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このガイドブックは、インターネットの情報を参考に、英国在住の日本人高齢者

やその家族を対象に、英国の介護制度の内、特に在宅とケアホームの介護費用に

ついてその概略を日本語で解説しています。 

 

英国では、NHS により医療サービスは無料で受けられますが、介護に就いては日

本の様な介護保険制度が無く、一定の資産や所得の少ない方々への補助はありま

すが、原則として全額自己負担です。その為、多くの方々が、一部の例外を除い

て国や地方自治体から介護に対する財政補助が見込めず、ほぼ全額自己負担であ

ると言う事実を知り、更にその介護費用が如何に高額であるか、そしてその介護

費用を捻出する為に、ご自身の家も売却しなければならないケースもある事を知

って驚かれています。 

 

そこで、皆さんにはご自身の終活‐人生の終末期を向かえる為の諸々の準備のひ

とつとして、このガイドブックを通じて、英国の介護制度、特に在宅とケアホー

ムの介護費用の負担の違いについて理解を深め、ご自身、又は家族の方の介護が

必要になった場合に備えて頂ければ幸いです。 

 

なお、このガイドブックに記載されている情報は、発行の時点で正確を期する様

最大限の注意を払っておりますが、皆さんにはそれらはあくまで参考情報として

ご理解頂き、実際にご自身で判断し、行動に移す際にはさらに調査されたり、居

住する地方自治体の担当部門や他の専門家の助言を得る事をお勧めします。  

 

       2019 年 5 月 

 

       終活アドバイザー 

       高嶋 正明 

  

はじめに 
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英国で介護を希望する場合には、先ずはご自身の居住する地方自治体からどの様

な介護を受けられるかを良く確かめておく必要があります。これは、単に財政的

な補助のみならず、どの様な介護を必要としているか、その介護を受けるにはど

の様にすれば一番良いか等の介護認定も含まれます。そして、地方自治体は、公

的介護ではなく、例え自費で私的な介護を受ける場合でもそれに必要な情報・助

言を提供する義務があります。 

 

 

もしご自身が日常生活をして行く上で、何らかの支援を必要と感じ始めた場合、

先ずは介護認定(Care needs assessment) を受けることをお勧めします。その介

護認定を受けるには、ご自身の居住する地方自治体の adult social services 

department に連絡します。その電話番号は、 gov.uk/apply-needs-assessment-

social-services のサイトから調べられます。地方自治体は、もしあなたが何ら

かの介護を必要と見受けられる場合は、あなたの財政（収入・資産）状況や地方

自治体から財政補助が受けられるか否かに拘わらず、先ずは介護認定をする義務

があります。この介護認定は無料で受けられます。 

 

介護認定と言うと何か仰々しく感じられるかも知れませんが、それはご自身が日

常生活をする上で、どの様な問題を抱えているかを説明出来る良い機会であり、

それによってあなたが地方自治体からどの様な支援を受けられるかを知ることが

出来ます。 

 

介護認定では、以下の項目について聞き取りします。 

＊あなたがどの様な社会的な関りを持って生活されているか、孤独に感じている

か 

＊あなたの行動・思考能力・肉体的・精神的健康状態 

＊あなたは、起床・就寝・着脱衣・食事・掃除・洗濯・洗面・入浴・トイレ・自宅

内での移動・買い物・外出等の日常生活で不便に感じている事・支援の要望 

＊GP や介護人の意見 

 

この介護認定では、あなたがどの様な介護が必要で、それはどの様に提供される

のが良いかをご自身の要望等も考慮された上で提示されます。それにはご自身の

1. 事前準備 

 

介護認定 
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在宅での介護や、ケアホームへの入居、又はご自身の家で使用する介護器具の提

供や自宅の改造の場合もあります。 

 

介護認定の後、介護認定人によってあなたが国の定めた介護基準を満たしている

かどうかが判断されます。それは、あなたがご自身の家の中を安全に移動したり、

あなたが満足した生活を送る上で、何か障害があるかどうかについて判断されま

す。もしあなたが基準を満たしていると判断された場合は、あなたの必要とする

介護を受ける為の支援と助言を得る事が出来ます。しかしそれは、自動的に地方

自治体からその費用を補助されると言う事ではありません。費用補助については、

別途財政（収入・資産）調査を経た上で決められます。もし、あなたの必要な介

護が基準を満たさない場合は、他のチャリティ団体や地域の団体等から介護を受

けられるかどうか、そしてその介護をご自身でどの様に手配すれば良いかの情報

提供がなされます。 

 

もしあなたが介護器具や自宅の改造が必要と認定され、その費用が￡ 1,000 以下

の場合は、あなたの資産状況に拘わらず、それらは無償で提供されます。  

 

もしあなたの状態が日に日に悪化していたりして緊急を要する場合は、地方自治

体は先ずは必要な介護を提供し、介護認定は後で行なわれる場合もあります。 
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介護認定は、本人が必要な介護を受けるのに最も適した場所はどこかと言う観点

