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《要約》
■社会保障制度の現状
・急激な高齢化によって社会保障費が増大している。
・現在の社会保障費は 115 兆円、国家予算の 96 兆円を上回っている。11 年後には 150 兆円を超える
勢い。
・社会保障費の 6 割は保険料。残り 4 割は税金。
・介護保険給付も 11 年後には今の倍の 21 兆円になる。
・「団塊の世代」が後期高齢者になる 10 年後頃から、要介護認定者数が急増。

■社会保障制度の改革
・膨大な額に膨れ上がった社会保障関係費の抑制が喫緊の課題。
・その対策が「病院・施設」から自宅を中心とした「地域・在宅」へ。→「地域包括ケアシステム」の推
進。
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■地域包括ケアシステムの構築
・高齢者が、自宅（サ高住）で医療・介護等のサービスを受けられるシステム。
・そのためには、在宅生活の基盤となるケア付きサ高住の整備がより重要になる。
・ケア部分について 24 時間対応の定額サービスが始まっている。①いつでもＯＫの訪問介護、訪問看護
サービス。月 2 万円程度の負担。②小規模多機能型居宅介護と訪問看護を合わせた 24 時間サービス。
これで医療ニーズの高い要介護者への在宅支援が可能になった。月 25000 円程度の負担。

■サ高住事業
・サ高住事業は、住宅単独ではなく何らかの介護事業所を併設して経営される場合が多いので、住宅部分
と介護部門を合わせた収支で事業計画を考えるのが普通。利用者から見ると有料老人ホームと変わりな
い。
・収入アップさせるポイントは、とにかく入居者を増やすこと。
・豪華な建物を建てれば人は入るわけではない。月額利用料や居室の広さや設備、サービス、それと立地
と環境の良さ。これらのトータルバランスが求められる。
・高齢者住宅は“生活”そのものを選択することに近いので、要求されるレベルは細かくかつ高い。特に
ケアを含めたソフト部門は重要。
・入居者は待っていても集まらない。入居募集はＢto B ビジネスである。ケアマネジャーやＭＳＷ（メデ
ィカル・ソーシャル・ワーカー）への営業力で決まる。
・ハローワークに求人を出しても、職員がなかなか集まらない。この職員募集が一番の問題になっている。

■マーケットの現状と今後
・一昔前は富裕層向けの入居一時金が高額な有料老人ホームか、重度要介護者や生活保護層が利用するよ
うな老人福祉施設しかなかったが、今は中間所得層向けにサ高住が整備されつつある。しかし、その数
はまだまだ不足している。
・東京で、居室面積と利用料で有料老人ホームとサ高住を比較すると、広さと安さではサ高住が勝ってい
る。典型的なサ高住で、広さは 25 ㎡、家賃 20 万円以下。これに対して有料老人ホームは、家賃は
40 万円位するが、広さは 15 ㎡位しかない。
・サ高住は今全国に約 15 万戸ある。大阪が突出して多くて 1.5 万戸。首都圏は建てたくても用地がない
状況で、各県 8000 戸前後。
・サ高住の普及によって、中間層が予算に見合った「住まい」を選ぶことができるようになった。
・「安くて、広い」サ高住が国の方針。今後 60 万戸まで整備を進めたいとしている。
・競争は激しくなりつつある。ハードが立派であることも必要だが、医療と介護にどれだけ対応できるか
が、事業成功のポイント。

2

《本文》
１．社会保障制度改革と地域包括ケアシステム～その中でのサ高住の役割
１－１．急激な高齢化による社会保障費の増大
まず急激な高齢化問題についてです。明治維新の頃は日本の人口は 3300 万人くらいでした。それがそ
の後の 100 年間で大きく増え、2010 年には 1 億 2000 万人を突破しました。それ以後は減少に転じて、今
後 100 年間でまた明治維新の頃の人口に戻ってしまうといった推計も出されています。
この中での大事なポイントは、生産年齢人口（15 歳から 64 歳）です。2012 年には約 8000 万人だった
のですが、50 年後の 2060 年にはほぼ半分の 4400 万人まで減ってしまうと予想されています。
現代の年金制度は積立方式ではありません。賦課方式です。現役世代から高齢者世代にお金を送る仕組
みになっていますので、支え手の数が減ると大変なことになってしまいます。
1990 年頃は 5 人で 1 人を支えていました。お神輿型です。それが 2010 年になると、支える人数が厳し
くなってきて、2.6 人で 1 人を支えます。騎馬戦型です。そして 2060 年になれば 1.2 人で 1 人を支える肩
車型になってしまいます。支える人口が大きく減ってしまうのです。
このように支え手は大きく減っていくのですが、社会保障給付費は膨張の一途をたどっています。今年
の予算ベースで約 115 兆円です。この中で一番大きなものは年金の 61 兆円。すごい勢いで毎年増えてい
ます。医療費も 30 兆円を超えました。高齢者が増えれば増えるほど医者にかかる人も増えますから、今
後もどんどん増えていきます。
介護関係費用も今は大体 10 兆円くらいあります。その他には子ども子育てや障害者・その他福祉の部
分があります。この費用も社会保障給付費に入ってきます。
そこで社会保障の給付と負担の割合を見てみますと、全体で大体 115 兆円ありますが、給付は年金がほ
ぼ半分の 56 兆円、医療 37 兆円、福祉その他で 22 兆円です。それに対して負担は、保険料でカバーでき
ているのはほぼ 6 割です。残り 4 割は税金を使っています。国の負担がどんどん大きくなってきています。
社会保障費は 115 兆円に上っていますので、今年の国家予算 96 兆円よりもすでに大きくなっています
が、その内訳は、給付は年金 5 割、医療 3 割、福祉 2 割です。負担は保険料 6 割、公費 4 割。公費とは税
金です。この社会保障給付額が 11 年後の 2025 年は 150 兆円を超えると考えられています。年金 60 兆円、
医療 60 兆円、介護で今の倍の 20 兆円、その他 10 兆円。これくらいまで社会保障費が膨らむと予測され
ています。
そこで今年の一般会計予算をみますと、国債費が 23 兆円ありますので、これを差し引いた残り 70 兆円
が実質の支出になりますが、社会保障関係費用はその 4 割の 30 兆円を超えています。社会保障関係支出
がいかに大きいかが分かるのではないかと思います。
ということで、社会保障給付関係の膨張を抑えることが喫緊の課題になっています。

