
2016年12月発行　三井住友信託銀行株式会社 経営企画部 CSR推進室　〒100-8233 東京都千代田区丸の内1-4-1　電話番号 03（6256）6251

情報満載！ CSRサイトもご覧ください。 三井住友信託銀行CSR 検索

表紙の写真 英国ナショナル・トラスト　セブンシスターズ・クリフ（英国 /イースト・サセックス州）

イギリス海峡を臨むセブンシスターズ・
クリフは、イギリスを代表する有名な景勝
地のひとつです。７つに連なるチョーク層
の白亜の壁が７人の修道女に見えること
から、この名前が付けられました。
かつてこの断崖絶壁は海峡を渡る船乗

りの難所で、18世紀頃には壁に掘った洞
窟に危険な岩場を知らせるためのランプ
が灯されたそうです。現在は、渡り鳥の観
測地点として、また新石器時代の塚など
が残る考古学的に貴重な場所として、多く
の人に親しまれています。
1950年代のイギリスでは、都市化と

開発の波による改変や道路や橋の建設に

よる埋め立てなどにより、各地で自然海
岸の破壊が相次ぎました。こうした破壊
を防ぎ美しい海岸線を買い取り守ろうと
1965年、全国規模のキャンペーン「ネプ
チューン計画」がスタートしました。エリザ
ベス女王の夫であるエディンバラ公がこ
の運動の先頭に立ち、各種団体や報道機
関の協力を得て募金したところ、1973年
には目標の200万ポンドが集まり、各地の
美しい海岸線が買い取り守られました。セ
ブンシスターズ・クリフもこの計画によっ
て守られた海岸線のひとつです。
英国ナショナル・トラストは現在、

1,240kmの海岸線を所有し、その美しい

景観を後世に伝えています。湖水地方や
島など水辺環境の保存に加えて海岸線の
保全にも乗り出したことは、戦後の英国ナ
ショナル・トラストの業績の中で最も注目
すべきことと言えるでしょう。

美しい自然や歴史的建造物を市民などの寄付によって買い取って守る活動はナショナル・トラストと呼ばれています。
その発祥は19世紀の英国で、同国内の数多くの土地・建物が英国ナショナル・トラストによって管理されています。

三井住友信託銀行は2016年9月、福島
県富岡町の町民が主導するメガソーラー事
業への融資契約を締結しました。
富岡町は東京電力福島第1原発から7キ

ロ地点にあり、原発事故の影響で現在も全
町民が避難を余儀なくされています。
居住制限区域内の農地を有効活用し、町

民自らが故郷の復興・自立を目指そうと立ち
上げたのが「富岡復興ソーラー」事業です。
事業は、町民30余人の農地約35ヘク

タールを一時的に借りあげ、約11万枚の太

陽光パネルを設置して太陽光発電を行うも
ので、売電の収益は地域の復興支援事業
や生活再建事業に活用されます。
建設費約100億円のうち約9割を当社

が組成するプロジェクトファイナンスで融
資します。発電量は一般家庭1万世帯分
の消費量に相当する約3万キロワットで、
市民ファンドが参画したメガソーラー事業
としては出資額、出力数共に最大規模と
なる見込みです。
この太陽光パネルは2018年3月の運転

開始を目指しており、20年間の売電による
復興計画推進が期待されています。

CSR活動キラリ 町民主導のメガソーラー事業に融資しました！ ～太陽光発電で復興をサポート～

いいね！エコリフォーム　あなたの住まい、底冷えしませんか？
築年数の経った木造住宅では、「冬は足

元から底冷えする」「暖房している部屋と
廊下、浴室などの温度差が激しい」といっ
た悩みが出てきます。近年では、夏の暑
さ、冬の寒さとも異常なほど激しく、健康
面でも冷暖房コストの面でも心配です。
一年を通して快適に過ごすには、住まい

の床、壁、天井、開口部など、熱が逃げる場
所にしっかり断熱・気密改修を行うのが一
番。実はリフォームでも、床、壁、天井に断
熱材を吹き付ける工事で隙間を抑えて断
熱性を高めることができます。

例えば、冬の朝を想定し、リビ
ングルームを20℃まで温めて
から暖房をオフ、8時間経過後
（外気温0℃）の室内分布を調べ
た試算では、断熱・気密改修前と
後とでは5℃もの差が見られます。
断熱・気密改修は、エネルギー

ロスを低減し冷暖房コストを節約
することができます。夏涼しく
冬暖かく、そして、健康に暮らす
ために検討してみてはいかがで
しょうか。 監修：パナソニックリフォーム株式会社

