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要約 

平成 12 年に介護保険制度が創設されてからすでに 10 年以上が経過した。以来、介護

サービスの需要は上昇し続けているが、一方で介護サービスを供給する労働者不足の問題

が顕在化してきている。この状況は少子高齢化の進展に伴い、さらに悪化することが予想

される。そこで、本稿では団塊世代が後期高齢者となり介護サービス需要者がまず山場を

迎えるであろう 2025 年に焦点をあて、その時点での介護労働者の需給ギャップを埋める

ことを目的とする。 

 第 1 章では日本の介護保険制度の概要と少子高齢化の現状を説明する。介護保険は政府

が保険者となる強制保険であり、その財源なども国、ひいては国民全体にかかっているこ

とに言及する。また、急速な少子高齢化の進展に伴って、要介護者が増加する見込みであ

ることを述べる。 

第 2 章では、介護労働市場の現状を需要面・供給面の双方から整理する。需要面につい

ては介護サービス受給者がどれだけ増加しているのかを示し、供給面に関しては介護労働

者数の推移を入職と離職の面から見ていく。ここで、将来の介護労働需給ギャップを埋め

る方策として離職率の低下を選択した旨を述べる。 

第 3 章で、本稿と関わりの深い先行研究を挙げる。まず、介護需給ギャップに関する先

行研究では、2017 年まで離職率が現状のまま推移していった場合、介護労働者の需給

ギャップは今以上に悪化することが示されている。また、介護労働者の離職に関する先行

研究では、離職に影響を与える要因として、賃金以外の非金銭的条件も大きい可能性があ

ることが示唆されている。 

第 4 章では先行研究を踏まえて 2 つの分析を行った。1 つ目は介護労働者需給ギャップ

のシミュレーション、2 つ目は介護労働者の離職率に与える要因の計量分析である。前者

は先行研究において 2017 年で止まっていた需給ギャップ推計を 2 つのモデルを用いて

2025 年まで算出した。その結果、2025 年において大きな介護労働者需給ギャップが生じ

ることが定量的に示された。後者は東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカ

イブ研究センターから提供を受けた個票データを用いて分析を行った。賃金以外の労働時

間や、福利厚生、教育などを変数に組み込むことで、数値に表しづらい非金銭的条件が介

護労働者の離職率にいかに影響を与えるかも含めて推計した。この結果、賃金だけでな

く、労働環境や職場環境を整えることが離職率を有意に引き下げることが明らかになっ

た。 

第 5 章で、第 4 章の計量分析結果を踏まえて政策提言を行う。具体的には特定大規模事

業所加算の導入を提言することで、介護事業所の合併を促進し、労働環境の改善を促さ

せ、ひいては離職率の低下、そして 2025 年の需給ギャップを埋めることを目指す。特定

大規模事業所加算は、合併して、労働環境を改善した事業所の介護報酬を加算するという

もので、合併・労働環境改善のインセンティブを事業所に与える。 

この政策を導入することで 2025 年の需給ギャップを埋めるとともに、今後長期にわたっ

て介護労働提供体制を整えることが可能になると考える。 
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はじめに 

昨今、介護労働者不足が叫ばれている。これは介護労働者の不足を訴える介護事業所の

数が 57.4%(介護労働安定センター「平成 24 年度介護労働実態調査」)と過半数を占めてい

ることから明らかである。一方で平成 23 年 10 月現在、介護労働者数自体は 139.9 万人と

なっており、介護保険制度ができた平成 12 年の 54.9 万人に比べて 2 倍以上に膨らんでい

る。 

なぜ介護労働者が増えているにも関わらず、不足を感じている事業所がこんなにも多い

のだろうか。その大きな要因として、日本において世界でも類を見ない速さで少子高齢化

が進行していることが挙げられる。総務省統計局の「人口推計(平成 25 年(2013 年)3 月確

報値,平成 25 年 8 月概算値)」によると 2013 年現在の高齢者(65 歳以上)の人口は 3149 万

人で、全人口の 24.7%と非常に大きな割合を占めている。この割合は、団塊世代が完全に

後期高齢者(75 歳以上)となる 2025 年には 30.3%、また 2060 年には 39.9%となることが

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(平成 24 年 1 月推計)」により算出

されている。また高齢者のうち後期高齢者が全人口に占める割合も今後著しく増加するこ

とが推測されている。現在の割合は 75 歳~84 歳が 8.7%、85 歳以上が 3.5%(総務省統計

局)であるが、2025 年には順に 12.0%、6.1%、2060 年には 13.7%、13.2%(国立社会保

障・人口問題研究所)となると推計されている。 

2013 年現在でも、高い介護労働者需要に供給が追い付いていない状況にある中、今後少

子高齢化が進むことで介護労働者需給ギャップがさらに拡大することが容易に想像でき

る。特に要介護認定者が後期高齢者になると急激に上昇するという統計結果は、将来後期

高齢者が増加するにつれ需給ギャップの拡大に拍車をかけることを示唆する。このような

状況の中で介護サービスの供給を安定させるためには、介護労働者を定着させることが急

務である。 

 以上のような問題意識に基づいて、本稿では団塊世代が 75 歳以上となり要介護者が急

増するであろう 2025 年を第 1 の山場とし、2025 年に必要な介護サービスを提供するため

に介護労働者需給ギャップを埋めることを考える。その際、一時的な解決策ではなく、将

来も安定した介護サービスを提供できるような介護労働者環境の基盤を築くことを目的と

する。具体的には、介護労働者の離職率の低下を目指した提言を行う。介護報酬に新たに

特定大規模事業所加算を創設することで、労働環境の改善が見込める法人合併を誘導する

とともに、介護報酬加算に伴う賃金を含めた処遇改善がなされることを期待する。 
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第1章  介護保険を取り巻く現状 

 介護保険制度の概要 第1節
介護労働市場について触れる前に、その前提となる介護保険制度についてまとめる。介

護に従事している労働者を取り巻く状況を理解するには、介護保険の仕組み、特に介護は

基本的に政府が保険者となる強制保険であるとの認識を深める必要がある。 

1980 年代から高齢化の進展に伴い、介護を必要とする者の増加や介護期間の長期化な

ど、介護に対するニーズが高まった。また、核家族化が進行し、家族の負担が増大したこ

とにより、高齢者の介護を家族などの個人ではなく、社会全体で支える仕組みが必要と

なった。こうして、平成 12 年 4 月に創設されたのが介護保険制度である。介護保険制度

は 3 度の改正を経ており、運営している主体(保険者)は市区町村である。介護保険導入前

は受けられるサービスが市町村によって決められ、そのサービスの担い手は公的主体や行

政から委託を受けた社会福祉法人であった。しかし、導入後は利用者が自らサービスの種

類や事業所を選んで利用することができるようになり、民間企業や農協、生協、NPO な

ど多様な事業所がサービスを提供するようになった。 

介護保険の被保険者は 40 歳以上の者であり、65 歳以上の第 1 号被保険者と、40 歳以上

64 歳未満の第 2 号被保険者の 2 つに区分される。市町村は 3 年を 1 期(2005 年までは 5 年

を 1 期)とする介護保険事業計画書を策定し、保険料をこれに基づき設定する。65 歳以上

の第 1 号被保険者の保険料は市町村によって、基本的に年金から特別徴収される。この保

険料の全国平均は平成 25 年現在、平成 12 年当初に比べて 20%増の 4972 円であり、増加

傾向にある。 

また、事業所が利用者に介護サービスを提供した時に、その対価として事業所に支払わ

れる報酬を介護報酬といい、介護サービス一つ一つに対して単価が細かく設定されてい

る。この介護報酬単価は社会保障審議会の介護給付費部会で 3 年ごとに見直しが行われ、

各サービスの提供にかかる費用の他、事業所ごとのサービス提供体制や利用者の状況等に

応じて加算、あるいは減算される仕組みとなっている。利用者が介護保険サービスを利用

した場合に負担するのは、原則として介護サービスにかかった費用の 1 割と規定されてい

る。残りの 9 割については保険料と公費で賄う介護保険から支払われる。これら 1 割の自

己負担と、残りの公費と保険料を合わせたものが介護報酬となる。介護保険サービスにつ

いては、要支援 1 から要介護 5 までの認定区分2に応じて支給限度基準額が定められてお

り、要介護(要支援)認定を受けた者はその限度額内でサービスを自由に選択できる。 

 介護サービスの種類は大きく分けて 3 つで、①居宅(在宅)サービス、②地域密着型サー

ビス、③施設サービスである。これらのサービスを提供する主体は、前述の通り、介護保

険制度導入によって多岐に渡るようになった。つまり民間企業にとっての市場が拡大した

のである。訪問介護など居宅サービスについては一定の条件を満たした上で、都道府県に

よる指定が受けられれば、指定事業所として民間事業者が介護サービスに参入できるよう

                                                      
2 要支援 1~2、要介護 1~5 の 7 段階に分かれている。 
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になった。一方、施設サービスである、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老

人保健施設(老健)や介護療養型医療施設については参入が規制されており、設立主体は社

会福祉法人や医療法人、自治体などに限定されている。 

 少子高齢化と介護 第2節
次いで、近年日本で急速に進んでいる少子高齢化について説明する。介護労働市場を見

ていくうえで、介護サービスを需要する高齢者と介護サービスの担い手となる若年層の人

口変動を見ていくことも非常に重要である。 

図表 1-1 は日本の年齢区分別人口推移を表している。この図から日本の総人口は今後長

期的に減少過程に入ることが分かる。2013 年 3 月時点で 1 億 2731 万人いる人口(総務省

統計局「人口推計(平成 25 年(2013 年)3 月確報値, 平成 25 年 8 月概算値)」)は、2026 年に

1 億 2000 万人を下回り、2048 年には 1 億人以下になると国立社会保障・人口問題研究所

の「日本の将来人口推計(平成 24 年 1 月推計)」3は予測している。そして 2060 年には総人

口が 8674 万人と現在の約 3 分の 2 になることが予想されている。その内訳から、65 歳以

上の老年人口が増加し、0～14 歳の年少人口と 15～64 歳の生産年齢人口が大幅に減少し

ていくことが見て取れる。 

国立社会保障・人口問題研究所の出生中位死亡中位推計によると、年少人口はすでに減

少傾向に入っており、2013 年に 1649 万人いる年少人口は 2046 年に 1000 万人を下回

り、2060 年には 792 万人にまで減少する。また生産年齢人口もすでにピークは過ぎてお

り、2013 年に 7900 万人いる生産年齢人口は 2060 年に 4418 万人となることが予想され

ている。 

一方、高齢者の数に目を向けると、図表 1-2 のようになる。1947 年から 1949 年生まれ

のいわゆる団塊世代が 65 歳以上となる 2012 年に高齢者は 3000 万人を超え、その全人口

に対する割合は 24%に及んでいる。この数は 1970 年代生まれの第二次ベビーブーム世代

(団塊ジュニア)が高齢者となる 2042 年に 3878 万人とそのピークを迎える。その後の高齢

者の数は減少傾向に入るが、全人口に対する割合は増加し続ける。その割合は 2010 年に

23.0%であったのに対し、2025 年には 30%を超え、2060 年には 39.9%に達することが予

想されている。特に、要介護認定を受ける人の割合が大きく上昇する、後期高齢者人口と

その全人口に占める割合が今後大きくなっていくことは留意するべきである。なお、これ

については次章で詳しく述べる。 

以上で今後予想される少子高齢化の様相を示したが、我々は要介護者の数がまずピーク

を迎えるであろう 2025 年に焦点をあてる。2025 年は団塊世代が 75 歳以上の後期高齢者

となり、要介護者が急増すると考えられる年であり、当面の一番の危機であると言える。

今後予測される要介護者急増に対応するために、介護労働市場の整備は不可欠である。そ

の問題点について詳しくは次章で述べる。 

 

  

                                                      
3 出生中位死亡中位推計を使用 
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第2章  介護労働市場の現状 