◎介護保険サービス
次に「介護給付と保険料」の推移をみますと、介護保険制度が始まった平成 12 年 2000 年で給付額は年
3.6 兆円だったのですが、今年 2014 年にはだいたい 10 兆円くらいと予想されています。11 年後の 2025
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年には、これが倍の 21 兆円になるとの見通しで、加速度的に増えていくと考えられています。
いま高齢者の大体 2 割弱が要介護状態にあります。要支援 1.2 及び要介護 1～5 に認定されている方は、
今年 5 月現在 588 万人で、今後も右肩上がりで増えていく状況です。
当然それに伴って、介護保険サービスの利用者数も増えていっています。ただし、要介護になった方全
てが介護保険サービスを使われるわけではありません。使われる方は全体の 85％くらいです。
この介護保険サービスを利用されない方が 15％くらいいらっしゃるのですが、中には極端ですが、戦争
を経験された世代の方で“他人の世話になるくらいなら死んだ方がましだ”とお考えになる方もいらっし
ゃいました。それから超富裕層の方も、介護保険を利用されない方が多くいらっしゃいます。超富裕層は
よりハイグレードなケアを求められ、プライベートなヘルパーを使われることが多いようです。このよう
な層が、何千万あるいは何億円もの入居一時金を払い、月何十万円も払うような有料老人ホームに入られ
るのです。

◎高齢者人口と要介護認定率
世間では“高齢者”と一括りにしますが、60 歳から 74 歳くらいまではお元気な方が多いので、高齢者
向け住宅のターゲットにはなりません。サ高住に入っている方の平均年齢は 83、84 歳です。介護度が急
に上がってくる年齢がこの辺りです。
ですから「団塊の世代」が 65 歳を超えて高齢者の中に入ってきましたが、今後 10 年間は大きな変化は
ないとみています。その後の 2025 年位から要介護等に認定される方が急増して、一気に介護難民の問題
も出てくる可能性はあります。
要介護認定数を子細にみますと、前期高齢者の 65～74 歳までの要介護認定率は 3％くらいです。しか
しながら 75 歳を超えた後期高齢者になれば、一気に 22％まで上昇しています。ほぼ 5 人に一人が要介護
認定の状態になるのです。ということで 65 歳以上の高齢者人口が増えることで要介護者数が増えるだけ
ではなく、高齢者の中でも加齢により要介護者が増えていくのです。
今後この要介護者数を減らす取り組みが大変重要になってきます。ちなみに老化予防で一番良いのは“歩
く”ことだと言われています。衰えは足腰から出てきますので、ここを鍛えるのが予防に効果的です。

１－２．社会保障制度改革
◎社会保障制度改革の歴史
このように大変厳しい状況にありますので、社会保障制度全体を改革していかなければならないという
ことで、平成 20 年から制度改革が始まりました。「社会保障国民会議」ができ、翌 21 年に「安心社会実
現会議」ができ、その翌年 22 年には「社会保障改革に関する有識者会議」が設けられ、「3 つの理念」と
「5 つの原則」が掲げられました。これは今も生きています。
「3 つの理念」とは何か。1 つは「国民の社会参加の保障」です。雇用等を通じて社会と繋がり、孤立
しないようにということです。2 つ目が「普遍主義」。すべての国民を対象にした保障の実現です。3 つ目
が「安心に基づく活力」です。アベノミクスの基になっている経済成長の好循環が、社会保障の安定に連
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動するということです。社会保障分野のサービス給付が医療・介護に広がれば、安心が広がり、経済的に
も活力を与えることになります。
「5 つの原則」とは何か。1 つ目は「前世代対応型～高齢者中心から全世代へ」です。今までの社会保
障は、どちらかというと高齢者にスポットが当たっていたのですが、今後は社会的弱者、障害者、子供ま
で含めた全世代に対応していこうということです。
とういうことで 2 つ目の「未来への投資～子ども子育て支援強化」に繋がっていきます。3 つ目が「分
権的・多元的供給体制」です。これまで介護保険の枠の中にあった要支援の方への訪問介護や通所介護が、
市町村事業に移ります。介護保険から自治体とか医療法人、ボランティアに移すという考えで、来年から
始まります。
4 つ目が「包括的支援」です。役所などでよく言われる縦割り制度（行政）をなくして、1 人に相談す
れば、すべてが提供出来るような仕組みを作るということです。
5 つ目が「負担の先送りをしない安定財源～消費税アップ」です。この春 8％にアップされましたが、
10％アップは雲行き怪しくなってきました。
それから 2011 年に「社会保障に関する集中検討会議」があり、2012 年には「社会保障制度改革国民会
議」ができ、昨年 8 月に「最終報告書」が提出されました。今はこれに則って国会等が動いています。

