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【序論】 
 2000 年から、介護する家族の負担を軽減する為に介護保険制度が施行されたにも関わら

ず、介護に関する悲惨な事件が後を絶たない。昨年 2007 年だけでも介護殺人は 40 件ほど

報告されている。こういった事件のほとんどは、在宅で介護をしている人が精神的にも肉

体的にも疲れ、殺害に及んだというケースである。 
 このような現状があるにもかかわらず、国民が老後どのような介護を受けたいかという

調査をすると、在宅が半数を占めている。自分の家で生活したい、家族に面倒を見てもら

いたいという思いが強いのだ。 
〈図１〉 

介護を受けたい場所（対象６５歳以上）
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（出所）内閣府「平成１７年度 世帯類型に応じた高齢者の生活実態等に関する意識調査

結果」より筆者作成 
〈図２〉【要介護度別 在宅介護、施設介護の利用状況】 

(出所）「平成１５年４月 出典：介護給付費実態調査」（厚生労働省統計情報部）より筆者作成 
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〈図 3〉 

介護サービスの利用者数（人）

0

10000

20000

30000

40000

50000

平
成

１２年

平
成

１３年

平
成

１４年

平
成

１５年

平
成

１６年

平
成

１７年

平
成

１８年

平
成

１９年

平
成

２０年

施設サービス

居宅サービス

 

(出所)内閣府「平成１７年度 世帯類型に応じた高齢者の生活実態等に関する意識調査結

果」より筆者作成 

 
しかし、現在多くの人が利用している在宅介護というものが老後の生活において本当に

幸せな選択なのだろうか。 
 ここで筆者は、2006 年に介護保険法によって制度化された「小規模多機能ホーム」に注

目した。施設介護、在宅介護のどちらのメリットも持っており、今後普及すべき仕組みで

あると考えた。 
そして、「施設介護、在宅介護のどちらが幸せな選択なのか」という仮説を置くことにす

る。その上で、小規模多機能ホームの提案をしたい。 
また、特に現代増えており、高齢化社会の進む日本にとって大きな問題となっている認

知症の人の介護に注目し、検証していきたい。 
 前提として、まずは認知症について説明する。 
認知症とは、脳や身体の疾患が原因で、物事を記憶したり判断する機能が低下する病気

で、老化による「もの忘れ」とは異なる。若い人の場合でも、脳の外傷や特定の病気が原

因で起こることもある。認知症が進行すると、日常生活が困難になっていく。 
 一般的に認知症は高齢者に多く見られ、高齢化社会の進行にともなって、2020 年にはお

よそ 300 万人にのぼるという推計も出ている。 
誰にとっても身近な病気であり、介護者の大変さからも、社会全体で認知症への理解を

深めていくことが望まれている。 
（認知症の中にアルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症が分類さ

れる。） 
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内閣府平成１７年度の調査によると、老後の心配事は１番自分が病気がちであったり介護

が必要、２番目は配偶者が病気、そのほかには大地震などの災害、生活の為の収入、自宅

内外出先での事故や転倒、社会保障のしくみがわからないということが挙げられる。 
また、現在の楽しみは「趣味やスポーツ」「友人や知人と食事、雑談」「孫や家族と会う

こと」「旅行に行くこと」が大部分を占めている。また、平成７年度国民生活選好度調査（最

新）によると国民の生活における満足度は収入に比例することが明らかになっている。 
これらの調査結果から人の楽しみは、社会との繋がりを持ち続けること、金銭的な余裕

があることではないかと考える。老老介護の場合、相談もできず社会から隔離されたよう

な気分になり悩みを抱え込むというケースが多い。 
このことから、老後の幸せという状態をこれらの不安が少ない状態、また現在の楽しみ

を継続できる環境にあることが大切だとわかる。本稿では、小規模多機能ホームが、この

ような幸せを達成するのに最適であることを示したい。 
本論では現在の施設介護、在宅介護でのメリットやデメリットを挙げた上で、小規模多

機能ホームが老後の介護生活において幸せになる要素を最も多く持った選択であることを

提案する。 
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【本論】  
第一章 在宅介護、施設介護、小規模多機能ホーム 
 

