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要約要約要約要約    

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。現在、総人口に占める高

齢者の割合はすでに２１．０％を超え、２０５５年の人口予測では高齢者の割合が６割にも

達する勢いである。このような高齢化進行社会において、介護問題は今深刻な問題となって

いる。すでに特別養護老人ホームの待機者の人数は４２万人にも達し、今後さらにその需要

はますます増えると予想されている。 

介護業界における労働力も、大きく不足している。介護業界では離職者の約８割が就労か

ら３年未満で離職し、他の業種に比べて短期間で離職する傾向が見られる。また、介護従事

者は過酷な労働のわりに賃金が安いと言われ、現場の労働者が長く勤めたいと思えるような

賃金制度の確立が必要である。年功序列制度のような、長く勤めるほど賃金が上がる仕組み

を取り入れなければ今後も早期の離職が続いてしまうと考えられる。また、資格は持ってい

ても仕事に従事しない潜在介護福祉士も多数存在し、彼らを実際に介護職に従事させるため

にも、賃金制度を見直さなければならない。早期に供給能力を拡大し、将来さらに増えるだ

ろう介護需要に、計画的に備えていくことが肝要だ。 

政府はこの供給力不足に対して昨今、ＥＰＡ（経済連携協定）を締結しているインドネシ

ア及びフィリピンから、外国人介護福祉士の受け入れを開始した。しかし日本語をゼロから

学び始める彼らに、きわめて難関と言われる介護福祉士の試験合格という条件を短期間で課

し、不合格ならば強制帰国といったきわめて厳しい壁を与えているのが現状である。これで

は、日本政府が外国人介護福祉士の受け入れに前向きであるとは到底言えない。国内の労働

力だけで問題解決を図るのは日本の将来の人口動態を考えると現実的ではなく、外国人労働

力を受け入れて供給能力を拡大することが必要と考えられる。介護サービスの供給不足に対

して、何らかの効果的な対応策が取られなければならない。 

上記の問題意識に対して、本稿では効果的な対応策を探るべく、まず実際に介護施設に赴

いて、現場で働く人々の実態を調査する。将来増える介護需要に対応するために、いかにし

て供給能力を高めていくか、また外国人介護士の受け入れ制度に課題が残る中で、外国人介

護士に対する現場の意見をもとに、より良い政策を考える。 

そして次に、介護福祉士としての供給を拡大するにはどのような条件の改善が必要なのか

を都道府県別のクロスセクションデータを用いてＯＬＳで推計した。結果、介護職の給与は

他産業に比べ全都道府県で低い水準であったが他産業との格差が小さい県ほど介護福祉士

の供給力が高いことが分かった。また職場での福利厚生の充実も有意に供給力に影響してい

ることが分かった。また、介護福祉士数が少ない都道府県では介護職の有効求人倍率が高く

新たな人材が募集されていることが分かった。 

以上の分析によって私たちは以下の二つの政策を提言する。 

政策提言①：介護従事者の労働環境の改善 

ここでは介護従事者の賃金などの労働条件を改善することによって、また介護体験・実習

など新たな取り組みの実現によって国内労働者による介護サービス供給増加を目指す政策

を提言していく。 

政策提言②：EPA（経済連携協定）の改定による外国人労働者受け入れ緩和 
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ここでは介護サービス供給不足を補う為のもう一つの方法として外国人労働者の受け入

れに着目し、現行制度の緩和という形で受け入れの数の増加につながるような政策を提言す

る。  
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

優先席やシニア割引など、日本で生活していると高齢者を大切にしようとする意識の表れ

を随所に見受けることができる。しかし、この先の人口動態を考えると日本人が心からその

ような気遣いを行っていけるかどうかは分からない。若者に対する負担が増え、高齢者をな

いがしろにしてしまう可能性のほうが高いかもしれない。既に今日でも、すべての高齢者が

それまでの人生での努力が報われていると感じている、とは決して言えないだろう。 

本稿が焦点を当てたのは現在ますます日本社会の中でその存在感が大きくなっている介

護問題である。まず介護サービス供給の現状を把握し、分析を行い、そして改善すべき点に

対して政策を提言する、というのが本稿の目的だ。 

介護従事者の労働環境、待遇は現在までの法整備の歴史や日本人の介護職に対する価値観

によって決定され、私達は厳しい条件下で働いているという印象を受けた。実際に介護の現

場へ赴き、インタビューするとよりその印象は強くなった。 

また、これから将来に向けて国内の労働力人口が減っていく中で、外国人労働者の受け入

れという議論は避けては通れない。介護業界でもそれは例外ではないと考えたので、私達は

EPA（経済連携協定）に着目し、現行制度の問題点を探った。 

本稿ではこうした問題点、またインタビューで伺ったことを踏まえ、さらにどういった要因

で介護職員が増えるかを分析して政策提言につなげていきたい。 
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第1章 現状分析現状分析現状分析現状分析    

 

第第第第1111節節節節    国内での介護サービスに関する現状国内での介護サービスに関する現状国内での介護サービスに関する現状国内での介護サービスに関する現状    
 

第第第第1111項項項項 高齢化社会の進行高齢化社会の進行高齢化社会の進行高齢化社会の進行    

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２

３％（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。 

 

  ２０１０年人口２０１０年人口２０１０年人口２０１０年人口                                ２０５５年人口予測２０５５年人口予測２０５５年人口予測２０５５年人口予測    
０～６４歳  ６５歳以上         ０～６４歳   ６５歳以上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統計局：人口推計（平成２２年）、国立社会保障・人口問題研究所：日本の将来推計人口よ

り作成 

 

ここで世界の統計と比較してみたい。世界人口の動向を見ると、１９５０年(昭和２５年)

の時点では総人口が２,５３５,０９３千人のうち、高齢者人口は１３０,８４７ 千人。２０

０５年は６,５１４,７５１千人と総人口が約２.５倍となっているのに対し、６５歳以上人

口は４７７,３５８千人と実に３.５倍以上に増加している。また現時点における２０５０年

77

23

59.4

40.6
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の総人口９,１９１,２８７千人、現在の１.４倍となるのに対し、６５歳以上人口は１,４９

２,０５５千人となると予想されている。この傾向を先進地域と発展途上地域で分けて見て

みると、世界全体では６５歳以上人口比率が５.２％、７.３％、１６.２％(いずれも前述と

同様の順番で１９５０年、２００５年、２０５０年データ)であるのに対し、先進地域では

７．９ ％、１５．３ ％、２６．１ ％となっている。発展途上地域では３．９％、５．５ ％、

１４．７ ％である。ここから発展途上地域よりも先進地域のほうが、遥かに高齢化が深刻

な問題として現れていることが考えられる。世帯構造の変化や都市と地方間の格差もあるも

のの、日本全体で同じような流れとなっていることは間違いない。 

総務省統計局の将来人口推計によると、２０１０年の労働可能人口(生産年齢人口)は８

１，２８５千人であるが、２０５５(平成６７年)には４５，９５１千人であると予測されて

いる。今後４５年間で約半分に減少するのである。つまり、高齢者人口を支えていくべき労

働可能人口の負担がさらに大きくなっていくことが予想される。 

 

年齢３区分別人口の推移と将来推計人口年齢３区分別人口の推移と将来推計人口年齢３区分別人口の推移と将来推計人口年齢３区分別人口の推移と将来推計人口    
    

（千人） 

 

総務省統計局統計調査部国勢統計課「国勢調査報告」「我が国の推計人口」「人口推計年報」       
国立社会保障・人口問題研究所 「日本の将来推計人口」より作成 
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第第第第2222項項項項 介護に対する需要介護に対する需要介護に対する需要介護に対する需要    

