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１．はじめに 

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。 
2011年に閣議決定された住生活基本計画には，住宅の

確保に特に配慮を要する者（以下住宅確保要配慮者）の

居住の安定確保が目標として掲げられた。 
これらの対応については，公営住宅の供給に加え，民

間賃貸住宅の円滑な活用が挙げられている。確かに，平

成 20 年の住宅・土地統計調査によると空き家率は

13.1％であり，このことから，既存ストックを積極的に

活用した支援スキームの構築が現実的な策と言えるだろ

う。しかしながら，住宅確保要配慮者の安定的な生活は，

住宅，つまりハードの提供のみでは実現しえず，そこに，

恒常的な生活支援，ケアが付されて初めて成立する。 
（一財）高齢者住宅財団では，厚労省の補助金により 3
カ年に渡り，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（見守り等の生活支

援）をセットで提供するスキーム「地域善隣事業」であ

るi。 
 本稿では，この地域善隣事業の基本的な考え方につい

て概説していく。 

2．地域善隣事業の基本的な考え方 

 高齢者住宅財団（2014）によると，事業の対象は，1）
低所得，低資産である，2）住居を失った，または失う

おそれがある，3）家族がいない，または家族による経

済面，日常生活面での支援が期待できないなど，社会的

なつながりによる支援が乏しい，4）高齢者，疾病，障

害等により心身の状況が低下し，地域での居住継続のた

めの何らかの生活支援を必要とするものとするとされて

いる。 
 また，事業のスキームは，図 1に示されるように，ハ

ードとしての住まいとソフト面ケアの支援の一体的供給

が基本となる。 

図1 地域善隣事業の２つの柱 
出典；（一財）高齢者住宅財団報告書（2014）より 



 この実現のためには、住まい及びケアを個別に提供す

るのでは意味がなく、不動産関係主体と福祉関係主体が

連携・協同しながら同事業を展開していくことが鍵とな

る。不動産関係主体にとって，入居者が抱えるリスクを

低減し，不動産価値を担保できなければ空き家を開放す

ることは難しい。他方，住宅確保要配慮者等のケアを担

う福祉関係主体は，支援対象者の住まいの確保困難に直

面しがちである。互いの足りない部分、例えば、不動産

関係主体にとってはケアの部分を、福祉関係主体にとっ

ては住まいの確保の部分を補完し合いながら，そこから

得られるメリットを享受しようというのが本事業の特徴

でもある。 

 但し，これまで畑違いと考えられてきた不動産関係主

体と福祉関係主体の連携体制は十分ではない場合がほと

んどである。そこで，この橋渡しの役割が行政に期待さ

れる（図2）。 

 

図2 事業に取り組む主体の関係性 
出典；（一財）高齢者住宅財団報告書（2014）より 

 
3 事業実施体制と供給母体のバリエーション 

 本事業は，比較的小規模なエリア（日常生活圏域等）

での活動を想定している。但し，事業の実施体制や住ま

いとケアの供給母体は，事業を立ち上げる地域がそもそ

も有する資源（住宅の空きストック，医療，介護，生活

支援を提供する福祉事業主体の質や数）により左右され

ると考えられる。そこで，実施体制は，具体的なエリア

で支援活動を担う「個別事業体」と個別事業体を含む，

より広域的な対応と連携体制の構築を行う「プラットフ

ォーム機能」の２つを用意することが考えられる。 
 

3-1個別事業体 

 社会福祉法人，NPO 法人，医療法人やその他の協働組

織体が想定される。想定される事業を以下にあげる。 

・支援対象者の把握 

・家主等との連携 

・支援対象者と住まいのマッチング 

・支援計画の作成，対象者のニーズに応じた継続的な

「相談・支援」 

・住まいの入居者同士や地域との互助の醸成 など 

 
3-2プラットフォーム機能（図3） 

（一財）高齢者住宅財団（2014）によると「支援対象者

の様々なニーズに対応できるよう，個別事業体だけでな

く，地域の関係主体による連携体制の構築を図るものが

「プラットフォーム」機能である」とされている。この

プラットフォーム機能は，各個別事業体の活動エリアよ

りも広域的に構築されるものであるとされており，一般

的には，市町村単位が基礎になると想定されている。 
 プラットフォームへの参加主体は，各個別事業体のほ

か，家主や不動産業者，医療機関，介護事業所，住民組

織，地域包括支援センター，福祉，生活保護，介護，住

宅等の行政部局などが考えられるだろう。 
 想定される事業は以下のものが考えられる。 
・地域における関係者のネットワーク 
・支援対象者の住まいにふさわしい物件の開拓，物件情

報の共有 
・支援対象者の把握のための情報共有 
・情報開示等の在り方等，事業の透明性や社会的信頼確

保のためのルールづくり 
・寄付の呼びかけなど，事業の民間財源確保のための活

動 など 

 
図3 地域善隣事業の実施体制 

出典；（一財）高齢者住宅財団報告書（2014）より 

 
3-3 支援を供給する母体のバリエーション 

住まいとケアの一体的な供給を担う体制にはいくつか

のバリエーションが想定される。 
まず、それぞれの地域で活動する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（福祉関係主体主導型）が想定される（図 4）。 
次に，プラットフォームを構築するエリア内に個別事