第一節 介護保険制度とは 
 
介護保険法は、1997 年 12 月に成立した。そして 2000 年 4 月、老後の最大の不安要因で

ある介護を社会全体で支える仕組みとして介護保険制度がスタートした。介護保険は、市

区町村が保険者となって運営している。被保険者は強制的に保険料を市町村に支払わなく

てはならない。そして、が必要となったら市町村に介護認定の申請を出す。要介護サービ

スを利用できるのは、65 歳以上の方と、40～64 歳までの老化による病気の方との２つの区

分に分かれる。介護サービスの認定を申請すると、市区町村より、結果が通知される。認

定区分に応じて、利用できるサービスの限度額が異なり、上限額までなら 1 割負担で利用

できる。介護サービスは大きく分けると施設で介護を受ける場合と、自宅で介護を受ける

場合に分けられ、「要支援」「要介護」で受けるサービスも違ってくる。 
介護保険が始まる前は、税金を使って、社会福祉事務所などが介護サービスの提供を決

定する「措置制度」という仕組みがとられていた。しかし、この措置制度は、高齢化の進

展の中で財源の不足に直面することになった。 
 また、1996 年頃には、医療費は 30 兆円に迫る勢いを示しておりさらにその医療費の 3
分の 1 を老人医療費が占めていた。これには、介護を必要とする高齢者の世話を自宅でで

きないために病院に長期間入院させる、いわゆる「社会的入院」の増加も大きな要因の一

つであると言われていた。そこで考え出されたものが、医療費から介護部分を切り離すこ

とによって生まれた介護保険だったのだ。介護保険制度は、当初から 5 年後に見直す予定

になっていた。そのため 2005 年 6 月に介護保険法が国会で改正され、2006 年 4 月から新

しい介護保険制度がスタートした。 
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また、家族に介護が必要になった場合に困る点の調査結果を述べる。 
〈図 4〉 

 
(出所)内閣府大臣官房政府広報室「高齢者介護に関する世論調査」平成 15 年 
 
 このように介護生活というのは多くの不安を家族に与えるものである。こういった不安

を解消していくために社会保障制度をうまく利用していく必要があり、どういった選択が

よりよい介護生活をもたらすのかを考えていく。 
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  第二節 在宅介護について 
 
 在宅介護とは、老人、障害者など 1 人で日常生活を営むことが困難な人を対象に、ホー

ムヘルパー、寮母などの専門家や家族の手によって、対象者の健康な生活の確保と成長、

発達を目指し、満足できる生活を維持することを目的に、食事、排泄、掃除、洗濯などの

日常生活動作の援助や、話し相手になるなどの社会的孤立を避ける援助を「家の中」で行

うことである。 
 また、在宅介護をする際に介護保険対象で利用できるサービスとしては、 
(1)ホームヘルプサービス(2)ショートステイ(3)デイサービス(通所介護)(4)デイケア(通所リ

ハビリテーション)(5)訪問看護サービス(6)福祉用具サービス(7)住宅改修がある。 
 
 
  第三節 施設介護について 
 
 施設介護とは、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、

食事等の介護、相談及び援助、社会的生活の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能

訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるようにすることを目指した施設において介護生活を送る

ことである。 
介護保険法において民間企業が参入できない介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介

護療養型医療施設があり、その他に介護保険法では「居宅サービス」に含まれるが、実質

的に「施設サービス」と同様の事業があり、民間も経営ができる特定施設入所者生活介護、

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）がある。 
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第二章 施設介護、在宅介護の比較 
 
