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１． 序章 

 Ⅰ．高齢化とそれに伴う介護の状況 

2009(平成 21)年現在、日本の総人口は、1 憶 2756 万人で、65 歳以上の高齢者人口は、

2885 万人となり、総人口の 22.6％を占める高齢社会となっている。そして、2005(平成 17)

年の段階で５人に１人が高齢者という人口比率から、2055(平成 67)年には 2.5 人に１人が

高齢者、４人に１人が 75 歳以上の高齢者という超高齢社会が到来すると見込まれている。

(図１) 

高齢化の進展により、社会保障給付費増大や労働力人口の減少など、さまざまな問題が

浮上してきたが、その中の１つに高齢者介護の問題がある。 

日本の高齢者介護は、家族による介護に大きく依存している。「国民生活基礎調査」に

よると、寝たきりの高齢者を介護している人の約81％は女性であり、また、続柄でみると、

「子の配者」が約27％、次いで「配偶者」が約38％となっている。 

 また、近年、高齢者のみの世帯の増加が著しく、65 歳以上の親族（高齢親族）のいる世

帯のうち、半数近くが高齢者単独か夫婦のみで暮らしており、家族の介護機能の低下は著

しいものと考えられている。 

 さらに、実際に介護をしている家族は身体的にも精神的にも大きな負担を負っており、

家族はまさに「介護疲れ」の状態にある場合がしばしば見られ、家族間の人間関係そのも

のが損なわれるような状況も生じている。 

 介護をしている人の高齢化も進んできている（老老介護）。60 歳を超えた介護者が約半

数を占め、70 歳を超える介護者も約23％となっており、「高齢者が高齢者を介護する」場

合が増えている。 

 介護高齢者の増加、高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者が急速に増えること

が見込まれており、2040（平成52）年には総人口１億570万人、65歳以上人口3853万人で要

介護者数が600万人を超えることが予想される。（図２） 

このような高齢社会において、「介護を必要とする人を社会が支える」「必要とする介

護サービスを利用者が選ぶ」といった基本理念や、介護の社会化による家族の介護労働か

らの解放という点で、介護保険制度は大変重要な意味を持つものである。 
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図１ 高齢化の推移と将来推計 

 
（出典）平成 20 年度版 高齢社会白書 

図２ 要介護者数の推計 
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（注）2000～2007 年は、平成１９年度介護保険事業状況報告を基にし、2010 年以降は、制度開始より５年後の 2004

年から 2007 年まで 65 歳以上人口に対する要介護者数の割合が 15.7％、16.1％、15.9％、15.9％であったため要介護者

数を 65 歳以上人口の 16％であると仮定し、国立社会保障・人口問題研究所ホームページの人口推計の 65 歳以上人口×

0.16 で概算し、筆者が作成したもの。 

 

Ⅱ．介護保険制度の概要 

 介護保険制度は 2000(平成 12)年４月から実施されている。市区町村が保険者となり、被

保険者は保険料を拠出するかわりに、介護が必要になったときに、保険者から介護サービ

ス等の保険給付を受けることができるという仕組みの社会保険である。 

 介護保険の財源は保険料と公費の組み合わせとなっており、保険給付に必要な額の19％

を第１号被保険者(65歳以上の者)の保険料が負担、31％を第２号被保険者(40～64歳の者)

