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見守りサービスについて 

平成27年10月14日 「安心居住政策研究会」資料 

資料３（２）
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ホームネットは損害保険会社・商社・警備会社を中心に、主に高齢者の在宅サービス（緊急通報
事業）を提供する会社として1991年に設立しました。緊急通報事業を中心に、付帯サービスと
してお元気コールや健康相談サービス等のコールセンター事業、健康診断の予約代行サービス事
業、住み替え支援の家賃債務保証事業を立ち上げました。さらには、地域包括ケア体制の構築の
一助として、定期巡回・随時対応サービスのシステム提供や立ち上げ支援を行っています。 

エルズサポートは平成22年8月にﾎｰﾑﾈｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟに入り新スタートを切り、今年が会社設立10周
年になります。提供する家賃債務保証はお部屋を借りる際に必要な個人の「連帯保証人」に代わ
り弊社が家賃等債務を引き受けるシステムで、それを利用することで住み替えの際のストレスを
軽減しスムーズな入居促進のお手伝いをいたします。また、独自のシステム（信託口座利用）に
より安全に集金代行がご利用いただけ、事務負担を軽減し業務効率のお手伝いが可能となります。 

毎日サービスネットワークは適正価格で質の高いサービスを提供する「水まわりネットワーク」
を立ち上げました。質の伴わない「安さ」や「早さ」を売りにするのではなく、困った時に本当
に質の高いサービスを受けたいという方のために24時間365日体制で、お客様の水まわりのお
悩みを解決いたします。 

エイプレイスはで高齢者やその家族が住み慣れた地域で、自分らしく最後まで暮らせるよう、在
宅介護事業や生活支援サービス等の活動を通じて、様々なサポートを行います。 
東京都新宿区で定期巡回・随時対応サービス・夜間対応型訪問介護・訪問介護、東京都北区で高
齢者集合住宅に併設した居宅介護支援・訪問介護、神奈川県川崎市で定期巡回・随時対応サービ
ス・夜間対応型訪問介護・訪問介護を行っています。 

エイ・ワン少額短期保証は賃貸住宅にお住まいのお客様の家財道具を火災や落雷、水漏れなどの
損害からお守りする保険や妊娠中や持病をお持ちの方でも加入できる医療保険、利用者が亡く
なった場合に葬儀・家財片づけ費用を補償する費用保険などを提供しています。 
大阪府内ではエイ・ワン少額短期保険を中心に弊社グループのパッケージ商品「大阪あんしん住
まいるサポーター」の販売を行っています。 
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ホームネット株式会社 概要 

本社所在地   〒162-0045 東京都新宿区馬場下町１－１ 
 
設立    １９９１年（平成３年）１２月 
 
資本金   ９７，０００千円 
 
代表者   藤田 潔  
 
主な事業内容      緊急通報サービス業、電話相談サービス業、健康管理及び健診予約代行業務、システム販売事業 
 
主な取引先   高齢者住宅財団、賃貸不動産管理業協会、等 
    東京都・全国区市町村、神奈川県住宅供給公社他全国都道府県住宅供給公社 
    各社会福祉協議会・各福祉公社・都市再生機構 
    各病院施設・タクシー事業者 
    東京都防災・建築まちづくりセンター、かながわ住まいまちづくり協会 等 
 
加盟団体    一般社団法人東京都警備業協会 
        一般社団法人シルバーサービス振興会 
        一般財団法人高齢者住宅財団 
        一般社団法人２４時間在宅ケア研究会 
        一般社団法人全国賃貸保証業協会 
        公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 
        公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 
        一般社団法人高齢者住宅推進機構  
        一般社団法人家財整理相談窓口                 
 
その他     創造活動促進法認定企業 第3173号 
        プライバシーマーク 認定番号第10740052(04)号    
        JISQ１５００１：２００６準拠 
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弊社の取り組み事例 

１．東京都『あんしん居住制度』 ： 平成13年から業務提供中 
   ※平成12年「東京都ひとり暮らし高齢者等入居身元保証人制度検討委員会」参加 

 
２．神奈川県『あんしんすまい保証制度』 ： 平成25年から業務提供中 

 
３．神戸市『こうべ賃貸住宅あんしん入居制度』 ： 平成26年から業務提供中 
   ※平成16年「こうべ安心サポート委員会生前契約システム研究部会」参加 

 
４．大阪府『あんしん居住サポート事業』 ： 平成26年「緊急雇用創出基金事業」実施 
 
５．埼玉県居住支援協議会 ： H26年居住支援ニーズ調査・事例集作成業務の受託 
 
６．その他（導入検討中） 
 
 (1)福岡市『住まいサポートふくおか』 ：家賃債務保証・見守り・費用保険 
 
 (2)京都市居住支援協議会 ： 家賃債務保証・見守り・費用保険  
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見守りサービス 
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原則、NTT回線が必要となります。 

