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来る、超高齢社会に向けて、高齢者の

住まいをいかに整備していくかというの

は目下の課題である。その中でも、自助

努力による住まいの確保が困難であると

想定される低所得・低資産高齢者の問題

は深刻であり、早急な対応が望まれてい

るところである。

当財団では、厚労省の補助金により3

か年に渡つて低所得・低資産高齢者の住

まいの問題について検討を重ねてきた。

そこから導き出されたのが、住まい (既

存空き家ストック)とケアをセットで提

供するスキーム「地域善隣事業」である

(*同事業の詳細については、当財団HP

httpノ /www kouluuZal.orip/html/

page01p3pl.htmlを 参照 にされ た

い)。

住まいとケアの一体的な提供方法に

は、様々なバリエーションが想定される。

lalぇば、 1)福祉関係主体が主導し、不

動産関係主体を巻き込んで事業を展開す

るパターン、 2)行政が主導し福祉関係

主体、不動産関係主体等を巻き込んだプ

ラットフォームを構築し、事業をプロ

デュースするノヾターン、などがあるだろ

う。また、 3)不動産関係主体が自前で

ケアの提供を行うことで、入居者が抱え

るリスクを排除し、不動産価値を守りな

がら空き家を解消していくという事業モ

デルは、時世に合致したモデルではない

だろうか。

全国に目を向けると、少ないながらも、

地域善隣事業の理念に通じる活動を実践

している事lalがいくっか存在する。その

中で、本稿では、大阪・兵庫にある2つ

の事夕1を紹介する。うち、 1つは福祉関

係主体が主導となり、低所得高齢者向け

の有料老人ホームを運営するNPO法人

大東ネットワーク事業国と、一般社団法

人近畿パーソナルサポート協会の事lalで

ある。そして、もう 1つは元簡易宿泊所

のオーナー (不動産関係主体)が低所得・

低資産高齢者に自前で生活支援 (ケ ア)

と住まいを提供する、サポーティブハウ

ス、メゾンドヴューコスモの事lalである。

―般財団法人高齢者住宅財団 調査研究部調査課兼研究課 主任研究員 葛西 リサ

麟
2.奈

否藉ニト
ワ~ク事業団の

2-1.住 み処を失つた人々のための支

援

大東ネットワーク事業国は、2002年、

第二種社会福祉事業に位置付けられる無

料低額宿泊所を運営するNPO法人とし

て、アウトリーチを合わせて行う活動を

スター トさせた。2014年 6月現在、兵

庫県と大阪府内に1lヶ 所、総計370定

員の無料低額宿泊所を開設している。

入居者は高齢で身寄りがないものが

多いが、中には若年ではあるが身体障害、

知的障害、精神疾患等により独立した生

活が難しい、または、刑余者や ドメス

ティック・バイオレンス (D∨)被害者

をど、緊急な住宅の確保に迫られている

ケースもある。

また、緊急的に受け入れるシェルター

機能を併設している施設も用意してい

る。

表 1に見るように、入居者のおおよそ

9害」以上が生活保護を受給している。こ

れには、年金収入や勤労収入では生活が

困難なため、足らずを生活保護で補つて

表 1 大東ネットワーク事業団無料低額宿泊所の入居者数と生活保護受給状況
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いる者24.3%も 含まれる。よつて、家