断熱・気密改修を実施前後の室温比較

※パナソニックリフォーム株式会社試算条件（延床面積:139.12㎡、地域：
大阪、改修工事内容：屋根裏、開口部、玄関ドアの断熱・気密改修、外壁
は既存断熱材を流用）に基づいた計算結果であり、気象条件、プラン、
建設地、生活スタイルにより異なる場合があります。
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中野支店ロビー展紹介

魅惑のアール・ブリュット
石野 敬祐氏 作品紹介
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介護と老人ホーム❸ 介護とお金



石野氏は10歳頃からコピー用紙やチラシといった薄い紙と、セ
ロハンテープでこのような人形を作っています。
作り出すようになったきっかけは、父親が買ってきた紙模型を気

に入ったことからではないか、と彼の両親は話しています。当初はア
ニメのキャラクターや自分で考えた人形などを作っていましたが、そ
の形態は石野氏の成長とともに工夫がなされ、変化しています。ブ
ルマや水着姿の女の子をよく作り、それらはさまざまな洋服を着る
ようになり、時にはボールで遊んでいたりもします。また、食べ物や
数字も立体で作ります。数字はなぜか14個セットで、出来上がると
並べて紙に貼り、その都度母親に「48兆9,990億…」と読んでもら
うそうです。読み終わると、作った数字に興味を示さなくなります。
石野氏は、施設へ行く時間や食事の時間、入浴、就寝などの合

間に毎日作品を作り、テレビを見ながら作ったりもしますが手元は
正確です。これらはセロハンテープの貼る箇所、切る箇所ともに無
駄のない、工夫し尽くされた造形物です。

執筆者　NPO法人はれたりくもったり　アートディレクター　井上 多枝子

中野支店はアール・ブリュットを応援しています！
愛成会は1958年の設立以来、施設入所支援をはじめ生活介護や就労継続支援、
相談支援などの事業を展開するほか、2011年からは障がい者の理解啓発と多様な
人々の社会参画を目的に、日本のアール・ブリュット作品を国内外に発信する活動に
力を入れています。
中野支店は地域の一員として、愛成会のアール・ブリュット啓発活動を応援しており、後
援や継続的なロビー展を通じて地域への情報発信のお手伝いをしています。

社会福祉法人 愛成会▶http://www.aisei.or.jp/
中野支店ブログ▶https://branchblog.smtb.jp/kanto/tokyo/nakano/

作者 石野 敬祐 Keisuke ISHINO（1987年生まれ 鹿児島県在住）
タイトル「女の子」 2012-2013年

2010－2011年
2012－2013年

2014年

「ART BRUT JAPONAIS」展／アル・サン・ピエール美術館（フランス／パリ）
ヨーロッパ巡回展「Art Brut from Japan」展／ドルハウス美術館（オランダ／
ハールレム）、ウェルカム・コレクション（イギリス／ロンドン）
日本・スイス国交樹立150周年記念事業「ART BRUT JAPAN SCHWEIZ」展／
ラガーハウスミュージアム（スイス／ザンクトガレン）

主な出展歴

介護は先の見通しが立てられないため、どれだけお金がかかるのかは、
とても気になるところです。実際には、介護期間は、どれくらいの長さであり、
介護費用についてはどれくらい必要なのでしょう。
第3回はベネッセスタイルケア お客様相談室長の大見強様から介護に
関わる費用について解説いただきました。

介護とお金

SPECIAL TOPIC  スペシャルトピック

ベネッセスタイルケア
東京Ⅰエリアお客様相談室長

大
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介護職員を経て、入居相談
を主に運営と新規開設運営
に携わる。
湘南鎌倉、東京、東海、西日本
を担当し、過去2,000件以上
の対面相談の経験を生かし
て現在に至る。

今後の連載予定 第4回 老人ホームのサービスとは

介護と老人ホーム❸

一般家庭の生命保険加入状況を中心に、老後生活や万一の
場合の生活保障に対する考え方などについて、全国の世帯員2
人以上の世帯を対象にした世帯調査では、介護を始めてからの
期間（介護中の場合は、経過期間）をみると、平均59.1カ月（4
年11カ月）となっています。この結果には、現在介護中の方も含
んでいますので、実際の介護期間はこれより長いと推測できま
す。また、今後の想定として、世帯主または配偶者が要介護状態
となった場合の、介護が必要と考える期間の平均では、10年以

上かかるだろうという回答が67.7％ありました。
次に介護に要した費用ですが、住宅改造や介護用ベッド購入
等の一時的な費用は平均で80万、その後の介護のみの月額費
用は、平均7.9万でした。しかし、実際には、介護費用のほかに、
居住費、医療費、食費、光熱費、通信費（電話）などが加わるこ
とになります。また、今後世帯主または配偶者が要介護状態と
なった場合では、一時的な費用で平均252万、月々で16．8万
円くらいが必要となるだろうという回答がありました。