◎最終報告書のポイント
最終報告書のポイントは、次の 4 つの基本的な考え方です。
1 つ目は「自助・共助・公助の最適な組み合わせ」です。自助は文字通り自力です。共助は保険制度、
公助は行政の措置ですが、基本は自助です。そこに保険制度や行政が関わる。共助、公助は一番最後とい
うのが基本的な考え方です。
2 つ目が「社会保障機能の充実と給付の重点化・効率化」です。負担増大の抑制です。医療も介護も給
付は絞り込まれていく方向です。
３つ目が「社会保険方式の意義、税と社会保険料の役割分担」です。公費に頼らず、保険制度や医療保
険、介護保険を基本にやっていくということです。国にお金が無いのです。
４つ目が「給付と負担の両面にわたる世代間の公平」です。これまでは高齢者に負担を強いる政策は進
めてこなかったのですが、今後は負担していただかなければならないということです。

◎「社会保障４分野の改革」～地域包括ケアシステムの構築
その中の「社会保障 4 分野の改革」からの抜粋ですが、医療・介護分野の改革ということで、今後は「病
院完結型」から、地域全体で治し、支える「地域完結型」を目指すとしています。
何十年も前は、ご自宅で息を引き取られる方が一般的でしたが、最近は病院で亡くなられる方がほとん
どです。しかしながら、今後高齢者が増えていくと、病院で最後を迎えることが物理的に難しくなってき
ます。単純に計算してベッドが 40 万人分くらい足りないと言われています。ですから病院から地域へ向
かわざるを得ないのです。
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今後は、急性期を脱したら家にお帰りいただくことを基本にするということです。そのために、その受
け皿となる地域の病床や在宅医療と介護という、川上から川下まですべてを提供するネットワークを作ら
なければなりません。医療と介護を連携させ「地域包括ケアシステム」を構築するということです。
医療・介護分野の改革は、この「地域包括ケアシステム」というキーワードに尽きるというのが、この
報告書での内容です。
「医療から介護へ」、「病院・施設から地域・在宅へ」の観点から、医療と介護の見直しを一体となって
行うということで、来年平成２７年度からの介護保険事業計画を「地域包括ケア計画」と位置付け、地域
包括ケアシステムづくりを推進していくとなっています。
また先ほど申しましたが、来年度から要支援者に対する訪問介護と通所介護の事業は市町村に移管され
ますが、予算は６割に削減されます。市町村はやりくりが大変になってきます。

◎医療給付の重点化・効率化
ではそのためにどのような政策が考えられているのか。まず 1 つ目は、来年 4 月から紹介状のない大病
院への外来受診は一定の定額自己負担が求められます。3,000～10,000 円の負担を課す方向で検討されて
いますが、3,000 円では効果がないので 10,000 円くらいになるのではないかというのが大方の意見です。
軽い風邪で大病院に来られては、本当に必要な方へ医療が回らないということです。大病院は、救急な
ど本来の役割に専念できるようにする狙いです。
また 70～74 歳の医療費の自己負担額は法律で 2 割となっていますが、今は特例措置で 1 割に抑えられ
ています。これを止めることにしました。これで 2000 億円くらいの公費が削減できます。来年 70 歳にな
る方から適用で、本来の 2 割負担に戻します。
高額療養費も高齢者は優遇されていましたが、今後は所得区分に応じて払っていただくことになりまし
た。これまで外来診療の負担額は上限 44000 円だったのですが、今後は年収 370 万円以上ある高齢者は入
院費と同じ 87000 円まで引き上げられます。平成 29 年の法改正を目指しています。
それから後発医薬品（ジェネリック）の使用促進です。欧米では 6 割以上がジェネリック薬ですが、日
本ではまだ 4 割程度です。後発薬は概ね新薬の 4～5 割の薬価ですので、どうしても進めたい政策です。

◎介護保険制度の改革
次は介護保険制度の改革です。平成 27 年 8 月から年金収入が単身で 280 万円以上ある人は 2 割に引き
上げられます。280 万円の年金収入というと、今の世代が厚生年金満額 40 年かけて届く程度の額です。
その他では公務員や教師も該当します。教師は私学も含めて共済年金がありますが、この年金額は結構高
くて、今でも月平均 22、23 万円くらい給付されています。
夫婦世帯の場合は年収 359 万円以上です。ご夫婦の場合、お一方が年金を貰っていないこともあります
ので、それを考慮してこの金額以上の世帯が該当します。
この改正で、高齢者全体の 2 割くらいの方が該当することになりますが、その方々は今後 2 割負担に引
き上げられます。この２割負担は結構な額になります。特養ホームに入っていて、要介護３の方で 25 万
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円の介護保険料です。今は 1 割負担で 25000 円ですが、2 割負担となると 5 万円になります。
それから食費や居住費についての補足給付も、今後はお手持ちの資産が勘案されます。特養に入所され
ている場合、低所得の方には居住費も食費も補足給付として行政から出ていますが、今後はストック（預
貯金）も見直して、一定額以上の預金がある方には補足給付はされなくなります。具体的には単身者で 1000
万円、夫婦で 2000 万円以上の預貯金がある方です。当たり前のような話ですが、これまでは看過されて
いました。
それから特養への入所は、来年度から主に要介護 3 以上の中重度者に限るとしています。要介護 1.2 だ
と、それほど介護は必要としません。しかしながら、入浴など生活の一部でしか介護が必要ない方でも、
今は特養に入られています。それは経済的な理由からなのですが、今後はそういった軽度の方は原則入居
ができなくなり、入居は要介護 3～5 に認定された人に限定されます。これは来年 4 月から変わります。
またデイサービスについては、国の思惑以上に増えすぎてしまって介護保険の大きな負担になっている
ので、来年から絞り込みになると思います。特に増えているのが、小規模定員（一日平均 10 人以下）の
デイサービスです。昼間預かっているだけのデイサービスは大きく削られると思います。

