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グループリビング
特定非営利活動法人

ももとせ

住まい・まち研究会

■ハウス理念■
暮らしの三大要素は衣・食・住、それらの安定が日々の安寧をもたらします。中でも住
は高齢社会となった今日において、もっとも大切です。
「元気に年老いて心豊かに暮らした
い」とは誰もの願いです。高齢期を「誰と、どこで、どのように暮らすか」は大きな問題
です。
〈個の住まい〉を〈集って暮らす〉と置き換えれば、見えてくるものがあるはずです。
百歳まで元気で生き活きと暮らす。新しい住まい「グループリビング ももとせ」は、
JKA（旧日本自転車振興会）の補助金を得て実現しました。
敷地は、京成電鉄が開発した成田市公津の杜の新しい市街の住宅地区内にあり、成田市
の保存緑地に隣接して良好な環境を形成しています。春には鶯が鳴き、時には野うさぎの
姿が見られ、雉も鋭い鳴き声で飛び立ちます。
ハウスは保存緑地の緑豊かな森を背にして、まち並みを懐に抱き寄せるように計画しま
した。1 階には、
“まち”の人たちと共同で活用するアトリエを設けました。ハウスとハウ
スの住人が、“まち”の一員であることを望んでいるからです。
さあ、新しい生活が始まるイメージを、皆さんと共に描いてみましょう。

グループリビング

ももとせ

[所 在 地]
〒 286-0048
千葉県成田市公津の杜三丁目１１番１
Tel：0476-26-3098
Fax：0476-26-3099
E-mail：info＠sumai-machi.org
[施設概要]
利用人数
居
室
居間食堂
浴
室

洗 濯 室
地域交流
駐 車 場

9 名＋1 名（コーディネーター）
１０室（25.96 ㎡ ≒ 15.7 帖）
食事は一堂に会して
１階：桧風呂（個浴）
坪庭付き
２階：ユニットバス（個浴）
１階：共用
１階アトリエは地域に開いて利用
３台

[建築概要]
敷地面積
建築面積
延床面積
建ぺい率
容 積 率
構造規模
最高高さ
軒
高
駐車台数
地域地区

575.83 ㎡（174.18 坪）
283.84 ㎡
558.37 ㎡（168.90 坪）
49.30％
96.97％
木造 2 階建て（簡易免震構造）
8.475ｍ
6.570ｍ
3台
第 1 種低層住居専用地域

[設備概要]
空
調
床 暖 房
暖
房

各居室、アトリエ、居間・食堂
ゲストルーム、事務室
アトリエ、居間・食堂
浴室、脱衣室

上
水
下
水
ト イ レ

成田市上水道接続
成田市下水道接続
各居室に専用トイレ
共用トイレ３ヶ所
（１ヶ所：車椅子、オストメイト用）

電
気
Ｔ
Ｖ．
電
話
ｲﾝﾀーﾈｯﾄ

各居室：30 アンペア（単独契約）
各居室に端子（地上デジタル対応）
各居室設置 可
各居室接続 可

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

3 人乗り 1 台

１階平面図

２階平面図

配置図

入会のご案内
住まい・まち研究会は特定非営利活動促進法に基づく
ＮＰＯ法人です。グループリビング「ももとせ」の運営と、
その関連事業を通じて、誰もが生き活きと暮らせる地域
社会のシステムをつくることを目指して活動します。
皆様のご協力、ご支援をよろしくお願いします。
■

特定非営利活動法人

住まい・まち研究会

正会員
この法人の目的に賛同し、入会した個人及び団
体（議決権を有する）

「ももとせ」名物、有機野菜の食事

■

準会員
この法人の目的に賛同し、共に活動するために入
会した個人および団体（議決権を有しない）

■

賛助会員
この法人の目的に賛同・賛助する個人および団
体（議決権を有しない）

■

会費
年会費

リビングの集い

正 会 員

6,000

2,000

準 会 員

1,000

2,000

1,000

なし

賛助会員

■

入会金

一口

振込口座

ゆうちょ銀行 00130-0-669514

口座名義

NPO 住まい・まち研究会

お申し込み・お問い合わせ
TEL : 0476-26-3098
FAX : 0476-26-3099
e-mail : info@sumai-machi.org

特定非営利活動法人 住まい・まち研究会
部屋でお喋り

〒286-0048 千葉県成田市公津の杜 3-11-1

e-mail : info@sumai-machi.org
http://www.sumai-machi.org

グループ・リビング 「ももとせ」 って？

ＮＰＯ 住まい・まち研究会
かつて、私たちは家族の中で老いを迎え、老後を家族とともにすごしました。生活に何らかの支障をきたしたときには、介護は

100 歳まで仲間と寄り添って
自立して生き活きと暮らせる「わが家」です

家族の責任で、肉親・親族が互いに助け合い、その暮らしを支えるのは当たり前でした。そして、その頃「老後の期間」はそれほ
ど長くはなかったのです。
しかし、今日本は世界一の長寿国となり、社会の構造も大きく変わりました。核家族化が進み、子が巣立った後の高齢者世