を優先して判断されます。これは、主にあなた自身の状況に拠りますが、あなた

の要望も最大限考慮されます。 

 

もしあなたが現時点では介護を必要としなくとも、近い将来に介護が必要となる

可能性もあり、それは自身が健全な心身を持ち得ている間に考慮出来れば最善で

す。 

 

 

ケアホームの費用は大変高額である為、多くの方々が在宅介護を選択しています。

更に、もしあなたがケアホームで提供されるレベルの介護を必要とされないので

したら、専門の介護人による在宅介護がより適しているかも知れません。在宅介

護は色々な柔軟性があり、例えば以下の様な場合に利点があります。 

 

＊介護人の定期訪問 

＊家族によるケアの一時休息の為の短期介護 

＊在宅介護人による住み込み（24 hour live in care）の 24 時間介護 

＊病気治療から退院後の病後回復の為の臨時介護  

＊緊急介護 

 

在宅介護では、ご自身の家に居住して自立した生活を送る事が出来ますが、場合

によっては在宅介護の方が費用的に高く掛かる場合もある事を考慮してください。

例えば、住み込みの介護費用は、通常ケアホームに入居するよりも費用が高く掛

かります。目安として住み込みの介護費用は、￡800 / 週から、高い所では￡1,800 

/ 週と見込まれます。 

 

 

在宅介護の費用は、居住地、どのレベルの介護を必要とするか、受ける介護の時

間帯、介護代理店を通すか、又は直接雇用かに拠ってかなり異なります。介護人

2. 在宅介護かケアホームか  

在宅介護 

 

在宅介護の費用 
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の時給は最低でも￡15、又は場合によっては￡25 を超える場合もあります。その

費用はどの様な介護か、そしてどの様な頻度かによっても異なります。もしあな

たが定期的な在宅介護をご希望でしたら、それがどの位の費用になるか、介護代

理店等と連絡して、見積りを取って見て下さい。 

 

 

もしあなたが介護費用を全額自己負担している場合でも、ご自身の地方自治体に

自分の必要とする介護の手配を依頼する事は可能で、地方自治体はそれに対応す

る義務があります。しかし、その場合、地方自治体から、その手配費用を請求さ

れます。或いは、あなたは介護代理店を通じて依頼するか、又は直接介護人を雇

う事も出来ます。もしご自身で直接介護人を雇う場合は、どの介護人を雇うか、

どの様な介護をしてもらうかをより自身で選択出来ますが、その場合は、あなた

は法律的な雇い主として責任が生じます。詳細は、gov.uk/employing-staff のサ

イトをご覧ください。 

 

多くの方々は、費用は掛かりますが、介護代理店を通じて介護人を雇う方が、手

間が掛からないとしてその方法を選んでいます。介護代理店は、以下の方法で探

す事が出来ます。 

 

＊居住する地方自治体から介護代理店のリストを入手し、介護代理店のウェブサ

イトを確認する 

＊ 在 宅 介 護 代 理 店 の サ ー ビ ス を 検 査 ・ 評 価 す る 団 体 で あ る Care Quality 

Commission (03000 616161, cgc.org.uk)に連絡する 

＊UK Home Care Association (020 8661 8188, ukhca.co.uk)に連絡する 

 

 

ケアホームでは、介護と宿泊が提供されます。そして、ご自身の必要な介護によ

って、色々な種類のケアホームを選べます。 

 

＊個人介護を提供するケアホーム 

＊個人介護と看護を提供するナーシングホーム 

個人介護のみを提供するケアホームと、個人介護と看護の両方を提供するナーシ

ングホームとあり、それは異なるレベルの介護を必要とするカップルには適して

在宅介護の手配 

 

ケアホーム 
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います。更に認知症の方の介護も提供できるケアホームも有ります。  

 

ケアホームに入居する事は大きな環境の変化ですが、在宅介護には無い利点もあ

ります。例えば、ケアホームでは他の入居者の方々との交流の機会もありますし、

食事や宿泊、個人介護も受けられ、必要な時にはいつでもスタッフが近くに常駐

していると言う安心感が有ります。 

 

 

在宅介護と同様に、ケアホームの費用も、その所在地やあなたが必要とする介護

によって大きく異なります。そして、介護に加えて看護も必要な場合は、通常 20-

25％費用が高くなり、更に入居者が認知症を患っている場合は、費用は更に 20%

高くなるケースもあります。英国・イングランドのケアホームでの寝室が一つの

部屋の入居費用は平均で￡605/週で、ナーシングホームは￡845/週です。契約を

結ぶ際には 

 

＊入居費用はいつ、そして何を基準に見直されるか 

＊入居費用には何が含まれて、何が追加か 

を確認しましょう。 

 

