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網谷敏数(あみやとしかず) 

高齢者住宅新聞社社長。平成 4 年、青山学院大学卒業後「亀岡大郎取材班グ

ループ」の「全国賃貸住宅新聞社」に入社後、平成 18年同グループ内に「高

齢者住宅新聞社」を創刊、平成 19年代表取締役就任。高齢者施設や住宅の情

報のほか、介護に係わる幅広い情報を提供。更に毎年東京、大阪にて開催さ

れる「高齢者住宅フェア」を主催。今年で 8 回を数える＜7 月 23 日（火）・

24 日（水）開催＞ 

 

今月は介護に関わる業者のみならず一般の皆様にも貴重な情報を提供して下さっている

高齢者住宅新聞の社長、網谷さんにお話を伺いました。 

Q:網谷社長、ありがとうございます。3 年ぶり 2 度目の登場になりますがこの 3年間で高齢

者を取り巻く住まい･施設に関わる環境はどのように変化をしたのでしょうか？ 

網谷：大きな変化のひとつが 2011 年 10 月の「高齢者住まい法」の改正です。それまでの「高

齢者専用賃貸住宅(高専賃)」「高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)」「高齢者向け優良賃貸住宅

(高優賃)」に変わり「ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向け住宅」という括りに一本化されました。基本はﾊﾞﾘ

ｱﾌﾘｰ他高齢者の生活に配慮した賃貸住宅に見守りや相談といったｻｰﾋﾞｽが付随されたもので

すが。自立はしているものの単身者や夫婦二人になり「今後の生活に不安」な方や「老人ﾎｰ

ﾑはﾁｮｯﾄ」と思う方、これまでの生活ﾘｽﾞﾑを崩したくない、家事などの身の回りの事は自分

自身で行いたい方などは、ここでの生活の方がﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄを保持し、自由が多く過ごしやすい

かもしれません。国の基本的な考え方は「施設から在宅へ」「地域包括ｹｱ」の推進で外付け

ｻｰﾋﾞｽ、つまり在宅介護の限界点を高めたいﾜｹですね。「在宅」と言うとどうしてもﾊﾞﾗﾊﾞﾗの

場所と考えがちですが、住宅政策の面から見て住居を一箇所に集合させることにより「効率

化」と「質」を両立させて行こうという考え方に沿う施策になります。ｻｰﾋﾞｽは外付けの「住

宅型有料老人ﾎｰﾑ」に近いものになる。しかも費用的に「住宅型有料老人ﾎｰﾑ」より安く設定

されることが多くなります。 

Q:一般人にはなかなか見えてこないｶﾃｺﾞﾘｰになりますが･･･、そこにはどんな問題が？ 

網谷：実は、一般的には「有料老人ﾎｰﾑ」的な見え方をするものもあったり、あるいははっ

きり「ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向け住宅」を打出すものもあります。問題はやはりﾊｰﾄﾞよりｿﾌﾄ、つま

り「介護」や「医療」との連携がしっかり出来ているか？という事です。入居時にどこまで

のｻｰﾋﾞｽを提供できるのか?という事をしっかり確認しておく必要があります。 

網谷：高齢者の住まいはざっくり分けるとすればいわゆる「施設系」と言われる「介護老人

福祉施設<特別養護老人ﾎｰﾑ：特養>」「介護老人保健施設<老健>」「認知症共同生活介護<ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟﾎｰﾑ>」「介護付有料老人ﾎｰﾑ」と、原則介護ｻｰﾋﾞｽが含まれるものと、お話したｻｰﾋﾞｽは外付

けとなる「住宅型有料老人ﾎｰﾑ」「ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向け住宅」他、に分けられる事になります。 

網谷：いわゆる「施設系」の「特養」や「老健」「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ」は本来はその目的や入居者の

対象があるわけなのですが、現実は混沌としています。地域の特性や一人ひとりのﾆｰｽﾞに答

えて行こうとすると画一的な対応は出来ない。 

Q:「介護老人福祉施設<特養>」のﾕﾆｯﾄｹｱの推進と個室化が叫ばれる一方「特養の療養病床化」

と言う言葉も踊りますね。 

「高齢者住宅新聞」網谷社長に伺いました 
～高齢者の住宅/施設をとりまく現状と課題～ 

 