●

ＮＰＯ住まい・まち研究会が提案する「高齢期を豊か

帯、伴侶を亡くした高齢者の単身世帯、共に高齢者の二世帯同居家族の老々介護など、どれも深刻な問題です。高齢者の

に暮らすための住まい」です。

自死、事故死の数も急速に増え続け、その痛ましい様子が新聞紙上やテレビなどで報道されます。

●

地域の中の「住み慣れたわが家」を目指します。

●

ハウスに住む人も、運営に関わる人も、それを支える

れません。介護保険制度が施行され、在宅での暮らしを支援するさまざまなシステムの整備が進み、施設もつくられています。

地域の人たちも、みんな仲間です。

しかしそれでも追いつかないのが現状です。

●
●
●

ハウス・コーディネーターが生活を共にしながら暮らし

高齢期を｢誰と、どこで、どのように暮らすか｣は、最大の課題です。

を支えます。

高齢になっても、すべての人が障害を持つということではありません。多くの人は安心できる環境と暮らしを支える最低限のケ

ハウスの住人を中心に、家族や地域の人々と共に、

アの体制があれば、互いに助けあい、その人らしい暮らしが地域で持続できます。そのような環境を創ることが、「個の住まい」で

新しい社会のシステムづくりを目指します。

は困難でも、「集まって暮らす住まい」なら可能になるのでは、と国内外の制度を学び、先進的事例の調査研究、学習を重ね

ハウスの中心にコミュニティー・ルーム（アトリエ）を設

てきました。

け、地域の子供からお年寄りまで、幅広い人々が参

その成果として、２００７年夏、千葉県成田市公津の杜の緑豊かな森を背にして、グループ･リビング「ももとせ」が竣工、運
営がスタートしました。

加できる場を提供します。
●

日本の高齢化は予想を超えて急速に進み、2025 年にはそのピークに達します。家族だけでは「長い老後の期間」を支えき

コミュニティー・ルームが地域活動の基点となり、住み
よい地域ネットワークを構築する核となるハウスです。

「長生きしてよかった」といえる社会を自分たちでつくりたい、安心して老いを迎えたいと願い、人まかせではない、自分たちで
つくる理想の住まい、生き方を目指して活動します。
代表

夏目 幸子

4 ●

の高齢畜が集まり、ハウスコーディネーターと共同生活することで

岱匹）が遷咀する「グループ・リピングJを 風体化する施設で、10
人

ウス」の嬬設が始まった。N P o
「 住まい・まち研究会」 夏目
9
幸子

千菜県成田市で、高齢者の新たな住まい力を提案する「 公津の社ハ

ワ ーク シ ョッ ブ で

暮 ら し 方 を イメ ージ

〕

塁 に向け、賎存 のNPoや介

謄沐 9グループ・リピングの取

j

会 を設立した0カ ナダと違って

り組みを呼びかけたが、迎解が匂
られなかっ たこ とから、05
年12
月
に自らNPo 「住まい・まち研究

Nruに対する社会的還解が不1
分な中、t地の手当てや資金の確

1渾2000万円の事業費

侶に奔走し、さまざまな磁関への
直談判を繰り返しながら、日本自
転 贋 会の補助金に自己資金を

閃

供を阻当し、10人の高齢者が支え
合いながら生活する。

備することにした。ハ ウスコーデ
ィネーターが堅そ 食事盆

ーディネーターとともに事らすこ
とで 自 立して信 で喜 ”絡の
屡 こ 尊 に入れられゑ塁塁拒

た。カ ナダの高齢者の住まいガを
参考に、「 グループ・リピング」
を湛唱。10人§者が ハウスコ

ム協き の常任理事も窃め、高齢
慕 自分の家に住み続けられるカ
怯歪環索する中 、高齢者が「纂ま
っ王 ら定誌 い」にた”汚 着い

さた。NPo ぶ国グ ループホー

成田市 に「公津 の杜 ハウ ス」

1(}(}蒻妥窃ff し て嘉ふげる
忍仇航役を
．，
廷 の攘家“を西況 する。高 齢者が稟
ょX祗 まで自立して菖 笠恙 ,
各 バプリックスペースとしての食ヰや 店間、 地域のコミュニティー
の畏 なるアトリエなとも立儒され、高齢吝が鴻困で新しい警らしを
作りながら、豊 富な経験に葺づく高齢者の文化を地域に役立てられる

