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「サービス付き高齢者向け住宅」の概要 

行政による新制度推進施策 

今後の高齢者住宅市場への影響 
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（１）制度創設の背景 

①単身高齢者・夫婦のみ世帯が安心して暮らせる賃貸住宅の確保が急務に 

 高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医療

と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保することが極めて重要であ

るにもかかわらず、サービス付きの住宅の供給は、欧米各国に比べて立ち後れているのが

我が国の現状でした。 

 

◆高齢者単身・夫婦世帯の増加 

●2010 年から 2020 年の 10 年間で、 

高齢者人口 約 2,900 万人 ⇒ 約 3,600 万人 

高齢者単身・夫婦世帯 約 1,000 万世帯 ⇒ 1,245 万世帯 

 

◆全高齢者における介護施設・高齢者住宅等の定員数の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国土交通省は、2020 年までにサービス付き住宅の割合を３～５％に高めるための主要施

策として、「サービス付き高齢者向け住宅」を創設しました。 

 サービス付き高齢者向け住宅の供給促進については政府の新成長戦略にも盛り込まれて

おり、今後 10 年間で 60 万戸を目標に整備する方針を示しています。 

「サービス付き高齢者向け住宅」の概要 

サービス付き高齢者向け住宅制度の創設とその背景      
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②既存３施設では受け皿として不十分 

「サービス付き高齢者向け住宅」制度創設に伴い、高齢者円滑入居賃貸住宅（高円賃）、

高齢者専用賃貸住宅（高専賃）、高齢者向け優良賃貸住宅（高優賃）のいわゆる既存３施設

は廃止され、サービス付き高齢者向け住宅に一本化されます。また、有料老人ホームも基

準を満たせば登録が可能となります。 

 新たに創設される制度に一本化される背景には、各施設の管轄がわかりづらかったこと、

また既存３施設に対するさまざまな問題点が指摘されていた点等が挙げられます。創設さ

れたサービス付き高齢者向け住宅は、これらの問題点を改善したものなのです。 

 

◆高齢者住宅制度の問題点 

住宅類型 問題点 

高円賃 
●床面積は原則 25 ㎡だが 18 ㎡未満が約１割、25 ㎡未満が約３割 

●バリアフリー化は 20％未満で、一般の賃貸住宅と同水準 

高専賃 

●登録を行っていない物件が高専賃を名のっても処罰規定なし 

●有料老人ホームとしての規制が適用されない高齢者専用賃貸住

宅（＊）に対して行政の関与が薄い 

●前払家賃以外の保全義務なし 

高優賃 ●介護や生活支援サービスは外部の事業者が提供 

有料老人ホーム 
●権利金等の位置づけが各施設によって不明確 

●家賃前払金の返還ルールが不明確 

（＊）①各戸 25 ㎡以上であること（原則）、②各戸に水洗便所、洗面設備等を備えていること（原則）、

③前払家賃の保全措置を講じていること（これ以外の前払金については保全義務なし） 

 

（２）サービス付き高齢者向け住宅制度の創設 

「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）」の改正法案が、４月 27 日の

参議院本会議にて可決され、国会を通過しました。この改正案の国会通過により、今後「サ

ービス付き高齢者向け住宅」制度の具体的実施に向けて、施行令等が制定され、11 月頃に

は施行となる見込みです。今後増加する高齢者世帯は、医療や介護を要するケースが多い

と考えられる一方で、既存の施設だけですべて受け入れることは困難であるという懸念が

ありました。 

 そこで、国土交通省と厚生労働省がタッグを組んで、高齢者の住まいの安全を確保する

取り組みが強化され、今回の制度創設もその一環となっています。 
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（１）「サービス付き高齢者向け住宅」の概要 

「サービス付き高齢者向け住宅」制度は、既存の３施設の問題点を是正しており、不明確

だった部分は改善され、より基準が厳格化されています。 

 

◆サービス付き高齢者住宅の概要 

 

【国土交通省・厚生労働省共管の制度】 

①登録対象 ●賃貸住宅もしくは有料老人ホームが基準を満たして都道府県に

登録 

②登録基準 ●床面積（原則 25 ㎡以上）、便所、洗面設備等の設置、バリアフリ

ー化 

●最低限、安否確認と生活相談サービスの提供 ⇒ 義務化 

●前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること 

 ⇒ 追加 

③事業者の義務 ●登録事項の情報開示 

●契約前の書面での説明 

●誇大広告の禁止 

④優遇措置 ●建築・改修費の直接補助・課税面の優遇措置・融資要件の緩和等

⑤指導監督  ⇒ 強化 

●住宅管理やサービスに関する行政の指導監督強化（報告徴収・立

入検査・指示等） 

 

 

「サービス付き高齢者向け住宅」とは     
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（１）登録しなければならない事項とその基準 