 需要面からみた介護労働市場の現状 第1節
これより、介護労働市場について、需要面と供給面からそれぞれ見ていく。なお、ここ

でいう需要面とは介護を必要とする要介護者のこと、供給面とは介護労働者のことであ

る。 

前章でも触れたが、近年の少子高齢化の進行により、高齢者数は増加の一途を辿ってい

る。この高齢者の増加に伴って、介護労働者不足問題は深刻化することが見込まれる。な

ぜなら、高齢者の中でも要介護者数の割合が高くなる後期高齢者が増加するからである。厚生

労働省の「平成 23 年度介護保険事業状況報告(年報)」によると、65～74 歳で要支援認定

を受けた人は 1.3%で、要介護認定を受けた人は 3.1%である。一方、75 歳以上で要支援認

定を受けた人は 8.0%で、要介護認定を受けた人は 22.6%となっている。以上より、75 歳

未満と 75 歳以上で要介護認定率に大きな差が生じていることが分かる。図表 1-2 は、

2010 年から 2060 年までの 65 歳以上の人口推移推計である。この推計では、要介護率が

高くなる 75 歳以上の人口は、2010 年の 1419 万人から 2025 年の 2179 万人まで急上昇す

ると推計され、その全人口に占める割合もかなり高くなる。このように、将来介護労働者

にはこれだけの人間をサポートしなければならないという量の問題がまずのしかかる。実

際、図表 2-1 の厚生労働省による「平成 25 年介護保険事業状況報告(年報)」を見ると、要

介護(要支援)認定者は介護保険制度が創立された 2000 年から 13 年間で約 2.59 倍に増えて

いることが分かる。 
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(出所)厚生労働省「平成 25 年介護保険事業状況報告(年報)」より筆者作成 

 

今後さらに高齢化が進む中で要介護人口の増加は歯止めをきかず、さらに多くの介護従

事者が必要となることが予測される。「社会保障改革に関する集中検討会議(第 10 回)資

料」(2011)によると、2025 年に必要な介護労働者数は現状投影シナリオで 213～224 万

人、改革シナリオでは 232～244 万人であると推計されている。 

 供給面からみた介護労働市場の現状 第2節
2000 年に介護保険制度が施行されて以来、多くの人が介護保険サービスを利用するよう

になった。介護に対するニーズが高まる中、介護労働者の数も年々増加している。 
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(出所)厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」より筆者作成 

 

図表 2-2 をみると、平成 23 年 10 月 1 日現在、介護労働者数は 139.9 万人(常勤：85.1

万人、非常勤：54.8 万人)となっており、平成 12 年から 10 年間で 2 倍以上に増えている

ことが分かる。また、内訳としては、介護保険施設における介護労働者数が 35.4 万人(常

勤：29.5 万人、非常勤：5.9 万人)、居宅サービス等の介護労働者数が 104.5 万人(常

勤:55.6 万人、非常勤：48.9 万人)となっている。 

しかし、年々介護労働者が増加している状況とは裏腹に、労働力不足を感じている介護

事業所は少なくない。介護労働安定センターの「平成 24 年度介護労働実態調査」におけ

る、介護サービスに従事する従業員の過不足状況のデータを見ると、全体で「大いに不

足」、「不足」、「やや不足」と答えた事業所は 57.4%、「適当」と答えた事業所は

42.0%となっている。つまり、半分以上の事業所は従業員不足を感じているのである。 

また、有効求人倍率に目を向けてみると、厚生労働省の「職業安定業務統計」では平成

23 年の全産業の有効求人倍率4は 0.82 倍であるのに対し、介護産業のそれは 1.74 倍と

なっている。ここからも介護産業では労働者が不足していることが推察できる。 

ここで、介護分野における労働力不足を解消するには、大きく分けて入職者数を増やす

か離職者数を減らすかの 2 つが考えられる。以下、介護分野における入職、離職の現状に

ついてそれぞれ順番に見ていきたい。 

                                                      
4 有効求人倍率とは有効求人数を有効求職者数で除した値。この値が大きければ大きいほど労働者を必要
としていることが言える。 
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第 1 項 入職の現状 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)介護労働安定センター「平成 24 年度介護労働実態調査」より筆者作成 

 

図表 2-3 は入職率の推移を介護労働者と産業全体で比較したものである。これを見る

と、介護労働者の入職率は産業平均と比べて高い割合となっていることが確認出来る。こ

の入職は国内の人的資本と外国の人的資本の 2 つに大きく分けられる。 

まず、国内の人的資本について見ていく。国内の人的資本とは、学業を修めたのち介護

分野に就職する学卒入職者や他産業から転職してくる者、またそれとは別に新たに就職す

る者等のことを言う。厚生労働省の「介護職員をめぐる現状と人材の確保等の対策につい

て」によると、平成 20～21 年にかけての入職者数 28.1 万人の内訳はハローワークから就

職する者が 14.0 万人、学卒入職者が 4.8 万人、その他口コミ等で就職するものが 9.3 万人

となっている。このことから、介護分野における入職者は新卒者の割合が少なく、再就職

者が大きな割合を占めているとことが分かる。 

介護分野に従事していない人々は介護職に対してどのような印象を持っているのだろう

か。平成 22 年の内閣府の「介護保険制度に関する世論調査」によると、介護に対するイ

メージとして、「夜勤などがあり、きつい仕事」を挙げたものが 65.1%と最も多かった。

次いで、「社会的に意義のある仕事」(58.2%)、「給与水準が低い仕事」(54.3%)、「やり

がいのある仕事」(29.0%)と続いている。ゆえに、多くの人々は介護職が社会的に重要な仕

事であると認識しているものの、待遇が悪く重労働であるというネガティブなイメージを

抱いていることが分かる。 

次に外国の人的資本について見ていく。外国の人的資本とは海外から日本に就職しにく

る外国人労働者などのことを言う。東南アジア諸国との EPA 合意に伴い、インドネシア

は平成 20 年度から、フィリピンは平成 21 年度から日本の介護・看護分野における外国人

労働者受け入れが始まった5。厚生労働省によると、平成 25 年 7 月時点で日本に入国した

介護福祉士候補者6は 1091 人であり、平成 20 年から年平均 200 人程度しか増加していな

いことが分かる。また、直近に行われた平成 24 年度の試験では外国人受験者 322 人のう

                                                      
5 平成 26 年からはベトナムからも受け入れを開始する。 
6 介護福祉候補者として入国した労働者は介護福祉士の試験に合格するまで(原則 4 年間)受け入れ施設で
就労しながら介護福祉士の合格を目的とした研修に従事する。 

図表 2-3 
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ち試験に合格したのは 128 人と国内の合格者数 87797 人に遠く及ばない。この人数からも

確認できるように、受け入れは始まっているものの外国人介護士の割合は介護職員全体に

対してまだまだ低いのが現状である。 

受け入れが普及しない主な理由として、日本の受け入れ条件に問題があることが考えら

れる。それは、4 年以内に日本語を習得した上で介護福祉士国家資格を取得することが在

留条件であるからだ。また、事業所側としても受け入れ費用が高いため、負担も大きく

なってしまっている。加えて、就労希望国として人気が高いアメリカやイギリスに比べて

低賃金であることが日本への就労意欲を減退させている。これらの現状が外国人の受け入

れの普及を阻害しているのだ。 

 

第2項 離職の現状 

図表 2-4 

 

 

(出所)介護労働安定センター「平成 24 年度介護労働実態調査」より筆者作成 

 

離職率に関しては、近年差が縮まってきてはいるものの、依然として介護労働者の方が

産業平均に比べ高いことが図表 2-4 から確認できる。介護労働者はどのような理由で離職

するのだろうか。「平成 19 年度介護労働実態調査」によると介護労働者の離職理由は図

表 2-5 のようになっている。アンケート調査によると離職理由としては「待遇に不満が

あった(賃金・労働時間)ため」、「職場の人間関係に不満があったため」、「事業所の経

営理念や運営に不満があったため」「自分・家庭の事情(結婚・出産・転勤等)により」等

が高い割合を占めている。 
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図表 2-5 介護労働者の離職理由 
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(出所)介護労働安定センター「平成 19 年度介護労働実態調査」より筆者作成 

 

離職率が高いことで問題となるのは、労働者の流出にとどまらない。入職コストや教育

コストがかさんでしまうこと、熟練がなかなか蓄積されないことに伴う質の高い労働者確

保の難化等にまで及ぶ。厚生労働省の「賃金構造基本調査」(2010)によると、勤続年数の

全産業平均は 11.9 年であるのに対し、福祉施設介護員は 5.4 年、ホームヘルパーは 5.6 

年となっており、介護産業における勤続年数が短いことが分かる。一度入職して教育を施

してもすぐに離職されてしまうと、当然そこにかけたコストは無駄となる。懸念されるこ

とは勤続年数が短い職員が増加してしまう結果、介護分野のサービスの質が低下してしま

うことである。 

これまで介護労働市場における供給面を入職と離職に分けて見てきた。これらの現状を

受け、再び介護労働市場の需給ギャップを埋めることを考えた時、我々は離職率を低下さ

せ、労働者を定着させることが先決であると考えた。なぜなら、今後生産年齢人口がさら

に減少することが予想される中で他業種との労働者の争奪は従来よりも厳しくなって入職

率を高めることが困難である反面、離職率が高いままの状態では介護労働者の確保に窮す

ることが容易に予想されるからである。先にも述べた様に、採用コストや教育コストがか

さみ、サービスの質も低下することが予測される。まず、離職の問題を解消しない限り、

今後入職者を増やしたとしてもすぐに他に出て行ってしまい、介護労働市場は上手く機能

しないのである。また、今後生産年齢人口が減少することが予測されている状況下で、持

続的に離職者数を上回る勢いで入職者数を投入し続けることは困難である。仮に入職者数

を増やして 2025 年という第 1 目標を達成できたとしても、それ以降も維持できることは

考えにくい。我々はむしろ、介護労働市場の改善を通して離職率を引き下げることで、介

護職のイメージアップが期待でき、波及的に入職率の増加も見込めると考えている。 

以上を踏まえた上で我々は離職率を引き下げることが最優先であるとした。 
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第3章  介護労働者に関する 

先行研究 

 介護労働者需給に関する先行研究 第1節
前章では介護労働市場における現状を説明した。そこで本章では計量分析に入る前段階

として、本稿と関わりの深い先行研究を整理する。 

 まず、将来の介護労働者市場の需給に関する主な先行研究について述べる。社会保障国

民会議(2008)では従来の一定の経済前提を仮定し、2 つの異なる手法に基づき 2025 年に必

要とされる介護労働者数を推計している。1 つ目は将来人口推計と医療・介護費用にかか

る過去トレンドを将来に投影して推計する手法(現状投影シナリオ)、2 つ目は医療・介護の

将来のあるべき姿を実現するという観点のもと、サービス体制について選択と集中による

改革を行った場合について推計する手法(改革シナリオ)である。1 つ目の現状投影シナリオ

の結果は、2007 年における介護労働者が 117.2 万人であるのに対し、2025 年には 211.7

万人の介護労働者が必要になると試算している。これによると必要な介護労働者の年平均

増加数は 5.3 万人となる。2 つ目の改革シナリオではその改革内容によって B1、B2、B3

と 3 パターン7推計しておりそれぞれについて推計している。結果、2025 年の必要な介護

労働者は B1 が 250.1 万人、B2、B3 が 255.2 万人となった。また介護労働者の年平均増

加数は、B1 では 7.4 万人、B2、B3 では介護職員の年平均増加数が 7.7 万人必要であると

試算している。 

 上田他(2011)は将来の介護労働者を求める方法として、1 人あたり介護サービス費用と

将来の介護サービス利用者推計との積で算出した、介護サービス費用を用いる方法を使っ

ている。なお上田他(2011)では「介護従事者数÷介護サービス費用」を将来一定とし、1

人当たり介護サービス費用を賃金上昇率で延伸して推計している。その結果、2025 年の介

護労働者は 352.9 万人で、2025 年にその必要数を満たすには 2007 年現在の 172.8 万人に

対して年平均 10.0 万人増加する必要があるとした。先行研究の中では比較的大きな数値と

なっているが、この理由を上田他(2011)はサービス受給者の割合やサービス構成の将来見

込みが異なるからとしている。 

また前述の社会保障国民会議(2008)を基本にデータをより新しくしたものとして、社会

保障改革に関する集中検討会議(第 10 回)資料(2011)がある。ここでも社会保障国民会議

(2008)と同様、現在の性・年齢階級別のサービス利用状況をそのまま将来に投影したケー

スと、一定の改革シナリオに基づいてサービス利用状況や単価等を変化させたケースの 2

つで推計している。結果は、2011 年で介護職員が 140 万人いるのに対し、現状投影シナ

リオでは 2015 年に 161～169 万人、2025 年に 213 万人～224 万人必要とされている。一

方、改革シナリオでは、2025 年には 232 万人～244 万人必要と推計された。2025 年まで

                                                      
7 B1、B2、B3 とは、急性期医療の改革・認知症への対応・在宅医療や在宅介護の推進等、多数の条件の
有無によって細かく分けられたパターンである。 
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の年平均増加数は現状投影シナリオで 5.2～6.0 万人、改革シナリオでは 6.6～7.4 万人と

