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章立 
１章現状分析 
	 今の介護市場-人口の変化 
	 	 	 	 	 	 	 -介護者の定義 
	 	 	 	 	 	 	 -介護者の数 
	 	 	 	 	 	 	 -事業者の推移 
	 	 	 	 	 	 -介護政策 

 
今起こっている問題- 
今後おこる問題-介護者の数、国民負担（介護者の介護費用、全国民の税負担） 

 
２章介護待機者が存在する理由 
	  
３章減らす方法（シュミレーション） 
 
 
＜１章＞ 
 
【日本の人口変化】 
日本は世界の国々の中でも有数の高齢化進行社会の国である。２０１０年現在では０歳～ 
６４歳人口が９８,３０４千人、６５歳以上の人口が２９,４１２千人であるが、２０５５年 
の０歳～６４歳人口は５３,４６７千人で６５歳以上の人口は３６,４６３千人であると予 
測されている。したがって、６５歳以上のいわゆる高齢者と呼ばれる人口の割合は現在の

２３％（超高齢社会とされるのは２１％～）に対して、２０５５年には４０％まで増加す

ることを表していることになる 
 
  
 



 
出所：2005年までは総務省統計局「国勢調査」、2010年以降は国立社会保障・人口問題研
究所「日本の将来推計人口（平成 18年 12月推計）中位推計」  
 
【介護待機者の定義】 
 
厚生労働省が平成2 1 年1 2 月に発表した都道府県が把握している特養ホーム入 
所申込者数（重複除外）は4 2 万１千人である。今回の研究で扱う範囲はこの４２万１千人
のうち在宅での待機者は１９，９万人である。 
在宅での待機者は１９，９万人で全体の４７，２％を占めている。 
在宅でない待機者の入院・入所先は以下のようになっている。 

 

出所：平成２０年介護サービス施設・事業所調査結果の概況 



 
要介護３以上の待機者1 2 万人、介護保険施設（療養型施設、老健施設）以外の施設での待
機者1 0 万人を考慮すると、少なくとも2 0万人分の特養ホーム緊急整備が必要である。（＊
ただし研究では社会的入院、ケアハウス、在宅居住介護は除く） 
【要介護認定者の推移】 

 
資料：厚生労働省老健局「介護保険事業状況報告」 
現在、65歳以上の要介護（要支援）認定者数は年々増加していて、『6.4人に1人
（16％）は要介護（要支援）』となる。  
	 厚生労働省は将来推計として、2015年には19％（5.2人に1人）、2050年には
30％（3.3人に1人）という数字を発表しています。また、認知症の認定者数も
2050年には10％（10人に1人）と予想している。  
また現状要介護（要支援）の認定者の総数は、前月を1万人上回る479.7 万人、第１号保険
者に対する割合は約16.7％と前月と変わらなかったが、増加傾向にあることから、今後も同
割合は高まると見られる。また、保険給付決定状況を見ると、特定入所者介護サービス費、

高額介護サービス費を含む保険給付費の総額は、前月よりも約81億円マイナスの5743億円。
内訳をみると、特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費を除いた保険給付費の総

額は5429億円で、居宅（介護予防）サービス分は2772億円、地域密着型（介護予防）サー
ビス分は474億円、施設サービス分は2183億円となった。前月に比べると、居宅（介護予防）
サービス分を除き減少となった。このほか、特定入所者介護（介護予防）サービス費の給

付費総額は、前月より７億円少ない210億円、高額介護（介護予防）サービス費の給付費総
額は前月を５億円上回る104億円となり、介護予防に関しては伸長していることもわかった。  
なお、第１号被保険者１人あたりの要介護認定者の割合を見ると、割合が高いトップ５は、

