これからどうなるのだろう」という不安感が本人に
生じるであろう。
また、家族に心配をかけてはいけないという気持ちからは、こうした状態にあることを
家族に知られたくないという気持ちも生ずるであろう。さらに、家族などがその人の状態
の変化に気がつき、接し方が変わってきていることが本人にも感じられ、そうした家族の
変化が不満に感じられることもあろう。そうした不安が高まり、抑えきれなくなると、不
安を軽減するため「誰かが私の財布をとった」と気持ちを転化してしまう。これが、妄想
という「問題」行動と捉えられこともあろう。
この場合、短期記憶の能力が低下していたとしても、それは脳の機能の一部にすぎない。
耐えきれないほどの不安が生じ、それへの防御としての妄想などは、脳の機能が正常に働
いていると考えるべきであろう。重要なのは、そうした捉え方をすることにより、次のこ
とが可能になる点である。
① 利用者の状態をよく見て、どのような気持ちで行動しているのかと考えること
② 利用者の気持ちを理解し、共感すること
③ 妄想といった「問題」行動を抑制する必要はなく、その要因である不安等に寄りそう
こと
最初に示した「この人は認知症だから」と考えてしまう場合に比べ、利用者の状況を先
入観にとらわれずに注意深く観察することができ、寄りそう等対応の幅が広がる。気持ち
に共感することもできるので、支援する側が精神的に追い詰められることも少なくなろう。
同時に、支援者がどのような考えで接しているかは、利用者自身が最もよくわかるであ
ろう。二番目に示した見方で接してくれる支援者には、
「自分のことをよく分かってくれる」
と好意的な感情を抱き、基本的信頼関係を構築しやすくなるであろう。
（３）利用者のニーズに応える「つなぎ」先
利用者は様々な課題を抱えているケースが少なくない、それぞれの課題を把握して、適切
な相談、支援機関、事業者等に「つなぐ」ことが必要である。例えば、図表 3-16 で示したよ
うなケースが考えられるであろう。
大切なことは、医療保険、介護保険、障害者支援など制度が定めている枠にとらわれるこ
となく、利用者が必要としているサービスに的確につなぐことである。場合によっては支援
事業者が「つなぎ」先を開拓していくことも必要になろう。
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図表 3-16 利用者のニーズに応える「つなぎ」先

抱えている課題
住居の確保が困難

収入がない

金銭管理や多重債務等
の問題
利用者の心身の状況等
に応じた福祉や医療サ
ービスが必要

矯正施設からの退所等
更生保護の支援が必要

子どもを抱える利用者
の場合

関係事業者等
• 賃貸住宅物件を紹介してもらう不動産事業者
• 保証人や緊急連絡先となる家族、親族等
• 保証人がいない場合の債務保証機関
就労先を探す
• ハローワーク等の職業紹介機関
• 地域の協力的な事業者
直ちに就労できない場合の支援を受ける
• 生活困窮者自立相談支援機関
• 福祉事務所等行政機関
• 社会福祉協議会の権利擁護機関
• 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職
• 法テラス 等
高齢者の場合
• 地域包括支援センター
• ケアマネジャー
• 介護保険のホームヘルパー、デイサービス等の事業者 等
障害者の場合
• 障害者相談支援機関
• 障害福祉サービス、就労支援等の事業者
医療が必要な場合
• 病院、診療所
• 訪問看護ステーション等の事業者
精神科医療が必要な場合
• 精神科医療機関（病院、診療所、デイケア、訪問看護ステーション等）
• 精神保健福祉センター、保健所 等
• 障害者相談支援機関、就労支援事業者 等
• 地域生活定着支援センター
• 保護司
• 自立準備ホーム
• 更生保護施設、保護観察所 等
• 学校等教育機関
• 児童相談所
• 区役所の子ども担当課（各種手当て、保育所等） 等
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ア

継続的な支援
単に「つなぎ」先の事業者等を紹介するだけでは、効果的な支援とはならない。利用者

に同行し、事業者等を訪問し、利用者の日々の生活の状況や意向などを「つなぎ」先の事
業者等に伝え、適切なサービスが確実に確保されることを目指す必要がある。十分な支援
が得られない場合には、別の事業者等へのつなぎも検討することが必要である。居住支援・
生活支援は、継続的な地域での生活を維持できるようにすることを目的としているので、
一時的な「つなぎ」では十分でなく、利用者が確実に支援につながり、継続的に必要な支
援が受けられていることを確認しなければならない。
イ 生活支援員に求められる知識
専門性の高い事業者や機関へ「つなぐ」ことは業務の本質であるので、生活支援員には
個々の分野の深い知識よりも、様々な分野、地域資源等の幅広い知識等が必要となる。
（４）利用者相互の支え合いの支援と「互助」の醸成
以上のような支援機関や専門家等と「つなぐ」だけでなく、利用者を取り巻く「人」と
のつながりを広げていくことも重要である。その手法としては、大きく２つある。サロン
等へ「つなぐ」手法と、就労等の社会活動へ「つなぐ」手法である。
まず、サロンを運営し、多くの利用者に参加してもらうことが理想的である。しかし、
サロンを運営するためには不動産物件を借上げる必要があり、コスト増の要因となる。こ
の経費が確保できない場合には、地域福祉の活動団体等と連携し、団体が開設するサロン
に参加することも一つの方法である。サロンを運営することが目的ではなく、利用者が様々
な人とのつながりを持つことができるように支援することが目的であることを忘れてはな
らない。
社会関係を維持するために、就労等の社会活動に参加してもらうことも重要な手法であ
る。最低賃金等労働法令の適用を受ける就労の形態だけでなく、障害者総合支援法の障害
者就労継続支援事業者が提供する就労支援、生活困窮者自立支援法に基づく就労準備訓練、
中間就労等を活用することも考え、多様な形態の活動への参加を工夫する必要がある。
ふるさとの会が取り組んでいる「ケア付き就労」は、利用者が支援を受けつつ、同会の
運営する共同居住施設での配膳、宿直等の業務に従事する就労形態である。支援を受ける
者と支援を行う者とを分離して考えるのではなく、支援を受けつつ、同時に他の人への支
援を行う就労についている。北九州市の NPO 法人抱樸では、互助会という形で、利用者が
他の利用者を訪問して見守りを行う活動を組織化している。
また、仙台市の NPO 法人ワンファミリー仙台は、市街地中心部の清掃ボランティア（５
３０ゼロ）活動を週１回実施し、活動に参加した者に朝食と現金 200 円を支給している。
このように労働法の適用を受けるという就労形態でなくとも、支援を受けつつも同時に、
ボランティアや地域貢献のような活動を通じて同じ地域で生活する他者に役に立つ社会活
動への参加を組織化し、こうした活動への参加を促していくことも重要な取組である。
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支援を一方的に受けるだけでなく、社会に何らかの貢献をし、それが評価されることが、
「自己有用感」の醸成を通して、利用者の安定した生活に大きく寄与する。
自立傾向の強い利用者については、
「自分一人で何でもできる」と考え、支援者や他の人
との関わりを好まない人がいる。こうした利用者にサロン活動のような支援への参加を促
しても、効果を上げることは難しい。しかし、
「困っているので助けて欲しい」というよう
に、地域への貢献活動への参加を促すことも一つの方法であろう。継続的に活動に参加し
てもらえることは、その利用者の社会関係の維持に重要な役割を果たすことが期待される。
なお、就労している利用者について、留意が必要な点がある。これらの利用者の就労は
多くの場合、不安定な雇用形態であり、病気や雇用上のトラブル等により職を失うリスク
が予想される。それまで安定していた生活を送っていても、職を失うことで一挙に社会関
係が希薄化し、孤立してしまうケースも少なくない。先に述べたふるさとの会の事例のほ
か、NPO 法人抱樸でも就労している人を相応のリスクがある者としている。そうした点を
考慮していく必要があろう。
ふるさとの会の支援論では、「生活づくりの主体となるための互助関係づくり」として、
次のように整理されている。（
『
「生きづらさ」を支える本』
）
ア

個人が抱えている悩みを周囲の人たちと共有して、一緒に取り組めるようにする支援
⇒利用者と支援者との共依存的な関係になることを防ぐための方法
・利用者個人の困りごとや悩みに対し、生活支援職員だけで支援するのではなく、日常生
活を共にしている人、周囲の人たちと一緒に解決していく。
・悩みを共有するミーティング、ミニミーティングを通して、共通の関心事に沿ったイベ
ントなどを実施する。
・利用者本人と話し合いながら、必要な制度を利用し、関係機関との連携のためのカンフ
ァレンスを実施したり、意見調整をしたりすることで、生活全体を支える。