ケアホームの費用が高ければ高い程、地方自治体は皆さんの資産が￡23,250 を下

回った場合、その費用を補助する可能性は少なくなると思われます。（その詳細に

ついては第 3 章を参照ください。）そして、皆さんはより安いケアホームへ移る事

や、その費用の差額を負担する事を求められる場合もありますが、その場合、そ

の差額はご自身が自身の限られた資産・収入の中から支払う事は許されず、あく

まで親戚や友人等の第三者によって支払われる場合のみ許されます。費用の安い

ケアホームに移る場合は、地方自治体は、介護認定によって決められた介護が費

用の安いケアホームでも提供出来ると言う事を確認する必要があります。 

 

 

ケアホームを探す上で、最も重要な事は、そのケアホームがあなたの必要な介護

を提供出来るか、そして、その費用は充分支払い出来るかと言う事です。それら

の情報は、あなたのお住まいの地方自治体から、その地域にあるケアホームのリ

ストを入手し、慎重に確認しましょう。更に、 

ケアホームの費用 

d 

ケアホームの探し方 
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＊地域の友人や近隣にお住まいの方々からの個人的な推薦を尋ねる  

＊インターネットの carehomeadvisor.com を利用する 

＊ケアホームの調査・格付けをする Care Quality Commission (03000 616161, 

cqc.org.uk)から情報を入手する 

 

もしあなたが、ご自身で介護費用を支払うとしても、地方自治体にケアホームの

情報提供を依頼する事は可能です。在宅介護と違って地方自治体はあなたを支援

出来るか否か選択出来ますが、支援する場合は、地方自治体からあなたに手配費

用は請求されません。 

 

 

BBC のインターネットサイト (bbc.co.uk/news/health-37307856)で、ご自身のお

住まいの地域の在宅介護、ケアホーム、ナーシングホームの費用を比較出来ます。 

 

更に、英国の各地域のケアホームとナーシングホームの週の平均費用は以下の様

に見込まれています。 

 

地域 ケアホーム費用（週） ナーシングホーム費用（週） 

England ￡621 ￡876 

Wales ￡574 ￡767 

Scotland ￡674 ￡823 

Northern Ireland ￡519 ￡669 

 

 

あなたが在宅介護か、又はケアホームの何方を選ぶにしても、介護代理店か、又

はケアホームと書面で契約を締結する事になります。その場合は、入居費用・契

約変更通知期間・苦情の取扱い手続き、そして介護代理店との契約の場合は、い

つもの介護人が不在の場合の代替手配等について確かに契約書に明記されている

かを確認しましょう。 

 

そして、それらの契約内容をあなた自身が理解し納得されてからサインしましょ

費用の比較 

 

契約 
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う。もし、不明な点がありましたら、市民相談ヘルプライン（Citizens Advice 

consumer helpline 03454 040506, citizensadvice.org.uk/advice）に相談して

下さい。もしあなたが介護人を直接雇う場合は、ご自身で契約書を準備する必要

があります。その場合は、どの様な団体から支援が得られるか、お住まいの地方

自治体に相談してみて下さい。 

 

 

もしご自身が受けている介護について不満がある場合は、介護人か、介護代理店、

又はケアホームに苦情手続きに基づいて対応を依頼します。或いは、例えばあな

たが介護認定の結果に納得が行かない等の場合は、地方自治体に苦情を申し入れ

る事も出来ます。 

 

 

認知能力（Mental Capacity）とは、何らかの判断を必要とされる時にその能力が

あるかどうかと言う事です。もしあなたが介護費用を自己負担しており、ご自身

の介護の手配について認知能力が欠けており、周りに誰もそれを代わりにやって

くれる人がいない場合は、地方自治体は無償で代わりに手配する義務があります。 

 

 

 

 

  

苦情 

 

認知能力 
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通常、介護認定の後、あなたの財政（収入・資産）調査（financial assessment 

又は means test）が行われ、あなたの介護について地方自治体が財政補助をすべ

きか否かを判断します。その判断は、あなたが在宅介護か、ケアホームかに拠っ

て異なります。 

 

財政（収入・資産）調査の項目については、あなたの居住する地方自治体によっ

て若干の違いはあるかも知れませんが、おおよそ以下の項目に対して行われます。 

 

＊本人、及び配偶者の氏名・住所・生年月日・電話番号・メールアドレス・国民

保険番号（NI No.）・結婚歴（既婚・未婚・同棲・離婚・別居・死別等） 

＊介護希望（在宅介護・ケアホーム）  

＊銀行残高 

＊過去の贈与実績 

＊住居（市営住宅・賃貸・自己所有） 

＊過去 7 年間の海外及び国内の不動産の所有・譲渡実績 

＊同居人の詳細 

＊介護人手当・疾病・障害手当 

＊本人及び配偶者の所得明細（公的・私的年金・各種手当・保険・賃貸収入等）  

＊本人及び配偶者の支出明細（賃貸料・住宅ローン・地方税・各種保険料等） 

＊負債 

＊介護関連支出（医療費・介護器具費・介護費等）  

 