の保険料が負担している（いずれも平成18 年度～平成20 年度。人口比に基づき設定。）。

残りの50％の財源は、国が25％、都道府県が12.5％、市町村が12.5％を負担する仕組みと

なっている（施設等給付の場合は、国20％、都道府県17.5％、市町村12.5％）。 

 被保険者は、介護が必要になったら保険者に対して、要介護認定の申請を行い、保険者

から要介護度（非該当（自立）、要支援１及び２（要介護状態となるおそれがあり、日常

生活に支援が必要な方）、要介護１～５（介護サービスが必要な方）の８段階）の認定を

受けた上で、居宅サービスまたは施設サービスを利用できる。利用者は、基本的にサービ

ス費用の１割を負担し、残りは保険から給付される。ただし、介護保険では、認定された

要介護度に応じて支給限度額が定められており（在宅サービスの場合）、支給限度額を超

えて利用することは可能であるが、超えた部分は原則全額自己負担となる。なお、施設サ

ービス利用の場合（入院・入所の場合）は、定率１割負担に加えて居住費・食費が原則自

己負担となる。（図３） 

 制度施行に伴い、サービスを供給する事業所の民間参入を促進し、市場による選択の自

由や、競争によるサービスの質向上を図った。また、その事業所で働く多くの職種が必要

とされ、相当数の雇用が創出された。訪問介護員、施設介護員、ケアマネジャー、生活相

談員、入浴オペレーター、看護師、福祉用具相談員、介護事務職などがあり、制度施行に

よって新しくできた職種や資格もある。そして、介護サービス事業者や介護保険施設は、
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法人格を持ち、国が定める基準を満たして、都道府県知事の指定を受けると被保険者に対

して介護サービスを提供したときに、介護保険から介護報酬を受け取ることができる。介

護報酬は、介護サービスの種類ごとにサービス内容や要介護度、サービスの提供時間、事

業所やその所在する地域等を考慮して設定されている。報酬単価は「単位」で表示され、

原則として１単位が10円である。介護報酬は３年ごとに、介護事業者の経営実態調査結果

や、物価、人件費動向等が参考にされ、見直すこととなっている。 

 

図３ 介護保険制度の仕組み 
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ケアプラン（介護サービス計画）の作成等の業務を行う専門職である。要介護者やその家

族に対する介護支援アドバイザーの役割を担っている。 

 ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所に必ず１名以上配置され、利用者が居宅サービ

スを利用とする場合に、ケアプランの作成をはじめ、ケアマネジメント業務を行う。介護

保険施設においてもケアマネジャーは必ず配置され、入所者一人一人に対してケアプラン

が作成されて、施設サービスが提供される。ケアマネジャーがどのようなプランを作るか

によって要介護者の受けられるサービスは決定するのである。 

 ケアマネジャーになるためには、保健・医療・福祉分野における相談援助業務または介

護業務に一定の期間以上従事した経験のある人が、都道府県知事が行う介護支援専門員実

務研修受講試験に合格し、さらに、都道府県知事が行う実務研修を終了する必要がある。 

 2005（平成17）年制度改正では、ケアマネジャーの資質・専門性の向上を図る観点から、

資格の更新制（５年間）が導入されている。また、介護報酬の改定においては、一人当た

りのケアマネジャーの標準担当件数を月50件から月35件に引き下げることとし、業務の充

実を図っている。 

 ケアマネジャーの行う「ケアマネジメント」とは、ケア（介護）を必要とする人に対し

て、常にそのニーズに合致した適切なサービスが受けられるように支援する一連の活動の

ことである。日本の保健・医療・福祉分野で、介護保険制度において初めて本格的なケア

マネジメントの仕組みが導入されている。ケアマネジャーがケアマネジメント業務で中心

的役割を果たすこととなる。 

 在宅サービスに関するケアマネジメントの過程は次のとおりである。 

ⅰ）利用者の状態把握・課題分析（アセスメント）：利用者の住まいを訪問し、利用者の健

康状態や日常生活動作能力、家族の状態等を把握する。 

ⅱ）ケアプランの作成：利用者や家族の希望等を踏まえつつ、サービス担当者会議を開催

して、ケアプランを作成する。 

ⅲ）サービス利用手続きの支援：ケアプランに基づいてサービスの提供が行われるように、

サービス事業者との間の連絡調整をする。 

ⅳ）ケアプランの実施状況の管理：ケアプランに基づきサービスの提供が行われているか、

利用者の心身の状態に変化がないかなど、継続的に管理する。少なくとも月１回は利

用者の自宅に訪問に面接する。 
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 Ⅲ－２ ケアマネジャーの「公正・中立」と併設型居宅介護支援事業所 