ボタンに応じて適切な対応！〝あんしん〟をお届けします。 

ボタンを押すだ
けで、「ホーム
ネット」に救援
を求めることが
出来ます。重さ
約３０ｇですの
で、日常身につ
けることが可能
です。（ご自宅
内に限ります）

ペンダント式非常押しボタン 

何かあったら、
ここを押して
下さい。 

相談ボタン（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔ
ﾙ）を押すだけでｻｰﾋﾞ
ｽﾃﾞｽｸにつながります。
健康のこと、病院で
もらった薬のことな
ど健康・医療に関す
る相談を電話で看護
師等が対応します。

スピーカー

※生活リズムセンサー
設置の場合、外泊時に
スイッチを押して下さい。

緊急通報装置の概要 
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１．下図のように、２０時間の間にセンサーの前をお客様が一度も通過しなかった 

  場合、受信センターに自動的に通報されます。 

２．受信センターが通報を受信して、対象者に電話による安否の確認を行います。 

３．誤報と確認できない限り、出動員が現場に急行します。 

【センサー】 

※センサーは天井もしくは壁に
設置します。
緊急通報装置本体と有線でつなぎ
ます。（無線タイプもあり）

天井 

床 

緊急通報装置 

センサー【イメージ図】 

生活リズムセンサー（孤立死の早期発見） 
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各種相談サービス 
弊社の生活支援ネットワークを活用し利用者・家族等からの相談や日常生活に関する困りごとに対応 

健康相談 
メンタル相談 

家事代行サービス 

法律相談 
（弁護士） 

年金・税務相談 
（社労士） 

相続相談 
（司法書士） 

介護相談 

24時間365日
コールセンター 

【取次サービス】 
 １．葬儀手配・・・  葬儀が必要な場合は、葬儀会社の全国ネットワークからご紹介します。 
 ２．荷物整理・・・  不要な荷物や残存家財の片づけを行う業者をご紹介します。 
 ３．家事代行・・・  ご家族の入院やケガなどで困ったときや、家事（掃除、洗濯、料理、等）のお手伝いに代行業者 
            を紹介します。 

24時間３６５日看護師
が常駐しているのはもち
ろんのこと、不安感や喪
失感によるメンタル相談
については、臨床心理士
等のカウンセラーによる
「こころの相談」にも対
応でき実績は豊富です。 

荷物整理 

葬儀手配 

【相談サービス】 
 １．健康相談・・・  健康や医療に関する悩みや相談に医師や看護師が対応します。 
 ２．メンタル相談・・・心の悩みに臨床心理士等のカウンセラーが対応します。 
 ３．介護相談・・・  介護方法・福祉サービスの情報提供など介護相談全般に対応します。福祉用具や住宅改修等の各種 
            サービスの案内を行います。 
 ４．相続相談・・・  相続に関わる相談を、司法書士が対応します。  ※予約制有料 
             ＊相続の相談は年間死亡者数の70％が司法書士に相談しています。 
 ５．年金相談・・・  厚生年金、国民年金などに関する相談を社会保険労務士が対応します。※予約制有料 
 ６．税務相談・・・  所得税・相続税・固定資産税などの税務全般について税理士が対応します。※予約制有料 
 ７．法律相談・・・  日常生活で生じた法律問題について弁護士が対応します。※予約制有料 
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サービスを利用されている方の声！！ 

利用者様 

家主様・管理会社様 

・子供は近くにいるが仕事をしているので、何かあってもすぐには駆けつけられない。 
 私は一人暮らしなので持病があるので心配していたが、このボタンを押せば安否確認に駆けつけてくれるので、 
 私自身も安心したが、子供も「よかったね！安心したよ」と言ってくれております。 
 
・私は脳疾患の後遺症により自宅療養中で昼間は一人暮らしをしております。「見守りサービス」を申込み、これで、 
 一人でいるときの不安は解消しました。 
 
・見守りサービスに入ることで安心感を持てるのと、反対になるべくお世話にならないよう日々ちゃんと生活できる 
 ように頑張れます。 
 
・急に具合が悪くなってなんとかボタンだけ押せた。意識がはっきりしない中、誰かが来てくれたことはわかり、 
 助かったと思いました。 

・生活リズムセンサーは孤立死の早期発見に非常に有効で、安心して高齢者に部屋を貸すことができます。60歳以上 
 の入居者には全員加入してもらっています。 
 
・空室が多いアパートの全居室に通報装置を設置し高齢者向けアパートとして募集をかけたところ、短期間で満室に 
 なり、以後、入居者募集に困らなくなりました。 
 
・費用を負担できない利用者（低所得者）が多いため、もう少し安くしてもらえると助かります。 
 
・見守りサービスだけでなく簡単な相談サービスもついていることが入居者にとって付加価値となり他物件と差別化が 
 できます。 
 
・電気・電話とライフラインを使用するサービスのため、通常の生活を送っているかどうかも分かるので安心できます。 
 （経済面の把握もできる） 



10 10 

 住宅確保要配慮者の入居支援事例集等作成業務委託 

調査目的 
埼玉県内における住宅確保要配慮者の状況（属性、地域特性、課題、ニーズ等）を把
握するために行い、この調査結果を今後の取組み内容、方向性等へ反映させること 

