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住まい活動助成

NPO法人都市住宅とまちづくり研究会　東京都千代田区
高齢単身マンション所有者の資産管理を支援するシステムの提案

団体設立経緯

ɹ/10ॅࢢͱ·ͪͮ Γ͘ڀݚձ
ʢҎԼɺʮͱ͠ ʯͱ͍ݚͪ· ʣ͏ͷମɺ
�����݄͔ΒʮਆాΛ͡Ίͱ͢Δ
৺ͷաૄԽΛ༕͍ɺࢠҭͯੈͷ
ए͍ՈॅΉ͜ͱͷͰ Δ͖ॅΛڙ
Ͱ͖ͳ͍͔ʯͱ͍ʹؾݩɺ·ͪΛ͠څ
͏ඪͰ্ཱͪ͛ͨ·ͪͮ Γ͘άϧʔ
ϓͰͨ͠ɻͦ͠ ͯɺΈΜͳͰҰॹʹܧ
ଓతʹ׆ಈͰ͖ɺ͔ͭɺۀࣄਪਐ
Ͱ Δ͖৫Λͯ͠ࢦ ɺ����ߦࢪͷ
ಛఆඇӦར׆ಈଅਐ๏ʹΑΔ/10ͱ
͍͏৫ܗଶʹͨͲΓண͖·͠ ͨɻ

活動概要と活動対象範囲
ɹϚϯγϣϯ۠ॴ༗ऀ͕ཧ
߹Λߏ͠ɺ۠ॴ༗ऀʹ߹һͷ
߹ҙʹΑΓɺݐͷҡɾཧɺ࠶
ੜͳͲ͕ߦΘΕ· ɻ͔͢͠͠ɺۙɺ

͙ձɹҪ্྄ࢠཧࣄʣͷܭ�ճΛ
։͠࠵·͠ ͨɻͱ͠ ʹ֎ձһݚͪ·
͘ ·ͼֻ͚ɺࣗΒϚϯγϣϯॅݺ
͍ͰۙʹΛ͍ͯ͡ײΔํؔ
৺ͷ͋ΔํɺઐࣝݧܦΛ͔׆
͍ͨ͠ํͳͲ��໊΄Ͳ͝Ճ͍ͨͩ
͖·͠ ͨɻ
ɹͦͷํʑΛத৺ʹΛֻ͚ɺ����
�݄ΑΓʮ۠ྸߴॴ༗ऀͷࢿ
ཧΛࢧԉ͢ΔγεςϜͷݕ౼ͷͨΊͷ
ձʯΛ্ཱͪ͛ɺ�����݄·Ͱڀݚ
��ճͷձٞͱɺඞཁͳώΞϦϯάܭ
ΞϯέʔτͳͲͷ׆ಈΛ͍ߦ·͠ ͨɻ
ɹڀݚձͰઌड़ͷ�ճͷษڧձΛৼ
ΓฦΔͱͱʹɺۙͷطԟௐࠪڀݚ
ؔࣄهͳͲ͔ΒϚϯγϣϯͷݱঢ়
՝ʹ͍ͭͯࣝΛਂΊɺ࣮ࡍʹ
ͲͷΑ͏ ͳ͕͋Δ͔ɺҙݟΛަ
·͠͠ ͨɻ
୯Ϛϯγϣϯॴ༗ऀ͕ྸߴˎ ͳ͘
ΔͳͲͯ͠εϜʔεʹ૬ଓ͞Εͳ͍
߹ʹɺཧඅ͕Ҿ͖མͱͤͳ͘
ͳͬͯ ͍Δ߹͕ Γ͋·͠ ͨɻ
ˎ͋ΔϚϯγϣϯͰɺऀॅډͷۈΊઌ
ͷ্͔ΒɺͳͲͷ࿈བྷઌΘ
͔Βͳ͍ͷͰ伴Λ։͚ͯ҆൱֬Λ
ͯ͠΄͍͠ͱґཔΛड͚·͠ ͨɻܯ
ձ͍ͷԼͰ伴͞Μʹ伴Λཱͪ
։͚ͯΒ͍ɺ্ɺܯɺ߹ͷ