環境壬匹傭する。
ハウ ス コ ー テ ィネ ー タ ーと

と も に生 活
夏日代衷は、夫妻で夏目設計事

憐 墜 宰する建築家でもあり、
誰もが安全で快遮に住み屁けられ
唇 まいと街づくりに取り組んで

まい方」を遷案

「一昨 年、高齢省とハウスコーデ
ィ｀
↑ ターが10
人集まって暮らすカ
ナダの施設を訪れ、システムや畜 9
し方を勉強してきな 中 には100

g化

J

居

n

丘警らす。また 1 階部分には地
を工面した。
グループ・リピングを貝体化す 域のnミュニティーQ蕊とな 今 '
る「 盆 存 ハウス は千葉県成 トリエも整備し、人々の地域活動
田市公津 の杜 3丁目に整 傭され の場として活用する。
部閂を鉦礁したが、IO
にあたっては、
る。唇 の
グループ・リピングの考え方を次 人の高齢者のうち比較釣元気な1
直代に引き継ぐため、インターン 人がハウスコーディネーターを兼
就業体験）の一輝 として、 ねるケースと、9人の高齢者にハ
シップ（
ウスコーディネーターが1人付 く

に、通常は多目的ルームとして使

ケーるか短定されるという。ワ ー
クシ ョッ プで出された意見を基

木造2踏道て延べ557平方じ

われるゲストルームや、思 い出の
品を収める傾人用のトランクルー
ム、風呂上がりに涼ジS菅芋 ッ
キなとも整備した。

分にパプリックスペースであ盃店
間と食堂を設けた達物だ。高齢者

依頼して9月末に誓工し、10月切

ピングの中で
いろいろな人

11
「住まい・まち研 究会」
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゜
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い。そ のためには、ハウスコーディ
ネーターや地域で支各0人も含め、
すべて会門になってほしい。（ 高齢
者の新たな怯汽い方で杏0)グルー
リピングを持続さサ定はだも、
プ・
新たな袖助金を考えてもらえで全ノ
な施設運岱缶目肛Jたい」。

文 化を地域に役立ててほしい。高齢
名の文 化を新 しい街 に持ち込みた

NE3の会員は現在⑱人だが、
「
グループ・リピングの考え方に共嗚
してくれる人をさらに増やしたい。
入居者は雌でも良いわけではな<
貧 怠 から個々の事情に応じて遭
会でー位を決め、 ムぽ。
＇
を選ぶ。入 店名には新しい驀 pしを
作りながら、（豊 冨な経験に基づく）

せれば、医 疫費の即
汗
とで賤康に過r
果も期待でさる」
減といっ

と接し、楽 しく食事をすれば但康に
暮らせる。そ れぞれが自分の暮らし
を持続させながら、パ プリックスペ
ースではお蓋苓持 って告匹するこ

i

豊富な経験に基づく文化を地域に

繋す るが、
グループ・リ

日には上棟式が行われた。完成は
年3月畠。
07

歳で自立して暮らしている女性もい

て、こ うしたグループ・リピングの
罷 を日本でも作りたいと考えた」

「
自立というのは、仮にできない
ことがあっても、ちょっと支えても

らって自己決定して薯らすことだ。
”
絡の攘家“とは言っても、何が 何
でも住み続けるという わ けではな

い。自立して支え合って暮らせ不沃
況をできるだけ良く保つことだと、
フレキジプルに考えている。医 療が
盛 であれば我慢してここ にいる必

j

要はないし、認知症が進めば専門ス
タッフのいるグループホームに移っ

◇

た方が良いケースもある

◇

「 lAハ
でいて如E35
がないと能力が

ー

は居室窟 て食事や団らんをとも
も 、支え合いながる家族のよう

具体化したのはプライペートス の物 て 設計は夏届 計事秘所
2盟 8 がポランティアで行っ↑p施 工は、
ペースである逗年のほか、
街 しの観点から地域のH紅店に

家 族 のよう に

食 事 や 団 ら ん をと も に し

猛になって喜 らし方をイ メージ
し、必褒な殷濡などを詰めた。

日大の学生丘屈苗唇 を固や含ノ
ークシ ョップおよび摸型の作製を
任せた。ワークショップでは、図
ながら、学生迄向齢者が一
＇

上棟式のようす

高 齢 者 が 支 え 合 う グ ル ー プ ・リ ビ ング

「
さ豆S杢仕社会システムがパリ
アフリーにならないと安心して年を
取れない状況の中で、
良 い環境をつ
くるために違築はどつあるぺきかを
考えてきた。福祉の施設ではなく、

可＼、
m.i

9

、

どのよ2約制度や住まいがあれば高
齢者にとって安心かを考えた場合、
一人でいては無環だという結綸に至

め

って驀 虐
羞 めた]

n笛

日

H
立
ら た。介護や地域のサービスに直っ
ー ても阻”があり、高齢打が又え合っ
て暮らすことを考え始めた。自宅を
地域に開放し、ヘルバーステーショ
ンのようにすれば、万が一、起きら
れない状哲になっても雄かが気付い
てくれる また、自宅に人を呼ぺな

