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⾃⼰紹介
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＜はじめに＞

＜⾃⼰紹介＞
神奈川県横浜市⽣まれです。以前は公認会計⼠の
仕事（約５年）をしていましたが、⾃分の祖⺟が
⾼齢者施設に⼊居した際に、施設に対する印象が
かわりこの仕事で独⽴しました。

｢1件1件⾃分の⾜でホームを⾒学して周り、私⾃
⾝が良いと思うホームをご紹介させて頂きます｣

＜略歴＞
2007年〜2012年 あずさ監査法⼈
2012年〜現在 株式会社えんカウント 代表
2013年〜現在 満⽥⼀秋税理⼠事務所 補助税理⼠
2014年〜2016年すぎなみNPO⽀援センター 勉強会委員会 委員
2014年〜現在 かがやきサロン杉並（多世代交流⾳楽サロン）代表
2014年〜現在 公益社団法⼈⽇本産業退職者協会 理事
2015年〜現在 ⼀般社団法⼈⾼齢者住まいアドバイザー協会 理事⻑

＜テレビ等でも解説＞
右：ワイドスクランブル
右下：ノンストップ
下：ナイナイアンサー



⾼齢者住宅の紹介業とは
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＜ はじめに＞

3

引越し･リサイクル業
者

リフォーム業者･不動
産業者役所･地域包括

介護居宅事業所

有料⽼⼈
ホーム･サ
⾼住等

後⾒⼈･⺠⽣委員

相談者（本⼈･家族･親戚）

紹介
会社

無料相談

提携

相談

宅建業ではなく業務委託で⾏っ
ている。参⼊障壁が低いため東
京で100社近くある。

紹介･⾒学同⾏⼿数料病院のMSW

はじめに

◇介護のイメージ
暗い、あまり考えたくない、⼤変、認知症
親の世話、介護離職 ...etc

→介護は突然やってきます。あらかじめ基礎知識を知っておかないといざという
時に困ります。
◇⽼後の住まいのイメージ

⾃宅にずっと住みたい、⼦供の世話になりたくない
特養:待機者が多く⼊れない、有料⽼⼈ホーム:⾼くて⼊れない

→漠然としたイメージのみで古いイメージを持っている⽅も多いです。ここ数年
でも⼤きく変化しています。
＜ここ数年の変化＞
・サービス付き⾼齢者向け住宅の台頭 ・地域包括ケア
・⼀時⾦ゼロの有料⽼⼈ホームの増加 ・介護保険制度の改定
・低価格ホームの増加 ･在宅有料⽼⼈ホーム
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＜はじめに＞



本セミナーの⽬的
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＜ はじめに＞

・介護について考えるきっかけとする。

・公的な介護保険を理解し、社会保障を理解する

・⽼後の住まいのイメージをつかみ・実態を理解
する。

・介護にかかる費⽤、⾼齢者施設の⼊居費⽤・⽉
額等の費⽤負担のイメージをつかむ。

1.⽼後の住まいと国の⽅針
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介護を受けたい場所･最期を迎えたい場所
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＜1.⽼後の住まいと国の⽅針＞

＜介護を受けたい場所＞
【⾃宅】
男性が42％ ⼥性30％
【特養】
男性が18％ ⼥性19％
【医療機関】
男性が１６％ ⼥性23％

＜最後を迎えたい居場所＞
･⾃宅が半数以上

→多くの⼈が⾃宅で
最期まで暮らすこと
を望んでいる。

地域包括ケアのしくみ（国の⽅針）
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＜1.⽼後の住まいと国の⽅針＞

＜地域包括ケアシステム＞
重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で⾃分らしい暮らしを⼈⽣の最後まで続けることが
できるよう、住まい・医療・介護・予防・⽣活⽀援が⼀体的に提供される仕組み。国は、団塊世
代が75歳以上になる2025年を⽬途に、地域包括ケアシステムの構築を⽬指す。



