第３部
知っておきたいこと
︱資金計画・契約・諸制度など
第１部・第２部では様々な高齢期の住まい方や︑
住 み 替 え 先 を 探 す 上 で 注 意 し て お き た い 専 門 用語
について見てきました︒さて︑あなたはどういう老
後を﹁どこで﹂送りたいとお考えでしょうか？﹁ま
だまだ先だから﹂とのんびり構えていると︑徐々に
体 力 も 気 力 も 衰 え て き て 不 本 意 な 老 後 を 送 ら ざる
を得ない︑ということにもなりかねません︒せっか
くの人生です︒﹁自分らしい生活﹂を﹁納得のいく
環境﹂で送りたいものです︒この章では納得のいく
住 ま い の 選 択 を す る た め に 必 要 な 知 識 や ポ イ ント
を一緒に考えてみたいと思います︒

高齢者住宅にまつわる
法律問題

白鴎大学法学部講師

矢田尚子

１ 契約をむすぶということの意味

皆さんは﹁契約﹂という言葉を耳に

してどのような印象をもちますか︒難

しい法律の話なので自分にはほとんど

関係ないと思ってはいませんか︒

しかし︑私たちが日常生活を送るに

あたって切っても切り離せないのが︑

実は﹁契約﹂という行為です︒たとえ

ば︑スーパーで毎日の食材を購入する︑

電車に乗るといった皆さんが日頃何気

なく行っている行為も﹁契約﹂にもと

づいています︒

つまり︑
﹁契約﹂とは︑なじみのある
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約を交わすことになります︒また︑将

皆さんは事業者と入居の約束︑入居契

ーム等への住み替えを行う場合には︑

将来︑高齢者向けの住宅や有料老人ホ

約書にサインをしたということは︑そ

な意味を帯びてくるという点です︒契

事者間で起きると︑その契約書が重要

ならないのは︑ひとたびトラブルが当

しかし︑皆さんが注意をしなければ

ん︒

にはすべて引き受けなければなりませ

り︑契約から生じた不利益も︑基本的

最後まで責任をもって自分の約束を守

込んで契約を結んだ以上︑皆さんは︑

好きな相手を選び︑好きな内容を盛り

があります︒いいかえれば︑誰に強制

来︑介護などのサービスを受ける必要

れは皆さんが契約内容をきちんと理解

したがって︑契約を結ぶ際は︑たと

いが納得しあって合意した内容につい

が生じた場合にも︑サービス提供者と

し︑納得しているという意味︑証拠に

え言い出しづらくても︑わからないこ

言葉に置き換えれば︑人と人との﹁約

介護等のサービスを受ける約束︑
﹁介護

なってしまいます︒したがって︑契約

とや疑問点があればとにかく質問をし︑

されたわけではなく︑自分の意思で︑

契約﹂等を取り交わすことになります︒

時にそのような話を聞かされていなか

曖昧な点をなくした上で契約書にサイ

ての確認にすぎないものです︒

そのような契約︑約束を交わすにあ

ったと主張したとしても︑契約書にご

ンをする必要があるということです︒

束ごと﹂を意味します︒したがって︑

たって︑最も大切なこととは一体︑何

自身が判子を押した以上︑それをあと

繰り返しますが︑契約書にサインを

でしょうか︒それは︑当事者である皆

約を結ぶにあたっては︑契約書を作成

したということは︑皆さんが契約内容

少なくとも︑契約書にきちんと目を通

することは法律上︑必須ではないので

を了承したととられ︑逆に︑口頭で約

からくつがえすことは決して容易なこ

す︒お互いが納得しあって合意に至れ

束をしたことがあっても︑契約書に記

さんが︑納得してその約束︑契約を交

ば︑それはたとえ口約束であっても契

載されていない事項は︑契約を取り交

とではありません︒

約は成立します︒あくまでも契約書の

わしていないということになる可能性

わしたかどうかです︒したがって︑契

作成は︑契約が成立したことや︑お互
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というタイプと︑もう１つが高齢者専

い﹁終身利用権契約︵施設利用契約︶
﹂

有料老人ホームで用いられることの多

しては２つ考えられます︒その１つが︑

その際︑考えられる主な契約形態と

必要となったとしても︑別の居室に移

したがって︑後者の場合には︑介護が

住居を手に入れたことを意味します︒

る権利を手に入れたのであり︑後者は︑

体を利用す

いう施設全

です︒すな

用賃貸住宅に代表される﹁賃貸借契約﹂

されるという心配はありません︒これ

まずは︑皆さんは︑新しい住まいで安

しないことが大切です︒しっかりとし

というタイプです︒両者の違いは︑簡

に対し︑前者は︑あくまでも施設を利

し︑口頭で約束したことで書かれてい

た契約書を作成することこそが︑住み

単にいえば︑まずは︑そこに住み続け

用する権利ですので︑契約内容いかん

わち︑前者

替え後の深刻なトラブルを未然に防ぐ

るための根拠となる権利がそもそも違

によっては︑介護居室といった施設内

心して暮らすための住み続けの保障を

ためのもっとも簡便かつ有効な方法な

っています︒前者である有料老人ホー

の別の場所で︑介護を受けることにな

ない事項がある場合には︑それを必ず

のです︒

ムと契約を結んだ方は︑入居金と施設

るかもしれません︒その点では︑賃借

は︑有料老

しかし︑
﹁言うは易く行なうは難し﹂

利用料を支払うことでその居室や共用

権にもとづき住まう方が︑居室に対す

得るために︑入居の契約を取り交わす

です︒そこで︑以下では︑住み替え時

部分を終身利用権という権利に基づき

る権利の保障という意味では権利内容

記載してもらう必要があります︒絶対

に取り交わされる契約について︑最低

利用をしています︒これに対し︑高齢

が明確であるといえます︒ただし︑居

人ホームと

限︑注意すべき点について触れておき

者専用賃貸住宅は︑その名称からもわ

室が確保されている点のみをとりあげ︑

必要があります︒

たいと思います ︒

かりますが︑賃借権という権利に基づ

高齢者専用賃貸住宅の方が優れている

に他人任せ︑事業者︵相手︶任せには

住み替えるということは︑生活の基

き︑居室や共用部分を利用しているの

契約上の留意点

２ 住み替えにあたっての

盤を移すということです︒したがって︑
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点になりやすいのが︑
﹁誰からか﹂とい

に関する点です︒その中でも意外と盲

ら受けられるのかといったサービス面

どんな料金体系のもとで︑一体︑誰か

めた日々の生活を支援するサービスを

き事項があります︒それは︑介護を含

保障以上に︑皆さんにとって留意すべ

というのは早計です︒むしろ︑居室の

は︑皆さんは別の契約を結んでいるこ

ても︑介護サービス等の提供について

約を賃貸借契約と同時に交わしたとし

がって︑介護等のサービスを受ける契

いてのみ約束をかわしています︒した

を結んだ相手方とは︑居室の保障につ

ありません︒基本的には︑賃貸借契約

者専用賃貸住宅では事はそう簡単では

ことになります︒これに対して︑高齢

ースも想定して︑どのような対応をと

は介護事故など最悪の事態に陥ったケ

る可能性があります︒つまり︑皆さん

場合も考えられ︑問題がより複雑化す

など実質的には一体とみられるような

あるけれども︑経営母体が同一である

ービス事業者とが形の上では別会社で

にいえば︑住居提供事業者と介護等サ

簡単ではないように思われます︒さら

同様に︑トラブルが起きやすい場面

う点です︒

問題であれば介護等のサービス提供事

として︑契約の解消の場面が考えられ

ってくれるのかを契約時に確認すると

このとき︑皆さんは誰に対して責任

業者に対して︑建物のつくりなどが原

とになります︒したがって︑高齢者専

を問えるのでしょうか︒答えは︑契約

因で事故が生じた場合には賃貸借契約

たとえば︑介護サービス等を受けて

を結んだ相手方に対してというのが原

を結んだ相手方に対して申立てをする

ともに︑苦情の窓口の所在も明らかに

則になります︒したがって︑さきほど

ということになります︒ただし︑おそ

用賃貸住宅の場合には︑契約で特別な

の有料老人ホームの場合は︑有料老人

らく介護事故の場合には︑住居を提供

いる際に︑事故が起きた場合を想定し

ホーム事業者が介護等のサービスを一

する事業者と介護等のサービスを提供

しておくことが必要でしょう︒

括して施設利用者たる皆さんに提供し

する事業者︑どちらに事故の対応を迫

取決めをしない限り︑介護内容自体が

ますので︑この場合は︑有料老人ホー

るのかを明らかにすることはそれほど

てみましょう︒

ム事業者に対して申立てをすればよい
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ます︒とくに︑高齢者向けの賃貸住宅
については︑ある程度自立が可能でな

３ 高齢者の生活を支える

を結べるよう民法を修正した法律です︒

この法律は︑とくに高齢者のみを対象

け一時金を預けたものの途中解約した

た︑解約時の金銭のやりとり︑とりわ

しておく必要があると思われます︒ま

かなど︑突っ込んだ質問をあらかじめ

に︑住居から退去せざるをえなくなる

たがって︑皆さんは︑どのような場合

が必要になることが予想されます︒し

内での生活は難しく︑更なる住み替え

いたとします︒このとき︑事業者が入

いません﹂といった条項が記載されて

き︑事業者は一切の損害賠償責任を負

サインをした契約書に︑
﹁介護事故につ

とはありません︒たとえば︑皆さんが

ければならないのかといえばそんなこ

っても自己責任ということで我慢しな

てしまったら︑理不尽な契約内容であ

ただし︑一度︑契約書にサインをし

は︑現在︑契約日から９０日以内解約

す︒さらに︑有料老人ホームに関して

合には︑契約を取り消すことができま

な事実を事業者が黙っていたような場

告げられたり︑消費者にとって不利益

たり︑事業者から事実と異なることを

もしも︑皆さんが契約を締結するにあ

事業者との契約を取り交わす過程で︑

い味方となる法律です︒具体的には︑

でもある高齢者の皆さんにとって心強

その他の法律

場合の一時金の返還金額や︑一時的︑

居者に対し︑一方的に著しく不利益な

の場合には︑日割の利用料等を除いた

としたものではありませんが︑消費者

長期的に皆さんが入院することになっ

契約内容を押し付けたとしても︑その

いと︑おそらく現実的にいって︑住居

た期間の居室の保障の有無など︑想定

入居一時金が全額戻るといったクーリ

手続きでの一方的な解約も認められて

ような免責条項は消費者契約法に基づ
ちなみに︑﹁消費者契約法﹂とは︑事

います︒したがって︑契約を結んでし

できるトラブルにつき︑やはり契約書

業者と一般消費者との間に︑契約交渉

まったからといってあきらめてしまう

ングオフ︵頭を冷やす︶という簡易な

契約書は決して形式的なものではなく︑

能力や商品等の情報量の格差のあるこ

必要はまったくありません︒また︑そ

き無効になります︒

皆さんを守る最後の砦だということを

とを認め︑その上で︑このような格差

もそも契約を結ぶことができるのは︑

で明らかにしておくことが大事です︒

強く認識してもらえたらと思います︒

を解消し︑対等な立場で消費者が契約
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で交わされた事務を行ってもらう﹁任意