本章では「施設介護、在宅介護のどちらが幸せな選択なのであるか」という仮説につい

て検証していく。 
 
第一節 経済面の比較 

 
 まずは経済的な観点から検証する。 
 国土交通省「増改築・改装等調査」によれば、一件あたりの平均工事実施額は 287 万円、

在宅介護にかかる年間費用は約 43 万円、つまり在宅をする際に、月々3 万 6 千円であって

も、初期費用として 300 万円は余裕をみておかなければならない。 
 また、施設にかかる年間費用は施設によって差があるものの、平均的に 15 万円～25 万円

程度とされており、年間 200 万円はかかるとされている。 
 
〈図 5〉介護度別の月額平均介護費用、在宅、施設の月額平均サービス利用費用 
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(出所) 内閣府「平成１７年度 世帯類型に応じた高齢者の生活実態等に関する意識調査結

果」より筆者作成 
 
在宅介護にかかる費用にはもちろん個人差がある。介護度が低ければホームヘルパーな

どを利用することも少なく、改修にもさほど費用はかからないが、介護度が高ければ、よ

り多くの助けと費用が必要となってくる。  
そのことをふまえた上で、介護保険の範囲外でかかるとされている費用の平均は 675 万

円である。  
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介護にかかった費用は 100 万円未満、との回答は 28％と多いものの、2000 万円以上と

答えた人も一割おり、介護が長期になればなるほど、かかる費用も膨大になっていく。初

期費用を含む必要資金総額の平均は 3,792 万円という調査結果がでている。（生命保険文化

センター・「生命保険に関する全国実態調査」平成 18 年） 
 
 また、基本的な生活の基準として、60 才以上の無職世帯 2 人以上の平均的暮らしを見て

みると、年金や恩給などの収入では生活をまかなうことができず、不足分を貯蓄の取り崩

しでおぎなっていることがわかる。 
 
平均実収入（税金・社会保険料をひいて） 19 万 8 千円   
生活費 平均 25 万円  
赤字 5 万 2 千円  
  （家計調査・平成 18 年・総務省統計局） 
 この上に、介護の費用負担がかかったらどのような状態になるのかは、想像に難くない。

貯蓄がなければ満足な生活もできない、というのが現状である。 
つまり、私たちの老後には、生活費の不足分をおぎなうための貯蓄プラス、介護のための

なんらかの備えが必要なのである。 
 こういった厳しい現実をふまえ、人が幸せに暮らす為にもっとも重要であるお金につい

て取り上げてみた。ここでは具体的な例をひとつとりあげて１ヶ月にかかる費用を計算し

てみた。 
佐藤さん（69 歳）は、妻の和子さん（65 歳）とセカンドライフを過ごしていたが、数年

前にアルツハイマー型認知症と診断され、今では一日中ベッドか車イスで過ごすようにな

った。移動は車イスの全介助、食事は半介助、排泄はベッド上での全介助が必要で、要介

護 5 と認定された。和子さんは、近くに住んでいる娘の幸子さんの力を借りて、母娘で佐

藤さんの在宅介護を続けたいと思っている。（引用 生命保険文化センター） 
 
 ケアマネージャーと相談のうえ、次のような介護サービス利用計画を作成した。 

《主なサービスメニュー》  
（１）早朝と夜間の就寝前後（1 日 2 回）の洗面や口腔ケアなどの身体介護（巡回型） 
（２）1 日 2 回のベッド上での排泄介助（おむつ交換）の身体介護（巡回型） 
（３）週 1 回の糖尿病管理、全身状態のチェック（訪問看護ステーションから） 
（４）週 1 回の訪問入浴 
（５）福祉用具貸与（車イス、特殊寝台） 
（６）住宅改修（玄関スロープ、段差解消など） 

 - 10 -



〈図 6〉1 週間のケアプラン 
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1 ヶ月の自己負担 

（１）の訪問介護の合計（週 11 回・月

48 回として） 

*2,310 円×1.25（早朝・夜間加算）×

48 
138,720 円 

（２）の訪問介護の合計（週 11 回・月

48 回として） 
2,310 円×48 110,800 円 

（３）の訪問看護の合計（週１回・月 4

回として） 
8,300 円×4 33,200 円 

（４）の訪問入浴の合計（週１回・月 4

回として） 
12,500 円×4 50,000 円 

（５）福祉用具貸与   16,000 円 

合計   348,800 円 

      