⾃宅にずっと住み続けることは可能か

【1番の望みは住み慣れた⾃宅にずっと住み続けること】
終の棲家として⾃宅にずっと住み続けることは可能か？

【独居･夫婦のみ】
独居や夫婦（⽼⽼介護）は、介護度が重度になると家族のサポートがないとそ
のまま住み続けるには厳しい状況である。

【家族同居の場合】
在宅介護でも重度の場合は、介護保険を使ったとしても家族の負担がとても重
い。
⇒本⼈の意向も⼤切にし、介護する⽅、される⽅双⽅にとってベストな選択を
取れるようにしたい。
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＜1.⽼後の住まいと国の⽅針＞

在宅介護＋在宅医療＋家族のサポートが必要

意外なデータ！？
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＜1.⽼後の住まいと国の⽅針＞

◇⾼齢者施設の⼊居時の年齢 →80代半が多い

◇介護施設･⾼齢者住宅の男⼥⽐ →男性２：⼥性８

◇⾼齢者施設の部屋の広さ →18㎡前後が多い

◇⾼齢者施設のお⾵呂の回数 →週2回（介護付）



どのような状況で施設に⼊居するか
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＜1.⽼後の住まいと国の⽅針＞

さきほどの⼊居時の年齢が80代半から読み取れること

→施設に⼊居で多いのは、病院に⼊院して⾃宅に戻れ
ず、そのまま施設⼊居するケースです。
＜問題点＞
・退院⽇が決まっており、ゆっくり検討できない
・本⼈の意思よりも家族の希望を優先（家から近い等）

→⾃宅で最期を迎えること希望しても叶わないこともありうる。
あらかじめ⾊々な施設の情報などを本⼈が集めておくことが重
要。

2.介護保険のしくみ
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介護離職１０万⼈！？
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＜ 2.介護保険のしくみ＞

介護離職は社会的な問題となっています。介護離職の増加は、単に⾼齢者⼈⼝が
増えたということだけが原因でなく、公的な介護保険制度のしくみを理解できて
いないからということも考えられます。突然やってくる介護に必要な知識を⾝に
付けることが重要です。

⾼齢者⼈⼝の推移・要介護認定者の推移
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＜ 2.介護保険のしくみ＞
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出所:厚生労働省｢介護保険事業状況報告（要支援含む）｣
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■日本の人口推移・高齢化率

■介護保険の介護認定者数推移
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■2013年介護認定者の内訳

出所:厚生労働省｢介護保険事業状況報告（要支援含む）2013年10月｣

少⼦⾼齢化により、⼈⼝
は減少する⼀⽅で⾼齢者
⼈⼝は増えており、要介
護認定者も増えている。
※⾼齢化率:65歳以上の⾼齢者
⼈⼝（⽼年⼈⼝）が総⼈⼝に占
める割合



介護保険のしくみ
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＜ 2.介護保険のしくみ＞

介護区分の⽬安（要⽀援1〜要介護5）
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区分 状態の⽬安 ⽀給限度額
（⾃⼰負担額）

