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皆さんは、高齢期（老後）を迎えたとき、どこ
で、どのように暮らしたいですか。
人生100年時代の高齢期は、長期間に及び
ます。したがって、高齢期の住まい選択は、健
康な自立期だけではなく、日常的な生活支援や
見守りが必要になる時期、そして介護や医療が
必要となる時期をも想定し、長期的視野に立っ
て考えてみることが大切です。また、高齢期の
住まい選択では、家族の事情や経済状況といっ
た自身を取り巻く環境およびその変化も考慮し
つつ、自分に合った住まいを模索しなければな
りません。
そのためにも、まずは、高齢期の住まいとし
て、自宅のほかに、どのような選択肢があるの
かを知っておく必要があるでしょう。各住まい
の特徴を理解することが、自分に合った高齢期
の住まい選択の第一歩です。

高齢者の多くは、身体機能が低下しても、住
み慣れた現在のわが家（自宅）にできるだけ長く
とどまることを望んでいます＊1。しかし、要介

はじめに―高齢期の住まい方

自宅で最期まで暮らすには？

護・要医療となっても最期まで自宅で暮らすた
めには、それなりの条件が整っていることが求
められます。例えば、自宅が断熱やバリアフリー
構造でないときには、将来の介護に備えてリ
フォーム等が必要になってきます。また、自宅
のある地域における訪問介護サービス等の充実
度も含めた立地も重要です。そして何より、家
族の援助や、自身の経済力が問われてきます。
ただし、経済力の面については、自宅で生活

しながら、まとまった資金を調達できる方法も
あります。その1つが「リバースモーゲージ」で
す。これは、自宅を担保にして生活資金や住宅
購入、リフォーム資金等を借り入れし、債務者
が死亡したときに、担保となっていた自宅を処
分して借入金を返済するしくみです。ただし、
不動産価値の下落や長生きをすることにより融
資限度額まで資金を使い切ってしまうリスク、
金利変動リスクといったデメリットもありま
す。さらに、自宅を不動産会社に売却し、それ
を賃貸することで、そのまま住み続け、将来、
買い戻すことも可能な「リースバック」というし
くみもあります。ただし、不動産会社の買取価
格が安かった場合、買戻し金額が売却価格より
も高くなる可能性もあります。そして何より、
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＊1	 	内閣府「平成27年度	第8回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査結果（全文）」		https://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h27/zentai/index.html
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事業者によって契約内容が異なるため、契約条
件の確認が必須です。
このように、自宅で最期まで暮らすという選
択肢はハードルが低くはないといえるでしょ
う。そこで、高齢者向け住まい（施設・住宅）に
住み替えるといった選択肢が浮上します。

このとき、重要になるのが、いつの段階でど
こに住み替えるのかということです。
例えば要介護になっても、いよいよ限界とな
るまでは自宅にとどまり、その後「特別養護老
人ホーム（特養）」等の施設に移るというケース
が考えられます。これに対し、元気なうちに現
在の自宅を売却し、便利な立地にある手頃なマ
ンションや賃貸物件に移り住む、あるいは、見
守り支援が必要になった段階で「サービス付き
高齢者向け住宅（サ高住）」等に住み替え、要介
護になったら再度、介護付きの住まいに住み替
える、もしくは、見守り段階で介護付きの住ま
いに住み替えておくといった選択肢もあるで
しょう。つまり、住み替えといっても、その時
期によってふさわしい高齢者向け住まいがあ
り、さまざまな選択肢が考えられます。ただし、
住み替え時期が延びると、本人の意向よりも、
家族の意向が強まる傾向にあります。

それでは、実際に、高齢期の住まいにはどの
ようなものがあるのでしょうか。表は、次で別
途扱う有料老人ホーム、サ高住を除いた、主な
高齢者向け住まいの名称と特徴をまとめた一覧
です。
高齢期の住まいの種類は豊富といえます。し
かし、安価な費用で入所できる特養などの公的
施設等は、人気が高く、供給数が追い付いてい
ません。時間のあるときに、どのような公的施
設等が近隣にあるのかといった基本的な情報を
行政の福祉窓口や地域包括支援センター等で収
集し、確認しておきましょう。