イ

トラブルを解決するための支え合いをつくる支援
⇒トラブルがコミュニティからの排除に至らないようにする方法
・暴力、いじめや飲酒、騒音トラブル等の問題が起こった時、トラブルミーティングを開
いて共通のルールについて話し合う。
・認知症や依存症などによって、ルールを守ることが困難な状況にある人の「辛さ」につ
いて話し合う。
（互助的に視点の転換を図る）
・
「最も弱い立場の人を守る」ことを軸に話し合いを進める。
（自分が弱い立場になっても、
排除されない安心となる）

ウ

生活をつくる主体になるための役割分担と合意形成
⇒心身の状態が変化しても地域で暮らし続けることができ、周囲の支えを得ながら生活環
境を互助的に改善することができる（生活の主体になる）
・支えられている“安心”と支える“誇り”をつくる。
・コミュニティの一員（地域に関わる主体）であるという帰属意識をもてるようになる。
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・
「支援する―支援される」の一方向的、固定的な関係ではなく、皆で取り組むテーマやお
互いの悩みの解決を通して「支えられると同時に支える」という重層的、相方向的、協
働的な役割関係をつくる。

ふるさとの会の利用者ミーティングは、暴力、いじめや飲酒、騒音トラブル等利用者間
で様々なトラブルが生じた場合、背景にある各々の心情や困りごと、つまり相手の辛さを
利用者同士が理解し合い、それを補い合う関係の構築を目指している。
また、特別なトラブルがなくとも、災害の発生を想定した防災訓練を実施し、訓練以前
に利用者ミーティングを開催し、それぞれの役割分担を作り出す取組も行われている。利
用者の間での「互助」は、こうした形でも生み出されるものである。
「互助」は生み出され
たら終わりではなく、維持・発展させていく取組が大切である。
同会の職員が利用者ミーティングをどう行っているかという点からみてみる。職員は
個々の利用者や少人数の利用者との話し合いを繰り返し、どのようなことが話し合われる
かを事前に推測しながら準備をしている。
また、職員がミーティングを適切に運営していくためには、利用者間の人間関係などを
日頃からよく観察していることが重要である。一人ひとりの利用者を人間関係の中で捉え
る努力がなされている。こうした取組を行った上で、利用者ミーティングは実施されてい
る。
サロン活動や就労、ボランティア活動等の組織化について述べてきた。これらの活動は、
大きく考えれば「互助」の取組である。
「互助」が継続するために重要なことは、与えるも
のと受け取るもののバランスである。特定の利用者が一方的に与える形や、一方的に受け
取るだけの形は長続きしない。全ての利用者が、何らかのものを受け取ると同時に何らか
のものを与えるという「役割分担」を意識して作り出す工夫が必要である。
利用者個々にとってみれば、
「互助」があるということは、自分が誰かの助けを受けられ
ると同時に、
「誰かを助ける」存在でもある。互助の中では、個々の利用者は他の誰かに必
要とされている存在である。このことが「自己有用感」につながり、生活の安定をもたら
し、その生活の場が「居場所」となる。安心できる「居場所」は、物理的な空間というよ
り相互に必要とされる社会関係の空間である。
この「生活づくりの主体となるための互助関係」の支援技術は、ふるさとの会が共同居
住の場で産み出した支援技術であるが、今年度、宮城県仙台市のワンファミリー仙台やＰ
ＳＣと合同で行われた研修において、共同居住の場ではないアパート型の無料低額宿泊所
の利用者、就労準備訓練の利用者においても、一定の成果が見られている。このことから、
汎用性の高い支援技術であると考えられる。
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■就労準備支援センターにおける互助関係の支援
生活困窮者自立支援制度の就労準備支援センターの利用者は、20 代から 50 代まで年齢層に
幅があり、うつ病や精神、長期に渡りひきこもりだった人など、利用者一人ひとりの生きづら
さがある。スタッフの関わりや、利用者同士の関わりなど、何か思い通りにならないと感情的
になったり、逆に感情を抑制したり、通所してこなくなったりすることもあった。これまでは
作業中のやり取りや、1 対 1 の面談で対応してきた。利用者ミーティングは、
「今日も集中して
頑張ります」など、毎日同じようなことばかりで、とても簡素なものであった。今年度は、ふ
るさとの会で学んだ利用者ミーティングを何回か行っているうちに、一部利用者がどんな作業
に対してどう感じたのか、それはなぜなのか、だから今後どうしていきたいのかなど、具体的
に自分の思いを表現し、それを皆に聞いてほしいという思いで話しているのが伝わってくるよ
うになった。その影響を受け、他の人達も少しずつ話す内容が変化している。それぞれの苦し
さを話し、それを周りがうんうんと優しくうなずきながら共感することで、その場に一体感が
生まれていった。それぞれの影響力は、スタッフだけの力では及ぼすことのできないほどのも
のだった。このように今まで生きづらさを抱えていた人たちでも、これからの環境によって変
えていける可能性を秘めている。
（後略）
（研修参加者の「対人援助レポート」抄録）

（５）居住支援・生活支援の地域拠点とサービス提供範囲
現在のふるさとの会が行っている独居支援の対象者には、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対象者が多く含まれてい
ることもあり、支援対象者が地理的に広範囲に分布して居住している。このため、支援員
が利用者を訪問するのに多くの時間を要している。
また、共同リビング等地域拠点からも離れて生活している利用者も少なくない。かつて
は共同リビングに通う利用者も少なくなかったが、最近では利用者の高齢化もあり、サロ
ンが互助活動の拠点として十分な役割を果たしているとは言えなくなっており、互助の醸
成に課題が生じている。
同時に心身の機能が低下した利用者の中には独居の生活を維持できなくなり、共同居住
に移ってくる利用者もおり、独居の生活をいつまで維持できるのかといった課題にも直面
している現状にある。
こうしたふるさとの会の取組の現状からみると、居住支援・生活支援を地域的に展開し
ていくためには、共同居住と居住支援・生活支援を一体的に運営する仕組みづくりが必要
となる。そのためには、次のような取組を考えることができる。
① 居住支援・生活支援の利用者が入居する賃貸住宅の展開の拠点となるサロン等を共同
居住の場に隣接して設置
② 居住支援・生活支援の提供をその拠点を中心にした一定の地理的範囲内に限定
③ 居住支援・生活支援の利用者の高齢化により賃貸住宅での単身生活が困難となる場合
には、地理的に近接した共同居住に移ることが可能
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④ 賃貸住宅から共同居住に移っても、サロン等で培われた社会関係を維持することが可
能
こうした取組により、共同居住の場、サロンを中心とした一定の地理的範囲内で「支援
付き地域」を構成することができ、高齢化が進んでも社会関係を維持しつつ生活すること
が可能となる。
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図表 3-17 「支援付き地域」のイメージ
不動産事業者
㈱ふるさと

家主等
<<サブリース契約>>

家主等
<<家賃債務保証契約>>

営業、管理運営、生活トラブル
対応を一括引き受け

【支援付きアパート】

【賃貸住宅】

（集合住宅・アパートの空き室活用）

（単身生活）

【地域住民が集うサロン】
居場所づくり
役割創出

居場所・イベント・見守り・地域の困りごと相談
≪地域の互助づくり≫

【互助ハウス】

居場所づくり
役割創出

地域サロン

（戸建て空き家等の活用）

ケア付き就労

ケア付き就労
居場所づくり
役割創出

【支援付き共同居住施設】

【支援付き共同居住】
・【運営施設】
運営

【生活のサポート】
○各種生活支援
○見守り
○入居者同士の互助づくり

または

連携

生活支援事業者
NPOふるさと

【生活のサポート】
○各種生活支援
○見守り

行政機関

医療・福祉機関
連携

連携
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≪支援付き地域≫
概ね中学校区程度の範囲

第２節 居住支援・生活支援の実施指針
居住支援・生活支援を実施するにあたって、考慮すべき事項を以下のとおり実施指針とし
て整理した。
１

基本的な考え方

（１）問題の根源には、利用者の孤立した社会関係があり、その関係の再構築、維持発展を
図ることが支援の目的である。
（２）支援は、利用者が必要としている支援の内容を把握し、地域の様々な資源につなぎ、
本人が安定した地域生活を送ることができようにすることである。
（３）支援の事業者は、利用者の必要としているもの全てを自ら提供するのではなく、様々
なサービス事業者、機関、専門家等に「つなぐ」ものである。
２

居住支援・生活支援の実施指針
社会関係の再構築の手法は、次のとおり。

（１）利用者相互の互助関係
次のような取組への参加を支援する。単に、参加を促すだけでなく、利用者同士のミー
ティングを通じ、活動の中で一定の役割を担うような役割分担を生み出す工夫が必要であ
る。
ア

