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～中間とりまとめについて～



○我が国の総人口は、2010年にピーク（12,806万人）となり、以降は減少していく見通し。
○高齢人口は2010年から2060年までに約516万人増加するのに対し、生産年齢人口は約3,756万人、若年人口は約
893万人減少する見通し。

我が国の人口の推移（年齢層別）

出典：総務省「国勢調査」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2012年1月推計）」

（注１）「若年人口」は0～14歳、「生産年齢人口」は15～64歳、「高齢人口」は65歳以上の者の人口
（注2）1950～1969年、1971年は沖縄を含まない
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人口構造の変化（人口ピラミッドの変化）
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～19歳
2,287万人
(18.0％)

20～64歳
7,497万人
(59.0％)

65～74歳
1,517万人
(11.9％)

75～歳
1,407万人
(11.1％)

2010年(実績)

6,233万人 6,573万人
男性 女性

総人口 1億2,806万人

65歳以上
20～64歳 ＝

1人
2.6人

団塊の世代

団塊ジュニア

2025年

～19歳
1,849万人
(15.3％)

20～64歳
6,559万人
(54.4％)

65～74歳
1,479万人
(12.3％)

75～歳
2,179万人
(18.1％)

5,834万人
男性

総人口 1億2,065万人

6,232万人
女性

団塊の世代

団塊ジュニア

65歳以上
20～64歳

1人
1.8人＝

2040年

～19歳
1,467万人
(13.7％)

20～64歳
5,393万人
(50.3％)

65～74歳
1,645万人
(15.3％)

75～歳
2,223万人
(20.7％)

5,158万人 5,569万人

男性 女性

総人口 1億727万人

65歳以上
20～64歳 ＝

1人
1.4人

団塊の世代

団塊ジュニア

（出典）2010年「平成22年国勢調査」
2025年、2040年：「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」（出生中位(死亡中位)推計）

○2025年に団塊の世代は後期高齢者となる。
○１人の高齢者を2.6人で支えている社会構造が、2040年には１人の高齢者を1.4人で支える社会構造になる見込み。
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人口・世帯数の推移と将来推計（単位：千人）

（出典）国立社会保障・人口問題研究所
『日本の世帯数の将来推計（全国推計）』（2013年1月推計）

【凡例】 -●-人口、-■-世帯、
■１世帯あたりの人員数、■ピーク

大都市圏：住生活基本法施行令で定める都道府県（
茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府
、兵庫県及び奈良県）

地方圏：大都市部以外の道府県

（出典）
人口：日本の将来推計人口

（全国：2012年1月推計、その他：2013年3月推計）
世帯数： 日本の世帯数の将来推計

（全国：2013年1月推計、その他：2014年4月推計）
［国立社会保障・人口問題研究所］

【大都市圏】

【地方圏】

世帯数の減少
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ひとり親と子

夫婦のみ

単身世帯

夫婦と子

17,637
(33.3%)

18,457
(37.2%)

11,532
(23.3%)

10,500
(21.2%)

5,645
(11.4%)

（千世帯）

【世帯類型別世帯数】

○我が国の人口は減少局面に入っており、世帯数も2020年以降減少を続けていく見込み。
○今後、夫婦と子の世帯が減少していく一方、単身世帯の増加が見込まれ、2015年には総世帯の1/3に達し、その後
も増加する見込み。
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安心居住政策研究会について

（学識経験者）

○赤井厚雄

○伊香賀俊治

○大月敏雄

○祐成保志

◎中川雅之

○水村容子

○山田あすか

○国土交通省住宅局安心居住推進課長

○厚生労働省老健局高齢者支援課長

○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室長

メ ン バ ー
（順不同・敬称略／◎：座長）

検討の進 め方
委 員

オ ブ ザ ー バ ー

○国土交通省住宅局安心居住推進課
事 務 局

高齢者、子育て世帯、障害者等の多様な世帯の安心な住まいの確保に向けた目指すべき方向性、今後取り組む
べき対策等を検討するため、「安心居住政策研究会」を設置する。

早稲田大学国際不動産研究所客員教授

慶応義塾大学理工学部教授

東京大学大学院工学系研究科教授

東京大学大学院人文社会系研究科准教授

日本大学経済学部教授

東洋大学ライフデザイン学部教授

東京電機大学未来科学部准教授

（関係団体）

○木幡 剛 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 事務局長
○小村 利幸 公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会 副会長
○竹本 清志 独立行政法人 住宅金融支援機構