なる。 

 他に介護労働者の需給について推計している先行研究として、推測年が 2017 年とやや直

近ではあるが、介護労働者の離職率が大きく改善されるパターン(パターン 1)・産業平均離

職率の水準まで改善されるパターン(パターン 2)・離職率が現状のまま改善されない(パ

ターン 3)と離職率に着目した三菱総合研究所(2013)がある。また福井研(2012)では単身高

齢者の増加を考慮に入れて、2060 年と長期間の介護サービス需要を推計している。 

 介護労働者の離職に関する先行研究 第2節
介護労働者が今後ますます必要とされる中、依然としてその離職率が高いという深刻な

問題は前章で述べた通りである。常勤男女労働者の産業別勤続年数と、決まって支給され

る現金給与額を示した厚生労働省「平成 24 年賃金構造基本統計調査」によると、社会保

険・社会福祉・介護事業に携わる人たちの勤続年数と現金給与額は 6.9 年・約 24 万円で

産業平均 11.8 年・約 32 万円を下回る結果となった。ホームヘルパーや福祉施設職員の年

数、給付額はともに更に低いという。これらの事実から介護職員の離職率と賃金には一定

の相関関係があると仮定し、分析している先行研究は多数ある。 

花岡(2009)は、他業種と比較した介護職員の相対賃金と、同じ介護サービス職での別の

介護事業所と比較した相対賃金、以上 2 つの相対賃金に注目しながら、それぞれの相対賃

金が事業所離職率に与える影響を介護職員の職種別・就業形態別に分析している。まず他

業種と比較した介護職員の相対賃金の検証では、全ての就業形態において統計的に有意な

結果は得られていなかった。一方同業種と比較したケースでは、介護職員正社員に限り有

意な結果が得られた。介護職員正社員が別の介護事業所に移った際に得られる期待賃金と

比較した際、現在の事業所の賃金が 10%上昇すると、就業形態別離職率が 0.89%低下する

ことが確認されたという。 

また山田・石井(2009) は、2003 年と 2006 年の 2 度に渡る介護報酬のマイナス改定

が、介護労働者の賃金や離職意向にどのような影響をもたらしたか検証している。まず

2002 年と 2007 年の「就業構造基本調査」のデータをプーリングし、介護労働者を含む全

産業の労働者を対象に賃金関数を推計し、この期間に賃金水準がどれだけ変化したか調査

した。結果として全産業で 2002 年から 2007 年にかけて賃金下落が生じ、とりわけ介護職

では 10%以上下落したことが分かった。次に、同「就業構造基本調査」を利用し、2002

年時点で既に介護労働者として就業している者を対象に、この年から 2007 年まで 1 年刻

みの入職時期コホートごとに継続就業率を計算し、この 5 年間に渡る介護職員の継続就業

率を推計した。これによると、2002 年時点で就業継続年数が 2 年未満の正規介護労働者

においては、その 7 割近くが 2007 年の時点でも正規職の介護労働者として継続就業して

おり、産業平均や看護師と比較して 10%から 20%も高くなっていることが分かった。同様

に非正規の場合も正規に見劣りするものの、産業平均や看護師より 10%から 20%高くなっ

た。つまり 2002 年から 2006 年に介護労働者の賃金が大きく下落するなか、2002 年時点

の介護労働者の 5 年間継続就業率という指標からは、介護職の離職率の上昇は確認されな

かった。  

一方、花岡(2009)は、賃金以外の離職率の決定要因として教育訓練や職場環境の重要性

も指摘している。推定結果から、介護職員正社員以外の介護従事者において、相対賃金が

離職関数に与える影響はあまり確認されなかったが、研修・安全対策・感染症予防対策・

腰痛予防対策が離職率に有意にマイナスの影響を与えているという。張・黒田(2008)は大

阪府所在の特別養護老人ホーム介護職員を対象にした独自調査を行い、専門的な資格取得

支援の実施、体系的・計画的な職員研修実施、賃金・休暇取得・福利厚生への高い満足度
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が、年間 12%未満という低い離職率に繋がっていると主張している。同様の指摘は看護師

に関してもなされており、Sheilds(2004)によると研修、昇進機会、職場の人間関係といっ

た要因も仕事の定着に影響を及ぼしているとされる。 

加えて小檜山(2009)は、介護職員の離職意向と仕事の満足度の関係を分析している。同

氏は、介護労働安定センターの実施した「平成 18 年介護労働実態調査」のうち、個人に

対する「介護労働者の就業実態と就業意識調査」を使用して、離職意向関数と賃金関数を

推定した。まず、暴力などを経験したときに相談できる管理者や相談窓口の存在は仕事の

満足度を向上させ、離職意向推計の限界効果を 14%以上他の変数に比べて押し上げること

が分かった。一方で、残業時間の増加は労働条件満足度、長期見通し満足度、全般的満足

度を低下させ、離職意向を増加させる効果があった。同氏は介護福祉士とホームヘルパー

という保有する資格の観点からも仕事の定着度を分析した。ホームヘルパーより上位に位

置する介護福祉士ではあるが、賃金関数の推計結果、介護福祉士であることはヘルパーで

あるより賃金率を僅か 4.9%しか上昇させる効果しかなく、労働条件満足度、内的満足度、

全般的満足度を低下させることになった。小檜山は、問題に直面した際に相談できる窓口

が設置されていること、介護福祉士資格の保持者がそれに見合った待遇を享受できていな

いこと、そして残業時間の長さが介護職員の離職意向に大きな影響をもたらすことを指摘

している。  

 本稿の貢献 第3節
本稿における独自性は 2 点ある。 

1 点目に、2025 年における介護労働需給ギャップをシミュレーションで推計する点であ

る。多くの先行研究で、介護サービス需要者数の推計とそれに伴う必要な介護労働者数の

推計をしているが、介護労働需給ギャップに着目した先行研究はほとんど見うけられな

い。三菱総合研究所(2013)では将来の離職率の推移を 3 パターン想定し、それぞれの場合

に生じる介護労働需給ギャップを推計している。しかし、これもより需給ギャップが拡大

するであろう 2025 年までは推計を行っていない。そこで、本稿では 2025 年の介護労働需

給ギャップのシミュレーションを 2 パターンに分けて行った。 

2 点目に、介護労働者の離職率に与える影響を賃金だけでなく、非金銭的条件にも着目

して分析を行う点である。これまでの先行研究では、研修や昇進機会といった教育、感染

症予防対策や腰痛予防対策などの安全対策、そして職場の人間関係や休暇取得のような非

金銭的条件の方が、賃金よりも介護労働者の離職に大きな影響をもたらしていることが示

唆されている。しかしながら、これらの先行研究はどれも主に賃金と離職の関係に注目し

て分析を行っており、非金銭的条件にも重きを置いた先行研究はない。ゆえに、本稿では

介護労働者の離職率に与える影響を賃金・非金銭的条件の双方から分析する。 
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第4章  介護労働者の離職率        

に関する分析 

 介護需給ギャップのシミュレーション 第1節
第 1 項 分析の導入 

将来の介護労働者必要数は大きくなる一方でその数を満たせる目途は立っていない。そ

れは自明の事実である。では需給ギャップの具体的な数値はいくらなのだろうか。2025 年

の介護労働者需要、すなわち 2025 年に必要とされる介護労働者数については第 3 章で述

べた先行研究を含め、すでに多数の推計がなされている。一方で介護労働者供給、すなわ

ち介護労働市場が現状のまま推移した場合に将来何人の介護労働者がいるのかという推計

は、先行研究(三菱総合研究所(2013))では直近の 2017 年までに留めている。つまり 2018

年以降の需給ギャップは判明されていないことになる。しかしながらより効果的な需給

ギャップ対策を出すためには、2025 年までに介護労働者がどの程度不足するかを把握する

ことが必要であると考えられる。 

そこで本節では 2012 年から 2025 年までの年間介護労働者供給の推計を行い、2025 年

の介護労働市場需給ギャップを推定する。また推計した年間介護労働者供給に基づき、将

来の離職率の推移も提示する。 

本稿では 2025 年の介護労働者需要、つまり 2025 年に必要とされる介護労働者数を 244

万人と仮定する。これは第 3 章の先行研究で述べた、社会保障改革に関する集中検討会議

(第 10 回)資料(2011) を基にしている。この先行研究では最新のデータを用いて、現在の

性・年齢階級別のサービス利用状況をそのまま将来に投影したケースと、一定の改革シナ

リオに基づいてサービス利用状況や単価等を変化させたケースの 2 つで推計している。結

果、2025 年に必要な介護労働者数は現状投影シナリオで 213～224 万人、改革シナリオで

は 232～244 万人であると推計されている。このうち、最も厳しい想定である 244 万人を

設定することで、より将来の介護需給ギャップに対応できると考えた。 

 

また本節において、介護労働者供給の推計式を以下のように定義する。 

 

𝐿𝑡 = 𝐿𝑡−1 + (𝐶𝑡 − 𝑅𝑡) (4.4-1)式 

𝐿𝑡‥t 年度の介護労働者供給 

𝐶𝑡‥t 年度の入職者数 

𝑅𝑡‥t 年度の離職者数 

 

本節では、異なる 2 つの推計手法(モデル①・モデル②)を用いて 2012 年から 2025 年ま

での入職者数(𝐶𝑡)・離職者数(𝑅𝑡)をまずは推計する。そこで得られた推計値を(4.1)式に代入

することで、2012 年から 2025 年までの介護労働者供給(𝐿𝑡)を推計する。 
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同様に本節において、入職率・離職率の推計式を以下のように定義する。 

 

(入職率) = (𝐶𝑡 ÷ 𝐿𝑡−1) × 100 (4.4-2)式 

(離職率) = (𝑅𝑡 ÷ 𝐿𝑡−1) × 100 (4.4-3)式 

   

 

 2012 年から 2025 年までの離職率を推計する際、本節では 2012 年から 2025 年までの

離職者数・介護労働者供給を推計した後(4.3)式に代入し求める手法を用いる。 

さらに将来推計のための基礎データとして、2003 年から 2011 年の介護労働者供給数と

2004 年から 2011 年の入職率・離職率を使用した。8これらのデータを(4.2)式・(4.3)式に

代入し逆算することで、2004～2011 年の入職者数・離職者数を算出した。以上 5 種類の

データを図表 4-1 にまとめた。 

 

図表 4-1 介護労働者供給数 

年数 
介護労働者

供給数(万人) 

入職率

(％) 
離職率(％) 

入職者数

(万人) 

離職者数

(万人) 

2003 88.5 － － － － 

2004 100.2 33.1 21.4 30.6 18.9 

2005 112.5 28.2 20.2 32.5 20.2 

2006 118.6 29.0 20.3 28.9 22.8 

2007 124.2 27.4 21.6 31.2 25.6 

2008 128.0 22.6 18.7 27.0 23.2 

2009 134.3 25.2 17.0 28.1 21.8 

2010 133.4 25.8 17.8 23.0 23.9 

2011 133.9 21.0 16.1 22.0 21.5 

(出所) 職員数は厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」 

 入職率、離職率は介護労働安定センター「介護労働実態調査」より筆者作成 

 

これらの前提に基づき、次項から推計を行う。 

 

第 2 項 推計手法・推計結果(モデル①) 

(i) モデル①の推計手法 

モデル①では、2012 年以降の入職者数・離職者数がそれぞれ過去 5 年(2007 年から

2011 年)のデータ平均値のまま推移すると仮定し、それに基づき 2012 年から 2025 年の年

間入職者数・離職者数を推計した。図表 4-2 では 2004 年から 2011 年の年間入職者数・年

間離職者数・年間増加者数と、2012 年から 2025 年の年間推計入職者数・年間推計離職者

数・年間推計増加者数を示している。 

 

 

 

    

 

 

                                                      
8 今回我々が得られたデータ範囲は、介護労働者供給数(介護職員数)は 2003 年から 2011 年まで、入職
率・離職率は 2004 年から 2011 年までに留まっている。 
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(出所)筆者作成 

 

 

