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＊子供の独立、本人・配偶者の病気・介護・死別
＊英国に住み続けるか、日本に帰るか
＊便利な都会か、環境が良く安い地方か
＊一戸建てか、フラットか、分譲か、賃貸か、施設に入居か
＊自立型か、医療・介護・生活支援サービス付きか

英国・日本の老後の住まいについて

これまで、及び今後起こり得る
環境・ライフスタイルの変化に対応
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英国の老後の住まいについて

2018年12月
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自宅
ケアホーム

（介護サービス
付き）

ナーシングホーム

（介護・看護サー
ビス付き）

英国の老後の住まいについて

リタイアメント
アパートメント
（管理人付き）
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ホスピス

（終末期・緩和サー
ビス付き）



英国の老後の住まいについて

英国ケアホーム
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＊ケアホーム市場は￡15.9bn（約2兆4千億円/年）
＊ケアホーム入居者数約41万人
＊ケアホームプロバイダーは英国全体で約5,500社。高齢者向けに11,300施設を提供
＊95％は民間・NPO経営、5%は地方自治体経営
＊介護費用自己負担者の介護費用は￡846/週、￡44,000/年、地方自治体経営のケア
ホームの費用は￡621/週、￡32,000/年（民間経営の方が約38％高い）

出典 : CSA(Competition & Markets Authority) Care homes market study – Nov 2017

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a1fdf30e5274a750b82533a/care-homes-market-study-final-report.pdf


英国の老後の住まいについて

英国ケアホーム

＊ケアホームの平均部屋数は40部屋、利用率約90%
＊ケアホームの部屋数は最大60～70までが望ましい。さもないと、ケアホームとしての
個人的・家庭的な雰囲気が削がれる懸念有り

＊ケアホーム入居者の費用負担の形態
費用全額自己負担（Self-Funding)……………..…41%
地方自治体の一部費用補助（LA-Funding）….49%
NHS負担(NHS-Funding）………………………………..10%

6出典 : CSA(Competition & Markets Authority) Care homes market study – Nov 2017

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a1fdf30e5274a750b82533a/care-homes-market-study-final-report.pdf


英国の老後の住まいについて

英国ケアホーム

＊英国には高齢者向けケアホームは11,109件あり、
その42％ - 4,632件はナーシングホームとして登録さ
れている
＊英国ケアホームの入居者は約41万8千人（2016)で、
英国の65歳以上の4%、85歳以上の15％を占める
＊ケアホームの入居者の約40％（約16万7千人）が
認知症ケアを受けている

7出典 : https://www.mha.org.uk/get-involved/policy-influencing/facts-stats/

https://www.mha.org.uk/get-involved/policy-influencing/facts-stats/


英国の老後の住まいについて

CQC (Care Quality Commission)

英国の医療・介護施設（ケアホーム・

病院・在宅看護・医者・歯科医・精神

科医等）の運営、即ち、サービスの安

全性・効率・優しさ・品質を管理・評価

し、改善を促す独立した機関

https://www.cqc.org.uk/
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https://www.cqc.org.uk/


英国の老後の住まいについて

CQC Jan 2017 の英国9,460件の高齢者向け
ケアホームの評価結果

非常に良いOutstanding……………83件（0.9%)
良いGood…………………………. 5,478件（57.9%)
要改善Requires improvement2,519件（26.6%)
不適格Inadequate…………………….266件（2.8%)
未調査Not inspected yet………1,114件（11.8%)

9出典 : CSA(Competition & Markets Authority) Care homes market study – Nov 2017

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a1fdf30e5274a750b82533a/care-homes-market-study-final-report.pdf


英国の主な公的補助（2021/2022 Tax Year)

1) Attendance Allowance(高齢障がい者手当)
2) Personal Independence Payment(自立支援補助)
3) Carer’s Allowance(介護者手当）
4) Nursing & Medical Care(医療看護費用)
5) Continuing Health and/or social care(継続的医療・介護)
6) Registered nursing care contribution(ナーシングケア補助)
7) 高齢者に対する公的介護費用補助

英国の老後の住まいについて
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https://shukatsuweb.net/medicalcare/ukmedicalcare

https://shukatsuweb.net/medicalcare/ukmedicalcare
https://shukatsuweb.net/medicalcare/ukmedicalcare


高齢者に対する公的介護費用補助

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

￡23,250未満
￡14,250以上

資産の￡250毎に￡1/週が収入に加算。
（￡14,250は￡1/週が、￡23,250は￡36/週
が収入に加算）

自身の収入を上限に
自己負担。自身の収
入を超えた分が、公
的補助される￡14,250未満 収入に加算されない

収入：年金、公的手当、家賃収入、配当・利息等
資産：不動産、動産（車・貴金属・美術品）、金融資産、トラスト、株式等

Personal Expenses Allowance
として、￡24.90/週は本人に

確保される。

英国の老後の住まいについて
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＊2022年4月からNI Contributionを1.25% 引き上げ、2023年4月からHealth and Social Care Levy 
として1.25%の新税を設定