ॱʹೖࣨ ·͠͠ ͕ͨɺࣨ Ͱ͘ ͳͬ
͍ͯ·͠ ͨɻ
ˎҬแׅࢧԉηϯλʔͰͷ
ਓʹରͯ͠αϙʔτ͢Δ੍͋Γ
·͕͢ɺͦͷํͷࢿཧࢧԉ
ηϯλʔͷׂͷൣͪΎ͏Ͱ͋Γ
·ͤΜɻॴࢿཧ·ͰखΛग़
ͤͳ͍ͷ͕ݱঢ়Ͱ ɻ͢
ˎཧ߹ͷཱ͔Β͢ Δͱɺࢲ༗ࡒ
ͷͷΛѻ͏ͷඇৗʹͦ
͍͠ͷ͕ݱঢ়ͱ͍͑· ɻ͢
ɹ͜ͷΑ͏ ͳঢ়ଶΛ͙ͨΊʹɺϚ
ϯγϣϯͰऀॅډͳͲ͕͍ޓʹঢ়گ
ΛѲͰ͖͍ͯΔ ͱ͜ɺదʹཧ͞
Ε͍ͯΔ͜ͱ͕ॏཁͱͳΓ· ɻ͔͢͠
͠ɺࢿ໘ʹؔͯ͠ ϓϥΠόγʔͷ
ଆ໘͕͍ͨڧΊɺϚϯγϣϯॴ༗ऀ͋
Δ͍ऀॅډͰͳ͍ୈऀͷհࡏ
͕ඞཁͱߟ Β͑Ε· ɻ͢
ɹͦ͜ͰສҰͷ߹ʹඋ͑ɺΕͯ
Β͢ ɾ૬ଓਓ༧ఆऀͷ࿈བྷɺ
ࢮͰ͋ΔϚϯγϣϯͷཧࡒ
ͷॲΛͤΒΕɺཧ߹ۙॴ
ͷΛ͔͚ͳ͍Α͏ ґཔ͠ Γͨ૬
ஊ͠ ΓͨͰ Δ͖γεςϜΛߏங͢Δ ͱ͜
Λͦࢦ ͱ͏͑ߟ·͠ ͨɻ
2.管理組合や高齢単身マンション所有
者へのヒアリング
ɹલ߲ͷ՝Λҙࣝ͠ͳ͕Β࣮ଶΛ

͍͟ͱ͍ ͱ͏͖ʹཔΔ͕͍ͳ͍ͳ
Ͳͷྸߴ୯۠ॴ༗ऀ͕૿͖͑ͯ
͍ͯ· ɻ͢
ɹকདྷɺͳͲʹΑΓ۠ॴ༗
ऀ͕ҙࢥදࣔΛͰ͖ͳ ͳ͘Δͱɺཧ
߹ͷӡӦϚϯγϣϯͷҡཧ
ͳͲʹӨڹΛٴ΅͢Մੑ͕ Γ͋·
ɻͦ͢͜ Ͱɺͦ ͷΑ͏ ͳ۠ॴ༗ ʢऀ༧
උ܉ؚΊͯʣΛࢧԉ͢Δ۩ମతͳํ
๏Λௐࠪɾ͢ڀݚΔ ͱ͜ʹ͠ ·͠ ͨɻ

活動に至った理由や背景
ɹͱ͠ نͰɺϚϯγϣϯͷେݚͪ·
मસ࠶ੜݕ౼ͳͲཧ߹ͷࢧ
ԉ׆ಈΛల։ͯ͠ ͍· ɻ͢தͰɺங
�� ʙ ��Λ͑ΔϚϯγϣϯͰɺ
ॴ༗ऀऀॅډͷྸߴԽߴ ɺ͘
ཧ߹ཧࣄձ͔ΒɺྸߴԽʹ
͏߹׆ಈͷՃԼһ
ͷͳΓखෆɺίϛϡχέʔγϣϯͷ