 上記のような業務を担うケアマネジャーは、常に利用者の生活の質向上の視点から、公

正・中立な立場でサービスの提供をしなければならない。これは、厚生労働省令の「指定

居宅介護支援等の事業に人員及び運営に関する基準」や、日本介護支援専門員協会が制定

した「介護支援専門員 倫理綱領」にも明記されている。 

 さて、この公正・中立な立場というのは、守られているのだろうか。 

 ケアマネジャーは、居宅介護支援事業所において、既述のようなケアマネジメント業務

を行っているが、現在、日本の居宅介護支援事業所の90％近くが併設型事業所となってい

る。（図４）併設型事業所というのは同一法人の中で何らかの介護保険サービスを実施して

いる事業所に併設している居宅介護支援事業所のことである。併設先の事業所は、訪問介

護・通所介護を行っている割合が多い。（図５） 

 ここで問題となるのが、併設型居宅介護支援事業所において、ケアマネジャーの公正・

中立な立場が守られていない状況がある、ということである。 

 平成19年に株式会社三菱総合研究所が行った「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員

業務の実施に関する調査」において、併設型事業所のケアマネジャーがケアプランを作る

際に、併設先のサービスを利用するかどうかの調査結果によると、平成15年は26.3％、平

成17年は25.7％、平成19年は21.6％のケアマネジャーが併設先のサービスのみを利用して

いることがわかる。（図６）平成17年から19年にかけて、併設先のサービスのみの利用が減

っているのは、平成18年に行われた介護保険法の改正によって、特定事業所集中減算が設

定され、正当な理由なく当該事業所において、ケアプランに位置づけられた居宅サービス

について、特定の事業所の割合が90％以上である場合、全利用者の介護報酬を月200単位減

算されることとなったことが影響しているものと思われる。しかし、改正後においても５

人に１人のケアマネジャーは併設先のサービスしか利用しておらず、特定事業所集中減算

が設定されたとはいえ、10件中１件だけ他の事業所を利用すればよいのだから、現状はあ

まり変化か無いように思う。 

 併設型居宅介護支援事業所がほとんどを占めており、そのケアマネジャーが併設先のサ

ービスを優先的に利用している状況では、ケアマネジャーが公正・中立な立場から利用者

のニーズに合わせてサービスを選択しているとは言えない。併設先のサービスの利用を禁

止するという方法もあるが、本当に利用者のニーズに合ったサービスが併設先のサービス

である場合に利用者に不利益が生じる。よって、ケアマネジャーが公正・中立な立場から
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業務を行うには、独立型にすることが一番であると考える。 

 では、なぜ独立するという選択肢があるのにもかかわらず、公正・中立な立場を守らな

くてはならないケアマネジャーの居宅介護支援事業所のほとんどが併設型事業所なのだろ

うか。 

 本論においては、「併設型事業所がほとんどを占めるのは、併設型にすることに大きなメ

リットがあるからである」という仮説を立て、検証していきたいと思う。 

 

  

図４ 居宅介護支援事業所の併設の有無 
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図５ 併設先の施設・事業所 
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図６ 併設サービスの利用状況 
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２． 本論 

 Ⅰ．仮説の検証① 

仮説：「併設型事業所がほとんどを占めるのは、 

併設型にすることに大きなメリットがあるからである」 

 既述の通り、現在、居宅介護支援事業所の約90％が併設型事業所となっているが、併設

型にすることにはどのようなメリットがあるのだろうか。メリットとデメリットを比較す

ることにより、仮説の検証をしていきたいと思う。まず、メリットを居宅介護支援事業所

（ケアマネジャー）側とサービス提供事業所側に分けて述べる。 

 

Ⅰ－１ 居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）側 

 まず、併設型の居宅介護支援事業所にすることによる主なメリットとして、次の３点が

挙げられる。 

ⅰ）他職種間の連絡調整がリアルタイムでできる 

ⅱ）サービス担当者会議等が実施しやすい 

ⅲ）居宅介護支援事業所の赤字が補填できる 

 これらを１つずつ見ていこう。 

 

ⅰ）他職種間の連絡調整がリアルタイムでできる 

 ケアマネジャーの業務は、利用者とサービス提供事業所との間に立ち、利用者のニーズ

にあったサービスを事業所に提供してもらうため、ケアプランを作り、給付管理、モニタ

リングをすることである。ケアプランを作る際に、利用者の受けたいサービスが提供可能

であるか（定員オーバーでないか等）の確認や、サービス提供後に利用者が適切にサービ

スを利用したかどうかの確認をしなければならない。独立型居宅介護支援事業所のケアマ

ネジャーの場合、電話での確認にするか、若しくはサービス提供事業所に赴かなければな

らないが、併設型の場合、併設先のサービスを利用している場合に限るが、直接会って確

認をするということが簡単にできるというメリットがある。 

 