賃も住宅扶助レベル (42,000円 )以内

に設定され、カロえて、管理費16,220円、

水光熱6,220円、食費24,000円 (ひと月

あたり総計88,440円 )を徴収している。

建物については、集合住宅や、もと社

員寮などを丸ごと一棟借りし、団体と入

居者がイ固々 に賃貸借契約を結んでいる。

居室は全て個室であるが、健康管理や見

守り等の理由から、食堂、風呂や便所は

共有である場合が多い。

食事は朝晩の 2食が提供され (昼食は

就労活動や通院等があるため、各自とつ

てもらう)、 その調理は管理人と入居者

が当番で担う。これは、入居者が自立転

居時に自炊できるようにとの配慮からで

ある。

各宿泊所には 1～ 3名の管理人を配

置している。宿泊所の 1室を管理人の居

室として提供しており、救急対応B寺や 卜

ラブル等、何かP。3題が生じれば、この管

理人から本部スタッフに深夜でも連絡が

入り、240寺 間対応で緊急入院などの対

応もしている。

「精神疾患等の課題を抱える入居者は、

状態が急激に不安定になることもあり、

240寺 P03体市」で対応にあたることが必須」

と代表は言う。また、入居者同士のトラ

ブル、ご近所でのトラブルなどは、早急

に対応することが円滑な運営のカギだと

指摘する。

入居者が地域で起こした トラブルに

ついて、代表自ら何度も頭を下げに行く。

トラブルがあつても誠意をもつて対応す

ることで、それが活動への理解を深めて

もらえ、また活動を応援してもらえる

チャンスとなることもあるのだそうだ。

同団体では、地域との良好な関係を築く
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ために宿)白所のある地域の自治会には必

ず登録し、地域の清掃活動にも、入居者、

スタッフともに積極的に参力0する。

また、自立転居をした人でもアフター

フォローが必要なケースがあるため、同

団体では利用契約が終了しても、「元利

用者という縁」から、退所後も引き続き

アフターフォローを行つている。

2-2.住 宅型有料老人ホーム設立の背

宗

宿泊所にて生活する人の多くが、高齢

で行き場がなく、そこでの生活が長期化

する。しかし、無料低額宿泊所はあくま

でも通過型の中PoO施設であり、借金P。5題、

健康改善、就労活動などの向上により、

いずれはどこか落ち着き先を確保して退

所することが前提となる。また、宿泊所

のハード自体が高齢化対応になつていな

い部分があることから、そこでの住み続

けが難しくなるケースも少なくない。

要介護ケースについては、待機期間は

あるものの、グループホームや特別養護

老人ホームヘの移動がある程度容易であ

る。しかし、軽度の認知症等、介護ボー

ダーについては、受け皿がないのが現状

であつた。高齢化lこ よる心身機能の低下

から宿泊所での生活も困難であり、かつ、

高齢者施設 (住宅)への移動が難しい高

齢者の住まいを女□何に確保していくの

か。

代表は、「宿泊所の入居者が高齢化し

ていく中で、宿泊所のみの対応では対応

が難しく、やはり、高齢化した入居者が

安心して最期を迎える場所が必要だと感

じた」と語る。

構想から数年、同団体は関連団体とし

て、2012年 5月 に住宅型有料老人ホー

ムを開設した。

どこにホームを設立するか。物件をい

くつも見て回り、気になつた物件がある

と、その地域をつぶさに観察して歩くの

が代表のこだわりである。「物件が安く、

ハードのスペックがよくても、不便な地

域にあると利用者の生活の質が落ちる」、

「入居者と家族のコミュニケーションが

取り難い」というのがその理由である。

最終的に確保した物件は、最寄り駅か

ら徒歩 3分、近所には大きな商店街があ

るなど、非常に便利な地域に立地する。

定員54名の同ホームは、もと社員寮

を転用したものであるが、廊下幅やイ固室

の広さは住宅型有料老人ホームの標準的

な基準を満たしていをい。そのため、開

設時は無届出の高齢者向け住宅としてス

タートした。市や県とは、こういつたタ

イプのホームを開設することについて事

前協議を進めていた素地もあり、開設か

らしばらくして、住宅型有料老人ホーム

として届出する運びとなつた。これには、

当初よリスプリンクラー設備むど有料老

人ホームと同基準の安全性を確保してい

たことや、運営状況を行政が指導・監督

できる点むど、届出することにより透明

性を担保できるといつた倶」面もカロ味され

た。更に、同市には、低所得かつ独居で

あり高齢者である者の住まいの確保が難

しいという問題が顕在化していたこと

も、有料老人ホームとしての届出をする

に至つた一因である。

ホームの大きな特徴として、同―法人

で介護事業は行わ或 地域の不特定介護

事業者のサービスを利用している点が挙

げられる。勿論、ヘルバーカリ4B寺間常

駐してサービス提供を行うことはできな

い。ヘルバーが対応できない時間帯、ひ
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いてはサービスを、ホームの職員が介護