このような急激な高齢社会において、現在でも高齢者介護に関する問題は決して無視でき

るものではない。何より介護という問題は、普通の人が誰しも直面する問題なのである。病

気になる可能性を考えずに生きていくことは、誰にもできない。少子化が進む中で、自分が

年を取った時の孤独な人生を送るのではないかと心配している人は決して少なくないし、誰

もが人生の最後を幸せな形で締めくくりたいと願っている。そのような高齢者がますます増

える中で、逆に介護労働を担う若い世代は減少の一途を辿っていく。増え続ける需要に対し

て供給を間に合わせていくことは、今後一層困難を極めていくかもしれない。 

そもそも要介護者及び要支援者の数は、２０１０年７月末において４９４．５万人となっ

ている。これは、介護保険制度が執行された当初の２０００年４月末の２１８万人の２倍以

上にも及ぶ。 

 

要介護度別認定者数推移要介護度別認定者数推移要介護度別認定者数推移要介護度別認定者数推移    

 

厚生労働省 介護保険事業状況報告 より作成 

 

日本の高齢者保健福祉政策の流れは高齢化率が５．７％であった１９６３年の老人福祉法

から始まり、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み＝介護保険が執行されてきたのであ

る。高齢化率が７．１％になった１９７０年代には老人医療費の増大を背景に、老人医療費

無料化の政策が施行された。また、社会的入院や寝たきり老人が社会全体で問題化されてき

た１９８０年代には、高齢化率が９．１％まで上昇し、１９８２年には老人保健法が制定さ

れた。 
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高齢者福祉政策の流れ高齢者福祉政策の流れ高齢者福祉政策の流れ高齢者福祉政策の流れ    

 

厚生労働省ＨＰ 平成２２年 老健局総務課 「公的介護保険制度の現状と今後の役割」よ

り作成 

 

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。 

 

    

年代年代年代年代    高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率    主な政策主な政策主な政策主な政策    

１９６３１９６３１９６３１９６３    ５．７％（１９６０） 老人福祉法制定 

１９７３１９７３１９７３１９７３    ７．１％（１９７０） 老人医療費無料化 

１９８２１９８２１９８２１９８２    

１９８３１９８３１９８３１９８３    

９．１％（１９８０） 老人保健法の制定 

ゴールドプランの策定 

１９９４１９９４１９９４１９９４    

１９９７１９９７１９９７１９９７    

１４．５％（１９９５） 新ゴールドプラン策定 

介護保険法成立 

２０００２０００２０００２０００    

２００５２００５２００５２００５    

１７．３％（２０００） 介護保険施行 

介護保険の一部改正 
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施設数の推移施設数の推移施設数の推移施設数の推移（件数）（件数）（件数）（件数）    
特別養護老人ホーム   介護保険施設 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省：介護サービス施設・事業所調査結果の概況 より作成 

 

たしかに施設の数は増加しているかも知れない。しかし、月々の費用が２０万円以下です

むような費用の安い公的な施設の数に限りがあるのが大きな問題である。たとえば、特別養

護老人ホームでは、入居まで２～３年待つというのが厳しい現実がある。 

また、平成１９年の特別養護老人ホームの施設利用者数は４０万人を超えている。 
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施設利用者数施設利用者数施設利用者数施設利用者数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省 介護サービス施設・事業所調査結果の概況 より作成 

 

ところが、下のグラフで分かるように今もなお多くの待機者がいて、入居まで数年待ちと

いう実態である。要介護レベル１－５のすべての人を合わせると、全国の特別養護老人ホー

ムの入所待機者はおよそ４２．１万人にも及ぶと言われている。 

 

特別養護老人ホーム待機者特別養護老人ホーム待機者特別養護老人ホーム待機者特別養護老人ホーム待機者[[[[万人万人万人万人]]]]    
要介護１～３   要介護４～５ 

 

厚生労働省：特別養護老人ホームの入所申込者の状況 より作成 

 

２０００年４月の介護保険法の施行をきっかけに、訪問・通所介護サービスなどの介護事

業に新規参入する企業が多く市場は拡大してきた一方で、事業者への負担も増え、同業者間

の競争が徐々に激化し、破産等により倒産する事業者も増加している。 

このような厳しい現状は、結果的に介護保険の機能不全を招く恐れがある。というのも、

近年の要介護者の増大を受けて、行政は保険料の引き上げや老人病院の減少などのサービス
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切り捨てを余儀なくされた。すると、低い介護報酬にあえいでいる事業者は、劣悪な労働環

境の改善により利益率が低下する。 

介護事業の利益率は全体的に低下しているのが実態である。実際に特別養護老人ホームの

利益率は２００５年には１３．６％であったものの、たった３年間で７５％も減少し、２０

０８年には３．４％にまで落ち込んだ。 

利益率低下により倒産するケースは急増しており、老人福祉事業者の倒産は２００９年に

３２件と過去最高となった。また２００６年には７件であった倒産件数が２００７年以降急

激に増え、２００９年までの３年間で４．６倍にも膨らんだ。 

さらに２００６年４月から適用された改正介護保険法で、介護報酬の引き下げだけでな

く、施設における居住費用や食費が介護保険給付対象から除外された。これらによって事業

者の置かれる経営環境がさらに悪い状況に陥ったことも２００７年以降の倒産急増の大き

な要因になったと考えられる。 

 

第第第第3333項項項項 介護サービス供給に関介護サービス供給に関介護サービス供給に関介護サービス供給に関してしてしてして    

前項では需要に関して見てきたが、次にこの項では供給面からも介護サービスに関して考

えていきたい。 

職業安定業務統計による平成１９年度の全産業の有効求人倍率は、０．９７％であるが、

介護関連職種の有効求人倍率は２．１０％であり、全産業の約２倍となっている。ちなみに

同調査によると東京の有効求人倍率は３．５２倍と非常に高い数値である。また、介護労働

安定センターのアンケート（介護労働実態調査）によると、従業員の過不足状況において「大

いに不足」「不足」「やや不足」と答えた事業所の合計は全体の６３％を占めている。また、

すでに述べたように、介護保険法に基づく要介護認定者数は２００９年１１月末において４

７９万人であるが、厚生労働省の介護職員数の将来推計によると、２０１４年には６００～

６４０万人に達すると予想されている。要介護認定者数の増加は、介護サービス利用者の増

加を意味するため、介護に携わる労働力の需要が引き上がることになる。厚生労働省の推計

によれば、もし要介護認定者数がこのペースで増え続けるのであれば、介護業界に従事する

介護職員数は実数ベースでは１５６．４万人になると言われている。これは、今後１０年間

で現在の５割以上の介護労働力の増加が必要とされる。このままでは、介護労働力が供給不

足に陥ることは明らかである。 

この供給不足解決のために、大きく分けて二つの方法、つまり国内労働力、外国人労働

力について考える。まず一つは、国内での供給量を増やすことである。そして二つ目の方法

は、介護業界での外国人労働者の受け入れの緩和である。 

まず、介護業界の特徴を語る上で欠かせないのが、賃金の問題である。介護業界はその過

酷の労働の割に賃金が低いと言われている。介護職の平均時間給は１,１２１円であり、こ

れは他の産業と比べるとかなり低い水準にある。介護職の中でも最低額である介護職員の８

９３円は、同年調査の全国アルバイト平均賃金(ａｎ調べ)より７０円～１００円ほど低い数

値である。厚生労働省の調査による全国の地域別最低賃金は６４２円～８２１円であること

も踏まえると、介護職員の賃金に対する不満は大きいだろうとうかがえる。 
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所定内賃金（時間給者）所定内賃金（時間給者）所定内賃金（時間給者）所定内賃金（時間給者）    

（１時間当たりの平均時間給）（１時間当たりの平均時間給）（１時間当たりの平均時間給）（１時間当たりの平均時間給）[[[[円円円円]]]]    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護労働安定センター：平成２０年度介護労働実態調査結果 より作成 

 