ͷऀॅډԽʹΑΔ୯ࠔബԽɾر
ͳͲΑཱ͘ݽ ฉ͖· ɻ͢
ɹϚϯγϣϯͰۭ͖ՈԽॴ༗ऀͷ
ෆ໌ͳͲ͕ࣾձʹͳΓͭͭ͋ํߦ
Γɺؔ৺Λͭؒʹݺͼֻ͚ɺݚ
͠·Γࢸʹձͷઃཱڀ ͨɻ

活動内容と成果
1.高齢社会におけるマンションの現状
と課題の把握
ɹࠓճͷ׆ಈʹࢸΔલஈͱ͠ ͯɺͱ͠
ͰલΑΓɺʮେ͖ͳݚͪ·
ͷมԽʹରԠ͢ΔͨΊͷษڧձʯͱ͠
ͯɺᶃʮྸߴԽʹ͏੍ݟޙ
ͱ૬ଓ੍ʹ͍ͭͯʯʢӋ࠼ඒ
๏ॻʣɺᶄʮগࢠɾྸߴɾଟࢮɾ
୯ࣾձͷ࣮૬ʯʢಙେֶ�Φʔϓ
ϯɾΞΧσϛʔߍɹࢠ༵ߐઌੜʣɺ
ᶅʮऴ׆ʙΛऔ͔ͬͨݧܦΒʙʯ
ʢ/10ظྸߴͷॅ·͍ˍΒ͠ Λͭͳ

Ѳ͢ΔͨΊʹɺཧ߹ྸߴͷ
Ϛϯγϣϯॴ༗ऀͷํʹ͓͍ͯ͠ئώ
ΞϦϯάΛ࣮͠ࢪ·͠ ͨɻ۠ྸߴॴ
༗ऀʹ͓͍ͯɺཧ߹׆ಈͷ
Ճ࣮ଶɺϚϯγϣϯҬͰͷ
ަྲྀঢ়گɺৗੜ׆Ͱͷݒ೦߲ࣄɺ
কདྷͷϚϯγϣϯͷৡɾ૬ଓͳͲʹ
ର͢Δ͓͑ߟͳͲΛ͍·͠ ͨɻ
ɹཧ߹ʢओʹཧࣄʣʹ͓͍ͯ
ɺੈྸߴଳۭ͖Ոͷ࣮ଶɺॴ༗
ऀऀॅډಉͷަྲྀใୡͷ
ํ๏ɺྸߴԽରࡦͱ͠ ͯऔΓΜͰ͍
Δ͜ͱɺઐՈͳͲʹࢧԉͯ͠ ΄͍͠
ͱ͜ͳͲΛ͓ฉ͖͠ ·͠ ͨɻ
ɹͳΔ͘۩ମతͳ͓Λͨ͏Ί
ʹɺͱ͠ ձϝϯόʔ͕ؔڀݚݚͪ·
ΘΓͷ͋ΔίʔϙϥςΟϒϋεϚϯ
γϣϯΛத৺ ώʹΞϦϯάΛґཔ ·͠͠
͕ͨɺϓϥΠόγʔ্ ͷ͔Β͓அ
Γ͞ Εͨͱ͜ Ζ౩ Γ͋·͠ ͨɻ
ɹͦͷΑ͏ͳதɺங��ɺ3$�֊
ϚϯγϣϯʢίʔϙϥςΟϒϋށ��ͷݐ
εʣͰɺཧ߹ͷཧࣄٴͼߴ
ྸ۠ॴ༗ऀ�໊ʹԠ͍͖ͯͨͩ͡·
ͨ͠ɻͦ ͷ֓ཁΛ͝ հ ·͠ ɻ͢ͳ͓ɺ
ࣗओཧͷͨΊཧձࣾ Γ͋·ͤΜ
ʢઃඋͷอकݕڞ༻෦ਗ਼֎
෦ҕୗʣɻ
【管理組合】
ɾ�લʹ�ճͷେنमસΛ࣮ࢪɻ
ิڧαογͷվमͳͲ࣮ࢪ
ʢࢢͷิॿۚΛ׆༻ʣɻ
ɾཧࣄ�໊ɻ૯ձ�ճ։࠵ɻ૯
ձͷग़੮ߴ ʢ͍ۙͷ૯ձɿ
߹һ��໊தɺग़੮��໊ɾҕ�໊ʣɻ
߹һͷٸۓ࿈བྷઌ֤�ʙ�݅
Ѳͯ͠ ͍Δɻ·ͨɺ߹һͷجຊ
ใຖ�݄ ʮʹ໊ऀॅډʯͱ͠
ͯఏग़ɻ࿈བྷͷ͔ͭͳ͍߹һ
͍ͳ͍ɻ
ɾ࠷େͷ՝ྸߴԽɻੈଳओͷฏ