下した段階で︑その人に任意後見契約

人︶を自ら選び︑本人の判断能力が低

えてサポートしてくれる人︵任意後見

見﹂と︑本人が元気なうちに将来に備

後見人等が本人をサポートする﹁法定後

い︑家庭裁判所によって選ばれた成年

あります︒これを﹁成年後見制度﹂とい

本人を保護し︑支援してくれる制度が

ことのないよう︑生活面︑財産面から

そのことにより本人が不利益を受ける

判断能力が不十分となった場合には︑

したがって︑もしも︑認知症などで

力のあることが前提になっています︒

の契約内容を理解できるだけの判断能

入居者︑介護サービス利用者自身がそ

スムーズな解決の一助となります︒

のわずかな行為が︑トラブル発生後の

さず大切に保存しておきましょう︒こ

後も︑契約関係書類一式をすべて失く

うのも一案です︒なお︑契約を結んだ

チェック及び作成自体を依頼するとい

弁護士等の専門家を利用し︑契約書の

読みあわせをしてもらう︑さらには︑

に立会いを求めるとともに︑契約書の

にあたっては︑身近な信頼のできる人

す︒したがって︑契約書を取り交わす

約書をしっかりと交わすことに尽きま

に防止するもっとも有効な手段とは契

いっても住み替え後のトラブルを未然

備されている状況です︒ただし︑何と

は︑以前に比べ︑格段に法律面では整

後見﹂とがあります︒手続きには多少の
時間とお金がかかってしまいますが︑
将来に備えるならば︑このような制度
を活用してみる余地はあるでしょう︒
少なくとも高齢者をとりまく契約環境

―トラブルを防止するための契約時の７つの確認ポイント―

① 説明されたことが、契約書（あるいは重要事項説明書）に書かれているかどうか、逆に契約書に書かれた

内容で説明されていないものはないかをじっくりと確認しましょう。

② どのような場合に契約解除となるのか確認しましょう。とりわけ事業者側からの解除理由については必ず

確認し、一方的で不利な条項になっていないかをきちんとチェックしましょう。さらに、内容が不透明な

③ 契約後の費用の値上げの有無について確認しましょう。もしも、費用の値上げがある場合には、具体的に

場合には、必ず、質問もしましょう。

④ 提供されるサービスの内容を具体的に把握し、それに対応する費用がいくらかかるのかを確認しましょ

はどのような場合なのかを質問しましょう。

⑤ もしも、事業者が倒産した場合、どのような保障が受けられるかを確認しましょう。

う。なかでも、不透明になりがちな基本サービスの内訳をしっかり吟味することが重要です。

⑥ 入居時に一時金を支払った場合には、その返還時期、返還金額、返還の保証について確認をしましょう。

⑦ もしもトラブルが起きてしまった場合の窓口についても最初に確認しておきましょう。
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高齢期の資金計画

ライフプランを
考えることから始めよう
第２部でご紹介した８つのモデルス
トーリーの中に﹁自分の現状や希望に

ぞれに考えている老後の生活イメージ
は大きく異なっていたりします︒まし
て子世帯の希望とは相容れないかもし
れません︒周囲の人たちと話し合いな
がらこれからの生活イメージをすり合
わせましょう︒
何歳まで生きられるのかは誰にも分
かりません︒長生きすればするほど寝
たきりの可能性が高くなり︑貯金の取
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比較的近い﹂と感じられるものは見つ
かりましたか？
最後まで自宅で過ごしたい︑あるい

とを考えておきましょう︒

産でそれらは賄えるのか？﹂というこ

ある程度の平均値を知り︑
﹁わが家の資

の時介護費用はどの程度必要？﹂など︑

衰える？﹂
﹁要介護になる確率は？﹂
﹁そ

均的な余命は？﹂
﹁身体状況はどの程度

おくことが大切です︒そのためには﹁平

り崩し額も心配になります︒いろいろ
は有料老人ホームや高齢者住宅に早め
に住替えて家事から解放されたいなど︑ な状態を想定して︑あらかじめ考えて
様々な希望と選択肢が考えられます︒
子世帯との同居のために住宅の建て替
えを検討したい︑という方もおられる
でしょう︒
まずはどういう老後を過ごしたいか
という希望をまとめてみましょう︒長
年一緒に生活してきても︑ご夫婦それ

▲ 4 つのケースについて試算（77 ページ〜81 ページ）

■家計の収支状況をチェックする

老後は収入が限られていることが多

けれど︑それを確認するのが怖くて家

か？なんとなく赤字のような気がする

我が家の収支チェック

いものです︒したがって︑自身の希望

毎月の生活費は年金で賄えています

する﹁ライフプラン﹂を実現するだけ

納まっているのか︑あるいは毎月どの

計 簿 は つ け て い な い ･･･
という 方も多
いようです︒でも︑これからの二十年︑

そこで︑自宅に住み続ける場合には

程度の補填が必要なのかを確認してお

のお金が準備できているのか︑現実的

どれくらいの費用がかかるのか︑高齢

かないと心配ですね︒自分のお小遣い

三十年の資金計画を立てるためには︑

者向け住宅に入居するにはどの程度の

などお楽しみにどの程度使っているの

な視点から確認しておく必要がありま

予算が必要か︑などの出費面に関して

かということも押さえておくと安心で

月々の基本的な生活が収入の範囲内で

７７ページから具体的に検討したいと

す︒

の資産があるのか﹂という現実を知る

としてここでは︑
﹁我が家にはどれだけ

支出もあります︒孫へのお小遣いやお

の予算を見積もっておいたほうがよい

また︑毎月は発生しなくてもそれなり

出してみて年間の総予算を算出しまし
ょう︒

さて︑年間の家計収支はいかがでし
たか？

- 75 -

す︒

思います︒前ページの４つのケースに

ための棚卸し作業を行なってみましょ

年玉︑固定資産税や家の修繕費︑旅行

ついて試算します︒そのための前準備

う︒

や交際費など︑金額的には結構かかっ
ているはずです︒それらの支出も書き

▼リタイヤ層の暮らしぶり

■わが家の資産を書き出してみる
毎月の家計収支は赤字でも︑預貯金
から補填し続けられるようであれば問
題ありません︒でも見通しを持たない
まま赤字が続くと不安が増大してきま
す︒果たして我が家にはどれくらいの
資産があるのか︑下の欄に︑一度徹底
して書き出してみましょう︒何年か後
に満期を迎える養老保険なども忘れず
に書き入れておきましょう︒
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及び費用になります︒

大規模なリフォームが必要な場合や︑ 手配すると︑左記のようなケアプラン︑
二世帯住宅に建て替える場合にはその
家具の整理などは体力も気力も必要に

老後の資金計画
チェックポイント
自宅で住み続けたい︑高齢者住宅に

なりますので︑早めに検討して︑具体

返済計画も考えておかねばなりません︒
早めに住み替えたい等々︑老後の生活

的に進めることが肝要です︒

358,400円

月額経費内訳

介護保険サービス

設計は様々です︒ここでは︑７４ペー

期待できない場合には︑要介護度が重

１時間半 / 訪問介護（生活援助・身体介護）

ジの４つのケースに分けて︑覚えてお

① 身体が弱ってきても住み続けられ︑

くなってきた時点で介護施設に住み替

午
後

きたい資金計画上のポイントをまとめ

バリアフリー化が可能な家か︒

えることが必要になる可能性が非常に
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ています︒

② 介護が必要になった時に︑家族や親

高い︑ということも頭に入れて資金計

訪問入浴

訪問介護（生活援助３０分未満・身体介護１時間未満）

150,600円
341,600円
50,000円
17,000円
86,640円

5,020円×30
6,100円×56
12,500円×4
4,250円×4
2,888円×30

早朝訪問介護（身体介護１時間）/排泄・洗面・着替え・朝食介助など
訪問介護（生活支援３０分身体介護１時間）/食事準備・排泄・食事介護
訪問入浴（週１回）
訪問看護（週１回訪問看護ステーションから）全身状態の管理（３０分未満）
夜間訪問介護（夜間巡回・３０分未満）排泄介助

■自宅でずっと住み続ける場合の
資金計画 ケ<ース１ >
住み慣れた家が一番という方の場合︑

戚︑地域等の援助を期待で きるか ︒

画を立てましょう︒要介護５の場合に︑

また︑家族による介護・生活支援を

トータルリフォーム
300〜1000 万円

③ 家 を 維 持 する た めの 税 金や 各 種費

考えておきたいのは次の３点です︒

トイレ（和式→洋式に）
10〜100 万円

家族等による支援なしで一人暮らしを

訪問看護

午
前

日
土
金

16,000円
661,840円
(一割負担 35,840円)
339,280円

福祉用具リース（車椅子・特殊寝台など）
合計
介護保険からの給付
自己負担金

浴室 50〜200 万円

用を負担し続けることがで きるか ︒

３０分未満 / 訪問介護（身体介護）

夜間

手すりの設置
10 万円前後

するために必要な居宅介護サービスを

訪問介護（身体介護１時間未満）
早朝

木
水
火
月

（要介護５）

ケアプラン

Ａさん

独居の要介護５の方のケアプラン
８７歳（女性）

標準的なリフォーム費用

ってきます︒特別養護老人ホームなど

﹁一人暮らしで頑張る﹂のは難しくな

が必要となる要介護３以上になると

日常生活においてほぼ全面的な介護

一気に介護費用負担が大きくなってき

ービスが必要になるケースが増えます︒

険の限度額以上︵全額自己負担︶のサ

合にも︑要介護４以上になると介護保

家族による介護支援を期待できる場
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の介護施設への入居も想定して情報は

4,270 円
13,250 円
8,640 円
3,680 円
5,200 円
5,000 円
9,310 円
10,820 円

ます︒

訪問介護 （30 分〜1 時間）
訪問入浴（1 回）
訪問看護（30 分〜1 時間）
夜間対応型訪問介護（1 回）
訪問リハビリ（1 回）
居宅療養管理指導（1 回）
デイサービス（1 回）
ショートステイ（1 日）

早めに集めておきましょう︒

居宅サービスの費用例（10 割負担の場合）
（自治体により異なります）

護付有料老人ホームに入居して︑最後

居一時金が比較的高額です︒さらにそ

資金計画 ケ<ース２ > シートをもとに検討してみましょう︒
まだ元気なうちに自立から住める介
自立型の有料老人ホームの場合は入

︵入居時自立型︶に入居する場合の

こに二十年近く居住するかもしれない

ージで書き出した﹁わが家の家計収支﹂

など︑いろいろ考えられます︒７６ペ

してみましょう︒

的な情報を集めて︑必要資金の計算を

金体系が異なりますので︑早めに具体

担増となるのか︑個別のホーム毎に料

に比較して︑介護が必要になった時の

していくのは当然のことです︒自立時

■早めに介護付有料老人ホーム

まで住み続けたいという場合︑次の２

と考えると︑自身の状況も大きく変化

費用はかさみます︒どの程度の費用負

点について検討しておきましょう︒
①自宅をどうするのか︒大量の荷物の
整理は誰もが悩むところです︒
②資金は十分か︒長期にわたっての
ホーム生活は思った以上に資金を必
要とします︒
このタイプの有料老人ホームはご夫
婦いずれかが要介護になってしまうと
入居できません︒じっくりと検討して
いる間に入居条件に合わなくなってし
まった︑ということのないように気を
つけたいですね︒
自宅をどうするかに関しては︑売却し
て入居一時金に充てる︑保有したまま
貸してその収入を月額利用料に充てる
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特別養護老人ホームに入居する場合