１－３. 地域包括ケアシステム
◎地域包括ケアシステムはなぜ始まったか
ではなぜ地域包括ケアシステムが始まったのか。そもそもは病床機能の抜本再編が発端です。今の日本
の病院ベッドの分布状態は、看護師 1 人が 7 人に対応する高度急性期病床だけが異常に増えて、それ以外
の病床は大変少ない。しかしその一方で、療養病棟が非常に多いバランスの悪い状況になっています。
それは数年前に厚労省が急性期医療を重点的に整備したいとの考えがあったため、１対７の病院の診療
報酬の点数を少し良くしたのです。結果、この範疇の病院が増えすぎたのです。そのため回復期、つまり
救急期を終えた後の自宅に戻るためのリハビリ関連やあるいは安定期の医療をおこなう病院が少なくなっ
てしまったのです。
それを 2025 年には、バランスのいいなだらかな形にしたいと考えています。なおかつ療養型も絞って
いこうとしています。絞った部分は、在宅でケアをしていくということです。
このような病床機能の抜本再編を今進めていますが、そのため 26 年度の医療報酬改定もその方向性で
進めています。つまり急性期医療中心に人的・物的資源を集中投入し、ある程度安定したら自宅に戻って
頂く。これが今後の方向性です。
今まで以上に医療と介護が連携して「施設」から「地域」へ、「医療」から「介護」へという方向です。
今後は、とにかく高齢者は「在宅」で医療・介護・生活支援のサービスを受けていただく、住み慣れた地
域で暮らし続けるスタイルに移行していただく。こういうことを目指した結果、出てきたのが「地域包括
ケアシステム」です。
平成 18 年から始まった第 3 期介護保険事業計画時から「これで行く」となっていたのですが、なかな
か進みませんでした。今やっと状況が整ってきたので、来年度の第 6 期から進められる状況にようやくな
りました。
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◎地域包括ケアシステムの 5 つの要素
ではこの「地域包括ケアシステム」を構成していくための要素を説明します。一番大事な要素は「すま
い」です。しかしながら今お住いの自宅は段差があったり階段があったりします。歩行困難な状態になれ
ば、それがバリアになってしまいます。となるとバリアフリー住宅が必要になります。そのためには住宅
の改修あるいはバリアフリーの高齢者向けの住宅に移らなければなりません。このインフラ整備が中心に
なってきます。
要素の 2 番目は「生活支援」です。例えば外出時の支援とか、食事を作るのが大変だということであれ
ば配食サービスであったりします。あるいは孤立しないような見守りや安否確認も必要になってきます。
それから「介護」と「医療」。それと「予防」ですが、ここは市町村事業になってきます。
このように住宅をメインにし、医療と介護と生活支援、介護予防を提供していき、とにかくお医者さん
にかかっても、急性期を脱したら、サービス付高齢者住宅も含めたご自宅でケアを受けながら住んでいた
だく。今後は、このような形で行きますということです。
自宅で暮らすということは、ある意味自立して暮らしていくということですので、そういった心構え、
覚悟を持って在宅での生活をしていただくということになります。

◎今後の地域包括ケアシステムのイメージ
今後の地域包括ケアシステムということでまとめますと、とにかく基本は自宅あるいはケア付き高齢者
向住宅です。あと医療、介護、生活支援、介護予防ですが、高齢になれば急に医療が必要になったりしま
す。そのために必要な急性期医療には人、物、金を集中的に投下します。そして重篤な状態を脱したら、
回復期の病院へ移っていただく。その後上手く治ればまた自宅に戻る。医療的なケアあるいはリハビリが
必要な場合は、療養型の病院に行っていただく。そういった循環をイメージしています。
そのためには病床は機能分化させ、とにかく入院期間を短縮させる必要があります。慢性期の病院は平
均して百何十日間もの入院です。1 日 15000 円前後の入院費ですから、膨大な金額になってしまいます。
ですから自宅に帰っていただくことが、社会保障制度を破綻させないために大変重要になってくるのです。
ということで受け皿となる地域の病床、在宅医療、介護サービスの充実が、とにかく必要です。そして
また在宅生活の基盤となるケア付高齢者向け住宅（サ高住）の整備が、とにかく重要になってくるのです。