サロン、共同食堂等での利用者相互の交流

イ

就労、ボランティア、社会貢献活動等への参加支援

（２）親族、友人との関係性回復の支援
（３）利用者のニーズに応じた関係事業者等への「つなぎ」
「つなぎ」先の例は、図表 3-16 に示したとおり
（４）関係事業者、関係機関との連携、情報共有
ア

家主や賃貸住宅管理事業者から家賃滞納などの情報を早期に入手

イ

就労先の事業所等から無断欠勤等の関係情報の早期入手

ウ

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

エ

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

（５）リスクへの適切な対応
ア

定期的な訪問
(ｱ)サロンやイベントに参加しない利用者、社会サービスなどとのつながりの少な
いリスクの高い利用者に重点
(ｲ)訪問頻度は、リスクに応じて設定
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(ｳ)訪問を基本とするが、緊急時には電話等での対応も必要
イ

問題発生への早期の対応
(ｱ)家賃滞納の情報が家主、管理会社等から入る仕組み
(ｲ)家賃滞納には当月中に早期に対応
(ｳ)「つなぎ」先である関係事業者や機関が接触できない等の情報にも早期対応が
必要

（６）実施体制の整備
ア

利用者情報の管理・共有
(ｱ)利用者情報をデータベースで管理
(ｲ)担当者が変わっても一貫した支援が行えるよう、職員間での情報の共有

イ

データベースの活用
(ｱ)サロン等互助活動への参加、食堂への来訪履歴の収集管理
(ｲ)家賃滞納情報の管理、共有
(ｳ)「つなぎ」先である関係事業者や機関の担当者や事業者、地域の関係者などか
らの情報の管理、共有

ウ
３

蓄積した情報を活用し、リスク評価と提供サービスの見直しを適切に実施

利用者に対する個別の居住支援・生活支援の実施指針

（１）ケアプランの策定6
次のような手順を踏んで、ケアプランを策定する。プランは、利用者の意思の尊重を第
一とし、利用者との協業作業で策定されなければならない。支援者側の都合や価値判断を
押し付けるものであってはならない。
また、利用者の利用開始時には、十分な基本的信頼関係が確立されていないと考えられ、
支援員に自分の気持ちや考えを伝えないことも多くあると考えられる。このため、利用者
との関わりを深める中で、プランは随時見直していくことが必要である。
ア 利用者からの聞き取りによるアセスメント
利用者から、次のような事項について聞き取りを行う。
・生育歴やこれまでの生活の状況
・健康状態、服薬の状況、これまでの通院、入院歴
・日常生活の状況
・就労の状況
イ ケアプランの策定
利用者に寄りそいながら、ケアプランを策定する。プランの策定は、利用者との
協働作業で、利用者の希望、抱える課題・不安を共有した上で、利用者の了解を得
ながら行われる。
6 東京都福祉保健局『平成 28 年度地域居住支援モデル事業報告書』55～58 ページ参照。
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・本人の希望、要望を理解
・家族の要望や意見を確認
・担当医師、生活保護のケースワーカー、介護保険のケアマネジャーその他の関
係者の意見、考えを確認
・支援の基本方針を策定
・基本方針に基づいて、長期目標や短期目標を設定
・日常生活の様々な状況について個別計画を策定
ウ 関係機関との連携を図るためのプランの策定7
ケアプランで確認した利用者基本的情報をもとに、状況の変化とそれに適切に対
応するために必要となる関係事業者、行政等の社会資源の活用の方針をまとめたプ
ランを策定する。ケアプランと同様に、利用者との関わりや各種のつなぎ先である
関係事業者、機関等との連携を深める中で、随時見直していくことが必要である。
・予想される状況の変化の把握
・課題への対応方針の策定
・解決に向けた関係機関との連携方針の策定
エ プランに沿った支援の実施

7 ふるさとの会では「トータルプラン」と呼ばれている。策定されたプランは東京都福祉保健局『平成 28 年度

地域居住支援モデル事業報告書』68～69 ページ参照。
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第３節 居住支援・生活支援を担当する生活支援員の研修の指針
居住支援・生活支援を担当する生活支援員の研修を行うにあたって考慮すべき事項を以下
のとおり指針として整理した。

１

基本的な考え方

（１）居住支援・生活支援は関係性の再構築を目指すもの
支援の対象者は、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。
居住支援・生活支援では、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。
（２）関係性の再構築ができる人材の育成が必要
生活支援員には、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。
（３）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
利用者本人が周囲の人々との関係性を再構築するためには、生活支援員に一定の知識や
技術が必要となる。
これまでに居住支援・生活支援団体が蓄積した様々な知識や経験をもとに、利用者本人
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
られる。
２

関係性の再構築に必要な支援技術

（１）支援技術の内容
利用者本人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
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➢

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

以下、各支援技術について記述する。
ア 「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。
イ 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。
ウ 「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。
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➢

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

➢

いろいろ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、生活支援員を含め、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や共同居住では、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。
エ 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、様々な関係者・支援機
関との調整においてキーパーソン的役割を果たすことが求められる。
３

研修の内容
支援技術を習得するためには、次の研修を実施することが必要である。

（１）ケア研修
利用者に対して居住支援・生活支援を実施するために必要となる基本的な知識・技術の
習得を目指すための研修である。
日々の対人援助に取り組む中で、生活支援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。利用者の生きづらさや困りごとについ
て、生活支援員がそれを想像しやすくするための補助的な知識の習得を目指すものである。
研修項目は、次の事項について選定される必要がある。
① 関連する法制度の理解
② 利用者の抱える疾病や障害等に対する理解
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③ 支援のあり方と実践の理解
④ 介護や生活の支援に関する基礎知識の習得

（２）ケアプラン策定研修
特定の利用者を対象としたケアプラン策定を通して、利用者との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す研修である。
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、利用者の辛さに気づき、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。
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、
共有することが重要である。
また、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。
（３）利用者ミーティング研修
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。
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あることである。
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している。利用者間でトラブルが生じた場合には、その
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、当事者が何故そのような行
動をするのか、原因となる本人の生きづらさを参加者全員が理解し、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が活用されることが重要である。
利用者ミーティングを実地で行うことにより、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になり、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。
（４）トータルプラン策定研修
利用者の有する様々な生活課題に対して、法人内の他の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。
関係機関とのカンファレンスにおいて、生活支援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
ことから、関係機関との調整においてキーパーソン的役割を果たすことが多い。
利用者の立場に立ち、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共に、カンファレンス方針を職員間で共有するた
め、トータルプランにまとめることが求められる。
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以上、生活支援員の研修の指針を整理した。この指針は、ふるさとの会の取組を参考とし
たものである。同会が行なっている研修の具体的内容等は、平成 28 年度報告書に取りまとめ
ている。8

8 東京都保健福祉局『平成 28 年度 地域居住支援モデル事業報告書』47 ページ以降参照。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/sodan/moderu.files/modelhoukokusyo.pdf
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第４節 生活支援員を支える体制整備
これまで述べてきたとおり、居住支援・生活支援は利用者に寄りそい、利用者の立場に立
って業務を進めていくことが極めて重要である。生活支援員は利用者との間に基本的な信頼
関係の構築を必要とするため、利用者ごとに担当の生活支援員を決めることが必要である。
「この人が自分に責任を持ってくれる」という支援員が決まっていないと、利用者は安心で
きない恐れがある。しかし一方で、多くの利用者を担当する支援員が、問題を一人で抱え、
孤立しないような支援体制を組織的に作っていくことが不可欠である。
生活支援員を支える上級の職員を配置し、その研修を適切に行えばよいのではないかとい
う考え方もありうるが、ふるさとの会の取組事例を参考に考えると、職員個々の資質のあり
方の問題として考えるのではなく、組織として生活支援員の業務をどう支えていくべきかと
いう、体制整備の問題として考える必要がある。そのため体制整備のあり方について検討を
進め、以下のように整理した。
生活支援員を支える体制整備は、次の観点で行う必要がある。
① 生活支援員の職務遂行を支え、危機管理を行うこと
② 地域で活用できる新たな社会資源を開拓すること
１