業務企画部業務計画グループ長
○林 靖人 一般社団法人 不動産協会 住宅政策委員会
○間瀬 昭一 独立行政法人 都市再生機構 ウェルフェア推進事業部

ウェルフェア推進戦略チームリーダー
○宮代 哲一 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 常務理事
○吉田 肇 一般社団法人 住宅生産団体連合会

「成熟社会居住研究会」座長

● 第１回 自由討議（９月30日）
・これまでの主な取組に関する現状と課題

● 第２回 外部有識者ヒアリング① （11月５日）
＜テーマ＞高齢者の安心な住まいの確保等
＜外部有識者＞
・日本社会事業大学専門職大学院 教授 井上由起子氏
・社会福祉法人佛子園 理事長 雄谷良成氏

● 第３回 外部有識者ヒアリング②（11月26日）
＜テーマ＞子育て世帯の安心な住まいの確保等
＜外部有識者＞
・ミキハウス子育て総研株式会社 代表取締役社長 藤田洋氏
・（一社）移住・住みかえ支援機構 代表理事 大垣尚司氏

● 第４回 外部有識者ヒアリング③（12月24日）
＜テーマ＞障害者の安心な住まいの確保等
＜外部有識者＞
・阪井土地開発株式会社 代表取締役 阪井ひとみ氏
・認定ＮＰＯ法人ぱれっと えびす・ぱれっとホーム施設長 菅原睦子氏

● 第５回 中間とりまとめ（骨子）に関する議論（３月16日）

● 第６回 中間とりまとめに関する議論（４月８日）
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【現状】
・持家率約８割（二人以上の世帯）
・住み替え等の希望は約26％で、サービス付
き高齢者向け住宅が約30％で最も高い
・家計の約４割は毎月赤字 等

【課題】
・住まい方の見つめ直しと居住支援の充実
・健康・介護・医療や生活支援等のサービス、コ
ミュニティの形成など、地域の中でのいきいき
とした生活や活動を可能にする環境整備

○ 今後の住宅は、環境に優しく、「多様な世帯」が、「コミュニティ」の中で、「安心」して、「健康」、「快適」に、「自己実現」して暮らせる場としてい
くことが重要

○ 単にハードの「箱」として住宅の供給や仕様・性能の向上を図るだけでなく、そこに住む人のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上を図ること
が大切。コミュニティなどを包摂する「住まい」の空間として、住む人の心が温まる「ハートフルな住まい」を目指すべき

○ 同時に、地域との関連では、まち全体のコンパクト化と合わせ、多様な世帯が安心して健康に暮らすことができる日常生活圏域（「住生活
クラスター」）の形成を進めるべき

○ 具体的には
・ 良好な住空間の提供に加え、コミュニティや福祉サービス等の拠点施設を備えた「スマートウェルネス住宅・シティ」の整備を日常生活圏
を目安に推進

・ 地域を挙げた居住支援の枠組みとして住宅、人、コミュニティなどをつなぐ窓口の「居住支援協議会」を設立し、活動を強化

安心居住政策研究会中間とりまとめ（概要）

１．今後の住まいのあり方と政策の方向性

２．高齢者の安心な住まいの確保

④ 高齢者住宅市場における資金調達(ファイナンス)の多様化
○ サ高住の運営事業者等への説明会等により、ヘルスケアリートの活用を促進 等

③ 生活資金の確保、住み替え支援のための「リバモゲ」の拡充等
○ 生活資金の確保のため、リバースモーゲージに係る公的機関の関与のあり方など担保評価
手法の高度化等の検討を推進

○ 住宅確保要配慮者向けの低廉かつ入居拒否等のない賃貸住宅の供給促進を支援 等

① 「健康の維持増進」と「地域の居場所づくり」
○ 介護・医療サービス施設に加え、「スマートウェルネス住宅・シティ」の拠点施設として、空き家等
を活用しつつ、健康維持増進施設、コミュニティ施設等の整備を重点的に支援、先導的な取組を
モデル事業として支援 等

② “居住支援協議会による「住まい」の包括サポート”の実現
○ 地域の自治体等から成る居住支援協議会を設立し、全国各地で、「住まい相談員」の配置、協
力を得た地元店舗に「近所の相談窓口」を開設、安心賃貸住宅の情報提供等の取組を推進

○ 居住支援協議会の全国ネットワーク化によりサポート体制を充実 等

住まいの現状及び課題

今後取り組むべき主な対策
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安心居住政策研究会中間とりまとめ（概要）

