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今回のテーマ：今後有料老人ホームは開設できるのか？

今回は、有料老人ホームについて取り上げます。有料老人ホームは平成18年4月の老人

福祉法改正や介護報酬改定等で、制度が大きく変わりました。（一部国会で審議中の事項が

ありますが、提出された法案通り施行されるという前提で書いております。ご了承下さい。）

これにより、平成18年4月以降は有料老人ホームでも住所地特例が認められたり、介護

サービスを外部に委託する有料老人ホームが新設される等、制度上は有料老人ホームの

開設が緩和されました。

しかし、近年、都道府県に有料老人ホームの開設が拒否されるケースが多く、果たし

て制度が変わった平成18年度以降、有料老人ホームが開設できるのか疑問に思う方も多

いと思います。

そこで今回は、「今後有料老人ホームは開設できるのか？」をテーマとし、制度改正や

開設のポイントを中心にまとめてみました。

■制度改正のポイント

冒頭で書いたように平成18年4月より有料老人ホームは大きく変わります。変わるの

は、①老人福祉法の改正、②介護保険法の改正、③介護報酬の改定で、各制度の概要は

下記の通りです。

①老人福祉法の改正概要

旧 新

(１)下記のいずれにも該当する施設 (１)下記のいずれかのサービスを提供してい

○常時10人以上の老人を入所させている施設 る施設

○食事の提供をしている施設 ○食事の提供をしている施設

○介護の提供をしている施設

○洗濯、掃除等の家事を提供している施設

○健康管理をしている施設

ただし、下記の施設を除く

◇老人福祉施設

◇認知症対応型グループホーム

◇高齢者専用賃貸住宅のうち、住戸面積が

25㎡以上(一定の場合18㎡以上)で、各住
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戸内に台所、便所、収納設備、洗面設備

及び浴室を有していて、食事の提供等を

行っているもの

②介護保険法の改正概要

旧 新

(１)特定施設入居者生活介護（以下、特定施設と (１)特定施設の対象施設

いう。）の対象施設 ○有料老人ホーム

○有料老人ホーム ○ケアハウス

○ケアハウス ○高齢者専用賃貸住宅のうち、住戸面積が

25㎡以上(一定の場合18㎡以上)で、各住

戸内に台所、便所、収納設備、洗面設備

及び浴室を有していて、食事の提供等を

行っているもの

○養護老人ホーム(外部サービス利用型の

み)

(２)特定施設の類型 (２)特定施設の類型

○特定施設入居者生活介護 ○介護専用型特定施設入居者生活介護

入居定員が30人以上で、入居者が要介

護者(要介護１～５)に限定された施設

○地域密着型特定施設入居者生活介護

入居定員が29人以下で、入居者が要介

護者(要介護１～５)に限定された施設

※ 地域密着型には要支援者(要支援１・

２)を対象とする施設はない

○混合型特定施設入居者生活介護

入居定員が30人以上で、要支援者(要支

援１・２)と要介護者(要介護１～５)の両

方が入居できる施設

(３)住所地特例は適用されない (３)住所地特例

特定施設についても住所地特例が認められ

る。（既存施設については平成18年4月1日以降

に入所した場合に適用される。）
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(４)特定施設の指定拒否 (４)特定施設の指定拒否

本来は指定基準を満たしている施設は特定施設 指定上限規制が設けられ、介護専用型及び

に指定される。(＝開設できる) 混合型については都道府県が定めた利用定員

ただし、厚生労働省が定めた参酌標準（特定施 総数を超える場合、地域密着型については市

設は認知症対応型ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑと併せて65歳以上高 町村が定めた利用定員総数を超える場合には

齢者のおおむね0.3％が目標値）を超えている事 指定しない事ができるようなった。

を理由に拒否されるケースが多い。

補足 高齢者専用賃貸住宅と特定施設の関係

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（「高齢者居住法」）という法律が平成13年10月から全面