 サービス付き高齢者向け住宅の登録事項については、生活支援サービスを提供している

既存の高専賃を参考に改正され、登録した法人の役員の氏名などが追加されました。 

 新たに法人役員氏名等の登録が必要になったことについては、開設主体である法人にか

かる責任を明確化するとともに、役員にこれらを認識させる趣旨であると推測されます。 

 これは、国土交通省と厚生労働省の共管によって、改正法を根拠とした新たな制度につ

いて、備えるべき施設とサービスの基準を満たす施設として、行政による指導監督と罰則

でその枠組みを推進しようという考えの表れだといえます。 

 

◆サービス付き高齢者向け住宅の登録事項 

●商号、名称または氏名及び住所 

●事業所の名称および所在地 

●法人である場合にはその役員の氏名 

●未成年者である場合は、その法定代理人の氏名、住所 

●位置  ●戸数  ●規模  ●構造および設備  ●入居者の資格に関する事項 

●入居者に提供する高齢者生活支援サービス（状況把握サービス、生活相談サービスそ

の他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスであって国土交通省令、厚

生労働省令で定めるもの）の内容 

●事業者が入居者から受領する金銭に関する事項 

●入居期間中に受領する家賃など（家賃または生活支援サービスの対価）の全部もしく

は一部を前払い金として一括受領する場合、その概算額と事業者が返済責務を負うこ

ととなる場合に高ずる保全措置に関する事項 

●入居開始時期 

●入居に対する保険・医療・介護サービスの提供を外部と連携する場合には、連携と協

力に関する事項 

●その他国土交通省令、厚生労働省令で定める事例 

 

 一方、登録基準をみると、特に入居契約に関する基準については、消費者保護を目的と

して、前払金の対象範囲、および算定と返還に関するルールを明確化することなど、保全

措置を講じることも含め、高専賃と比較して相当厳しいものになったといえます。 

厳格化された登録事項および登録基準     
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◆サービス付き高齢者向け住宅の登録基準 

対象区分 基準の内容 

住宅（ハード面） 原則 25 ㎡以上（*）、トイレ・洗面設備の必置、バリアフリー化 

サービス 
高齢者生活支援サービスの提供（安否確認、生活相談は必須） 

例）食事の提供、清掃や洗濯の家事援助等 

契約 

●書面による契約、居住部分の明示、権利金等の金銭授受の禁止（敷

金・家賃等を除く）、前払金・返還金額の算定方法の明示 

●契約日から 90 日以内の解約の場合（入居者死亡終了を含む）の

前払金一部返還（解約までの家賃・サービス対価を控除した残額）

●入居者の長期入院など事業者の一方的都合による居住部分の変

更（居室の移動等）や解約の禁止 

その他 都道府県における高齢者居住安定確保計画に照らして適切である 

（*）居間、食堂、台所その他の部分について共同利用に十分な面積を有する場合は 18 ㎡以上 

 

（２）登録は公募制で総量規制の可能性も 

 今後、国土交通省 高齢者等居住安定化推進事業の枠組みの中で、サービス付き高齢者

向け住宅として登録する高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームを整備するものに対し

公募が実施されます。 

 この公募に関しては、６月以降に説明会を開催し、詳細要件を含めて周知するとしてい

ます。登録を計画している事業者は、国土交通省から公表される説明会スケジュールを確

認する必要があります。 

 

 留意すべき点は、改正法により自治体による総量規制が可能となったことです。施設の

適正配置を理由にして指定を拒否できる権限が与えられたことにより、高齢者住宅が競合

する地域では、新設が拒否される可能性がありますので、登録を検討している事業者は、

早い段階での検討が求められます。 
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（１）建築費の 10 分の 1 を国が直接補助 

 サービス付き高齢者向け住宅は、国土交通省の「高齢者等居住安定化推進事業」の対象

となり、登録すれば新築の場合は建築費の 10 分の１（１戸当たり 100 万円を上限）、改修

の場合で３分の１（同）を国が直接補助します。国交省は、高齢者等居住安定化推進事業

2011 年度予算案で 2010 年度の約倍額となる 325 億円を計上し、今後 10 年間で 60 万戸を

整備する方針を打ち出しています。 

 具体的な要件と補助率については、下記のとおりです。 

 