＊2023年10月から生涯介護費用個人負担額の上限￡86,000を設定し、その上限に達した以

降の介護費用は公費負担（Care Homeの入居費・食費・水道・光熱費・管理費等は除く）

＊個人の資産に基づいて介護費用の個人負担と公的負担を以下の様に変更

介護費用 現行制度
（2023年9月まで）

新制度
（2023年10月以降）

全額自己負担の個人資産額 ￡23,250以上 ￡100,000以上

一部自己負担・一部公的負担
の個人資産額

￡23,250未満
￡14,250以上

￡100,000未満
￡20,000以上

全額公的負担の個人資産額
（但し個人収入分は個人負担）

￡14,250未満 ￡20,000未満

英国の老後の住まいについて



高齢者に対する公的介護費用補助

財政(収入・資産)調査(Financial Assessment-Means Test)で、本人の自宅は以下の
場合は、資産には含まれない

＊Home Care(在宅介護)で、本人が自宅に居住している場合
＊本人はCare Homeに入居しても、現在又は過去のパートナーが居住している場合
＊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
＊18歳未満の扶養家族が居住している場合
＊上記にあてはまらない場合で、ケアホームに入居後最初の12週間

英国の老後の住まいについて
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英国のケアホーム・介護費用の捻出方法（例）

1）介護費用の後払い制度（Deferred Payment Scheme）
2）自宅のダウンサイジング
3）自宅の賃貸
4）所有権譲渡制度（Equity Release)
5）資産の現金化
6）投資
7）私的介護保険（Care fee annuities)

（これらはあくまでもプランニングに利用する例で、どの選択肢が適切かは、各個人の状況により異なります。詳しくは最寄りのケア
フィープランニングの資格を持つファイナンシャルアドバイザーにお問い合わせください。）

英国の老後の住まいについて
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英国の老後の住まいについて

＊通常買い取り・価格は一般向けフラットの半額（?）
＊サービスチャージは高め

＊入居者の年齢制限有り（主に60歳又は65歳以上、パートナー55歳以上）

＊基本は自立した生活が出来る人向けで、看護・介護サービスは無し（在宅介護は可）

＊重度の認知症・要介護の人は、入居不可だったり、退去を求められる場合も有り

＊管理人は昼間常駐・24時間緊急SOSシステム有り

リタイアメントアパートメント
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リタイアメントアパートメント専用

検索インターネットサイト

Retirement Homesearch
Queensway House, 11 Queensway, New Milton
Hampshire BH25 5NR
Tel : 0333 321 4060
Email : enquiries@retirementhomesearch.co.uk
https://www.retirementhomesearch.co.uk/

リタイアメントアパート売買仲介専門。
30年の経験。イングランド・スコットランド・
ウェールズをカバーし、1,000件以上の

売り物件あり。

リタイアメントアパートメント
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https://www.retirementhomesearch.co.uk/


英国の老後の住まいについて

＊通常賃貸

＊入居費は、部屋代・３食・ソフトドリンク・掃除・洗濯・水道光熱費・管理費を含む

＊ケアホームによって介護費用は追加で、本人の要介護度によって異なる場合有り

＊ケアホームによって認知症の入居者はその程度によって追加料金の場合有り

＊費用自己負担(Self-Funding)でなく、資産・収入の少ない方で地方自治体の介護費用

の補助を受ける場合(LA-Funding)、より安価なケアホームに移るか、又は、Top-upフィー

の支払いを求められる場合有り

＊介護スタッフは通常24時間常駐

＊平均入居期間は2～3年

ケアホーム

17
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ケアホーム専用検索インターネットサイト

Carehome
Station Road, Hungerford RG17 0DY
Tel : 01488 684 321
https://www.carehome.co.uk

ケアホーム

英国全土、約17,600のケアホームをデータベース化。

地域・介護・看護・障がい・認知症・短期・長期介護・
デイケア・CQC Rating・経営形態

（民間・NPO・NHS・地方自治体）から検索可。

18

https://www.carehome.co.uk/


Types of care homes 

英国の老後の住まいについて
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https://youtu.be/yn__BMmLbEM

Who Pays for Care Home Fees?

https://youtu.be/U5qjRntuIew

https://youtu.be/yn__BMmLbEM
https://youtu.be/U5qjRntuIew
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介護依存度

高

中

低

日本の老後の住まいについて

医
療
依
存
度

自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

特別養護老人ホーム

介護療養型医療施設

介護老人保健施設

介護付有料老人ホーム

住宅型有料老人ホーム

ケアハウス グループホーム

サービス付き高齢者向け住宅

シニア向け分譲・賃貸住宅
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日本の老後の住まいについて

特別養護老人ホーム

＊公営（終身利用可）
＊低価格と手厚いサービスで人気
＊65歳以上・要介護３以上
＊入浴・排泄・食事などの日常生活の
介護・機能訓練・健康管理・療養上の世話
＊入居まで数年かかる場合有り
＊平均入所期間は3年10か月
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日本の老後の住まいについて