 (ⅱ) モデル①の推計結果 

推計した 2012 年から 2025 年までの各年の入職者数(𝐶𝑡)・離職者数(𝑅𝑡)を推計式(4.1)式

に代入し、2012 年から 2025 年までの各年の介護労働者供給(𝐿𝑡)を推計した。図表 4-3 で

は 2003 年から 2011 年の介護労働者供給と、2012 年から 2025 年の推計介護労働者供給

を示している。 

 この推計結果によると、介護労働者供給は年間 3.06 万人ずつ増加し、2025 年には

176.74 万人になる。2025 年の介護労働者需要は 244 万人であることから、モデル①が成

立する時、2025 年の介護労働者市場の需給ギャップは 67.26 万人であるとわかった。 

 また今回推計した介護労働者供給と離職者数を推計式(4.3)式に代入し、2012 年から

2025 年までの各年の離職率を推計した。図表 4-3 では 2004 年から 2011 年の離職率と、

2012 年から 2025 年の離職率を示している。この推計結果によると離職率は年々減少して

いき、2011 年では 16.1％であったのが 2025 年には 13.36％に下がっている。 
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図表 4-2 
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(出所)筆者作成 

 

第 3 項 推計手法・推計結果(モデル②) 

(ⅰ) モデル②の推計手法 

 モデル②では、採用者数と離職者数が景気変動の影響を受けるという仮定に基づき 2012

年以降の採用者数・離職者数を推計する。景気変動を表す経済変数には、実質 GDP(実質

国内総生産)を採用する。 

 そこで最初に実質 GDP を予測し、さらに実質経済成長率を予測する必要がある。実質

GDP を予測する主な手法としてマクロ計量経済モデルと時系列分析の２つが挙げられる。

しかし、マクロ計量経済モデルは、本稿の分析対象と関係が薄いマクロ経済の諸変数を多

く含めた多くの推定式からなる連立方程式体系を構築しなければならないことから、本稿

では時系列分析を予測手法として採用する。そして、時系列分析の中でも、Blanchard 

(1981)に倣い、AR モデル(自己回帰モデル)を用いて予測した。9 

モデル②では、入職者数と離職者数が景気変動の影響を受けるという仮定に基づき 2012

年以降の入職者数・離職者数を推定する。 

 AR モデルを使うためには、まずラグの次数を同定する必要がある。同定する手法とし

て、本稿では AIC 規準を用いた。この値が最も小さい時のラグ次数が最適な物である。算

出した結果、ラグの次数が 2 である時に AIC の値10は最小となった。よってラグの次数を

2 に同定する。 

                                                      
9 データは内閣府が発表している「国民経済計算確報(フロー編)」(平成 23 年度)より 1982 年から 2011 年
の実質 GDP を取った。 

10 AIC = (-2) × (最大化対数尤度) + 2 × (ラグの次数) 
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図表 4-3 
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図表 4-4  AIC 算定結果 

ラグの次数 AIC 

0 10.5579 

1 7.49992 

2 7.25885 

3 7.32148 

4 7.26373 

(出所)筆者作成 

 

そこで前年度の実質 GDP と前々年度の実質 GDP を変数とし、次の式を最小二乗法で推

定した。 

𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑌𝑡−1 + 𝛼2𝑌𝑡−2 + 𝑢𝑡 (4.4-4)式 

 

𝑌𝑡：t 期の実質 GDP 

 

分析結果は次の通りである。 

 

図表 4-5 計量結果(実質 GDP) 

t 期の実質 GDP(被説明変数) 係数 t 値 

(t-1)期の実質 GDP 1.4887*** 9.52 

(t-2)期の実質 GDP -0.5435** -3.78 

定数項 27.1458* 2.53 

観測数 30  

F 値 1088.07***  

決定係数 0.9877  

*p<0.05, **p <0.01, *** p<0.001                   (出所)筆者作成 

  

 

この結果により、実質 GDP の推計式は以下のようになった。 

𝑌𝑡 = 27.1458 + 1.4887𝑌𝑡−1 − 0.5435𝑌𝑡−2  (4.4)’式 

 

(4.4)’式を用いることで 2012 年から 2025 年各年の実質 GDP を推計できた。それらの推

計値を基にさらに実質経済成長率を推計し、2012 年から 2025 年の入職者数・離職者数を

推計する際に基とするデータとした。 

他方、採用者数と離職者数は、介護労働安定センター「介護労働実態調査」より入手で

きるのが、2004 年から 2011 年までのデータしか得られないため、標本数が少なく最小二

乗法を用いて信頼できる分析結果が得られない。そのため、本稿では最小二乗法の計算方

法に近似させた、以下の推計式を用いて 2012 年から 2025 年の採用者数・離職者数を推計

する。 
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𝐶𝑡 = 𝛼𝐶 + 𝛽𝐶 × 𝐺𝑟𝑡 + 𝛾𝐶 × 𝐺𝑟𝑡−1 (4.4-5)式 

𝐶𝑡‥t 年度の入職者数 

𝐺𝑟𝑡‥t 年度の実質経済成長率 

𝛼𝐻‥最小二乗法での物と同じ定義に基づいて計算した定数項 

𝛽𝐻‥入職者数と当年の実質経済成長率の偏相関係数 

𝛾𝐻‥入職者数と前年の実質経済成長率の偏相関係数 

 

𝑅𝑡 = 𝛼𝑅 + 𝛽𝑅 × 𝐺𝑟𝑡 + 𝛾𝑅 × 𝐺𝑟𝑡−1 (4.4-6)式 

𝑅𝑡‥t 年度の離職者数 

𝐺𝑟𝑡‥t 年度の実質経済成長率 

𝛼𝑅‥最小二乗法での物と同じ定義に基づいて計算した定数項 

𝛽𝑅‥離職者数と当年の実質経成長功率の偏相関係数 

𝛾𝑅‥離職者数と前年の実質経済成長率の偏相関係数 

 

 いま 2004 年から 2011 年までの入職者数・離職者数、2003 年から 2011 年までの実質

経済成長率がわかっているため、まず各式の𝛼・𝛽・𝛾を算出する。それらの値を各式に代

入することで、2012 年以降の入職者数・離職者数を推計できる。 

最初に𝛽・𝛾を求める。偏相関係数の公式は以下の通りである。 

 

(x の影響を除いた y と z の偏相関係数) = 𝑟𝑦𝑧 − (𝑟𝑥𝑦 × 𝑟𝑥𝑧)/√1 − 𝑟𝑥𝑦
2 × √1 − 𝑟𝑥𝑧

2 

(4.4-7)式11  

 

そこで偏相関係数を求める際に必要な相関係数を算出した。 

 

図表 4-6 相関係数一覧表 

 相関係数 

当年の実質 GDP－前年の実質 GDP 成長率 －0.0516 

入職者数－当年の実質 GDP 成長率 －0.0944 

入職者数－前年の実質 GDP 成長率 0.0198 

離職者数－当年の実質 GDP 成長率 0.5699 

離職者数－前年の実質 GDP 成長率 0.2152 

(出所)筆者作成 

 

以上のデータを用いて偏相関係数を算出し、以下の値を得られた。 

𝛽𝐶 =－0.094,   𝛾𝐶 =0.015,   𝛽𝑅 =0.596,    𝛾𝑅 =0.298 (4.1)値 

これらの値から(4.5)式と(4.6)式のうち、定数項であるα以外の値は全て出た。そこで右

辺のαを除く部分を X とし、左辺はそのまま𝐶𝑡・𝑅𝑡とする一次式を推計する。まず 2004 年

から 2011 年までの入職者数・離職者数と 2003 年から 2011 年までの実質経済成長率の

データを基に、2004 年から 2011 年までの(X,Y)についての散布図を作成した。 

その散布図を線形近似した結果、以下のような式を得られた。 

                                                      
11 𝑟𝑎𝑏: 𝑎と𝑏の相関係数 
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(4.5)式の変形より：𝐶𝑡 = −10.998X + 27.197 (4.4-8)式 

(4.6)式の変形より：𝑅𝑡=0.0022X+22.252 (4.4-9)式 

 

よって∝はそれぞれの式の切片である以下の値となる。 

𝛼𝐶=27.197, 𝛼𝑅=22.252 (4.2)値 

以上推計した(4.3)値と(4.4)値を(4.5)式・(4.6)式にそれぞれ代入すると、以下のように入

職者数・離職者数の予測式が完成した。 

𝐶𝑡 = 27.197 − 0.094𝐺𝑟𝑡 + 0.015𝐺𝑟𝑡−1  (4.5)’式 

𝑅𝑡 = 22.252 + 0.596𝐺𝑟𝑡 + 0.298𝐺𝑟𝑡−1  (4.6)’式 

 

この(4.5)’式 と(4.6)’式に推計した実質経済成長率を代入し、2012 年から 2025 年までの

入職者数・離職者数を推計した。図表 4-6 では 2003 年から 2011 年までの入職者数・離職

者数・増加人数と、2012 年から 2025 年までの推計入職者数・推計離職者・推計増加者数

を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)筆者作成 

 

(ⅱ) モデル② 推計結果 

実質経済成長率の変動に従う入職者数・離職者数の推定式(4.5)’式・ (4.6)’式を(4.1)式に

代入することで、実質経済成長率を変数とする介護労働者供給の推計式を求める。  

 

   𝐿𝑡 = 𝐿𝑡−1 + (𝐶𝑡 − 𝑅𝑡)  (4.1)式 

= 𝐿𝑡−1 + {(27.197 − 0.094𝐺𝑟𝑡 + 0.015𝐺𝑟𝑡−1) − (22.252 + 0.596𝐺𝑟𝑡 + 0.298𝐺𝑟𝑡−1)} 

((4.5)’式・ (4.6)’式より) 

 

∴  𝐿𝑡 = 4.945 + 𝐿𝑡−1 − 0.690𝐺𝑟𝑡 − 0.283𝐺𝑟𝑡−1 (4.1)’式 
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図表 4-7 
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(4.1)’式に推計した実質経済成長率を代入し、2012 年から 2025 年までの介護労働者供給

を推計した。図表 4-8 では 2003 年から 2011 年の介護労働者供給と、2012 年から 2025

年の推計介護労働者供給を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)筆者作成 

 

 この推計結果によると、2025 年の介護労働者供給は 200.06 万人になる。2025 年の介

護労働者需要は 244 万人であることから、モデル②が成立する時、2025 年の介護労働者

市場の需給ギャップは 43.94 万人であるとわかった。また介護労働者供給は毎年増加して

いるものの、伸び率は低下している。2012 年は前年と比較して 4.3%増だが、2025 年は前

年より 2.4％増にとどまっている。 

 また今回推計した介護労働者供給と離職者数を推定式(4.3)式に代入し、2012 年から

2025 年までの各年の離職率を推計した。図表 4-8 では 2004 年から 2011 年の離職率と、

2012 年から 2025 年の推計離職率を示している。この推定結果によると離職率は年々減少

していき、2011 年では 16.1％であったのが 2025 年には 11.48％になっている。 

 

図表 4-9 推計結果まとめ(介護労働者) 

 2025 年の介護労働者数 
2025 年の需給ギャップ 

(需要：244 万人) 

2025 年の離職率 

(2011 年：16.1％) 

モデル① 176.74 万人 67.26 万人 13.36％ 

モデル② 200.06 万人 43.94 万人 11.48％ 
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図表 4-8 
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第 4 項 考察 

本節ではモデル①・モデル②と異なる仮定の下で設定した推計式の下で 2025 年までの

介護労働者供給・離職率を予測した。結果として図表 4-9 で示した通りそれぞれ異なる値

が推計されたが、共通した特徴は多数見受けられる。 

図表 4-3、図表 4-8 を見ると双方のモデルどちらにおいても、介護労働者供給は年々増

えている。また離職率は年々下がっている。この結果だけを見ると非常に望ましい将来予

測である。 

しかし本推計が理想的な将来像であると判断できないポイントが大きく 2 点ある。第 1

にモデル①・モデル②とも、2025 年の推計労働者供給は 2025 年の労働者需要を満たして

いない。需給ギャップはモデル①では 67.66 万人、モデル②では 43.94 万人と、誤差とは

考えられないほど大きく差が開いている。このことから、2012 年以降も介護労働者供給は

増加するものの、2025 年の需給ギャップを満たすには増加率が低いと推察できる。 

第 2 に図表 4-2 と図表 4-7 に示された離職者数の推移を考慮すると、離職率低下の理由

が離職者数低下に繋がっているとは判断しにくい。どちらのモデルも離職率は 2011 年か

ら 2025 年までの 14 年間で下がる予測であるが、離職者数自体は両モデルとも変化幅は小

さい。モデル①は元々離職者数の変化は起こらない前提であり、モデル②も変化幅の最大

値は 0.58 万人と小さい。よって離職率が低下した原因は、単にその分母(前年度の介護労

働者供給)が増えたためだとも十分推察できる。 

以上より、現状のまま何の対策も行わなかった場合の将来の介護労働市場は深刻な供給

不足に陥る可能性が高い、と独自の定量分析によっても判断できた。 

 離職率に影響を与える要因分析 第2節
前章で述べた通り、介護労働者の離職率に関する先行研究では主に賃金と離職率に重点

を置いている。しかし、賃金と離職率には何らかの関係性があるという点では見解は一致

しているものの、賃金がどう離職率に影響を与えているかについて、共通した具体例は未

だにない。一方で、これらの先行研究では教育訓練や職場環境の改善といった非金銭的条

件のほうが、賃金よりも離職率に大きな影響を与えている可能性も提示している。しかし

ながら、賃金以外の非金銭的条件に重きを置いた先行研究はない。 

そこで、本分析では介護労働者の離職率に影響を及ぼす要因について、賃金を含めた現

場の労働条件を示す変数に加え、事業所の管轄下にある労働環境を示す非金銭的条件も変

数として用いて分析した。この分析により、介護労働者の離職を促進する要因を賃金・非

金銭的条件の双方、および介護事業者視点・介護労働者視点の両者から検討する。 

 