多いほうから長崎県、徳島県、和歌山県、愛媛県、島根県の順に、逆に最も低いのは埼玉

県で、千葉県、茨城県、愛知県、静岡県の順で少なくなっている。  
（出所：厚生労働省『介護保険事業状況報告（暫定）（平成21年11月分） 

万人 



【介護サービス受給者数の推移】 
（人） 

 
出所：平成２０年度厚生労働白書 
 
介護サービス受給者は全体で３５６万２２５０人で、その内施設サービスの受給者は81万
４５７５人である。全体数は増加傾向にある。 
詳細の内訳は以下の通りである。 
介護保険サービスの受給者総数は323万6200人、サービス費用額は5963億2700万円で、前
年同月に比べてそれぞれ13万4300人、298億9900万円増加した。介護サービス受給者数を
サービス種別に見ると、居宅サービスでは、訪問介護が82万5700人(前年同月比2万9900人
増)、訪問看護が25万5800人(1万2100人増)、通所介護が100万8100人(6万8800人増)、短期
入所生活介護が28万8900人(1万9400人増)となった。また施設サービスでは、介護老人福祉
施設が44万1000人(7400人増)、介護老人保健施設が33万1400人(7900人増)、介護療養型医
療施設が8万6500人(6600人減)だった。地域密着型サービスでは、認知症対応型共同生活介
護(短期利用以外)が14万9700人(7800人増)、小規模多機能型居宅介護が4万2300人(8400人
増)。また、居宅介護支援は200万9400人(9万5200人増)だった。介護サービスの費用額を見
ると、居宅サービスが2647億9300万円(203億2300万円増)、施設サービスが2467億2700万
円(26億1000万円増)、地域密着型サービスが577億900万円(50億6100万円増)などとなった。 
 
 



 
【介護サービス事業者数】	  
か所	  

 
出所：平成２０年度厚生労働白書 
総事業者数は４６万８６８４か所である。また、そのうち施設サービスは２０万５１５４

か所で半数近くを占めている。全体数は増加傾向にある。 
この中で特別養護老人ホームを含む介護老人福祉施設と介護老人保健施設、介護療養型医

療施設の総施設数は以下のようになっている。 

 
出所：平成２０年介護サービス施設・事業所調査結果の概況 
 

カ所 



１世帯あたり介護費用が平均どの程度かかるのかを試算する。 
【現在の介護費用負担の試算】 
 
試算式は平均介護期間×平均介護費用でもとめる。  
 

以下の図は：生活保険文化センター介護が平成１８年に必要と考える期間を調

査したデータである。このデータから示されるように平均介護期間 170.8 カ月（14

年 3 カ月）である。また、介護期間として一番多いのが、10～15 年未満で 33.8％

です。長期化すればするほど、介護費用の負担も大きくなり、家計を圧迫して

いく。さらに、介護を理由に働き盛りの方が退職を迫られることも多く、平成

13 年～14 年の総務省の統計をみると、男性は 21,800 人・女性は 105,700 人も

の方が介護を理由に退職をしている。40 代～50 代の退職が目立つ。一般的に人

生で一番経済的負担が大きくなるこの時期に、現在よりも老人人口比率が低い

平成１３～１４年介護を理由に退職を迫られるというデータからも今後少子高

齢化が進むマクロトレンドを考慮しても介護による負担は増大するといえる。  

 
 



 

出所：生活保険文化センター   

平成１８年度 	 介護保険に関する全国実態調査   

【必要な平均介護費用】  

 

年 



出所：生活保険文化センター  
平成１８年度	 介護保険に関する全国実態調査  
 
 
これらのデータから１世帯あたりの平均介護費用を試算すると 
平均介護期間×平均介護費用＝１７０．８カ月×１９．０万円 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＝３，２４５万円 
となる。 
【現行の介護保険】 
そもそも. 介護保険とは慰労保険、年金保険、労災保険、雇用保険に続く5番目の保険制度
であり、39年ぶりの新保険が創設された。これまでの高齢者ケアは、自治体による行政処
分(措置制度)であり、利用者が選択できないものだった。 介護保険制度が導入された理由
は大きく3つに分けられる。 第1はサービスの受けてである介護が必要な人が急増し、家族
では対応できなくなり高齢期への不安への対策に迫られたからである。第2は、介護を提供
する事業者の門戸を拡大してサービス競争を起こし、サービスの量を増やすためである。

第3は、高齢者介護の負担のために国民からお金を徴収する仕組みが必要になったからであ
る。以下に介護保険制度の仕組みを示す。 

 



出所：厚生労働省	 老健局	 総務課	 	 

	 	 	 公的介護保険制度の現状と今後の役割平成２２年を基に作成	 

 
 
 