３．子育て世帯の安心な住まいの確保

【現状】
・持家希望は約８割
・住み替え意向は約３割だが、資金不足や情報
不足により希望と乖離
・コミュニティ、保育所等の利便性等のニーズが
高い

【課題】
・安心して子を産み、育てることができる広さ・間
取り・構造・設備や、コミュニティの形成、子育て支
援サービス、安全な遊び場、移動空間の確保な
ど地域の中で安心できる環境整備

住まいの現状及び課題

今後取り組むべき主な対策

④ “居住支援協議会による「住まい」の包括サポート”（再掲）

③ 子育て支援やコミュニティの形成支援等の充実・強化
○ 「スマートウェルネス住宅・シティ」の拠点施設として、託児・保育所等の子育て支援サービ
スやコミュニティ施設等の整備を推進、先導的な取組をモデル事業として支援

○ 各地域における同居・近居の取組事例等を整理

② 親世代の資産を活用した「子育てリバモゲ」の導入等
○ 親世帯の住宅資産を活用したリバースモーゲージ導入に向けた公的保証を検討 等

① 安心して子育てできる住宅の普及促進
○ 子育て世帯向け住宅の認証などに取り組む自治体の施策推進など、多様なサービス展開
を促進するため、安心して子育てできる住宅に関するガイドライン(指針)を策定 等

４．障害者の安心な住まいの確保

【現状】
総数は約787.9万人、総人口の約6.2％(身体:約
393.7万人、知的:約74.1万人、精神:約320.1万人）

【課題】
・各々の状況にあった住まいの確保
・生活支援サービスやコミュニティの形成など、障
害の有無や程度にかかわらず全ての者が地域
で支え合う環境の構築

住まいの現状及び課題

今後取り組むべき主な対策

③ 障害者が入居可能な住宅の供給拡大
○ グループホームの整備、要配慮者向け賃貸住宅の整備促進 等

② 障害者のコミュニティの形成支援等の充実・強化
○ ソフト・ハード一体で障害の有無や程度にかかわらず全ての者が地域で支え合う取組などの
先導的な取組をモデル事業として支援、拠点施設としてコミュニティ施設等の整備を推進 等

① “居住支援協議会による「住まい」の包括サポート”の実現
○ 障害者総合支援法に基づく協議会と連携した取組を重点的に支援
○ 賃貸人等に対する意識調査の実施や理解を促進するための方策を検討 等

○居住支援協議会がカバーする市区町村の割合：20％⇒100％（平成32年度）
○高齢者、子育て世帯の満足度向上：それぞれ80％以上（平成30年度） 等

【安心居住目標】
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スマートウェルネス住宅等推進事業の概要
高齢者、障害者、子育て世帯等の多様な世帯が安心して健康に暮らすことができる「スマートウェルネス住宅」を

実現するため、サービス付き高齢者向け住宅の整備、住宅団地等における併設施設の整備及び先導的な取組みに対す
る支援を実施する。

○ 「サービス付き高齢者向け住宅」の供給促進のため、整備費に対して、国が民間事業者等に補助を行う。

①サービス付き高齢者向け住宅整備事業①サービス付き高齢者向け住宅整備事業

○ 住宅団地等における併設施設※の整備費に対して
、国が民間事業者等に補助を行う。

②スマートウェルネス拠点整備事業②スマートウェルネス拠点整備事業

※高齢者生活支援施設（見守りや生活支援サービス等の拠点施設等）、障害
者福祉施設、子育て支援施設

スマートウェルネス住宅等推進事業スマートウェルネス住宅等推進事業

○ 高齢者、障害者、子育て世帯の居住の安定確保及
び健康の維持・増進に資する先導的な事業として選定
されるものに対し補助を行う。

③スマートウェルネス住宅等推進モデル事業③スマートウェルネス住宅等推進モデル事業

〔住宅〕 補助率：建設・買取 1/10、改良 1/3 補助限度額：100万円/戸
〔高齢者生活支援施設〕 補助率：建設・買取1/10、改良 1/3 補助限度額：1,000万円/施設

補助率：建設・買取・改良 1/3
補助限度額：1,000万円/施設

〔建設工事費〕 補助率：建設・買取 1/10、改良 2/3
〔技術の検証費、情報提供及び普及費等〕 補助率：2/3

平成27年度予算 320億円
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サービス付き高齢者向け住宅整備事業について