次に、国内の介護事業者の状況について触れたいと思う。現在、介護労働者の男女比、就

業形態等には偏りがある。一般産業平均では、男女比が約７：３なのに対して、介護業界は

約２：８と圧倒的に女性が多い。また、男性と女性の平均賃金は、一般産業平均でも１１万

円近い開きがある（平成２０年度事業所における介護労働実態調査より)。介護業界では女

性が多く、女性の給与水準が適用されるので、平均賃金が低くなっていると言えるだろう。

保育士などもそうだが、女性中心で取り組まれてきた仕事に男性が進出していくと、給与水

準は低いままに抑えられがちになるという問題があるのではないだろうか。 

 総務省「労働力調査」２００９年による全業種の統計によれば、役員を除く雇用者のうち

正規雇用者は６６％(３３８０万人)、非正規雇用者は３４％(１７２１万人)であった。これ

に対し、介護労働者の中で正社員として雇用されている人数は少なく、介護サービス従事者

の５４．２％が非正社員である。さらに、訪問介護員に限ると約８割強の雇用形態が非正規

社員だ。この正社員率の低さも、給与水準を引き下げる要因になっていると思われる。 

偏りについてさらに言えば、一般産業平均では新卒採用と中途採用の割合が７対３である

（平成２０年度事業所における介護労働実態調査）のに対し、介護業界での採用状況を見る

と新卒は１割にも満たず、９割弱が中途採用である。そして、介護職の平均年齢は４４．６

歳である。また、介護事業所について介護サービス系を型別に比較すると、国内においては

訪問介護と通所介護の介護サービスを主としている事業所が全体の半数にも及び、３割程度

が入所型の事業所なのである。このような介護労働者のさまざまな区分による偏りや事業所

の偏りは、介護供給不足の問題を考える上で見逃せない問題である。 

介護業界は職員の職場への定着率が低いのも問題である。事業所における介護労働実態調

査によると平成２０年度の入職率は２７％であるが、離職率は２２％であった。また、平均

勤続年数を産業別にみてみると、多いところは２０年近く、また全平均は約１５．４年であ

るのに対し、介護職員は３．８年と圧倒的に短いことがわかる。 
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勤続年数も比較的短い上に、介護労働者は転職希望率が高い。特に、ここ５年間で急上昇

しているという背景がある。３０代以上の男性の施設計介護労働者に限って見てみると、彼

らの転職希望率は産業計より５％以上も高くなっている。転職を希望する男性の多くは低収

入を理由として挙げている場合が多い。一方で、女性の場合、時間的、肉体的負担の厳しさ

が勤続意欲を抑制していることがうかがえる。また、介護業界の離職者の約８割が就労から

３年未満で離職している現状から、他の業種に比べて短期間で離職する傾向が見られる。離

職率階級別の事業所割合は、離職率１０％未満の事業所が全体の約４０％、３０％以上の事

業所が２５％を占めており、離職率の高い事業所と低い事業所の二極化がみられる。 

    

産業別平均勤続年数産業別平均勤続年数産業別平均勤続年数産業別平均勤続年数［年］［年］［年］［年］    

 

介護労働安定センター：平成２０年度介護労働実態調査結果 

中央労働委員会：平成２０年賃金事情等総合調査 より作成 

 

さらに、介護労働安定センターによる介護職に携わる人々の仕事に対する不安、不満のア

ンケート(複数回答可)では、「仕事内容のわりに賃金が低い」が４９．４％、「業務に対する

社会的評価が低い」が３８．４％、「精神的にきつい」が３５．７％の順で多かった。特に、

施設系（入所型）及び施設系（通所型）では、「仕事内容のわりに賃金が低い」がそれぞれ

６１．６％、５２．０％と多かった。このように、介護職の平均勤続年数は短く、賃金も比

較的低い現実がある。労働条件と環境の改善を徹底的に行わない限り、国内の介護職を増や

すのは難しい。 

政府は２００５年の介護報酬引き下げを行って以来、２００９年４月より介護報酬の３％

引き上げを決めた。しかし、このような一時的な賃金の引き上げは必ずしも介護職員の需要

を増やすとは限らない。今後も介護保険財政悪化を理由に介護報酬が引下げられるかもしれ

ないというという不安を取り除くことはできないからである。介護労働不足問題を解決する

ためには、現場の労働者が長く勤めたいと思えるような賃金制度の確立が必要である。早期

の離職を防ぐためにも、年功序列制度のような、長く勤めるほど賃金が上がる等の有効な仕

組みを取り入れなければならない。 

また、近年は介護福祉士資格取得のハードルが上がりつつある現状があり、介護労働力の

新規参入がさらに難しくなりつつある。資格は持っていても仕事に従事しないいわゆる潜在

介護福祉士も多数存在する。潜在的介護福祉士は平成１７年度の事業所調査によると、推計
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約２０万人(登録者数４７万人に対して約４割)である。また、介護福祉士会が会員に行った

調査では、潜在的介護福祉士のうち約半数がいずれは介護業務に従事したい意向を持ってい

るという結果が出た(平成１４年調査)。彼らを実際に介護職に従事させるためにも、現在の

労働環境を見直さなければならないだろう。 

介護労働者のインセンティブを高め、介護職員の職場への定着促進や、資質向上など供給

量の増加につながる変化を促すような仕組みづくりや、他産業からの離職者を介護人材とし

て育成できるようなキャリア形成支援などを行うことによって、将来増える介護サービスに

対する需要に備えていくことが早急に求められる。 

第第第第2222節節節節    介護業界における外国人労働者について介護業界における外国人労働者について介護業界における外国人労働者について介護業界における外国人労働者について    

第第第第1111項項項項 現行制度の概要現行制度の概要現行制度の概要現行制度の概要    

現在日本は外国人看護師・介護士を受け入れる制度を持っている。具体的にその制度とし

て挙げられるのが、フィリピンとインドネシアとのＥＰＡ（経済連携協定）だ。財務省によ

れば、ＥＰＡとは２以上の国（又は地域）の間で、自由貿易協定の要素（物品及びサービス

貿易の自由化）に加え、貿易以外の分野、例えば人の移動や投資、政府調達、二国間協力等

を含めて締結される包括的な協定を指す。上述の２国と日本の間でのＥＰＡは、この貿易以

外の分野にフィリピン、インドネシアから看護士、介護士の受け入れを含んでいるものだ。

現在までに平成２０年には、インドネシアから２０８人、平成２１年にはフィリピンから２

８３人、インドネシアからは３６２人の受け入れをし、平成２２年にもそれぞれから１６２

人、１４１人の候補生の受け入れを行った。 
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第第第第2222項項項項 外国人介護福祉士候補生外国人介護福祉士候補生外国人介護福祉士候補生外国人介護福祉士候補生受け入れの流れ受け入れの流れ受け入れの流れ受け入れの流れ    

外国人介護士の実際の受け入れの流れについては以下の図のようになっている。 

 

ＥＰＡに基づくインドネシア人・フィリピン人ＥＰＡに基づくインドネシア人・フィリピン人ＥＰＡに基づくインドネシア人・フィリピン人ＥＰＡに基づくインドネシア人・フィリピン人    

介護福祉士候補制等の受け入れ介護福祉士候補制等の受け入れ介護福祉士候補制等の受け入れ介護福祉士候補制等の受け入れ    
 

 

 
 

山本克也「我が国における外国人看護師・介護士」の現状と課題 より作成 

 

まず国内では規定された条件を満たした介護施設が受け入れ希望を提出し、国外では応募

条件を満たした人が日本への入国を希望する。そして施設と希望者のマッチング、面接、選
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考をＪＩＣＷＥＬＳ（国際厚生事業団体）が行う。マッチングが無事に済んだ候補生たちは