保険料を請求せずに利用料金の範囲内

で、穴埋め的、緊急対応的に行つている

点も、同ホームの魅力である。地域包括

センターやケアマネジャーなどからは、

「どこかにそういった施設があつたらと

思つていた。それが現実にできた |」 と

喜ばれているという (写真1～ 4)。

2-3.入居者の特徴

入居者の多くが生活保護を受給して

いる。よって、家賃は住宅扶助 (42,500

円)以内に設定され、カロえて、管理費

17,500円、 水 光 熱10,000円、 食 費

36,000円 を徴収している。ひと月あた

りの料金総額は106,000円 であり、宿泊

所利用料よりも若干高く設定されてい

る。

住宅型有料老人ホームとして登録す

ることにより、入居者は、ホームが所在

する市に居住するものが主な対象となつ

た。入居者は、要介護者であることを前

提とせず、行き場を失つた高齢者、自活

した生活が難 しい住宅弱者、夕1えば、

D∨被害者 (パー トナーからの暴力被害

者)や刑余者をも対象にしている点ベ

このホームの特徴である。

入所者の年齢は30代から80代まで幅

広く、平均年齢は679歳である。入居

は役所からの紹介ド最 も多く、次いで病

院が主なルートとなる。特養への待機8寺

に同施設を利用することもあるが、逆に

入居施設に馬1染めないなどの理由から、

特養や他の有料老人ホーム、あるいは

サービス付き高齢者向け住宅から移動し

てくるケースもあるという。

2014年 5月 31日現在、54ある居室は

満室である。うち、入居者は男性が9害」

を占める。要介護者は6害」強、うち、要

～大阪・兵庫の先進事例に学ぶ～

写真3 階段昇降機で2階エントランスヘ

介護度 3～ 5が26.3%と 、当初の「社

会的入院をやむをえず続けている層や行

き場のないボーダー層等に注力する」と

いう想定とは異なり、介護度の高い入居

者が目立つ (図 1)。

他方、介護の必要のない3害Jの入居者

については、アルコール依存、初期認All

症状、統合失調症等の精神疾患により独

居が困難なケースが多く、それに刑余者

やD∨被害者が含まれる。

入居者支援を担うスタッフは 5名で

あり、うち、 3名が住み込みである。基

本的には、この5名がシフトを組み、見

守りや食事の準備等入居者の生活支援を

行う。このほか本部には、病院、役所等

との調整ごとを担う4名のスタッフが常

駐する。

2-4.家 族的なサービス、そして開放

的な運営を目指して

入居者の介護は、外部の介護事業所に

任せるというのが同団体の方針だ。特定

の事業所とは提携せず、よつぽどの不具

合がないかざり、入居者ともともとつな

がりのあつた事業所をそのまま利用する

ことを推奨している。

写真 1 快適な居室空間 写真 2 車椅子に配慮 した洗面所

写真4 共用の浴室
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「介護ニーズは十分あるので、特定の

事業者と手を組むほうが・・・もつと言

え|よ 介護事業所を自前でやる方が運営

は楽なのですが。そうすると、活動が閉

鎖的になつたり、サービスの質が低下す

るのではないかと。訪問介護事業者がそ

れぞれに切磋琢磨してもらうことと、あ

らゆる事業者が出入りすることで、活動

の透明1生 担ゞ保されるのではないかと期

待しているんです」と代表は言う。

筆者が訪問した日も、事務室のイン

ターフォンはひっきりなしに鳴り、多く

のヘルバーや看護師がホーム内を往来し

ていた。エレベーターホールでは元気な

入居者がおしゃべりをしたり、たばこを

吸つたりしている。

そこへある女性が来て、筆者に挨拶を

してくれた。その女性は物件を所有する

家主の親戚だという。

代表いわく「課題のある人を支援する

ホームということで地域からは敬遠され

る」。これを乗り越えるためには、地域

との積極的なコミュニケーションが不可

欠となるのだ。とりわけ、地域のことを

よく知る家主に対しては、ホーム設立の

目的や団体の理念、どういつた入居者が
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いるかなどを伝え、活動への理解を求め