業体となりうる福祉関係主体が存在しないため，行政が

積極的に関係主体に働きかけ，プラットフォームを構築

し，事業をプロデュースするパターン（行政主導型）が



あるだろう（図 5）。但し，行政主導型については，プ

ラットフォームをオーガナイズした後，事業関係者が自

律的に運営できるように進めながら，関与の度合いを低

め，最終的には，事業のバックアップに回ることが望ま

しいとされる。 
また，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ii。 
 

 
図4 福祉関係主体主導型のプラットフォームの構築 

出典；（一財）高齢者住宅財団報告書（2014）より 

 

 
図５ 行政主導型プラットフォームの構築 

出典；（一財）高齢者住宅財団報告書（2014）より 

 
４ 財源の在り方 

 地域善隣事業は，公費の支出を前提とはしていない点

で従来型の事業とは一線を画す。 
 事業費に公費が投入されることは，安定的な財源を確

保できるという点で事業者に安心感を与え、行政側にと

って事業を監視・監督することができるといったメリッ

トを与えるかもしれない。但し，行政が，事業の適正化

を「監視・監督」するということは，事業そのものに対

して，条件や基準が設定されることを意味する。この点

が，事業の自由度や柔軟性を削ぐ要因となりかねないし、

行政主導の事業となれば，「行政に任せておけばいい」

というような気運を招きかねない。地域善隣事業は，必

ずしも公費の投入を完全に否定するものではないが、財

政の面で自立性を志向することが求められるものではあ

る。 
では，どのように，財源を確保し，自立性を志向すれ

ばいいのか。 
 例えば，大阪府社会福祉協議会が実施する生活困窮レ

スキュー事業では，各社会福祉法人の老人施設部会が基

金を拠出し、地域の切迫したケースの支援、対応にあた

っている（図 6）。拠出金の額は、特別養護老人ホーム

定員 50 人の場合、１人あたり 5000 円、総額 25 万円、

定員 100 人の場合 50 万円となる。2013 年度では、年間

総額１億円の基金が集まったという。特に切迫したケー

スについては、10 万円を上限に個人への経済援助が行

なわれる。 
拠出金の 7割が人件費等の活動費に充てられ、残りの

3割がこの経済援助に活用されているという。 
 

 
図 6 生活困窮レスキュー事業のイメージ 

出典；https://www.osakafusyakyo.or.jp/suisin/pdf/introduce.pdf 
 

このほか、全国的に見て、低所得高齢者に対して住ま

いとケアの一体的提供を行うNPO法人等は増加してき

ており、そういった取り組みに学ぶべき点は多いiii。 
 
5．さいごに 

従来，日常の自立した生活が困難な人々の居住問題は，

社会保障政策，つまり施設への入所を以て解決してきた

きらいがある。例えば，低所得高齢者については，特別

養護老人ホームや養護老人ホーム（以下特養）が整備さ

れ、金銭的余裕のあるケアニーズに対しては，有料老人

ホームが対応し，その間を埋めるものとして軽費老人ホ

ームが存在するという具合である。 
女性の役割の変化や多様化する家族関係の中で，家族

からの介護が得られない高齢者は急増し，施設ニーズは



ますます高まっている。2014 年の厚生労働省老健局の

報告ivによると，特別養護老人ホーム待機者は 52 万人で

あるが，とりわけ，都市部においてそのニーズの充足が

難しい傾向にある。但し，これらは特養側から見て「真

に入所が必要」なケースばかりではないようだ。2011年
度に特養待機者の実態を明らかにした厚労省の調査vに

よると，家族による申し込みの理由として「今は自宅で

生活できているが将来が不安なため」というものが約 5
割も存在する。つまり，在宅生活を支えうるケアの仕組

みを整備すれば，待機者数を大幅に減らすことができる

ということである。 
2011年には，高齢者の居住安定確保に関する法律が改

正され，サービス付き高齢者住宅（サ付）の登録制度が

スタートした。中には低所得階層を狙った物件もあるが、

多くが、低所得階層には手が届きにくい、高額なものに

なっている。 
こういった意味において、既存の空き家を活用しつつ、

そこにケア届けるという地域善隣事業は低所得高齢者の

住まいの確保を実現する上で、大きな可能性を秘めてい

ると言えるだろう。 
なお、本年度からは，当財団の 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vi。 
モデル事業の枠は 16 団体であり、2014 年度の第 1 次

募集には 8団体が応募している。その内訳は、政令市 4、
地方の市 2、町 2 と多様であり、地域も北海道から九州

まで幅広く分布している。こういった意味から、同事業

は、総意工夫によりどういった地域においても、活用し

うるスキーム、普遍的な事業モデルと言えるだろう。 
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

当数存在すると推察される。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。 
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