入国し、およそ半年の日本語研修や介護研修を経て実際に施設で働き始める。介護福祉士後

者の労働契約期間は３年と決まっているが、その３年間のうちに介護福祉士の資格を受験

し、取得すれば期限の制限なく日本で働くことが出来る。 

ＪＩＣＷＥＬＳが就労希望者と受け入れ施設のマッチングを行う際には、希望者の学歴、

職歴、介護認定年月、健康状態、日本語能力、就学希望施設、大学の成績証明書等の紙面上

の情報が与えられる。これらの情報から、施設側が受け入れたい人を１０位まで選出する。  

一方で、就労希望者は施設の場所や給料などの基本情報をもとに行きたい先を２０施設まで

選ぶ。それから第１次、２次マッチングを経て外国人の就労先が決定される。 

日本語研修、介護導入研修はＪＩＣＷＥＬＳが手配する施設で行われ、日本語でのコミュ

ニケーションや日本社会への理解や適応、介護の基礎的な知識・技能の習得が図られる。 

また、費用についてみてみると外国人介護士一人に対して、求人申込手数料、ＪＩＣＷＥＬ

Ｓへのあっせん手数料、海外就労の出国人材管理の団体への手数料（フィリピンではＰＯＥ

Ａ、インドネシアではＮＡＴＩＯＮＡＬ ＢＯＡＲＤ）、滞在管理費、日本語研修機関への

支払い費用、などがかかる。金額的には、１人につきおよそ６０万程度の費用が一年間で必

要となる。 

 

第第第第3333項項項項 問題点問題点問題点問題点    

第一項、第二項では介護業界における外国人労働者受け入れについての現行の制度につい

ての現状分析を行ったが、ここではそこから見えてくる問題点を挙げたいと思う。 

まず、介護福祉士の試験の難易度が問題点として挙げられる。介護福祉士は国家資格であ

り、厚生労働省によれば、平成２２年に行われた第２２回介護福祉士国家試験の結果は、１

５３,８１１人の受験者がいる中で、合格者は７７,２５１人となり、その合格率は５０．２％

となった。 

 

平成２２平成２２平成２２平成２２年度年度年度年度    第２２回介護福祉士国家試験第２２回介護福祉士国家試験第２２回介護福祉士国家試験第２２回介護福祉士国家試験の場合の場合の場合の場合

                  

厚生労働省 「第２２回介護福祉士国家試験の合格発表について」より作成 

日本人が受験しても２人に１人しか受からない試験を、外国人が受験すれば合格する可能

性はかなり低くなるだろうというのは容易に想像できる。更に問題なのは、外国人介護士候

補者がこの試験を受けることのできるチャンスを１回しか与えられないことだ。介護福祉士

の受験資格の一つに、３年以上介護等の業務に従事すること、というものがある。候補生が
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日本で就労することを許されている期間は３年間なので、必然的に受験資格があるのは最後

の１年の１回のみということになってしまう。 

次に、受け入れ施設側にかかる費用面・教育面での負担が大きい問題がある。候補生受け

入れに年間１人につき６０万円かかるというのは決して少ない金額ではない。さらに候補生

に介護の仕事を教えることはもちろん、日本語や日本の文化、そして介護福祉士試験の対策

まで行わなければならず、受け入れ施設に求められる負担は大きい。人手不足で外国人労働

者にも頼りたいと考えているような経済的にも人材的にも困っている施設は候補生を受け

入れることが不可能で、逆に経済的に余裕があり、従業員の数も足りているような施設しか

このような負担をしてまで候補生を受け入れようとは思わないような状態になってしまっ

ている。 

 

フィリピン人介護福祉士候補者受入れにフィリピン人介護福祉士候補者受入れにフィリピン人介護福祉士候補者受入れにフィリピン人介護福祉士候補者受入れに伴う受入れ機関の負担金について伴う受入れ機関の負担金について伴う受入れ機関の負担金について伴う受入れ機関の負担金について    

 

経費 金額 支払い日時 

求人申込手数料 

 

31,500(税込) 

／受入れ機関当たり 

職業紹介契約 

締結時 

あっせん手数料 138,000(税込)／1名当たり 雇用契約書締結時 

POEA への手数料 450 ドル相当／1名当たり 雇用契約書締結時 

滞在管理費 21,000 円(税込) 

／１名、１年間当たり 

初年度は受入れ支援契約締

結時、翌年度以降は年度当初 

日本語研修機関への支払い (予定)約 360,000 円 日本語研修開始時 

 

 

インドネシア人介護福祉士候補者受入れに伴う受入れ機関の負担金についてインドネシア人介護福祉士候補者受入れに伴う受入れ機関の負担金についてインドネシア人介護福祉士候補者受入れに伴う受入れ機関の負担金についてインドネシア人介護福祉士候補者受入れに伴う受入れ機関の負担金について    

 

経費 金額 支払い日時 

求人申込手数料 

 

31,500(税込) 

／受入れ機関当たり 

職業紹介契約 

締結時 

あっせん手数料 138,000(税込)／1名当たり 雇用契約書締結時 

National Board への手数料 202 万ルピア相当 

／1名当たり 

雇用契約書締結時 

滞在管理費 21,000 円(税込) 

／１名、１年間当たり 

初年度は受入れ支援契約締

結時、翌年度以降は年度当初 

日本語研修機関への支払い (予定)約 360,000 円 日本語研修開始時 

 

平成 22 年度版～フィリピン人・インドネシア人介護福祉士受入れ枠組～ 

『求人登録申請、雇用契約締結から施設内研修・雇用管理までの手引き』 

(介護福祉士コース) より作成 

 

また、ＪＩＣＷＥＬＳが現在行っているマッチング制度にも不備があると考えられる。日

本へ就労を希望する外国人介護士候補者は、希望する施設を選ぶ際、その施設の基本的な情

報、その施設の場所や規模、給料しか与えられず、いざ行ってみたら初めて重大な問題に出

くわすといったことになる可能性も否定できない。受け入れ施設側にしても、候補生の基本

的な情報は紙面で手に入るが、それだけで判断するのは難しいと考えられる。候補生の受け

入れにかかる様々な負担を考えると、実際に会ってどんな人物か自分の目で確かめられない

まま受け入れを決める決断を下すのは厳しいだろう。 
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これらとは異なった問題点として看護師協会・介護福祉士協会の外国人看護師・介護士の

受け入れに対する反対がある。社団法人日本介護福祉士会は２００５年６月９日に「外国人

労働者の受け入れを巡る考え方について」という形で以下のような意見を発表している。 

「介護業界の労働者は、不安定な労働条件、雇用条件のもと働いている。そのため、多く

の未就労者や離職者を生み出しているのが現実である。まず、国内の労働力を確保すること

が大事である。賃金をはじめとする労働環境の向上を図り、介護労働が職業としての魅力が

高まるように改善すべきである。さもなければ、国内においての介護労働力を確保すること

は期待できないだろう。そして、離職者等の再活用を試みることも必要不可欠だ。さらに、

介護は利用者の生命、生活、人生そのものと密接に関わってくるため、単なる食事や排泄、

入浴の介助ではなく、提供されるサービスによってはその人の生命、生活、人生が左右され

るといっても過言ではない。その分、利用者の生活文化や人格形成にいたる歴史を十分理解

することが求められる。このような国内の条件整備に取り組まず、安易にアジアの他国から

の介護労働力を導入すれば、国際社会で正義に反することになる。」 

このような国内労働者の反対の声も決して無視できるものではない。上に挙げたこれらの

問題点に対する解決策となりえる政策を、本稿では外国人労働者受け入れによる介護サービ

ス供給増加を図る政策として提言したい。 
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第2章 先行研究先行研究先行研究先行研究    

第第第第1111節節節節    介護労働環境整備と離職率との関係に関介護労働環境整備と離職率との関係に関介護労働環境整備と離職率との関係に関介護労働環境整備と離職率との関係に関