週刊「高齢者住宅新聞」は高齢者の住

まいと介護･医療を考える貴重な情報

誌です。 

網谷：「特養」と言うと重度の方の受け入れ、料金の面での配慮がありましたが、実は 10

年以上前から「新型特養」と言う名で政策的には完全にﾕﾆｯﾄｹｱと個室へのｼﾌﾄが見られ、入 

居者の立場からする料金的なﾒﾘｯﾄも薄れつつある。「特養」も高齢者の「住居」と言う考え方からすると流れは当然な

のですが･･･、一方医療ｻｲﾄﾞからの療養病床を介護ﾏﾀｰにｼﾌﾄして行こうという施策や、更に40万人以上の待機者がいる

と言われる中、所得や料金に配慮する必要もあるので市町村や事業者も苦慮をしているところです。 

Q:逆に「介護老人保健施設」＜ﾛｳｹﾝ＞の「特別養護老人ﾎｰﾑ化」「療養病床化」と、言う声も聴かれます。 

網谷：本来「老健」が期待されている事は「在宅復帰」「ﾘﾊﾋﾞﾘ」等です。本来は「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ入居予備軍」なのかもし

れません（笑）。しかし、現状としては入居者の重度化と共に「特養」とあまり変わらないことをしているｹｰｽも見られ

ます。寝たきりの方でもﾘﾊﾋﾞﾘを希望されれば、拘縮予防、離床介助などを実施しますが、主としては介護者の介護軽

減ということで入居されることが殆どです。また、「特養」入居待機中だが自宅で介護が出来ないとして利用される方

もいます。「老健」は「在宅復帰」を目指していますが、その地域性によって、施設の役割も異なってしまうこともあ

ります。過疎で施設整備が十分に行き届いていない地域にある「老健」では、「老健」でありながら「特養」の役割を

期待され、「特養」と変わらない入所期間となっているところもあります。反対に、在宅ｻｰﾋﾞｽが充実している地域では

「老健」がしっかり在宅介護を支える機関として機能しているところもあります。 

Q:そしてｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑも「ﾐﾆ特養」と言われたり、併せて医療依存度の高い方のお問い合せや入居希望が増えてきている。 

網谷：それはどのような類型の「施設」あるいは住宅でも言われている。今後の介護

施設運営のもっとも重要な課題は医療との連携でしょう。ﾕｰｻﾞｰのｻｲﾄﾞからすると「介

護施設に入居すれば安心」と言う思いもあるでしょうが、残念ながら病院ではない。

特に緊急時と看取りの体制です。昼間の医療連携の確立は出来ても、非常時や看取り

の対応は現実的には難しいものがある。医師や看護師との 24 時間の医療連携や介護

の知識や技術などが重要になってきます。制度的な問題も多い、生い立ちの違う「医

療保険」「介護保険」二つの制度をｼｰﾑﾚｽにしていく事が大きな課題と言えるでしょう。 



★常勤/非常勤、夜勤の出来る方大歓迎!! 

★充実の社内研修制度、ｺｰﾁﾝｸﾞｼｽﾃﾑ等で働きながら成長できます! 

★福利厚生制度も充実、家族で楽しい OFF も過ごせます! 
●募集内容 ①非常勤ｽﾀｯﾌ＜週 2 日以上勤務＋夜勤可能な方＞      

②夜勤専門ｽﾀｯﾌ＜週 1回から可能＞ 

●給与： ①時給 900円＜無資格者は入社 3ヶ月間 850 円＞ 

②夜勤 1回 13,000 円 

●勤務時間：①9：00～17：00②夜勤 17：00～9：00 

●休日：  ①②シフト制による  

●勤務地：新規ｵｰﾌﾟﾝ＜H 25 年 6月予定＞武蔵小杉 

その他、中原区木月/小杉陣屋町、 

幸区小倉/宮前区菅生/多摩区三田 

★詳細は下記担当までお問い合わせ下さい。 

●問合せ：㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 採用担当 森村･若狭  

☎044-433-4889 
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通算第 98 号   編集：株式会社アイ・ディ・エス 
川崎市中原区上丸子八幡町 816  ☎044-433-4889 
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新築ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑでｽﾃｯﾌﾟ・アップをしませんか？ 

介護スタッフ募集中 
044-433-4889 

 

        ＪＲ武蔵小杉駅新南口より徒歩 14 分、東急元住吉駅から徒歩 16 分!! 

     「バナナ園武蔵小杉」6 月ｵｰﾌﾟﾝ＜予定＞！ 
川崎市の高齢者事業推進課のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲示されているとお

り、川崎市よりｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ開設の指定内定を頂き、当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの

株式会社ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽでは、平成 25年 6月のｵｰﾌﾟﾝに向け、ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉」を建設中です。当ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟとしては

9 ヶ所目のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑとなり、これで 100 人以上の認知症高齢者