施行されました。同法は高齢者であることを理由に入居が拒否されない賃貸住宅を供給・整備する

事を目的としています。そして、高齢者の入居を拒まない賃貸住宅のうち、専ら高齢者を賃借人と

する賃貸住宅を「高齢者専用賃貸住宅」といいます。高齢者専用賃貸住宅として都道府県（または

都道府県が指定した機関、以下同じ。）に登録すれば、入居を希望する高齢者に対して都道府県が

賃貸住宅の情報を提供してくれます。

また、高齢者向け優良賃貸住宅という制度もあります。これは高齢者専用賃貸住宅のうち、居室

面積が25㎡以上(一定の場合18㎡以上)で、各住戸内に台所、便所、収納設備、洗面設備及び浴室を

有しており、緊急通報サービスを提供する事等を条件に都道府県から認定を受ける制度で、認定が

受けられると建設・改良費補助、家賃対策補助、税制・融資の優遇措置等が受けられます。

高齢者専用賃貸住宅と特定施設の関係をまとめたのが下図です。

高齢者専用賃貸住宅

高齢者向け優良賃貸住宅

特定施設の指定を受けた高専賃

③介護報酬の改定

旧 新

(１)特定施設の報酬単位 (１)特定施設の報酬単位 (30日換算)

要支援 238単位／日 要支援１ 214単位／日 ( 6,420単位／月)

要介護１ 549単位／日 要支援２ 494単位／日 (14,820単位／月)

要介護２ 616単位／日 経過的要介護 214単位／日 ( 6,420単位／月)

要介護３ 683単位／日 要介護１ 549単位／日 (16,470単位／月)

要介護４ 750単位／日 要介護２ 616単位／日 (18,480単位／月)

要介護５ 818単位／日 要介護３ 683単位／日 (20,490単位／月)

[加算項目] 要介護４ 750単位／日 (22,500単位／月)

機能訓練体制加算 12単位／日 要介護５ 818単位／日 (24,540単位／月)
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[加算項目]

夜勤看護体制加算 10単位／日

個別機能訓練加算 12単位／日

外部サービス利用型の限度単位

＜基本部分＋出来高部分の限度額＞

要支援１ 4,970単位／月

要支援２ 10,400単位／月

経過的要介護 6,505単位／月

要介護１ 16,689単位／月

要介護２ 18,726単位／月

要介護３ 20,763単位／月

要介護４ 22,800単位／月

要介護５ 24,867単位／月

※ 外部サービス利用型は特定施設が外部のサ

ービス提供事業者と契約し、介護を提供する。上

記報酬は特定施設に支払われ、外部サービス提供

事業者は特定施設より委託料を受け取る。

■介護付き有料老人ホームの新規開設

介護付き有料老人ホームとは特定施設の指定を受けた有料老人ホームのことをいいま

す。

平成18年度介護報酬改定では特定施設の報酬単位は据え置かれました。（上記参照）

また、特定施設の対象が拡大されたことに伴い、高齢者専用賃貸住宅＋外部サービス

利用型特定施設の指定を受けるという選択肢や、今まで有料老人ホームとして届け出し

ていなかった少人数の高齢者住宅についても地域密着型特定施設として指定を受けると

い選択肢が増えました。

しかし、制度が整ったからといって、実際に特定施設の指定を受けられる訳ではあり

ません。

②介護保険法の改正概要(4)特定施設の指定拒否に書いたように、平成18年4月以降は

指定上限規制が設けられました。指定拒否の根拠となる利用定員総数は、平成18年度～

平成21年度の整備計画を決める第３期介護保険事業計画に盛り込まれます。

この第３期介護保険事業計画は、第２期介護保険事業計画では41％だった参酌標準（要

介護認定者数に占める介護保険３施設及び居住系サービス利用者の割合）を37％以下に

する事を前提に作成されます。

つまり、第２期介護保険事業計画の段階ですでに新規開設を拒否されている地域では、

今後も新規開設は事実上できないということです。
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■住宅型有料老人ホームの新規開設