第 1 項 分析データ 

分析に当たり、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターSSJ

データアーカイブから「平成22年度介護労働実態調査」(介護労働安定センター)の個票

データの提供を受けた。そのうち、事業所に対するアンケートである「事業所における介

護労働実態調査」を用いて分析を行う。「事業所における介護労働実態調査」は全国の介

護保険サービスを実施する事業所を対象とした調査である。 

この調査では全国の介護保険サービスを実施する事業所から無作為に約1/4事業所

(17,030事業所)を抽出し、それらの事業管理者を対象に実施した。有効回答は7,345事業所

であった(有効回収率は43.1%)。 

また同調査では従業員を対象としたアンケート調査も行われている。上記の事業所のう

ち1事業所あたり最大20名に対し、個別の就業形態・労働条件等を調査している。有効回

答は77897人であった。 
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以上、介護事業所・介護労働者双方の回答に基づいた調査結果をもとに分析を行う。 

 

第 2 項 分析手法 

本稿では重回帰分析を用いて介護労働者の離職率に大きく影響を与える要因を分析す

る。先行研究では、「介護労働実態調査」のうち、労働者個人に対する「介護労働者の就

業形態と就業意識調査」を使用しているものが多い。しかし本稿では、事業所に対する

「事業所における介護労働実態調査」を使うことで、説明変数に介護労働者の属性や性質

だけでなく、その労働者の勤めている事業所の属性や性質も含めた。具体的には、介護報

酬に占める人件費の割合や定着促進の方策などを説明変数に加えることで、事業所の特性

が労働者の離職率にどのような影響を与えるかを見ることができる。 

方法は、まずミンサー型賃金関数(Mincer,1974)を用いて賃金関数を推定する。ミンサー

型賃金関数は教育や経験などによる人的資本の蓄積が賃金に与える影響を見るものであ

り、これを用いて年齢や資格などが介護職の賃金へどのような影響を与えるかを確認す

る。続いて、ミンサー型賃金関数を用いた推計賃金率を算出し、離職率の式に投入して 2

段階目の推定を行う。ここで、ミンサー型賃金関数を挟むのは離職率の式における内生性

を考慮してのことである。以下、ミンサー型賃金関数、離職率それぞれの推定について見

ていく。 

 

第 3 項 分析結果 
(i)ミンサー型賃金関数 

ミンサー型賃金関数の変数は「事業所における介護労働実態調査」の従業員を対象にし

た質問である問 28 以降を使用した。以下の変数を用いて推定を行った。 
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図表 4-10 使用した変数と予想される結果(賃金率) 

変数名 説明 予想される符号 

賃金率 1 時間当たりの賃金率(円) (被説明変数) 

性別ダミー 
0：男性 

1：女性 

負 

職業ダミー 

現在の職業が、 

0：訪問介護員12 

1：介護職員13 

負 

資格ダミー 

保有している資格が、 

0：介護福祉士 

1：ホームヘルパー1 級・2 級 

負 

雇用形態ダミー 

現在の就業形態が、 

0：非正規 

1：正規 

正 

年齢 現在の年齢 正 

年齢二乗 現在の年齢の二乗 負 

勤続年数 勤続年数 正 

勤続年数二乗 勤続年数の二乗 負 

(出所)SSJ データアーカイブ「事業所における介護労働実態調査(平成 22 年度介護労働実

態調査書)」(介護労働安定センター)より筆者作成 

 

図表 4-10 でそれぞれの変数の説明と予想される符号を示した。これより、符号を上記

のように予想した理由と、本分析における独自性について述べていく。 

被説明変数の賃金率については、賃金の支払い形態が時間給、日給、月給に分かれてい

たので、まず１ヵ月の実賃金(円)を１ヵ月の実労働時間数(時間)で割ることで、1 時間当た

りの賃金をそれぞれ算出した。これらの計算結果の値の対数をとり、これを賃金率とし

た。 

性別ダミーは男性を基準に、女性であれば 1 をとるようにした。男性は女性より生計維

持者となることが多く、より高い報酬を求めることが予想されるので性別ダミーは負の符

号になることが予想される。 

職業ダミーは、介護保険法の指定を受けた訪問介護事業所で働き、高齢者等の家庭を訪

問しているものを訪問介護員、訪問介護以外の指定介護事業所で働き、直接介護を行う者

を介護職員としている。一般的に介護職員と比べて訪問介護員の 1 時間当たりの賃金は高

いため、符号は負となることが予想される。 

資格ダミーは介護福祉士の資格を保有している者を 0、ホームヘルパー1 級あるいは

ホームヘルパー2 級、もしくはその両方を保有している者を 1 とした。また介護福祉士・

ホームヘルパー両方の資格を保有している場合は、介護福祉士を上級資格とし、0 となる

ようにした。介護福祉士の方が上級資格であるので、賃金もその分高くなることが予想で

き、符号は負となることが予想できる。 

雇用形態ダミーは正規就業者の方が非正規就業者より賃金が高いと考えられるので、予

想される符号は正である。 

                                                      
12 訪問介護員とは、介護保険法の指定を受けた訪問介護事業所で働き、高齢者等の家庭を訪問して、家事
などの生活援助、入浴などの身体介護を行う者でいわゆるホームヘルパーのこと。 

13 介護職員とは、訪問介護以外の介護保険法の指定介護事業所で働き、直接介護を行う者のこと。 
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年齢と勤続年数は、それぞれ外部経験、介護職としての企業内熟練の代理変数として使

用した。これらの上昇は介護能力の上昇につながると予想でき、それに伴って賃金も上昇

することが考えられる。よって予想される符号は正である。一方で、年齢と勤続年数はあ

る一定以上になると賃金が下がることが予想される。そのため、年齢二乗と勤続年数二乗

の符号はそれぞれ負となると予想できる。 

 

それぞれの記述統計量は次のようになっている。 

 

図表 4-11 記述統計量(賃金率) 

 
観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値 

賃金率 62883 7.1451 0.3138 1.6733 10.4144 

性別ダミー 77896 0.8004 0.3997 0 1 

職業ダミー 54425 0.6533 0.4759 0 1 

資格ダミー 57055 0.5763 0.4942 0 1 

雇用形態ダミー 77896 0.50540 0.49997 0 1 

年齢 75701 44.9754 12.8376 16 75 

勤続年数 74731 4.1957 4.3337 0 47 

(出所)SSJ データアーカイブ「事業所における介護労働実態調査(平成 22 年度介護労働実

態調査書)」(介護労働安定センター)より筆者作成 

 

推定は最小二乗法にて行う。推定式は(4.10)式の通りである。 

 

𝑙𝑛𝑊𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝐷𝑠𝑖 + 𝛼2𝐷𝑜𝑖 + 𝛼3𝐷𝑞𝑖 + 𝛼4𝐷𝑤𝑖 + 𝛼5𝐴𝑖 + 𝛼6𝐴2𝑖 + 𝛼7𝑌𝑖 + 𝛼8𝑌2𝑖 + 𝑢𝑖 (4.4-10)

式 

 

lnW：賃金率 

Ds：性別ダミー(男性=0、女性=1) 

Do：職業ダミー(訪問介護員=0、介護職員=1) 

Dq：資格ダミー(介護福祉士=0、ホームヘルパー1 級・2 級=1) 

Dw：雇用形態ダミー(正社員=0、非正社員=1) 

A：年齢 

A2：年齢二乗 

Y：勤続年数 

Y2：勤続年数二乗 

u：誤差項 

 

 分析結果は次の通りである。 
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図表 4-12 分析結果(賃金率) 

被説明変数(賃金率) 係数 t 値 

性別ダミー(基準：男性) 

女性 -0.0195*** -5.29 

職業ダミー(基準：訪問介護員) 

介護職員 -0.1776*** -56.29 

資格ダミー(基準：介護福祉士) 

ホームヘルパー1 級・2 級 -0.1103*** -37.48 

雇用形態ダミー(基準：非正社員) 

正社員 0.1166*** -35.85 

年齢 -0.0022** -3.2 

年齢二乗 0.0000* 2.26 

勤続年数 0.0148*** 19.55 

勤続年数二乗 -0.0002*** -5.59 

定数項 7.2732*** 465.92 

観測数 35674 

911.07*** 

0.1695 

F 値 

自由度調整済み決定係数 

*p<0.05, **p <0.01, *** p<0.001 

(出所)SSJ データアーカイブ「事業所における介護労働実態調査(平成 22 年度介護労働実

態調査書)」(介護労働安定センター)より筆者推計 

 

 分析結果から、女性であることは男性と比べて賃金率を有意に 1.9%下げることが分かっ

た。これは予想通り、男性が女性と比べてより高い報酬を求めて就業することが原因では

ないかと推測できる。また、職業については介護職員であることは訪問介護員と比べて

17.7%賃金率を有意に下げることが分かった。しかし、訪問介護員の労働時間には移動時

間や待機時間が含まれておらず、時間給が実際よりも多く見積もられていることが考えら

れる。資格については、上級資格である介護福祉士の資格を持っている者の方が、下級資

格であるホームヘルパー1 級・2 級の資格を持っている者より賃金率が有意に 11.0%高い

ことが認められた。職業形態については、正社員の方が非正社員よりも賃金が高くなるこ

とが一般的であり、非正社員に対して正社員は 11.6%有意に賃金率を上昇させる結果と

なった。 

 年齢、年齢二乗の符号は予想と異なり、それぞれ負、正となった。これは、若手や高齢

労働者よりも中年労働者の賃金が低いことを表している。この理由としては次のようなこ

とが考えられる。介護労働者は中年から働き始める者が多く、その多くは介護未経験者が

多い。一方、若手は福祉学校の卒業者などが多く、高齢労働者は熟練しているものが多い

ため介護への能力が高いことがいえる。このような観点から未熟練の中高年より能力の高

い若手、高齢労働者の賃金が高くなることが考えられる。 

 一方、勤続年数、勤続年数二乗の符号はそれぞれ正、負となった。これは、ある程度の

勤続年数までは賃金が上昇するが、一定程度以上働き続けると賃金が下がることを意味し

ている。この理由として、勤続年数が長いものは次第に後継者の育成などの職に就き、第

一線を離れることなどが考えられる。 

 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム 2013 発表論文 

31 

 

 

(ii) 離職率の推計 

 続いて、離職率の分析には、「事業所における介護労働実態調査」の事業所に対する質

問である、問 27 までと、従業員を対象とした問 28 から質問の 2 つを用いた。変数は次の

ようになっている。 

 

図表 4-13 使用した変数と予想される結果(離職率) 

変数名 説明 予想される符号 

離職率 (離職者数 (離職者数＋従業員数)⁄  (被説明変数) 

推計賃金率 
ミンサー型賃金関数を用いた 

推計賃金率 

負 

労働時間 1 日あたりの労働時間 正 

サービス類型ダミー 

実施しているサービスが 

0：訪問サービス 

1：通所サービス 

1：施設サービス 

通所サービス：負 

施設サービス：負 

事業所形態ダミー 

実施している法人の種類が 

0：民間 

1：社会福祉法人 

1：NPO 

負 

雇用管理責任者の教育ダミー 

雇用管理責任者14講習15を 

0：受講していない 

1：受講した 

負 

営業年数 介護事業を行っている年数 負 

介護報酬に占める人件費割合(%) 介護報酬に占める人件費の割合 負 

従業員数ダミー 

訪問介護員と介護職員の従業員数が 

0：10 人未満 

1：10 人以上 20 人未満 

1：20 人以上 30 人未満 

1：30 人以上 40 人未満 

1：40 人以上 50 人未満 

1：50 人以上 

負 

(定着促進の方策) 