⾃⽴ ⾃⽴と判断され、⾝の回りの世話が必要ないとされる状態。 なし

要⽀援1 基本的な⽇常⽣活の能⼒はあるが、⾝の回りの世話に⼀部介助が必要。⽴ち上
がりに⽀えが必要なことがある。

49,700円
（⾃⼰負担額4,970円）

要⽀援2 ⽴ち上がりや歩⾏などがやや不安定で、⽇常⽣活に⼀部介助が必要。 104,000円
（⾃⼰負担額10,400円）

要介護1 ⽴ち上がりや歩⾏が不安定。⽇常⽣活や⾝の回りのことで⼀部介助が必要。 165,800円
（⾃⼰負担額16,580円）

要介護2 ⽴ち上がりや歩⾏などが⾃⼒では困難。排泄、⼊浴、⾐類の着脱などで介助が
必要。

194,800円
（⾃⼰負担額19,480円）

要介護3 ⽴ち上がりや歩⾏などが⾃分ではできないことがある。排泄、⼊浴、⾐類の着
脱などで全体的な介助が必要。

267,500円
（⾃⼰負担額26,750円）

要介護4 排泄、⼊浴、⾐類の着脱などの⽇常⽣活に全⾯的に介助が必要。 306,000
（⾃⼰負担額30,600円）

要介護5 寝たきり状態。⽇常⽣活全般に全⾯的な介助が必要。 358,300円
（⾃⼰負担額35,830円）

■介護区分の⽬安と⽀給限度額

あくまで⽬安です。⾜腰の状況、認知症の症状などは⼤きく影響してきます。
また、地域によって判断が異なることもよくあります。（⾃治体の財源格差等による）

1単位10円で換算（1ヶ月：30日）

＜ 2.介護保険のしくみ＞



介護保険利⽤までの流れ
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＜ 2.介護保険のしくみ＞

■介護保険利用までの流れ ①申請
介護保険の申請は、市区町村の介護保
険担当窓⼝でします。
②認定調査
調査員は⾃宅や⼊院先等に調査に⾏
き、全国共通の調査票に基づき要介護
状態区分の判定に必要な調査を⾏いま
す。
③主治医の意⾒書
主治医がいない場合は、病状や⾃宅で
の⽣活を把握している医師を選ぶ必要
があります
④認定
訪問調査の内容と主治医の意⾒書など
をもとに審査・判定されます。
⑤サービスの利⽤
ケアマネジャーを選びサービスを利⽤
します。

①
②

③

④

⑤

補⾜説明
有効期間は、初めての時は6ヶ⽉、更新の場合は
原則1年です。再度申請⼿続きをする場合は有効
期間満了の60⽇前からできます。
申請から認定の通知まで⻑くて30⽇ほどかかりま
す。認定を受ける前でも前倒しでサービスを利⽤
することができます。

介護保険で利⽤出来る介護サービスの種類
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①訪問介護（ホームヘルプサービス）
②訪問⼊浴介護
③訪問看護
④訪問リハビリテーション
⑤居宅療養管理指導
⑥通所介護（デイサービス）
⑦通所リバビリテーション（デイケア）
⑧短期⼊所⽣活介護（ショートスティ）
⑨短期⼊所療養介護
⑩福祉⽤具貸与
⑪特定施設⼊居者⽣活介護☆

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護☆
②夜間対応型訪問介護
③認知症対応型通所介護
（認知症⾼齢者デイサービス）
④⼩規模多機能型居宅介護☆
⑤複合型サービス☆
⑥認知症対応型共同⽣活介護☆
（認知症⾼齢者グループホーム）
⑦地域密着型特定施設⼊居者⽣活介護☆
⑧地域密着型介護⽼⼈福祉施設⼊所⽣活

介護☆

居宅サービス 地域密着サービス

☆は定額サービスです。
利⽤者の希望に応じてケアマネジャーがケア
プランを作成する。

①福祉⽤具の購⼊
②住宅の改修

福祉用具の購入・住宅の改修

＜ 2.介護保険のしくみ＞



介護プランのイメージ例その①

© Copyright 2016, 株式会社えんカウント. All rights reserved. 19

＜ 2.介護保険のしくみ＞

Aさんのケース 80歳、⼥性、要介護２（1単位10円で計算）
毎⽉の⽀給限度額 19万4,800円（⾃⼰負担額19,480円）
脳梗塞で倒れ左半⾝⿇痺（まひ）がわずかに残っている。室内は歩⾏器や杖を使い⼀⼈
で移動可能だが、⾷事、⼊浴、外出などに⾒守りと⼀部介助が必要。⻑男家族と同居。
家族が家事を⾏っているが⽇中は就労しており、平⽇の⼊浴などの介護はできない。

訪問介護 訪問介護

介護プランのイメージ例その②
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＜ 2.介護保険のしくみ＞

1カ⽉のサービス費⽤（介護保険分）
【訪問介護】 （⾝体介護）4,020円×８回/⽉＝32,160円 （⾃⼰負担額3,216円）

外出の介助を⾏い、閉じこもりを改善し認知症の進⾏を予防

【訪問看護】 5,500円×２回/⽉＝11,000円（1,100円）
看護師が⾃宅を訪問、健康管理のほか、体や脳のリハビリのアドバイスなど

【通所リハビリテーション】 併設型デイケア ６時間
9,860円（⼊浴・送迎加算含む）×８回/⽉＝78,880円（7,888円）
医療系施設に⽇帰りで通い、筋⼒低下を防ぎ歩⾏が安定するように理学療法⼠によるリハ