介護保険からの給付（要介護 5 の場

合の限度額 358,300 円） 
  313,920 円 

自己負担（1 割）   34,880 円 

 
住宅改修費用 

（６）総額 （玄関スロープ、段差解消） 200,000 円 

介護保険からの給付（１回限り原則 20 万円が上限額） 180,000 円 

自己負担（１割）   20,000 円 

 
つまり、このケースの場合住宅改修費用の 20,000 円は初めだけとはいえ、月々34,880 円

もの負担があることになる。さらには介護で必要になる雑費についても費用として加える

とより負担は大きくなる。 
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では次に施設介護にした場合にかかる費用を検証してみる。 
施設サービスの費用負担は、介護サービス費用の１割、食費・居住費・日常生活費の全

額となっている。以前は、食費などは一部の負担でよかったのだが、全額負担に改正され

た。 
 年金生活だけの入所者にとってはこの負担増は大きな痛手である。そこで、所得に応じ

て利用者負担の限度額が決められている。 
 現在、特別養護老人ホームなどの民間が参入できない施設は入所が困難であることや、

今回は特に認知症患者を取り上げて検証しているため、認知症対応型共同生活介護（グル

ープホーム）に入所する場合の費用を考える。 
 ここでは秋田県の「グループホーム ホプシー」に入居する場合を取り上げる。このグ

ループホームは第三者による外部評価を受けており、公的機関における評価を調べること

ができる施設であり、健全な施設だと考えた為、取り上げた。（第三者による評価ページ

http://www.wam.go.jp/wamappl/hyoka/003hyoka/hyokekka.nsf/aOpen?OpenAgent&JN
O=0572308005&SVC=0001096） 
  

介護保険料自己負担額（１日当たり） 

要介護１ 831 円

要介護２ 848 円

要介護３ 865 円

要介護４ 882 円

要介護５ 900 円

 

入居費用（１ヶ月当たり） 

食材料費 30,000 円 

家賃 50,000 円 

運営管理費 10,000 円（水道光熱費等） 

おむつ代他 
実費（理美容代・病院などの

受診費・日用品他 

 
つまり、今回の佐藤さんのケースの場合は要介護５なので、 

900×31+30,000+50,000+10,000＝117,900 
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 これは基本的な料金に過ぎず、おむつ代などは実費なので、この金額よりも多くの負担

を毎月しなければならないことになる。 
 今回の経済的負担における比較では在宅介護のほうが断然良いと言える。 
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  第二節 メリット、デメリット 
  
 次に施設介護、在宅介護のメリット、デメリットを述べる。 
 その前に 17 年度の国民生活選好度調査を参考に著者が老後の楽しみ、不安について考慮

した上で、メリット、デメリットを述べる。 
 

 〈在宅介護〉  
 〔メリット〕 

（１） 被介護者のペース、好みに合わせた、きめ細かいケアを期待できる 
（２）住み慣れた場所で暮らせて、気心の知れた家族、親戚に介護をしてもらえる 

 〔デメリット〕 
（１） ２４時間ヘルパーがいるわけではないので、正しい介護の知識を学ぶことも

必要になり、介護者の精神的、肉体的負担は大きい。 
 
 〈施設介護〉 
さて、ここで施設介護のメリット、デメリットを述べる。 
〔メリット〕 

（１） たくさんの人と知り合える 
→趣味を共有できたり新しい友人ができる（老人の楽しみは趣味ができるこ

と） 
（２） 介護者（家族）の負担は少ない 
（３） 介護のスペシャリストがケアするので安心できる 
（４） いつもと同じ顔見知りの人に介護をしてもらえる 

〔デメリット〕 
（１） 施設の決まりに従った時間に行動をしなければならない（いつも周りに合

わせた生活のためストレスが溜まる） 
（２） 家族、住みなれた場所から離れてしまう 

 
ここまでの比較では、どちらと決めるような決定的なものがない。どちらのメリットも

含み、かつデメリットを解消できるような制度はないものだろうか。 
 そこで筆者が勧めたいのが、「小規模多機能ホーム」である。 
 次節で小規模多機能ホームを取り上げ、小規模多機能ホームのメリット、デメリットを