定着促進の方策を 

0：実施していない 

1：実施している 

負 

賃金・労働時間等の労働条件を

改善している 

労働時間の希望を聞いている 

仕事内容の希望を聞いている 

業務改善や効率化等による 

働きやすい職場作りをしている 

能力や仕事ぶりを評価し、配置

や処遇に反映している 

                                                      
14 雇用管理責任者とは介護分野の事業所や、介護分野に参入しようとする事業所において、人事・労務等
を担当する者のこと。 

15 雇用管理責任者講習とは介護労働安定センターが厚生労働省から委託された事業で、介護分野の雇用管
理に責任を有する者を対象に行っている雇用管理について講習のこと。 
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職員の仕事内容と必要な能力等

を明示している 

キャリアに応じた給与体系を整

備している 

非正社員から正社員への転換の

機会を設けている 

新人の指導担当・アドバイザー

を置いている 

能力開発を充実させている 

管理者・リーダー層の部下育成

や教育研修に力をいれている 

悩み、不満、不安などの 

相談窓口を設けている 

健康対策や健康管理に力を 

入れている 

職場内の仕事上のコミュニケー

ションの円滑化を図っている 

経営者と従業員が経営・ケア 

方針を共有する機会 

福利厚生を充実させ、 

職場内の交流を深めている 

子育て支援を行っている 

(出所)SSJ データアーカイブ「事業所における介護労働実態調査(平成 22 年度介護労働実

態調査書)」(介護労働安定センター)より筆者作成 

 

被説明変数である離職率は、訪問介護員と介護職員についてのものであり、 

離職者数 (離職者数＋従業員数)⁄  

の式で求めた。離職者数についての調査結果の中には、無回答のものが含まれていた。無

回答の扱いとしては、訪問介護員正社員・非正社員常勤・非正社員短時間、介護職員正社

員・非正社員常勤・非正社員短時間の 6 つの項目全てについて無回答であった事業所を省

いた。1 つでも回答されていた場合は、その他で無回答であった項目を 0 としてカウント

した。従業員数についての無回答の扱いは、6 つの項目が全て有効回答であったもののみ

採用し、1 つでも無回答である項目があった場合は、全て不採用とした。  

 推計賃金率はミンサー型賃金関数で算出された賃金率を用いて、離職率の説明変数とし

て加えた。介護職は処遇が悪く、介護職に就いている人の中で低賃金を不満に挙げている

人が多い。賃金率が上がることで、労働条件が改善され、離職率が下がることが考えられ

るため、予想される符号は負である。 

 労働時間については、1 ヵ月の実労働時間数を 1 ヵ月の実労働日数で割ることで算出し

た。1 時間労働時間が増えると、その分従業員の負担が増えることになり、離職に繋がる

と予想できるため、符号は正になると考えられる。 

 サービス類型ダミーは、主とするサービスの種類を訪問系であると回答された場合を 0

とし、通所系や施設系と答えた場合は 1 とした。一般的に訪問介護員に比べて、通所系と

施設系の事業所に勤める介護職員の離職率は高いことから、通所系と施設系の係数の符号

は正になることが予想される。 

 事業所形態ダミーについては、実施している法人が民間である事業所を基準として、社

会福祉法人と NPO を 1 とした。予想される符号を負にしたのは、民間が利益追求型で従

業員の待遇に関する規定も十分でないのに対して、社会福祉法人や NPO はある程度規定
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が存在していて従業員も守られているというイメージがある分、離職率も低いと考えたか

らである。 

雇用管理責任者の教育ダミーについては、雇用管理責任者の教育を受講していない場合

は 0、受講している場合は 1 とした。教育を受講した雇用管理責任者は雇用に関する知識

を得ており、従業員にとって働きやすい職場環境を作ることができ、従業員の満足度を高

めて離職率を下げることができると考えられる。よって、予想される符号は負とした。 

 営業年数については、長く運営していれば運営している程、組織として成熟していて、

経営や教育のノウハウを持っていると考えられる。従業員の処遇に対しても施策が打たれ

ている可能性が高いため、離職率にも良い影響が与えていると予測し、符号は負とした。 

 介護報酬に占める人件費の割合は従業員の賃金に報酬がどれ程反映されているかを表し

ている。この割合が高ければ高い程、労働条件が良いと判断できるため、離職率が低くな

ると考えられる。このことから、予測される符号は負とした。 

 従業員数ダミーについては、低賃金と同程度に不満として挙げられている、重労働に影

響を与えると予測できる。従業員数が多ければその分一人一人の負担が低くなることか

ら、離職率への影響もあると考え、符号は負とした。 

 最後に、事業所が行っている、定着促進の方策の 17 項それぞれについてダミー変数を

作成し、離職率に影響を与える要因を検証するために入れたのが本分析における独自性で

ある。定着促進の方策を実施していない場合は 0、実施している場合は 1 とした。これら

は従業員の定着を図るために行われている策であるため、離職率を下げる効果を果たして

いると予測できるため、符号は負とした。 

 

それぞれの記述統計量は次のようになっている。 

 

図表 4-14 記述統計量(離職率) 

 
観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値 

離職率 41943 14.1859 12.9975 0 100 

推計賃金率 62883 7.1451 0.3138 1.6733 10.4144 

労働時間 67545 6.5795 2.2724 0 24 

訪問ダミー 57823 0.3263 0.4689 0 1 

通所ダミー 77826 0.2453 0.4302 0 1 

施設ダミー 77826 0.3840 0.4864 0 1 

民間ダミー 58967 0.6162 0.4863 0 1 

社会福祉法人ダミー 58967 0.2920 0.4547 0 1 

NPO ダミー 58967 0.0918 0.2888 0 1 

雇用管理責任者の教育ダミー 77826 0.4288 0.4949 0 1 

営業年数 74937 10.7263 6.4297 0 95 

介護報酬に占める人件費割合 66419 69.9344 24.2892 0 576 

従業員数ダミー      

10人未満ダミー 44587 0.2192 0.4137 0 1 

10 人以上 20 人未満ダミー 44587 0.2909 0.4542 0 1 

20人以上 30 人未満ダミー 44587 0.1875 0.3904 0 1 
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30 人以上 40 人未満ダミー 44587 0.1086 0.3111 0 1 

40 人以上 50 人未満ダミー 44587 0.0671 0.2501 0 1 

50 人以上ダミー 44587 0.1267 0.3326 0 1 

(定着促進の方策) 
     

賃金・労働時間等の労働条件を改善し

ている 
72839 0.5951 0.4909 0 1 

労働時間の希望を聞いている 72839 0.6098 0.4878 0 1 

仕事内容の希望を聞いている 72839 0.3202 0.4666 0 1 

業務改善や効率化等による働きやすい

職場作りをしている 
72839 0.4173 0.4931 0 1 

能力や仕事ぶりを評価し、配置や処遇

に反映している 
72839 0.4253 0.4944 0 1 

職員の仕事内容と必要な能力等を明示

している 
72839 0.1897 0.3921 0 1 

キャリアに応じた給与体系を整備して

いる 
72839 0.3582 0.4795 0 1 

非正社員から正社員への転換の機会を

設けている 
72839 0.5160 0.4997 0 1 

新人の指導担当・アドバイザーを置い

ている 
72839 0.2446 0.4299 0 1 

能力開発を充実させている 72839 0.4829 0.4997 0 1 

管理者・リーダー層の部下育成や教育

研修に力をいれている 
72839 0.2220 0.4156 0 1 

悩み、不満、不安などの相談窓口を設

けている 
72839 0.2879 0.4528 0 1 

健康対策や健康管理に力を入れている 72839 0.3556 0.4787 0 1 

職場内の仕事上のコミュニケーション

の円滑化を図っている 
72839 0.6632 0.4726 0 1 

経営者と従業員が経営・ケア方針を共

有する機会 
72839 0.4186 0.4933 0 1 

福利厚生を充実させ、職場内の交流を

深めている 
72839 0.3352 0.4721 0 1 

子育て支援を行っている 72839 0.0930 0.2904 0 1 
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推計は二段階最小二乗法で行い、推計式は(4.11)式のようになっている。 

 

𝑄𝑖 = ln𝑊𝐸𝑖 + 𝐷𝑠𝑖 + 𝐷𝑜𝑖 + 𝑇𝑖 + 𝑃𝑖 + 𝐷𝑙𝑠𝑖 + 𝑌𝑖 + 𝐿𝑖 + 𝑆𝑖 + 𝑢 (4.4-11)式 

Q：離職率(離職者数 (離職者数＋従業員数)⁄ ) 

lnWE：推計賃金率 

Ds：サービス類型ダミー(訪問サービス=0、通所サービス、施設サービス=1)  

Do：事業所形態ダミー(民間=0、社会福祉法人、NPO=1) 

T：労働時間 

P：従業員数ダミー 

Dls：雇用管理責任者講習の受講ダミー(受講していない=0、受講している=1) 

Y：営業年数  

L：介護報酬に占める人件費の割合 

S：定着促進の方策 

u：誤差項 

 

分析結果は次の通りである。 

 

図表 4-15 分析結果(離職率) 

被説明変数(離職率) 係数 t 値 

推計賃金率 -7.8274*** -8.91 

サービス類型ダミー(基準：訪問サービス) 

通所サービス 0.5727 1.79 

施設サービス 2.7644*** 9.54 

事業所形態ダミー(基準：民間) 

社会福祉法人 -4.3090*** -16.97 

NPO -4.4141*** -12.71 

労働時間 0.0677 1.27 

従業員数ダミー(基準：10 人未満) 

10 人以上 20 人未満 
-1.9611*** -6.3 

20 人以上 30 人未満 -1.8033*** -5.24 

30 人以上 40 人未満 -3.4600*** -8.93 

40 人以上 50 人未満 -2.4448*** -5.34 

50 人以上 -2.5890*** -6.32 

雇用管理責任者講習の受講ダミー -0.8035*** -4.3 

営業年数 -0.0492** -3.47 

介護報酬に占める人件費の割合 -0.0208*** -5.76 

(定着促進の方策)   

賃金・労働時間等の労働条件を改善してい

る 
-1.1385*** -5.54 

労働時間の希望を聞いている -0.4721* -2.19 

仕事内容の希望を聞いている 0.2030 0.98 

業務改善や効率化等による働きやすい職場

作りをしている 
-0.6828** -3.2 

能力や仕事ぶりを評価し、配置や処遇に反

映している 
1.4074*** 6.57 
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職員の仕事内容と必要な能力等を明示して

いる 
-0.2482 -0.97 

キャリアに応じた給与体系を整備している 1.5181*** 7.16 

非正社員から正社員への転換の機会を設け

ている 
-0.1520 0.73 

新人の指導担当・アドバイザーを置いてい

る 
0.1012 0.43 

能力開発を充実させている -0.0928 -0.45 

管理者・リーダー層の部下育成や教育研修

に力をいれている 
0.2160 0.91 

悩み、不満、不安などの相談窓口を設けて

いる 
-0.0685 -0.31 

健康対策や健康管理に力をいれている -1.3587*** -6.55 

職場内の仕事上のコミュニケーションの円

滑化を図っている 
-0.2697 -1.25 

経営者と従業員が経営・ケア方針を共有す

る機会を設けている 
1.3580*** 6.41 

福利厚生を充実させ、職場内の交流を深め

ている 
-0.8193*** -3.95 

子育て支援を行っている -0.7505* -2.14 

定数項 74.7552***  11.81 

観測数 14695  

F 値 50.3***  

自由度調整済み決定係数 0.0642  

*p<0.05, **p <0.01, *** p<0.001 

(出所)SSJ データアーカイブ「事業所における介護労働実態調査(平成 22 年度介護労働実

態調査書)」(介護労働安定センター)より筆者推計 

 