事業イメージ

＜要件＞

「サービス付き高齢者向け住宅」として登録

○高齢者住まい法の改正により創設された「サービ

ス付き高齢者向け住宅」として登録されることが補
助金交付の条件

その他の要件

○サービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録
するもの

○入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の
額と均衡を失しないように定められるもの

○入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによる
ものに限定されていないもの

○事業に要する資金の調達が確実であるもの 等

○高齢者生活支援施設を合築・
併設する場合は、新築・改修
費にも補助

＜補助率＞

住宅 ：
新築 1/10（上限 100万円／戸）
改修※１ 1/3 （上限 100万円／戸）

高齢者生活支援施設※２ ：
新築 1/10（上限1,000万円／施設）
改修 1/3 （上限1,000万円／施設）

※１ 住宅の改修は、共用部分及び加齢対応構造等（バリアフリー化）に係る工事に限る。
平成27年度より、用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるために必要となる構造・設備の改良に係る工事＊を追加。

＊･･･高齢者住まい法上必要となる住宅設備の設置 等

※２ 高齢者生活支援施設の例： デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、診療所、訪問看護事業所 等

スマートウェルネス住宅等推進事業
平成27年度 予算：320億円

前年度 予算：340億円
の内数

８



住宅確保要配慮者（低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭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、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携（住宅
セーフティネット法（※）第10条第1項）し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報
の提供等の支援を実施。

○ 概要

居住支援協議会の概要

（※） 住宅セーフティネット法は平成１９年に施行

（１）設立状況

４８協議会が設立（Ｈ27.3.26時点）[３７都道府県・１１区市]
（北海道、岩手県、宮城県、山形県鶴岡市、福島県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、江東区、豊島区、板橋区、
神奈川県、新潟県、富山県、岐阜県、岐阜市、静岡県、愛知県、
三重県、滋賀県、京都府、京都市、大阪府、兵庫県、神戸市、
和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、
香川県、愛媛県、高知県、福岡県、北九州市、福岡市、
大牟田市、佐賀県、長崎県、熊本県、 熊本市、大分県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県）

（２）支援
居住支援協議会が行う住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅等
への入居の円滑化に関する取り組みを支援
・予算額（H27年度）重層的住宅セーフティネット構築支援事業

（2.3億円）の内数

生活困窮者
自立支援制度【居住支援協議会による主な活動内容】

・メンバー間の意見・情報交換（３８協議会）
・住宅確保要配慮者に対する住宅情報の提供（２７協議会）
・住宅確保要配慮者に対する住宅相談サービス（１８協議会）
※住宅に関する各種相談に窓口や電話、インターネットで応じる場合

・賃貸人、要配慮者を対象とした講演会開催（１６協議会）
・住宅確保要配慮者に対する住宅の紹介・斡旋（１４協議会）

９

居住支援協議会

地方公共団体
（住宅部局・
福祉部局）

都道府県
市町村

居住支援団体

ＮＰＯ
社会福祉法人等

不動産関係団体

宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

生活福祉・
就労支援協議会

地域住宅協議会

(自立支援)協議会

連
携



居住支援協議会の今後の方向性

○ 高齢者、子育て世帯、障害者等の住宅確保要配慮者に対する居住支援体制強化のために、全都道府県単位での居住支援協
議会の設立を促進

○ 地域の実情を踏まえたきめ細やかな居住支援を実施するためには、基礎自治体である市区町村においても居住支援協議会
を独自に設立することが望ましいため、市区町村単位での居住支援協議会の設立に向けた検討を推進
（市区町村による独自の設立が困難である場合は、都道府県が設立する協議会の構成員として参画）

➁情報共有

➁住宅確保要配慮者の居住の安定を図る取組

○住宅確保要配慮者の居住支援につながる先進的
・先導的な取組を実施する居住支援協議会に対
して、国から支援することで取組を促進

居住支援協議会の設立促進

○居住支援協議会の全国会議を定期的に開催し、
先進的・先導的な取組の周知・普及を図る
○居住支援協議会が抱える課題の共有や有識者に
よる助言などの各協議会の課題解決に向けた支
援を充実
（居住支援協議会の全国ネットワーク化により
サポート体制の充実）

取 組 内 容
取組に対する支援

①住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への入居支援

○住宅相談員の配置・サポート店（不動産関連）の設置、
住宅相談会の開催等、相談体制を強化
○民間事業者等と連携した家賃債務保証制度・残置物処理、
安否確認サービス等の紹介