ⅱ）サービス担当者会議等が実施しやすい 

 ケアマネジャーはケアプランの作成時、利用者（できればその家族も）、各サービス提供

者と共にサービス担当者会議を開催する。ここで、利用者へのサービス提供内容や情報の
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共有を行い、適切なサービス提供の確認をする。これはサービス導入時だけでなく、サー

ビス内容・種類が変更になるたびごとや更新時に開催しなければならない。会議が開催で

きない場合はサービス担当者に対する照会、依頼をしてケアプランを作成することになる

が、利用者・サービス提供者双方にとって直接情報の共有をすることは有益なことである

ため、できるだけ開催したいものである。併設型であると、（これについても併設先のサー

ビスを利用する場合に限る）開催場所を居宅介護支援事業所またはサービス提供事業所内

にすれば、多忙なサービス提供者であっても少しの時間の空きでも会議を開催することが

できる。 

 

ⅲ）居宅介護支援事業所の赤字が補填できる 

 居宅介護支援事業所単体の運営では、なかなか黒字を確保するのは困難である。厚生労

働省の介護事業経営実態調査によると、平成17年調査の居宅介護支援事業所の平均収入は

78.6万円/月であり、平均支出は89.9万円/月と、11.3万円/月のマイナスとなっており、平

成20年調査の平均収入は73.9万円/月で、平均支出は86.5万円/月となっており、12.6万円/

月のマイナスという状況である。さらに、収支差率がマイナス20％以上の事業所が半数以

上を占めている。（図７）他の介護サービスの収支差率と比べると居宅介護支援事業所の経

営の厳しさがよくわかる。(図８) 

 このように赤字運営を続けている居宅介護支援事業所は、他のサービスを提供している

事業所と併設して、他のサービスの利益で赤字部分を補填していかなければ経営が成り立

たないのである。 

 

ⅰ）～ⅲ）でみてきたように、併設型にすることによる居宅介護支援事業所側のメリッ

トは多くあることがわかった。しかし、ⅰ）ⅱ）の点は、平成18年の介護保険制度改正に

よって以前より改善されている。（図９）これは、改正によってケアマネジャーの一人あた

りの標準担当件数が50件から35件に引き下げられ、「担当件数が多い」というケアマネジャ

ーの意見も平成17年の20％から平成19年には4.2％にまで改善し、担当件数が減少した分利

用者一人一人にしっかりと向き合うことができるようになったためであると考えられる。

よってⅰ）ⅱ）のメリットは仮説を立証できるものではないと考える。ⅲ）に関しては、

赤字の事業所が多数を占める現状では、大きなメリットであり、事業を運営していくため

に併設型にすることは必要なことと考えられる。 
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 図７ 居宅介護支援事業所収支差率分布 
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（出典）「平成17、20年 介護事業経営実態調査」（厚生労働省）  

図８ 介護サービス別収支差率 

  
特別養護 

老人ホーム 
老人保健施設 グループホーム 訪問介護 通所介護 

居宅介護支援 

事業所 

H16 10..2 10.6 8.7 1.5 8.8 -12.9 

H19 4.4 4.3 7.7 3.3 5.7 -15.8 

（出典）「平成19年 介護事業経営概況調査結果の概要」（厚生労働省） 

図９ ケアマネジメント業務に関してケアマネジャーが 

「ほぼ全員にできている」と回答した割合 
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（出典）「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員に関する調査」（H17,19年 株式会社三菱総合研究所） 
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 Ⅰ－２ サービス提供事業所側 