自宅以外の住み替えの時期

高齢期の住まいとその特徴

現在、高齢期の住まいのうち、高齢者とその
家族の多様なニーズに応えているものが、民間
企業等が運営する有料老人ホームやサ高住です。
いずれも、自立期から看

み

取
と

りまで幅広く対応
していますが、個々の事業者により提供する
サービス内容が異なるため、重要事項説明書（重
説）や契約書をよく確認し、かつ、体験入居等
を通して、自分に合った、適切な住まいか否か
を見極めることが重要です。
（1）	有料老人ホーム
有料老人ホームとは、老人福祉法29条によ

ると、常時1人以上の高齢者（おおむね60歳以
上）を入居させ、食事や介護等何らかの生活支
援サービスを提供し、都道府県等に届け出たも
のをいいます。このうち、介護保険制度上の基
準を満たして都道府県等から「特定施設入居者
生活介護」（特定）の指定を受けた有料老人ホー
ムが「介護付き」ホーム、それ以外が「住宅型」
ホームとなります。
両者の最大の違いは「介護付き」ホームでは、

介護が必要になったときにそのホームのスタッ
フが介護保険サービスも一体的に提供し、入居
者は、要介護度に応じた介護保険の自己負担上
限額をホームに支払います。これに対し「住宅
型」ホームは、訪問介護や通所介護などの在宅
サービスを外部の介護事業者と契約し、利用し
たサービスに応じて費用を負担します。さらに、
「介護付き」ホームでは、介護における人員基準
は、要介護者3人に介護スタッフ1人という3：1
が最低基準となっていますが、「住宅型」ホーム
は、そのような基準がありません。ただし、「住宅
型」ホームの多くは、系列の介護事業所などを建
物内に併設しているので、消費者の立場からす
ると、一見、両者の区別がつきにくくなってい
ます。しかし、一般に「住宅型」ホームでは、要
介護度が上がると、介護費用が高額になるので、
状況によっては、住み替えが必要になります。

有料老人ホームと
サ高住の特徴
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名　称 主な設置主体 対　象 費　用 サービス

介
護
保
険
施
設

介護老人
福祉施設
（特養）

• 地方公共団体
• 社会福祉法人

• 65歳以上で身体上、精神上
の著しい障害があるために、
常時介護が必要で在宅介護の
困難な高齢者が対象
• 原則要介護3以上

入居時の費用もなく、月額費
用も安い（8～13万円）ので、
待機者も多い（個室型、ユニッ
ト型の利用料は、相部屋より
も月額費用が高め）

施設内の介護スタッフにより、入浴、
食事、排せつ等の介護、リハビリ、健
康管理、療養上の世話が受けられる

介護老人
保健施設
（老健）

• 地方公共団体
• 医療法人

• 病状は安定し入院治療の必
要性はなく、介護、リハビリ
が必要な高齢者が対象
• 要介護1以上

入居時の費用もなく、月額費
用も安め。負担額は、収入、
相部屋、個室型、ユニット型
など、部屋のタイプによって
も異なる（7～13万円程度）

• 看護、医学的管理の下、集中的に
機能訓練等のサービスが提供される
• 原則として、3カ月（または6カ月）
で退所し、自宅での生活復帰をめざ
す。4人部屋が一般的だが、個室も
あり

介護医療院
（2018年4月～）

• 地方公共団体
• 医療法人

• 重篤な身体疾患を有する者
および身体合併症を有する認
知症高齢者等（療養機能強化
型相当）と、容体は比較的安
定している者（老健相当以上）
の2類型に大別
• 要介護１以上

専門職による医療サービス等
が提供されるため、月額費用
はそれなりにかかる（10～15
万円程度）

• 胃ろうや痰（たん）吸引などの日常
的な医学管理や看取り・ターミナル
ケア等の医療機能と生活施設として
の機能を兼ね備えたサービスが提供
される
• 医師、看護職員、介護職員、リハ
ビリテーション専門職等が配置