■要介護度が重くなった時点で
の方のケアプラン例と自己負担額を掲

強いられます︒７７ページに要介護５

もあります︒しっかり確認して資金計

ていた以上に資金が必要︑という場合

て負担額も変わってきますので︑思っ

画の目処を立てておきましょう︒

載しています︒
スペースが広い分︑費用も多くかかる

の資金計画 ケ<ース３ >
できる限り蓄えには手をつけたくな

のが通常です︒家族の収入状態によっ

また︑新型特養の場合は個室で専有
い︑という場合には︑特養ホームへの
入居を希望されることが多いと思いま
す︒ただし︑特養ホームの場合は介護
度が重度化した場合でないと入居は難
しく︑申し込んでから数年の順番待ち
は当たり前︑という状態です︒実際に
入居できるまでの期間は家族の負担が
多くなりますので︑それなりの覚悟が
必要です︒要介護４〜５のレベルです
と日常生活全般にわたって介助が必要
な状態です︒したがって︑家族が介護
の大半を負担することによって費用負
担を抑えるか︑あるいは体力的・時間
的に家族介護が難しい場合には費用負
担増もやむを得ないと考えるか︑いず
れにしろ家族にとっては大きな負担が
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■要介護度が重くなった時点で介護型
の有料老人ホームに入居する場合の
資金計画 ケ<ース４ >
自宅や高専賃などでぎりぎりまで頑
張って過ごし︑いよいよ自宅での生活
が大変になった時点で︑比較的手頃な
介護専用型の有料老人ホームに入居し
ようという考え方も一つの選択肢です︒
その場合︑どの程度手元にお金を残し
ておくべきか︑の見極めが大切です︒
介護専用型の有料老人ホームの場合
には︑
① 入 居 一 時 金あ る いは 保 証金 が 入居
時点で必要となる以外に︑毎月左記
の金額が必要です︒
② 月額利用料︵食費︑管理費︑家賃相
当分ほか︶
③ 介護保険自己負担分︵１割︶
④ 右記②︑③以外の実費負担分︵おむ

つ代︑医療費︑嗜好品購入費用等︶
介護専用型の有料老人ホームの入居
一時金は︑自立から入居するタイプの
有料老人ホームに比較すると全体的に
低く設定されています︒

とはいえ︑ゼロから数千万円までと

幅がありますので︑入居を検討したい

ホーム毎に詳細を確認しましょう︒
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高齢期の住まい

検討の進め方

自宅に住み続けたい場合の検討の流れとチェックポイント
１．自立した生活や生活の自己管理が可能かどうかの確認

□
□
□
□

日常の買い物などに不便はないですか
食事管理はできますか
体調が悪いときなどに頼れる知り合いが近所にいますか
最後まで自立した生活をおくるために、足腰の強化などを
心がけていますか

□
□

近隣に医療施設などが充実していますか
1 人で生活するのに不安はないですか

２．住み続けられる住宅かどうかの確認

□
□
□
□

トイレや風呂場は安全な環境になっていますか

□
□

税金や家屋の維持・改修費など資金的に大丈夫ですか

階段や廊下の手すりなど、改修が必要な箇所はないですか
万が一、車椅子でも住み続けられる住宅ですか
庭木の維持や家屋の掃除など、体力的に大丈夫な広さですか

セキュリティーなどは大丈夫ですか

３．介護や支援が必要になった場合に生活を継続できるかどうかの確認

□
□
□
□

体調や持病面で不安はないですか
地域に信頼できる訪問介護事業所などがありますか
自宅にヘルパー等他人が出入りすることに心理的抵抗はないですか
自宅介護の場合に必要になる出費は大丈夫ですか
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住み替えたい場合の検討の流れとチェックポイント
１．住み替え条件の確認
□
□
□
□
□
□

住み替え後の生活イメージができていますか
現在の健康状態の把握はできていますか
住み替えにあたって必要な資金の手当ては大丈夫ですか
住み替えに対するご家族の反応はどうですか
住み替え先の立地や環境を調べましたか
現在の住まいをどうするか（処分する、賃貸に出すなど）決まっていますか

２．住み替えのために必要な情報を収集し、以下のポイントを確認
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

パンフレット等の資料を取りよせましょう
入居条件（年齢・要介護度等）を確認しましたか
周辺環境や交通利便性の確認をしましょう
入居金の有無、償却方法等の確認と取り扱いについて理解できていますか
契約の権利方式（利用権・賃貸・分譲）など不明な点はありませんか
月額費用とその内訳は理解できていますか
サービスメニューと各サービスの費用を確認しましょう
スタッフの配置を確認しましょう
居室の広さや設備についての確認をしましたか
要介護となった場合の対応（退去の有無）について確認しましたか
医療機関との連携体制について確認しましたか
経営者・運営者のプロフィールを調べましたか

３. 見学に行く
□ 周辺環境の確認をしましょう
□ 居室は最も長い時間を過す大切なプライベート空間です。そこでの暮らし方を想像しなが
ら居室を見てみましょう
□ 生活支援サービス、介護サービスなどの各種サービスがどのように提供されているか確
認しましょう
□ どのような共用施設があり、どのように利用するのか確認しましょう
□ 住まいやスタッフの雰囲気を確認しましょう
□ 食事は実際に味わってみましょう

４. 体験入居を行う
□
□
□
□
□

入居者から感想（実際の生活体験）を聞いてみましょう
夜間のサービス体制（巡回・呼び出しなど）について確認しましょう
騒音、雑音の有無の確認をしましょう
実際の日当たりや風通しの状況はどうですか
スタッフと入居者の関係に気をつけてみましょう

５. 契約内容の確認
□
□
□
□
□

契約書と関連書類の確認をしましょう
重要事項説明書の内容を理解できましたか
介護サービスについては、介護保険の適用の範囲内か上乗せもあるのか確認しましょう
もしも理解できないことがある場合は、専門家や第三者機関に相談しましょう
契約後の契約書類は大切に保管してください
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介護保険制度の基礎知識
高齢期の住まいを考える際︑
﹁将来の
介護﹂をどう担保するかが重要です︒
まずは︑介護保険の基礎知識をおさえ
ておきましょう︒

護保険担当窓口をたずねましょう︒申
請の手続きは︑下図のとおりです︒
また︑公的な介護保険サービス以外
に︑各区市町村で︑介護予防プログラ
ムや︑配食サービス︑介護保険外の生
活支援サービス︑費用負担の軽減など︑
様々な独自メニューがある場合もあり
ます︒確認してみるとよいでしょう︒
■介護保険サービスの
介護 保険による介 護サービス メニュ

介護度に応じて支給限度額が設定され

ており︑原則１割負担ですが︑限度額

を超えた分は︑１０割自己負担となり
ます︒
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■介護保険の対象者
４０歳以上の人が対象者ですが︑
・第１号被保険者︵６５歳以上︶
・第２号被保険者︵４０〜６４歳︶
合は︑老化に起因する特定疾病︵脳血

ーは次ページのとおりです︒また︑利

メニューと費用負担

管疾患や関節リウマチなど１６種︶で

用料もメニューごとに決まっており︑

に大別されます︒第２号被保険者の場

介護サービスが利用できます︒

居宅サービスの場合はサービスの利用
設サービス等は︑要介護度に応じた定

に応じた積み上げ方式で︑その他の施

介護保険の申請について相談する場

額制です︒ただし︑居宅サービスも要

■介護保険の申請
合は︑まず︑お住まいの区市町村の介

▼介護保険申請の流れ

▼介護保険による介護サービスのメニューとサービス概要
介護給付における
サービス

訪問
サービ
ス

居宅サービス

通所
サービ
ス

短期入
所サー
ビス

その他

地域密着型
サービス

予防給付における
サービス（※３）

訪問介護

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事
等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行う。
通院等を目的とした介護タクシーも利用可。

介護予防訪問介護

訪問入浴

介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての
入浴介護を行う。

介護予防訪問入浴介護

訪問看護

疾患等を抱えている方について、看護師が居宅を訪
問して療養上の世話や診療の補助を行う。

介護予防訪問看護

訪問リハビリテーショ
ン

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士
や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテ
ーションを行う。

介護予防訪問リハビリテ
ーション

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を
訪問し、療養上の管理や指導を行う。

介護予防居宅療養
管理指導

通所介護（デイサービ
ス）

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支
援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行う。

介護予防通所介護

通所リハビリテーショ
ン（デイケア）

老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日
常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリ
テーションを日帰りで行う。

介護予防通所リハビリテ
ーション

・短期入所生活介護
（ショートステイ）
・短期入所療養介護

福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上
の支援や機能訓練などを受ける。

介護予防短期入所生活介
護 / 介護予防短期入所
療養介護

特定施設入居者
生活介護（※２）

有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生
活上の支援や介護を提供する。

介護予防特定施設
入居者生活介護

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与す
る。（車いす、特殊寝台、徘徊感知機器等）

介護予防福祉用具貸与

特定福祉用具販売

施設サービス

サービス概要
（要介護 1〜5）

入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売する。

特定介護予防
（腰掛け便座、簡易浴槽、移動用リフトのつり具等） 福祉用具販売

介護老人福祉施設
（※１）

常時介護が必要で居宅での生活が困難な方が入居
して、日常生活上の支援や介護が受けられる。

介護老人保健施設
（※１）

状態が安定している方が在宅復帰できるよう、リハ
ビリテーションを中心としたケアを行う。

介護療養型医療施設
（※１）

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方の
ための医療施設。

小規模多機能型
居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサー
ビスを組み合わせて多機能なサービスを提供する
小規模な拠点。

夜間対応型訪問介護

24 時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通
報システムによる夜間専門の訪問介護を行う。

認知症対応型通所介護

認知症の方を対象に専門的なケアを提供する通所
介護。

介護予防認知症対応型
通所介護

認知症対応型
共同生活介護

認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら、5〜9
人で共同生活する。

介護予防認知症対応型
共同生活介護

地域密着型特定施設入
居者生活介護（※２）
地域密着型
介護老人福祉施設

介護予防小規模多機能型
居宅介護

※29 人以下の小規模な特定施設
※29 人以下の小規模な介護老人福祉施設

※１：介護保険施設
※２：特定施設入居者生活介護については、介護サービスの提供方法の違いにより「一般型」と「外部サービス利用型」
に分けられる。特定施設の指定を受けることができる住宅及び施設は、介護付有料老人ホーム、軽費老人ホーム、
養護老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅（高齢者専用賃貸住宅で一定の条件を満たすもの）
※３：予防給付におけるサービス概要は、介護給付におけるサービスに準じ、要支援１・２の人を対象とした介護予防を
目的としたものとなる
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▼介護保険サービスの要介護度別の支給限度額 （１単位=10 円）
居宅
サービス
支給
限度額

特定施設
外部ｻｰﾋﾞｽ
一般型
利用型
（限度額）

小規模多機
能居宅介護

認知症
対応型
共同生活
介護

施設サービス
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

―

―

―

―

―

―

―

要支援１

4,970

6,420

4,970

4,469

要支援２

10,400

14,820

10,400

7,995

24,930

要介護１

16,580

16,470

16,689

11,430

24,930

17,310

21,060

20,130

要介護２

19,480

18,480

18,726

16,325

25,440

19,440

22,530

23,430

要介護３

26,750

20,490

20,763

23,286

25,950

21,540

24,120

30,570

要介護４

30,600

22,500

22,800

25,597

26,460

23,670

25,740

33,600

要介護５

35,830

24,540

24,867

28,120

27,000

25,770

27,330

36,330

（平成２０年２月現在）

ケアマネジャーが作成したケアプラン

自宅と同様に︑居宅介護支援事業所の

介護保険サービス

に基づき︑訪問介護事業所や通所介護

■高齢者向け住宅で受けられる

︵居宅介護と特定施設︶
事業所のサービスを利用します︒

設﹂の指定を受けた事業所でなければ︑

有料老人ホームの場合は︑
﹁特定施

外の高齢者向け住宅で利用できる介護

﹁介護付﹂と名乗ることはできません︒

施設サービス︵介護保険３施設︶以

保険サービスとして︑２種類あります︒

一つは︑有料老人ホームやケアハウス︑

一定の基準を満たした高専賃等で﹁特

定施設入居者生活介護︵特定施設サービ

ス︶﹂が利用できる場合と︑自宅と同様

に︑一般の居宅︵在宅︶サービスを利

用する場合です︒

特定施設サービスの場合は︑一定の

介護・看護職員配置等の基準を満たし︑

都道府県等から特定施設の指定を受け

た事業所で︑その住宅等が直接︑入居

者に介護サービスを提供するというも

のです︒その介護費用は介護保険で賄

われます︒

一方︑居宅サービスを利用する場合は︑
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■地域包括支援センター