 分析結果から、予想通り賃金は離職率に大きく負の影響を与えていることが分かった。

推計賃金率の結果からは賃金が 1%上昇すれば離職率が 0.078%下がることがいえる。介護

報酬に占める人件費の割合も大きくなれば有意に離職率が下がること分かり、定着促進の

方策で、「賃金・労働時間等の労働条件を改善している」事業所の離職率もまた有意に低

いことが分かった。サービス類型や事業所形態では、訪問サービスと比べて施設サービス

の方が離職率は高く、民間事業所と比べて社会福祉法人、NPO が運営している方が離職

率は低いことが分かる。 

 他に労働時間の柔軟性も離職率に負の影響を与えていることが予想できる。労働時間は

有意な結果となっていないが、「賃金・労働時間等の労働条件の改善」、「労働時間の希

望を聞く」ことが離職率を有意に減じている。これは、単純な労働時間の増減よりも、早

朝・深夜勤務の有無や柔軟に労働時間を変更できるかなどの要因が大きく影響しているこ

とが考えられる。介護には女性労働者が多く、家事との両立を兼ねているものが多いこと

がその原因であろう。これには従業員数も関係していることが予想できる。従業員数が多

いほど、シフトの自由が利きやすく、労働時間に柔軟性をもたせられることがいえるだろ

う。実際、分析結果から従業員数は離職率を減少させる効果を持っていることが分かる。

特に 30 人~39 人の従業員数規模の事業所の離職率が最も低くなっていることは興味深

い。 

 働きやすい職場というのも離職率にマイナスの影響を与えていることがいえる。定着促

進の方策として、「業務改善や効率化等による働きやすい職場作り」をしていたり「福利
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厚生を充実させ、職場内の交流を深めていたりしている」ところは離職率が低いことが分

析から分かった。他に、「健康対策や健康管理に力をいれている」こと、「子育て支援を

行っている」ことも離職率を減じさせる効果があり、これらも職場環境に関係する要因で

ある。業務改善や効率化とは、労働者・事業所それぞれの煩雑な書類作成といった事務作

業の改善であり、これらの手続きが両者にとって負担となっていることが分かる。また健

康対策等は、介護が重労働であるため腰痛などを患い離職する者が一定程度いることから

も有効であろうことがいえる。 

 これら以外に離職率に有意に負の影響を与えているものとしては、雇用管理責任者の講

習の受講と営業年数がある。雇用管理責任者の講習を受講することで、人事管理や労働時

間管理、賃金管理、さらに福利厚生などについても学ぶことができる。これによって、労

働環境が改善されれば離職率は下がることが予想できよう。営業年数については、その年

数が長いほど運営のノウハウが蓄積されることが考えられ、その結果、業務の改善や効率

化が図られることが予想できる。 

 一方、離職率に正の影響を与えているものとして、「能力や仕事ぶりを評価し、配置や

処遇に反映している」、「キャリアに応じた給与体系を整備している」、「経営者と従業

員が経営・ケア方針を共有する機会を設けている」の 3 つがある。前者の 2 つは主にキャ

リアアップに関する施策であるといえる。これが離職率に正の影響を与えているのは、

キャリアアップを果たした者が、他の処遇のよりよい事業所に転職してしまうことや、従

業員が適正な評価を受けていないと不満に思うことが要因として考えられる。また後者の

経営・ケア方針の共有については、かえって共有する機会を増やすことで方針・意見の対

立が発生し、不満が増加するといったことが考えられる。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム 2013 発表論文 

38 

 

第5章  政策提言 

 政策の方向性 第1節
 本稿における政策提言に入る前に、我々が考えた政策と関わりの深い特定事業所加算の

概要について述べる。 

現行の介護保険制度における特定事業所加算とは、サービスの質の高い事業所を積極的

に評価する制度で、一定の要件を満たす事業所に介護報酬単位を加算する仕組みとなって

いる。株式会社三菱総合研究所の「居宅介護支援事業所におけるサービスの実態に関する

調査研究」(平成 21 年)16によると、特定事業所加算取得等により経営が改善した事業所が

約 3 割を占めるなど一定の効果が認められたことが分かった。このことから公定価格で成

り立っている介護制度において、介護報酬加算制度を設けることは事業所の収益向上の手

立てとなり、かつ設定した要件を達成するインセンティブを与えることが期待される。 

そこで、本稿では介護報酬に労働環境改善を狙いとした「特定大規模事業所加算」を新

たに設けることを提案する。これを導入する目的は労働環境改善が見込める法人合併を促

進することと、介護報酬加算に伴う賃金・処遇の改善である。一口に法人合併と言っても

その形態は多岐に渡るが、我々はありとあらゆる経営統合17を想定している。 

法人合併を促す理由としては、前述の計量分析でも示されているように、合併をするこ

とで直接的、間接的に離職率が下がることが見込まれるからである。まず、規模の拡大に

より事務作業の一括化、サービス内容のマニュアル作り、共同調達や間接部門の重複排除

によるコスト削減等、業務改善や効率化が進み、働きやすい職場作りをする余裕が事業所

にできるであろう。また、福利厚生に関しては武内(2004) の中で「福利厚生供与に規模の

経済が働く」という記述があることから、大規模化により福利厚生の充実が図られると考

えられる。加えて合併をすることで一事業所における従業者数が増え、ノウハウの共有や

労働者の希望に沿った形で柔軟に労働時間を配分することが可能となるだろう。雇用管理

責任者も合併によって管理責任者そのものが増えれば、時間の余裕が増え、雇用管理責任

者講習を受講する時間を確保することできることが見込まれる。加えて、介護労働安定セ

ンターの「事業所アンケート」によると雇用管理責任者講習を雇用管理責任者が受講して

いる事業所の平均介護労働者数は 29.1 人、受講していない事業所の平均介護労働者数は

22.3 人であり、従業員数の多い施設程、雇用管理責任者講習を受講している者が多いこと

が分かっている。ここから、合併によって従業員数が増加すれば講習を受講する者が増え

ると予想できる。さらに雇用管理責任者が講習で得た知識を活かして健康管理や賃金管理

などの労働環境改善が図られることが期待される。合併によって享受できるこれらのこと

は第 4 章での分析の結果、離職率を有意に下げる要因である。(図表 5-1) 

                                                      
16 特定事業所加算が加えられた、平成 21 年 4 月の介護報酬改定から 6 か月後に実施したもの。 
17 ありとあらゆる経営統合とは、合併により既設の法人の全てが解散し、新たに法人を新設する「新設合
併」と、合併により 1 つの法人のみ存続し、他の法人を吸収(解散)する「吸収合併」両者のことであ
る。 
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また、介護報酬加算によっても賃金や労働条件・労働環境の改善がなされることが期待

できる。「平成 24 年度介護労働実態調査」(介護労働安定センター)のアンケート18による

と、介護サービスを運営する上での問題点として、1 位「良質な人材の確保が難しい」

(53%)に続いて 2 位「今の介護報酬では人材確保・定着のために十分な賃金を払えない」

(46.4%)、3 位「指定介護サービス提供に関する書類作成が煩雑で、時間に追われてしま

う」(31.5%)、4 位「新規利用者の確保が難しい」、5 位「教育・研修の時間が十分に取れ

ない」(27.2%)、6 位「経営(収支)が苦しく、労働条件や労働環境の改善をしたくてもでき

ない」(26.3%)であった。法人合併を達成し特定大規模事業所加算を利用できれば、介護報

酬が増えて賃金を上げる余地ができ、かつ経営が良くなれば労働条件や労働環境の改善が

なされることを期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
18 複数回答 

図表 5-1 合併によるメリット 

合併 

従業員増加 規模の経済 

ノウハウの共有 人材交流 労働時間の柔軟

化 

共同調達による

コストカット 

雇用管理責任者講習受講 労働者の移動可能 

健康管理対策 事務作業の軽減 福利厚生の充実 

業務改善・効率

化 
福利厚生の充実 
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 特定大規模事業所加算の概要 第2節
 以下は我々が提案する特定大規模事業所加算の内容である。算定要件を満たした事業所

について介護報酬加算を行うものとする。 

図表 5-2 特定大規模事業所加算制度算定要件 

要件 
算定区分 

I Ⅱ Ⅲ 

従業員数 30~49 人 50 人以上 

法人合併 ○ ○ ○ 

雇用管理責任者の雇用管理

責任者講習受講 

○ ○ ○ 

福利厚生の充実 ― ○ ○ 

健康管理対策の実施 ― ― ○ 

 

本稿では図表 5-2 のように第Ⅰ算定要件を「法人合併、雇用管理責任者研修」、第Ⅱ算定要件

を「Ⅰの要件+福利厚生の充実」、第Ⅲ算定要件を「Ⅱの要件健康対策+健康管理の実施」とし

て設定した。加えて第Ⅰ要件と第Ⅱ要件については 1 法人あたり労働者数 30 人以上 49 人以

下、第Ⅲ要件については 50 人以上とした。つまり介護報酬制度において、第Ⅰ要件を満たす

加算として「特定大規模事業所加算Ⅰ」、第Ⅱ要件を満たす加算として「特定大機事業所加算

Ⅱ」、第Ⅲ要件を満たす加算として「特定大規模事業所加算Ⅲ」を新設することを提案する。 

この制度の期限は我々が焦点としている 2025 年に設定し、それ以降は 2025 年の時点で再考

することとする。また、加算分については、その効果を見極めながら介護報酬改定の期間に合

わせて 3 年に 1 度見直す。また、加算判断のタイミングだが、合併は書面での契約が完了して

いたら加算、その他の要件は今後実施する予定が決まっていたら加算という形にする。 

続いて 4 つの要件を設けた理由について述べていきたい。法人合併については、そもそも

我々は加算制度を設けることで法人合併を促すことが第一目標であるので、法人合併を要件に

まず取り入れた。他の 3 つの要件については離職率に対し独立して影響を与える変数である。

すなわち合併が実施されても必ずしも解消されるものではない。故に要件に組み入れインセン

ティブを与える中で促すことを図るため、これらを要件と設定した。以上を踏まえて各算定要

件について区分け理由と生み出す効果見ていく。 

まず第Ⅰ算定要件について見ていきたい。法人合併単体による効果としては「従業員増加に

伴う」、「規模の経済によるコストカット」等が挙げられる。しかし、最終目的は離職率の低

下であることから合併単体だけでは不十分である。そのためには、合併だけでなく労働環境の

改善が必要である。それを考慮して、福利厚生や健康管理対策などのノウハウを取得できる雇

用管理責任者の研修受講を第Ⅰ算定要件に加えた。 

次に第Ⅱ算定要件については第Ⅰ算定要件を満たした上で福利厚生の充実が求められる。福

利厚生の主な意味が「労働者の生活の質の向上」とされ、離職要因の労働環境について直接的

に言及されるものである。しかし福利厚生の充実は、労働者数に関わらず合併時の資金規模に

よって導入の可否が決定されてしまう。その時点でこの政策の対象から外れてしまい、環境改

善を行う機会を失うことになってしまう。また、無理に導入することが経営困難を招いてしま

う可能性もあり、政策目的に沿わない結果をもたらすことになる。そのため、第Ⅱ算定要件に

組み込まれる。 

第Ⅲ算定要件については、第Ⅱ算定要件が満たされた上で、健康管理対策の実施を行う。こ

こで人数の条件について触れる。この 50 人以上という数字については、他産業の労働衛生法

に「常時 50 人以上の労働者を使用する事業場において、事業者は、産業医を選任し、労働者
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の健康管理等を行わせなければならないこととなっている」とある。これを介護産業にも適応

したことによる。この規定から鑑みるに、50 人以上の労働者に対し 1 人の医師というのは、健

康管理を図る上で医師を雇う際の費用対効果を考慮した際に、逆に労働者 50 人未満の事業所

においては効率が悪いということが推測される。第Ⅲ要件において、50 人未満の法人に対して

健康管理対策の実施を強制していないのはこのためである。また、第Ⅲ算定要件において福利

厚生の充実が必ず満たされることとする。もし、この条件を外してしまった場合、福利厚生の

充実を行わない法人が存在することとなり、健康管理対策の効果が薄れてしまうためである。

福利厚生の主目的に沿うのであれば、怪我や病気に対する休暇などもこれに含まれる。たとえ

健康管理対策が実施されていたとしても、福利厚生が充実していない場合、療養が求められる

病気や怪我になった際には離職せざるを得ない。さらに、法人にとって福利厚生を受ける人が

増えることはコストとなり、健康診断を含む健康管理対策を行ったことで福利厚生を受けられ

る人が増えることで予期しない大きなコストが発生することになり兼ねない。健康管理対策の

実施は満たしても、意図的に福利厚生の充実を図らない可能性が考えられる。よって、第Ⅲ算

定要件はすべてを満たす場合にのみ特定大規模事業所加算を受けられる。 

 