◎24 時間対応の定額サービス
24 年度から介護の新しいサービスが始まっています。1 つは定期巡回・随時対応サービスです。これは
24 時間対応の訪問介護、訪問看護サービスです。A さんの家に朝来て、夕方も来て、起床介助と就寝介助、
トイレ介助をします。だけどＡさんから午後 3 時頃に「少し具合が悪くなったので来てほしい」というよ
うな要望があれば、それにも対応していくサービスです。
これは 24 時間対応で定額のサービスで、要介護 3 位の方で、月 2 万円くらいの負担になります。
通常の訪問介護等で目一杯使えば 26 万円ですので、それよりは負担は減ります。また限度額を超えれ
ば 10 割負担になります。訪問介護で 1 時間のサービスを受けますと全額自己負担だと、1 回 4000 円くら
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いになってしまいます。実際東京などで、自宅で訪問介護等を受けている方で、限度額を超えて月 10 万
円くらい自腹で払っている方もいらっしゃいます。
そのような方にとって 24 時間対応の月額定額サービスは、ヘルパーさんを多く利用した月でも負担額
は変わりませんので安心です。これであれば自宅であっても非常に安心です。サ高住とマッチングのいい
サービスです。
24 時間対応の定額サービスとしてもう 1 つあります。小規模多機能型居宅介護と訪問介護を組み合わせ
た複合型サービスです。小規模多機能型居宅介護の機能としては、日中は通所サービスが使えます。それ
にショートステイ機能がありますので、具合が悪くて今日は夜が心配だという時は泊りもＯＫです。なお
かつ自宅にいて具合が悪いというときは訪問介護にも来てもらえます。これが小規模多機能ですが、それ
に訪問看護サービスを付け、医療ケアにも対応できるようにしたものです。
このサービスによって、医療ニーズの高い要介護者への在宅支援もある程度可能になります。設備を使
ったり、施設に泊まったりしますので、金額的には定期巡回・随時対応サービスより若干高くなります。
要介護 3 で月額 25000 円くらいの負担になります。これも限度額を超えて 10 割負担にはならないことが
安心です。
ということで、サ高住とこれらの 24 時間対応の定額サービスを組わせると、施設に住んでいるのと同
様な見守りのある生活が可能になります。また自宅ですのでプライバシーも保もてます。今後はこういっ
たサービスが普及していくものと考えられていましたが、しかし実際はこの 3 年間であまり普及しません
でした。
国が設定した介護保険報酬が事業者にとって十分でなく、現実に参入する事業者があまりいなかったと
いう事態になってしまいました。当初 2014 年は利用者 17000 人/月くらいを目論んでいたのですが、実際
は半分以下の 8000 人/月くらいの利用者しかありません。しかし、来年 4 月の介護保険報酬で見直される
かと思います。せっかくの良いサービスなので、普及することを願っています。
新聞に先日、介護保険サービスの利益率、収支比率の記事が出ていました。特養では収入に対して 8％
くらいの利益があります。デイサービスが 9～10％、訪問介護が 5％位でした。それに対して定期巡回サ
ービスは 0.9％でした。
“全然利益を生まないサービスだ”と、新聞報道されて、印象が悪くなってしまい
ました。

２．サ高住事業の現状と将来展望
２－１.事業計画におけるポイント
◎事業計画のサンプル
サ高住事業の実践編ですが、
《資料 1》はある地方都市でオープンした実際のサ高住事業計画のサンプル
です。高専賃と言っていた時のものですが、スペックはサ高住と全く同じです。建ペイ率 60％、容積率
300％。商業地です。72 戸ですので相当大きいサ高住です。床面積は 1 階が 610 ㎡、8 階が 199 ㎡。上に
行くと細くなるタワー型のサ高住です。
居室面積は 1 戸 20 ㎡。延床面積に対する居室割合（レンタブル比）は 48％。共有部分がかなり大きな
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建物です。
建築坪単価は 70 万円。必要資金は 9 億円でしたが、このサンプル（資料 2）では土地代金約 1 億円が入
っています。当時の実際の建築費は重量鉄骨で坪 55 万円でハウスメーカーが請け負いましたが、今の相
場は 10 万円以上上昇していますので、このサンプルでは 70 万円で計算しています。ですから当時はもう
少し安くて 7 億円くらいで出来たかと思います。介護のための住宅ですので設備も通常のマンションより
お金がかかっています。
利回り 8％で月額家賃を設定しますと、今回のケースの建築費坪単価 70 万円では家賃は 58463 円にな
ります。
ちなみに今、東京でＲＣ造で建てると建築費は坪 100 万円近くかかります。東京での建築費は近年相当
高くなってきています。なお、補助金は 1 戸当たり 100 万円（建築費の 1 割）が上限です。
《資料 3》サンプル例に基づいた収支計算です。収入は家賃 7 万円、共益費 1 万円、生活支援費 3 万円
ですが、見守りと安否確認という必須サービス料も含んでいます。その他には食費が 6 万円です。食事は
自社職員で作っているところはあまりありません。ほとんどが外注（厨房委託）です。
収入合計は 1 戸あたり 17 万円。利用率 80％で総額月 986 万円です。
支出は原価（給食外注費）と人件費。それともろもろの経費と支払利息で、支出合計 640 万円です。あ
と元金を払ってどれくらい残るかということです。