生活支援員を支える危機管理の体制整備
利用者ごとに担当を決めるとともに、担当する支援員が孤立しないような支援体制として

は、次のようなことが考えられる。
（１）日常的に相談できる相手がいること。
（２）対応が困難な案件について議論できる機会があること。
（３）対応困難な案件について、職員だけでなく、外部の専門家や専門機関の意見も聞
ける体制を取ることが望ましいこと。
（４）一般的な支援技術や専門知識に触れることができる研修の機会が設けられている
こと。
このうち、
（１）
（２）は生活支援員を指導できる上級の職員が行うべき業務であろう。
（３）
（４）は組織として対応する事項であろう。ただし、地域の様々な専門家や専門機関との連
携は②の業務の一環でもあり、上級の職員が十分な役割を果たすことが必要である。
また、個々の職員間での助け合いだけに依存するのではなく、組織として応援できる体制
を作ることが必要である。そのためには、個々の職員が日々どのような活動をし、どのよう
な問題を抱えているかを上級の職員が把握していることは当然であるが、組織としても把握
し、必要な場合には応援の人員を手当するようなことができるようにしておくことが必要で
ある。具体的には、各生活支援員に対して日々の活動の報告を求め、その報告を組織として
関係者が共有しておくことが最低限必要であろう。
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ふるさとの会の具体的な取組を下記に示す。
生活支援員を支える体制整備（ふるさとの会の取組）
ふるさとの会では、生活支援員が支援の中で孤立しないよう、生活支援員を日常的に支える体制を
整備している。各サポートセンター＊の単位で日常的に支え合うことができるための体制として、
（１）
日常の支援の状況、困りごとの共有、
（２）サポートセンター全体会による情報共有が行われている。
また、地域ごとに設置されているサポートセンター同士が横断的に支え合うことができるための体
制として、
（３）サポートセンター長会議、
（４）サポートセンター連絡会などが実施されている。
さらに、継続的な職員育成の場として、各サポートセンターでの対人援助勉強会、全体研修、定例
事例検討会、ケア基礎研修などが実施されている。
＊サポートセンター
ふるさとの会では、
「墨田」
「台東」
「新宿」の 3 つの事業エリアに、それぞれサポートセンターを設置している。
サポートセンターごとに、各事業所（共同リビング・共同居住・グループホーム事業等）の管理運営、スタッフ
の勤務調整、育成、相談などを担っている。

【日常的なサポート体制・情報共有の仕組み】
（１）日常の支援の状況、困りごとの共有（毎日）
各事業所での支援状況と困りごとについて、各地域のサポートセンター毎に情報を集約して各サポ
ートセンターの責任者チーム（地域ごとに 4 人程度）が共有している。
また、主要なエピソードやミーティング等の情報は法人のマネジメントを行う職員間で共有されて
いる。
生活支援員が対応に苦慮している問題を日常的に共有していることで、緊急時の応援体制をつくり
やすいメリットがある。
また、生活支援員が工夫した取組について共有することで、他の事業所でもその工夫を活かすこと
が可能となる。
（２）サポートセンター全体会（1 回／週）
毎週 1 回、サポートセンターごとに 1 週間の出来事の共有、主要事例やミーティング内容の共有、
事務連絡内容の確認などを行っている。
また、他のサポートセンターで起こったヒヤリハット事例、リスクに関わる情報を共有し、他の事
業所でも同様のリスクが起こらないための対応策が検討されている。
各サポートセンターの全体会は、3～4 名の責任者チームによって運営されている。責任者チームは、
各事業所の職員のうち、リーダーとしての役割を果たしている職員で構成され、サポートセンター長
が取りまとめをしている。責任者チームの職員は、各事業所の職員の悩
みごとの相談を受け、必要な支援をすると同時に、職員の育成に携わっている。
（３）サポートセンター長会議（1 回／週）
毎週 1 回、サポートセンター長が集まり、法人全体の課題の共有、各サポートセンターで対応して
いる主要事例の共有、および支援論（対人援助勉強会の内容や事例検討会の論点など）を話し合って
いる。各サポートセンターだけでは解決が困難な案件について共有することで、横断的な応援体制が
可能となっている。また、日常的な職員の育成やサポートを担っているサポートセンター長が孤立し
ないための場となっている。
（４）サポートセンター連絡会（1 回／週）
各サポートセンターの責任者チームとサポートセンター長、事務局などの主要な職員が集まり、各
サポートセンターが抱えている課題の共有を行っている。
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【継続的な育成体制】

＊下表参照

（１）各サポートセンター対人援助勉強会
3 か月ごとに各サポートセンターで課題になっていることや、支援論の中で深めたい論点につい
てテーマを決めて勉強会を実施している。毎回スーパーバイザーが参加し、支援のあり方について
意見交換を行っている。
（２）定例事例検討会
ふるさとの会全体での支援の主な事例について、テーマを決めて事例検討会を実施している。各
事例検討会にて 2～3 名の事例について検討している。
（３）全体研修
支援論や事業戦略、外部講師を招いての講演など、法人全体の常勤職員を対象とした全体研修を
隔週の土曜日に実施している。3 か月に 1 回は防災訓練となっている。
（４）ケア基礎研修
隔月に 1 回、非常勤職員を対象とした研修を実施している。ふるさとの会の支援の考え方、感染
症予防の実際など、必要な知識が習得できるような内容となっている。
（５）その他
必要に応じて、プロジェクトごとの勉強会、外部研修などを実施している。

主な研修

対象

各サポートセン
ター対人援助勉
強会

【各地域】
常勤職員
10～15 名程度

4 回／年

全体研修

【法人全体】
常勤職員
50～60 名程度

2 回／月

【法人全体】
事例担当職員
16 名程度
【法人全体】
非常勤職員
150 名程度

1 回／月

定例事例検討会

ケア基礎研修

その他

頻度・時間

90～120 分

90～120 分

180 分程度
6 回／年
90 分程度

内容
・支援論を深めるためのテーマを設定
して話し合う
・対応困難事例の検討
・支援職員同士の経験の共有
・支援論の共有
・外部講師を招いての講演会
・事業計画、事業戦略の方向性の共有
・防災訓練（4 回／年）
・主要事例の検討
・支援の方向性についての議論
・害虫対応、食中毒予防、互助・ミー
ティング、感染症対応、介護技術、
認知症の理解
・働く上でのルールの確認

【随時】
・外部研修（他の地域の取組の見学、講演会への参加）
・内部研修
幹部職員向けの学習会（2～3 日程度、1～2 回／年）
プロジェクトごとの勉強会など
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スーパーバイザー

バイザー
ケア顧問
顧問医（精神科）

顧問（必要時）

ケア顧問
顧問医（精神科）
有識者

２

地域の新たな社会資源の開拓

生活支援員が利用者を「つなぐ」先の様々な地域の機関等は、生活支援員が個人の努力で
探すのではなく、組織として、そうした選択肢を用意しておくことが望まれる。そのため、
地域の各種の機関等との連携体制を築くことは、上級の職員の重要な業務である。
こうした連携体制の確立にあたっては、次のような点が重要である。
（１）居住支援・生活支援は新しい支援であり、その内容を十分理解してもらう必要が
ある。特に、家族のいない利用者の場合には、家族が行うべきことを家族に代わ
って行う場合もあり、関係機関等の理解が不可欠である。ケアプランやトータル
プラン等を示し、利用者の立場に立って、「つなぎ」を行なっていることを理解
してもらうことが重要である。
（２）行政機関、訪問看護、介護事業者等業務として支援を行っている事業所だけでな
く、不動産事業者等民間事業者、地域の自治会や互助組織など地域福祉を支えて
いる様々な人、機関等に居住支援・生活支援の内容、意義を理解してもらうよう
努める必要がある。
（３）平成 28 年度の本事業報告書で紹介した世田谷区における住み開きの例9では、家
主さんに関わる様々な地域の人々にカフェ（サロン）の運営委員会に参加しても
らい、意見を聞きながら事業の運営をしている。地域に支えられ、地域を支える
存在となるためには、直接関係はなくとも、地域の様々な人々とのつながりを維
持し発展させていくための努力が欠かせない。
ふるさとの会が行っている上級職員のための研修は章末で紹介する。
３