紹介する。 
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  第三節 小規模多機能ホーム 
 
 小規模多機能ホームとは、介護が必要になっても、住み慣れた家・地域で安心して生活

できるように、必要に応じて「通い」を中心に「泊まり」「訪問」を組み合わせて利用でき

る在宅介護サービスのひとつである。介護が必要になっても、安心して自分の家で生活す

ることが出来る「理想的なケア」を実現できる。 
この「通い」はデイサービスと似ているが、デイサービスではない。例えば、デイサー

ビスの送迎は、「自宅から施設まで」となっている。しかし、通いサービスは「病院から施

設まで」、「スーパーから施設まで」など送迎ひとつとっても多様な利用が可能である。時

間帯も通常の実施時間はあるが、早朝からでも、深夜まででもとその一人ひとりのニーズ

に併せたサービスが行われる。朝食、昼食、夕食を食べるが、泊まりはしないという利用

もある。 
「泊まり」は基本的には通いサービスと通いサービスの間をつなぐものというのが、基

本的な考え方であるから、いつもの通いサービスの延長上で泊まることができ、泊まって

もいつもの通いサービスを利用することになる。もちろん夕方から朝まで利用するという

ことも可能である。 
そして「訪問」は通いサービスや泊まりサービスを利用していない時間帯の支援である。

自宅へ訪問する時間だけが訪問ではない。例えば、電話による声がけがある。ここが、通

常の訪問介護とは違うところである。一方、訪問介護のような 60 分未満といった時間的な

制限もないため、ごみ捨てのみなどの 5 分の滞在も可能など柔軟な支援ができる。 
365 日、通い、訪問、宿泊の全てが延長線上にあり、介護を継続することで、安定した生

活を送ることができる。 
 
現在、急速に高齢化が進む日本では、施設中心の介護受入れ体制では対応できなくなる

ことは明白であった。その為、厚生労働省は、今後の介護の在り方として「施設」から「在

宅」への転換する方針を打ち出した。 
そこで、新しく創設されたのが小規模多機能ホームであった。地域で要介護者を支える

コミュニティとして、大きな役割を担うことになった。小規模多機能ホームは 2006年 4月、

介護保険法改正により制度化され誕生し、制度化される以前には「宅老所」という名称で

存在していた。 
小規模多機能ホームの事業所数は 2007 年に全国で 1000 ヶ所を超えた。 
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運営基準は、 
（１）市町村職員、地域包括支援センター職員、地域住民代表者等で構成される運営推

進会議の確実な設置が見込まれること。（運営推進会議のメンバーが確定していること。） 
 （２）運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時の対応等について

予め利用申込者に説明を行ない、同意を得た上でサービスを提供していること。 
 （３）利用者の心身の状況などを常時適切に把握する体制が整備されていること。 
である。 
小規模多機能ホームは、少人数登録制（登録定員 25 人以下）であり、介護等の業務に対