くても、コミュニティールームがあ

◇

知ドじ＇ ＇．ぃ

＼
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尺po「住ま｀｀
しまち研究ぎ」、
れば地域と交流できるはずだ。こ れ
ら二つが一縫になればよいと考え、

ぷつ →

ロ
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副ｈＭ刎影ｄ斟ｉ︒
平成﹁空気﹂の研究

望｢おひとり様｣の死に方丿
大衆天皇制の終わり1

共通通貨が開く
日本とアジアの未来

佐藤優の新･帝国主義の時代
帝国主義の悪魔祓い

特集日本の没落

温言自民党の自然死
製造業立国･日本の終焉･ｎ宍ﾀﾞl中･･
官僚支配打倒のチャンスを見逃すな。ｈ‑

﹁おひとり様﹂の死に方
六十五歳以Ｌ︑一人暮らしの︑いわゆる﹁おひとり様﹂が急増中︒
二〇三〇年には七一七万人と倍増も予測されている︒

最期まで自分らしく生き技くために︑いまなにをするべきか

写真ロｊ

竹Ｅ

('ＨＵＯＫりＲりNZlj11'1.4

いても最後はひとり︒Ｔどもに頼らず

生涯シングルを貫いても︑結婚して

やボランティアの力を借りつつ︑互い

人前後の高齢者が︑コーディネーター

きている︒グループリビングは︑一〇

ルーブリビング﹂が少しずつ広がって

分では自分らしい條らしを続ける﹁グ

子さん︵六トハ歳︶は︑高齢者のため

の若い世帯も多い新しい街だ︒

時間半︑京成成田駅の隣で︑子育て中

最寄りの公津の杜駅は東京駅から約一

葉県成田市の閑静な住宅街に誕生した．

﹁ももとせ﹂は︑二〇〇七年八月︑千

スと呼ばれるグループリビングの先進

持続したいと思います︒生涯シングル

た︒玄関︑ダイニングルームと居間︑

れな建物に人ると︑本の香りに包まれ

一

いくつになっても自立し︑自分のペー
に助け合って暮らす新しいタイプの終

の住まいや施設造りを行ってきた建築

れで︑そういう方たちが老後を迎えた

国であるカナダを訪れ︑一〇ヵ所のハ

の住まい喬考えてきた夏目さんの集大

の人や私のような人が︑家事や社会活

台汽風呂場︑洗濯機とアイロンスペ

一

ルポ●グループリビングという選択

家族に頼らず︑自分らしく暮らす
﹁終の住み家﹂の新しいかたち
福島安紀／簒シ よリスト

スで採らしたいという人も噌えている︒

の住み家だ︒なお︑介護保険の対象で︑

家であり︑グループリビングを立ちｈ

法人住まい・まち研究会が運営する

．万で︑﹁急病で倒れたとき︑どうし

認知症の人が暮らすグループホームと

げる構想を長年温めてきた︒

ことで︑独居の不安を解消し︑個室部

たらよいのかわからない﹂﹁孤独死し

は︑言葉は似ているがまったく別のも

自立した老後を送るための条件

たら困る﹂−．一入暮らしに不安を
のなので︑混同しないでいただきたい︒

住まい・まち研究会理事長の夏目幸

抱える高齢行も少なくない︒

とき︑最期まで自立しながら暮らすに

﹁一九九〇年代中ごろから︑当時おほ

様を介護中だったノンフィクションラ

はどういう住まいが必要か考え︑行き

グループリビングの．つで︑ＮＰＯ

イターの向井承ｆさんたちと﹃ポスト

ルームにー〇日間滞在し︑日本でのグ

ウスを見て回った︒その一つのゲスト

そんな高齢昌が︑小さなグループを

フィフティの会Ｌという五十代以降か

着いたのがグループリビングだったの

作って必要な援助を受けながら暮らす

ら老後を見据えた生き方︑暮らし方を

プライバシーのある共同生活

したのだという︒

ループリビングの必要性をさらに痛感

です﹂

｜

夏目さん自身は︑夫と二人の息子が

考える勉強会をしていました︒その会
の参加者には︑社会で活躍するシング

いる︒長期化する介護を支える住まい
や認知症高齢者グルーブホーム︑特別

成だ︒また︑介護が必要にならないた

﹁ももとせ﹂は︑建築家として高齢者

わってきたが︑整備されつつある施策

菱護老人ホームなどの施設の設計に携

のなかで︑介護が必要ではない元気な

めには︑どんな暮らし方をし︑どんな

動に参加して介護が必要にならないよ

ースは共用で︑すべてバリアフリーで

21h
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ルの女性たちも多かったんですね︒そ
周囲に緑も多いグルーブリビング
むもと吐・の全景