の皆様をお預かり、お世話をさせて頂く事になります。 

「バナナ園武蔵小杉」は･･･ 

①首都東京の大手町、品川、渋谷、新宿、恵比寿、六本木等の

主要都市をはじめ、横浜、川崎までの広範囲を 30 分圏内でｶﾊﾞ

ｰする武蔵小杉。大切なご家族に会いたいときにすぐ会える軽快

なｱｸｾｽ。 

②JR 武蔵小杉新南口近辺の繁華街から程近い緑道に面し、小川

のせせらぎも聞こえる住宅街に立地。自然環境に触れ合うこと

が可能です。 

③定員 18名＜9名×2の 2 ﾕﾆｯﾄ＞、延べ床面積は 150 坪を超え、

ゆとりの LDK は 45 ㎡以上、18 室の個室を完備。共有スペース

とプライベートな空間を確保し、落ちついた生活が可能です。

もちろん最新の耐震設計と防火設備を完備。 

④お食事にもこだわります。岩手県胆沢郡農家直送の減肥農薬

使用のお米に、栄養ﾊﾞﾗﾝｽに配慮したお食事。食生活も安心です。 

⑤15年以上にわたる認知症介護の実績、ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟの経験豊

富なｽﾀｯﾌが 24 時間体制で大切なご家族に安心ｻｰﾋﾞｽを提供！ 

★月額：149000 円予定（食材費：42,000円 居室費：67,000円 共益費：40,000円 予定） 

※介護保険自己負担分は含みません 

★敷金：298,000 円予定 

★入居に関するご相談は下記へどうぞ。 

★お問い合わせ：044-433-4889 

バナナ園グループ 
●グループホーム「川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園」☎ 044-280-2386 

●グループホーム「ﾊﾞﾅﾅ園」☎ 044-588-0645 

●グループホーム「第 2 ﾊﾞﾅﾅ園」☎044-587-1773 

●訪問介護「IDS ﾊﾞﾅﾅ園」☎044-580-3210 

●ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家」☎044-722-5361 

●グループホーム「のんびりーす」☎044-422-2295 

●グループホーム「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」☎044-911-1599 

●グループホーム「バナナ園生田の杜」☎044-789-5691～2   

●グループホーム「ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉」  ☎044-789-5693 

●ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾊﾞﾅﾅ園  ☎044-588-0890 

●すこやかｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ  ☎044-411-3120 

 

↑憧れの都市「武蔵小杉新南口からわずか

徒歩 14分」駅前の賑やかさからは創造でき

ない緑に囲まれた環境に瀟洒な建物「武蔵

小杉ﾊﾞﾅﾅ園」。 

ｼｯｸで明るい居室→ 

新築!! 

認知症対応 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

★2013 年 1 月 23 日 24 日 川崎市幸区南加瀬→幸区小倉へ★ 

グループホーﾑ「第 2 ﾊﾞﾅﾅ園」がお引越し 
平成 11 年以来川崎市幸区南加瀬で育んで頂いた、認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

「第 2 ﾊﾞﾅﾅ園」及び訪問介護事業所の「ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ ﾊﾞﾅﾅ園」がこの 1 月 23

日 24 日の両日にかけ、同じ幸区の小倉に引越しを致しました。昨年末より

ｽﾀｯﾌはご入居者様ご家族とも連携を取りながらお引越しの準備をすすめて

きました。大所帯の引越し、ｽﾀｯﾌにとってはﾊｰﾄﾞな日々が続きましたが、無

事に終了し、ご入居者様も新しい施設にも慣れ始め一同ﾎｯ!としているとこ

ろです。この“新”第 2 ﾊﾞﾅﾅ園はもともと某企業の社員寮だった軽量鉄骨 2

階建ての住宅。これを全面改装、1F1 部屋、2F8 部屋、合計 9 人の方が居住

するｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑとして新たにｵ-ﾌﾟﾝ！お部屋の広さは 11 ㎡から最大 16 ㎡!こ

れは勿論ﾊﾞﾅﾅ園最大の広さ、勿論全てが冷暖房完備の個室、1F には真新し

い畳の和室も配置しました、共用ｽﾍﾟｰｽも 43 ㎡以上、部屋も廊下も全てのｽ

ﾍﾟｰｽが広い余裕の空間が特色です。張り切るｽﾀｯﾌを代表して管理者の森田は

「“第 2 ﾊﾞﾅﾅ園”は住み慣れた南加瀬から小倉に移転しました。お世話にな

った地域を離れることは、これまでの日々を思うと誠に残念です。本当に有

り難うございました。また、この小倉は私どもﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ発祥の地でもあ

り、地域の皆様に可愛がって頂けるよう、開かれた施設の運営を心がけてい

く次第です。どうぞよろしくお願いいたします。」と、語ってくれた。 

 

 

ｽﾀｯﾌ総出でｴｯ

ﾁﾗｵｯﾁﾗ!   → 

←“新”第 2 ﾊﾞ

ﾅﾅ園 