ビリを⾏う。⾷事や⼊浴も安⼼してでき、⾳楽や⼿芸などによるレクリエーションもある

【福祉⽤具貸与】 介護⽤ベッド、その他付属品20,000円＋四点杖4,000円
＋⾞いす8,000円＝32,000円（3,200円）

合計 154,040円 そのうち⾃⼰負担額15,404円

■⾃⼰負担計算例



3.⾼齢者の住まいと種類
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⾼齢者の住まいの具体的なイメージ

◇特別養護⽼⼈ホーム（特養）
→何百⼈待ち、全国で待機者何⼗万⼈、簡単に⼊れない
◇有料⽼⼈ホーム
→⼊居⼀時⾦が⾼額（数百万円、数千万円）で⼀部

の⼈しか⼊れない
川崎での事件
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世間の
イメージ

特養は実際にも待機者が多く、なかなか⼊れませんが、有料は低額な施設も多くあり
ます。また上記の⼆つ以外にも⾼齢者の住まいというのはたくさんあります。

＜ 3.⾼齢者の住まいと種類＞



シニア･⾼齢者の賃貸の現実

＜理由＞
①孤独死のリスクがあるから。
②家賃の滞納、保証⼈の有無
③認知症などによる⽕の不始末
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＜3.⾼齢者の住まいと種類＞

60歳以上になると⼀般の賃貸住宅（マンショ
ン･アパート）を借りることが難しくなりま
す。

→賃貸するにはオーナーとの交渉になります。

⾼齢者住宅･施設の種類

①特別養護⽼⼈ホーム 定員 52万⼈
②介護⽼⼈保健施設 定員 35万⼈
③介護療養型医療施設 定員 7万⼈

④養護⽼⼈ホーム 定員 6.5万⼈
⑤軽費⽼⼈ホーム 定員 1.３万⼈
⑥ケアハウス 定員 ８万⼈
⑦シルバーハウジング 定員 2万⼾
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⑧グループホーム 定員 18万⼈
⑨有料⽼⼈ホーム 定員 35万⼈
⑩サ⾼住 ⼾数 16万⼾
⑪⾼齢者優良賃貸住宅(UR)  ⼾数 3万⼾
⑫シニア向けマンション 分譲 0.8万⼾

⑬都市型軽費⽼⼈ホーム 定員 0.1万⼈
⑭東京シニア円滑⼊居賃貸住宅

公的施設の数は頭打ちで、今後増えていくのは⺠間運営の以下のホームです。
⑧グループホーム、⑨有料⽼⼈ホーム、⑩サ⾼住です。

介護保険3施設

公的な低額施設

民間運営施設

地域の取り組み

特にサ⾼住は16万⼾→60万⼾（国の政策）。

＜3.⾼齢者の住まいと種類＞



⼀般的な料⾦イメージ（家賃・管理費・⾷費込）

①特別養護⽼⼈ホーム 6万円〜15万円
②介護⽼⼈保健施設 6万円〜15万円
③介護療養型医療施設 6万円〜15万円

④養護⽼⼈ホーム 0万円〜8万円
⑤軽費⽼⼈ホーム 6万円〜15万円
⑥ケアハウス 7万円〜18万円
⑦シルバーハウジング 1万円〜13万円

© Copyright 2016, 株式会社えんカウント. All rights reserved. 25

⑧グループホーム(⽀援2~)12万円~18万円
⑨有料⽼⼈ホーム 15万円~30万円
⑩サ⾼住 13万円~25万円

⑪⾼齢者優良賃貸住宅 8万円〜15万円
⑫シニア向けマンション 分譲が多い
⑬都市型軽費⽼⼈ホーム 10万円〜15万円
⑭東京シニア円滑⼊居賃貸住宅 10万円〜

【⾷事提供がある】
①,②,③,④,⑤のうちＡ型、⑥,⑧,⑨,⑩のほとんど,⑬
【介護サービス付き】
①,②,③,④の⼀部,⑥の⼀部,⑧,⑨の介護付き,⑩の⼀部

重度対応

自立から軽度

自立～重度

自立から軽度

＜3.⾼齢者の住まいと種類＞

介護度・⾦額のイメージ（全般）
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→低額施設で元気な時（⾃⽴）から⼊居して要介護5になっても住み続けられる施設は少ない