共同名義の金融資産・不動産資産については、通常 50/50 の均等割りで計算され

ます。在宅介護かケアホームかの資産限度による介護費用の財政補助は英国・イ

ングランドの場合は以下の基準に拠ります。 

 

あなたが￡ 23,250 以上の資産を所有

しているか、又はご自身の週の収入が

週の介護費用より多い場合 

財政補助は無く、介護費用は全額自己

負担。（これは、self-funding と呼ばれ

ます。） 

あなたの資産が￡ 14,250～￡ 23,250

の場合 

￡14,250 を超えた分は、￡250 毎に￡1

の週の収入と見做され、介護費用は自

身の他の収入と合わせてその範囲内で

負担する。その収入を超えた介護費用

は、財政補助される。 

3. 財政（収入・資産）調査（The financial assessment） 
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あなたの資産が￡14,250 未満の場合 あなたの資産は、収入とは見做されず、

介護費用はあなたの収入の範囲内のみ

で負担する。収入を超えた介護費用は

財政補助される。 

 

あなたのケアホームでの介護費用の支払いについては、個人費用（ Personal 

Expense Allowance）として、￡24.90/週は個人に確保されます。 

 

この介護費用の財政補助に対する資産の上限額は、Wales では￡23,750, Scotland

では￡26,250, Northern Ireland では￡23,250 です。その財政調査時点では、あ

なたに地方自治体による介護費用の補助は無いと判断されても、あなたの必要と

する介護について地方自治体が財政補助する介護の種類・程度を事前に聞いてお

くことは、将来の為に大切です。もし、その後ご自身の財政状況が変化した場合

は、再度財政調査を申請してください。 

 

 

以前、英国で介護費用の終生での自己負担額の上限を設定すると言う計画があり、

それは当初 2020 年 4 月から実施予定でした。しかし、その計画は未だ正式に決ま

っておらず、無期限に見送りとなると思われます。  

 

 

もしあなたが在宅介護を受ける場合には、あなたの自己所有の家は財政（収入・

資産）調査には含まれません。従いまして、在宅介護の費用を捻出する為に自宅

を売却しなければならないのではとの心配は不要です。 

 

地方自治体はあなたの在宅介護についてあなたに費用請求するかどうかある程度

の裁量が有りますが、ほとんどの場合、本人に費用請求されます。そして、その

費用請求は、あなたに通知されます。 

 

もしあなたが病院を退院後に自立した生活を取り戻する為に短期の介護が必要と

認定された場合は、その介護は 6 週間を限度として無料で提供されます。これは、

介護費用の自己負担額の上限 

 

在宅介護費用補助の財政（収入・資産）調査 
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財政調査の対象ではありません。病院か或いは地方自治体は、あなたにその介護

が提供されるべきかどうかを判断します。 

 

 

もしあなたが家を自己所有している場合、その家の価値は通常あなたの財政（収

入・資産）調査に含まれます。しかし、例外として以下の場合はその家はあなた

の資産に含まれません。 

 

＊現在、又は過去のパートナーが主要な住居として居住している場合  

＊60 歳以上の近い親戚が居住している場合 

＊近い親戚の障がい者が居住している場合 

＊その他考慮すべき特別な事情がある場合 

 

詳しくはお住まいの地方自治体にお尋ねください。 

 

ご自身の自己所有の家を除いて、自分の資産が￡23,250 以下の場合で、自身のケ

アホームの費用を払う充分な収入が無い場合、その自宅はケアホームに移り住ん

だ後、最初の 12 週間は財政（収入・資産）調査に含まれません。それは、あなた

が自宅を売却するか、他の選択肢を考慮する為の時間の猶予を与える為です。  

 

もしあなたの資産がケアホームに移り住んだ後の 12 週間以内に、￡23,250 を下

回った場合は、この 12 週間の自宅の資産からの除外規定について、地方自治体に

お問い合わせください。 

 

 

もし財政（収入・資産）調査の結果に対して不服がある場合、異議申し立てをす

る事が出来ます。それは地方自治体に非公式に申し入れたり、又は異議申し立て

の正式な手続きをする事も出来ます。 

 

  

ケアホーム費用補助の財政（収入・資産）調査 

 

財政（収入・資産）調査に対する異議申し立て 
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一部の人は、地方自治体からの財政補助を得る為に自身の収入や資産を作為的に

他人に譲渡・処分する事を考えるかも知れません。しかし、その様な行為は、資

産の作為的処分（Deprivation of assets）として、本人やあなたから資産の譲渡

を受けた人も重大な結果を引き起こす事になりかねません。 

 