調査方法 

入居支援団体、及び不動産関連団体へ住宅確保要配慮者への入居支援対応状況等のヒ
アリング調査 
（最近の入居支援事例や入居支援団体・仲介業者、要配慮者の視点からの入居支援策 
 に関する要望等の把握） 

調査期間 平成26年9月11日～平成26年11月28日 

調査対象 入居支援団体（9団体：自治体含む）及び「不動産関係会社（5社）」の合計14団体 

課題に対応した基礎となる属性は三つ（入居支援ガイドに支援事例を掲載）            

低所得者 高齢者 外国人 

住宅確保要配慮者の属性は高齢者、失業者、生活保護世帯、低所得者などが多く、
かつ、単一の属性ではなく「低所得者かつ失業者」・「高齢者かつ低所得者」の
ように複数の属性が重複しているケースが大半 
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『住宅確保要配慮者の入居支援ガイド』 
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住宅確保にあたっての課題 
（賃貸リスク） 

・ 
対応策 

（制度等） 

 
◆保証人を確保することが難しい 
 ・家賃債務保証会社（連帯保証人の代行）  
 ・残存家財整理などのサービス 
 ・身元保証人確保対策事業 
 
 
借りられる部屋が見つからない 
 ・埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度 
 
 
家賃を徴収できない恐れがある 
 ・家賃債務保証会社（家賃等の代位弁済） 
 ・生活保護（住宅扶助費）の代理納付制度 
 
 
◆一時的なまとまった費用を捻出する 
  ことが難しい 
 ・一時的資金の貸付制度 
 ・支払いの分割化・平準化 
 
 

急病や孤立死が心配である 
 ・見守りサービス 
 ・残存家財整理や家賃損失補償サービス 
  （保険の活用） 
 
認知症など判断能力の低下が心配である 
 ・後見人制度の活用 

その他 

◆生活保護受給世帯や生活困窮者世帯で 
 転居・住まいの相談がしたい 
 ・生活困窮者自立支援制度（自立相談支援、 
  住宅確保給付金）の活用 
 
◆生活習慣の違いなどから外国人に貸すことが 
 心配 
 ・埼玉県あんしん賃貸住宅等登録制度 
 （通訳サービス・ガイドブック）の活用 

 入居支援ガイド（住宅確保の課題と対応策） 

入居支援団体・不動産管理会社・オーナー様向け課題（賃貸リスク）と対応策（制度等） 

入居前 入居中・退去時 
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東京都『あんしん居住制度』 
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神奈川県『あんしんすまい保証制度』 
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見まもっＴＥＬ（自動音声安否確認サービス） 

ご利用者様の固定電話または携帯電話に自動音声ガイダンスによる安否確認連絡を行います。 
ご利用者様は、ガイダンスよりダイヤルを１プッシュするだけで安否確認、さらに健康相談 
等のサービスを受けられます。また予めご登録させていただく、ご親族様等指定連絡先にご 
利用者様の状況をご連絡いたします。 

ご利用者様 指定連絡先 
（ご親族等） 

当社コールセンター 

自動音声 
ガイダンス 

安否確認 

メール 

安否報告 

安否報告 
健康相談等 

連絡等 

●サービス申込・解約 
●曜日・時間帯の変更 
●連絡先・メールの変更 
●その他お問い合わせ全般 

24時間 
フリーダイヤル 

専用サポートセンター 

サービス概要 

サービス提供スキーム 
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【新商品】見まもっTEL＋原状回復・事故対応費用 
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大阪府が公募した『緊急雇用創出基金事業』において
“ｴｲ･ﾜﾝHNG共同企業体”で採択！ 
 火災保険 
 原状回復共済 
 家賃保証 
 見守り（お元気コール・通報装置による安否確認 
 費用保険 
を提供 

大阪あんしん住まいるサポーター（大阪府緊急雇用創出基金事業） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/kison-sn/supporter.html 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/kison-sn/supporter.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/kison-sn/supporter.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/kison-sn/supporter.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/kison-sn/supporter.html
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福岡市『住まいサポートふくおか』 
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一般社団法人家財整理相談窓口（事務局受託） 



20 20 

一般社団法人24時間在宅ケア研究会（事務局受託） 

平成20年5月設立 
平成22年4月一般社団法人化 
加入事業者：134事業者（H27年9月末） 
 
【活動内容】 
■平成20年～25年、27年 
厚生労働省老人保健健康増進等事業（補助金事業）
にて調査研究事業を実施 
 
■普及促進のための各種セミナー開催 
・H26年福岡県定期巡回・随時対応サービス等普及促進事業 
・H27年広島県定期巡回・随時対応サービス等普及促進事業 等 

 
■事業立ち上げのための情報提供 
 
■各種勉強会・情報交換会の開催 等 

介護保険の地域密着型サービス「夜間対応型
訪問介護」・「定期巡回・随時対応型訪問介
護看護」の普及・啓発を目的として設立 