＜3.⾼齢者の住まいと種類＞



設備（よくある介護施設の全体図）
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＜ 3.⾼齢者の住まいと種類＞

■⽞関は施錠されている場合が多い。（認知症の⽅の対応のため）

■浴室は、⼀般浴室、機械浴室、⼤浴室などがある。

■⾷堂は1箇所の場合と、各階にある場合がある。

■⾷堂は機能訓練室を兼ねることが多い。

■⾯談室や談話室などもある。

■部屋はあえて⾷堂から遠くする場合も。(⽣活リハを兼ねて)

■ドアは引き⼾タイプ、開きタイプがある。重度の⽅の

場合などは、ドアが開いていてのれんがかかってる場合も。

■リハ専⽤の部屋やレクリエーション専⽤ルームもある場合も。

■その他併設でデイサービスやクリニックなどもある。

設備（よくある介護居室）
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＜3.⾼齢者の住まいと種類＞

＜よく⾒られる居室設備＞
■⼀般的には13㎡以上の個室（サ⾼住は18㎡）
■介護ベッドは付属の場合と付いていない場合がある
■トイレはカーテンレール、アコーディオンカーテンの場合

もある。
■社員寮の改装案件の場合→トイレや洗⾯台なし、13㎡以

下という場合もある。
■ベランダは出れないことが多い。
■家具付きのホームなども最近はある。

＜持ち込む必要があるもの＞
カーテン、寝具類、テレビ、タンス、冷蔵庫、椅⼦、
⾐類、洗⾯⽤具等（※仏壇を持ち込まれる⽅も多い）

＜持ち込み禁⽌のもの＞
ホームによって決められているが、⼀般的に刃物、⽕器等



特別養護⽼⼈ホームとは（とくよう）
①特別養護⽼⼈ホーム（特養）
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居室・利⽤者：多床室から個別のユニットケアへ変化。利⽤者の⼤多数が要介護4・5
⼊所⼿続：⼊所は申込順ではなく総合的な判断で決まる。複数申し込み可能。（要介護3以上）
優先順位が⾼い⼈→介護度が⾼く、⼀⼈暮らしで、お⾦もなく、家族も近くにいない
料⾦：所得に応じた負担制限の緩和措置がある。

医療：医療措置が必要な場合は断れるケースもある。
居室：従来型→病院のように多床室などがあり病院のような雰囲気

ユニット型→個室で個⼈を尊重する。
待機：⾃宅⽣活が困難な⾼齢者50万⼈超が待機しているとされる。

食費
（月額）

部屋代（室料＋光熱水費）（月額）

多床室 従来型個室 ユニット型準個室 ユニット型個室

基準費用額 41,400円 25,200円 34,500円 49,200円 59,100円

負
担
限
度
額

第3段階 住
民
税
世
帯
非
課
税

合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円を超える人 19,500円 11,100円 24,600円 39,300円 39,300円

第2段階 合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80 万円以下の人 11,700円 11,100円 12,600円 14,700円 24,600円

第1段階
老齢福祉年金受給者の人
生活保護受給者の人

9,000円 0円 9,600円 14,700円 24,600円

＜3.⾼齢者の住まいと種類＞

介護⽼⼈保健施設とは（ろうけん）
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②介護⽼⼈保健施設（⽼健）
利⽤期間：リハビリ施設なので通常3ヶ⽉〜半年
⼊居対応：要介護１以上
居室・利⽤者：多床室や個室。利⽤者の平均介護度は3.5くらい
⼊居⼿続：⼊所は⼊院している病院などから紹介されることが多い。
医療：医療対応は充実している。リハビリの専⾨家の作業療法⼠や理学療法⼠が常駐。
料⾦：特養と同じで軽減措置もあり、多床室は低額で利⽤できる。
実態：リハビリ施設だが⻑期⼊所している⽅も多くいる。