研究会の会議の
様子

左：コーポラティブハ
ウスの懇親会
右：コーポラティブハ
ウス管理組合の現地
意見交流会

団地の風景
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●特定非営利活動法人都市住宅とまちづくり研究会
設立年月  2000年8月4日（同年11月15日法人化） 
メンバー数 正会員60人、賛助会員26人
代表者名  杉山 昇（すぎやま・のぼる）
住　所　  〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町33
  COMS HOUSE2階
電話/ファクス 03-5207-6277/03-5294-7326　
Eメール　 info@tmk-web.com
ウェブサイト　  https://tmk-web.com/
FBページ  https://www.facebook.com/toshimachiken/
【団体のミッション】私たちは、「高齢者や障がいのある人にとっても、安全で快適、
かつ個性ある都市住宅の供給と暮らしやすい地域コミュニティの構築と再生をめざ
す」活動を積極的に実践していきます。

ଶશ෦ҕୗɺཧਓۈɻ۠
ॴ༗ऀ��໊ͷฏۉྸࡀ��Ͱ��
�ʙࡀ �໊ɻཧࣄ�໊Ͱɺһ
ͷฏۉྸࡀ��΄Ͳɺࡀ��ͷ
һ͓ΓɺྸߴԽ͕ݦஶɻ߹һͷ
ॅॴɾ໊ࢯͱٸۓ࿈བྷઌఔѲ
ͯ͠ ͍Δɻ�ʹ�ͷߋ৽Λͯ͠ࢦ
͍Δ͕ɺఏग़ͯ͘͠ Εͳ͍ਓଟ͍͘
Δɻւ֎͔ΒࢿతͰߪೖ͞Εͨ
ͱํ࿈བྷͷऔΕͳ͍ঢ়͕͋گΔɻ

【事例2】ށ���ͷϑΝϛϦʔλΠϓɺ
ଶશ෦ܗɻཧށ�ɺۭ͖Ոށ�ି
ҕୗɻһ� ʢ໊ྠ൪੍ʣɺཧࣄձ
ຖ �݄ճ։࠵ɻ߹һͷجຊใ
΄΅Ѳ͓ͯ͠Γɺٸۓ࿈བྷઌͳ
Ͳͷใຖߋ৽͍͕ͯͨ͠ɺۤ
͕ग़ͯ�ʙ �ఔʹසΛݮΒ͠
ͨɻطʹ͘ ͳͬͯ ͍ͨ۠ॴ༗ऀͷ
Λͨ͠غՈ͕૬ଓ์͍ͯͭʹށॅ
͕ྫࣄ Γ͋ɺͦͷࡍหޢͱ૬ஊͷ
্ɺࡋॴʹ૬ଓࡒཧਓͷબ
ΛਃཱͯɺೲཧඅͳͲΛճऩ͠
ͨέʔε͋Δɻ
4.ディベロッパー、マンション管理会
社へのアンケート
ɹ͏ গ͠શମతͳΛѲ͢Δͨ
Ίɺ����Ϛϯγϣϯൢചށ্Ґ
��ࣾͷσΟϕϩούʔͱɺ����Ϛϯ
γϣϯཧۀडୗށ্Ґ��ࣾͷ
ཧձࣾʹΞϯέʔτΛґཔɻσΟϕ
ϩούʔ�ࣾͱཧձࣾ�ࣾΑΓճ
͕ಘΒΕ·͠ ͨɻ
ɹཧձࣾʹڞ௨ͷࠔΓࣄͱ͠ ͯɺߴ
ྸऀ૿ՃʹΑΓ૯ձग़੮ऀͷݮগɺ
һ͕ͳ͔ͳ͔ܾ·Βͳ͍͜ͱɺݽಠ
͠·ͷൃੜ૿ՃͳͲͷճ͕͋Γࢮ
ͨɻ·ͨɺ͋Δཧձ͔ࣾΒɺʮߴ
ԽٺͷݐϚϯγϣϯʹ͓͚Δܦ
ऀॅډͷྸߴԽࣾձతͳͰ