生活支援員を支える体制整備の意義
以上、生活支援員を支える体制整備として、生活支援員が日常的に相談できる体制、個別

事例について他の職員と議論、検討できる機会の確保、外部の有識者の意見を聞く勉強会、
研修会等の方法、更に、組織と問題を共有するための記録と報告等の仕組みを述べてきた。
こうした体制整備は、生活支援員が孤立しないよう組織として支えるためのものである。
しかし、それだけでなく、個々の生活支援員の経験を組織として蓄積、活用する仕組みが
有効に機能することが大切である。例えば、利用者ミーティングで上手くいった事例を共有
すれば、他の生活支援員も同じ取組をすることにより、効果的なミーティングができるよう
になる可能性もある。逆に、失敗事例をみれば、同じことを繰り返さないように注意するこ
ともできよう。さらには、こうした経験を研修内容に反映させることにより、その充実にも
つながる。
業務管理の手法として、PDCA サイクルがよく取り上げられるが、ケアプランの作成が利用
者との協働作業で、基本的信頼関係をつくるプロセスそのものであったのと同じように、業
務管理も「計画ありき」ではない。上級職員や組織として個々の生活支援員に寄りそい、そ
9 東京都福祉保健局『平成 28 年度
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の人の見ている世界を見ようと努め、環境の変化に対応しながら、業務の内容を組織として
共有し、組織の各レベルで業務の内容を不断に評価し、改善を進めていく体制整備がポイン
トであろう。
最後に、本章を締めくくるに当たり、若干の補足事項を記載しておきたい。
第１に、既存のサービスや援助技術との関係である。居住支援・生活支援は、地域包括ケ
アの重要な柱として考えられていながら、十分な対応ができていない分野である。国におい
ても、様々な新規の施策が打ち出されている。これらは、広い意味ではケアマネジメントや
地域包括支援センター等既存の福祉サービスで取り組むべき課題であるかもしれない。しか
しながら既存の福祉サービスでは十分対応できていないのが現実であり、そのため、今回の
検討においては、従来の考え方にとらわれず、先進的な取組みをしているふるさとの会等で
の考え方や実践例を整理することを中心に検討を進め、その結果をとりまとめている。
第２に、居住支援・生活支援の理解と普及がなぜ難しいかという観点である。例えば、介
護保険であればその制度の枠内で既存のサービスで支援を組み立てているのに対し、居住支
援・生活支援については既存のサービスで決め手となるものがなく、個別支援が絶えず資源
開発を伴うといった特徴がある。いわばミクロとメゾが一体化して進んでいるため、居住支
援と生活支援を他者にわかり易く伝えることが困難になる。この点は、普及の課題として留
意する必要がある。
第３に、居住支援・生活支援と権利擁護の関係である。一般的な支援は「ニーズベース」
になりがちであるが、権利ベースのアプローチは、ニーズが充足されていないという現状だ
けでなく、権利が否定されている状況に焦点をあてる。第１節２の事例では、アパートの解
約は避けられなかったものの、一人暮らしをしたいという本人の意向を尊重し、地域居住の
継続を支援した。
「認知症だからこうなる」という発想ではなく、一人ひとりの多元的で個別
的な生活状況にマッチしたものとして、居住支援・生活支援は権利擁護という観点からも評
価される取組と言えよう。
第４に、昨年の報告書で、
「生活支援の評価指標の検討」を残された課題として示した。生
活支援の評価指標のあり方についても検討したが、本報告書で述べた居住支援・生活支援の
業務の特性からみて、単に評価指標を作成し、それに適合しているかどうかを判断するだけ
では十分でない。事業を適正に実施するためには、組織としての取組のあり方等体制整備が
重要であると考えた。そのため、評価指標よりも体制整備のあり方について、検討を深め、
検討結果を取りまとめた。
第５に、記録と報告の重要性に関する若干の留保である。言語化することは情報共有やリ
スク管理の前提である。好事例が共有され、自発的に支援の質を高めていく契機でもある。
とはいえ、記録はあくまで手法の 1 つであり、緊急時などただちに言語化することが困難な
場合、あるいは個々の職員の得手不得手などに配慮し、口頭による報告や補足、情報を伝え
やすい体制づくりなど、柔軟な対応が必要なのは言うまでもない。
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地域の新たな社会資源を開発するための技術について（ふるさとの会の取組）
これまで生活支援に求められる支援技術に関するふるさとの会での人材育成の取組を整理した。こ
こでは、前述の研修過程には取り上げていない地域の新たな社会資源に開発に対応する技術の習得に
向けた取組について紹介する。
生活支援を充実したものとするためには、日常生活を営むための「生活主体となるための互助関係」
を超えて、さらに近隣との関係や地域で活動しているさまざまな関係機関との連携により、さまざま
な形で、よりよい地域づくり・組織づくりに関わることができるための取組を行っていくことが必要
である。
こうした取組に対応する技術は、
「エリアマネジメント研修」の中で上級の職員を対象に育成研修が
行われている。
「エリアマネジメント研修」は、生活支援員の経験があり、生活支援員の相談やマネジ
メントを行う立場にある幹部職員を対象とした研修になっている。研修プログラムの内容は確立され
ておらず、試行的な段階である。
これまで実施された「エリアマネジメント研修」の内容には、地域特性の分析、各サポートセンタ
ーの事業と収支の分析、今後必要で展開可能な新規事業プログラムの提案などが含まれる。研修は１
日～３日のプログラムで構成され、サポートセンターごとのチームでワークショップを実施し、発表
する形式で実施されてきた。
生活支援を展開していくにあたっては、地域を知ることがとても重要である。地域を知ることとは、
地域の歴史、環境、地域独自の制度や支援プログラム、活用可能な資源、地域が抱えている困難など
を知ることである。
また、生活支援が各地域で事業として成立するためには、エリアごとの収支の状況を理解すること
がとても重要である。多くの場合は、各生活支援プログラムの全てに収益があるのではなく、エリア
全体で収益を補い合うことによって、全体として事業が成立している。それらのマネジメント全体に
ついて職員が理解することで、今後の新しいプログラムの開拓、事業スキームの変更、人材配置の見
直しなどが可能となる。
「地域の互助づくり」に対応する技術を高めるためのエリアマネジメント研修では、地域の資源と
組織の資源の両方を最大限に活用した「地域を支え、地域に支えられる」社会的事業のマネジメント
の考え方を習得ことが目指されており、今後、研修プログラムとして確立されることが望まれる。
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第４章

居住支援・生活支援の
普及に向けて

第４章 居住支援・生活支援の普及に向けて
第 1 節 持続可能な事業モデルの検討
これまで見てきた通り、居住支援・生活支援に取り組むためには、入居・転居の相談支援
にとどまらず、家賃債務保証、地域生活支援の取組と合わせ、研修や体制整備の要素が欠か
せない。しかし日常的には、利用者の孤立した社会関係を背景に、様々なトラブルが発生す
るという問題があり、マンパワーのコストがかかるだけでなく、経営的なリスクも抱えてい
る。
事業が持続可能であるためには経営が成り立たなければならないが、低所得者を対象にす
る以上、すべてを利用者の自己負担に転嫁することは望めないというジレンマがある。
例えば、第 3 章第 1 節２で紹介した、地域生活支援センターすみだにおける「共同リビン
グ」の利用料は、毎月千円である。これで拠点の家賃や人件費は賄うことはできず、ビジネ
スモデルとして成立していない。委託や補助金事業の按分などでやりくりをしているのが実
情である。他の取組に目を向けると、例えば市民協が活用する「くらサポ」は毎月 5 千円と
いう、おそらくはコストに見合うギリギリの会費を設定している。市民協に限らず、本事業
の補助対象となった団体は、2 年間の補助金が終了した後、補助金なしでどのように収入源
を確保し、支出を収入の範囲に抑えるかという問題を抱えている。
本報告書で紹介された取組には、さまざまなお金がかかっているが、その種類は大きく分
けて５つある。利用料、補助金、保証料、仲介手数料、賃貸住宅管理料である。だが、上述
の通り利用料は頭打ちであり、補助金は終了する。保証料は第 3 章第 1 節でみた通り、高齢
化に伴い事故が増加し、単独で採算は取れない。仲介手数料は不動産屋に渡るものである。
一方、賃貸住宅管理料については、地域居住支援の財源になる可能性がある。ここではそ
の手掛かりとして、昨年度の報告書に引き続き、
「家主に寄りそう」社会的不動産事業の展開
を紹介し、持続可能な事業モデルの展望と課題を考察する。
なお、昨年度の報告書では、空き家を活用した「互助ハウス」を 30 名１ユニットで運営し、
その中でサロンのコストを賄う「寄りそい地域事業」のスキームを提示した。しかしこの事
業を促進するためには、シェアハウスや関係性（互助）の支援に対する社会的な評価、住宅
確保要配慮者とのマッチングなど課題が多い。そこで、既存のビジネスでもある賃貸借管理
事業の中で、対価を得ながら地域居住の継続を支え、家主にとっても満室経営でメリットの
あるスキームを実現している事例に着目した。以下はその概要である。

87

１

社会的不動産事業の取組事例
㈱ふるさとでは、世田谷区内において家主さんの依頼を受けて、サロン活動の運営支援や

併設アパートの管理委託を行っている10が、昨年よりサロン活動を行う中で話題になっていた
近隣アパートＡ荘の管理業務を開始することとなった。
図表 4-1 サロン活動の運営支援事例

サロン活動の運営支援事例（世田谷区） ㈱ふるさとでの取組

（１）Ａ荘の「ごみ屋敷」問題について
サロンのある路地を突き当たったところに 1 棟の木造アパートＡ荘があり、その中の一
部屋が「ごみ屋敷」状態になっていた。地域住民の間でも有名になっており、何とかした
いということでサロン運営委員会でも話題になっていた。行政機関へも問い合わせたが、
居住者本人は生活保護も福祉サービスも受けられる状態ではないため、行政としても介入
の手がかりが掴めずにいた。
その後 2 年間ほどは、毎週 1 回開催されるサロン活動への参加とあわせて、この「ごみ
屋敷」の様子も横目で見ていたが、㈱ふるさとが不動産事業を始めたことで、このアパー
トに対して不動産業者としてどう関われるかを検討し、管理契約を取り交わして管理会社
としてアプローチできないかと考えた。一般的にはプライバシー等の関係でなかなか働き
かけることができないが、家主からの委託を受けた管理会社として、家主の代わりにアプ
ローチしていくこととなった。