＜新型⽼健＞
今後廃⽌が決定されている介護療養型医療施設に変わり、2008年に新型⽼健と呼ばれる、介
護療養型⽼⼈保健施設が出来ました。これは従来の⽼健よりも医療ケアを重視した施設です
が、まだ施設数は少なく、⽼健というと従来の施設を指す場合がほとんどです。

＜3.⾼齢者の住まいと種類＞



グループホームとは
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⑧グループホーム
概要：グループホームとは、少⼈数（5⼈〜9⼈）を単位とした共同住居の形態をとっている

施設。
利⽤者：対象は要⽀援２以上からで施設と同じ市区町村に住⺠票がある⽅。
居室：7.43㎡（４畳半）以上
現状：グループホームは軽度の認知症の⽅が⾃宅で過ごすのと同じ雰囲気での⽣活をするこ
とができるので⾮常に⼈気が⾼い。
看取り：最近のグループホームでは看取り

まで⾏うホームも多い。
⼈気理由：グループホームは、軽度の認知症

の⽅向けの施設のため、病院で認知症
と診断され、医師に勧められて⼊居する
ケースが多い。

料⾦：有料⽼⼈ホームよりは安い場合が多い。

＜3.⾼齢者の住まいと種類＞

有料⽼⼈ホームの実情

施設数
全国で8,400箇所（35万⼈）
介護付・住宅型（設備はかわらない）
介護付：定額料⾦（特定施設⼊居者介護）住宅型：⾃宅で介護保険を使うのと同じ
契約・⼊居⼀時⾦
多くが「利⽤権⽅式｣です。利⽤権⽅式の施設では⼊居⼀時⾦（保証⾦）を取るところが多いです
が、最近は⼊居⼀時⾦0円のホームも増えてきました。「（終⾝）建物賃貸借⽅式｣の場合もあり
ます。
⼊居⼀時⾦の償却
⼊居⼀時⾦の取り扱いについては各ホームで償却期間を設けています。
初期償却30%償却期間５年（６０ヶ⽉）が多いです。
クーリングオフ制度
90⽇以内に何らかの理由により退去した場合⼊居⾦の全額（家賃は除く）の返還制度がありま
す。
保全措置
有料⽼⼈ホームが倒産するリスクに備えたもので、500万円の保全措置が義務付けられていま
す。
⼈員配置
介護付のホームは3：１以上と決まっている。© Copyright 2016, 株式会社えんカウント. All rights reserved. 32

⑨有料⽼⼈ホーム
＜3.⾼齢者の住まいと種類＞



サービス付き⾼齢者向け住宅とは
■サービス付き⾼齢者向け住宅（サ⾼住）とは⾼齢者単⾝・夫婦世帯が安
⼼して居住できる賃貸等の住まいです。
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出典：サービス付き高齢者向け住宅情報システム

⼊居対象者
60歳以上⼜
は要介護･
要⽀援認定
を受けてい
る⽅（2号
被保険者）
になりま
す。
※要介護1
以上などの
要件を設定
していると
ころもあり
ます。

＜3.⾼齢者の住まいと種類＞

サ⾼住の位置づけ
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高

低

自由度

低 高

安全性
便宜性

⾃由度は⾼いが安全⾯で不安
また、ご家族の負担も⼤きい

安全面は安心、しかし
入居者様の自由度は低い

⾃由度も安⼼感も⾼い
集合住宅

サ高住

ご自宅

コ
ン
セ
プ
ト
に
よ
っ
て
位
置
は
変
わ
り
ま
す

＜ 3.⾼齢者の住まいと種類＞



サ⾼住のハード⾯の要件
■ハード⾯は以下の要件を満たすものです。
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出典：サービス付き高齢者向け住宅情報システム

＜3.⾼齢者の住まいと種類＞

サ⾼住のソフト⾯の要件
■ソフト⾯は以下の要件を満たすものです。

→サービス付きのサービスは介護サービスではありません！
介護サービスや配⾷サービスは別途結ぶことになります。
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出典：サービス付き高齢者向け住宅情報システム