る支援はもちろんですが︑介護を重度

ときに︑事業所の情報を的確に入手し︑

介護予防を含む地域の保健・福祉に関

よう指導されていますが︑状況に応じ

ケアプランは︑６ヵ月ごとに見直す

本情報と︑都道府県または指定調査機

が対象となっており︑その事業所の基

す︒全国すべての介護サービス事業所

比較検討するために設けられた制度で

する総合的な相談窓口です︒人口２〜

て臨機応変に変更することが望ましい

関の調査員が訪問して事実確認をした

地域での居住継続を支援するための︑ 化しない工夫も大切です︒

３万人に１ヶ所程度設置され︑高齢者
でしょう︒

利用者は︑知りたい地域の必要なサ

調査情報が公表されます︒

にとって一番身近な相談機関という位
置づけになっています︒また︑要支援
者のケアプラン︵介護予防︶は︑地域

れた人に対し︑その方の希望や心身の

等に所属し︑要支援・要介護と認定さ

居宅介護支援事業所や介護保険施設

ころに具体的な県名を入力すれば︑
﹁ト

護サービス情報○○県﹂と︑○○のと

インターネットの検索エンジンに﹁介

て︑自宅に居ながらでも入手できます︒

ービス情報を︑インターネットを通じ

状態を考慮して︑在宅や施設での適切

ップページ：介護サービス情報公表シ

■ケアマネジャー︵介護支援専門員︶

なサービスが受けられるように︑ケアプ

ステム：○○県﹂と検索結果が出てき

包括支援センターが作成することにな

どのような介護サービスをいつどれ

ラン︵介護サービス計画︶を作成したり︑

ますので︑そこをクリックすれば︑公

っています︒

だけ利用するかを決める計画のことで

関係機関との連絡調整をおこなったり

表システム画面が表示されます︒

■ケアプラン︵介護サービス計画︶

す︒介護保険制度では︑介護サービス

するのが︑ケアマネジャーの役割です︒

介護サービス利用者が事業所を選ぶ

■介護サービス情報公表制度

を利用するために︑ケアプランを作成
することになっています︒通常ケアマネ
ジャーに相談して利用者の希望も入れ
ながら作成しますが︑自分自身で作成
することも可能です︒生活の質を高め
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に力を入れているところなどもあり︑

地方公共団体の福祉課、WAM-NET

費用（概算）

約 5 万円〜15 万円

費用に含むもの

居住費、食費、介護保険自己負担分

メリット

低価格で生活全般にわたって世話が受けられ、重度
まで利用可能。

デメリット

入居時期が希望通りにいかない

高齢者向け住まい・施設の詳細

それぞれの特徴があります︒

情報収集先

運営主体は︑社会福祉法人︑地方公

施設サービス（介護老人福祉施設）

共団体で︑所得によって︑食費や住居

介護保険

費の公的な助成があることから︑費用

介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理など

特別養護老人ホーム
︵介護老人福祉施設︶

サービス内容

※非課税世帯など収入により費用は異なります

社会福祉法人、地方公共団体

も安くおさまります︒

運営主体

入居一時金などは不要で︑月々の費
用は︑家賃相当分︑食費︑介護保険自
己負担分が基本︵多床室・ユニット型

65 歳以上

﹁特養﹂と一般的に呼ばれています︒
要介護１以上の常時介護が必要な人が
入所できる施設で︑生活全般にわたっ

個室等の居住スペースの違いによって

要介護１以上

年齢条件

てお世話を受けることができます︒か

も異なる︶︒月額経費はおおよそ５万円
︵４人部屋︶から１５万円前後︵個室
ユニット︶と幅があります︒その他︑
衛生用品や嗜好品など個人的な出費も
必要です︒
特養は病院ではありませんので︑医
療は︑原則医療機関を利用しますが︑
嘱託医が定期的に訪問して入所者の健
康管理を行います︒最近では︑施設内
での看取りに取り組むところも増えて
います︒レクリエーションやリハビリ
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つては４人部屋など大部屋が主流でし
たが︑個室化やユニット化︵少人数で
の生活単位︶が図られ︑住空間も快適
になってきています︵ユニット型個室
の場合︑１３．２㎡以上︶
︒
どこも大変な人気で︑施設によって
は待機者が数百人規模のところもあり
ます︒介護度が重く︑介護者のいない
方が優先されますので︑申し込んで入
居するまで１年以上かかる場合もあり︑
住み替え計画が立てづらいというデメ
リットがあります︒

身体条件

メリット

機能訓練が手厚い

デメリット

入居期間は短期間が原則

の居住スペースの違いにもよって異な

居住費、食費、介護保険自己負担分

ります︒

医療法人、社会福祉法人、地方公共団体

老人保健施設
︵介護老人保健施設︶

活上の世話など

※非課税世帯など収入により費用は異なります

運営主体

また︑老健は原則自宅へ戻ることを

費用に含むもの

目指す施設ですので︑長期間の入居は

約 6 万〜16 万円

老人保健施設︵老健︶は︑特養と混

費用（概算）

できません︒おおよそ３ヶ月〜半年が

地方公共団体の福祉課、WAM-NET

同されがちですが︑機能や条件は異な

情報収集先

目安で︑医師が常駐していること︑理

施設サービス（介護老人保健施設）

りますので︑違いをよく理解しておき

低価格で利用できる

介護保険

学療法士などリハビリの専門スタッフ
がいるのが他の介護施設との大きな違
いです︒

要介護１以上

年齢条件

ましょう︒
老健の運営主体は︑医療法人︑社会
福祉法人︑地方公共団体です︒病院を

病院と同じ敷地内にある老健も多く︑
しかしながら︑短期間の入居である
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退院後︑すぐに自宅に戻るには不安の
のの︑自宅での生活が身体上不安な人

ことを考えると﹁住み替え﹂の対象と

医療との関係は強化されています︒

が対象の︑リハビリが中心の施設です︒

はなりません︒心身状態に応じて︑必

ある人や︑入院治療する必要はないも

病院と自宅の間の﹁中間施設﹂とも言

要なときに利用する施設と考えておい
たほうがよいでしょう︒

われます︒
特養等と同様に︑６５歳以上で要介
護１以上に認定されている人が利用で
きます︒入所期間中は︑リハビリを中
心に介護や生活支援も受けられますが︑
居住空間は４人部屋などが中心です︒
居住費は︑多床室やユニット型個室等

看護、介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生

サービス内容

65 歳以上
身体条件

施設サービス（介護療養型医療施設）

情報収集先

地方公共団体の福祉課、WAM-NET

費用（概算）

約 7 万円〜17 万円 （施設ごとに格差が大きい）

費用に含むもの

居住費、食費、介護保険自己負担分

メリット

医療・介護に重点がおかれている

デメリット

居住空間としては狭く「暮らす」には不向き

とする人には適していると言えます︒

介護保険

ちなみに︑介護療養型医療施設は︑

療養上の管理、看護、医学的管理下の介護など

介護療養型医療施設

サービス内容

※非課税世帯など収入により費用は異なります

医療法人、国、地方公共団体、公益法人、医師など

２０１２年までに廃止の方向で検討さ

運営主体

れています︒
︵医療型の療養病床は２２
万床まで削減予定︶
65 歳以上

介護および医療的な管理が常時必要
である人のための施設︵病院︶です︒
病状が安定している長期療養患者で︑

要介護１以上

年齢条件

カテーテルの装着など︑医療行為が日
常的に必要な人が対象です︒
特養や老健と同様に︑６５歳以上で
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要介護１以上であることが入所条件と
なります︒
運営主体は︑医療法人︑国︑地方公
共団体︑社会福祉法人などです︒居住
空間は︑介護保険３施設の中でも１人
あたりのスペースが︑一番小さくなっ
ています︒また︑４人部屋など大部屋
が中心です︒
職員配置は︑医師︵１００床あたり
３人︶や看護師︵６対１︶︑介護職員︵６
対１︶となっているので医療の専門ス
タッフが多い点では︑医療ケアを必要

身体条件

る人が対象です︒
﹁ケア﹂という言葉で

り︑原則身の回りのことが自分ででき

ケアハウスは介護保険３施設と異な

ます︒水道光熱費は別途実費が必要と

じた助成があり︑個人負担が軽減され

額です︒事務費については︑年収に応

相当︶の合算で国の基準に基づいた金

です︒

介護保険

居宅介護サービス、特定施設入居者生活介護

情報収集先

地方公共団体の福祉課、WAM-NET

費用（概算）

約 7 万円〜18 万円

費用に含むもの

家賃相当、食費、事務費

メリット

ある程度自立して生活できる人が低額で入居できる

デメリット

介護度が重度化したときに住み替えも検討

※非課税世帯など収入により費用は異なります

食事や入浴、生活相談、緊急対応など日常の基本的サービス

提供されます︒

介護を連想する人も多いようですが︑

なります︒家賃の前払いとして一括支

サービス内容

費用は︑生活費︵食費・冬季の暖房

ケアハウスは︑低額な費用で基本的な

払い方式︑併用払い方式︑月払い方式

ただし︑介護が必要になった場合は︑

社会福祉法人、医療法人、地方公共団体など

ケアハウス

生活サービスを受けながら自立した生

があるので︑入居時と月々の費用は確

婦の場合はいずれかが６０歳以上︶︒居

自宅と同様に居宅サービスを利用する

運営主体

費︶︑事務費︵人件費︶︑管理費︵家賃

活を送ることのできる住宅です︒

住空間は︑単身の場合２１．６㎡以上︑

ことになります︒重度化したり︑認知

認しておくことが大切です︒

夫婦の場合は︑３１．９㎡以上と︑介

症になった場合には︑介護施設への住

入居条件は︑年齢は６０歳以上︵夫

護施設と異なり﹁住まい﹂を意識した

み替えも検討が必要でしょう︒
指定を受けたケアハウスもあります︒

まだ数は少ないですが︑特定施設の

タイプです︒居室にはトイレ・洗面︑
ミニキッチンは必須で︑さらに浴室な
どが付いている場合もあります︒

よる介護サービスを受けることができ︑

この場合は︑ケアハウスのスタッフに

本的なサービス︵生活相談︑食事サー

要介護状態になっても住み続けが可能

２４時間スタッフが常駐し日常の基
ビス︑入浴サービス︑緊急時対応︶が
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60 歳以上
立して生活するには不安がある人