 次に、サービス提供事業所の側から居宅介護支援事業所と併設するメリットを考察して

いきたいと思う。 

 サービス提供事業所側のメリットは、「新規利用者の獲得がしやすい」ということであろ

う。介護保険サービスを利用するためには、まず役所を通して居宅介護支援事業所に相談

することになる。そのキーパーソンとなるケアマネジャーを確保して居宅介護支援事業所

を併設していれば、様々な相談を受け付けることができるため、サービス提供事業所の側

からは大きなメリットがある。ここで、問題となるのが「囲い込み」である。 

 「囲い込み」とは、居宅介護支援事業所が併設しているサービス提供事業所に優先的に

サービス提供をすることである。利用者がサービスを選ぶ際、どこの事業所を選択するか

は利用者が選択するが、利用者は他の事業所の情報を持ち合わせているわけではないため、

ケアマネジャーからの情報を元に選択することとなり、ケアマネジャーが併設先を勧める

と、当然併設先を利用する方が多く、これが「囲い込み」となる。序章の図６で示したよ

うに、ケアマネジャーがケアプランを作成する場合、併設先のサービスのみを利用する割

合は、20％を超えている状況であり、併設先及び併設以外を利用しているというケアマネ

ジャーの中にもほとんど併設先のサービスを利用している方が多数存在していると思われ、

「囲い込み」は多数の併設型居宅介護支援事業所において行われていると考えられる。会

社を運営していく上で自社の介護サービスを利用するように促すのは、経営者サイドから

言えば当然のことといえる。囲い込みによって自社のサービス利用を増やすこと、これが

サービス提供事業所側の居宅介護支援事業所を併設するメリットである。 

 

 Ⅰ－３ 併設型にすることによるデメリット 

 Ⅰ－１、Ⅰ－２において、併設型事業所にすることのメリットを述べてきた。次にデメ

リットについて述べていこう。 

 併設型にすることによるデメリットは、この仮説を立てるもととなった、ケアマネジャ

ーの公正・中立な立場の侵害によって利用者への不利なサービス提供となることがある、

ということである。Ⅰ－２で述べたように「囲い込み」は、サービス提供事業者にとって

大きなメリットであると共に、利用者主義の立場で情報提供をしたいケアマネジャーや質

の高い・ニーズに合ったサービスを利用したい利用者のデメリットになり得ると考えられ

る。平成19年に行われた「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員業務の実態に関する調
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査」（株式会社三菱総合研究所）においても、利用者本位のサービスが貫けないと答えて

いるケアマネジャーの割合は15％おり、「囲い込み」に困惑しているケアマネジャーも多

いようだ。 

  

Ⅰ－４ 考察 

Ⅰ－１、Ⅰ－２のメリットから考察すると、居宅介護支援事業所は単体で黒字にすること

が難しく、併設先のサービス提供事業所に赤字を補填してもらっており、サービス提供事

業所は、その分自社のサービスの利用をケアマネジャーに促して収益に繋げていると考え

られる。双方の事業所にとって大きなメリットがあると考えられた。しかし、Ⅰ－３のデ

メリットを考えると居宅介護支援事業所側は、単体で経営できないから仕方なく併設型に

なっているということが推測される。そして、併設先に赤字の補填をしてもらっているた

めに、併設先のサービスを利用者に勧めざるを得ない状況があると考えられた。また、サ

ービス提供事業所が行っている「囲い込み」は、利用者本位の観点から推進すべきもので

はなく、改善すべきものである。よって、併設型居宅介護支援事業所がほとんどを占める

のは、併設型にすることにより大きなメリットがあるというよりも、併設型事業所にしな

ければ経営していけない居宅介護支援事業所の実態があるためだと考えられ、仮説は棄却

される。この検証から、居宅介護支援事業所が単体で経営できれば、独立型事業所が増え

るのではないかと考えた。そして、居宅介護支援事業所の経営を圧迫しているのは、介護

報酬の低さではないかと考え、新たに「独立型居宅介護支援事業所を開設するには、ケア

マネジャーの介護報酬は低い。」という仮説を立て再度検証したいと思う。 

  

 

 Ⅱ．仮説の検証② 
 仮説：「独立型居宅介護支援事業所を開設するには、 

ケアマネジャーの介護報酬は低い。」 

 

 Ⅱ－１ ケアマネジャーの平均給与 

 Ⅰ－１のⅲ）で、居宅介護支援事業所は赤字経営の事業所がほとんどを占めることにつ

いて述べたが、この「介護事業経営実態調査」によると、収入に対する給与費支出の割合

が、平成17年は96.1％、平成20年は99.4％となっており、居宅介護支援事業所は収入のほ
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とんどを人件費に使っていることがわかった。では、ケアマネジャーの給与は高過ぎるの