てきた。会話の中で、家主の親戚にヘル

バーがいることを知り、「是非スタッフ

に !」 と声をかけたのだという。ホーム

の内情を全て知ってもらって、理解を深

めてもらうことがその目的だつた。いま

では、家主はホームの一番の理解者だと

いう。改修の際にも、家主の好意に甘え

た部分は多分にある。しかし、浴室の複

数増設、階段昇降機やスプリンクラーの

設置、徘徊に対応するためのモニター設

備など、ホームの開設にあたりかなりの

出費が伴つた。

同ホームヘの二一ズが高いことは把

握しているものの、近い将来、新たにホー

ムを開設する予定はないという。それは、

二―ズのある地域に今のところ理想的徐

物件がないことと、要介護者を扱う上で

採算面での課題があるためだという。

13.Iり百二壬ズ堪3贔b結イ
ン

3-1.サポーティブハウス創設の背景

サポーティブハウスとは、簡易宿)白所

を転用した「共同住宅」である。サポー

ティブハウスのある釜ヶ崎地域は、建設

業に従事する労働者の町として栄えたこ

とで有名である。しかし、1990年代の

後半、バブル崩壊のあおりを受けて建設

業は衰退。失業した労働者が路上にあふ

れてホームレスと化し、自殺者や飢餓者

が出るなど、その影響は深亥」なもので

あつた。「釜ヶ崎に住むものとして、こ

の状況はなんとかしなければと思った

し、同時に、120室の簡易宿泊所のオー

ナーとしても強い危機感を感じた」と語

るのは、メゾンドヴューコスモ (以下コ

スモ)代表の山田尚実オーナーである。

「それまで個々で活動していた団体や

関係機関、そして地域住民が、釜ヶ崎の

町のことを真剣に考えるようになりまし

た。その中で、路上に出ている人たちを

―iの上にあげるためにどうしたらいいか

頭を悩ませ、最終的に行きついたのがサ

ポーティブハウスの開設でした」という

経緯があり、サポーティブハウス第1号

は2000年に誕生した。その後、2001年

12月 に、コスモもサポーティブハウス

運営に乗り出すこととなった。

2004年にはNPO法人サポーテイプ連

絡協議会が設立され、2014年 7月、 7

事業者9軒がこれにカロ盟している。

大阪府簡易宿泊所生活衛生同業組合

50年誌によると、サポーティブハウス

の主な条件は、①スタッフカリ4B寺間常

駐して生活相談及び必要な生活支援を

行つていること、②居住者や職員、更に

は、地域の支援団体等が自由に利用でき

る共同リビング (談話室)を備えている

こと、③一部に手すりや洋式トイレを設

けるなどして高齢化に対応しているこ

と、④入居B寺の保証人や保証金を設定し

ないことによつて、野宿から即座に居宅

保護に移る道を切り開いていること、と

〒鱚Я詫フ
要介護4
53%

要支援2
26%

要介護3
105%

図 1 入居者の介護レベル
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されている。