◆高齢者等居住安定化推進事業 補助金（案）の概要 

【要件】 

①住宅に関する 

 要件 

●原則 25 ㎡以上（共同利用の居間、食堂、台所等が十分な面積を

有する場所は 18 ㎡以上） 

●原則、台所、水洗便所、収納設備、浴室の設備 

●原則３点以上のバリアフリー化（手すりの設置、段差の解消、

廊下幅の確保） 

②サービスに関する 

 要件 

●緊急通報及び安否確認サービス 

●次のいずれかの者が日中常駐していること 

 ●社会福祉法人、医療法人又は居宅介護サービス事業者の職員

 ●ヘルパー２級以上の資格を有する者 

 上記の者が常駐するために必要なスペースを設けること 

③その他の要件 ●原則高齢者専用賃貸住宅として 10 年以上登録すること 

●高齢者居住安定確保計画等地方公共団体との整合等を地方公共

団体が確認したもの 

 

【補助率】 

新築：建築費の 10 分の１（上限 100 万円／戸） ①住宅部分 

 改修：改修費の 3 分の 1（上限 100 万円／戸） 

新築：建築費の 10 分の１（上限 1,000 万円／施設） ②高齢者生活支援部分 

（介護事業所など） 改修：改修費の 3 分の１（上限 1,000 万円／施設） 

行政による新制度推進施策 

国による新制度推進の各種施策     
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（２）税制優遇による推進 

 税制面では、国などの補助金を受けていることを条件に、所得税、法人税、固定資産税、

不動産取得税が優遇されます。所得税・法人税はともに建物の割増償却が可能となり、固

定資産税、不動産取得税は減額措置となります。不動産取得税の優遇は初の試みであり、

サービス付き高齢者向け住宅の整備促進は、重要な位置づけであることがわかります。 

 固定資産税と不動産取得税の減税額は、次ページの試算のとおり、５年間で 1,241 万円

と非常に大きな効果となります。 

 

◆税制による支援措置（案）の概要 

＊2013 年 3 月までの時限措置であり、賃貸住宅のみを対象とする 

【所得税・法人税】 

●当初５年間 

 ⇒ 割増償却率を 28％（耐用年数が 35 年以上であるものについては、40％） 

●要件 

 ●床面積が１戸当たり 25 ㎡以上（専用部分のみ） 

 ●10 戸以上 

 

【固定資産税】 

●当初５年間 

 ⇒ 税額を３分の１とする 

●要件 

 ●床面積が１戸当たり 30 ㎡以上（共有部分も含む） 

 ●５戸以上 

 ●国などから建設費補助を受けていること 

 

【不動産取得税】 

●家屋 

 ⇒ 課税標準から１戸当たり 1,200 万円控除 

●土地 

 ⇒ 家屋の床面積の２倍にあたる土地面積相当額の価格を減額 

●要件 

 ●床面積が１戸当たり 30 ㎡以上（共有部分も含む） 

 ●５戸以上 

 ●国などから建設費補助を受けていること 
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◆固定資産税・不動産取得税における減税額試算 

前提条件 

●30 戸（１戸当たり床面積 30 ㎡） ●敷地面積：800 ㎡ 

●１戸当たり建築費：900 万円 ●土地取得費：1億円 

 

 優遇措置なし 優遇措置あり 減税額 

年間固定資産税  227 万円  76 万円  △ 151 万円 

家屋：不動産取得税  486 万円  0 円  △ 486 万円 

土地：不動産取得税  90 万円  0 円  △ 90 万円 

初年度合計  803 万円  76 万円  △ 727 万円 

5 年間合計  1,585 万円  344 万円  △ 1,241 万円 

（＊）国土交通省の試算 

 

（３）融資関連の支援措置 

 融資については、サービス付き高齢者向け住宅に対する住宅金融支援機構の融資要件が

緩和されます。ただし、融資に関する優遇措置は、国などの補助金を受けていることが要

件となっているため、交付金対象となっていない場合は優遇を受けられません。 

 

◆融資関連の支援措置 

●サービス付き高齢者向け住宅に対する住宅金融支援機構の賃貸住宅融資の実施と要件

の緩和（＝専用部分に台所や浴室などを設けていない場合でも別担保の設定不要） 

●サービス付き高齢者向け住宅の家賃の前払金について、民間金融機関のリバースモー

ゲージ（＊）を、住宅金融支援機構の住宅融資保険の対象に追加 

（＊）リバースモーゲージ（死亡時一括償還型融資）： 

   自宅を担保にして金融機関から借入れ、死亡時に不動産の売却によって返済する仕組み。 
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（１）既存の高齢者住宅が進むべき方向 

 今回の改正法案の成立により、既存の高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高専賃、高齢

者向け優良賃貸住宅（高優賃）制度が廃止され、サービス付き高齢者向け住宅制度に一本

化されます。移行に際しては、当初、国は経過措置を設ける方向でしたが、経過措置は定

めないこととなりました。 

 これにより、既存の高専賃などは、法案が成立してから施行されるまでの６ヶ月以内に

新制度の基準を満たしてサービス付き高齢者向け住宅の登録をしなければ、単なる賃貸住

宅になってしまいます。そのため、移行を目指す高専賃は準備を急ぐ必要があります。 

 