○地域包括支援センター、障害者総合支援法に基づく協議会、
その他協議会・関連施策等との連携

○要配慮者向けの民間賃貸住宅等の登録・管理、情報発信
○居住支援サービス等の情報収集・情報発信

➂住宅確保要配慮者に対する一元的な情報発信

○社会福祉法人等と連携した入居後の生活相談サービス等の実施

④福祉部局・ＮＰＯ・関係団体との連携を図る取組

①活動に対する補助
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居住支援協議会の活動イメージ

サービスの提供
⇒賃貸人のリスク低減
（家賃滞納、死亡事故等）

サービスの提供
⇒入居者の不安の解消
⇒日々の生活の充実

・見守り、生活相談
・緊急時対応
・コミュニティ活動 等

入居者の債務（滞納家賃、原状回復費
用、訴訟費用等）を保証し、家主に対し
一時立替払い

入居者の死亡に伴い、入居者又は家主等に
生じる損害（遺留品処理費用、葬儀費用、
家賃収入損失等）を補填

民間賃貸住宅に円滑に
入居することが困難な
高齢者、障害者、子育て
世帯等
（＝住宅確保要配慮者）・賃貸人（家主）

・管理会社

応募・登録

見守り、保証等
⇒賃貸人・入居者の不安を解消

居住支援サービス等を提供する民間事業者等

利用可能な居住支援サービス等

各種雇用・福祉等の支援策

家主 入居（希望）者

民間賃貸住宅

情報を提供
・ホームページ
・パンフレット
・住宅相談会
・セミナー 等

○居住支援協議会が、相談窓口を設置し、
１）要配慮者が入居可能な住宅、入居希望者や賃貸人等が利用可能なサービス等に関する情報の集約・提供
２）居住支援サービス（見守り・生活相談、緊急対応、保証等）の提供やコミュニティ活動に取り組む民間事業者・

ＮＰＯ等の紹介・斡旋
３）住宅相談員、地域の不動産店等による契約サポート

などに取り組むことにより、円滑な入居を促進。

ＮＰＯ、社会福祉法人等家賃債務保証会社 保険会社

各種情報を集約
（データベース化）

住宅登録

サービス提供する
民間事業者等を公募

住宅登録の働きかけ

入居相談

住宅相談員やサポート店（不動産仲介業者）
が契約をサポート

居住支援協議会
（住まいの相談窓口）

賃貸借契約

住宅確保要配慮者の入居を
拒まない質が確保された住宅

11



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

参考資料

～居住支援協議会の取組事例～



日本賃貸住宅管理協会鳥取県支部

不動産関係団体

鳥取県宅地建物取引業協会
全日本不動産協会鳥取県支部

日本賃貸住宅管理協会鳥取県支部

居住支援団体

県社会福祉協議会
母子寡婦福祉連合会
障害者支援センター

県地域生活定着支援センター

連携

※下線は事務局

○住宅確保要配慮者という理由では入居を拒否しない
あんしん賃貸住宅について、HPで情報提供。

○更に県内を「東部・中部」「西部」に分けて、
「あんしん賃貸相談員（2名）」を地区別に配置。
高齢者や障がい者等の入居・住み替え相談に直接対

応。

H21 H22 H23 H24 H25 H26

高齢者 21 29 26 38 60 47

障がい者 26 36 55 84 62 54

外国人 2 3 0 1 4 8

子育て 13 15 28 28 25 25

その他 12 9 16 38 43 49

合計 74 92 125 189 194 183

入居決定 17 39 74 143 127 124

相談対応実績

（入居決定数の増加要因）
○きめ細やかな相談対応
・不動産店、現地への同行、契約等の
立ち会い

・連帯保証人、緊急連絡先の確保
・生活保護申請等の必要な行政手続き
の支援

・入居後の福祉・生活支援の確保

○協議会にあんしん賃貸相談員を配置し、住宅相談から入居まできめ細やかな対応を実施。

連携 連携

（住宅相談員）
・相談者と不動産店・家主、支援団体等の間に立つ
「コーディネーター」の役割を担う（宅建主任者の
資格を有する）。

○経験・事例の蓄積
・四半期毎の報告会、困難事例の検証
・実績の積み重ねによる安心感
○相談制度の周知
・協議会だより（会報）等による普及啓発
・宅建業者研修会等、各種会議での
協力依頼

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）
住まいまちづくり課、

福祉保健部、文化観光局、
県内市町村

賃貸借契約

（相談員による斡旋）

住宅登録の働きかけ
入居に係る要請

あんしん賃貸相談員

居住支援協議会

あんしん賃貸住宅の情報提供サイト

住宅登録

家主等

入居相談
住宅紹介等の
入居支援

※鳥取県からの聞き取り

住宅確保
要配慮者

居住支援協議会の取組① （鳥取県居住支援協議会）
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地方公共団体等
(住宅局・福祉部局)