地方自治体が財政（収入・資産）調査をする際には、本人の現在の資産のみなら

ず、過去の資産に遡って調査されます。そして、地方自治体は、あなたが過去に

金融や他の資産を譲渡・処分した事を見つけた場合、それはあなたの資産を少な

くして介護費用の支払いを低く抑えると言う意図で作為的に行ったかどうかを判

断します。 

 

この地方自治体が過去に遡って資産の譲渡・処分を調査するのは、相続税の 7 年

ルールの様な期間の定めはなく、その資産の譲渡・処分時期にあなたが自身の公

的介護の必要性を認識して作為的に行ったか否かと言う点が判断のポイントにな

ります。もし、その点に就いてご心配でしたら、何か行動を起こす前に地方自治

体に念の為確認を取ることをお勧めします。 

 

もし地方自治体が、あなたが介護費用の支払いを避ける意図で、自身の資産を作

為的に譲渡・処分したと判断した場合、地方自治体として以下の対応をする事が

あります。 

 

＊あなたはそれらの資産を依然自己所有しているものとして財政（収入・資産）

調査に含める 

＊その譲渡した資産相当額を受取人から回収する 

 

 

 

 

 

  

4. 介護費用の支払いを避ける為の資産の譲渡・処分 
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ある状況では、NHS があなたの介護費用を負担する場合があり、それは、あなたが

介護と言うより主に病気治療を必要としている場合です。 

 

もしあなたがかなり高度なレベルの治療と介護の両方を必要としている場合は、

NHS の継続治療 （Continuing Healthcare）の対象となります。その場合、NHS は

あなたが必要と認定された介護費用も補助します。その介護は在宅やケアホーム、

又はホスピスでも受けられます。あなたがその様な NHS の継続治療の対象となる

かどうかの条件は明確に定められておらず、個々にその認定を受ける事になりま

す。GP の様なあなたの担当の医者や介護の関係者は、あなたが継続治療を受ける

に適しているかどうかを判断しますが、もしその様な判断がされずに、あなたが

その継続治療を受けられるのではないかと思われる場合は、担当の医者・介護関

係者か、あるいは地域の Clinical Commissioning Group (CCG)にその認定手続き

についてお問い合わせ下さい。 

 

もし NHS の継続治療を受けられないとしても、NHS の看護ケアを受けられる場合

があります。これは、ナーシングホームでの看護ケアを必要と認定された方々に

提供されます。もしその看護ケアの条件に合致する場合は、あなたの看護ケアに

対して週£155.05 の補助が支給されます。 

 

これは、ある時点ではあなたが条件に合致しないと認定されても将来には合致し

ていると認定される場合もありますので、もし状況が変わりましたら、再度認定

を受ける事をお勧めします。 

 

  

5. NHS による介護費用の補助 
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長期に亘る介護は大変高額な費用が掛かりますが、もしあなたがそれを自身で負

担する場合は、その費用の捻出方法についていくつかの方法があります。  

 

 

長期の介護費用を捻出するための金融商品やその他の方法が色々ありますが、独

立した信頼のおけるファイナンシャルアドバイザーから助言を得る事は大変重要

です。 

 

長期の介護費用を捻出するということは、かなり専門的な分野の事で、助言を得

るファイナンシャルアドバイザーは、英国の介護制度について十分な資格（ CF8, 

又は Ce-LTCI）と知識を備えている事を確認して下さい。信頼出来るファイナン

シャルアドバイザーについては、Society of Later Life Advisers (0333 202 

0454, societyoflaterlifeadvisers.co.uk) か 、 Unbiased (0800 023 6868, 

unbiased.co.uk)にお問い合わせください。 

 

世の中には、怪しげなファイナンシャルアドバイザーも存在しますので、ファイ

ナンシャルアドバイザーを選ぶ際には、十分な注意を払い、信頼のおける公正な

アドバイザーを選んでください。 

 

以下に、長期の介護費用を捻出する方法についてその幾つかの選択肢を紹介しま

す。 

 

 

これは、私的な介護保険の様な商品で、 Immediate Needs Annuity とも呼ばれて

います。その名前が示す通り、それは介護を直ぐに必要とする方々を対象として

います。それは、その商品の契約時にかなり高額な一時金を支払い、その代わり

に終身で必要な介護費用の支払いの保障を受けられます。初めの一時金の額は、

契約時のあなたの年齢、健康状態、余命見込み、保障を受けたい介護費用額によ

って異なります。その場合、通常はあなたが早く亡くなられても、払戻金はあり

6. 介護費用の捻出方法  

ファイナンシャルアドバイス 

 

私的介護保険 

 



 

shukatsuweb.net             16 / 25 version 1.0 

ません。しかし、いくらか追加費用を支払う事により、一定の償還期間を設定

し、あなたが早期に亡くなられた場合は、遺族に何らかの払戻金が支払われる様

にする事も可能です。 

 

 