サービス事業者へ国、都道府県、市町村から費用の９割が支払われ、残りの１割

を要介護認定者が支払う。その国、都道府県、市町村の財源は約２８３８万人の第

一号被保険者（65歳以上）と約４２４０万人の第二被保険者（４０～６４歳）が加

入者として保険料の個別市町村と全国プールである。この循環が現在の介護保険制

度の仕組みである。	 

【これまでの保険制度の変遷】 

年代  高齢化率  主な政策  

1960年代 
高齢者福祉

制度の始ま

り 

5,7%(1960) 1963年老人福祉法制定 
	 	 	 ◇特別老人養護ホーム創設 
	 	 	 ◇老人家庭奉仕員法制化 

1970年代 
老人医療費

の増大 

7,1%(1970) １９７３年	 老人医療無料化 

1980年代 
社会的入院

や寝たきり

老人の社会

問題化 

9,1%(1980) １９８２年	 老人保健法の制定 
	 ◇老人医療費の一定負担の導入等 
ゴールドプラン（高齢者保健福祉推進十か

年戦略）の策定 
	 ◇施設緊急整備と￥在宅福祉の推進 

1990年代 
ゴールドプ

ランの推進 

12,0%(1990) １９９４年	 新ゴールドプラン（新・高齢

者保健福祉推進十か年戦略）の策定 
◇在宅介護の充実 

介護保険制

度の導入準

備 

14,5%(1995) １９９６年	 連立与党３党政策合意 
護保険制度創設に関する「与党合意事項」 

2000年代 
介護保険制

17,3%(2000) ２０００年	 	 介護保険施行 
２００５年	 	 介護保険法の一部改正 



度の実施 

老健局総務課公的介護保険制度の現状と今後の役割平成２２年を基に作成	 	 

	 

	 

このように社会の高齢化率が上昇するに従って、法や制度もそれに対応する形で変化して 
いった。そして、２０００年にはとうとう高齢化率が１７．３％になり、現行している介

護保険法が施行された。その介護保険法も、介護に対する需要の増加や変化に伴ってこれ

までに２回、２００５年と２００８年に改正されている。具体的には、２００５年の介護

保険法改正で財政削減を目安に介護予防をより重視することや、施設利用の際の食費や居

住費を自己負担とすることが決定された。これらに加えさらに、介護保険料も見直された。 
介護保険は高齢者の人も含め、４０歳以上のすべての人に保険料を納める義務がある。介 
護保険の保険料率は２００９年３月より１．１９％であったが、２０１０年３月に再び改

定され１．５０％となった。所得段階によって変わってくるが、平成２１年度～平成２３

年度の介護保険料の全国平均額は４，１６０円であった。次に老人ホームについて見てみ

よう。まず、介護保険が適用される施設には、介護保険三施設がある。介護保険三施設に

は特別養護老人ホーム（特養）、介護老人保健施設（老健）や２０１１年度には廃止が打

ち出されているが介護療養型医療施設（老人病院）があり、これらの施設は要介護認定者

のみが利用することができる。これらの要介護認定者は介護保険の対象となるため、利用

者の金銭的負担はその所得の高低に関わらず１割程度である。一方で、民間企業が経営す

る有料老人ホームであれば月２０万円以上は最低でも必要とされる。したがって、介護保

険三施設を利用する方が通常の老人ホームより負担が少ないのは明らかである。老人ホー

ム不足と言われているが、これらの施設数は下のグラフを見て分かるように、実際のとこ

ろ年々増加している。ここで述べる特別養護老人ホームとは、費用の安い公共型老人ホー

ムのことで、月額６万～１５万円の費用がかかる。また、介護老人保健施設は、病院から

自宅に復帰するためのリハビリ施設のことで、月額利用料は１３～１５万円になっている。 



 
厚生労働省	 老健局	 総務課	 	 

公的介護保険制度の現状と今後の役割平成２２年を基に作成	 

 
給付（総費用から自己負担分を除いたもの）の財源構成は、公費５０％、保険料５０％

で成り立っている。その中で保険料は第１号被保険者が２０％を第２号被保険者が３

０％を負担する。公費は国が２５％都道府県・市町村がそれぞれ１２，５％を負担して

おり国庫負担２５％のうち５％部分は市町村の保険財政の調整のための「調整交付金」

として交付される。 
 
【介護保険財政の動向】	 

 