埼玉県住宅供給公社
県、市町村等

居住支援団体

県社会福祉協議会
県労働者福祉協議会

等

( 全日本不動産協会埼玉県本部

不動産関係団体

(公社)埼玉県宅地建物取引業協会
(公社)全日本不動産協会埼玉県本部

(一社)不動産流通経営協会
(公財)日本賃貸住宅管理協会
埼玉県支部 等

連携

②入居支援に係る事例収集・情報提供

○地域特性の分析と多様な居住支援メニューの整理
○円滑な入居を阻害する要素の把握と分析

→事例集・支援メニュー集を作成し、宅建業者や居住支
援団体等と共有し、共通認識の構築を図る。

①要配慮者を拒まない住宅の情報提供と住まいサポート店
の設置

○住宅確保要配慮者(県の要綱に規定するものに限る)を
受け入れる「あんしん賃貸住宅」についてＨＰで情報
提供（検索サイト）

○仲介や家主への「あんしん賃貸住宅」の登録呼びかけを
行う「住まいサポート店（地域の不動産業者）（※）」を、
不動産関係団体の協力を得て、設置

（※）住まいのサポート店：地域の不動産業者を住まいの
サポート店と位置づけ、円滑な入居を支援

※下線は事務局

住宅確保
要配慮者

○地域の不動産業者と連携し、住宅確保要配慮者の入居に係るバックアップ体制を構築。

居住支援協議会

住宅登録

家主等

情報提供・協力依頼

住宅紹介等の
入居支援

住まいサポート店
（不動産業者）

住宅登録の
働きかけ 入居相談

賃貸借契約

（サポート店による仲介）

あんしん賃貸住宅の情報提供サイト

連携 連携

居住支援協議会の取組② （埼玉県居住支援協議会）
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地方公共団体等
(住宅局・福祉

部局)
市町村等

神戸すまいまちづくり
公社

居住支援協議会

居住支援団体

市社会福祉協議会
市民生委員児童委
員協議会 等

不動産関係団体

兵庫県宅地建物取引業協会

②「マイホーム借り上げ制度」の活用促進
○一般社団法人移住・住みかえ支援機構（JTI）の「マイホーム
借上げ制度」の活用促進のため、不動産事業者等向けの説明
会を開催。また、JTIへの初年度協賛金の補助等の事業を実

施。

○空き家対策の一環として、「マイホーム借上げ制度」の活用
促進も含めて、地域住民に対する「すまいの相談会」を各区
で実施。

①こうべ賃貸住宅あんしん入居制度（H26.10運用開始）(右図)

対象者：神戸市内の民間賃貸住宅に新たに入居する世帯、
または入居中の世帯

サービス提供事業者：７者

提供サービス（有償）：
（基本サービス）
○連帯保証サービス
○残存家具の片付けサービス
○安否確認サービス

（追加サービス）
○ 葬儀の実施、死後手続き、福祉整理

※下線は事務局

住宅確保
要配慮者

家主等 賃貸借契約

○入居時の貸主・借主双方の不安を解消するため、民間賃貸住宅への円滑な入居を支援するサービス提
供体制を構築。

事業者A 事業者B 事業者C

選んで契約

サービスの提供
連帯保証

残存家具片付け
安否確認など

*相談窓口
協議会事務局

（運営主体）
神戸すまいまちづくり公社

（すまいるネット*）

広報・周知 相談

報告・不安解消

こうべ賃貸住宅あんしん入居制度

居住支援協議会の取組③ （神戸市居住支援協議会）
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地方公共団体地方公共団体
（住宅・福祉部局）

長寿社会推進課
地域包括支援センター

福祉課
児童家庭課
建築住宅課

居住支援団体

市介護 事業者協議会
市介護支援専門員連絡協議会

市社会福祉協議会

居住支援団体

市介護サービス事業者協議会
市介護支援専門員連絡協議会
市障害者自立支援協議会
福岡県社会福祉士会
福岡県司法書士会

有明高専
市社会福祉協議会

不動産関係団体

福岡県宅地建物取引業
協会県南支部

ありあけ不動産ネット
協同組合

○空き家の利活用方法の検討
大牟田市全域を対象にした空家実態調査＜H25＞
（建物の建て方・構造・建物の状態等を調査、分析）
→2,800戸の空家の状態をランク付け

連携

大学、関連機関

専門知識の提供

※下線は事務局
社会福祉協議会が居住支援
協議会の事務局となること
で、福祉関係の情報共有が
十分に図られている。

○地元の学生と連携し、市内全域の空き家の実態調査を実施。さらにモデル事業として、空き家を改修し、地域
の交流サロンとして利用を開始。引き続き、地域包括ケアシステムの構築に向けて、住宅情報システムを構築
するとともに、空き家を改修・活用できる仕組みや住宅確保要配慮者の円滑な入居のための保証に係る仕組み
づくりを研究。