これは、私的介護保険（immediate need care fee payment plan）に似た商品で

すが、違いは、介護費用の支払いがその契約時点ではなく、通常 1 年から 5 年後

の将来のある時点から発生します。その介護費用の支払い待機期間が長ければ長

い程、費用は少なくなります。 

 

 

もし、あなたが自宅を担保に介護費用を借り入れようとしている場合は、

Pension Credit の様に、介護費用の財政調査の手当の項目に含まれる場合もあ

りますので、注意が必要です。 

 

 

もしあなたがケアホームへの入居を考えており、自宅を家族・親戚の何方にも相

続させるお考えがない場合は、これが最も妥当な選択肢かも知れません。  

 

 

もしあなたがケアホームでは無く、在宅介護をお考えの場合は、現在の自宅を売

却してより小さな家に移る事によって、その売買価格の差益から介護費用を捻出

する方法もあります。しかし、もし現在より高い地域に移ると、サイズの小さな

家であろうとも必ずしも家の価格が安くない事もあり得ます。 

 

 

介護費用後払い 

 

自宅を担保の借り入れ 

 

自宅の売却 

 

ダウンサイジング 
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もしあなたがケアホームへの入居を考えており、資産が自宅を含まずに￡23,250

を下回っている場合、地方自治体と介護費用を後払いにする事も可能です。その

場合、地方自治体は、あなた自身の死亡等によりケアホームから退去したり、あ

なたの家が売却される時点まで介護費用を立替払いします。そして、地方自治体

はその介護費用の立替払い・後払いの期間中は、あなたに業務手数料と利息を請

求します。地方自治体は、もしあなたがこの制度の基準に合致していると思われ

る場合は、その介護費用の後払い制度について情報を提供する義務があります。  

 

 

もしあなたに自己所有の家がある場合は、その自宅を売却せずに所有権、又は居

住権を保持したままその自宅の一部・又は全部を担保として、介護費用を調達す

る方法があります。それは、所有権譲渡制度（Equity Release）と言い、あなた

が 55 歳以上、￡70,000 以上の価値の家の所有者の場合、その制度を活用出来る

かも知れません。その制度には、以下の二種類があります。 

 

終身ローン（Lifetime mortgage）：自宅の一部、又は全部を担保に入れて、資金

を一時金か定期的な支払いの形で借り受けます。その自宅の所有権は本人に残り

ます。そして、本人の死亡時、自宅の売却時、又はケアホームへの入居時の何れ

かの時点で利息を含めて返済します。その利息は他のローンより割高です。 

 

ホームリバーススキーム（Home reversion）：自宅の一部、又は全部を市場価格

より安く売却し、資金を一時金か定期的な支払いの形で受け取ります。この場

合、家の所有権は買い手側に移りますが、売り手は、その家に希望する限り住み

続ける事が出来ます。 

 

この制度で得た資金・収入は、所得税は掛からず、自身の介護・ローンの返済・

自宅の改築・子供への住宅資金援助等、その使途についても制限ありません。し

かし、通常はこの所有権譲渡制度より良い選択肢が有る筈で、これを検討する際

には事前に信頼のおけるファイナンシャルアドバイザーに相談される事をお勧め

し ま す 。 詳 細 は The Money Advice Service (0800 138 777 

moneyadviceservice.org.uk/en/articles/equity-release)にお問い合わせくだ

さい。 

後払い制度 

 

所有権譲渡制度（Equity Release） 
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通常、投資はもしその資産価値が下落した場合、その回復を待つ時間的余裕があ

るかと言うリスクがある為、介護費用の財源としてはお勧め出来ません。 

しかし、介護費用を充分に確保した上で余剰資金を投資に回す事は検討に値しま

す。この選択については、信頼のおけるファイナンシャルアドバイザーから助言

を得た上で実行に移してください。 

 

 

ケアホームでの介護費用を捻出する必要があるものの、自宅を売却したく無い場

合は、自宅を賃貸して、その賃貸収入をケアホームの費用に回す事が出来れば大

変有効な手段です。この選択肢には、あなたは不動産会社を利用する事も可能で

すが、landlord としての責任も伴いますので、慎重な検討が必要です。更に賃貸

収入は税金の対象になる事も忘れないで下さい。  

 

更に、あなたの地方自治体が公的住居の賃貸事業をしているかも調べてみる価値

があります。その場合、あなたの自宅を地方自治体にリースし、地方自治体が公

的な住居として他の住民に貸し出す制度です。それは、個人として自宅を賃貸す

るとは違い、もし借り手が無い期間でも地方自治体からは賃貸料は保障されます。 

 

 

あなたは、自分に受給資格のある全ての公的な手当を実際に申請しているかどう

か、確認される事をお勧めします。もしあなたが長期の障がいがある場合は、障

がい者手当を請求出来るかも知れません。もしあなたが 65 歳以上の場合は

Attendance Allowance、65 歳未満の場合は Personal Independence Payment の資

格があるかも知れません。そのあなたの権利は、あなたの必要性のみが考慮され、

あなたの財政状態は関係ありません。 

 