する先行研究する先行研究する先行研究する先行研究    
 

本稿では、介護供給サービスの不足を補えるような方策を思案しているが、そのような方

向性で論じている先行研究には、植北（２０１０）が存在し、介護労働環境整備と離職率の

関係について言及している。植北（２０１０）によれば、介護保険導入以後、介護施設はサ

ービスの質と効率が要求されるようになった。この二つは相反するものなので同時に実現す

るのは難しい。介護サービス自体も時代のニーズによって複雑化・多様化し、より高度な知

識やスキルが必要とされるようになった。これらのことから介護の雇用拡大は容易ではな

く、異業種からの転職も難しいので、このような現状で労働環境の改善、早期離職の抑制を

図るには、職種や役職に見合った処遇、スーパーバイザーによる従業員の育成やメンタル面

でのサポートが必要であり、また、介護負担の軽減や介護労働者のモチベーション低下の解

消のためのキャリアアップ計画なども効果的だとしている。 

他に離職率に関して述べているものとして、花岡（２００９）があり、介護従事者におい

て同職種で別の介護事業所における就業機会で得られるだろう期待賃金と比較して、就業中

の事業所の賃金が１０％上昇すると、離職率が０．８９％低下し、一部の就業形態において

は、介護従事者の相対賃金が事業所離職率に与える影響は非弾力的であることが示唆されて

いる。さらに、その関係における地域間の違いに関して、介護職員正社員のみ、有意な差異

が認められているが、賃金以外の離職率の決定要因としては、花岡（２００９）でも同様に、

研修、安全対策、感染症予防対策、腰痛予防対策などの教育訓練や職場環境の重要性が指摘

されており、既に就業している介護従事者において、教育訓練や職場環境といった非金銭的

条件の方が、賃金よりも、離職行動に大きな影響を与えている可能性を示唆している。 

第第第第2222節節節節    介護福祉士の勤労意欲に関する先行研究介護福祉士の勤労意欲に関する先行研究介護福祉士の勤労意欲に関する先行研究介護福祉士の勤労意欲に関する先行研究    
 

また、介護福祉士の就労意欲についても、北村・山崎・大江・綿（２００３）で、低賃金、

仕事内容のきつさ、また施設の運営方針への不満、さらに社会的地位の低さといった肉体的

負担・精神的負担が就労意欲を喪失させ辞職を考えるようにさせるとしており、介護福祉士

の就労意欲や社会的地位を向上させるためには、自己研鑽できる環境設定や講習内容の充実

が必要としている。また介護福祉士が資格取得後、専門的知識や技術にではなく、それより

も利用者への精神的なアプローチにおもむきを置くべきだとしている。 
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第第第第3333節節節節    本稿の位置づけ本稿の位置づけ本稿の位置づけ本稿の位置づけ    
 

こうした先行研究を踏まえて本稿では、介護供給サービスの不足の対策として、賃金を含

め、介護従事者の労働環境の改善に加えて外国人労働者の受け入れのアプローチに着目す

る。現行の賃金や労働環境の諸要素、また、外国人労働者の受け入れの現状に焦点を当て、

それらを改善することによって介護従事者の増加にどのような影響を与えるかを分析する。 
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第3章 実証実証実証実証分析分析分析分析    

第第第第1111節節節節    介護福祉士の就労に関する分析介護福祉士の就労に関する分析介護福祉士の就労に関する分析介護福祉士の就労に関する分析    

第第第第1111項項項項 分析の目的分析の目的分析の目的分析の目的    

本稿では労働者が介護福祉士としての就労を選択するにはどのような要因が関係するの

かを明らかにし、それら諸条件の改善を通して介護福祉士の供給を拡大する政策提言につな

げることを目的とする。 

第第第第2222項項項項 分析モデル分析モデル分析モデル分析モデル    

介護福祉士としての就労を促進するには、給料、職場での福利厚生等諸条件が影響を与え

ると予想し都道府県別のクロスセクションデータを使用し、最小二乗法を用いて推計した。

推計式は以下のとおりである。 

 

Y＝α＋∑βX＋ε 
 

各変数の説明と変数を用いた理由は以下のとおりである。 

 

＜被説明変数＞ 

Y:各都道府県の６５歳以上人口 1000 人当たりに占める介護福祉士の就労者数。各都道府

県の人口の差を考慮し 1000 人当たりの介護福祉士就労者数を採用した。 

 

＜説明変数＞ 

β1：介護職員の平均月収。また物価の違いを考慮して県別の平均月収で割ったものを採

用した。低賃金が問題視される介護職であるが、この値が大きいほうが他産業との格差が小

さく労働者が介護職を選択すると予想し説明変数に加えた。したがって係数の予想値はプラ

スである。 

 

β2：介護労働実態調査の健康診断を職場が実施していないから受けていないと答えた人

の割合。職場における福利厚生が充実しているかの代理指標として用いた。この値が大きい

と、職場における福利厚生が充実していないため労働者が働きにくい環境にあると考え説明

変数に加えた。したがって係数の予想値はマイナスである。 
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β3：介護職の有効求人倍率。介護福祉士の数が少ない県は有効求人倍率が高い、すなわ

ち介護福祉士の従事者数と有効求人倍率には負の相関があると考え説明変数に加えた。した

がって予想符号はマイナスである。 

 

第第第第3333項項項項 分析結果分析結果分析結果分析結果    

各データの基本統計量は以下のとおりである。 

 

  被説明変数 給料 福利厚生  有効求人倍率 

平均値 １１.０２２３６ ０.５９９４３１ １１.５２７６６ １.６１９３６２ 

中央値 １１.０４７１２ ０.６０４２０３ １１.１ １.６１ 

最大値 １４.８７２４８ ０.７０１６８６ ２５.９ ２.８６ 

最小値 ７.９９６７３５ ０.５０９０１５ ４.２ ０.６９ 

標準誤差 １.６６５３９８ ０.０４８７２８ ４.０２１４４８ ０.５８４４８９ 

サンプル数 ４７ ４７ ４７ ４７ 

推計結果は以下のとおりである。 

 

項目 係数値 標準誤差 t 値 p 値 有意 

            

定数項 ５.１９３３５８ ３.７６５１０４ １.３７９３４ ０.１７４９   

給料 １３.５１０７９ ５.１９１２０６ ２.６０２６３１ ０.０１２６ ＊＊＊ 

福利厚生 -０.０８１９０６ ０.０４９６７８ -１.６４８７２７ ０.１０６５ ＊ 

有効求人倍

率 
-０.８１８５９７ ０.４１１２１３ -１.９９０６８８ ０.０５２９ ＊＊ 

 

＊＊＊,＊＊,＊はそれぞれ５％,１０％ ,１５％水準で有意であることをしめす。 

 

決定係数 ０.５８７６３３ 

自由度修正済み決定係

数 
０.５５８８６８ 

サンプル数 ４７ 

   

結果より介護職の給料が他産業の平均値より高い県は存在しなかったが、給料の項目が

５％の水準で有意なことから介護職の平均月給が県の平均所得に近い県ほど介護福祉士と

しての就労を選択する人の割合が多いことが分かった。また、他産業との給与格差が一番大

きいのは東京都であり、その給与水準は県民所得の５０％程度にとどまることが分かった。

このことから給与面での待遇改善は介護福祉士としての就労を促進することが分かった。次

に福利厚生であるがこの項目が１５％水準でマイナスに有意なことにより、職場で健康診断

を実施していない場合は介護福祉士労働者が介護職を選択しない傾向があるといえる。給料

だけではなく、福利厚生面も介護福祉士としての就労を促進するために改善する必要がある

といえる。有効求人倍率に関しては介護福祉士数が少ない県ほど有効求人倍率が低い、すな

わち労働力不足が起きるためハローワーク等で施設が介護職員を募集していることが分か

った。またこれ以外にも介護労働実態調査を参考に週当たりの労働時間や、職場での問題を

抱えている人の割合等を変数に加えて推計も行ったがそれらは有意な結果は得られなかっ
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た。以上から介護福祉士の就労を促進するために他産業と介護職の給与格差を縮めること

と、職場での福利厚生の充実が介護福祉士の供給拡大には必要不可欠であるといえる。 

第第第第2222節節節節    介護福祉士の理想の給料に関する分析介護福祉士の理想の給料に関する分析介護福祉士の理想の給料に関する分析介護福祉士の理想の給料に関する分析    