介護にかかる期間と費用

なんといっても心強いのが、介護保険の介護サービスです。
要介護1～5に認定された人が利用できる介護サービスには、
「在宅（居宅）サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」
の3種類があり、自己負担は1割または2割ですみます。
◆在宅（居宅）サービス
「在宅（居宅）サービス」には、入浴、排泄、食事などの介助（身
体介護）や家事援助（生活援助）を行う「訪問介護」、日中だけ施
設で過ごす「デイサービス」、施設に短期間泊まる「ショートステ
イ」、ベッドや車椅子をレンタルできる「福祉用具貸与」、「訪問看
護」、「訪問入浴介護」等があり、必要なものを組み合わせて利用
します。 介護サービスは、要介護度別に利用できるサービス支
給限度額（量）が決まっており、支給限度額の範囲内であれば、
自己負担は、かかった介護サービス費の1割（一定以上の所得者
の場合は2割）となります。しかし、支給限度額を超えた分や、介
護サービスの範囲外で利用したサービスに関しては、全額自己
負担になります。有料老人ホームなどに入居している場合でも、

「在宅（居宅）サービス」が受けられ、自己負担額も1割（一定以
上の所得者の場合は2割）です。ただし、入居先により支払い額
や支払い方法が異なります。住宅型有料老人ホームやサービス
付き高齢者向け住宅、シニア向け分譲マンションの場合は、外部
の介護サービス事業者を利用するため、自宅と同じように利用し
た分だけ支払います。 一方、介護付有料老人ホーム、介護型ケ
アハウスでは、「特定施設入居者生活介護」といって、施設スタッ
フにより介護サービスが提供されているため、料金も要介護度
ごとに決められた額を支払う定額制になっています。
◆施設サービス
特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）、介護老人保健施設、
介護療養型医療施設のいずれかの公的な介護施設に入所して受
けることができる介護サービスです。料金は定額制です。
◆地域密着型サービス 
介護が必要となっても住み慣れた地域で暮らし続けるための

サービスです。小規模な施設へ入居して受けるサービス「認知
症対応型共同生活介護」（グループホーム）、「地域密着型特定

介護保険サービス利用について

施設入居者生活介護」（介護付有料老人ホーム、一部のケアハ
ウスやサービス付き高齢者向け住宅等）、「地域密着型介護老
人福祉施設入居者生活介護」（特別養護老人ホーム）と、自宅で
暮らしながら受けるサービス「小規模多機能型居宅介護」「定期
巡回・随時訪問型訪問介護・看護」「認知症対応型通所介護」「夜
間対応型訪問介護」があります。
料金については、「認知症対応型通所介護」と「夜間対応型訪

問介護」は利用した分だけの支払い、その他のサービスは要介
護度ごとに決められた定額制になっています。

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、特別養護
老人ホームなどの介護施設の種類や、入居予定者の要介護度
や健康状態により入居時にかかる費用や月額で必要になる費
用が違います。また、施設の設備内容や提供するサービスに
よっても、その金額は違ってきます。詳細は、各施設に確認され
ることをおすすめします。

①一時的な費用の合計：平均80万円（不明分を除く）
かかった費用は

ない
15万円
未満

15～25万円
未満

25～50万円
未満

50～100万円
未満

100～150万円
未満

150～200万円
未満

200万円
以上 不明

17.3％ 13.9％ 8.3％ 7.7％ 9.0％ 7.9％ 1.9％ 7.1％ 26.8％

②月額：平均7.9万円（不明分を除く）

支払った
費用はない

1万円
未満

1万～
2万5千円
未満

2万5千～
5万円
未満

5万～
7万5千円
未満

7万5千～
10万円
未満

10万～
12万円
未満

12万5千～
15万円
未満

15万円
以上 不明

5.2％ 4.9％ 15.1％ 10.2％ 13.8％ 7.1％ 9.8％ 3.4％ 16.4％ 14.1％
生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」／平成27年度

種類 入居金 月額利用料の目安

有料老人ホーム
・介護付き
・住宅型
・健康型

入居金なし
5百万円以下
1千万円以下
数千万～1億円以上など
施設により異なる

12～40万円

サービス付き
高齢者向け住宅

敷金として家賃の
2～3カ月の場合が大半 5～25万円

グループホーム 10～100万円 12～20万円

公的な介護施設
・特別養護老人ホーム（特養）
・介護老人保険施設（老健）

0円 7～17万円

ケアハウス
（軽費老人ホーム）

30万～数百万円程度
施設によっては0円の
場合もあり

8～20万円

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、特別養護老人ホームなどの
介護施設の種類や、入居予定者の要介護度や健康状態により入居時にかかる
費用や月額で必要になる費用が違います。また、施設の設備内容や提供する
サービスによっても、その金額は違いますので、詳細は、各施設にお確かめ
ください。

入居金と月額利用料の目安

介護施設の費用