もしあなたが介護費用を自己負担している場合、自身がケアホームに入居しても、

それらの手当は引続き受け取れます。  

  

自宅の賃貸 

 

公的手当  

投資 
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もしあなたが自分の介護費用を自費で支払っていると、いつかはご自分の資産が

￡23,250 を下回る結果になるかも知れません。その場合は、￡23,250 を下回ると

思われる時点の 3 ヶ月前には地方自治体に連絡を取り、ご自身の財政調査と介護

認定を再度申請してください。地方自治体は、介護費用の補助金は申請日以後に

しか支給出来ず、例えあなたの資産が申請日の以前に￡23,250 を下回っていたと

しても、過去に遡って介護の補助金を支給する事は出来ません。 

 

或いは、遺産相続等で、あなたの資産が増える場合もあるかも知れません。その

場合も財政調査の再申請をしてください。さもなければ、あなたは過去に遡って、

受け取った補助金相当額を返却しなければならない事もあります。  

 

その様に、あなたの資産のみならず、収入も含めて財政状況に変化がある場合は、

忘れずに地方自治体に連絡をしてください。  

 

もし地方自治体が財政（収入・資産）調査をしてあなたの介護費用を補助すると

なった場合、それがいくらになるかをあなたに通知されます。もしあなたがケア

ホームに入居していて、その費用が高い場合は、あなたはより費用の安いケアホ

ームに移らなければならない場合もあります。又は、友人や親戚がその差額を支

払う事になりますが、まれにそれをご自身で支払う事も可能な場合もあります。

もし地方自治体がより費用の安いケアホームに移ることを勧めた場合は、そのケ

アホームがあなたの必要な介護を提供出来なければなりませんので、あなたの要

介護状態の情報を最新にしておくことをお勧めします。 

 

 

 

 

  

7.もしあなたの財政状況が変わった場合  
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このガイドブックに解説されている英国介護制度のポイントは以下の通りです。 

 

 

もしあなたが日常生活を送る上で不便を感じ、何らかの支援を必要と感じ始めま

したら、先ずはご自身が居住する地方自治体に相談し、あなたが在宅か、又はケ

アホームの何方で、どの様な介護支援が得られるかを認定してもらいます。その

介護認定は、無料です。そしてあなたが国の定める介護基準を満たしていると認

定された場合は、地方自治体からあなたの必要とする介護に必要な支援や助言が

与えられます。 

 

 

英国での介護は、日本の様な介護保険制度は無く、原則全額自己負担です。しか

し、あなたの収入・資産の多寡により、地方自治体から介護費用の補助を受けら

れる場合があります。その場合は、地方自治体による財政（収入・資産）調査を

受ける必要があります。 

 

 

財政（収入・資産）調査に基づく介護費用の公的補助は、以下のカテゴリーによ

って判断されます。 

 

資産 資産の収入への加算 介護費用 

￡23,250 以上  全額自己負担 

（Self-funding） 

￡ 14,250 ～

￡23,250 

￡14,250 を超える資産の￡250 毎に

￡1/週の追加収入と見做される。 

自身の収入の範囲内で自

己負担。自身の収入を超

え る 分 が 公 的 補 助 さ れ

る。 

￡14,250 未満 収入に加算されない 

8.まとめ 

 

介護認定（Care needs assessment）  

財政（収入・資産）調査（Financial assessment）  

介護費用の公的補助 
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この場合、自己所有の家は、在宅介護の場合は資産には含まれず、ケアホームに

入居の場合のみ資産に含まれます。更に、現在・過去の配偶者・60 歳以上又は障

がい者の家族・近い親戚が同居している場合、及びその他特別な事情があると認

められる場合等は、自己所有の家は資産に含まれません。 

 

そして、介護費用の公的補助を受けつつ、自身の収入の範囲内で介護費用を支払

う場合、￡24.90/週は個人費用控除（Personal Expense Allowance）として、本

人に確保され、その分は介護費用の支払いから免除されます。 

 

 

一部の人は、地方自治体から介護費用の財政補助を得る為に自身の資産や収入を

作為的に他人に譲渡・処分して、減額する事を考えるかも知れません。しかし、

その様な行為は、資産の作為的処分（Deprivation of assets）として、本人やあ

なたから資産の譲渡を受けた人にも重大な結果を引き起こす事になりかねません。 

 

もし地方自治体があなたの過去の分も含めて財政（収入・資産）調査をして、あ

なたが介護費用の財政補助を受ける為に作為的に資産を譲渡・処分したと判断さ

れた場合、地方自治体はあなたの過去に譲渡・処分した資産を現在の資産として

含めたり、その譲渡した資産を受取人から回収する事もあり得ますので、十分注

意してください。 

 

 