͋Γɺ༗ޮͳରࡦͳ͍ͨΊɺଓ
తʹऔΓΉඞཁ͕͋Δͱ͍ͯ͡ײ
Δɻ·ͨɺݐସ͑ݐͷण໋Խ
ʹ͍ͭͯɺࢧۚࢿԉࡦΛॆ࣮ͤ͞
ͳ͍ͱରԠ͕͍͠ʯͱ͍͏͝ ҙ͕ݟ
Γ͋·͠ ͨɻ
5.支援システムと第三者機関について
イメージの具体化
ɹҎ্ͷώΞϦϯάΞϯέʔτɺͦͷ
΄͔ࣾձࢱɺ ๏ॻɺϚϯγϣ
ϯ۠ॴ༗๏ʹ͍ͭͯ͞ڀݚΕ͍ͯ
ΔେֶڭतɺஂҬͰऀྸߴͷ
ಈΛखֻ͚׆༧ͷࢮಠݽकΓݟ
͍ͯΔஂମͳͲͷ͓౿·͑ͯ ɺࢧ
ԉγεςϜͷ۩ମతͳΠϝʔδͱɺத
৺ͱͳΔୈؔػऀΛͲͷΑ͏ ͳ৫
͕୲͏͖͔ͳͲʹ͍ͭͯɺճʹΘ
ͨΓҙݟΛަ͠·ͨ͠ɻͦͷ݁Ռɺ
ҎԼΛํͱ͠ ͯཧ ·͠͠ ͨɻ
گԉγεςϜ۠ॴ༗ऀͷঢ়ࢧˎ
ʹԠͯ͡ͷ�ͭͷஈ֊͕͑ߟΒΕ
Δɻᶃ۠ॴ༗ऀ͕ؾݩͳஈ֊ʢࣄ
લ४උɾݟकΓʣɺᶄհ͕ޢඞཁʹ
ͳͬͨஈ֊ʢݟޙɾੜࢧ׆ԉʣɺ
ᶅࢮ ʢٸۓ࿈བྷɾࣄޙࢮʣɺ
ᶆࢮޙʢ૬ଓɾॲͳͲʣɻ
ˎୈؔػऀͷʮ৴༻ੑʯΛͲͷΑ͏
ʹ୲อ͢Δͷ͔͕େ͖ͳ՝ɻຽؒ
͚ͩͰͳ ɺ͘ߦެతηΫλʔͱ
ͷ࿈͕ܞඞਢɻ
ˎରͱ͢ΔҬࠓͷஈ֊Ͱಛఆ
͢Δඞཁͳ͍͕ɺൣғΛಛఆ͢Δ
έʔεͱɺͦ͏Ͱͳ͍έʔεΛ྆ํ
Δඞཁ͋Δɻ͢౼ݕ
ˎൣғΛઍా۠ʹಛఆ͢Δ߹ɺ
ઍా ʢ۠ߦʣ·ͪΈΒ͍ઍ
ాɺࣾձٞڠࢱձͳͲͱϚϯγϣ
ϯଆΛͭͳ Α͙͏ ͳଘ͕͋ࡏΕॅ
ຽ͕αʔϏεΛར༻͘͢͠ͳΓɺ