年齢条件
身の回りのことは自分でできるが、独

身体条件

▼ケアハウスの事務費徴収額 ＜事務費徴収額事例＞

本人からの

対象収入による階層区分

事務費徴収額

生活費

管理費

（月額）

1

1,500,000 円以下

10,000 円

2

1,500,001

〜

1,600,000 円

13,000 円

3

1,600,001

〜

1,700,000 円

16,000 円

4

1,700,001

〜

1,800,000 円

19,000 円

5

1,800,001

〜

1,900,000 円

22,000 円

6

1,900,001

〜

2,000,000 円

25,000 円

7

2,000,001

〜

2,100,000 円

30,000 円

8

2,100,001

〜

2,200,000 円

35,000 円

9

2,200,001

〜

2,300,000 円

40,000 円

44,810

0〜

10

2,300,001

〜

2,400,000 円

45,000 円

円

99,352 円

11

2,400,001

〜

2,500,000 円

50,000 円

12

2,500,001

〜

2,600,000 円

57,000 円

13

2,600,001

〜

2,700,000 円

64,000 円

14

2,700,001

〜

2,800,000 円

71,000 円

15

2,800,001

〜

2,900,000 円

78,000 円

16

2,900,001

〜

3,000,000 円

85,000 円

17

3,000,001

〜

3,100,000 円

92,000 円

18

3,100,001 円以上

全額

ケアハウスの利用料は、食費等の生活費分及び家賃担当の管理費分は全額自己負担となります。
事務費については、国が定める技術的助言においては、入所者の所得に応じて上の表のとおりです。
※ケアハウスの事務費は「一般型」「介護型」か、あるいは規模、立地などによっても異なります。
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地方公共団体、ＵＲ都市機構

サービス内容

生活相談、安否確認、緊急時の対応など

介護保険

居宅介護サービスの利用

情報収集先

地方公共団体の住宅課

費用（概算）

約 1 万円〜13 万円 （地域・住宅・収入により異なる）

費用に含むもの

家賃、管理費

メリット

自立した人が低額で入居できる

デメリット

抽選が多い／介護度が重度化したときに住み替え検討

は︑家賃や管理費などですが︑収入に

生活するための住宅ですが︑必要に応

運営主体

より家賃負担が軽減されます︒

シルバーハウジングは︑住宅施策と

じてＬＳＡが一時的な家事援助や介護

60 歳以上など
年齢条件

シルバーハウジング

福祉施策の連携により︑バリアフリー

サービスの相談などにも応じています︒

身の回りのことが自立

基本的に︑元気な高齢者が自立して

化や緊急通報装置の設置など︑高齢者

ることになりますので︑将来介護が重

介護は居宅サービスを契約して利用す

ハード︵建物や設備︶を安全設計に

度化した際は︑介護専用施設への住み

の生活に配慮した公営住宅です︒
しているだけでなく︑ソフト面︵サー

なお︑申込時期は自治体等により異

替えも検討が必要となってきます︒

常駐するＬＳＡ︵ライフサポートアド

なりますが︑抽選になることが多く︑
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ビス︶でも︑考慮されています︒日中
バイザー＝生活援助員︶が︑安否確認

特に都市部で人気が高いゆえになかな
か当選することは難しいようです︒

や生活相談などを行います︒
運営主体は︑地方公共団体︑ＵＲ都
市機構︒入居年齢は単身者の場合６０
歳以上︑夫婦の場合はいずれかが６０
歳以上となりますが︑自治体によって
は異なる場合もあります︵東京都の場
合６５歳以上等︶︒
公営住宅ですから︑収入要件があり︑
また持家の方は入居できません︒費用

身体条件

A 型は食事提供

生活相談、アドバイス等

介護保険

居宅介護サービスの利用、特定施設入居者生活介護

情報収集先

地方公共団体の福祉課、WAM-NET

費用（概算）

A 型：約 6 万円〜14 万円、B 型：約 0.5 万円〜4.5 万円

費用に含むもの

生活費、事務費、管理費など （A 型は食費も含む）

メリット

低額で入居できる

デメリット

施設数はあまり多くない

※非課税世帯など収入により費用は異なります

サービス内容

す︵地域などにより異なります︶
︒

地方公共団体、社会福祉法人

いずれも原則個室ですが︑Ａ型の場

運営主体

軽費老人ホーム︵Ａ型・Ｂ型︶

６．５㎡以上︵夫婦の場合２４．８㎡

60 歳以上

合居室面積は６．６㎡以上︑Ｂ型は１
家庭環境や住宅事情などの理由によ

設備面で劣ります︒Ｂ型にはキッチン

以上︶とケアハウスに比べると広さや

居対象となっています︒軽費老人ホー

が付いていますが︑食事付きのＡ型に

身の回りのことが自立

年齢条件

り︑自宅での生活が難しい高齢者が入
ムには︑食事サービスのついているＡ

それぞれ共有スペースとして︑応接室

はキッチンなしのところもあります︒

入居要件は︑６０歳以上︵夫婦の場

や集会室︑浴室︑トイレ︑洗濯室︑な
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型と自炊タイプのＢ型があります︒
合いずれかが６０歳以上︶で︑Ａ型は

介護が必要になった場合︑居宅サー

どの設備が備わっています︒

自炊ができる程度の健康状態が維持で

ビスを別途契約することになりますが

月収がおおよそ３５万円以下︑Ｂ型は
きている人です︒前述のケアハウスは︑

ケアハウスに比べ職員配置が多いのが
特色です︒重度化した場合は住み替え

軽費老人ホームの一種です︒
サービス内容は︑日常生活の相談や

の検討も必要です︒特定施設の指定を
受けている軽費老人ホームもあります︒

アドバイス︑一時的な世話などです︒
運営主体は︑社会福祉法人や地方公
共団体で︑費用も低額です︒収入によ
り利用額が異なりますが︑食事のつい
ているＡ型で約６万円から︑食事のな
いＢ型で約５千円から︑となっていま

身体条件

は︑高齢者のみを賃借人とする賃貸住

高齢者専用賃貸住宅︵以下︑高専賃︶

住宅であること以外は︑特に基準や条

います︒高専賃は︑賃貸借契約を結ぶ

た一定の情報を開示することになって

高専賃も増えています︒住戸面積等の
制限なし

サービス内容

住宅による

介護保険

居宅介護サービスの利用、特定施設入居者生活介護

情報収集先

都道府県の指定登録機関（住宅部局）、高齢者住宅財団
の HP（ http://www.senpis-koujuuzai.jp/special/）

費用（概算）

約 7 万円〜20 万円

費用に含むもの

家賃、管理費

メリット

居住の権利が保証されている。住宅とサービスの契約を
分けているため、費用の内訳等がわかりやすい

れば介護施設への住み替えが必要な場合が多い。

事業者は︑都道府県知事に登録をし︑

宅です︒高専賃は︑賃貸借契約を結ぶ

件等がなく︑あくまでも﹁情報提供﹂

高齢者は︑民間の賃貸住宅市場で入

一定の条件を満たした高専賃︵適合高

運営主体

家賃や住宅の広さ︑設備︑バリアフリ

住宅のみが対象となり︑有料老人ホー

の仕組みですので︑消費者側に︑情報

居を敬遠される傾向があったため︑平

専賃︶は︑介護保険の特定施設の指定

高齢者
年齢条件

高齢者専用賃貸住宅

ムに多い︑いわゆる 利用権契約による

を読み込む︑比較 検･討する能力と努力

成１３年に施行された﹁高齢者の居住

を受けることができ︑介護付きの住ま

―

ー構造︑附帯サービスの有無等といっ

住宅は登録の対象になりません︒居住

が求められます︒

の安定確保に関する法律﹂において︑

いとして長く住み続けることも可能で
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の権利を保証した上で︑サービスの契

高齢者の入居を拒まない賃貸住宅﹁高

す︒平成１９年からは医療法人も高専

食事や介護等のサービスを提供する

齢者円滑入居賃貸住宅︵高円賃︶
﹂の登

賃の経営が可能になり︑多様な事業主

物件ごとに、居住空間やサービスの質は様々。重度化す

デメリット

約を切り離している点が特徴です︒

録が始まりました︒高専賃は︑高円賃

体によって多様な高専賃が供給されは
じめています︒

の中でも︑もっぱら高齢者のみを賃貸
人とする住宅として︑平成１７年から
登録が始まったものです︒

身体条件

優賃︶は︑バリアフリー等の一定の条

高齢者向け優良賃貸住宅︵以下︑高

サービスを提供する高優賃もあります︒

を受けている住宅もあり︑施設並みの

す︒一部︑介護保険の特定施設の指定

地方公共団体、地方住宅供給公社、民間事業者、ＵＲ都市機構など

サービス内容

住宅による

介護保険

居宅介護サービスの利用、特定施設入居者生活介護

情報収集先

地方公共団体の住宅課、高齢者住宅財団、ＵＲ都市機構

費用（概算）

約 5 万円〜13 万円（所得に応じて補助あり）

費用に含むもの

家賃、管理費、（緊急通報システム）など

メリット

一定の質を満たした居住空間、家賃補助を受けられる場合がある

デメリット

認知症や常時介護が必要になれば、介護施設への住み替え検討

れません︒

運営主体

事業所を併設したり︑食事や介護サー

件を満たし︑都道府県知事の認定を受

ただ︑多くの場合は︑認知症や常時介

60 歳以上など

ビスを提供する住宅︑また市町村から

けた賃貸住宅です︒住戸面積は２５㎡

護が必要になれば︑住み続けは困難に

高齢者向け優良賃貸住宅

以上︑台所・収納設備︑浴室等を備え︑

なり︑再度の住替えが必要になります︒

自立（一部、要介護対応）

年齢条件

ＬＳＡが派遣されている住宅もありま

緊急通報装置を設置するなど︑住まい

入居条件は︑各住宅で異なりますが︑
おおむね６０歳以上︵夫婦の場合はい
ずれかが６０歳以上など︶です︒
高優賃・及び前ページの高専賃の中
には︑終身建物賃貸借契約の認可を受け
た物件もあります︒
終身建物賃貸借契約とは︑居住者が
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としての質を満たし︑高齢者の安全な
生活に配慮された住宅です︒
高優賃では︑認定する地方公共団体
にもよりますが︑家賃の一部補助がつ
く場合があります︵期間は限定︶
︒
高優賃の運営主体は︑ＵＲ都市機構︑
地方住宅供給公社︑民間事業者などで

けが可能となる契約形態で︑途中退去

亡くなるまでの終身にわたって住み続

ソフト面でのサービスは︑その住宅

の心配がなく︑更新も必要なくなるの

す︒
により異なり︑緊急通報装置をつけた

で︑礼金や更新料も不要というメリッ
トがあります︒なお︑借家権は相続さ

だけのスタッフが常駐しないタイプの
ものから︑デイサービス等のサービス

身体条件

介護保険

居宅介護サービスの利用、特定施設入居者生活介護

情報収集先

地方公共団体の福祉課、WAM-NET、（社）有料老人ホーム協
会

費用（概算）

月額約 15 万円〜30 万円など（入居一時金が必要な場合も）

費用に含むもの

家賃相当、管理費、食費、（介護保険１割負担）など

メリット

空間・サービス等さまざまであり、選択肢が広い

デメリット

ホームにより費用負担やサービスの質に差がある

向いて自分に合うかどうか見ておくこ

生活支援サービス、食事、介護、健康管理、レクリエーシ
ョンなど

う場合には︑それぞれ別々に住居契約

サービス内容

とも大切です︒

民間事業者、社会福祉法人、医療法人など

をすることになります︒

運営主体

有料老人ホーム

とあります︒介護付と表記できるのは︑

60 歳／65 歳以上など

類型には︑健康型・住宅型・介護付
食事や生活サービスを提供し２４時

居住の権利形態も﹁利用権方式﹂が

特定施設の事業所指定を受けていると

ります︒類型にかかわらず︑大きく分

多いのですが︑他に建物賃貸借方式や

間スタッフが常駐する高齢者のための

けて︑介護が必要になってから入居す

終身建物賃貸借方式などがあります︒

- 97 -

ころだけです︒

るタイプ︑元気なうちに入居するタイ

有料老人ホームの数は︑２００７年

自立〜要介護

身体条件

住まいで︑様々な類型や権利形態があ

プがあり︑いずれも特別なケースを除

には︑全国で３０００件に迫り︑介護

前に充分サービス内容や契約内容を確

き︑介護度が重くなっても︑住み続け

一般的に介護型と言われているもの

認しておくことが大切です︒有料老人

保険スタート以来大変増加しました︒

の多くは︑自立︑要支援︑要介護者い

ホームの場合︑設備やサービスの詳細

ができる契約を結んでいるのが︑大き

ずれの人でも入居が可能な施設が多く

を記載した﹁重要事項説明書﹂の交付

その分︑トラブルも増えています︒事

見られますが︑実際には入居者の大半

が義務付けられています︒必ず入手し

な特徴と言えます︒

が要介護認定者で占められています︒

て︑隅々まで目を通し︑疑問点は確認
１０３ページ︶
また︑見学や体験入居で︑現地に出

して下さい︒︵

入居時自立型には︑自立者向けの住
居と︑要介護者向けの住居が併設した
タイプもあり︑夫婦で身体的要件が違

身体条件

有料老人ホームの類型
介護保険サービス

介護付
有料老人ホーム

概要
介護等のサービスがついた有料老人ホーム
で、介護が必要になっても、ホームが提供す
る特定施設入居者生活介護を利用しながら居
特定施設
住継続できる。一般型の場合は、ホームの職
入居者生活介護
員がケアプランを作成し、介護サービスを提
（一般型／外部
供する。外部サービス利用型の場合は、ホー
サービス利用型）
ム職員が安否確認やケアプラン作成をし、介
護サービスは委託先の介護サービス事業所が
提供する。