介
護
保
険
施
設
以
外
の
施
設

養護老人
ホーム

• 地方公共団体
• 社会福祉法人

• 環境上や経済的な理由によ
り、家庭で養護を受けること
が困難な65歳以上の高齢者
が対象
• 基本的には、身体的に自立
が要件のため、介護が要らな
いか、軽度の要介護者向け。
ただし、市区町村が対象者の
調査を行い入居を決定する措
置入所のみ

月額費用の負担は収入が考慮
され、0～ 14万円程度と安め

• 食事、健康面のチェック、自立・社
会復帰に向けてのサポートなどの
サービスが提供される
• 要介護となったときは、施設内で
居宅サービスを利用もしくは住み替
え。ただし、特定施設入居者生活介
護の指定を受けたホームは、ホーム
内部でサービスが提供される

ケアハウス
（軽費老人ホーム）

• 地方公共団体
• 社会福祉法人
• 都道府県知事の
許可を受けた法
人

自立した生活に不安があり、家
族による援助が困難な高齢者が
対象

入居時の費用（数十万～数百万
円）が一般にかかるが、月額費
用は低料金（6～17万円程度）

• 食事の提供や掃除、洗濯など日常
的な生活支援サービスが受けられる
• 介護が必要になれば、「一般型」で
は訪問介護等の居宅サービスを利用
し、「介護型（特定施設入居者生活介
護）」ではケアハウスの従業員による
サービス提供により、重度の要介護
状態になっても住み続けられる

認知症高齢者
グループホーム

限定なし
（営利法人が中心）

• 要支援２または要介護１以
上の65歳以上の認知症高齢
者が対象
• 共同生活が送れることなど
の条件もあり

設置主体の限定がないため、
入居時費用は数十万～数千万
円、月額費用も事業者によっ
てさまざま。都市部のほうが
高め

認知症ケアの専門スタッフから生活援
助や身体介護等のサービスを受け、少
人数（入居者5～9人のユニット）で共
同生活をする。個室と共同生活スペー
スからなる

そ
の
他
住
宅

シルバー
ハウジング

• 地方公共団体
• 都市再生機構
（UR）
• 地方住宅供給公
社

• 原則60歳以上
• 所得条件あり
• 基本的には介護サービスは
ないので、自立した高齢者が
対象

• UR都市機構や地方公共団体
が運営する高齢者向け賃貸
住宅だが、物件数は少ない
• 敷金（家賃の2～3カ月）、月
額家賃（高齢住宅の場合は家
賃減免あり）、共益費、管理
費がかかる

• 居室はバリアフリー構造で、ライ
フサポートアドバイザー（LSA）等を
配置
• 入居者に対する生活相談、安否確認、
緊急時対応等のサービスを提供
• 要介護となったときは、訪問介護
等の居宅サービスを利用

シニア向け
分譲マンション

限定なし
（営利法人）

• 60歳以上が多いが、50歳代
から住むことのできる物件も
あり
• 各物件により異なるが、ア
クティブシニア層向け

• バリアフリー構造の分譲マ
ンションのため、購入費用
等がかかる
• 大浴場などの設備やさまざ
まなサービスが提供される
分、通常のマンションより
は月額管理費が高額。この
ほか、生活支援サービス費、
共益費、固定資産税なども
かかる
• 資産として残せる点は魅力
だが、古い物件は買い手探
しが難航することもある

• 食事や安否確認など提供される生
活支援等のサービスについては有料
老人ホームに類似
• 要介護となったときは、訪問介護
等の居宅サービスを自ら探して利用
することもできるが、マンションを
売却（賃貸）し、介護付きの住まいへ
住み替えることが少なくない

表 主な高齢者向け住まいの概要・特徴

なお、一般に有料老人ホームは、入居者と事
業者との間でまとまった金額の入居一時金を支
払って入居契約を締結し、入居者が死亡するま
で住み続けられる終身利用権を保障していま

す。その際、事業者には倒産に備えて、入居一
時金の保全措置義務が課され、また、契約締結
後でも一定期間解約できるクーリング・オフが
義務づけられ、入居者の保護が図られています。
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（2）	サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）
サ高住とは、介護や医療と連携しつつ高齢者