 
厚生労働省	 老健局	 総務課	 	 

	 	 公的介護保険制度の現状と今後の役割平成２２年を基に作成	 

兆円 



 
このように介護保険総費用は、年々増加している。今後厚生労働省の予測では2050

年には、介護費用は約16兆円、介護保険料月額は約9000円（いずれも2003年価値）とな

る。2050年の介護費用の総額は、現在の約3～4倍の規模となり、2001年のGDP（約500兆

円）の3%、国民医療費（約30兆円）の半分強の値に該当する。	 

その要因として１つは高齢化がある。65～74歳の人口に対する85歳以上人口の割合は、

2002年で約18%であるが、2020年には約34%になる。一方で、要介護高齢者の割合は、65

～74歳で約4%、85歳以上で約50%であり、「高齢者の高齢化」が要介護者の割合を高め、

保険料を増加させることになる。	 	 

保険料増加のもう１つの要因は、利用者1人が利用するサービスが増加していることに

ある。介護保険制度では、在宅の要介護高齢者については、要介護度別に保険対象の費

用の上限が決められている。この上限に対して、実際に使う額の割合をみると、2003～

2005年は全国で約30%であるが、この値は年間1%程度着実に伸びている。（出所：厚生

労働白書平成２１年度版）	 	 

介護保険制度の被保険者は、40 歳以上のすべての者と定められ、高齢者自身も制度の担い
手となる。例えば、それまで公費で賄われてきた介護サービスの財源は、公費と被保険者

から直接徴収する保険料の1 対1 で負担する仕組みに変更され、国民全体で介護サービス
を支える方針が明確な制度となっている。また、運営主体を国から市町村に替え、利用者

のニーズ把握や介護サービスの地域性を考慮しやすい仕組みとしたほか、訪問介護など居

宅サービス分野について民間事業者の参入を認めた。介護サービスを利用するためには、 
介護の必要度に応じた要介護・要支援認定を市町村から受ける必要がある。2005 年6 月末
時点で、417 万人が認定を受けており、うち実際に居宅介護サービスを受給している者は
251 万人、施設介護サービス受給者は78 万人に上る。認定者数、受給者数とも年々増加し
ており、高齢化の進展に伴い、今後も増加することが見込まれる。（厚生労働省予測）	 

【１

 

 
出所：厚生労働省	 老健局	 総務課 

公的介護保険制度の現状と今後の役割平成２２年 



 
 
 
 
 
【今の介護政策の問題点】 
① サービス利用者の保険料と自己負担をめぐる問題	 	 

認定を受けても一切のサービスを使っていない人が2割いる。また、1人当たりのサ
ービス利用を見ると、各給付限度額に対して4から5割しか利用していない。その理
由には、今は必要がないがいずれ利用する、1割負担が大きいので利用を制限する、
利用したいサービスが足りない等がある。	 高齢者は平均的には貯蓄率が高いが、所

得の格差は激しく年間保険料とサービスの1割負担を払うことに不安を感じている
人がいる。	 	 

② 重度となると在学の生活が困難	 	 

介護保険サービスを利用しても、十度介護が必要になると家族の相当な負担がない

と自宅では生活が困難である。本人が希望する限り住み慣れた自宅で暮らし続ける

ことができるように重度介護者のためのサービスの見直しが必要である。	 	 

③変化に対応できない事業者	 

訪問介護や痛く介護支援事業所では慢性的人材不足が続いている。しかし、ヘルパーは

200万人が公衆を終了しており、ケアマネージャーも30万人が試験に合格している。業
務内容の厳しさ、職場環境の整備状況、介護報酬による生活確保の困難など、就業に結

びついていない問題がある。	 	 

�ケアマネジメントは事業者から独立すべき	 	 

介護保険では、1人の利用者に1人のケアマネージャーがつき、毎月のサービスの計画を
立て、事業者とのコーディネートを行っている。このケアマネジメント事業は利用者の

支店で行わなければならないがサービス提供事業者に併設された事業所に勤務してい

るため、自分の所属する事業者のサービスを優先的につける等の問題も出てきている。	 	 

	 

	 

	 

＜２章＞ 
介護待機者が存在する理由をⅠ国の政策レベルⅡ施設レベルⅢ個人世帯レベルの３つのレ

ベルから分析する。 
Ⅰ国の政策レベル 
①営利企業の参入を認めた（介護保険制度）⇒民間の福祉施設では企業の収益性をが福祉

の公共性よりも優先される（低所得者の排除、過疎地での事業の撤退など） 



②財政上の制度の持続可能性を重視⇒費用負担による利用抑制、低水準な介護報酬 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ⇒利用者側・事業者側に施設利用がしにくくなる 
 