��໊ऀྸߴɺ୯ࡀ��ྸۉ
ʢঁੑ�໊ɺஉੑ�໊ʣͱྸߴԽ͕ݦ
ஶɻޙࠓࢪઃೖॴͷ૿
Ճ͕ࠐݟ·Εɺຊਓͷҙ֬ࢥ͕Α
ΓࠔʹͳΔ ͱ͕͜ݒ೦͞ΕΔɻ
ɾཧࣄݧܦճ͕ެฏʹͳΔΑ͏ ॱ
൪දΛ࡞ͯ͠ ͍ΔɻྸߴͷͨΊࣙ
ୀ͞ΕΔํ͔ΒɺࣙୀྉΛ͍ͨͩ
͘Α͏ʹنΛվਖ਼ͨ͠ɻͨͩ͠ɺ
��ޙΛ͑ߟΔͱһબͼߋʹ
͘͠ ͳΔͨΊɺҰ෦֎෦ҕୗΛ͑ߟ
Δඞཁ͍ͯ͡ײΔɻ

【高齢区分所有者（4名）】
রʣͷදه্）　
ɹ͜ͷϚϯγϣϯఆॅ͕ߴ ɺ͘ै ͬ
ͯϚϯγϣϯͱͱʹॴ༗ऀͷྸߴԽ
ਐΜͰ͍·͕͢ɺཧ߹૯ձͷ
ग़੮ߴ ɺ͘ൣతͳϚϯγϣϯͱ
͍͑· ɻ͔͢͠͠ɺͦ ͷΑ͏ ͳϚϯγϣ
ϯͰݸผʹ͓Λฉ ͱ͘ɺՈɾ
ؔʹ͍ͭͯෳͳੈ૬Λө
ͯ͠ ͍Δ ͱ͕͜Θ͔Γ·͠ ͨɻ
3.管理会社へのヒアリング
ɹϚϯγϣϯͷཧձࣾʹώΞϦϯ
άΛ࣮͠ࢪɺཧձࣾͷཱ͔Βݟ
ͨཧ߹۠ྸߴॴ༗ऀͷ࣮ଶ
ͱɺཧձࣾͱ͠ ͯରԠ͞Ε͍ͯΔ͜
ͱͳͲΛ͍·͠ ͨɻ
【事例1】ங��ɾށ���ɺϫϯϧʔϜ
λΠϓɺ۠ॴ༗ऀࣗΒॅډށ��΄
ͲͰΓିͷϚϯγϣϯɻཧܗ