する知識、経験を有する者を従業員として配置することが義務付けられているため、安心

して利用することができる。 
代表者は、認知症高齢者の介護に従事した経験又は福祉サービスの経営に携わった経験

を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を終了していること（※認知証対応

型サービス事業開設研修の受講）が条件となっている。 
従業員に関しては、下記の通りである。 
①昼間（夜間および深夜の時間帯以外） 

 ・通いサービスの「利用者の数」が 3 人又はその端数を増すごとに 1 名以上（常勤 換

算） 
 ・訪問サービスの提供に当たるものを 1 名以上（常勤換算） 
②夜間および深夜の時間帯・時間帯を通じて 1 名以上の勤務・宿泊を行わせるために必要

な 1 名以上の勤務ただし利用者 がいない場合はいずれか 
 ※ただし、宿泊サービスの利用者がいない場合は、宿泊勤務又は夜勤の勤務を 1 名以上

とすることができる 
 備考：・従業者のうち 1 名は常勤 
    ・従業者のうち 1 名は看護師又は准看護師 
 ・通いサービスの「利用者の数」が 3 人又はその端数を増すごとに 1 名以上（常勤換算） 

 
一例として兵庫県篠山市にある小規模多機能ホーム、「ゆとりの家」の概観を載せる。 
実際に下記の写真のように、一般家庭となんら変わりのない家が施設として機能してい

る。 
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親しみやすく、第二の我が家のようである。 
小規模多機能ホームを利用する条件は、 
・介護保険による要介護認定を受けていること。（予防事業所は要支援の方も利用でき

る。） 
 ・小規模多機能ホームが所在する市町村（事業所が定める営業エリア）に現住所がある

こと。 
 ・事業所がサービス提供可能な状況であること。（医療行為の有無・感染症など） 
 である。 
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小規模多機能ホームのメリットは下記のものが考えられる。 
 
〔小規模多機能ホームのメリット〕 
 

（１）「通い」「訪問」「泊まり」どのサービスを利用しても、いつも顔なじみの職員がケア

を行うので、精神低にも環境としても熟知された職員と信頼関係を構築しながら安心して

サービスを受けることができる。 
 
（２）少人数登録制のため、家庭的な雰囲気の中で、他の利用者・職員と過ごすことがで

きる。 
 
（３）月額定額制のため、介護保険利用限度額からはみ出す心配がない。（他サービス利用

の場合を除く） 
※小規模多機能ホームゆりかもめを一例として、料金は要介護 5 の人で 
介護保険利用１割負担分の 29,133 円、別途料金としてお食事 1 食 150 円・宿泊１泊 1500
円と食材費 9600 円（64 回分）と宿泊費 25,500 円（17 回分）合計 1 ヶ月 64,233 円で利用

することができる。比較的リーズナブルに利用することができる。 
 
（４）24 時間年中無休なので、いざという時にも対応可能。安心して在宅生活を送ること

ができる。 
 
（５）認知症実践者研修の受講を修了した職員が配置されているので、認知症の方の受入

れも安心。 
 
（６）介護度が中重度になっても、住み慣れた自宅での生活が可能。 
 
これらのメリットは前述したような施設介護、在宅介護のメリットを含めた内容となっ

ていることがわかる。 
住み慣れた土地で、昔からの友人も家族もいる環境でさらに小規模多機能ホームで新し

い友人も作ることができ、地域との深い関わりを大切にするので、充実した毎日を過ごす

ことができる。そして家族の負担も減らすことができる。また、金銭面でも定額制という

のも負担が少なく、費用としても在宅サービスと変わらない。介護者にとっても被介護者

にとっても良い環境であることは明らかである。 
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しかし、小規模多機能ホームの経営状況は厳しく、まだまだ満足に普及しているとはい

えない。 
2007 年厚生労働省の調査によると収支差率は 15.8％と、訪問介護、居宅介護支援、通所

介護、認知症グループホームなど１５サービス中最も低い結果となっている。 
小規模多機能ホームは満員でも経営が苦しいという現状が深刻さを物語っている。 
満員でも売り上げ 350～400 万円に対し、人件費が約 250 万円と 7 割を占める。その他、