高齢者の暮らしの場が抜け落ちている

社会の仕組みがあったらよいか実践し
﹁私は︑息子たちと良い関係を保ちな

と考えた︒

うにしながら︑調子の悪いときには誰

ある︒二つある浴室の一つは檜風呂で︑

木造二階建て︑明るい色彩のおしゃ

ながら考える場でもある︒

かに助けてもらえる終の住み家として︑

大きな窓から外の緑が見え︑露天風呂

がら︑自分らしい生き方を可能な限り

グループリビングが必要だと思いまし

の雰囲気が楽しめる贅沢な造りだ︒
入居定員は︑六十歳以上の高齢者九

jlﾄ

た﹂
○四年には︑アビィフィールドハウ
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脈朕に剔らて、￨lyらしＣ紅らオI終の￨￨八ylぴ禰｢しいかたち

ムが九大で一つのグループとなってい

認知症の人を対象にしたグループホー

訓．０人で生活する︒定員に関しては︑

人とハウ刄コーディネーター一人で︑

といえる︒

めるところもグループリビングの魅力

は落とさずに自分らしい暮らしが楽し

せ﹂の自慢だ︒それでいて生活レベル

るのと同じである︒九人くらいなら︑
生活を送る工夫も随所に見られた︒た

プライバシーを守りつつ快適に共同

自分の部屋から一歩廊下へ出ただけで︑

お．圧いに関係か築けるが︑それ以上だ

ハウスコーディヽ→夕ｊは︑日本に
そのときの居間の雰囲気がわかる仕掛

とえば︑個室の前の廊下からは居間が

はまだ定着していない概念だけに︑人
けだ︒眠れない夜でも︑居間に明かり

と一つのグルーブとして生活するのは

刻確保が難しく︑現在は︑夏目さん自
がついていればそれだけでほっとする

見える構造になっている︒入居者が︑

身が︑太の住む自宅を離れ︑入居者の

ムの隣には︑家族や友人が泊まれるゲ

かなと思えるわけだ︒ダイニングルー

し︑ちょっとおしゃべりをしに行こう

難しいとされる︒

﹁ももとせ﹂の食卓の風嬰り右列の手前が
謨雛Ｓ７を務める夏目幸子さん

一人として調整役を務める︒
．０室ある個室はすべて南向きで︑
約．六畳のスペースに︑ミニキッチン

有機野菜を使った副菜と漬物などがず

て出汁を取った味噌汁と白飯︑魚料理︑

七時半からの朝食では︑鰹節を削っ

うだった︒

Ｍが飾られ︑個性豊かなミニ玄関のよ

は︑花瓶や書︑人形など︑思い思いの

屎の入り口の廊下に面した小さな棚に

れるようになっている︒それぞれの部

に多少の障害があっても暮らし続けら

これも車椅子が必要になったり︑身体

よいところだ︒実際︑入居してから不

りできるところもグループリビングの

温かいものを部屋まで運んでもらった

かになりがちだが︑具合が悳けれぱ︑

供しており︑豊かな食事は﹁ももと

ループがサポート会員として野菜を提

徳也さんら︑地元で有磯野栗を作るグ

四万円である︒同ＮＰＯ法人理事の丸

額利用料はＪ一万円︑食材質は朝夕で

割償還︶︑家皆八共益費︑その池で月

入居金は三六〇万円︵一〇年間均等

らしに限界を感じていたときに︑知人

い友人を立て続けに亡くして︑一人暮

いう︒

一度も一緒に暮らさないままだったと

いる︒

グルームで一緒に食べることになって

朝食と夕食だけは︑基本的にダイニン

で参加は自由︒体調が悪くない限り︑

入が︑長年の習慣から続けているもの

体操から始まる︒これは︑入居者の一

と収納︑トイレと洗面所がついている．

らりと並び︑入居者が昔の大家族のよ

眠症や骨粗毅症が改件したり︑体調が

の紹介で﹃ももとせ﹄を知りました︒

ポートしてくれる地域ボランティアも

今後は︑家事や入居者の通院などをサ

ティアに作ってもらっているという︒

準備し︑ときには︑地域の有償ボラン

食事は︑夏目さんと入居者が一緒に

楽しむこともしぱしぱだ︒

を楽しむこともできる︒夜は︑酒宴を

広間で友人とお茶を飲み︑おしゃべり

ときは個室にこもっていてもいいし︑

流は︑グループリビングがその土地に

るなどの活動も行う︒地域住民との交

ちと一緒に隣接した公有地に花畑を作

年生の総合の授業を担当し︑子どもた

交流も進んでおり︑同ＮＰＯ法人が四

れている︒すぐ近くにある小学校との

が行われ︑まるで公民館のように使わ

る︒コンサートやメディカル体操など

の場であるコミュニティスペースであ