ԉγεςϜͷॆ࣮͕ਤΕΔɻҰํɺࢧ
ઍా۠ͷಛੑͱ͠ ͯɺ߿ொ۠ͱ
ਆా۠ͷଘ͕͋ࡏΓɺҬಛੑ
ʹ߹ΘͤͨॊೈͳΈମ੍ͷ
ங͕ඞཁɻߏ
ԉࢧཧΛࢿॴ༗ऀͷ۠ྸߴˎ
͢ΔΈͱ͠ ͯɺ੍ݟޙͷ΄͔
ʹɺ৴ୗ੍Λ׆༻Ͱ͖ͳ͍͔ɻ
ͷ۠ॴ༗๏ɺॴ༗ऀ͕݈ߦݱˎ
શʹҙܾࢥఆͰ͖Δ͜ͱ͕લఏͱ
ͳ͍ͬͯΔɻ۠ॴ༗๏ཧن
ͳͲʹ͓ Δ͚ݟޙਓཧਓ
ʹؔ͢Δنఆͱӡ༻ɺཧ߹
ͷಧग़ɾखଓ্͖ͷ՝ͳͲ໌֬
ʹ͠ɺͲͷΑ͏ ͳࢧԉ͕ඞཁ͔ݕ౼
͢Δඞཁ͕͋Δɻ
6.まちみらい千代田、千代田区社会
福祉協議会などへのヒアリング
ɹͱ͠·ͪݚͷ׆ಈڌͷ͋Δઍ
ా۠ɺॅຽͷ͏ͪ Ϛϯγϣϯऀॅډ
͕�ׂͱͳͬͯ ͍· ɻ͢ ɾ֤۠ ஂମͱ
ɺͱ͠ ୯ϚྸߴͷఏҊ͢Δݚͪ·
ϯγϣϯॴ༗ऀͷࢧԉγεςϜͷඞཁ
ੑʹ͍ͭͯେ͍ʹಉ͠ɺ࣮ʹݱ
͚ͯؔ৺Λࣔͯ͠ ͍͍͓ͨͩͯΓ· ɻ͢
ɹʢެࡒʣ·ͪΈΒ͍ઍాͰɺϚ
ϯγϣϯͷҡཧʹ͍ͭͯɺϋʔ
υ໘Ͱͷ૬ஊରԠཧ߹ʹର͢
Δࢧԉ͕ओͨΔۀͰ͋Γɺऀྸߴ
ରԠࢱհޢͷιϑτ໘ʹ͍ͭͯ
ɺઍా۠ࣾձٞڠࢱձʹฉ
͍ͯ΄͍͠ͱͷ ͱ͜Ͱͨ͠ɻ
ɹҰํɺઍా۠ࣾձٞڠࢱձͰ
ɺհࢸʹޢΔࣄલஈ֊͔Βར༻Ͱ
͖Δʮকདྷʹඋ͑ΔαʔϏεʯͳͲ
ల։͍ͯ͠Δ͕ɺࢱతͳࢧԉαʔ
ϏεରݸਓͰ͋ΓɺϚϯγϣϯ
ཧ߹Λରͱ͠ ݱԉϝχϡʔࢧͨ
ͷͱ͜ࡏ Ζͳ͍ͱͷ ͱ͜Ͱͨ͠ɻ
ɹϚϯγϣϯཧʹ͓͚Δॾʹͭ

͍ͯɺৗཧʹͨΔཧਓ͕
Ѳͯ͠࠷ ͍ΔͰ͋Ζ͏ ͱͷݟղͰɺ
ۀԉͳͲࢧ׆कΓੜݟͷऀྸߴ
ͷൣͪΎ͏ ֎͕ͩɺ࣮ࡍʹରԠͯ͠
͍Δέʔεଟ͍ͷͰͱݒ೦͞Εͯ
͍·͠ ͨɻ·ͨɺϚϯγϣϯॅຽͷࢧ
ԉʹ Γͨ࠷େ ͳ͖ϋʔυత՝ͱ͠
ʮͯΦʔτϩοΫʯΛ͍ͯ͛ڍ·͠ ͨɻ

課題と解決方策
ɹྸߴ୯Ϛϯγϣϯॴ༗ऀͷࢿ
ཧࢧԉγεςϜͱ͠ ͯɺࢧԉ͢Δ
ୈؔػऀɺྸߴ୯۠ॴ༗ऀ
ͱͷؒͰɺҎԼͷΑ͏ ͳܖΛక݁͢
Δ͜ͱΛఆ͍ͯ͠· ʢ͢๏ॻ͕
୲͢ΔܖݟޙʹؔΘΔαϙʔτΛ
͠ʹߟ ͍ͯ·͢ʣɻ