3-2.サ ポーティブハウスでの生活

2014年 6月現在、120室ある居室は

ほぼ満室である。入居者について、路上

に出ている人を直接引き受けることはな

く、ほとんどが支援団体からの紹介であ

る。このほか、入居施設に周1染めないか

らと、サービス付き高齢者向け住宅など

から移動してくる人もいる。但し、行政

からの紹介は一切ない。

契約方法は、利用者と家主との直接契

約である。コスモの家賃は生活保護の住

宅扶助費の満額42,000円 であり、共益

費は3,000円である。光熱費については、

個室ごとに子メーターを設置しており、

これを確認して、それぞれ実費を徴収す

るというシステムだ。水道代は基本料の

1,620円 、ガス代は無料である。路上か

らすで入居ができるように、敷金、礼金

等の一時金は徴収しない。生活支援は全

て、家賃収入と共益費の中から賄われる。

食事の提供は行つておらず、自炊する

人、タト食する人、配食をとる人、ヘルバー

さんが買つてきたものを食べる人、様々

である。

入□を入ると、す(右手に24日寺間ス

タッフが常駐する受付カウンターがある

(写真 5)。 そこを通り抜け、左に曲がる

とテレビや電子レンジ等が設置された談

話室がある (写真 6～ 7)。 このほか、各

階には簡易のキッチンがついており、簡

～大阪 。兵庫の先進事例に学ぶ～

単な自炊なら自由にできる。居室は3畳

1間、風呂、便所は共有だ (写真8～ 9)。

コスモでは、支援員、清掃員含め9名

ものスタッフがシフトを組んで24B寺間

対応にあたっている。このため、空きが

多くなると経営は厳しくなるのだとい

う。

生活支援の内容は、入居者の抱える状

況によって幅広い。支援に手数料は ty」

かからず、安否確認は勿論、生活保護の

申請手続き、金銭管理、服薬管理、借金

P。3題の解決、入院手続きや入院時のお見

舞いのほか、入居者同士のトラブルの仲

裁を行うこともし法つちゅうだ。

入居者の中には、それまでの人生で病

院というところに縁がなく、医師と話を

するだけで緊張してしまうものもいる。

「お医者さんの説明が難しくて、『わか

らへん』といつて帰つてきてしまう人も

いるし、中には、理解できていないのに、

『なんでもええわ』と話も間かずに了解

してしまう人もいるんです」と山田オー

ナー。そこで、通院の際には同行支援を

し、医師の説明を「通訳」するのだとい

う。

1階エン トランスにある受付兼ス

タッフ控室には、壁一面に入居者の名前

と薬がセッティングされている (写真

写真5 1階 の受付 写真 6 1階 にある談話室

群

鯰

写真 7 イベン トの掲示写真

写真 8 3畳 1間の居室 写真 9 洗面と洗濯室
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10)。 30人を超える入居者の服薬管理を、