一階の右側は地域の人たちとの交流

る食事はおいしくて︑ついつい食べ過

則でいい加減でしたが︑みんなで食べ

います︒一人でいたときは食事も不規

がら暮らせるいまの生活が気に入って

ましたが︑家事や地域活動に参加しな Ｊ

の人と暮らせるわけがなごと反対し

は驚き︑﹃お母さんみたいな人がよそ

すぐに入居を決めたんです︒娘や息子

せの暮らしをするのは嫌だったので︑

大規陽な有料老人ホームに人って人任

﹁長女と長男も海外にいますし︑親し

﹁ももとせ﹂の朝は︑六時半のラジオ

うに食卓を囲む︒ここから職場へ通う
よくなった人もいる︒

ストルームもある︒

六ト代の居住者もおり︑一人でいたい

募る予定だ︒

根づくためにも不可欠だ︒

師範として三人の子どもか秀ててきた︒

四十四歳のときに夫が急逝し︑書道の

たいという︒高齢者は︑既存の施設に

書を通じて母親たちの子育ても応援し

地域のｆどもたちに政道を教え始めた︒

｜

は︑ハウスコーディネーターなどの手

老後は二男家族と暮らすつもりで千葉

人れば︑世話をされるー方になってし

そう話すＴさんは︑昨年の夏から︑

を借りながら︑できる限り自分たちで

県内に二世帯住宅を建てたが︑二男は

まう︒しかし︑Ｔさんのように︑グル

居住者の一人で七ト九歳のＴさんは︑

ぎてしまうくらいです﹂

広がる地域住民との交流

行い︑百歳まで自立して暮らすことを

仕事の都合で海外生活が多く︑結局︑

掃除や食事作り︑片づけなどの家事

目指す︒一人暮らしでは食事もおろそ

‑?IS一一一一

が自分で選んで貫き通すのがいかに難

かは非忿に重要ですが︑それ支局齢者

を後押ししたのは︑財団法人ＪＫＡ

れば墜落してしまう状態でした︒グル

のに︑約四〇〇〇万円が調達できなけ

補助金交付が受けられるようになった

す﹂と夏目さんは強調する︒

効果もアピールしていきたいと思いま

ずです︒今後は︑そういった経済的な

に介護給付費や医療費も削減できるは

束京都では︑都営住宅の中にある高

一

いる︒

で︑新たなコミュニティを築き始めて

︵旧・日本自転車振興会︶の補助事業

ープリビングの必要性を銀行の支店長

一方︑行政が︑グループリビングに

齢者向けのパリアフリー住宅︑シルバ

一

割を発揮できる人が増えれば︑老後は

しいか喬痛感しました︒グループリビ

−ブリビングを足場に地域で新たな役

もっと明るいものになるに違いない︒

施設に入れるのと同じように捉え︑匿

ングが眼づいていない日本では︑親を

同体が悪いと考えた息子さんや嬢さん

資金繰りなどの課題も
ただ︑何もかも理想的のように思え

八十︑一．歳のＳさんは︑東北地方の自

る﹃ももとせ﹂も︑すべて順風満帆と

○七年四月の竣工式が︑事前に新聞

宅を引き払い︑﹇ももとせ﹂に入居し

に掲載されたところ︑二〇〇人以上の

てきた︒夫と息１娘に先立たれ︑縁

タートさせたかったのだという︒長年

夏目さんはそう指摘する︒

だ少ないのかもしれません﹂

もいたようです︒本当に自分で終の住

住んできた地域では︑近所の誰もが家

来訪者があり︑その場で二三人が入居
高齢者の多くは健康に不安を抱えて

いうわけにはいかない︒

庭の事情を知っている︒ときにはそれ

申し込みをしたが︑その後全員キャン
おり︑既存の施設のように︑提携医療

もゆかりもない土地で新しい生活をス

が気詰まりになる場合もある︒年をと

セルになったという︒現在の居住者は

み家を選べる自立した高齢者はまだま

ったら住み慣れたｔ地で暮らしたいの

機関がないため︑反対する家族を説得

の一人も︑﹁高齢者だけの住まいであ

六大で︑四部屋が空いた状態︒いまも

入居をやめた理由の多くは︑息子や
り︑急に倒れたときどうなるのかはや

が高齢者であるかのようにいわれるが︑

娘に︑自宅を売り払ってそんなところ
はり心配です﹂と話す︒入居時は要介

できなかった入もいたようだ︒入居者

オーブンから一年半が経ち︑入居者

に人るなんてとんでもないと反対され

護ではないのが条件だが︑介護が必要

入居者を募集中だ︒

たちは︑新しく移ってきた土地ででき

たことだった︒近所の入や友人に引き

な状態になっても︑自宅にいるのと同

誰にとってもそれが当てはまるとは限

た友人をグループリビングに招くなど︑