図表 5-3 第Ⅲ算定要件で福利厚生が満たされない場合 

要件 
算定区分 

I Ⅱ Ⅲ 

労働者数 30~49 人 50 人以上 

法人合併 ○ ○ ○ 

雇用管理責任者の雇用管理

責任者講習受講 

○ ○ ○ 

福利厚生の充実 ― ○ × 

健康管理対策の実施 ― ― ○ 

 

 さて、第Ⅰ算定要件、第Ⅱ算定要件に対しては 30 人以上 49 人未満という条件を設けた。30

人以上の根拠について、合併における規模のメリットが有意に働く条件が、労働者数が 30 人

以上のためである。また、49 人以下と設けたのは、産業医を効率的に使用するためである。こ

れについて、労働者が 50 人以上いて、健康管理対策を行っていない事例を考える。労働者が

50 人以上の職場に健康管理を行う医者を使用する義務はあっても健康管理を義務付けたわけで

はないことに留意したい。法人にとって、先述したとおり福利厚生はコストにしかならない。

そのため、なるべくなら少なくとどめたいものである。そこで、医者は居ても診断等をしない

ということが考えられる。これは法人にとって医者を雇うコストに、労働者にとって労働環境

に悪影響を与える。よって第Ⅰ算定要件、第Ⅱ算定要件には 30~49 人という条件を設けた。 

 

 

 留意点 第3節
合併では、事業譲渡と異なり、債権債務や契約関係、訴訟リスクなどは合併後の法人に

引き継がれるので、合併後何か債務上の問題が起きたとき全責任を負うリスクを考える

と、合併後の法人が抱える負担は大きい。また、合併の際に行う手続きやその会計処理及

び法人税上の取り扱いが複雑で、人手不足で時間に余裕がない中、煩雑な事務処理が必要
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な合併を進んで取り組まない恐れがある19。そして、合併により売り手側の法人は消滅し

なければならない点も大きな障壁の 1 つである。消滅する法人は退社方式をとって労働者

を一度解雇しなければならず、退職金を用意する余裕がない法人にとっては困難である。

つまり合併手続きの煩雑さをもっと簡素化したり、合併後の法人が負うリスクの軽減を

行ったりすることは、法人合併を促す上で重要な改善点である。また吸収合併の場合売り

手側の法人が、新設合併の場合は両法人が退社方式を取らなければ合併が出来ないという

問題点もある。これについては、我々が提案した特定大規模事業所加算による介護報酬の

上昇によって、退職金の支払いに充てる余地をつくれるのではと推測する。 

特定大規模事業所加算は事業所にとっては収益向上、労働者にとっては処遇改善と良い

影響を与えることが期待できる。しかし、ここで留意しなければならないことは、加算を

介護報酬に組み込むことで利用者の自己負担額が増えることである。この政策提言は利用

者の負担が増えるため、利用者から反対の声が挙がることが予想される。しかし、第 2 章

で述べた通り、今後さらに介護サービスの需要者が増える。その介護サービスを供給する

のは介護労働者である。介護労働者が十分に確保できなければ、そもそも需要者は介護

サービスを利用することができなくなる。さらに、今、改善を図らなければ、将来の負担

額はより高額になるだろう。介護労働者が働き続けたいと思えるような労働環境を整備し

彼らの定着を図らなければ、これから深刻化するだろう介護労働者不足の問題は解決でき

ない。よって、特定大規模事業所加算導入による労働環境改善は、今後の介護産業の行方

を見越した意義のある政策提言である。 

 政策効果 第4節
第 4 章第 2 節の計量結果から、要件Ⅰを満たしたとき離職率は 2%、Ⅱを満たしたとき

3.5%、Ⅲを満たしたとき 4.9%下がると仮定する20。全事業所の平均離職率 R は、全事業

所数 N、事業所 i の離職率 r を用いて次のように表すことができる。 

 

R = ∑ 𝑟𝑖
𝑁
𝑖 /N  

また、第 4 章第 1 節では 2011 年以降、介護労働者の離職率低下のための策を特に行わ

なかった場合の 2025 年時点の介護労働者需給ギャップを推測した。これを踏まえて、需

給ギャップを埋めるために必要な離職率を一定の制約を設けて求めたい。まず、介護労働

安定センターの「平成 22 年度介護労働実態調査」によると 2011 年の介護労働者の離職率

は 16.1%である。ここで、まず 2011 年以降の離職率はこの値より低下するという制約条

件を付ける。ただし、前年比で大幅に離職者数が減少してしまうことを防ぐため、直近で

最も大きい下げ幅の 2 万人より、離職者数は減らない制約条件も加えた。次いで、潜在的

な介護労働者はこの政策の対象外なので、入職者数は事前に推計値で固定した。なお、こ

の推計値は第 4 章第 1 節にてモデル②21を用いて推計した入職者数を使用した。以上を踏

まえて分析した結果、2025 年の需給ギャップを埋める理想的な離職率 9.6%を得た。ここ

                                                      
19 ただし、これは合併に伴う手続き事務外部委託することによって金銭的に解決することも可能である。 
20 図表 4-8 の分析結果より、要件Ⅰを達成したとき「業務改善や効率化等による働きやすい職場作りを
している」「雇用責任者雇用講習の受講ダミー」の要因が満たされると仮定し、その係数の合計が離職
率の低下分とした。要件Ⅱ、Ⅲも同様に関連する項目の係数分を合計し、低下分を算出した。 

21 モデル②は実質経済成長率を基とした推計手法であるため、モデル①より現実性が高いと判断し採用し
た(第 4 章第 1 節参照)。 
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で現状の割合(16.1%)と比較して目標値とは 7%弱の差がある。我々はこの差を合併によっ

て 6%解消することを目標22とし、そのために必要となる介護報酬の加算割合を算出する。 

なお簡略化のために合併後も両者が存続するような形態を想定する。この際、それぞれ

の事業所 1、2 で離職率が I だけ低下すると仮定すると、合併後の離職率は、 

  

{(𝑟1 − 𝐼) + (𝑟2 − 𝐼)} 2 =⁄ {(𝑟1 + 𝑟2) − 2𝐼} 2⁄  

 

となる。 

要件Ⅰを満たす事業所の割合を X、Ⅱを満たす割合を Y、Ⅲを満たす割合を Z とおく。 

合併後の全事業所の平均離職率𝑅′とおくと 

𝑁𝑅′ = ∑ 𝑟𝑖

n

i=1

 

                    𝑅 − 𝑅′ = 6 

となり、X や Y の割合の分だけ、各事業所の離職率の総和、∑ 𝑟𝑖𝑁
𝑖 は減少するので 

𝑁(𝑅 − 𝑅′) = ∑ 𝑟𝑖

𝑁

𝑖=1

− ∑ 𝑟𝑖′

𝑁

𝑖=1

 

= 2(2𝑋 + 3.5𝑌 + 4.9𝑍) 
= 4𝑋 + 7𝑌 + 9.8𝑍 = 6 

 

が得られる。 

我々は 

         4𝑋 + 7𝑌 + 9.8𝑍 = 6 

を満たす X、Y、Z の解を推計して算出することにした。結果、(X,Y,Z) の組み合わせ 

(0.34, 0.28. 0.22) が得られた。 

これらの数値は、我々の目指す離職率を達成するために全ての介護事業所のうち、34%

に要件Ⅰ、28%に要件Ⅱ、22%に要件Ⅲを満たしてもらいたい、ということを意味してい

る。 

次に要件Ⅰ～Ⅲごとに介護報酬がいくら加算されているか算出する。特定大規模事業所

加算の規模としては、平成 24 年度の介護報酬改定を参考にする。厚生労働省の「介護給

付と保険料の推移」によると本改定では従来補助金であった介護職員処遇改善交付金を、

現在の介護報酬の 2%相当額として介護報酬に組み込んだ。本稿でもこれを踏襲し、2013

年の介護費用 9.4 兆円のうち 2%分 (約 1900 億円) を特定大規模事業所加算として介護

報酬に組み込むことにする。23 

これから既に得られた要件ⅠからⅢを満たす事業所の割合を鑑みながら、加算総額 1900

億円をどの要件にどの程度配分し加算すればよいか算出する。 

まず全介護事業所数は、厚生労働省「平成 23 年介護サービス施設・事業所調査結果の

概況」より 28 万施設とする。次に現行の介護事業所の介護報酬収入の平均額を求める。

「平成 23 年介護事業経営実態調査結果（速報値）」より、調査対象の 20 種類事業所別

                                                      
22 ここで、完全に解消することを目標としなかったのは、従業員数規模の上昇などこの制約では測りきれ
なかった合併による離職率改善の効果や、労働環境の改善に伴う波及的な入職率の向上が見込めるから
である。 

23 もちろん、介護報酬総額をもっと増額できればさらにインセンティブを与えることは可能だろう。しか
し、介護報酬総額の大幅な増額は、それと連動して介護保険料の引上げや介護保険への公費投入の増額
を意味し、政治的な実現可能性を低めることになる。ここで参照した「介護報酬の 2%相当額」という
水準は、現に平成 24 年度の介護報酬改定で実現できた水準であり、今後も同程度の増額は介護報酬の
重点化・効率化とセットにすれば政治的に実現可能な水準であると見込まれる。 
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23 年度介護料収入の総和の平均をとり、701.625 万円が得られる。1900 億円のうち、要

件Ⅰに配分された金額を X 千円、Ⅱを Y 千円、Ⅲを Z 千円とおくと、 

28 × 104 × (0.34𝑋 + 0.28𝑌 + 0.22𝑍) = 19 × 105 

 

となる。これを簡略化して 

952X + 784Y + 616Z = 19 × 105 

が得られる。 

この式を満たす X、Y、Z の解を推計する際、要件ⅠよりⅢのほうが条件を満たすこと

が難しいので、インセンティブとして X < Y < Z で初期値に制約条件を設定した。 

結果として、(X、Y、Z) = (286.609、1115.156、1222.184) となった。これは、要件Ⅰ

を満たした 1 事業所あたりに対し 28 万円を、要件Ⅱを満たした事業所には 112 万円、要

件Ⅲを満たした所には 122 万円を介護報酬に加算することを意味している。現在の介護報

酬収入は 701.625 万円なので要件Ⅰは、4%加算、要件Ⅱは 15.8%加算、要件Ⅲは 17.4%

加算となる。 

以上より、2025 年までに離職率を 6%低下させるために、合併して要件Ⅰを満たした事

業所には特定大規模事業所加算を 4%分、要件Ⅱを満たしたところには 15.8%分、要件Ⅲ

を達成した事業所には 17.4%分加算を認めることとする。 
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おわりに 

以上で述べてきたように、介護労働市場には早急に対応すべき問題が存在している。そ

れは、高齢化が急速に進行し介護需要が高まっている中で介護労働者数がその必要数を満

たしきれていないことである。このまま何も策を打たなければ、介護需給ギャップは年々

大きくなり、介護制度崩壊の危機に直面する恐れがある。これを回避するためにも、現在

の介護労働者の不足問題を解決することが急務である。その際、我々は、今後の生産年齢

人口のさらなる減少も鑑み、介護労働環境を改善し離職率を下げることが先決であるとい

う考えに至った。 

介護労働市場の需給状況を抜本的に変えるべく、介護報酬において特定大規模事業所加

算を導入することを政策提言として掲げた。新たに特定大規模事業所加算を組み入れるこ

とで、介護事業所の間で法人合併を促す。法人が合併することによって、事業所における

従業員数を増やすことができ、規模のメリットを活かした事務作業の効率化やコスト削減

が見込まれ、人材移動の簡易化に伴って労働時間が柔軟になり、事業所に人材面や資金面

で余裕ができることで福利厚生を始めとする労働条件の改善が行われることを期待でき

る。 

以上の政策が実行されることで、介護分野は離職率が低下することと表裏一体で労働者

にとって働きやすい環境となるであろう。それにより労働者が定着するようになれば介護

労働市場が魅力的になり、波及的に入職率の増加をも期待できる。現状の介護市場に改善

すべき大きな問題があるということは、見方を変えればそれだけまだ伸びしろのある産業

であり、労働市場の改革を行うことで魅力のある産業へと生まれ変わりうる。それは容易

に達成できることではないが、介護労働者の確保・定着を目指して労働環境改善に努める

ことが、2025 年までの需給ギャップを埋めるための第一ステップであり、それ以降も介護

制度を持続可能にするために必要不可欠なことである。 
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