10
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（２）隣人の協力を得て問題解決に取り組む
㈱ふるさとが管理会社となった当時、Ａ荘は 6 戸中 2 戸が空室であり、㈱ふるさとでは客
付けと「ごみ屋敷」の解決に向けて動き始めた。Ａ荘は高齢者が多く、障害者手帳所持者や
傷病を抱える方もいる。こういった入居者の中で、とりわけ若い方の部屋が「ごみ屋敷」に
なっていた。
「ごみ」の量はサロンで話題になった当初と比べてかなり増えており、早急に片
付ける必要性が高まっていた。㈱ふるさと職員が本人と面会して荷物整理を促したが、本人
だけで片付けができるのか不安を感じていた。
隣室の居住者に、現在の状態と今後の㈱ふるさとの関わり方を説明したところ、隣人から
「廊下にある荷物のせいで導線的に自室にたどり着けなくなってしまう、私も手伝う」との
申し出を受け、一緒に片付けを手伝ってもらうことになった。
㈱ふるさと職員と隣人の協力によって廊下にある荷物の袋詰めまでを行い、後は本人に捨
てるよう依頼した。本人が捨てることができるかが心配であったが、翌週訪問すると綺麗に
捨てられていた。部屋の中にはまだ

図表 4-2 トラブルへの取組経過

まだ荷物が残されているものの、地

10年間！オーナー様を悩まし続け、管理会社もお手上げ状態
すでに諦めているけどね！と弊社へ御相談いただきました。

域住民からは「あのアパートは綺麗
になったな、解決したな」と思って

オーナー様から「管理」を頂戴して
すぐに着手。

初日

入居者さんに
声を掛け始めました

もらえている。

たった6ヶ月で
復旧しました！

このようにして、築 50 年のＡ荘が
綺麗になり、高齢入居者も暮らすこ

20日後

お隣の入居者さんもお手伝いくだ
さいました。

「管理」は
ふるさと不動産に
おまかせください

とができ、またトラブルが発生して
も入居者たちと一緒に解決していけ
る関係を築くことができた。これら

1ヶ月後

スタッフもお手伝い

5ヶ月後

あとは捨てるだけ

築50年！
まだまだ現役続行
スッキリ
解決

6ヶ月経過

は宣伝文句となり、2 室空いていた
居室は満室になった。
（３）入居者によるサロン運営の支援
現在では、サロン併設アパートやＡ荘の入居者がサロン運営を手伝うようになっており、
身近な住民同士の互助関係が築かれている。
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２

持続可能な事業モデルに向けて
以上は社会的不動産事業の取組ではあるが、賃貸住宅管理という業務を通して、管理物件

をサロンにつなぎ、入居者同士の関係をつなぎ、相談者を住宅に（空室に入居者を）つなぐ
というかたちで、様々な「つなぎ」を行っていることが分かる。これらは第 3 章第 1 節で見
た「リンクワーカー」的な役割と言い換えることもできよう。第 3 章第 3 節で示した指針に
沿った研修も受講しているため、
「ごみ屋敷」にも対応できる。
サロン活動には、戸建て、持家を含め、地域に長年住んできた高齢者等のつながりが生き
ている。つながりがあるから、そこに入居してくる人がいる。トラブルがあっても排除され
ない安心感は、入居者や地域の人びとの帰属意識を生む。トラブルは忌避すべきものではな
い。むしろ困りごとを解決することが民間事業者の生業になる。家主に寄りそう社会的不動
産事業だけでなく、地域の様々なアクターの営みが「支援付き地域」をつくり、地域を活性
化する。
とはいえ、このような取組を促進する仕組みづくりは、今後の課題とせざるを得ない。
また、本事業が対象とする「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
り親家庭などの人びと」は、何らかの管理物件に居住しているとは限らず、地域の中に点在
しているという面もある。そのような場で「つなぎ」の役割を期待されるのは、居住支援・
生活支援を行う団体であろう。
本年度実施した都内の補助団体ヒアリングにおいては、事業継続のためのさまざまな工夫
やアイディアが検討されていた。例えば、居住支援協議会の委託を受け様々な相談を仲介に
つなげる相談業務を継続すること、介護保険の総合事業の中で「居住支援コーディネーター」
を配置していくこと、サブリースの規模を在庫を抱えずに拡大すること、カフェ（共同リビ
ング）の収益を強化すること、
「住み開き」のカフェとボランタリーな支え合いを支援するこ
となど、いずれも地域に根差した取組から生まれた発想であり、画一的な「解」である必要
はない。それでも最後に共通して残るのは、職業として行う生活支援の「プロ」の部分の財
源をどう確保するかという問題である。
本事業の報告会（3 月 14 日、都庁二庁ホールにて開催）では、調査研究と交流・拠点設置
事業の成果についてディスカッションが行われた。支援の対象者は、特養で介護度が下がっ
た認知症の高齢者、立ち退きを求められる低所得高齢者、病院からの退院者、制度の事業で
支えきれない障害者、
「ひきこもり」の青年など、多様なニーズがあることが改めて確認され
た。それまで孤立していた利用者が、ひとりでにリビングに集まってくることはない。逆に、
互助関係が強まることによって生じるトラブルもある。まずはつなぐことが大切ではあるが、
支援をする関係機関同士で意見の食い違いが発生することもあり、各機関の考えを整理、調
整することも必要になる。
今後の発展に向けて、成果や課題を検討するコンソーシアムを設立してはどうかという提
案もなされており、取組主体の専門性を互いに活かせるような仕組みを検討することも、持
続可能性にとっては必要な観点であろう。
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第２節 事業継続の課題
１

財源の確保
前節で述べた通り、補助事業終了後どのように財源を確保して事業継続を図るかが共通の

課題である。具体的には、（１）共同リビング運営費、（２）居住支援・生活支援に係る人件
費の確保が焦点と言えよう。
（１）共同リビング運営費
第 2 章で紹介したさまざまな取組事例からも分かるように、共同リビングは居住支援・
生活支援の対象となる人に食事や居場所を提供するばかりでなく、広く地域住民に開放す
ることで参加者同士のつながりをつくるコミュニティ活動としても有効な取組である。
地域の中に、社会福祉協議会や住民等が運営するサロン活動がある場合には、支援者は
そこに利用者をつなぐ役割を果たすこともできる。一方で、地域内に活用可能な社会資源
がない場合には、居住支援・生活支援団体が独自に共同リビングを運営する場合もあり、
利用可能な物件の確保や運営に係る費用をどのように賄うかが課題となる。
利用者が集まってくれば、様々な支援をリビングの場で行うこともできる。例えば、金
銭管理に問題を抱える方の支援や様々な行政手続きの支援をリビングで行うことも可能と
なり、現にそうした支援を行っている取組も少なくないだろう。
（２）居住支援・生活支援に係る人件費
本報告書では「つなぎ」の機能に着目したが、必要なところにつないだら関係が切れる
わけではない。定期または随時の訪問、トラブル時の対応、関係者・関係機関との情報共
有、家賃債務保証や契約更新等、特に居住に係る事柄については継続的な関わりが必要で
ある。
また、㈱ふるさとの取組事例のように、家主からの管理費によって一定の人件費を確保
する可能性も考えられるが、きめ細かい訪問等による支援やトラブル対応を行っていくに
は限界がある。
巻末の「居住支援に関わる施策動向」で紹介する通り、今年度は新たな住宅セーフティネ
ット制度における居住支援法人の指定を申請するという選択肢も生まれた。
また、地域支援事業、障害者総合支援法に基づくサービス、生活困窮者地域居住支援事業
など、上記の取組を支援する公的補助も存在する。上記のような居住支援・生活支援の役割
を踏まえ、施策を活用した取組の促進も検討されて然るべきであろう。
また、共同リビングを支援をとして活用している住居に着目して、家主を支援するという
施策の方法も考えられるであろう。
しかし、居住支援・生活支援団体が財政的な支援を受けるには、基礎自治体の位置づけや
計画を待たなければならないものが多く、事業継続性の面からも安定性が担保された財源と
は言えない。制度化や制度活用にとどまらない展望が必要である。
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この点で、第３章第１節４（６）
「居住支援・生活支援の地域拠点とサービス提供範囲」で
述べたように、共同居住と居住支援・生活支援を一体的に運営する仕組みづくりを進めるこ
とは一つの展望になり得る。上記制度の活用も視野に入れながら、社会的不動産事業と生活
支援団体が連携し、一定の地理的範囲内で「支援付き地域」を構成することによって、
「最後
まで地域で暮らしていくことを支える」ことは追及されるべき方向性である。これを実現す
るには、家主・不動産事業者、自治体・関係機関、地域住民等との連携が欠かせない。この
点は、本章第３節で整理する。