賃料・高熱水費・送迎費・諸経費を併せると収入を超えてしまう。また、求人にかかる費

用も増え続けている。小規模多機能の事業所は 2007 年 3 月の平均で、収入に対し 8％の赤

字である。 
 
これらの問題の原因として「要介護度の低い人の報酬がサービスの実態に見合っていな

いから」ということが考えられている。小規模多機能の定額報酬は、在宅での要介護度ご

との利用限度額の八割程度に決められている。しかしこの「利用限度額」は、身体介護で

想定されるサービス量を基準に決められている。小規模多機能の利用者で多い認知症の人

は、常に見守りが必要なため、要介護度が低くても必要なサービス量が介護度の重い人と

あまり変わらないケースも少なくない。 
 
小規模多機能型居宅介護の報酬 
「介護予防小規模多機型能居宅介護」 
 要支援 1 4,469 単位/月 
 要支援 2 7,995 単位/月 
 

「小規模多機能型居宅介護」 
 要介護 1 1 万 1,430 単位 
 要介護 2 1 万 6,325 単位 
 要介護 3 2 万 3,286 単位 
 要介護 4 2 万 5,597 単位 
 要介護 5 2 万 8,120 単位 

 
実際の利用は、要介護度の低い人が多く、必要なサービスをすれば赤字になる構造にな

っているのだ。 
また、介護支援専門員必須等の人員配置や報酬の低さ、制度の認知度が低いことから利

用者が増えにくく、稼働率がなかなか上がらないのも、採算悪化も原因となり、当初期待

されたよりも開設する事業所が増えていない。 
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第三章 結論 
 
 以上の検証から、介護生活を送る人々にとって、施設か在宅かの二者択一的な議論では

なく、「通う」「泊まる」「訪問を受ける」「住む」を一体的に提案する第 3 のカテゴリーサ

ービスとして注目されている小規模多機能ホームを筆者は勧める。小規模多機能ホームは

老後の介護生活においてより良い選択であると考えられる。そして介護保険に明確に位置

づけていく工夫が必要なのである。 
 普及の進み具合について、現在では 1,100 事業所を数える程になっており、施設でも、

居宅でもない地域に密着したサービスとして創設したものが、理解されていると考えてい

る。療養病床再編にともなってさらに必要性は高まり、整備されて行くだろうと見通され

てもいる。自治体によって、創設されて間もない事業を慎重に選択した上で指定して、着

実に根付かせる場合と、参入意向がある事業者は指定して市場で競争させて質向上を狙う

場合があり、自治体判断によって整備進捗の差が見られるという現状もある。 
 
 小規模多機能ホームは、地域住民の代表などを含めた運営推進会議の設置が義務付けら

れているように、地域に開かれたサービスであることが求められている。 
小規模多機能ホーム研究会1が実施した調査によれば、地域の理解と協力を得るために配

慮していることとして、「地域の公園などに日常的に散歩に出かけている」181 事業所、「町

内会に加入し、会費を納めている」171 事業所、「地域の行事に参加している。もしくは地

域行事の運営に参加している」155 事業所、「地域の商店に日常的に買い物に行っている」

151 事業所、「建物を地域住民に開放している」98 事業所など、積極的に地域にかかわる事

業者の努力が伺える。 
近隣との関係では、「近所の人が訪ねてくる」218 事業所、「近所を訪ねている」74 事業

所、「事業所が困ったときに手伝ってもらっている」81 事業所、「近所の人が困ったとき手

伝っている」57 事業所、「食材などおすそ分けを受けている」97 事業所、「おすそ分けをし

ている」32 事業所など、相互に信頼関係が芽生えていることもわかった。 
こうした地域との関係構築は利用増にもつながり、開設半年で登録率（定員に対する登

録者数）6 割だったものが、1 年後には 8 割に達するなど、経営安定化として効果があらわ

れ始めている。 
 しかし、当初は小・中学校区ごとに整備することが必要だとされていたが、それには程

遠いものであった。というのも、小規模多機能ホームの経営は前述したように、赤字にな

ることが多いからであった。 
                                                  
1小規模多機能ケアのあり方を探求することを目的に、2003 年春に研究者と実践者で構成された研究会で

ある。代表は高橋誠一（東北福祉大学総合福祉学部教授）。 

小規模多機能ケアに関する研究や研修の実施、書籍の出版などを行っている。  
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 今後、より小規模多機能ホームという制度を広めていくためには、経営の問題を解決し