住宅紹介住宅登録の
働きかけ

賃貸借契約

【活用可能性の検討】
・小規模多機能サービス拠点
・地域住民の交流サロン
・地域見守り付高齢者住宅
・グループリビング
・互助ハウス、障害者シェアハウス など

＜H26取組＞地域包括ケアシステムの構築に向けて、
住み慣れた地域で安心して住み続けることができるよう、
○地域に潜在する空き家の改修・活用方法
○地域ネットワークや在宅サービス等と連携 などを研究。

居住支援協議会

←依頼チラシ

←空き家改修に係る学生連携

物件情報提供サイト
「住みよかネット」

家主等

住宅登録 入居相談

住宅確保
要配慮者

地域福祉団体（民生・児童委員、福祉委員）
NPO法人大牟田ライフサポートセンター など

連携

居住支援協議会の取組④ （大牟田市居住支援協議会）
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２．サービス付き高齢者向け住宅の
整備等のあり方に関する検討会

～中間とりまとめについて～



サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会について

地域包括ケアシステムの構築等に向け、サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方について検討を
進めるため、有識者を構成員とする検討会を設置。

目 的

○辻哲夫 東京大学高齢社会総合研究機構教授

○高橋紘士 国際医療福祉大学大学院教授

○園田眞理子 明治大学理工学部教授

○大森文彦 弁護士・東洋大学法学部教授

○大月敏雄 東京大学工学部教授

○国土交通省 国政局 総合計画課長

○国土交通省 都市局 都市計画課長

○国土交通省 住宅局 安心居住推進課長

○厚生労働省 老健局 高齢者支援課長

○厚生労働省 老健局 振興課長

○厚生労働省 老健局 介護保険計画課長

○厚生労働省 保険局 医療介護連携政策課長

メ ン バ ー

（順不同・敬称略）委 員

オ ブ ザ ー バ ー

○国土交通省住宅局安心居住推進課
事 務 局

■ サービス付き高齢者向け住宅の質の向上や適正立地など、時代のニーズに即応した施策の徹底した見
直しについて検討を行う。

開 催 経 緯

●第１回

・検討会の論点等について議論

（H26.9.8）

●第２回

・立地の概況について報告

（H26.11.11）

●第３回

・立地状況や質等に係る実態調査の結果を報告し、今後
の検討イメージについて議論

（H27.1.22）

●第４回

・中間とりまとめ（案）について議論

（H27.4.7）

●中間とりまとめの成案の公表 （H27.4.15）
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サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会 中間とりまとめ（概要） （H27.4.15 公表）

○ 多様な世代が安心・健康に暮らせる「スマートウェルネス住宅・シティ」の整備推進に向け、サ高住を高齢者等の安
心居住の地域拠点として、整備補助等を通じて、適切な立地を誘導し、地域包括ケアとコンパクトなまちづくりを一体
的に推進
○ 的確なサービスとコミュニティ豊かなサ高住へ魅力を高めていくため、地域等に開かれた「サ高住のオープン化」を
図り、「開かれたサ高住」を推進

現状と課題 今後取り組むべき主な対策

(１)市町村によるサ高住の供給方針の策定促進
○ 市町村の介護保険事業計画等と整合する高齢者居住安定確
保計画へのサ高住の供給方針の明示を推進

○ 補助金申請時の市町村の意見を聴取。特に、居住誘導区域
外に立地するものについて、同意を求める

○ 補助金等の支援を供給方針に適合するものに重点化する方
向で平成27年度中に検討 等

サ高住の適切な立地の推進

(４) 周辺地域へのサービス供給拠点となるサ高住の整備推進
○ 24時間対応の定期巡回・随時対応サービスや小規模多機
能型居宅介護に係る事業所など、併設施設の整備に対する重
点的支援 等

(２)公的不動産（PRE）や既存ストックの活用促進
○ PREの活用に向けた事例集の策定
○ 既存の住戸等の活用推進のための整備支援の拡充・規制の
緩和 等

・地域的に供給のばらつきがあり、市街化区域
外、医療機関等へのアクセスが悪い地域への
立地も見られる

・在宅ケアを支えるサービスである24時間対
応の定期巡回・随時対応サービスに係る事業
所等の併設は限定的

・既存ストックの活用は限定的

① まちづくりや適切なサービス供給等の観点
から、地元自治体の関与を強化し、計画的な
整備を推進

② 在宅ケアの実施に向け、 24時間対応の定
期巡回・随時対応サービスに係る事業所等の
併設を促進

③ コスト抑制等に向け、公的不動産（PRE）
や空家等の活用促進

サ高住の供給状況

＜現状＞＜現状＞

＜課題＞＜課題＞

(３)事業者の理解等
○ 補助金申請時等における需要予測の徹底など、的確な需要
予測等に基づく事業者自らの検討が進む環境を整備
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現状と課題 今後取り組むべき主な対策