住宅型有料老人ホームとは食事の提供等の生活支援サービスを行う施設をいいます

が、特定施設の指定は受けていないので、介護の必要が生じた時は、訪問介護や通所介

護などの居宅サービスを利用します。

住宅型有料老人ホームの入居時の要件は下記のいずれかによりますので、入居時の要

件を「入居時要介護」として、要介護者のみを入居させ、居宅サービスの利用限度額の

範囲で居宅サービスを利用する方法をとることで、実質的には特定施設と同じようなホ

ームを運営することが制度上は可能です。

○住宅型有料老人ホームの表示事項

入居時自立 入居時において自立である方が対象です。

入居時要介護 入居時において要介護認定を受けている方（要支援認定を

入居時の要件 受けている方を除く）が対象です。

(右のいずれかを 入居時要支援・要 入居時において要支援認定又は要介護認定を受けている方

表示) 介護 が対象です。

入居時自立・要支 自立である方も要支援認定・要介護認定を受けている方も

援・要介護 入居できます。

介護保険（右の事 在宅サービス利用 介護が必要となった場合、介護保険の在宅サービスを利用

項を表示） 可 するホームです。

平成18年3月31日厚生労働省老健局発「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」より抜粋

住宅型有料老人ホームは第３期介護保険事業計画の整備計画には含まれていません

し、都道府県や市町村にも指定拒否権はありませんので、今後も新規開設はできます。

しかし、住宅型有料老人ホームに対して居宅サービスを提供していく方法をとると、

入居者に対するケアプランは、①同一の事業所の利用が多い、②サービス種類数が少な

い、③利用限度額ギリギリまで居宅サービスを利用する等の傾向が強くなります。

保険者（市町村）は介護サービス事業所に対して、不適正なサービス提供や過度の利

用者掘り起こし等がないか実地指導を行っていますが、厚生労働省は保険者に対して下

記に該当する事業所を優先して実施指導するよう通知しています。

実施指導対象事業所

○居宅介護支援事業所のサービス計画において、支給限度額割合が全般的に高く、同一法人比率が

高く、サービス種類数が少ない事業所・施設

○居宅サービス事業所と共謀した囲い込みにより必要以上の過剰なサービスを提供している可能性

がある事業所・施設

○通所介護等で利用者が平均より重度の要介護度に偏っている事業所・施設

○重度の要介護者を集め、隣接する共同住宅等から通所介護に通わせているなど、施設に類似した
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サービスの提供が行われている可能性がある事業所・施設 等

平成18年3月13日全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料より抜粋

厚生労働省は、住宅型有料老人ホームの入居者に対して、隣接する場所から通所介護

や訪問介護等の居宅サービスを提供している事業所に優先して実地指導に入れと指示し

ているのがわかります。

察するに、介護専用型や混合型は法律で指定拒否権を与えることで新規開設を制限し

ましたが、住宅型については指導を強化していくことで新規開設を制限しようとしてい

るのだと思います。

また、居宅サービスの利用限度額（下記参照）は外部サービス利用型の利用限度額よ

り高く、出来高で算定するサービス報酬を見ても外部サービス利用型は居宅サービスの

90％となっています。

つまり、保険者（市町村）から見ると、要介護者のみ入居させている住宅型有料老人

ホームで特定の事業所の居宅サービスしか提供していない施設であれば、外部サービス

利用型特定施設として指定した方が負担が少なくなるのです。

まだ、住宅型有料老人ホームに対して外部サービス利用型特定施設の指定を受けるよ

う指導されたという話は聞いていませんが、そのうちあり得るかもしれません。既存す

る住宅型有料老人ホームに対して外部サービス利用型特定施設の指定を受けるよう指導

するということは、ただでさえ少ない特定施設の利用定員総数がさらに減ることになり、

その結果、新規参入は一層難しくなる可能性があります。

居宅サービスの利用限度額

要支援１ 4,970単位 要介護１ 16,580単位

要支援２ 10,400単位 要介護２ 19,480単位

要介護３ 26,750単位

要介護４ 30,600単位

要介護５ 35,830単位

最後にまとめると、介護付き有料老人ホームは介護専用型、混合型かを問わず新規開

設が難しく、住宅型については指定上限規制はないので開設はできますが、開設後に過

度と思われる居宅サービスを提供をするとすぐに実地指導の対象となる為、ケアプラン

の作成等には十分気をつける必要があると言えます。

平成１８年４月１８日

西岡秀樹税理士事務所
http://www013.upp.so-net.ne.jp/nishioka/
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