だろうか。 

 厚生労働省の平成20年「賃金構造基本統計調査」によると、ケアマネジャーの平均年収

は379.9万円、平均月収（決まって支給する給与）は26.0万円で、年間賞与等が67.5万円と

なっている。全産業平均は、年収437.3万円、月収29.9万円、年間賞与等が77.6万円となっ

ており、ケアマネジャーの給与が高すぎるとは考えにくい。保健・医療・福祉分野におけ

る資格を持ち、実務経験を積まなければなることのできない職業であるのに、この給与で

は、低いとさえ感じられる。 

 

 

 

 Ⅱ－２ ケアマネジャーの介護報酬 

 Ⅱ－１においてケアマネジャーの給与についてみてきた。次に、その給与の元となる介

護報酬について述べる。 

 ケアマネジャーの介護報酬については、2006年に改定が行われ、それまでの１件一律850

単位/月から、担当件数が増える一定程度増えるごとに報酬が引き下げられるようになり、

要介護度１、２と、３、４、５の２つに分け、中重度の介護報酬を高く設定することとな

った。（図10）この介護報酬では、居宅介護支援事業所の収入はどれくらいになるのか。ケ

アマネジャー１人の場合を担当件数別に計算していく。 

 

 

 

 

 

図10 ケアマネジメントの介護報酬の変遷 

  

 

 

 

 

2000 年介護報酬 

要介護１・２     720 単位/月 

要介護３・４・５   840 単位/月 

 2003 年介護報酬改定 

850 単位/月 
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 標準の要介護１・２と要介護３・４・５の比率は、厚生労働省の平成19年「介護サービ

ス施設・事業所調査結果の概況」における居宅介護支援事業所の要介護度別利用者の構成

割合をもとに、要介護１・２：要介護３・４・５＝59.1：39.6≒６：４で計算していくこと

とする。 

 

 

 

 

 （Ⅰ）担当件数40件未満の場合 

 この場合の最大担当件数は、39人である。よって、次のようになる。 

   

  

 

 

 

  

 

 

 

  担当件数 介護報酬 収入（円） 

要介護１・２ 23 10,000 230,000 

要介護３・４・５ 16 13,000 208,000 

合計 39   438,000 

2006 年介護報酬改定 

（Ⅰ）担当件数 40 件未満 

要介護１・２    1000 単位/月 

要介護３・４・５  1300 単位/月 

（Ⅱ）担当件数 40～60 件未満 

要介護１・２     600 単位/月 

要介護３・４・５   780 単位/月 

（Ⅲ）担当件数 60 件以上 

要介護１・２     400 単位/月 

要介護３・４・５   520 単位/月 
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 （Ⅱ）担当件数40～60件未満の場合 

 この場合の最大担当件数は、59人である。 

  

 

 

 

 

 

 

 （Ⅲ）担当件数60件以上の場合 

 この場合は、担当件数を90件として計算してみる。 

  

 

 

 

 

 

 

 上記の試算より（Ⅰ）の適用範囲で最大件数にすることが収入を最大化することができ

ることがわかった。標準担当件数は、35件とされており、（Ⅰ）の適用範囲を超えると減収

となるように設定されている。（Ⅲ）の場合は、今回は90件で計算したが、もっと多くする

と39件の場合よりも多い収入が見込める。しかし、利用者一人ひとりに対応する時間が短

くなり、ケアマネジメントの質は劣ると考えられるため、40件未満に収めることが収入の

面、サービスの質の面から考えると妥当であると言える。この報酬制度により、居宅介護

支援事業所の収入は一定以上上げることができず、ケアマネジャー一人あたりおよそ43.8

万円/月が限界であることがわかる。 

 

 

 Ⅱ－３ 居宅介護支援事業所の独立 

 Ⅱ－１で給与について、Ⅱ－２で介護報酬について述べてきた。ここでは、それらをも

  担当件数 介護報酬 収入（円） 

要介護１・２ 35 6,000 210,000 

要介護３・４・５ 24 7,800 187,200 

合計 59   397,200 

  担当件数 介護報酬 収入（円） 

要介護１・２ 54 4,000 216,000 

要介護３・４・５ 36 5,200 187,200 

合計 90   403,200 
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とに、ケアマネジャーが管理者を兼任し、１人で居宅介護支援事業所を独立させる場合の