Ⅱ施設レベル 
①平等原則 
医療や福祉は全ての人に公平に供給されなければならない。この原則があるため行政によ

る高齢者福祉の施設入所や在宅サービスは重度のケースから給付される。（所得・資産・居

住状況・介護者の勤務内容などの調査が行われる）その結果本来入居したい地域ではない

場所に移動しなけばサービスを受けれないケースが増加し結果的に引っ越さない世帯がい

る。つまり平等の原則があることで深刻な人の優先的なサービス授与はできるが、多くの

人が公平なサービスを受けれなくなっている。サービス内容に関しても、一定の数の人に

対する一定の内容のものに固定される。例えば施設入所後、健康状態や運動能力などが異

なる人に同一のメニューで食事や運度プログラムが供給されこの基準のよりメリットを受

けているのは施設経営者側である。 
③ 施設の立地 
介護施設の利用者の多くは自宅から近い場所での介護施設入居を望む。そのため、首都

圏や人気の施設への入居申請が偏り稼働率の高い施設と低い施設の格差が生じる。 
④営利企業の施設の新規参入への参入障壁の高さ  
民間事業者の参入 
・介護保険の４，３兆円のうち７割弱は営利企業が参入できない施設。 
（営利企業は１，５兆円規模の在宅介護市場） 

介護保険法施行前まで介護サービスの担い手は、公的主体か、行政から委託を受けた社会

福祉法人であった。それが、同法施行後は、a）申請者が法人である、b）事業所の従業員
の知識、技能並びに人員が厚生労働省令で定める基準および員数を満たしている、c）居宅
サービス事業の設備および運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができ

るといった一定の条件を満たし、都道府県による指定を受ければ、指定事業者として介護

サービスに参入することが可能となった（介護保険法 70 条）。介護老人福祉施設、介護老
人保健施設、介護療養型医療施設といった施設サービス分野は、依然として地方公共団体

や社会福祉法人等による設置・運営に限られるが、訪問介護、通所介護（デイサービス）、

短期入所生活・療養介護（ショートステイ）といった在宅サービス分野や、痴呆対応型共

同生活介護（痴呆性老人グループホーム）、有料老人ホーム等の分野では、民間事業者、特

定非営利法人（NPO 等）などが積極的に参入する土壌が整備された。 
＜個人レベル＞ 
①一度入所すると死ぬまで出ない：民間施設に入所した後認知症などの症状が回復しても、

再発した場合もう一度はいれる保証がないため死ぬまで入所させるケースが多い。その結

果施設の回転率が悪くなり長期待機の原因となる。 



②経済格差：民間の介護施設の入居条件として所得や資産、介護者の勤務内容などの細か

い審査に通らないケースとそもそも入居する費用を負担できない世帯があるケース。 
 
 

 
・営利企業の不祥事によるマイナスイメージ（不正な介護設備やサービスなど） 

介護サービス事業所を開設主体別にみると、訪問介護、特定施設入居者生活介護、福祉用

具貸与、特定福祉用具販売、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応

型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護は「営利法人（会社）」が最も多く

なっている。居宅介護支援事業所では、「営利法人（会社）」が 36.8％、「社会福祉法人」

が 30.1％となっており、介護予防支援事業所（地域包括支援センター）では、「社会福祉

法人」43.6％、「地方公共団体」35.2％となっている。 

介護保険施設を開設主体別にみると、介護老人福祉施設は「社会福祉法人」が 91.3％と最

も多く、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設では「医療法人」が 73.8%、79.1％と最

も多くなっている。・ 

 

 
 



 
 
4改正介護保険法により、民間企業の参入余地が拡大 
このように、介護保険法や特区の活用により、介護ビジネスへの民間参入促進に向けた環

境整備が進められている。2005 年10 月より一部施行、2006 年4 月より本格的に施行さ
れる改正介護保険法は、この動きを一層加速させるものと期待されている。2000 年にスタ
ートした介護保険制度は施行後5 年を目途に見直しが検討され、2005 年6 月、「介護 
保険法等の一部を改正する法律案」が公布された（図表10）。介護保険制度の持続可能性
の確保を主眼として、主に、a）予防重視型システムへの転換、b）施設給付の見直し、c）
新たなサービス体系の確立、d）サービスの質の確保・向上、e）負担のあり方・制度運営
の見直しを行うこととした。 
 