２

人材の確保、育成
これまで述べてきた通り、社会的に孤立している生活困窮者や住宅確保要配慮者等に対す

る居住支援・生活支援を行うためには、一定のスキルを有する人材の確保・育成が必要であ
る。第２章第３節では「研修指針」を示したが、その根本には「誰もがひとりの生活者とし
て生活支援を行うことができる」というコンセプトがある。担い手はいわゆる「福祉職」だ
けでなく、家主、不動産事業者、地域住民など多様な主体を想定すべきだろう。
また、ふるさとの会では 105 名の支援対象者を、生活支援を担う一員として雇用している。
「研修指針」は一人ひとりの支援職員が体系的に習得すべきものとは限らない。場合によっ
ては、利用者への「寄りそい」に重点を置いた基礎的な研修プログラムを作成し、地域の課
題を多様な担い手で分業することも、人材確保の目指すべき方向と言ってよいだろう。
それとともに、養成研修修了後においても、提供する支援が適切かどうかを確認したり、
スーパーバイズを受ける機会を設けたりすることも必要である。居住支援・生活支援団体に
は、養成からその後のフォローアップの仕組みを整備していくことが求められる。
そして、
「事業継続の課題」と関わることだが、人材の確保、育成、支援職員が孤立しない
体制づくりなどは、コストがかかる取組である。換言すれば、研修指針をもち、その実施と
体制づくりにコストをかけることで、居住支援・生活支援団体は支援の質を担保しうる。自
治体・関係機関はそれを評価・信頼の参考にするような視点を持つことも必要であろう。本
報告書はそのような観点からも参照されたい。
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第３節 居住支援・生活支援の普及に向けて
平成 29 年度から（市民協は平成 30 年度から）2 年間かけた取組の成果は、今後、居住支
援・生活支援団体の努力だけで発展させることはできない。財源を始めとした諸課題がある
ことが関係者に理解されなければ、地域居住支援の取組は困難である。
本節では、本報告書全体のまとめとして、居住支援・生活支援団体に期待される役割と、
家主・不動産事業者、自治体・関係機関、地域住民等との連携について全体像を整理する。
１

居住支援・生活支援団体に期待される役割

（１）居住支援・生活支援団体による入居支援
住まいの確保が困難な方に対して、居住支援・生活支援団体では下記のような支援を行い、
民間賃貸住宅等への円滑な入居につなげることが求められている。
居住支援・生活支援団体による入居支援の例

・住まい確保が困難な方に対して、住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供や相
談支援を行う。
・家賃債務保証会社との連携等により、住まいに困っている方が民間賃貸住宅に円滑に入居で
きるよう支援を行う。
・また、認知症等の障害や疾病により賃貸住宅での生活が難しくなった場合には、居住支援・
生活支援団体が運営する施設への転居相談にも対応する。

（２）居住支援・生活支援団体による地域生活支援
住まいの確保が困難な方は、経済的な問題だけでなく身体的・精神的・社会的な課題を抱
えている場合も多く、他者との関係性構築に困難を生じることもある。そのため、居住支援・
生活支援団体は、住まいの確保とともに支援対象者が地域の中で安定した生活を継続できる
ようにするための支援にも取り組むことが求められる。
居住支援・生活支援団体による地域生活支援の例

・定期又は随時訪問による見守りや声掛けを行い、入居者の生活（健康状態や金銭管理等含む）
を適宜把握しておくことが必要である。
（訪問頻度は入居者の健康状態や社会サービス等利用
状況に応じて異なる。
）
・入居者のニーズを汲み取り、必要に応じて専門支援機関につないで生活の安定を図ることが
必要である。そのためには、適切な支援プラン作成や関係機関との連携体制づくりが求めら
れる。
・家主や管理会社、関係機関、近隣住民等との連携協力体制を構築し、トラブルの未然防止や
早期発見が可能となる環境づくりに努める必要がある。
・地域の中で孤立しがちな入居者に対しては、身近な地域サロン・共同リビング等につなぐ居
場所づくりの支援や、役割創出に向けた支援など孤立を防ぐための支援も必要になる。また、
これらの取組を通じて、地域住民による互助づくりへの支援も期待されている。
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◎居住支援法人の指定
新たな住宅セーフティネット制度において、居住支援・生活支援を行う団体を居住支援法人
として指定する制度が始まった。
居住支援法人には、住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育
する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者）の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図
るため、住宅確保要配慮者に対し、①家賃債務保証の提供、②賃貸住宅への入居に係る住宅情
報の提供・相談、③見守りなどの生活支援等を実施することが求められている。

２

家主・不動産事業者、自治体・関係機関、地域住民等との連携

（１）家主・不動産事業者

～住宅確保要配慮者が利用可能な住まいの確保・提供

低所得者や被災者、高齢者、障害者、子どものいる家庭など、様々な理由により民間賃貸
住宅への入居が困難な世帯が増えている。この社会課題の解決に向けては、家主や不動産事
業者の協力が不可欠である。
居住支援・生活支援団体や居住支援法人では、家賃債務保証などを提供して住宅確保要配
慮者の民間賃貸住宅への入居支援を行う。入居後は、孤独死リスクや各種トラブル等の防止・
対応のため入居者への定期又は随時訪問による見守り・安否確認の仕組みを構築したり、必
要に応じて医療や福祉、介護等の社会サービス機関につないで入居者の生活を支援したりす
ることによって、家主や不動産事業者の経営不安を低減させることが可能となる。
また、空き家等を活用する際には、一定の質が確保された賃貸住宅の供給を図るためのリ
フォーム等に対する補助が活用できることから、積極的な補助制度の活用と要配慮者の住ま
い確保促進に向けた家主・不動産事業者の取組が求められる。
（２）自治体・関係機関
ア 関係部署・機関等による連携協働体制の構築
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、自治体の住宅部局
と福祉部局、不動産関係団体や居住支援・生活支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者や
民間賃貸住宅賃貸人の双方に対して情報提供等の支援に取り組む居住支援協議会等の運営
が求められる。
イ 物件確保に向けた協力依頼
居住支援協議会等の運営を通じ、地域住民や不動産関係事業者・家主等に対して住宅確
保要配慮者の存在を周知するとともに、取組の社会的な意義や改修費支援など利用可能な
制度等を周知し、要配慮者が利用可能な物件確保を促すことが求められる。
ウ 要配慮者情報の提供
自治体や関係機関の各相談窓口等では、地域住民から様々な相談が寄せられる。住まい
に関する相談が寄せられた際には、担当部署や居住支援法人につないだり、相談者に窓口
の情報提供を行うよう関係部署・機関に周知したりすることが求められる。
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エ 居住支援・生活支援に関わる施策の活用
基礎自治体は、以上述べた体制構築、制度の周知、情報提供などが促進されるよう、巻
末の「居住支援に関わる施策動向」を参照の上、必要に応じて積極的に活用することが求
められる。
（３）地域住民等 ～住宅確保要配慮者や空き家物件等の情報提供
地域住民等に対しては、相談窓口につながらない住宅確保要配慮者に対して自治体や居住
支援・生活支援団体、居住支援法人に相談できることを周知してもらうことが必要である。
また、あわせて空き家になっている物件や相続等で処分に困っている物件を持っている住
民等がいた場合にも、自治体や居住支援・生活支援団体、居住支援法人に相談できることを
周知してもらうことが必要である。
以上、普及に向けて期待される役割と連携を整理したが、今後の展望について付言してお
きたい。本報告書で述べてきた通り、居住支援・生活支援は主に賃貸住宅に居住する利用者
を想定している。しかし、支援の内容は、地域生活を継続するための関係性の再構築を目指
し、様々な人や機関に「つなぐ」ことであるので、賃貸住宅に居住する方々だけでなく、持
ち家に住まわれている方も含め、地域住民を幅広く支援の対象とすることができる。
「ごみ屋
敷」の問題等に見られるように、身体的には自立しているように見えても、社会的に孤立し
ている方々が多くの問題を抱えていることも少なくない。地域に居住支援・生活支援団体の
拠点があれば、こうした方々の支援や、そもそも孤立を防ぐ予防的な取組を期待することが
できよう。
また、居住支援・生活支援団体があれば、空き室で悩む家主も高齢者等の入居を安心して
受け入れることができる。住民が増えれば、地域の魅力を高め、地域の活性化にも寄与する
可能性がある。これからの少子高齢社会は夫婦のみ世帯、単身世帯が増加する社会である。
それは家族や親族の助けを借りられない方々が増加する社会でもある。その時に、地域に密
着して、人と人とのつながりや、人と様々な機関との間をつないでいくことができる居住支
援・生活支援団体が活動をしていることは、地域社会にとって、貴重な財産となっているは
ずである。
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図表 4-3 居住支援・生活支援団体による入居支援のイメージ