＜3.⾼齢者の住まいと種類＞



契約⾯の要件・⽉額料⾦（サ⾼住）
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⽉額料⾦：家賃（近隣のマンション等と同程度）＋サービス⽀援費（2〜4万円）＋
共益費(1万〜2万）＋⾷費（約4万円程度）＋介護保険負担 →⾸都圏で16万〜25万くらい

＜3.⾼齢者の住まいと種類＞

38

浴室

トイレ

クローゼット

ミニキッチン

洗濯機スペース

洗面台

下駄箱

玄関収納椅子

冷蔵庫置場

業界最⼤⼿Ｃアミーユ居室⾒取り図
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Ｃアミーユ全室この間取りで夫婦部屋
はありません。マンションとの⼤きな
違いは⾷堂があることです。

＜3.⾼齢者の住まいと種類＞



学研ココファンの居室⾒取り図
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学研ココファンの特徴
は、介護居室、⾃⽴居
室、夫婦部屋など⼊居者
の状況ごとの部屋がある
ことが特徴です。（写真
は鶴⾒のサ⾼住）

＜3.⾼齢者の住まいと種類＞

様々なサ⾼住
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＜ 3.⾼齢者の住まいと種類＞

■様々な形態
バリアフリー要件とケアの専⾨家による安否確認＆⽣活相談の要件なので様々な形態
が存在します。お元気な⽅向けの普通のマンションのようなところから、介護型、医
療型まで様々なものがある。

・⾃⽴型： 部屋も広くバリアフリーマンションで⼊居者がお元気な⽅が
メイン。

・介護型： 部屋はトイレと洗⾯台で最低限の広さ（18㎡）で介護対応が
⼿厚い。

・混合型： キッチンや浴室付のお部屋と介護向けのお部屋が混在し、体
の状況によって住替可能

・医療型： ターミナルケアが可能、医療法⼈の運営、クリニックが併設
などのサ⾼住です。



認知症と介護・⾼齢者の住まい
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＜認知症とは＞
認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったりし
たためにさまざまな障害が起こり、⽣活するうえで⽀障が出ている状態のことを指し
ます。
＜認知症の種類＞
・アルツハイマー型認知症→全体の60％ 記憶障害や判断能⼒の低下
・脳⾎管型認知症→感情失禁がおこりやすい
・レビー⼩体型認知症→幻覚や幻聴
・前頭側頭型認知症→常識はずれな⾏動が多い
＜介護と認知症＞
お⾝体が元気の場合、家に帰ってこれなくなったり、徘徊などでより介護者の負担は
⼤きくなります。ＢＰＳＤといった中核症状がでると家族の負担は相当なものです。
＜認知症と⾼齢者の住まい＞
軽度→⾃宅・グループホーム
中度→有料⽼⼈ホーム、特養
重度→有料⽼⼈ホーム、精神病院

＜ 3.⾼齢者の住まいと種類＞

⾝体は元気だが、認知症が悪化した場
合、在宅介護の家族負担⼤きく、施設⼊
所を検討する場合は多い。

⾼齢者住宅･施設のあれこれ
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■⼊居時の年齢は？ 80代半ば〜が多い
■男⼥⽐ ⼥性８ 男性２が多い
■⾝元引受⼈・保証⼈は？ 必要が⼤半
■夫婦での⼊居について ニーズは多いが部屋が少ない（⼀⼈ずつも）
■部屋の広さ 13㎡〜25㎡くらいがほとんど(ほとんど個室)
■対応不可な医療⾏為 24時間看護師がいないと不可の場合も
■認知症でもずっといれる？ ホームの介護体制による
■⽣活保護対応 関⻄は半数が対応。関東は⺠間は数件
■⼊居後の楽しみ ⼊浴・⾷事・レク
■⾷事について ⾃⼰調理・チルド処理、宅配など様々
■お酒やタバコ ホームによる
■お⾵呂の回数 介護付きで週に2回。それ以上はオプション料
■退去要因 迷惑⾏為・医療関連
■医療連携 個別に訪問医と契約することが多い
■リハビリ ホームによって差が⼤きい
■ホームでの看取り 医療連携による。増えている
■ペット可能 少ないがある