住宅型
有料老人ホーム

居宅介護
サービス

生活支援サービスがついた有料老人ホーム。
介護が必要になった場合は、入居者自身が、
地域の居宅サービスを選択、契約をして利用
する。

健康型
有料老人ホーム

-

食事などのサービスがついた有料老人ホー
ム。原則介護が必要になった場合、契約解除
となる。

権利形態
権利形態

概要

法的根拠

利用権方式

建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約
以外の契約形態で、居住部分と介護や生
活支援等のサービス部分の契約が一体と
なっているもの。有料老人ホーム特有の
契約方式で、本人の退去をもって、契約
が終了する。

-

建物賃貸借方式

賃貸住宅における居住の契約形態であ
り、居住部分と介護等のサービス部分の
契約が切り離される。借家人の権利が極
めて強い契約方式。

借地借家法

終身建物賃貸借方式

建物賃貸借契約の特別な類型で、都道府
県知事から認可を受けたもの。入居者の
死亡をもって契約が終了する。更新料が
不要な点も特徴。

高齢者の居住の安定
確保に関する法律

利用料の支払い方式

利用料の支払い方式

一時金方式

生涯にわたって利用する家賃相当額等の全額
または一部を入居時に一括して支払う方式。

月払い方式

家賃相当額等を月払いで支払う方式である
が、入居時に保証金、敷金を設定している
ケースもある。

併用方式

一時金支払いと月払いの両方を併用する支払
い方法。

選択方式

一時金方式、月払い方式、併用方式のいずれ
かを、利用者が選べる方式。
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認知症対応型共同生活介護

ホーム協会

費用（概算）

月額約 12 万円〜18 万円など（入居一時金が必要な場合も）

費用に含むもの

家賃相当、管理費、食費、介護保険自己負担分など

メリット

個人の自発的な暮らしを重視し、家庭的な雰囲気の中で認
知症の進行を遅らせるような支援がなされる

デメリット

介護が重度化した場合には退去が必要の場合もある

活を行います︒積極的に外出をして社

介護保険

会との交わりを持つところや︑地域住

生活サービス、食事、介護、レクリエーションなど

認知症高齢者グループホーム

サービス内容

民と協力をしながら運営しているケー

介護度が重度化したときや︑終末期

社会福祉法人、医療法人、民間事業者、NPO、など

スなど︑グループホームごとに特徴も

けながら生活を送ることができます︒

の対応は︑ホームにより異なりますの

運営主体

認知症の症状をもつ高齢者が︑家庭

他の介護施設との大きな違いは︑個々

で︑入居前に確認しておいたほうがよ

異なります︒

の生活能力に応じて役割を持ち︑食事

いでしょう︒

要支援２以上

年齢条件

的な環境の中で︑職員のサポートを受

の支度や掃除など︑
﹁出来ることは自分

︵注２１︶ 住所地特例
社会保険制度において︑被保険者が住所
地以外の施設等に入所した場合︑住所を移
す前の市区町村が引き続き保険者となる特
例措置である︒介護付有料老人ホーム︑適
合高齢者専用賃貸住宅で住所地特例を使う
ことができる
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でしながら生活する﹂ことが基本にな
っています︒
入居要件は︑６５歳以上︑要支援２以
上で︑軽度〜中度の認知症があり︑共
同生活が可能な人です︒
地域密着型サービスなので︑原則グ
ループホームの所在地︵市町村︶の住
民が入居対象となります ︒住所地特例
︵注２１︶は使えません︒
居室は原則個室で︑浴室や食堂︑台
所︑リビングなどがあります︒
９人までを１ユニットとして︑共同生

地方公共団体の福祉課、WAM-NET、認知症高齢者グループ

情報収集先

65 歳以上
身体条件

契約資料などの内容はしっかり確認！

これらは︑不当に顧客を勧誘して︑

公正な競争を阻害する恐れがあるとし

て禁止されているのです︒過去には別
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しかしながら︑
﹁パンフレットに掲載さ

※公正取引委員会の公表内容から抜粋・省略して記載

■事前に資料を集めてしっかり検討

しながら、一部の介護室は上乗せ料金を 徴収している

表のような例が多くみられます︒

一般室から介護室に移る 場合、費用の負担がないよ うに表示

れていた内容と実際が異なっている﹂

全室南向きと表記しながら、実際はそのよ うなことはない

高齢者向け住まいを探すとき︑若い

全室個室と打ち 出しながら、実際は大部屋の介護室もある

といったクレームが後を絶ちません︒

居室の概要

世代が住宅を選ぶ感覚とは違う視点か

わなくなっている︶
︑事業者に非があり

明瞭に記載していない

偽りの内容を記載しているのは︵もし

いつまで住み続けが可能なのか︑ど

ますが︑利用者としては︑そのような

は明瞭に表記されていない

らの検討が必要です︒

のようなサービスが付いている住まい

トラブルを回避するために︑念を入れ

︵２︶事実に相違して競争関係にある

提携医療機関での受診・通院と表示しながら協力内容について

くは︑当初はその予定だったのがそぐ

か︑どんな費用がかかるのかにより︑

て確認をしたいものです︒

公正取引委員会は︑有料老人ホーム

■優良誤認︵景品表示法︶

確認内容は異なりますが︑少なくとも
﹁高齢者向け﹂である限り︑なんらか
の付加価値が付いていることが多いは
ずです︒

︵優良誤認︶を公表しています︒

等の案内表示調査を行い︑不当な表示

パンフレットや契約内容を記載した資

︵１︶実際のものよりも著しく優良で

その内容を確認するためには︑まず
料などを入手します︒注意したいのは︑
ていないケースが散見される点です︒

事業者に係るものよりも著しく

あると示すもの

有料老人ホームの場合は︑広告につい

優良であると示すもの

介護一時金によ り個別の介護サービ スを 付加して提供する よ
うな表示ながら、事実とはいえない

費用

土地・建物は事業者の所有ではない（賃貸等）のに、そのことを

建物の所有

昨今パンフレットの内容が実態と合っ

ての表示が厳しく規制されています︒

医療サービ ス

２４個間看護師常駐など 、医療面での安心を 打ち 出しながら、
夜間は配置されていなかったり、中には全く配置されていない

■パンフレットだけでは

実態はわからない

前述のように︑パンフレット等の資

料が︑必ずしも正確とは限りません︒

資料を作成したときから時間が経過す

れば︑内容も変化している可能性があ

ります︒健康や命に係わる重要な項目

はもちろんのこと︑自分にとって重要

だと思われる項目については︑パンフ

レットだけでなく︑実際の現場で現在

の状況を確認することが大切です︒

平成１７年に実施された﹁有料老人

ホームの表示・広告に関する調査﹂
︵東

京都生活文化局︶によると︑介護職員

や医療機関との関係に関する表示の優

良誤認が非常に多くなっています︒要

するに︑この部分は特に注意しておく

必要があるともとれます︒

※平成 17 年 7 月 東京都生活文化局調査

有料老人ホーム等に
関する不当な表示
土地または
建物について
終身介護について

医療機関との
協力関係について
介護職員等について

介護に関する資格を有す
る介護職員等について
管理費等について

「不当な表示」になる場合・例など
当該老人ホーム等が所有していない場合は、そのことを明瞭に表示していない
場合
入居者の状態によっては当該老人ホーム等で終身にわたって居住し、介護サー
ビスの提供を受けられない場合があるにも関わらず、その事を明瞭に表示して
いない場合
当該協力の内容（医療機関の名称、診療科目の名称を含む）について、そのこ
とを明瞭に表示していない場合
当該老人ホームなどの介護職員の数について、そのことを明瞭に表示していな
い場合
１．常勤換算方法による介護職員等の数
２．介護職員が要介護者等以外の入居者に対し食事の提供その他日常生活上必
要なサービスを提供する場合、要介護者等に介護サービスを提供する常勤
換算法による介護職員等の数
３．夜間における最少の介護職員の数
介護職員などの数が常勤または非常勤の別ごとに明瞭に記載されていない場合
管理費、利用料など当該老人ホーム等が入居者から支払いを受ける費用につい
て、当該費用の内訳を明瞭に表示していない場合
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契約前に入手・確認しておきたいこと
有料老人ホームや高齢者住宅への住
ぶとき以上に充分に契約内容を確認し

賃貸借契約書やサービス契約書︑住宅

また︑高専賃や高優賃等の場合も︑

み替えを決める際は︑通常の住宅を選
ておくことが大切です︒そのためには︑

の管理規定などは︑入居を決める前に

うに︑事業者は入居前に不利な情報は︑

先の﹁トラブル事例﹂にもあったよ

じっくり内容を確認すべき資料です︒

・必要な書類を入手してそろえる
・口頭でも充分な説明を受ける
ことを徹底しましょう︒２００６年３
月に国民生活センターが行った調査

なかなか話してはくれません︒少しで

も良いように説明することがほとんど

です︒事実確認はもちろんですが︑契

約書の中身に疑問点がないかなど︑自

分で確認すると同時に︑家族に確認し

てもらったり︑不安があるときは専門

家にみてもらったりするとよいでしょ
う︒
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﹃有料老人ホームをめぐる消費者問題
に関する調査研究﹄によると︑
﹁重要事
項説明書﹂を渡すのは﹁入居契約をす
る際に﹂が最も多くなっています︵下
記グラフ参照︶
︒
﹁重要事項説明書﹂の交付は︑老人
福祉法で義務付けられていますのでパ
ンフレットなどと一緒に早めに入手し
てください︒ 有(料老人ホームの場合︶︒