居住支援・生活支援団体による入居支援のイメージ
地域包括支援
センター

行政機関

生活困窮、社会的孤立、住まい確保が困難な高齢者等

医療機関

福祉機関

居住支援・生活支援団体への相談・リファー
【居住支援協議会】

【居住支援協議会】

関係団体による協力依頼

関係団体による協力依頼

家主等

社会的不動産業者

住宅確保要配慮者向け
住宅の提供

要配慮者が利用可能な
住宅の確保、情報提供

<<仲介・管理・サブリース契約>>

居住支援・生活
支援団体による
入居支援

家賃債務保証
事業者との連携

（社会的不動産事業の管理）

家主等

要配慮者が利用可能な
住宅の確保、情報提供

住宅確保要配慮者向け
住宅の提供

<<家賃債務保証等契約>>

《仲介・管理契約》

・不動産業者の紹介、同行支援
・賃貸借契約の支援
・家賃債務保証の引き受け

・社会的不動産事業の管理物
件への入居支援
・生活支援施設への入居支援
【シェアハウス】
【支援付きアパート】 （戸建て空き家等の活用）

不動産業者

家賃債務保証会社

住宅確保要配慮者、
空き物件等の情報提供

元付けの判断

家主や管理会

客付けの判断

社の審査

【賃貸住宅】

地域住民等

【支援付き共同居住施設】
（登録住宅／要配慮者を
拒否しない非登録住宅）

（登録住宅／要配慮者を
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拒否しない非登録住宅）

図表 4-4 居住支援・生活支援団体による地域生活支援のイメージ

居住支援・生活支援団体による地域生活支援のイメージ
居住支援・生活支援団体
が行う支援

行政機関

生活困窮、生活保護、
高齢、障害、子ども、
母子、保健、他

社会福祉協議会

医療機関
訪問看護

○支援プランの作成
○社会サービスへのつなぎ・コーディネート
○定期又は随時訪問（見守り、声掛け）
○各種生活支援の提供
○互助づくりへの支援 等
※関係機関との連携による間接支援を含む

各種専門機関との連携に
よる支援体制づくり
地域包括支援
センター

居宅介護
支援事業所

各種生活支援
権利擁護 等

（ケアマネジャー）

自立相談支援
事業所

地域サロン
共同リビング

ニーズに応じて、各
種社会サービス等が
利用者の生活を支援

居場所づくり
役割の創出
（孤立の防止）

障害者相談
支援事業所

【地域住民が集うサロン】

地域住民
民生委員・児童委員
民生委員・児童委員
自治会・町内会
自治会・町内会
近隣住民
近隣住民 等
等

地域住民との連携による
支援体制づくり

居場所・イベント・見守り
地域の困りごと相談

≪地域の互助づくり≫

各種権利擁護
機関
法テラス
成年後見センター
権利擁護センター
専門職 等

介護事業所

就労支援
事業所

97

障がい福祉
ｻｰﾋﾞｽ事業所
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参考資料

参考

居住支援に関わる施策動向

平成 29 年 12 月に厚生労働省が公表した「生活困窮者自立支援及び生活保護部会報告書」
では、「居住支援の強化」を図るために下記事項が提案されている。
○社会的に孤立している生活困窮者に対し、必要な見守りや生活支援、緊急連絡先の
確保などを行い、地域住民とのつながりをつくり、相互に支え合うことにも寄与す
る取組を新たに制度的に位置づけ。
○無料低額宿泊事業について、最低基準の法定化、事前届出制等により法令上の規制
を強化。
○単身での生活が困難な生活保護受給者について、質が担保された無料低額宿泊所等
で、日常生活上の支援を受け生活できるような仕組みを検討。

これを受けて、厚生労働省では平成 30 年度予算（案）として、シェルター等利用者や
地域において単身等で居住し、地域社会から孤立した状態にある生活困窮者に対して、
① シェルター利用中からの利用後に向けた生活相談等の見守り、利用後の住居の確保
といった居住支援
② 一定期間、個別に居宅に訪問するなどによる見守り・生活支援、これらを通じた互
助の関係づくり
を実施することで、地域で自立した日常生活を継続していけるような環境づくりを推進し
ていくこととし、その実施に必要な経費として２億円を計上している。
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キ 居住支援の推進について
生活困窮者が就職活動や自立して安定した生活を送るためには、住居を喪失しないことが
極めて重要となるが、賃貸住宅では緊急連絡先を求められるほか、家賃滞納、近隣トラブル、
孤独死等の懸念から入居を拒否されるといったケースが見られる。
また、路上生活者については、路上生活期間の長期化が顕在化している中、一時生活支援
事業（シェルター等）を利用しても、利用後に再び路上生活に戻ってしまう者や集団生活を
送ることが困難なことなどから利用を望まない者も存在しているといった課題も生じてい
る。
こうした背景には、親族や地域に対して支援を求めることが困難という「社会的孤立」の
問題が存在している。
そこで、平成 30 年度予算（案）では、シェルター等利用者や地域において単身等で居住
し、地域社会から孤立した状態にある生活困窮者に対して、
① シェルター利用中からの利用後に向けた生活相談等の見守り、利用後の住居の確保と
いった居住支援
② 一定期間、個別に居宅に訪問するなどによる見守り・生活支援、これらを通じた互助
の関係づくり
を実施することで、地域で自立した日常生活を継続していけるような環境づくりを推進し
ていくこととし、その実施に必要な経費として２億円を計上している。
こうした予算面の強化と合わせて、生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭
等のうち生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係るセ
ーフティネット機能の強化を図る観点から、「福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議
会」を開催するなど、厚生労働省・国土交通省間の連携を深めていくこととしていることか
ら、各自治体の福祉部局におかれても、部局内での情報共有を図るとともに、住宅部局との
連携を一層強化していただきたい。
また、今般整備された「新たな住宅セーフティネット制度」については、居住支援のニー
ズを日常の業務から把握し得る福祉部局側から積極的に活用していただきたい。

出典：全国厚生労働関係部局長会議資料（平成 30 年１月 18 日、社会・援護局）
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出典：全国厚生労働関係部局長会議資料（平成 30 年１月 18 日、社会・援護局）
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また、地域支援事業の一つにある「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」につい
て、入居に係る支援等の内容を明確にした上で、事業の拡充を行うとしている。

出典：平成 29 年度 居住支援全国サミット資料（平成 30 年 3 月 5 日、厚生労働省老健局）
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住宅施策の取組としては、空き家・空き室を活用して、幅広く住まいを提供するという
観点から、平成 29 年 10 月 25 日に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（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律が施行された。新たな仕組みは、
① 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
② 専用住宅の改修・入居への経済的支援
③ 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

が柱となっており、③においては、居住支援協議会に加えて居住支援法人の指定制度が導
入された。

出典：平成 29 年度 居住支援全国サミット資料（平成 30 年 3 月 5 日、国土交通省住宅局）
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住宅確保要配慮者の範囲は、地方公共団体の住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画で
追加することができる。住宅の登録基準も同様であるが、戸建ての空き家活用を想定し、
共同居住型住宅の基準を設けた点に特色がある。この制度は、実情を見ながら地域でマネ
ジメントしていくことが重要となる。

出典：平成 29 年度 居住支援全国サミット資料（平成 30 年 3 月 5 日、国土交通省住宅局）
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住宅確保要配慮者の専用住宅は、例えば専ら高齢者を対象にする必要はなく、低額所得
者、高齢者、障害者など複数を対象にすることができる。１階に家主が住み、空いている
居室をシェアハウスにして高齢者や障害者が入居するなど、「まちなか」「ごちゃまぜ」の
まちづくりが可能になっている。

出典：平成 29 年度 居住支援全国サミット資料（平成 30 年 3 月 5 日、国土交通省住宅局）
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住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援に関しては、プラットフォームとして居住支
援協議会の設立が進んでいるが、居住支援に係る新たな担い手として、都道府県は居住支
援法人を指定することが可能となった。地域で住宅の相談に乗ったり、入居後の見守りな
ど要配慮者への生活支援を行ったりするアクターとして、ＮＰＯ法人や社会福祉法人、居
住支援を目的とする会社等が指定の対象となる。

出典：平成 29 年度 居住支援全国サミット資料（平成 30 年 3 月 5 日、国土交通省住宅局）
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