朝昼晩行うことは大変な作業に違い省

い。また、糖尿病の人居者のためのイン

スリンも管理しており「受付の冷蔵庫は

薬でいつぱい」なのだそうだ。中には、「吸

いすぎてしまうから」と、受付に煙草を

管理してもらつている人までいる。

「金銭管理も大変です。この人は、 1

日いくら渡す、この人は、 1週間にいく

ら渡すなど、人によって渡す額も頻度も

異なるんですが、ほ1誡 50人以上の金

銭を管理をしています」と女性スタッフ

は苦笑いする。

3-3.終 の棲家としてのサポ
=テ

イブ

ハウス

開設から13年間で、入居者の抱える

課題は大きく変化しているという。開設

当初は「元気な野宿経験者」が多かつた

のだが、近年では、高齢で要介護で行き

場がない人、若くても精神疾患等の課題

を抱える人などの困難なケースが増えて

きている。

「とりわけ、アルコールを原因とする

認知症は対応が大変なんです。大量の飲

48 財団ニュース Vo1 12

酒により健康状態も勿論よくないのです

が、アルコールによる認知症は年齢が若

くても起こるのです。lrlぇば、『○○に

行つてくるわ』と出た人がすでにかえつ

てきて、『俺どこ行くんやつたか省 ?』 つ

てポカンとしている。自転車を停めたが

その場所を思い出せないという人もいた

りして」そういつた入居者に、気長に寄

り添うのがスタツフの仕事なのだ。

「アルコールは飲まない」という条件

で入所した人が飲酒してしまうというこ

とも少なくない。「酔つている時に叱っ

ても意味がありません。しらふに省つた

時に、真剣に叱るんです。うちのスタッ

フは皆怖いですから」と山田代表はニヤ

リと笑う。ひとりひとりに真剣に向き

合つて支援をするからこそ、入居者から

信頼を得ることができるのだろう。

「毎回徘徊して何度も行方不明になっ

たり、カップラーメンを食べると言つて

カップラーメンに直接央をつけてしまつ

たり」というように、周囲に迷惑がかか

るような症状が出てくると、サポーテイ

プハウスでの居住継続が難しくなること

もある。そういつた場合には、グループ

ホーム、特男」養護老人ホーム、サービス

付き高齢者向け住宅、生活保護に対応し

ている有料老人ホーム、そして病院など

必ずその人にあった行先を、役所や支援

団体と協議しながら検討するという。病

院に移つた後も、お見舞い等で関係をつ

なぐ。ここが一般の大家とは異なるとこ

ろであろう。

「でもね、一旦病院に入居した人が『コ

スモで死ぬんや～』っていいながら、私

たちを待つていたりする。どうしたらい

いか、当事者に関わつている人たちに相

談して、あらゆるサービスを付けてコス

モで引き取つたケースも少なくないん

ですよ」と山田オーナー。介護は、入居

者がそれぞれ契約している事業所と密

に連携を取りながら基本的に任せてお

り、胃痩など、専門的な処置が必要とさ

れるケース以外であれ|よ 要介護5レベ

ルでも居住支援が可能だという。

最も長い人で、13年コスモに住み続

けている人がいる。その入居者は今年

98歳、コスモの最高齢者だ。このほか、

後期高齢者が入居者のほとんどを占め

る。入居者が年々高齢化するコスモでは、

年Po3 5～ 6名が他界する。コスモで看取

りをする場合や、最期の数日間を病院で

過ごし亡くなる場合もある。そのたびに、

スタッフと入居者でお葬式を行う。この

ように、入居者の多くがコスモで看取ら

れ、葬儀してもらうことを希望している

のだそうだ。

かなり専門的な支援をしているコス

モであるが、スタッフの職能は問わない

という。「求人雑誌で募集して、面接に

来た人には、仕事の内容を説明して『大

変やで』とは言うんやけど、意夕‖こ皆長

く続けてくれるんです。医療のことも、

福祉のことも、介護のことも、法律のこ

とも、オン ザ・ジョブで習得してきた。

皆プロですよ」と山田オーナーはあつけ

らかんと笑つた。

14 
さいこに

本年度からは、当財国の3年間の調査

研究事業の成果を踏まえて、厚労省のモ

デル事業「低所得高齢者等住まい・生活

支援事業」が実施される (モデル事業の

詳細についてはhttoブ /www.kouiuuzal.

or.Io/odf/2014030503 odfを参照され

写真10 大変な服薬管理



全国の地域善隣事業

たい)。

モデル事業に選定されるのは16団体

と少ない。しかし全国的に見て、管轄内

の課題を認識しながらも、その解決手段、

つまり、どのように地域善隣事業を展開

させるのかのノウハウを持たない基礎自

治体が相当数存在する。当財団では、危

機感を感じながらも情報やノウハウを持

たない自治体や、モデル事業に参入しな

いまでも、自前で事業を展開しようと試

みる事業主体への情報提供等を継続して

いく予定である。

低所得高齢者の社会的入院にかかる

コストは破格だ。本稿で紹介したような

チャレンジングな取り組み等により住ま

いの受け皿が増えることで、計り知れな

いメリットが、自治体、ひいては地域に

もたらされることは間違いない。今後、

このような取り組みの効果が波及し、全

国に広がりを見せ、低所得高齢者の住ま

いの問題の解決、ひいては地域の活性化

に繋がることを期待したい。

～大阪・兵庫の先進事例に学ぶ～
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