 
 
特に、2005 年10 月から先行して施行されたb）施設給付の見直しは、民間事業者の参入を
後押しするものとなり得る。これまで、介護保険施設入居者は食費と居住費（いわゆるホ

テルコスト）が保険給付の対象とされており、割安な負担で済んでいた。しかし、在宅サ

ービス受給者の場合、こうしたコストは自己負担であり、施設入居者との不公平感を生ん

でいたことから、見直されたものである。特別養護老人ホーム等、介護保険施設入居に際

する自己負担額が増加することで、民間企業が経営する有料老人ホームとの価格差が縮ま

り、これまで割高であるとして敬遠されてきた民間の施設が選択肢の一つとなる可能性が

出てきたと言える。また、改正介護保険法の一つの柱である、c）新たなサービス体系の確
立の実現に向けても、民間企業の参入余地が拡大することが期待される。将来的に単身高

齢者世帯や認知症高齢者の増加が予想されるため、身近な地域で多様なサービス提供が可

能となる地域密着型サービスの実現が求められる。在宅生活の支援、夜間を含め24 時間対
応可能な仕組みなど、民間のノウハウを活用した居宅サービス分野の充実が重要となるこ

とで、民間事業者にとってビジネスチャンスが拡大すると考えられる。 
 
 
⑤介護市場の人材不足  
・他の職種に人材が流出、若年層の就職も減少（正社員平均年収２５０万～３００万） 
なぜ給料を上げられないのか？ 
：介護報酬は定額払い（医療報酬は出来高払い） 
	 	 ⇒利用者が定員一杯：収入拡大の余地はなくなる。あるいは 1 日あたりのサービス提
供者数に応じた収入しか得ることができない。 
	 	 	 利用者が減少：その分収入減。人員配置基準により一定数の職員が存在しなければ



違反となるために、突発的な利用者減に対する機動的な対応がしづらい。 
	 	 ⇒非常勤の職員や派遣職員を組み込まざるを得ない。 
	 	 ⇒定額払いで給料の引き上げもしにくい 
 
 
【今後の問題点】 
① 税負担増大： 
高齢化と介護療養病床からの受け入れによる介護施設の需要増について、必要最低限と

なる利用規模と財源規模を試算した。すると、介護サービスの利用者は介護サービス全

体（在宅介護も含む）で約370 万人から10 年後の2020 年には約624 万人となる。介
護３施設の定員数だけでも、2020 年には足元の88 万床から168 万床に増加し、医療
（病院）の一般病床数（ベッド数）を上回る規模になる。また、介護費用は現在の約７

兆円から2020 年には約13兆円（ＧＤＰ比で約2.4％）まで増加し、財源の配分割合を現
在と同じとした場合、介護保険料の負担も足元の約３兆円から約６兆円に倍増する（消

費税換算で約１％分の保険料負担増）。今後10 年で、国民生活における介護の負担感
は急速に高まることが予想される。 

② 人材不足： 
上記ケースで介護職員マンパワーの推計を行うと、2020 年には約223 万人の介護職員
が必要となり、10 年間で約93 万人の増加となる。これは、製造業の過剰雇用（足元で
100 万人前後）を吸収可能な規模であり、本稿では慮しなかった特別養護老人ホームの
入所待機者の存在や、高齢者単身世帯の増加、要介護度の重度などを鑑みれば、介護職

員の労働需要はさらに増える可能性がある。 
③ 施設不足 
介護保険制度がスタートしてから６年経過した。しかし、介護待機者数は上記のとおり増加

しつづけている国は、施設偏重型の高コスト構造の解消を目指し、施設サービス数の増加を

抑制する方針である。在宅介護の拡充を訴え、地域での介護環境策定はここに起因するもの

と考えられる。今後の見通しとして、高齢者施設には重度の要介護者しか入所できない状況

へと推移するといえる。さらに、施設整備の状況は、地域差が非常に大きくなっているため

首都圏では施設不足により拍車がかかる。地方に比べて、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川

県、大阪府といった都市部においては施設数がかなり不足している。施設における介護から

在宅介護へと方針が示されているなかで、子供との同居率はこの 20 年間を見ても大幅に減
少し、2006 年の同居率は 45%と半数を下回っている（平成１8 年）厚生労働白書。それに
伴って、65 歳以上の高齢者のみの世帯が増加している。2006 年では 1340 万世帯であった
高齢者世帯が、2025 年には 1840 万世帯へと約 500 万世帯の増加が見込まれています。そ
のうち約 7割が高齢者一人世帯、もしくは高齢夫婦のみが暮らす世帯となり高齢者一人世帯
が 680万世帯を占め全体の 36.9%になる。独居の高齢者が増大することで、孤独死や介護自