ていくことが最大の課題である。 
 

 業者が参入をしやすく、採算が取れるようにする為にはどうすれば良いのか。 
 まずは積極的に市や公共の団体が動くべきである。認知されていないことは大きな問題

である。筆者の考えを以下に述べる。例えば北広島市では、こういった問題に対して、平

成 19 年度の整備に際して、整備費補助金の交付やふるさと融資の活用、また、市有地の貸

与など、事業者の整備資金確保に向けた支援を行い、整備後における健全かつ安定した事

業運営について配慮をしていくと発表している。 
 これについて厚生労働省は「認知症対応や馴染みの関係を大切にした地域ケアの仕組み

を想定している。在宅中重度者に向けた集団ケアから個別ケアという流れが、利用者や事

業者、ケアマネージャーなどに理解されれば、（要介護 3 以上の）利用者も増えるはず」と

説明する。 
 厚労省も昨年 9 月には、事業者参入をしやすくするため、 

「夜間・深夜の宿直職員は、随時訪問に支障がなければ事業所内で宿直しなくてもよい」 

「開設当初 6 カ月未満に限り、通いサービス対応の職員数を、通い利用定員の 50％（本来

は 90％で算定）の範囲内で、事業所が届け出た利用者見込数を職員数として算定してもよ

い」 
などの緩和策を実施している。 
自治体の制度理解が不十分なことも問題であった。たとえば「訪問」について、制度で

は通所を基本として様態や希望によって訪問することを求めているが、ある自治体では訪

問を日常的に提供することを指導する例があり、現場に混乱をきたした。これについては

「行政に制度と趣旨を正しく理解して対応してもらえるように努める。併せて、利用者や

家族の定額制なら多く使わないと損という意識の解消や、事業者に新しいケアに対する取

り組む意識をもってもらうことといった関係者の協力も必要」と、地域にサービスを定着

させる協力を求めた。 
 
 ほかに、夜間対応の派遣と泊まり、という二つの機能を併せ持つことで宿泊者がいない

場合も夜間対応の職員を 1 名配置せねばならないという基準はこのサービス参入への足か

せになりかねない厳しいものである。もう少し基準を緩めないとこのサービスは広く浸透

しないのではないだろうか。 
 
また、事業者側から見れば、一般のショートステイ（短期入所生活介護）と違って 20 床

の宿泊施設は不要だが、介護報酬は訪問介護・通所介護・短期入所の種類を問わず、全て

「要介護（要支援）状態の区分に応じた定額制（使いたい放題）」となる。 
 よって、利用者数が一定であっても、各利用者に対するサービス提供量が増えれば増え
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る程、事業所の収益が悪化する。 
しかし、この事業は小規模であるがゆえに資金豊富な大法人でなくとも、個人が比較的

簡単に事業進出できるという特徴があり、それをメリットとして考えれば、地域で活躍し

ている実践家として志を高く持つ専門家が事業経営して、質の高いサービスを提供できる

可能性がある。パッケージ方式による新たな形の介護サービスの提供という可能性ととも

に大いに注目と期待をしていきたい。 
 国がさらに小規模多機能ホームについて宣伝し、社会からの認知を高めることで企業に

対しても参入意欲をわかせ、施設が増えることで競争も生まれ、より良い小規模多機能ホ

ームが増えることにもなる。 
 今介護をしている人、介護されている人達は制度に合わせた生き方をするのではなく、

自分の生きかたに合わせた制度を消費者視点で選択し、上手く取り込んでいくことが必要

となる。社会保障制度は宛がわれるものではなく、選んでゆくものなのであるという意識

を個々人が持つことが大切であると筆者は考える。 
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