収支を試算したいと思う。 

 収入は、Ⅱ－２において担当件数39人で算出したものを使う。その他の収入源としては、

補助金が挙げられるが、それぞれの市町村によって支給されており、対象経費は、事業所

内外の研修の開催や、研修への従業者の派遣費、資格取得支援などであるので、今回の試

算では省略する。 

 支出は、事業所運営にあたって給与以外に、減価償却費、事務所家賃、光熱・水道料、

自動車維持費、通信費（電話料等）、雑費（コピー用紙、文房具、消耗品費等）が必要とな

る。 

（参考）減価償却費：平成14，17，20年「介護事業経営実態調査」（厚生労働省）の平均 

    事務所家賃：ホームアドパーク（不動産物件情報検索サイト）に載っている、東海にある30～50

平米の貸事務所の賃料の平均 

光熱・水道料、自動車維持費、通信費：平成20年「家計調査」単身世帯（総務省） 

雑費は、コピー用紙、文房具、日用消耗品費等を合わせて１万円とする。 

 給与については、①収入－支出＝±０となる給与、②Ⅱ－１で述べた平成20年のケアマ

ネジャーの平均給与、③Ⅱ－１で述べた平成20年の全産業平均の給与の３点で試算する。 

 

 上記の条件で試算すると、以下の表の結果となった。 

(月間の賞与費用は、賞与準備金と考える。） 

給与①                      単位（円） 

  月間 年間 

収入 438,000 5,256,000 

減価償却費 22,000 264,000 

事務所家賃 88,056 1,056,667 

光熱・水道料 11,000 131,998 

自動車維持費 7,494 89,929 

通信費 6,024 72,290 

雑費 10,000 120,000 

給与 240,609 2,887,312 
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賞与 52,817 633,804 

支出合計 438,000 5,256,000 

差引 0 0 

（注）この場合の賞与は、全産業・ケアマネジャーの年間収入に対する年間賞与の割合がどちらも 

約18％であったため、収入から給与＋賞与以外の支出を引いたものに18％を乗じたものとした。 

 

 給与②                     単位（円） 

  月間 年間 

収入 438,000 5,256,000 

減価償却費 22,000 264,000 

事務所家賃 88,056 1,056,667 

光熱・水道料 11,000 131,998 

自動車維持費 7,494 89,929 

通信費 6,024 72,290 

雑費 10,000 120,000 

給与 260,000 3,120,000 

賞与 56,250 675,000 

支出合計 460,824 5,529,884 

差引 -22,824 -273,884 

 

 給与③                     単位（円） 

  月間 年間 

収入 438,000 5,256,000 

減価償却費 22,000 264,000 

事務所家賃 88,056 1,056,667 

光熱・水道料 11,000 131,998 

自動車維持費 7,494 89,929 

通信費 6,024 72,290 

雑費 10,000 120,000 
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給与 299,000 3,588,000 

賞与 64,667 776,000 

支出合計 508,240 6,098,884 

差引 -70,240 -842,884 

 

以上の試算から、現在の介護報酬で独立をすると、現在の給与水準を保つことはできず、

収支を±０にしようとすると、月給は、約24万円となることがわかる。現在の給与水準を

保つには、最低5.2％介護報酬を上げなくてはならない。さらに、全産業の平均年収と同じ

給与水準まで上げようとすると、最低16％介護報酬を上げなくてはならない。また、月間

収入の43.8万円というのは、一人のケアマネジャーが一月に受け取ることのできるほぼ限

界の数字であり、毎月39件ぎりぎりまで担当できるとは限らないし、利用者は高齢者の方

であるため、入院や死亡などによって急にサービスが停止することも多々ある。サービス

が停止すると介護報酬は当然支払われなくなり、収入は見込みより減ることとなる。 

 

Ⅱ－４ 考察 

上記の検証から、現在の介護報酬では、独立しようと考えるケアマネジャーは少なくて当

たり前だと思われる。平成20年の家計調査によると、１世帯あたりの１ヶ月の消費支出の

平均は26.1万円となっており、現在の給与水準でも家計の収入と支出は±０に近くなって

いる世帯が多いと思われるが、経営を持続していくには最高24万円という月給で労働せね

ばならず、さらに、普通の企業のように年齢とともに昇給していくということはない。こ

れらから、現在の介護報酬の低さが居宅介護支援事業所の独立を阻害していることは確実

であろう。よって、仮説「独立型居宅介護支援事業所を開設するには、ケアマネジャーの

介護報酬は低い。」は立証される。 

 