止められたという人もいた︒なかには︑

様︑医師の往診や訪問看護︑在宅介護

らないのだ︒

地域の人たちとの交流も徐々に深まっ

自分の居室まで決めていたのに︑占い

題だろう︒

てきた︒それまで知らなかった人同士

﹁老後を讃とどこでどうやって過ごす

ループリビングが今後︑広がっていく

サービスを利用することは可能だ︒医

ＪＫＡから﹁ももとせ﹂に交付され

かどうかのカギを握る大きな課題だ︒

師に﹁方角が悪い﹂といわれ︑土壇場

また︑建設・運営資金と場所の確保
た補助金は七九二七万円︒しかし︑建

中小企業の起業や経営を支援する融資

が昔のＦ宿屋のような形で個室以外の

も困難を極めた．グループリビングを
設費とスタート時の運営費を含めた事

制度があるように︑ＮＰＯ法人に対し

療機関との協力体制などは︑今後の課

斬たに建設するとなれば︑多額の資金
業費は約一信二〇〇〇万円であり︑残

ても︑県や国が低利の融資をバックア

でキャンセルした人もいる︒

が必要だが︑ＮＰＯ法人への信用保証
りの約四〇〇〇万円を自分たちで捻出

ップする制度があってもよいのではな

スペースを共用するグループリビング

制度などはなく︑実績のない法人の資
しなければならなかった︒

は︑人間関係が希薄になりがちな都会

金調達は非常に難しかったのだ︒州政

が確立していませんから︑お金を貸し

ろ課題もありますが︑グループリビン

﹁高齢者生活共同運営住宅︵高齢者生き

などに直談判する形で訴え︑何とか国

﹁新しい仕組みであるだけに︑いろい

てくれるところがなかなか見つからず︑

グが合図に広がっていけば︑年をとっ

いだろうか︒

アップし︑低所得者の入居金を援助す

本当に困りました︒まるで︑何の練習

て健康に不安があっても︑自立して地

﹁日本では︑ＮＰＯ法人への融資制度

るカナダとは異なり︑日本では︑まだ

もせずに舞台に出てや中ブランコを始

域で生活できる高齢者が増え︑結果的

活きグルーブリビング︶﹂の助成金だっ

民生活金融公庫と地元の銀行から融資

非営利団体が運営しなければ︑入居

ーピアに住み込みの生活協力員︵通

2頴
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・㈲がグループリビングの建設をパック

グループリビングが公的に位置づけら

めてしまったようなもので︑せっかく

た︒この助成金は︑代表者の福祉分野

を得られたときはほっとしました﹂

そんななか︑夏目さんの夢の実現

れていないことも大きい．

での実績や資金計画が間われるなど︑

都が展開する高齢者集合住宅

厳しい審査を経て交付されるものだ︒

者の費ｍ負担はさらに増える可能性が

似た取り組みをしている地域もある︒

利用して︑○八年度までに全国一二カ

高い︐ＮＰＯの資金繰りの問題は︑グ

︵夏目さん︶

所のグループリビングが誕生している

０．ｋ年度から始まったこの補助事業を

︵うち三ヵ所は現在建設中︶︒
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の後は意識が唯識としたという︒すぐ

てきたところまでは覚えているが︑そ

デンが︑﹁どうしました﹂と声をかけ
近隣の市に娘と息子が住むが︑迷惑を

回食事会を楽しみにしているという︒

てからは友人も増え︑楽しいです一と

いもありませんでしたから︑ここへ来

前注んでいた江戸川区では近所づき合

げにも参加するようになりました︒以

れて︑老入会のグランドゴなフや輪投

﹁食事会で知り合いになった入に誘わ

かけたくないという思いが強い︒

にワーデンが救急車を呼び︑大事に至
らずに済んだ︒入院セット一式を揃え
てワーデンに置き場所を教えておくの
がシルパーヒアのルールであり︑それ
も役立ったそうだ︒
さらに︑同じ三鷹市ではご二つのボ
ランティア団体か︑六Ｌ−五歳以上の高
食事会を開催するボランティア団体

Ｍさんは話す︒

﹁けやきの木﹂代長の大森まさ子さん
は︑シルバービアのワーデンでもある︒

る場所を作るために︑この食参会を行

高齢者同士がコミュニケーションを図

うボランティア団体を立ち上げた︒大
森さんは︑さりげなく生活をサポート
するコーディネーターのような役割も
果たしているが︑食駈会に誘い出すこ
とで︑日常的に心配事や悩み参を話し