◆今後の注目点 

●適合高専賃がサービス付き高齢者向け住宅に登録できない場合の届出 

 ⇒ 有料老人ホームの届出が必要となるのか 

●サービス付き高齢者向け住宅の特定施設入所者生活介護の指定 

 ⇒ 適合高専賃は指定となっていたが、対象となるのか 

 

 

（２）有料老人ホームが移行する場合のポイント 

 サービス付き高齢者向け住宅の登録対象には、基準を満たした高専賃等だけではなく、

有料老人ホームも含まれます。しかし、有料老人ホームが前述の基準をクリアして、登録

対象になることは相当厳しく、登録できる事業者は限定されそうです。 

 登録基準のうち、有料老人ホームにとって困難な基準は、前払金に関わる基準内容を満

たすことです。 

今後の高齢者住宅市場への影響 

高齢者住宅市場に与えるインパクト     
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◆契約に関する基準 

●家賃やサービス対価の前払金を受け取る場合、算定の基礎と返済義務を負う場合にお

ける返還金額の算定方法を明示 

●家賃やサービス対価の前払金の返済義務を負う場合に備えて保全措置が講じられている 

 

 既存の有料老人ホームでは、入居一時金として、権利金や建設協力金名目で多額の前払

金を受け取っているところがほとんどですが、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準に

おいては、これら権利金や建設協力金を前払家賃に組み込まなければなりません。 

 その結果、入居希望者から選ばれなくなる状況も想定されることから、有料老人ホーム

がサービス付き高齢者向け住宅の登録基準を満たすためには、入居一時金を中心に、抜本

的な契約の見直しを迫られる可能性があります。 

 

◆入居一時金の見直しイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（＊）日経ヘルスケア編集部作成資料より引用 

 

家賃の前払い分 

介護や食事などのサー

ビス対価の前払い部分

保険相当部分 

廃止 

もしくは

３つの 

料金の 

いずれかに

組み込む権利金・建設協力金 など 
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（３）指導監督と罰則の強化 

 今回の改正で、行政による指導監督と罰則が強化されました。既存の高専賃の場合、都

道府県は運営状況に関して報告を求めたり、必要に応じて助言や指導を行ったりすること

が可能でした。 

 これに加えて、新制度では、立入検査や質問が出来るように改正されました。罰則も強

化され、高専賃の場合は、都道府県の報告などに応じない事業者に対する過料が 10 万円以

下だったのに対し、法改正後は、30 万円以下の罰金が科せられることになりました。また、

改正法では、サービス付き高齢者向け住宅に類似した呼称の使用を禁じる、いわゆる名称

独占権を定めています。 

 これら強化の意味するところは、入居する高齢者の保護を強化するという点は当然なが

ら、一方で登録事業者に国のお墨付きを与え、登録していない事業者との差別化を図るこ

とにあります。 

 

◆罰則強化の項目 

●「高齢者の居住の安定確保に関する法律」 

・第八十条より抜粋（一部略） 

 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

①不正の手段によって登録を受けた者 

②規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

③名称の不正使用、都道府県の助言指導に従わなかった者 

④規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

⑤都道府県による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

⑥規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者 

⑦規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載を

し、又は帳簿を保存しなかった者 

⑧規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止した者 

 

（４）有料老人ホームとの競合と新制度の進むべき方向 

 サービス付き高齢者向け住宅制度の創設によって、今後の高齢者住宅市場はどのように

変わるのでしょうか。 

 可能性として考えられるのは、サービス付き高齢者住宅の新規参入組と既存の高専賃か

らの移行組、また有料老人ホーム運営事業者間の競合です。サービス付き高齢者向け住宅

の登録対象には、有料老人ホームも含まれますが、登録基準を満たせずに対象とならない

有料老人ホームが相当数出てくると予想されます。これら事業者との間で、価格や提供サ
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ービスで差別化を図ろうとする動きが生じるでしょう。 

 したがって、既存の高専賃から移行するものも含めて、サービス付高齢者向け住宅は、

より魅力あるサービスの提供を目指す必要があるとともに、有料老人ホームでは独自のサ

ービスを開発する取り組みが求められるようになるといえます。 

 

 平成 19 年の第５次医療法改正によって、医療法人も高専賃の開設主体となることが可能

となりました。制度を推進する各種施策に魅力を感じた医療法人や、そのほかの社会福祉

法人、ＮＰＯ法人、大手不動産会社、民間事業者などが高齢者住宅市場へ参入してくる公

算が大きいため、どの開設・運営主体が消費者のニーズをいち早くつかんで勝ち組になる

のか、今後の動向が注目されるところです。 

 

 

◆今後のサービス付き高齢者向け住宅の向かうべき方向 
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