◎サ高住事業の収支の考え方
以上がサ高住部分のみの収支計算ですが、実際はサ高住の 8 割が何らかの介護事業所を併設しています。
通所介護事業所が 48％、デイサービス施設です。それから訪問看護（ホームヘルパー）サービスが 40％。
この 2 つが群を抜いて多く併設されています。
その他では、居宅介護支援事業所が 28％。これはケアプランを作成する事業所です。ここでケアプラン
を作って、通所介護とか訪問介護のケアを提供します。概ねどちらかをセットにされていますが、夜間対
応を考えると、訪問介護事業所を併設した方がいいのかなと思います。
また「日中の安否確認」と「生活相談」は必須サービスですが、
“夜は職員が居ないので、緊急連絡は警
備会社に繋がります”では、多くの入居者にはつながらないでしょう。必ず夜勤者を配置した方が、入居
者増につながるでしょう。
ということでサ高住事業の収支は、住宅部門と介護部門の両方を合わせてみないと、実態は掴みづらい
のが現実です。ですから運営実体は有料老人ホームとほとんど変わりないと見た方が分かりやすいかと思
います。

◎サ高住と訪問介護の合算収支サンプル
《資料 4》は介護事業所の収支サンプルです。1 人当たりの介護報酬単価は 109061 円です。これで 58
人（80％利用）が利用すると、収入は約 630 万円です。介護保険収入が結構大きな額になります。
それをサ高住と合算（資料 5）すると、1 人当たり月額約 28 万円、総額約 1620 万円の収入になります。
10

支出部分の原価（給食外注費）、人件費と経費、支払利息及び借入元金返済までして約 93 万円（5.8％）
手残りがあります。このサンプル例は非常に優秀な事業例になっていますが、収支の見方は大体こんな感
じになってきます。
なお不動産事業をやっておられる方がサ高住事業を計画される場合は、そのほとんどがサブリースにな
ってくるかと思います。サブリースで借りられる実際の事業者は、借入と支払利息が無くなる変わり、支
払い家賃が発生します。サブリースで約 400 万円の支払いが発生する形で運営していくことになるかと思
います。
ですから土地をお持ちの方が建て貸しされる場合は、その辺りの事業計画ができているかをよく確認さ
れた方がいいかと思います。借りて運営されるところがこけてしまいますと、貸している方は後々の対応
が大変になります。

◎収入をアップさせるポイント
収入をアップさせるポイントは、とにかく入居者を増やすことです。これに尽きます。介護収入は介護
報酬平均単価によって変動しますので、どれだけ重度者の受け入れが出来るかどうか兼ね合いを見ながら、
なるべく介護度の高い方を入れることが大事になってくるかと思います。

２－２.入居者募集面のポイントと職員募集の問題
◎選ばれる高齢者住宅には何が必要か？
入居募集について簡単にご説明します。
入居希望者が高齢者住宅を選ぶ場合、何を基準に考えるかというと、基本は月額利用料です。次にハー
ド面です。居室の広さや設備です。それに立地。どこにあるのか。そして環境などです。しかし、これら
に満足されてもすぐに入居を決定されるのは稀です。多くの場合、子供が主導されるのですが、最後の最
後に、ご両親が「うん」と言わなければ決まりません。そういう事業です。
最初、子供だけで見学に来られることはよくあります。ここで良いと思ったら、ご両親を連れてこられ
るのです。そこでは介護、医療、食事などが結構重要なポイントになります。食事は意外とクレームが良
く出る項目で、重要なポイントになります。そして生活支援、さらにリクリエーションやアメニティとし
てどのようなものがあるかなど、入念に調査されます。
高齢者のすまいは、単にマンションの 1 部屋を借りるのと違って、「生活そのもの」を選択することに
近く、要求レベルは細かくてかつ高いのです。特に、昨今の利用者の息子さん娘さんは大体 60 歳前後の
方が多いので、権利意識が非常に強いのです。ちょっとした失敗でも大変なクレーム騒動になってしまう
ことがあります。
ということでハードも利用料金も大事ですが、最終的にはケアを含めたソフト部分が非常に重要な決め
手になってくるのです。

◎待っていても入居者は集まらない
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それと、いざ入居者を集めようと思ったら、高齢者住宅事業は間違いなく営業力勝負になってきます。
基本的にはＢtoＢビジネスなので、一般向けにチラシを打っても効果はありません。
ではどこに営業をかけるのかと言うと、入居者を紹介してくれる居宅介護支援事業所のケアマネジャー
であり、また回復期の病院や、老健などの在宅復帰を目指す医療介護施設の地域連携室やＭＳＷ（メディ
カル・ソーシャル・ワーカー）に対してです。
つまりは急性期を終え、家に帰るまでリハビリをするような病院、あるいは医療的ケアを 2～3 ヶ月し
て、その後在宅復帰を目指される方を紹介できる人達です。こういった方たちに営業をかけるのです。こ
れが入居者を確保する基本です。
ですから建物オープンの 3～4 ヶ月前から訪問し、営業しなければなりません。こういった営業活動は、
民間企業の方は慣れていますが、社会福祉法人の方は営業をやったことがありませんので、何をどうした
らいいのかというようなことで結構難しいのです。そのためのツールとしてチラシ、パンフレット、アプ
ローチブックなどを作って、その都度工夫しながらこまめに営業に回らなければなりません。
ここで大事なことは、営業で回る人は基本的にケアのことが分かっていないとだめです。
“インシュリン
が必要な人は”、
“ストマ装着の人は”といわれて、
“それは何ですか”と言っているようではもうダメです。
とにかくケアのことが良くわかる人が、営業に回るのが基本です。
実際、高齢者住宅事業を始める場合は、魅力的なコンセプトでのハード整備と充実したソフトサービス
の構築が最重要であることは言うまでもありませんが、実際に立ち上げていく際には、ケアとかそういっ
たものが全部マニュアル化された運営面の仕組み作り、あるいは入居者募集のための仕組み作り、さらに
は職員募集の仕組み作りも並行して進めていく必要があります。