（60歳以上）の安心を支える見守り支援等のサー
ビスの付いたバリアフリー構造の賃貸住宅であ
り、「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高
齢者住まい法）」で定められた一定基準を満たし
て都道府県等に登録された物件をいいます。居
室の広さ（原則25㎡以上）や設備、バリアフリー
構造といったハード面と、ケアの専門家による
安否確認や生活相談サービスの提供などソフト
面の条件を備えることが登録基準となっていま
す。ちなみに、サ高住では食事提供は義務ではあ
りません。しかし、ほとんどのサ高住は食事を
提供しているため、有料老人ホームの定義にも
当てはまり、「住宅型」ホームと類似した形態の
サービスが提供されています。したがって、要
介護時も外部の介護事業者によって介護サービ
スが提供され、その都度、かかった費用を負担す
ることになります。ただし、実際には、建物内等
に介護事業所が併設されていることが多いで
す。また、「特定」の指定を受けた介護付きのサ高
住の場合、サ高住の介護スタッフから介護サー
ビスの提供を受けることになります。
なお、サ高住は賃貸住宅なので、有料老人ホー
ムとは異なり、一般的な賃貸借契約と同様に入
居時には敷金を支払い、また月額費用としては賃
料、管理費、生活支援サービス費等がかかります。
サ高住として登録された物件情報については

「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システ
ム」のウェブサイト＊2から検索でき、各サ高住
の運営情報等を取得できます。

一般に手頃な費用負担で入居できるサ高住で
さえ、食費などを含めると、やはり月額15万
円程度の費用がかかります。一方、安価な特養
等の公的施設や公営住宅は、現在、需要に供給

セーフティネット住宅

が追い付かず、低所得高齢者向けの住まいの確
保が急務となっています。そのようななか、
2017年秋より、急増する民間の空き家等を活
用した新たな住まいとして「セーフティネット
住宅」が創設されました。この住まいは、低所
得高齢者をはじめとする「住宅確保要配慮者」の
入居を拒まない民間の賃貸住宅であり、「住宅
確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に
関する法律（住宅セーフティネット法）」に基づ
き登録された物件をいいます。なお、低所得者
には、家賃・入居時の家賃債務保証料を低減化
する補助のしくみ等が用意され、また、入居相
談や家賃債務保証等の入居支援、入居後の入居
者の暮らしに欠かせない見守り等の生活支援
を、地域の居住支援協議会（地方公共団体、不
動産関係団体、居住支援団体等で構成）等が担
うことで、円滑な入居促進をめざしています。
なお、登録された物件は「セーフティネット

住宅情報提供システム」のウェブサイト＊3で検
索できますが、まだまだ登録物件が少ないのが
現状です。

このように、高齢期の住まいは種類も豊かで
玉石混交です。そのため、自力で探すのは大変
なことから、高齢者向け住まいの紹介事業者（紹
介事業者）を利用するのも一法です。しかし、
紹介事業者は、行政への登録も資格も不要なた
めに、質にばらつきがあります。そこで、高齢
者住まい事業者団体連合会（高住連）が、高齢者
の住まいの相談先の参考となるべく、紹介事業
者の一覧を公表し、紹介事業者の相談・紹介の
質を高めることを目的として「高齢者向け住ま
い紹介事業者届出公表制度」＊4を2020年6月
に創設しました。このような制度も上手に利用
し、いずれにせよ、早い段階から住み替え先の
候補の情報を集めるなどの準備が大切です。

おわりに

＊2	 	一般社団法人	高齢者住宅協会	「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」　https://www.satsuki-jutaku.jp/
＊3	 	一般社団法人	すまいづくりまちづくりセンター連合会	「セーフティネット住宅情報提供システム」	 	

https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php
＊4	 	高齢者住まい事業者団体連合会（高住連）	「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」　https://koujuren.jp/todokede

https://www.satsuki-jutaku.jp/
https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php
https://koujuren.jp/todokede