 

３． 結論 

 本稿では、序章において、高齢社会の現状と、将来の推計を示し、介護保険制度が今

後ますます重要な制度となることを明らかにし、介護保険制度の概要を説明した。さらに、

介護保険制度の中でケアマネジャーが重要な職であることを示し、ケアマネジャーについ

てその業務内容等を説明した。その中でケアマネジャーは公正・中立な立場で利用者にと
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って最善のサービス提供となるようケアプランを立てなくてはならないが、併設型居宅介

護支援事業所において公正・中立な立場が守られていないことを明らかにした。そして本

論において、なぜ公正・中立な立場を守らなくてはならないケアマネジャーの居宅介護支

援事業所のほとんどが併設型事業所なのだろうかという問題意識から、まず、「併設型事業

所がほとんどを占めるのは、併設型にすることに大きなメリットがあるからである」とい

う仮説を立て、併設型の居宅介護支援事業所にすることによるメリットとデメリットを比

較検討した。検討の結果、併設型居宅介護支援事業所がほとんどを占めるのは、併設型に

することにより大きなメリットがあるというよりも、併設型事業所にしなければ経営して

いけない居宅介護支援事業所の実態があるためだと考えられ、仮説は棄却した。 

また、この検証から、居宅介護支援事業所が単体で経営できれば、独立型事業所が増え

ると考え、居宅介護支援事業所の経営を圧迫しているのは、介護報酬の低さではないかと

思ったため、新たに「独立型居宅介護支援事業所を開設するには、ケアマネジャーの介護

報酬は低い。」という仮説を立て再度検証した。まず、ケアマネジャーの平均給与を示し、

次に現在のケアマネジャーの介護報酬制度からケアマネジャーの収入がどのくらいである

かを明らかにした。そして、居宅介護支援事業所を独立させた場合の収支を試算した。こ

の試算から収支を±０にするためには、月給を約24万円とせねばならないこと、また、こ

れ以上の昇給は見込めないことがわかった。これは、家計を支えていくには不十分な所得

であると考えられ、介護報酬の低さが居宅介護支援事業所の独立を阻害していると言える

ため、仮説は立証された。今回の調査では、居宅介護支援事業所が単体でケアマネジャー

に十分な給与を払っても赤字とならずに経営していける場合に、どのくらいのケアマネジ

ャーが独立したいと考えるのかを示すようなデータは無かったため、介護報酬を上げるこ

とがどのくらい独立することに有効に働くかを示すことはできなかった。しかし、併設型

居宅支援事業所において「囲い込み」の指示をされ、利用者本位のサービス提供が貫けな

いと思っているケアマネジャーが多数いることから、介護報酬を上げることは有効な手段

であると筆者は考える。 

 以上のことから、介護報酬を見直し、ケアマネジャーが独立して居宅介護支援事業所を

開設しても十分な所得が得られるようにすることにより、独立型居宅支援事業所が増えて

いき、併設型居宅支援事業所における問題点の「囲い込み」による、ケアマネジャーの公

正・中立な立場の侵害を減らすことができると考えられる。そして、ケアマネジャーの公

正・中立な立場を守ることにより、利用者にとって最善のサービス提供ができ、サービス
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提供事業所は、ケアマネジャーに勧めてもらえるような質の高いサービス提供を目指して

努力し、介護サービス全体の質の向上を促進すると思われる。 

 介護報酬の改定に関しては、全体を一律で上げるのではなく、利用者のケアプラン満足

度調査を実施し、その平均値によって加算する方法など、質の高いケアマネジャーに高い

報酬を与えることにより、ケアマネジャーの質の向上を図ることができると思う。 

 今後、超高齢社会に近づくにつれて、どんどん要介護者が増え、介護保険制度の重要性

が一層増していく。この制度がより良いものとなるよう、介護報酬の改定や居宅介護支援

事業所の独立の推進を行っていってほしいと思う。 
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