第第第第1111項項項項 分析の目的分析の目的分析の目的分析の目的    

前節で介護福祉士の供給能力拡大には確度道府県の平均月収と介護職の平均月収の差が

小さいことが有意に影響を与えることが分かった。そこで本節では最も介護福祉士の給料水

準が高い島根県の水準を介護職の理想の給料と定義し、この水準まで他県の介護職の給料を

引き上げるとどの程度の引き上げ率が必要でその時にどのくらいの費用がかかるのかを分

析する。 

第第第第2222項項項項 分析モデル分析モデル分析モデル分析モデル    

Y＝αx 
 
Y：各都道府県の理想の介護月収 

 

α：島根県の介護職の平均月収/島根県の平均月収（0.70168561） 

 

Ｘ：各都道府県の平均月収 

 

この式で出たＹを現在の介護職の給料で割った数値から必要な引き上げ率を計算した。 
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第第第第3333項項項項 分析結果分析結果分析結果分析結果    

都道府県名 引上げ率（％） 都道府県名 引上げ率（％） 

北海道 ９．７ 滋賀県 ２８．４ 

青森県 ４．６ 京都府 １８．５ 

岩手県 ０．３ 大阪府 ３２．０ 

宮城県 ２０．１ 兵庫県 ３１．２ 

秋田県 ８．０ 奈良県 ３０．６ 

山形県 ９．７ 和歌山県 １８．９ 

福島県 １６．１ 鳥取県 ６．５ 

茨城県 ３０．２ 島根県 ０．０ 

栃木県 ２７．１ 岡山県 １４．８ 

群馬県 ２５．３ 広島県 １５．３ 

埼玉県 ２３．２ 山口県 ２４．７ 

千葉県 ２６．９ 徳島県 １７．５ 

東京都 ３７．９ 香川県 １０．７ 

神奈川県 ３４．９ 愛媛県 ２２．１ 

新潟県 ９．４ 高知県 ９．７ 

富山県 １３．９ 福岡県 ２８．０ 

石川県 １４．２ 佐賀県 １２．８ 

福井県 ７．１ 長崎県 １３．４ 

山梨県 １５．１ 熊本県 １３．５ 

長野県 １６．５ 大分県 ９．５ 

岐阜県 ２１．０ 宮崎県 ７．３ 

静岡県 ２４．７ 鹿児島県 １３．１ 

愛知県 ３１．４ 沖縄県 ４．１ 

三重県 ２７．７ 平均平均平均平均    １７．８１７．８１７．８１７．８    

 

上記の表から平均で 17.8％の月収の引き上げが望ましいことが分かった。また東京都で

は 37.9％という非常に高い引き上げが理想であるとの結果であった。上記の引き上げが介

護福祉士の供給能力拡大に必要であるが、そのためには財源の確保は必要不可欠である。特

に高い水準での引き上げが必要な都道府県は東京都、神奈川県、大阪府、愛知県など人口が

多い県に集中しているため理想の引き上げ率を達成し介護福祉士の供給能力を拡大すると

同時に労働者の給与を確保する財源の確立が必要不可欠であるといえる。 
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第第第第3333節節節節    フィールドワークフィールドワークフィールドワークフィールドワーク    

第第第第1111項項項項 フィールドワークの背景フィールドワークの背景フィールドワークの背景フィールドワークの背景    

本稿では介護問題というテーマを扱っているが、このテーマを考える上で単なる調査機関

や政府が発表したデータだけを見ていても問題の本質は掴みづらいと私たちは考えた。そこ

で実際に介護施設にフィールドワークとしてインタビューを行った。今回私たちが伺ったの

は神奈川県横浜市にある『ＲＡＫＵ―高齢者グループホーム』という施設で、答えてくださ

ったのは施設長の丹野さんという方だ。以下、インタビュー実施地詳細を示していく。横浜

市に住民票がある者で、登録定員２５名、通い１３名、宿泊５名となっている。事業所の営

業日は、通い、訪問、宿泊とも３６５日となっているが通いのみ１２月２９日から１月３日

まで休業となっている。介護保険負担分は要支援①は５，２４３円、要支援②は８，９６３

円に加えて、要介護１は１３，５３６円、要介護２は１８，７００円、要介護３は２６，０

４４円、要介護４は２８，４８２円、要介護５は３１，１４４円である。また、介護保険以

外の負担分は、食事代として、朝食５００円、昼食（おやつ代含）７００円、夕食７００円、

宿泊代として、１泊（午前１０時～翌朝１０時迄）が２，６００円であり、その他 に、お

むつ代など日常生活において必要とされるもの、サービス提供地域外への送迎にかかる交通

費、長期「宿泊」利用時の洗濯代等がある。利用料は月額で、介護保険による介護報酬が利

用者１割負担（その他加算等についても１割負担に含まれる）であり、施設利用料は１２９，

０００円、その内訳は、居室費５５，０００円、水道光熱費１６，０００円、管理費２２，

０００円、食事費３６，０００円となっている（その他に個人で使用するものは実費がかか

る（１０，０００円～２０，０００円））。加えて、入居一時金２５０，０００円、入居預か

り金１２９，０００円がある。入居基準は、要介護１以上で、横浜市に住んでいる者、認知

症があり、家庭生活が困難となった者（入居時、認知症診断書が必要）、少人数による共同

生活ができる者となっている。入居定員は９名で全室個室となっており、日中は３名、夜間

は１名のスタッフがいる。医療に関しては、保土ヶ谷在宅クリニックと連携し、月 2回の定

期往診、体調不良時の往診を行っている（希望者は、別途契約）。 

この施設で働く方々は近所の団地に住居を構えていらっしゃるので、すぐ施設に駆け付け

られる。また施設長の丹野さんも北欧の優れた介護施設を実際に見学した経験があり、かな

り最先端の介護を行っている施設である。職員が資格を取れば手当を与えるなど、インセン

ティブを与えて職員のモチベーションを維持することにも積極的だ。介護施設の経営を続け

ていくには、変化が必要だということをとても理解し、実践しているという印象を私たちは

受けた。 

第第第第2222項項項項 フィールドワークの調査結果フィールドワークの調査結果フィールドワークの調査結果フィールドワークの調査結果    

１． 介護業界で働くことの悩みはなんですか。 
 
 →A.勤務中ずっと人間を相手にする仕事で、およそ８時間も笑顔を保つのは難しい。仕

事の性質上足腰への負担が大きい。 

 

２. 被介護者による介護者の仕事内容に対する評価制度、成果主義的な制度を
取り入れた場合それは上手く機能すると考えますか。 
 →A.家計補助的な立場で働いている女性の職員が多いということもあり、職員同士でお

互いの給料がいくらなのかということはすぐ分かってしまう。誰かが誰かより高い、もしく

は低い金額だった、ということでかえって職場の雰囲気が悪くなってしまうかもしれない。 
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３．政府が介護業界に対してどんな対策をしてくれることを望みますか。 
 →A.就業を希望する人達が現場の実情をあまり分かっていない。ハローワークから安い

賃金でもいいから働きたいという問い合わせが来るが、実際の年収（最初は３００万以下）

をいうとそれ以降連絡が来なくなってしまうことが多々ある。この業界で働こうとしている

人は、良く現状を理解してから就業を考えてほしい。ただ資格だけを取って就業の問い合わ

せをしてくる人が多い。ただ今現場で働いている人はいるし、その人達は仕事にやりがいを

見出している。だからまずは一度実際に現場で体験してみてから判断してほしい。そういう

制度があれば良い。 

また現状では、家族を扶養しなくてはならない男性が必要とする収入を与えられているとは

言い難いので、男性の介護従事者が継続的に働いていくために、やはり金銭面での政府によ

る助成は必要不可欠だ。 

 