◎職員募集の問題
この中でも「職員募集の仕組み作り」は今結構大変です。ハローワークに求人を出しても応募がありま
せん。本当に大変な問題に今なっています。ある社会福祉法人のサ高住では、入居者が入ることよりも、
職員が集まるかどうかをずっと心配されていました。
今介護職員は全国に約 150 万人いますが、今後後期高齢者が増えるに伴って、要介護者も増えてきます
ので、2025 年までにあと 100 万人が必要と言われています。
来年の介護報酬改定で、介護職員の報酬を 1 万円ほど上げると新聞報道がありましたが、全産業平均が
32 万円位の中で介護職員の平均報酬は 23 万円です。1 万円上げたくらいでこの問題は解決するのかなと
いうのが正直なところです。
職員数を集めるだけでも大変ですが、その後の教育も大変重要で、職員の「質」を高めることが、その
後の運営に大きな影響を与えます。

２－３.マーケット状況と今後の見通し
◎高齢者向けすまいの歴史
高齢者の住まいの歴史をひも解いてみますと、昭和 38 年に老人福祉法が制定され、この時に特別養護
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老人ホーム制度が始まりました。これ以前は生活保護法の下で養老施設がありました。この養老施設が、
老人福祉法で特別養護老人ホームと養護老人ホーム、経費老人ホームに 3 分割されたのです。自宅での介
護が困難な人を対象とされ、市町村による措置制度でした。
軽費老人ホームは多少の負担金で入れる老人ホームで、養護老人ホームはほとんど所得もなく身寄りも
ないような人を養護するためのホームです。特別養護老人ホームは、そういった中でなおかつ特別な養護、
介護が必要な方のホームという意味合いで始まりました。
その後、平成 12 年（2000 年）に介護保険制度がスタートし、介護保険３施設のサービスが始まりまし
た。介護保険 3 施設とは介護保険法による呼び方での介護老人福祉施設、老人福祉法でいう特別養護老人
ホームです。それから介護老人保健施設（老健）、介護療養型医療施設です。
実は昭和 55 年 1980 年以降、民間ではバブルとともに有料老人ホームの建築ラッシュが続いていたので
す。ただ初期の有料老人ホームは法整備が追い付かず、狭いところに詰め込むような問題のある物件が一
杯ありました。
そして平成 9 年にグループホームの前身のサービスが始まりました。今は認知症と言っていますが、そ
の頃は痴ほう症といっていた時代です。そして平成 17 年 2005 年に高専賃の登録制度が開始され、平成
23 年 2011 年に適合高専賃がそのままサ高住に名前を変えてスタートしました。

◎全国の高齢者向けすまいの状況
では今はどうなっているかですが、介護保険 3 施設で大体 90 万人分くらいのストックがあります。居
住系サービスとしての有料老人ホームとグループホームで約 46 万室あります。高齢者住宅は今時点で
154000 戸です。高専賃から切り替えた時は 48000 戸くらいでしたのでかなり増えました。
その他の住宅としては軽費老人ホーム、養護老人ホーム、シルバーハウジングがあります。こういった
ものすべてをひっくるめて大体 170 万人分くらいのストックがあります。
介護度の必要性と負担金を図（資料 6）にしました。
「自立」から「虚弱」までは介護保険は必要ありま
せん。
「要支援」から「要介護 5」までに支援が入ります。特養等の介護保険施設は基本的には「要介護 2」
以上の方です。養護老人ホームは基本的には介護の必要はなしです。軽費老人ホーム、シルバーハウジン
グも、基本的に介護の必要がない方が対象です。有料老人ホームは「自立」から「要介護 5」まで全部に
対応です。サ高住もそうです。グループホームは「要支援２」から「要介護」までということになります。
この介護の必要性の度合いと月々の負担金額を合わせてみますと、10 万円以下となると介護保険３施設、
軽費老人ホーム、シルバーハジング、養護老人ホームしか選択肢はありません。
有料老人ホームの入居一時金は数年で償却しますので（長い所で 7 年）、償却が済むとそれ以降は 1 円
も戻ってきません。これを家賃と考えて月々の家賃に乗せると、ものすごい金額になります。東京世田谷
区辺りでは 40 万円を超えてきます。それに対して、サ高住は月 10 万円から 25 万円程度の範囲に入りま
す。
ということで昔は大変高い有料老人ホームか、介護保険３施設、軽費老人ホーム、シルバーハジング、
養護老人ホーム辺りしかなかったのですが、今はその中間のサ高住が整備されてきました。
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そこで高齢者、要介護者に対する整備率を見てみますと、今年 5 月で 65 歳以上の高齢者数は 3218 万人
ですが、すまいは今見たように約 170 万人分が整備されていますので、およそ 20 人に 1 人分が整備され
ている状況にあります。
要介護認定者数は約 588 万人ですので、これに対してはおよそ 3.5 人に対し 1 人分が整備されている状
況になっています。