入居の申込前に重要事項説明書を見せるか（複数回答）

報開示など︑事業を行うにあたり満た

の配置や教育︑利用料︑事業収支︑情

設備やサービス面はもちろん︑職員

細かく記載されています︒

を作成しており︑運営に関する基準が

が﹁有料老人ホーム設置運営指導指針﹂

有料老人ホームの場合︑各都道府県

いか︑下記の記載項目などについて︑

サービスの品質や料金体系に疑問がな

の参考になると思います︒提供される

準 もひと つ

の ような 基

宅 でも︑ こ

い ている 住

ビ ス等が つ

介護サ ー

提携医療機関先とその内容もチェック

を入れて確認しましょう︒また︑協力・

ブルになることが多いので︑念には念

合の自室の権利︶︑退去条件などはトラ

介護を受ける場所︵介護室に移った場

内のサービスと有償サービスの違い︶︑

を持つものです︒特に費用面︵管理費

たもので︑契約書と同等に法的な根拠

明書は︑契約の内容が具体的に示され

有料老人ホーム等の場合︑重要事項説

■自治体の指導指針などを参考に

すべき基準がわかります︒

それぞれの住宅を比較してみると︑違

たとえば︑
﹁情報開示﹂という項目で

記載項目
１．事業主体概要
２．施設概要
３．利用料
４．サービスの内容
５．介護を行う場所等
６．医療
７．入居状況
８．職員体制
９．入居・退去等

載されています︒

人ホームの場合︶には︑次の項目が記

が必要です︒重要事項説明書︵有料老

管理規定︑介護サービス等の一覧

重要事項説明書︑入居契約書︑

︽有料老人ホーム︾

■揃えたい資料

いがわかってくるでしょう︒

は︑前述の資料を公開し求めに応じて
交付すること︑と書かれています︒
さらに︑ホームの事業収支をあらわ
す財務諸表についても︑求めに応じて
閲覧に供すること︑となっています︒
この﹁有料老人ホーム設置運営指導

︽高齢者住宅︾
賃貸借契約書︑基本サービス契約

指針﹂は︑ほとんどの都道府県で︑ホ
ームページで閲覧できるようになって

書︑重要事項説明書など

■重要事項説明書とは

います︒ホームページが見られない人
は︑自治体の窓口で請求してみるとよ
いでしょう︒
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がらこの割合が小さくなるほど利用者

が基準となっています︒当然のことな

入居者３人に１人の介護・看護職員︶

護職員の配置は︑﹁３：１﹂︵要介護の

を受けた有料老人ホーム等の介護・看

介護保険３施設や︑特定施設の指定

証されているものではないことが︑デ

た場合の住み続けの権利が必ずしも保

変更をさせられたり︑事業者が倒産し

ものではなく︑事業者の都合で居室の

賃貸借契約のように法的な根拠がある

めの包括的な権利です︒利用権契約は︑

室や共用設備︑サービスを利用するた

表的なものです︒事業者が提供する居

約となります︒

原則賃貸借契約とサービス契約は別契

ビスがついている場合がありますが︑

高専賃で食事や介護などの生活サー

続されません︒

いうメリットがあります︒借家権は相

なくなるので︑礼金や更新料も不要と

■介護職員の体制は誤解しがち

に対して職員の数が増えることになり

メリットとして指摘されています︒

■高専賃のサービスは別契約

ますが︑これは常時体制ではありませ

賃貸借契約は︑さきの利用権契約と

どんな選択サービスがあり︑その費

と換算され︵例えば１日８時間 ×
週５
日勤務など︶早出︑日勤︑遅出︑夜勤

異なり︑借地借家法で定められた居住

また︑事業者は入居一時金︵家賃の

ん︒職員は週に４０時間働く人が１人

など︑シフト体制を組み︑勤務してい

者にとって強い権利です︒万が一事業

前払い相当︶を受け取る場合︑保全措置

用や利用方法︵契約主体︶はどうなっ

るので︑実際は常時３人に１人という

者が倒産しても︑その住宅に住み続け

︵注２２︶をとらなくてはいけません︒

◇︵終身建物︶賃貸借契約

わけではありません︒特に夜間の体制

る権利は保証されています︒

ます︒一定の条件を満たした事業者が

となる﹁終身建物賃貸借契約﹂もあり

また︑居住者が亡くなるまでの契約

保全措置の状況も確認が必要です︒

の保全借置は義務付けられています︒

年度以降開設したホームでは︑一時金

有料老人ホームにおいても︑２００６

事業を実施します︒契約更新の必要が

知事の許可を受けて︑終身建物賃貸借

く必要があります︒

ているのか︑事前に充分確認をしてお

は極端に少なくなります︒

契約形態について

■高齢者向け住まいの
◇利用権契約
有料老人ホームに多い契約形態の代

- 104 -

︵注２２︶ 保全措置
事業者が万が一倒産等により︑預かった
一時金を返還できない場合に備えて︑銀行
や保険事業者と保証保険契約を結ぶこと︒
保全措置がとられると︑預けた一時金の全
額もしくは一部の返還が保証される
︵最高５００万円迄︶
︒

■知っておきたい法律や指導内容
２００６年に老人福祉法が改正され
ました︒特に有料老人ホームについて
の第２９条は︑利用者保護の観点から

有料老人ホームや高齢者住宅は︑大
切な老後の費用を投入するのですから︑
事業の傾きがあると大変なことになり
ます︒その点も考慮され︑この２つが
強化されています︒

■有料老人ホームのクーリングオフ
さらに︑法律で定められていないも
のの︑
﹁有料老人ホームにおける９０日
以内のクーリングオフ制度﹂が指導さ
れています︒
入居後９０日以内に︑﹁どうしても︑

クーリングオフに積極的に取り組んで

はないので︑事前に確認しましょう︒

ただし︑全ホームが応じているわけで

き︑全額返却されるというものです︒

状回復の費用︵適切な範囲︶を差し引

うことになれば︑利用期間の実費︑原

ここは自分に合わない﹂
﹁急な事情が発
いくつか大きく改正されています︒中
でも特に覚えておきたいのは次の２つ︒ 生し︑住み続けられなくなった﹂とい
◆帳簿保存︑情報開示の義務化
◆倒産などの場合に備えた一時金保
全措置の義務化︵２００６年４月
以降に開設したホームが対象︶

いるホームは︑良心的ともとれます︒
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〜事業運営を見る〜

なるのは﹁経営は大丈夫か﹂という点

ポイントがありますが︑なかでも気に

住み替えの際には︑多くの確認する

主なものになります︒

ます︒財務諸表の中では︑次の３つが

もいくつか目安になる点を解説してみ

ないとわかりにくい資料ですが︑中で

状況の変化などがわかります︒

入手して見比べてみると︑資金の調達

できれば過去３年位の貸借対照表を

企業運営において重要な数値資料です︒

ワンポイント・レッスン

です︒高額な入居金を支払ったのに︑

○キャッシュフロー計算書

倒産してしまって希望通りのサービス
○損益計算書
す︒収入から支出を差し引いたあとの

１年間の収入と支出を表したもので

の３つの項目に分けて１年の初めにど

たかを表します︒
﹁営業﹂
﹁投資﹂
﹁財務﹂

１年間のお金の流れがどうなってい

が受けられなくなった︑などとなると

年間収支が︑赤字か黒字かがわかりま

れくらいのお金があって︑１年後にど

途方にくれてしまいます︒
はありませんが︑経営の状

す︒ただし赤字だから即問題があると
は限りません︒赤字の理由を確認しま

れだけのお金が残っているか︵減って

そういったことを避ける確実な方法
況を数字でみるときのいく
つかのポイントがあります︒

いるか︶がわかります︒先の損益計算

どれくらいあるか︑がわかります︒資

材料になります︒

金繰りがうまくいっている︑など判断

金が不足している︑赤字であっても資

書と併せてみると︑黒字であっても資

しょう︒
○貸借対照表

ただし︑これも確実ではあり
ませんので︑あくまでもその
時点での参考にしてみてください︒

決算時点での財政状態を表します︒
前述していますが︑帳簿等の保存や

産や負債のバランスを見ることから

資産や借入金は︑どんな内容のものが︑

情報開示は︑老人福祉法で義務化され

﹁バランスシート﹂とも呼ばれます︒

■財務諸表をチェックしてみよう

ています︒財務諸表の類は︑慣れてい
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■貸借対照表のカンタンな見方

必ずしもすべてにあてはまるわけではありませんので目安に…

企業運営において借金は悪いことで

固定負債

はありません︒しかし︑借り入れた資

流動負債

金できちんと収益を得られているか︑

■入居率を聞く

安定した収入があるかどうかの目安

に﹁入居率﹂も参考になります︒開設

一年後で８０％程度だと比較的安定し

ているといわれます︵１００室中８０

室が入居済み等︶︒

ただし︑複数の住宅を運営している

場合には全体の入居率も確認するよう

にしましょう︒ひとつだけ状況が悪く

てもすぐに悪化しませんし︑経費をお

さえて運営できているところもありま

す︒長期間︑入居している人が極端に

少ない場合は︑経営状況をチェックし

ておいたほうが安心です︒
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資金繰りがうまくいっているかは︑と
5,000,000 円

固定資産

よって、流動資産より流
動負債のほうが多い場
合は、資金繰りが厳しい
可能性がある…
再度借入れをするか、営業
が改善して現金が入って
くるか？？？

●流動負債とは、１年以
内に返済しないといけ
ない借入金
●流動資産は、１年以内
に現金化できる資産

流動資産
3,000,000 円
1 年以内に 500 万円返済し
なくてはいけないのに、現
金が 300 万円しかない…

ても大切です︒

賃借対照表（バランスシート）とは・・・・

高齢者向け住宅 見学チェックシート
① 周辺環境の確認をしましょう
パンフレットなどだけではなかなかチェックできないことを、実際に確認しましょう
□ 立地環境はどうですか
（最寄り駅からの距離、坂道の有無、役所・銀行・郵便局・商店・医療機関等との距離）
□ 交通の便はどうですか（交通手段と運行頻度、費用等）
□ 実際の生活をイメージしながら、周辺環境を確認しましょう（自然、騒音、近隣施設の影響等）

② 居室は最も長い時間を過す大切なプライベート空間です
生活スタイルを想像しながら居室をみてみましょう
□ 居室の日当たりや風通しはどうですか
□ 生活に支障のない広さ、間取りですか
□ 緊急コール設備などの有無、使い勝手はどうですか
□ 備え付けの家具や、荷物の持ち込みの制限はどうですか
□ 収納スペースの有無や使い勝手はどうですか
□ 介護が必要となった場合でも使い易い仕様になっていますか

③ 生活支援サービス、介護サービスなどの各種サービスがどのように
提供されているか確認しましょう
□ サービスメニューと提供場所を確認しましょう
□ サービス毎の費用（月額費用に含まれるもの、別途負担するもの）の確認をしましょう
□ クラブ活動や行事の内容と頻度も聞きましょう
□ 介護サービスが提供されている場合、リハビリにも積極的に取り組まれていますか
□ 休日や夜間のスタッフ人員配置を確認しましょう
□ 緊急時の対応方法はどうなっていますか

④ どのような共用施設があり、
どのように利用できるか確認しましょう

⑤ 住まいやスタッフの雰囲気
□建物内の雰囲気は明るいですか

□ 高低差や手すりの設置状況を確認しましょう

□臭いなど、気になるところはないですか

□ 大浴場、食堂等の利用状況を確認しましょう

□入居している方は生き生きされていますか

□ 多目的ホール等その他共用施設はどうですか

□入居者やスタッフと積極的に話をしてみましょう

□ 各施設の利用時間や利用料等を確認しましょう

⑥ 食事は実際に味わってみましょう
（※食事サービスが提供される場合）

⑦ その他の確認事項
□必要な情報の開示がされていますか

□食事はどこで食べられますか

□運営懇談会の頻度はどのくらいですか

□利用時間、メニューや予約方法は分かりますか

□意見箱等の設置がされていますか

□料理の献立、味、量、値段はどうですか

□地域交流の状況はどうか聞きましょう

□味、量等の個別対応の状況はどうですか

□協力医療機関の診療科目を確認しましょう

□イベント食などの有無の確認をしましょう

□家族や友人の来訪、宿泊は自由ですか
□緊急時の避難経路は確保されていますか
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高齢者向け住宅の成績（比較）表
色々な住宅を見学したら、それぞれ比較できるように成
績表をつけてみましょう。
一番成績の良いホームは？
その理由はなぜでしょうか？