＜ 3.⾼齢者の住まいと種類＞



4.介護とお⾦のハナシ
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⾸都圏のサ⾼住・有料⽼⼈ホームの料⾦
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1ヵ⽉あたりのトータルでかかる費⽤（⾷費含む）の⽬安は以下の通りです。
＜有料⽼⼈ホーム＞
⼊居⼀時⾦：0円〜2,000万円程度
⽉額料⾦ ：20万円前後

＜サービス付き⾼齢者向け住宅＞
【⾃⽴型】※部屋にキッチン、⾵呂あり
⽉額料⾦：20〜22万円程度
【介護型】※18㎡の部屋
⽉額料⾦：18〜20万円程度

＜⾸都圏の最安価格（有料⽼⼈ホーム・サ⾼住の）＞
初期費⽤：0円
⽉額料⾦：15万円〜17万円くらい
エリア：神奈川（厚⽊、川崎⻄部、横浜⻄部）

都下（⼋王⼦・東⼤和）埼⽟（川⼝・狭⼭・⼋潮等）千葉（船橋等）
⼊居条件：要介護1以上が多い（⽣活保護可）

＜4.介護とお⾦のハナシ＞



地⽅の⾼齢者住宅は安い？
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関東の⾼齢者施設･住宅は、全国的に⾒るとかなりの⾼価格帯です。

【⾷事代込の⽉額費⽤⽬安】

関東 16万円~25万円くらいが多い（⼀時⾦も⾼額が多い）

北関東（群⾺･茨城･栃⽊） 13万円~（⽣活保護者向け施設が多い）

札幌 13万円~（札幌の半数は無届けの有料⽼⼈ホーム）

⼤阪 13万円~（サ⾼住には家賃補助がでる制度が）

福岡 13万円~（都市部でも安いホームが多い）

その他の九州 7万円~（かなりの低価格ホームが多数あります）

＜4.介護とお⾦のハナシ＞

横浜市の⾼齢者住まいの状況（2015年4⽉時点）

© Copyright 2016, 株式会社えんカウント. All rights reserved. 46

＜4.介護とお⾦のハナシ＞

●サ⾼住 ：81棟
●有料⽼⼈ホーム ：231棟 定員 15,357名
●認知症グループホーム ：273棟 定員 4,596名
●特別養護⽼⼈ホーム ：144棟 定員 14,525名
●介護⽼⼈保健施設 : 82棟 定員 9,565名
●軽費⽼⼈ホーム ：6棟 定員 396名

合計 ：736棟 定員 44,439名サ⾼住除く

以下のページより上記の施設をGoogle Mapに示したものを見ること
ができます。リストも公開しています。
http://en‐count.com/20160628map

スマートフォンの方は右図のＱＲコード
からもご覧になれます。ページの地図を
Ｍａｐアプリで見ることもできます。



⽇々の相談事例から感じること（まとめ）
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・相談者は息⼦さん、娘さん、お嫁さんが多い
・⼊居者ご本⼈の意思は後回しにされがち

あらかじめ介護保険等に関する基礎知識を得て、どのよう
な施設・住宅があって、どのくらいの価額相場かを知って
おくことが⼤切です。
【家族にとって良いこと】
急な介護の介護離職の防⽌・親の意思確認などができる
【⼊居者ご本⼈にとって良いこと】
将来どのようなホームに⼊りたいか、経済的な確認、家を
終の棲家にできるかなど将来不安の解消になる

＜4.介護とお⾦のハナシ＞

介護保険は2015年8⽉より⼀部の⽅が2割負担
となりました(※単⾝280万円以上夫婦346万円以上)
→いずれは全員が2割負担になるかもしれません！

要介護1,２の⽅の⽣活援助サービスが10割負担
になるかもしれません。（厚労省で検討中）

これから将来を考えていくうえで、社会保障を
当てにせずにしっかりとした資⾦設計をしていくことが重要です。

→在宅が限界で施設を検討されている⽅の⼊居相談を受けていても、経
済的に施設⼊居を断念せざるしかなく、もう少し在宅で我慢しなくては
ならないというケースはよくあります。

これから考えるべきことは？
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