４．外国人介護士の受け入れについてはどう思うか。 
 →A．言葉が通じれば大丈夫なのではないか。しかし経営者の立場から考えると現行の

制度では外国人介護士受け入れは現実的ではないと思う。介護福祉士試験の合格という条件

も今のままでは厳しすぎる。受け入れに関する制度の緩和や、国内労働力の供給を増やす努

力をすべきだ。 

 
５．若い世代に伝えたいこと 
 →A．介護に関する問題は自分の身に降りかかってくることなので、良く勉強して欲し

い。介護業界で働いている人の給料が何故低いか、などを若い世代の人たちに知って欲しい。 

第第第第3333項項項項 フィールドワークまとめフィールドワークまとめフィールドワークまとめフィールドワークまとめ    

 上に述べたような質問に対する答えだけではなく、他にも様々な話をして下さったので、

以下に今回のインタビューをまとめたい。 

介護業界の特徴として、介護する側も介護される側も女性が多いということが挙げられ

る。しかし今後介護サービスへの需要が増える中で、当然男性の要介護者も増える。それに

伴って男性の介護士も増やしていく必要があるが、生身の人間と直接向き合う仕事であり、

仕事の内容は厳しく、賃金も低く、達成感があまり目に見えないという性質をもつ介護従事

者という職業は、男性が継続的に働くのに向いていない職業だ。女性がこの仕事を続けるこ

とができるのは家計補助的な役割で働いているからだ。 

もし政策提言をすることを考えるのであれば、もちろん成功しているビジネスモデルもあ

るが、介護をビジネスとして成功させるのはほぼ不可能に近いこと（今回お話を伺った施設

でも金銭的に余裕がある印象を受けたにも関わらず、実際には利益をあげることは難しいと

のことだ）、仕事内容が評価しづらいこと、などを考慮したうえで、今以上の介護保険の充

実や、介護報酬の引き上げが必要だ。結局改善すべき点を考えるとどうしても金銭面の話に

なってしまう、と丹野さんはおっしゃっていた。 

パートタイマーが多く基幹労働力が少ないので給料が低く、施設での利益をあげようとす

れば人件費や食費などどこかが犠牲になってしまう。しかし、所得の低い仕事だからといっ

て外国人や女性に任せてしまうのは正しいことでは無い。介護職員は自分の「良心」をすり

減らしながら働いているタフな仕事だが、それと同時に誰かが必ずやらなければならない仕

事でもある。労働環境の整備は真剣に議論されて迅速に行われていくべきだ、と私たちは今

回のフィールドワークを通して感じた。 

もちろん今回のインタビューでの意見がそのまま介護業界における唯一の正しい真実と

いうことではないので、あくまで政策提言を考える上での参考にしたい。 
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第4章 政策提言政策提言政策提言政策提言    

第第第第1111節節節節    政策提言政策提言政策提言政策提言    
本稿では、これまで行ってきた調査、分析を検討した結果として、以下の２つの政策を提

言する。 

政策提言①： 

介護従事者の労働環境の改善 

政策提言②： 

EPA（経済連携協定）の改定による外国人労働者受け入れ緩和 

 

第第第第2222節節節節    介護従事者の労働環境の改善介護従事者の労働環境の改善介護従事者の労働環境の改善介護従事者の労働環境の改善    

第第第第1111項項項項 給与待遇改善による勤労意欲の引き出し給与待遇改善による勤労意欲の引き出し給与待遇改善による勤労意欲の引き出し給与待遇改善による勤労意欲の引き出し    

（１．１．３）では介護従事者の給料が低いと述べたが、分析の結果でも同様に、低賃金

が介護職への就労を阻害していて、給与面での待遇改善が介護職への就労を促す一つの要因

であることがわかった。 

 ここで注意しなければならないのは、（２．２．２）で触れたように、介護業界に成果主

義による待遇改善は導入してはならないということである。介護業界は女性が多い職場であ

り、それも RAKU の丹野様によると「強い女性」が多いという。これは、介護が肉体的、精

神的に過酷な労働であるという現状から多いに理解できる。私たちは、成果主義の導入には

頼らない形で給与待遇を改善していきたい。 

 そこで給与待遇改善のために、介護保険料の引き上げを提言する。シンプルで一見当然の

ように思われる提言であるが、国民の反発を恐れる政府はなかなか上げようとしない。一刻

も早い措置をとらなければならず、私たちは早急の介護保険料のさらなる引き上げを提言す

る。これにより、介護業界の労働環境の改善につなげていきたい。現況でも（３．２．３）

で述べたように、平均で 17.8％の給与引き上げが望ましいことから、ここで必要となる財

源を介護保険料の引き上げで介護従事者の労働環境の改善につなげる。 

またその引き上げ分の使い道は、それぞれの施設に委任することを提言する。つまり給与

の引き上げに限定せず、非正社員の正社員への登用や、有給休暇を取得しやすくするなど、

ほかの使い道を可能にする。それにより、介護業界という業界全体の魅力を高めていきたい。 

職員全員の給与を全体的に上げ、給与水準を高めることが狙いだが、ここで、ＲＡＫＵの

丹野様の言葉を紹介したい。 
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「資格を取った方には、給料を上乗せして支給している。すると皆一生懸命勉強をして、

がんばってくる。」 

このように資格を取った者には、給料を上乗せして支給するというのは、働く者のインセ

ンティブを高めることができる。また、日本でよく見られる年功序列制が、介護業界ではほ

ぼ見られないが、資格保有者と非保有者によって給与に差をつけることができる。また１級、

２級、３級など、保有している資格の難易度によって上乗せ分に差を付け、それぞれの能力

に見合った細かな給与設定が可能となる。これにより各々の能力や仕事ぶりを、より評価や

処遇に反映させることができる。 

このように今後上乗せ分が増えるとしたら、その分の財源をどう確保するかが重要な論点

となる。介護保険料の引き上げ分によって始めは補てんするが、足りない場合は初任給など

新人の給与制度を変更することが考えられる。高卒と大卒で初任給に差をつけることは、既

に介護業界も取りかかって実施している。ここでさらに、新人には最初に研修期間を設け、

施設での仕事に慣れるまでの一定期間は、研修生としての給与基準にする。これは一見、賃

金がさらに下がるように思われるが、長く働くほど給与は上がっていき、いずれ研修生の間

の給与マイナス分を補えるような仕組みになっている。つまり「長く働く方が得」という労

働環境、給与体系の構築を実現する。給料が一向に上がらずむしろ下がることもこれまであ

った介護業界の悩みを解決させるとともに、労働者にインセンティブを与えて離職防止につ

なげる。 

第第第第3333節節節節    EPAEPAEPAEPA 改定による外国人受け入れ緩和改定による外国人受け入れ緩和改定による外国人受け入れ緩和改定による外国人受け入れ緩和    

第第第第1111項項項項 この政策提言に至った背景この政策提言に至った背景この政策提言に至った背景この政策提言に至った背景    

ここでは外国人介護士についての政策提言について述べていく。第３章ではこの政策提言

をする上での根拠となるような分析は行っていないが、私たちは外国人介護士の受け入れ緩

和は必要不可欠な議論であると考えた。現状分析（１．１．１）のように日本の将来におい

て労働力人口が減っていくことは避けられそうになく、長い目で考えれば必ず必要になって

くる外国人労働者の受け入れに関しては、介護業界においても今から議論すべきテーマだ。

以下に示した図は、その一つの根拠となるデータである。 

介護供給サービス需要の未充足には、国内における介護サービス供給の少なさという需要

超過要因と需要場所と供給場所が不一致であるという摩擦的要因が考えられる。以下の図

は、その現状である。 

 

    
    
    
    
    
    
    
    



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１０発表論文    11111111thththth    ––––    12121212thththth    Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010Dec. 2010    

 32

都道府県別有効求人倍率（平成１８年度）都道府県別有効求人倍率（平成１８年度）都道府県別有効求人倍率（平成１８年度）都道府県別有効求人倍率（平成１８年度）[[[[単位：倍単位：倍単位：倍単位：倍]]]]    
    