A 大変良い

B 普通

C ちょっと不満

住宅名を記入して 比較して みましょう
交通の利便性
近隣の環境
住宅・施設全体の雰囲気
建物の共有部分の設備や利用しやすさ
職員の対応や連絡体制
事業所や責任者の考え方や方針
趣味やサークル活動など
専用居室の広さや設備
緊急時の体制や安全性
食事サービスがある場合の満足度
介護や病気の際の対応
入居している人の様子・雰囲気
予算：入居一時金（敷金など）
予算：月額費用（家賃・管理費・食費など）

周辺の環境も大切
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D わからない

各種相談・支援機関の連絡先
情報提供機関及びＷＥＢサイト名
連絡先等

概要

●財団法人高齢者住宅財団
高齢者居住支援センター
（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）０１２０−６０２−７０８
http://www.koujuuzai.or.jp/

事前登録された賃貸住宅について、60 歳以上の
借主の家賃債務保証を行う「高齢者家賃債務保
証」制度を実施。月額家賃の 6 ヶ月分相当金額
を限度に滞納家賃を保証する。

相談内容

高齢者専用賃貸住宅
に入居したいが保証
人がいない。家賃債
務保証制度を利用し
たい

●

地方公共団体
（住宅部局もしくは福祉部局）

保証人が見つからない場合の居住支援制度とし
て、家賃等の金銭的な保証を行う制度を導入し
ている地方公共団体がある。
（例：横浜市民間住宅あんしん入居事業）

自分にあった有料老
人ホームを紹介して
もらいたい

●社団法人全国有料老人ホーム協会
（入居相談）０３−３５４８−１０７７
http://www.yurokyo.or.jp/

協会内に設けられた「入居相談室」では、電話・
手紙・直接訪問による質問・相談に応じている。
各加盟ホームの契約書、財務諸表等の資料の閲
覧もできる。

自分にあった住宅・
施設を紹介してもら
いたい

●NPO シニアライフ情報センター
http://www.senior-life.org/

高齢者の住み替え支援を行っているＮＰＯ。会
員制での個別面談では、２時間程度の時間をか
けじっくりと相談に応じてもらえる。

民間の賃貸住宅を探
している

●財団法人日本賃貸住宅管理協会
電話番号 ０３−５２７６−３４４４
http://www.jpm.jp/

●市区町村社会福祉協議会
社会福祉法人全国社会福祉協議会のホ
ームページで、各市区町村社会福祉協議
会の連絡先等を検索できる。
http://www.shakyo.or.jp/links/
index.html

成年後見制度につい
て相談できるところ
を紹介してほしい

法律的な相談やトラ
ブルになった場合

「住み替え支援制度」として住み替えに関する
情報提供や相談を行っている。高齢者の民間賃
貸住宅への入居促進（高齢者入居応援サービス
「シニアステージ」
）を図っており、各種高齢者
支援団体の紹介や滞納家賃の債務保証を行って
いる。書面による賃貸住宅のトラブル相談もで
きる。
認知症や知的障害・精神障害などにより判断能
力が不十分な方などを対象とし、地域で自立し
た生活が送れるように援助し、その権利擁護に
資することを目的とする「地域福祉権利擁護事
業」を行う。具体的には、本人との契約に基づ
いて福祉サービスなどの利用援助や日常的な金
銭管理サービス、書類等の預かりサービスとい
った生活支援を行う。実施主体は都道府県社会
福祉協議会で、窓口業務は基幹的な市区町村社
協で行う。

●地方公共団体（福祉部局）

●社団法人成年後見ｾﾝﾀｰ・ﾘｰｶﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ
http://www.legal-support.or.jp/

成年後見業務等のノウハウを持つ司法書士が、
後見業務はもとより、成年後見制度の啓発活動
を行っている。

●権利擁護センターぱあとなあ
（日本社会福祉士会）
http://www.jacsw.or.jp/contents/
kenri/panf.htm

判断能力にハンディを持つ人たちが、安心して
暮らすことができるように相談から成年後見人
等の受任までの一貫した支援を行っている。

●法テラス（日本司法支援センター）
電話番号 ０５７０−０７８３７４
http://www.houterasu.or.jp/

●日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/
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法的トラブルに巻き込まれた際に相談すると、
関連する法制度や相談機関などを紹介してくれ
る。法的トラブルかどうか分からない場合でも
相談可。一般の固定電話であれば全国どこから
でも市内通話料金程度（３分８．５円税別）の
負担で利用できる。
日本弁護士連合会のホームページにある「法律
相談・公設事務所ガイド」に法律相談の案内な
どが掲載されている。

相談内容

情報提供機関及びＷＥＢサイト名
連絡先等

●財団法人住宅リフォーム
・紛争処理支援センター
（リフォネット
http://www.chord.or.jp/）

現在の住まいのリフ
ォームについて相談 ●住宅金融支援機構
ナビダイヤル
できるところを紹介
０５７０−０８６０−３５
してほしい

http://www.jhf.go.jp/index.html

●財団法人高齢者住宅財団
（高齢者居住支援センター）
http://www.koujuuzai.or.jp/

●社団法人全日本不動産協会
http://www.zennichi.or.jp/

概要

住宅リフォームに関連し、紛争処理の支援な
ど消費者への支援を行っている第三者機関。
ホームページでは、介護保険での住宅改修に
ついて解説されているほか、住宅に関する相
談窓口が詳細に案内されている。
６０歳以上の人を対象とした融資制度（高齢
者向け返済特例制度※別項参照）がある他、
平成１９年度より、住宅のバリアフリー改修
工事を行った場合の所得税・固定資産税の特
例措置（住宅のバリアフリー改修促進税制）
が創設されている。
高齢者円滑入居賃貸住宅の登録住宅を対象
とした家賃債務保証や、高齢者向け返済特例
制度（バリアフリーリフォーム）に基づく融
資の債務保証等を行っている。

不動産に関する法律や税務に関する情報、賃
貸住宅に関する Q＆A が掲載されている。

不動産取引に関する
法律相談をしたい
●社団法人全国宅地建物取引業
協会連合会
http://www.zentaku.or.jp/

●財団法人日本賃貸住宅管理協会
電話番号 ０３−５２７６−３４４４
http://www.jpm.jp/

自宅を賃貸に出して ●有限責任中間法人移住・住み替え
住み替えがしたいの
支援機構
電話番号 ０３−５２１１−０７５７
で相談したい
http://www.jt-i.jp/

●地方公共団体（住宅部局）
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不動産取引の事前相談やトラブル時の相談
ができる無料相談所が都道府県別に設けら
れている。
「住み替え支援制度」として住み替えに関す
る情報提供や相談を行っている。民間賃貸住
宅への入居促進を図っており、各種高齢者支
援団体の紹介や滞納家賃の債務保証を行っ
ている。書面による賃貸住宅のトラブル相談
もできる。
50 歳以上の方を対象にマイホームを終身で
借り上げ転貸する「マイホーム借上げ制度」
を実施。同制度は空き家になっても最低家賃
が保証される。
持ち家の活用、住み替え先の取得、資金計画
について相談できる。
（例：福岡県あんしん住み替え情報バンク
http://sumikae-bank.jp/）

▼苦情・相談窓口
情報提供機関及びＷＥＢサイト名
連絡先等

対象となる住宅施設

●地方公共団体（住宅部局）

高齢者向け優良賃貸住宅、公営住宅等

●地方公共団体（福祉部局）

福祉施設（特別養護老人ホーム、ケアハウス等）

●国民健康保険中央会（国保連合会）
http://www.kokuho.or.jp/

介護サービス事業所（特別養護老人ホーム、老健保険施設、
特定施設等）

●社団法人全国有料老人ホーム協会
電話（代表）03-3272-3781
（入居相談）03-3548-1077
http://www.yurokyo.or.jp/

有料老人ホーム

●財団法人日本賃貸住宅管理協会
http://www.jpm.jp/

一般賃貸住宅

●国民生活センター（消費生活センター）
http://www.kokusen.go.jp/

●法テラス（日本司法支援センター）
電話番号 ０５７０−０７８３７４
http://www.houterasu.or.jp/

●日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/

商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せな
ど、消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公正な立場
で処理にあたっている。国民生活センターのホームページに
各都道府県別の消費生活センターの名称、住所、相談電話番
号が掲載されている
法的トラブルに巻き込まれた際に相談すると、関連する法制
度や相談機関などを紹介してくれる。法的トラブルかどうか
分からない場合でも相談可。一般の固定電話であれば全国ど
こからでも市内通話料金程度（３分８．５円税別）の負担で
利用できる
日本弁護士連合会のホームページの「法律相談・公設事務所
ガイド」に法律相談の案内などが掲載されている
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さいごに

人自身が一番よく知っているというこ
とになるはずです︒
このガイドブックを片手に︑ご自身
あなた自身にふさわしい住まい方スト

の高齢期のライフプランを描きながら︑

は︑どこかの時点で高齢者向け住まい

ーリーを見つけ出していただければ幸

現在の家に住み続けるのか︑あるい
や施設に住み替えるのか︑あなた自身
いです︒

立教大学コミュニティ福祉学部福祉学科
教授 高橋 紘士

明治大学理工学部建築学科
准教授 園田 眞理子

白鴎大学法学部
講師 矢田 尚子

特定非営利活動法人シニアライフ情報センター
事務局長 池田 敏史子

◆編集協力︵順不同︶

の高齢期の住まい方をイメージできま
したでしょうか︒
高齢者向け住まいの種別は多様であ
り︑高齢期の暮らしを左右する介護保
険や医療保険︑年金等の制度︑さらに
経済・社会情勢も変化していきますか
ら︑どこか一つの窓口︑誰か一人の専
門家に相談しても︑正確で的を得た回
答が返ってくることはまずないと思っ
たほうが無難です︒
繰り返し述べてきましたように︑高
齢期の住まい方は︑その方の生き方や
資産状況︑形成されてきた人間関係等
によって導きだされるものであり︑そ
の方にとっての最適な住まいは︑ご本
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（五十音順）
＜カ行＞

介護サービス情報公開制度 -----------35,87
介護保険制度
---------------84
介護療養型医療施設
---------------90
軽費老人ホーム（Ａ型・Ｂ型） ------------94
ケアハウス
-----------38,91
ケアプラン（介護サービス計画） ---------87
ケアマネジャー
---------------87
高齢者専用賃貸住宅
-----------48,95
高齢者向け優良賃貸住宅
-----------52,96
高齢者の居住の安定確保に関する法律 --------52
＜サ行＞

終身建物賃貸借契約
住所地特例
住宅改修制度
住宅型有料老人ホーム
重要事項説明書
小規模多機能サービス
シルバーハウジング
成年後見制度
相談機関

-----96,98,104
---------------99
---------------58
---------------43
----35,102,103
---------------61
-----------65,93
---------------73
---------------38

＜タ行＞

賃借対照表
-------------106
地域包括支援センター
---------------87
賃貸借契約
-----53,70,98,104
特別養護老人ホーム
---------------88
特定施設入居者生活介護
---------------86
＜ナ行＞

任意後見制度
-----------39,73
認知症高齢者グループホーム ------------99
＜ハ行＞

保証人・身元引受人
保全措置

---------------36
-------------105

＜マ行＞

マイホーム借上げ制度

---------------36

＜ヤ行＞

家賃債務保証制度
有料老人ホーム
優良誤認（景品表示法）

---------------49
---------------97
-------------100

＜ラ行＞

リバース・モーゲージ
利用権契約
老人保健施設

---------------35
----53,70,98,104
---------------89
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