殺、介護による失業などの社会問題が拡大する可能性は高い。 

 
＜３章＞ 
 

 
 
施設を増やす解決策とシュミレーションを行う。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

建設総費用を下げる 

 

 

①財源増やす 

建物整備に関わる費用＝建設費‐（居住費＋交付金＋介護報酬） 

②建設コスト減らす 

建物整備に関わる費用＝建設費‐（居住費＋交付金＋介護報酬） 
①財源増やす 

建物整備に関わる費用＝建設費‐（居住費＋交付金＋介護報酬） 



 
 
財源を増やすには建設費用を賄える利用者からの居住費・自治体、国からの交付金・介護

報酬を引き上げることで財源は増加する。しかし、これらの金額を増加させてもその財源

である保険料が引き上げられ利用者負担が増大するため、今回は考慮しないものとする。 
 
 
 
建設コスト削減を以下の方策で試算する。 
 
 

 

 

安い場所につくる 

 

まず現在の介護の数とそれぞれの建設コストを分析する。

 
出所：平成２０年社会福祉施設等調査結果の概況を基に作成 

②建設コスト減らす 

建物整備に関わる費用＝建設費‐（居住費＋交付金＋介護報酬） 

②-１	 安い場所につくる 

②-２	 １部屋あたりの面積を小さくする 



 

 

 

 

 

特別養護老人ホーム事業所数の全国分布によると２００か所以上の特別養護老人ホームが

存在する都道府県は、北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪・兵庫・福岡である。 

ほとんどが首都圏にあり、東北地方や中国・四国地方は事業者数自体が少ない。 

（人）     特別養護老人ホーム在所者数の全国分布 

 

 

出所：平成２０年社会福祉施設等調査結果の概況を基に作成 

 

在所者数も同様に北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪・兵庫・福岡である。 



在所者の多くが首都圏にあり、東北地方や中国・四国地方は在所数が少ない。 

 

 

 
 
出所：日本医療福祉建築協会データを基に作成 
関東・中部・近畿と北海道・東北・北陸・四国・九州には坪単価にかい離がある。 
 
 
 
 
１つの施設を建築する平均単価＝１坪当り平均単価×1人あたり平均利用坪数×平均入所
人数 
特別養護老人ホーム＝６８，１万円×１６，８５坪×６８人 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＝7億8028万円 
１㎡あたり建設費用＝１坪あたり坪平均単価÷１坪の面積３，３㎡ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＝６８，１万円÷３，３㎡ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＝20万6364円 
〈算出参考値〉 
特別養護老人ホーム（ユニット型）：72.6 万円/坪 

特別養護老人ホーム（従来型）：99.6 万円/坪 

万円 



＊ １坪≒3.3㎡  

特別養護老人ホーム（ユニット型）：60.4 ㎡／１床（＝１８，３坪） 

	 特別養護老人ホーム（従来型）：50.7 ㎡／１床（＝１５，４坪） 

特別養護老人ホーム（ユニット型）：６８床/施設 

	 特別養護老人ホーム（従来型）：床/施設 

平均入所人数＝特別養護老人ホームの入所者数439,087人を6,395施設で除して算出 

出所：厚生労働省「平成２１年度福祉行政報告例結果の概況」日本医療福祉建築協会データ 

 

１部屋あたりの面積を小さくする 

 

同じ規模の施設を作ると仮定する 

（条件をそろえるために1人あたり平均利用坪数、平均入所人数を全国平均値を利用する。） 

関東＝７０，７万円×１６，８５坪×６８人 

	 	 	 ＝8億1008万円 

北陸＝６１，４万円×１６，８５坪×６８人 

	 	 	 ＝7億352万円 

差額＝1億656万円-① 

 

 