＊医師・看護師・介護士は常勤
＊手厚い医療ケアあり
＊医療法人の運営が殆ど
＊リハビリ施設あり
＊レクリエーション施設は少ない
＊胃ろう・たん吸引・インスリン治療等も対応
＊相部屋が殆ど
＊平均入所期間は1年数ヶ月

介護療養型医療施設
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介護老人保健施設

＊医師・看護師・リハビリ専門者常勤
＊公的な介護保健施設
＊要介護高齢者（要介護１以上）の
自宅復帰を目指す
＊リハビリ・栄養管理・食事・排泄・
入浴サービス有り
＊在宅復帰を目標とし、入居期間は
原則３－６か月
＊レクリエーション施設は少ない

日本の老後の住まいについて

24



日本の老後の住まいについて

＊入居条件は、原則として65歳以上の要介護者
＊看取り可能の施設が多い
＊食事・入浴・排泄等の介護サービス付き
＊レクリエーション施設も充実
＊費用は割高
＊都道府県から特定施設入所者生活
介護サービス施設の指定を受けている
＊介護専用型・混合型あり
＊混合型は自立者も入所可

介護付有料老人ホーム
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住宅型有料老人ホーム

＊60歳以上の自立者・要介護軽度の方が多い
＊レクリエーション施設・イベントが充実
＊外部の医療機関と連携
＊介護付き老人ホームより割安
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日本の老後の住まいについて

グループホーム

＊高齢者が専門スタッフの援助を受けながら、
5－9名の少人数で、一般住宅に共同生活
＊夫々の能力に応じて、料理・洗濯・掃除を
分担し、自立した生活
＊地域交流に重点
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日本の老後の住まいについて

ケアハウス

＊60歳以上の高齢者向け施設
＊一般型・介護型あり（A型・B型・C型）
＊食事・掃除・洗濯等の生活支援サービス、
軽度の介護サービスあり
＊要介護3以上は退去もあり
＊原則個室、レクリエーション施設多数
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サービス付き高齢者向け住宅

＊要介護度の低い自立者向け
＊利用者の状態に合わせてサービス内容を
決める
＊安否確認・生活相談・生活支援
＊自由度が高い
＊医療・介護は外部業者と連携
＊レストラン・温泉・シアタールーム付きもあり、
入居者同士の交流も盛ん
＊賃貸契約
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シニア向け分譲・賃貸住宅

＊60歳以上の自立したシニア向け
＊原則終身
＊コンシェルジュ・レストラン・ジム・シアター
が併設されている場合も多い
＊安否確認・緊急時対応可
＊医療・介護サービスは無い
＊分譲、又は賃貸可
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日本の老後の住まいについて

チェックポイント
＊環境（自然・公園）・利便性（駅・バス停・銀行・郵便局・病院・スーパー・
コンビニ等）
＊入居条件・身元引受人・退去条件（年齢・要支援・要介護度・認知症）
＊入居一時金（償却期間）、月額料金（家賃・食費・光熱費・管理費等）
＊居室・共同施設（コンシェルジュ・食堂・浴室・トイレ・談話室・レクリエー
ションルーム・リハビリ室等）
＊安否確認・医療・介護・認知症・持病・リハビリ・緊急対応体制・スタッフ
（医師・看護師・介護士）の人数（常勤・非常勤・昼間・夜間）
＊外部医療・介護施設との連携
＊運営団体の経営状態、倒産・施設閉鎖の場合の保証金返却の有無
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日本の老後の住まいについて

老人ホーム検索サイト

「みんなの介護」
https://www.minnanokaigo.com

有料老人ホーム掲載物件数約47,000件
利用者数・入居実績業界 No. 1

https://www.minnanokaigo.com/
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老人ホーム検索サイト

「みんなの介護」
https://www.minnanokaigo.com/
guide/type/

YouTube 動画での有料老人ホー
ムの種類・選び方・費用・受け入
れ条件・認知症対応・看取り等の
解説有り

https://www.minnanokaigo.com/guide/type/


詳細は、終活ウェブ > 老後の住まいについての項目を参照願います。
http://shukatsuweb.net

英国・日本の老後の住まいについて
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http://shukatsuweb.net/


以 上

ここに掲載した情報は、2018年12月時点で最新、且つ正確を期する様最大限の注意を払っておりますが、皆様が実際に判

断・行動される場合には、ご自身で確認されたり、専門家に相談される事をお勧めします。

皆さんには、英国と日本の医療介護制度も考慮の上、ご自身の終の棲家
を英国にするか日本にするか、ご自身が心と体が健康な内に十分に検討し
た上でご判断されることを祈念します。
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