今後の予定
ɹʮྸߴ୯Ϛϯγϣϯॴ༗ऀͷࢿ
ཧࢧԉγεςϜʯͷ࣮ࢪ۩ମԽͷ
ͨΊʹɺࢧԉ૭ޱͱͳΔୈؔػऀ
࿈͕ܞඞཁͳઐՈஂମΛݕ౼
͠ɺͦΕΒͷํʑʹҾ͖ଓ ώ͖ΞϦϯά
ڀݚձͷՃΛݺͼ͔͚· ɻ͢
ɹҰൠࣾஂ๏ਓϚϯγϣϯཧڠۀ
ձͰɺʮϚϯγϣϯऀॅډͷྸߴԽ
͕ཧʹ༩ Δ͑Өڹʯͱ͍͏ڀݚձ͕
։͞࠵Ε͍ͯͨͱͷใ͕͋Γ· ɻ͢
ͱ͠ۀձͷҰڠ ͯɺγεςϜ࣮ݱ
ͷऔΓΈͷՄੑ͕͋Δ͔૬ஊͯ͠
͍ ༧͘ఆͰ ɻ͢
ɹઍా۠Ͱɺ����͔Βɺ۠ʢߴ
ྸࢱ՝ʣɺ·ͪΈΒ͍ઍాɺࣾձ
ٞڠࢱձͷ֤୲ऀ͕ԣஅతʹ
ใަྲྀ͠ɺ·ͪΈΒ͍ઍా͕ओ࠻
͢ΔʮϚϯγϣϯཧ߹࿈བྷձʯʢϚ
ϯγϣϯͷཧࣄͳͲ͕Ճʣʹͯࢧ
ԉϝχϡʔΛհ͠߹ ͱ͏͍͏औΓ
ΈΛ࣮ͯ͠ࢪ ͍· ɻ͢·ͨɺಉʹ
·ͪΈΒ͍ઍాʹͯ۠ͷϚϯγϣ
ϯશ౩Λௐࠪͯ͠ ͓Γͦͷ݁Ռ౿·
͑ͳ͕Βɺ۩ମతͳγεςϜͷߏஙͱ
ԉΛࢧՃɾͷ౼ݕ͚ͯʹݱ࣮
·ͼ͔͚͍ͯݺ ɻ͢

質問事項 Aさん Bさん Cさん Dさん

年齢と居住環境 80代／単身女性 70代／単身女性 60代／単身女性 70代男性と90代母
（老々介護）

管理組合の活動参加状況 1昨年の理事 現在理事 昨年の理事 昨年の理事

緊急連絡先 1カ所（娘1.5時間かかる） 1カ所（従妹） 1カ所（30年来の友人） 3カ所（親戚2人、
学校時代の教え子）

現在、仕事は？ していない 経理関係（週3日） している していない
相続人・遺言書 被相続人は娘のみ これから考える いる、公正証書遺言作成済 何も決めていない

緊急通報システム（セコムなど） 利用していない 利用している 利用していない 利用していない

支援システム 利用するかもしれない 面倒に感じる
後見人について酷い話を聞い
ているので、信頼性に懐疑的。
自分で相手を選ぶ

区分所有法そのものを再検討す
べきか

契約 内容（例）

1）継続的見守り契約及び財産
管理など委任契約

毎月一定の間隔で電話などの連絡と3カ月に一度訪問して面談する。
任意後見契約が発効するまでの間、必要最小限の範囲で高齢者の生活、
療養看護及び財産の管理に関する事務を受任する。

2）任意後見契約 見守り契約と同時に締結し、高齢者の意思表示が困難になった時点で、
家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求してから効力が発生する。

3）死後事務委任契約
菩提寺・親族などへの連絡事務。葬儀、納骨、火葬、永代供養に関す
る事務。医療費の債務弁済事務。家財道具などの処分に関する事務。
行政官庁への諸届事務、後見事務の未処理事務。

4）遺言書作成支援業務 高齢者の意向をしっかり確認しておかないと事後事務委任の内容が固められ
ないので、遺言書の作成を支援する。

●高齢区分所有者への聞き取り結果

管理組合や高齢区分所有者へのヒアリング

●第三者機関と高齢単身区分所有者との契約内容のイメージ

支援システムのイメージ図