ただ︑多芸サークルや食参会に参加

てくれる高齢者も増えたという︒

するのは女性がほとんどで︑そういっ

嘔務局長の岡本健次郎さんは︑﹁個人

ＮＰＯ法人共生のすまい全国ネット

いる︒

とり様の老後″を過ごすと予測されて

０年には七一七万人がいわゆる︒おひ

大学法学部卒業︒医療系出版社︑﹃サンデー毎
日﹄専属記者を経て︑九六年フリーランスに︒
医療・介護問題を中心に取材・執筆活動を行う﹃
著書に﹃データでみる﹁良い病院﹂﹄﹃図解でわ
かる病院を使いニなす法﹄などがある︒

‑

称・ワーデン︒相談業務も行う生活援動
員を匿いているところもある︶を配置し︑
安否の確認や緊急時に救急車を呼ふな
どの活動をしている︒ワーデンは︑家
族で住み込むのが条件になっている区
市町村が多く︑都の予算から報酬が支
払われるシステムだ︒
シルバーヒアは︑六十五歳以上で一
人暮らしの人や高齢者のみの世帯で︑
持ち家がないなど︑条件を満たした人

︼〜四回︑手芸サークルや食事会を催

齢者が支え合う関係作りのために︑月

は緊急通報システムがついており︑調
す︒これらの活動は︑市が﹁グループ

だけか入居できる集合住宅︒各部埋に

子が悪いときなどにブザーを押すと︑
リピング事業﹂と位置づけ︑都の補助

二月四日の食事会にはゴ二ー人が参

も参加できる︒

おおむね六十五歳以上の市民なら誰で

は︑シルバーピアの入居者に限らず︑

ている︒この手芸サークルや食事仝に

金を利用する形で活動費の支援を行っ

二四時間体制でワーデンがかけつける︒．
部屋に設置された生活リズムセンサー
で︑一二時間以上動きがないと察知さ
れたときには︑ワーデンが安否確認を
することになっており︑一人暮らしの
高齢者の安心感につながっている︒
坐示都三鷹市のシルバーヒアに住む
加した︒その一人で八十六歳のＭさん
は︑夫に先立たれ︑一〇年前からシル

七十六歳のＹさんは︑今年一月︑昼間
突然体か勤かなくなり︑緊急通報シス
バーヒアで一人暮らしをしており︑毎

介護予防効果が認められたりすれば︑

六十五歳以上で一人暮らしの人は︑

急速に広がる可能性を秘めている︒

現在︑高齢者世帯の約三割で四〇〇万
人以ｈいる︒国立社会保障・人ロ問題

の住宅を改造したような小規模なもの

研究所の推計では︑二〇年後の二〇一一．

まで含めれば︑民間で︑すでにー〇〇

が少し不安になったりしたとき︑どこ

老後はどこで誰とどう暮らすか

生してくるのかもしれない︒

ついても︑今後︑同じような問題が発

リビングのハウスコーディネーターに

﹁ももとせ﹂のような民間のグループ

テムを利用した︒下の部屋に住むワー

た会への参加や入づき合いが苦手な人

﹁本当は︑家にこもりがちな入のほう

もいる︒

が心配です︒そういった入も含め︑ほ
どよい距離感を保ちながら︑困ってい

いまはそう話す大森さんだが︑どこ

で誰とどんなふうに暮らしたいのか︒

ることはないか︑認知症などになって

まで高齢者をサポートするか︑悩んで

ヵ所くらいのグループリビングができ

自分たちでグループリビングを作るの

いないか︑目配りするようにしていま

体調を崩した時期もあったという︒ワ

思い返せば︑一五年くらい前には︑

ているのではないでしょうか﹂と話す︒

かどうかも含め︑五十代くらいから考

す﹂

ーデンの仕事は︑安否確認や緊急対応

認知症のグループホームも︑数ヵ所の

ている︒同じ都営住宅には︑自分が担

える必要がありそうだ︒最期まで自分

配偶者に先立たれたり︑一人暮らし

以外は︑それぞれの入の裁量に任され

先駆的な民間ホームが資金繰りに苦労

Ｓ

当するシルパーヒア以外にも一入暮ら

｜

間違いない︒

らしく生きるために︑グループリビン

な少人数のグループでケアしたほうが

グが新たな選択肢のーつとなることは

は悩ましい問題だ︒ワーデンには︑法

よいことが認められ︑介護保険で公的

対しては︑大規模な施設よりも家知的

的な位置づけがないので︑在宅介護が

に位置づけられるや否や︑全国に九八

しながら運営していた︒認知症の人に

必要になったときなどに︑たとえ︑こ

〇〇ヵ所以上のグループホームができ

入まで含めてどこまでサポートするか

れまでの生活ふりを敏もよく知ってい

ていった︒﹁ももとせ﹂のようなグル

しの高齢者が住んでおり︑そういった

る立場であっても︑介護ケアプランに

ープリビングも︑助成制度ができたり︑

ふくしまあき一九六七年千葉跳生まれ︒立教

関われないジレンマもある︒
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