○ 保険者によるケアプランの調査・点検強化等により、介護
サービスの計画（ケアプラン）の適正化等を推進 等

(２)要介護度の重度化等に伴う適切なサービス提供の確保
○ サービス事業所の整備促進など、地域の医療・介護サービ
スとの適切な連携の確保等を推進 等

(３)情報提供の適正化、適切な指導監督と第三者による評価
○ 誰もがアクセスできる登録情報の充実・改善
○ 有料老人ホーム設置運営標準指導指針等を踏まえた自治体
の適切な指導監督の推進

○ 運営や医療機関との連携状況等に関する第三者による評価
に係る指標等の検討 等

サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会 中間とりまとめ（概要）

(１)見守り・生活相談サービスの提供体制強化
○ 従事者に係る資格のあり方や戸数に応じた従業者数の設定
の検討 等

サ高住の質の向上

・見守り・生活相談の従事者の体制にばらつき
・同一グループの事業所でケアプランを作成する入
居者が多いなど、過剰な介護保険サービスの提供
等が懸念
・要介護度の重度化等への対応に懸念があるものも
存在
・要介護度が重度化した場合の対応について説明し
ていないなど、情報提供が不十分な事業者も存在

① 人員体制の強化や能力の向上
② 外部から提供される介護サービス利用の適正化
③ 地域の医療・介護との適切な連携など、要介護
度の重度化等に的確に対応できる体制の構築

④ 情報提供の適正化など、利用者が安心して入居
できる環境の整備

サ高住の質等

＜現状＞＜現状＞

＜課題＞＜課題＞

高齢者世帯の居住状況

・要介護認定等を受けている高齢者の大半は在宅

＜現状＞＜現状＞

○ 高齢者の安心な居住確保に向けた地域における
見守り・生活相談体制の確保

＜課題＞＜課題＞

地域における生活支援サービスの提供体制の確保

○ ICTを活用した地域のNPO等による安価な見守りサービス
の提供等に係るモデル的取組の支援

○ 居住支援協議会による地域の居住支援に係る取組の実施
○ 介護保険制度の地域支援事業を活用した地域における支え
合い体制づくりの促進 等

介護サービス利用の適正化
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参考資料

～サービス付き高齢者向け住宅の必須サービスの基準見直し
（共同省令の改正）について～



サービス付き高齢者向け住宅の必須サービスの基準見直し（共同省令の改正）について

現行基準の問題点

状況把握サービス・生活相談サービスを提供する者は「原則として、夜間を除き、サービス付き高齢者向け住宅の敷地
又は当該敷地に隣接する土地に存する建物に常駐」と規定されているため、

① 敷地又は当該敷地に隣接する土地において、常駐する場所が確保できない空家等の活用が困難。
② 具体に求められるサービス内容が明記されていないことから、サービス提供の形骸化が懸念。

省令改正の概要

○毎日１回以上、各居住部分への訪問その他の適切な方法により状況把握サービスを提供することを求める。
（近接地に常駐する場合において、入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があったときは、訪問に限る。）

② 状況把握サービスの内容の明確化② 状況把握サービスの内容の明確化

現行 緩和内容

又は敷地 隣地

（「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」（H26.12.27閣議決定）への対応）

○敷地又は隣地に加えて、近接地への常駐を許容する。

① サービス提供者の常駐場所の緩和① サービス提供者の常駐場所の緩和

空家を活用した分散型サービス付き高齢者向け住宅の供給促進空家を活用した分散型サービス付き高齢者向け住宅の供給促進

公 布： 平成27年 3月27日
施 行： 平成27年 4月 1日

近接地

適切な方法は、居住部分への訪問、電話、居住部分内での入居者の動体を把握できる装置による確認、食
事サービス等の提供時における確認等、資格者が能動的に入居者の状況を把握する方法とする。（通知）

近接地の範囲は、高齢者の徒歩で
の移動を考慮して、歩行距離で概
ね500m以内とする。（通知）

※分散型サービス付き高齢者向け住宅においても、登録は建築物ごとになる。
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