◎居室面積と月額利用料
そこで、東京のある地区におけるサ高住と有料老人ホームの居室面積と月額利用料を調べてみますと、
《資料 7》のような分布です。有料老人ホームは入居一時金を 7 年で割って家賃分に足せば、高くて狭い
方向に全部行ってしまいます。それに対して最近できたサ高住は、安くて広い方へ見事に別れます。です
から広さと安さに関してはサ高住が圧倒的に勝っている状況にあります。
この市場を分析（資料 8）すれば、大きく 4 つに分かます。一番上の「アクティブシニア型」は、多分
都会でないと成立しませんが、お金持ちで体が動く方でシニアライフを楽しみたい方々です。月 40 万円
くらいの家賃を払って、30 ㎡以上のところに住んでいらっしゃいます。
右真中が「従来型の有料老人ホーム」で月 40 万円くらいの家賃ですが、意外と広くなくて 15 ㎡位です。
広い所でも 25 ㎡です。
これに対して左上が「典型的なサ高住ゾーン」です。広さは 25 ㎡くらいで、東京でも家賃は月 20 万円
以下です。20 万円以上の家賃になると、サ高住の中では結構高い部類に入ると考えられます。
左下の 20 ㎡以下で家賃 20 万円以下となれば、東京ではかなり安い物件になります。これらは築年数が
古かったり、狭かったりと多少条件付きな物件ということになります。今後こういった狭くて安い物件は、
医療、介護で重度の寝たきりの方に特化した物件になっていくかと思います。大阪でも似たような形にな
ってくるかと思います。

◎サ高住の登録状況
そこでサ高住の登録状況を見てみます、今現在全国に 154292 戸あります。近年ものすごい勢いで増え
ています。都道府県別登録戸数をみますと、大阪が突出して多くて 15000 戸を超えています。首都圏は意
外と少なく、東京、神奈川、埼玉等でいずれも 8000 戸前後です。それには理由があって、建てたいので
すが、土地が無いのです。
大阪はなぜこんなに増えたのか。その理由としては 2 つ考えられます。まず大阪府が家賃補助制度を取
っていたということです。
（平成 25 年度で終了）1～2 万円の家賃補助があったので普及が進んだという理
由です。もう 1 つは生活保護の方でも 10 万円くらいのサ高住なら入れるということで普及したという理
由です。住宅扶助と生活扶助で多分 10 万円は超えると思います。そうすると十分に入れてしまうのです。

◎サ高住マーケットの今後の見通し
従来型の介護付き有料老人ホームで、入居一時金を徴収できるのは今年 1 年限りです。今までは何十億
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円もかかっていた初期投資を、入居一時金で一挙に回収できたので、投資資金の回収率が非常に良かった
のですが、今後はできなくなります。
この有料老人ホームには、国からの補助は一切でませんので、来年度からの事業運営の課題は多くなり
ます。すでに入居一時金 0 円プランも出ていますが、首都圏ではだいたい月 40 万円以上の利用料になり
ます。
この多額の入居一時金を徴収する介護付き有料老人ホームは 1990 年代頃から増えてきましたが、これ
は 2005 年に高専賃が登場するまでケア付きの高齢者住まいは、ここしかなかったからです。
しかし 2011 年から登場したサ高住によって、マーケットはやっと住み分けができるようになりました。
それまでは他の選択肢がなかったので、ミドル及びアッパーミドル層は無理してでも入居一時金を払って
有料老人ホームに入ったのです。
ミドルというのは年収 200～300 万円の層です。大体、厚生年金や共済年金の満額くらいの額です。ア
ッパーミドルというのは年収 300 万円以上です。厚生年金受給者であり、また他に何かお仕事をしていら
っしゃる方、あるいは資産を取り崩した層です。そういった方々が、何千万円もの入居一時金を払って有
料老人ホームに入られたのです。
都市部では高専賃が登場するまでは、これら中間層の物件は本当に無かったのです。高専賃の登場によ
って手薄だったこのゾーンを埋め始めています。サ高住の普及によってようやく予算に合った住まいを選
ぶことが可能なってきました。10 年前と比べれば段違いに柔軟性が出てきています。
今後、高額な介護付き有料老人ホームは富裕層、アッパー層に絞り込まれると予想されます。お金持ち
はお金持ち以外の人が同じ建物に住むのを嫌いますので、お金持ちはお金持ちの住宅に集まります。そう
いった所得に見合った人達で、住み分けができてくるかと思います。
東京や大阪以外の地方の有料老人ホームは、月額利用料金は 15 万円以下が一般的です。ですから 20～
30 万人くらいの中都市では、有料老人ホームとサ高住はそのターゲットが重複してきます。そこをどう差
別化していくかです。
どちらにしても、これから建てられるサ高住は、安くて広い物件になってくると思います。またその方
が入居者獲得の上で有利です。「安くて広く」が国の方針です。
それからサ高住も賃貸住宅ですから、当然プライバシーも十分確保されています。今 65 歳の人が 75 歳
になって、そういった高齢者向住宅に入るとなった時、ドアが開けっ放しのプライバシーの無い住宅には
入りたくないでしょう。
安くて広くて、プライバシーも保護され、ライフスタイルも確保でき、医療と介護の部分の安心である。
そういったサ高住であることが重要なポイントになってきます。また普段は大丈夫だが、いざという時の
不安もありますので見守りも必要です。安心と安全が担保されていることが基本になります。
サ高住はすでに 15 万戸以上整備されていますが、国は今後 60 万戸まで整備を進めたいとしています。
すでに競争が激しくなっていますので、今後はハードが立派であることも必要ですが、医療と介護がいか
にしっかりできるかを強く打ちだせるかが、事業成功のポイントになってきます。いずれにしてもその見
極めは厳しくされていった方がいいのではないかと思います。
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