面積基準緩和によるコスト減少分の算出 

（現在の１室平均面積‐面積緩和後の１室の面積）×１㎡あたりの平均建設単価×平均部屋数 

＝（１３，２‐１０，６５）×20万6364円×６８ 

＝3578万3517円 

設計料：建設費用×５％＝3578万3517円×５％ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＝178万9175円 

建築コスト＝（居室面積部分＋設計料）＋借入利息分 

建築コスト＝ 3578万3517円＋178万9175円＝3757万2693円 

借入れ利息（建設時に借り入れた利息は、居住費に組み込む）→借入比率：建設コスト全体の37.03%、20

年償還、利息20% 

借入れ利息分：3757万2693円× 37.03%×利息20%＝278万2635円 

総額3757万2693円＋278万2635円＝4035万5327円‐② 

＊従来型であっても個別ケアが推進されるべきであり、そのためには個室的しつらえ、 

少人数で利用できるリビングが必要。多床室を整備する場合には、感染症及び看取 

りケアのための静養室が居室とは別に必要。これにより差は縮まる。 

＊廊下幅は従来型・・・２．７m（片廊下１．８m）、ユニット広域・・・１．８m（片廊下１．５m）、

地域密着ユニット・・・１．６m（片廊下１．２m）となっており、個別ケアを推進する場合には、地域



密着ユニットまで緩和が可能（別途、バリアフリー新法は遵守）。以上のことから、居室の面積緩和や廊

下幅の緩和などにより、同一建築面積で整備できる床数は、ユニット型個室と従来型多床室で大差ないと

言える。当然ながら、一部ユニット型は、個室ユニット部分の床数が多ければ多いほど、全室ユニット個

室との差がなくなる。１ユニットにおけるユニット定員を緩和すれば、差はほとんどなくなるため実現可

能である。 

合計 

① ②＝1億4691万5327円削減 
 

 
＊現在の総費用を実行後１施設あたり建築平均総費用で除して算出 
	 総費用（＝１施設あたり平均建築総額×施設数） 
	 	 実行後１施設あたり建築平均総費用	  
	 	  
＝4000億931万8320円÷3億3271万2153円 
≒1202 
 
増加施設数×平均入居人数＝１２０２×６８ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ＝8万1736人（増加数2万5024人） 
 
 

１２０２施設 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
老人介護福祉施設の利用率＝平全都道府県で利用率９６％以上、平均利用率98.4％ 
 
介護老人保健施設の利用率＝１０都道府県が９０％を下回り、平均利用率91.5％ 
 
介護療養型医療施設利用率＝１２都道府県が利用率９０％を下回り、平均利用率93.4％ 
（出所：平成２０年社会福祉施設等調査結果の概況を基に算出） 

稼働率の低い地区、施設に介護待機者を移動させる 
＊老人福祉介護施設の利用率（限界値と仮定）を介護老人保健施設と介護療養型医療施設

へ転用して在所者数を算出。 
 
解決策実行前総在所者数（サービス受給者） 
＝老人介護福祉施設在所者数＋介護老人保健施設在所者数＋介護療養型医療施設 
＝41万6052人＋29万1931人＋9万2708人 
＝80万691人 
 
解決策実行後総在所者数（サービス受給者） 
＝老人介護福祉施設在所者数＋介護老人保健施設在所者数＋介護療養型医療施設 
＝41万6052人＋31万4120人＋9万7871人 
＝82万8043人 

稼働率を上げる 

 



＊介護老人保健施設在所者数＋介護療養型医療施設は解決策前の在居者数にそれぞれの変化した平均稼働

率を掛けて算出 

 

82万8043人‐ 8万691＝2万7352人分増加 
 

 

 
 

介護待機者減少数 

＝稼働率を上げる＋施設増やす‐年申し込み増加数 

＝2万7352人分＋8万1736人‐5万6712人 

＝5万2376人 

現在の待機者数	 	 	 	 	 	 実行１年後の待機者数 

42万１千人	 	 	 	 	 	 	 	 	 36万8624人 

１９，９万人	 	 	 	 	 	 	 	 17万4383人	 	 	 	 	 	 	  
（＊年申し込み増加数が一定にはならない。実際には介護制度改定や保険費用変動、高齢化によ

る医療負担の増大などのアノマリーな変数を含むので2年後以降の計算は除外した。また在宅で
の介護待機者数の減少は総減少数の5万2376人に在宅での介護比率を掛けた2万4616人.と19万
9000人差である。） 
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