介護費用の捻出方法としては、私的介護保険、自宅を担保とした介護費用後払い、

自宅を担保とした借り入れ、自宅の売却・ダウンサイジング、所有権譲渡制度

（Equity Release）、投資、自宅の貸し出し、公的手当等が有ります。 

  

介護費用の捻出方法（Ways to pay for your care）  

介護費用の支払いを避ける為の資産の譲渡・処分  
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このガイドブックは、主に以下の英国の高齢者を対象としたチャリティ団体のイ

ンターネット情報を参考に編集されました。夫々のインターネットには、高齢者

の財政・税金・年金・各種公的手当・遺言・相続・成年後見・健康・医療・介

護・孤独等々に関する有用な情報が掲載されています。皆さんも是非それらのイ

ンターネットサイトをご覧頂き、参考にされることをお勧めします。  

 

 

Age UK 

Tavis House, 1-6, Tavistock Square, London 

WC1H 9NA 

Web : ageuk.org.uk 

Tel : 0800 169 8787 

 

 

Independent Age 

18, Avonmore Road, London 

W14 8RR 

Web : independentage.org 

Email : charity@independentage.org (General enquiries) 

Email : advice@independentage.org (Advice from experts) 

Tel : 020 7605 4200 

Helpline : 0800 319 6789 (Freephone – Advice from experts) 

 

 

UK Care Guide 

7, St. Petersgate, Stockport SK1 1EB 

Web : ukcareguide.co.uk 

Tel : 0161 818 7099 

 

  

終わりに 

 

mailto:charity@independentage.org
mailto:advice@independentage.org
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日本には健康保険制度があり、医療費は小学就学前の子供、70 歳以上の高齢者は

2 割、75 歳以上は 1 割自己負担ですが、その他の一般の方々は 3 割自己負担で医

療サービスを受けられます。 

 

一方、介護制度に就いては、2000 年に介護保険制度が施行になり、40 歳以上の

方々が介護保険料（月額約 5～6 千円）を支払います。そして、支援・介護が必要

と思われる場合は、お住まいの市町村の窓口に相談し介護認定を受け、ご自身が

以下の要支援 1～２、又は要介護 1～５のどの状態であるかの判定を受けます。 

 

その判定結果に拠り、保険で降りる介護費用の月額支給限度額が異なります。そ

してその限度額内で、年収 280 万円以上の所得の有る方は 2 割、年収 340 万円以

上の所得の有る方は 3 割自己負担、その他の一般の方々は 1 割自己負担で介護サ

ービスを受けられます。その際、英国と異なり、本人所有の金融・不動産資産等

の多寡は考慮されません。 

 

 状態 介護費用月額 

支給限度額 

要支援 1 日常生活は概ね可。要介護への進行予防・買い

物・家事・服薬・支払い等に支援要。  

約 5 万円 

要支援 2 日常生活能力が要支援 1 よりわずかに低下。機

能維持・改善の為、何らかの支援要。  

約 10 万円 

要介護 1 日常生活能力が要支援 2 より更に低下。排泄や

入浴等、部分介護要。 

約 17 万円 

要介護 2 日常生活能力が要介護 1 より更に低下。歩行・

起き上がりなどに部分的な介護要。 

約 20 万円 

要介護 3 日常生活能力が要介護 2 より著しく低下。立ち

上がり・歩行の自力では不可。排泄・入浴・衣

服の着脱等全面的介護要。 

約 27 万円 

要介護 4 要介護 3 より動作能力が著しく低下。日常生活

全般が介護無しではほぼ困難。 

約 31 万円 

要介護 5 要介護 4 より更に動作能力が低下。意思の伝達

も困難。介護無しでの日常生活不可。  

約 36 万円 

  

日本の医療・介護制度（補足資料） 
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このガイドブックの発行者は、英国在住の日本人高齢者を対象として、人生の終

末期を迎えるに向けての諸々の準備‐終活についてのウェブサイトを開設してい

ます。そのサイトの URL は以下の通りです。 

 

http://shukatsuweb.net 
 

そのサイトには、以下の項目に関して、英国と日本の両国の制度について解説さ

れています。 

 

医療介護制度 

不動産譲渡所得税 

相続税 

遺言書 

無遺言相続 

信託 

成年後見制度 

認知症 

終末期医療 

老後の住まい 

エンディングノート 

エンディングサービス 

 

皆さんには是非そちらのサイトもご覧頂き、ご自身やご家族の終活の参考にして

頂ければ幸いです。 

 

 

  

終活ウェブの紹介 
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「英国の介護制度 - 在宅とケアホームの介護費用について」 

 

 

 

編集・発行者 

終活アドバイザー(日本終活アドバイザー協会) 

高嶋 正明 

Email : masaaki.takashima@outlook.com 

Web : shukatsuweb.net 

 

 

 

 

 

「Shukatsu 終活」は高嶋正明の商標として英国特許庁 Intellectual Property 

Office に登録されています。 
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