    

 

※図は介護関係職種（常用）のみのもの 

厚生労働省「職業安定業務統計」より作成 

 

図をみると、都道府県別にかなりの格差があることが見受けられる。これを改善するため

に、本稿では、比較的地域的な移動が容易である外国人労働者の受け入れを提言していきた

い。しかし、現状分析（１．２．３）で述べたように外国人受け入れには様々な問題点があ

る。それに関して、以下考えられる改善策を述べていく。 

 

第第第第2222項項項項 現行のマッチング制度の改善現行のマッチング制度の改善現行のマッチング制度の改善現行のマッチング制度の改善    

ＪＩＣＷＥＬＳが現在行っているマッチングには問題があることについては（１．２．３）

で述べた。マッチングについて改善すべき大きな問題は、施設と就労希望している外国人と

が直接会って面接する機会が無いということだ。施設が外国人を受け入れる際にかかる負担

を考えると、一度も本人から直接話を聞かないまま受け入れをし、その後お互いに上手くや

っていけるのかどうかは甚だ疑問だ。 

そこで私たちは、受け入れを決める前段階で、介護施設の人間が現地に赴いて候補生を直

接面接する機会を設けるという提案をしたい。 

具体的には、以下の図のような流れで受け入れを進めていく。 
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書面による施設側・外国人候補生側の情報交換書面による施設側・外国人候補生側の情報交換書面による施設側・外国人候補生側の情報交換書面による施設側・外国人候補生側の情報交換    

↓↓↓↓    

書面で得た情報による第一次マッチング書面で得た情報による第一次マッチング書面で得た情報による第一次マッチング書面で得た情報による第一次マッチング    

↓↓↓↓    

現地での施設側・外国人候補生側の現地での施設側・外国人候補生側の現地での施設側・外国人候補生側の現地での施設側・外国人候補生側の直接面接直接面接直接面接直接面接    

↓↓↓↓    

雇用契約の締結雇用契約の締結雇用契約の締結雇用契約の締結    
 

施設側が直接現地に赴くためにかかる費用は、HIS の調査によると渡航費に一人につき約

４万円程度（ジャカルタ３万７０００円・マニラ３万５０００円）、宿泊費はどちらも一泊

１万５０００円程度かかる(グランドハイアットホテルの場合)。したがって、食費なども合

わせると、一人の施設側職員が面接のためにインドネシアやフィリピンに出向くのにかかる

総費用は６万円程度であろうと予測できる。外国人候補生と施設側の面接がないことによっ

てミスマッチが生じている。これにより、外国人候補生の受け入れが水の泡になってしまう

ことのリスクを回避するためには、この程度の費用を費やすことは決して無駄ではないだろ

う。 

 

第第第第3333項項項項 日本語研修機関で日本語研修機関で日本語研修機関で日本語研修機関で行う研修の現地での実施行う研修の現地での実施行う研修の現地での実施行う研修の現地での実施    

外国人介護福祉士候補生は、受け入れ先の施設が決まると、入国してから日本語研修機関

で日本語研修・介護研修を受けることになる。現行制度では受け入れ一人につき一年間でか

かる費用はおよそ６０万円だが、そのうち日本語研修機関への支払いという名目で約３６万

円もの金額がかかっている。他の費用と比較しても全体に占める割合は大きく、減らせる余

地がある項目である。 

以下に載せた図は研修の詳細である。 
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日本語研修期間における日本語研修・介護導入研修の概要日本語研修期間における日本語研修・介護導入研修の概要日本語研修期間における日本語研修・介護導入研修の概要日本語研修期間における日本語研修・介護導入研修の概要    
 

 

平成２２年 国際厚生事業団 JICWELS 「求人登録申請、雇用契約締結から施設内研修・雇

用管理までの手引き」より作成 

 

この図にある通り、この研修の目的は大きく分けて３つ、①日本語研修②日本の生活習

慣・職場適応研修③介護導入研修、といったものが存在する。この提言は、③以外の①と②

の研修を日本国内ではなく現地で行うというものである。 

研修内容③については、日本の文化に合わせた介護の技術や方法を学ぶものなので、日本

国内で行うのが望ましいと考えられる。 
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しかし①と②の研修は現地で行うことが可能である。国際厚生事業団 JICWELS の「求人登

録申請、雇用契約締結から施設内研修・雇用管理までの手引き」には次のように書かれてい

る。 

 

「採用予定者のうち、財団法人日本国際教育支援協会若しくは独立行政法人国際交流基金 

が実施する日本語能力試験２級以上の者であること、又は法務大臣が告示により定める日 

本語教育機関における６か月以上の日本語教育を受けた者であることが厚生労働大臣に 

より確認された者は、一定の日本語能力を有する者として、上の表の①の日本語研修及び 

②の日本の生活・職場適応研修の受講が必要なく、③の介護導入研修のみを受講すること 

になります。この場合、日本語研修免除者は、フィリピン人候補者の場合は、日本語研修 

を受講する候補者が入国した後、インドネシア人候補者の場合は、雇用契約が締結され、 

査証手続などの出国準備が整い次第、速やかに入国し、JICWELS が手配する研修会場に 

おいて実施する介護導入研修（1 週間程度の予定）修了後、受入れ施設での就労・研修を 

開始します。」（国際厚生事業団 JICWELS 平成２２年度版～フィリピン人・インドネシア

人看護師・介護福祉士受け入れ枠組み～「求人登録申請、雇用契約締結から施設内研修・雇

用管理までの手引き」,p38） 

 

つまり、日本語検定２級以上、または日本語教育機関における６カ月以上の日本語教育を

受けている外国人は、一定の日本語能力を有する者と認められ、①と②の研修を受ける必要

がないということをこの文章は示している。 

このような研修の免除が認められているということは、①と②の研修内容に関しては日本

国内で行う必要性が無いと考えられる。施設が負担する研修費を軽くするためにも、これら

の研修は現地に既にある施設を使用し、日本語教師を派遣するなどして行うことが望ましい

と私たちは考えた。 

第第第第4444項項項項 英語での介護福祉士試験受験英語での介護福祉士試験受験英語での介護福祉士試験受験英語での介護福祉士試験受験    

外国人候補生の滞在期間は３年間だが、介護福祉士試験に合格し、資格を取得することが

できればその期限は無期限になる。しかし前述のように、外国人にとってこの試験を合格す

ることは非常に難しい。その一番大きな原因は、試験で用いられる日本語の難易度の高さに

あると考えられる。一つ実際に介護福祉士試験に出た問題の例を示すと、次のような問題が

ある。 

 

問題『寝たきり状態にある人の褥瘡に関する次の記述のうち，適切なものに○，適切でな

いものに×をつけた場合，その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。』 

選択肢 Ａ 同一部位の長時間の圧迫による血行障害が原因である。 

    Ｂ 側臥位では，仙骨部，踵（しょう）部に発生しやすい。 

    Ｃ 皮下組織が壊（え）死に陥ると，黒色痂皮を形成する。 

    Ｄ 予防には，６時間おきに体位変換を行う。 

正解 Ａ○ Ｂ× Ｃ○ Ｄ× 

 

財団法人 社会福祉振興・試験センター 平成１９年 第２０回介護福祉士試験  

問題６３ より作成 

この問題を見れば分かる通り、問題文、選択肢ともにとても難しい単語が使われており、

日本人がみても大半の人は、意味はおろか読み方さえ分からないと思われるレベルの単語が
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並んでいる。日本語初学者の外国人が２年や３年間の勉強で解けるようになれるとは考えに

くい。 

この問題で問われていることの答えを頭では理解し、答えられるとしても、それを日本語

に言い換えることが出来ないだけだとしたら、それで試験を不合格にされてしまうのでは厳

しい。外国人候補生が３年間試験対策の勉強だけをしているなら別だが、彼らは介護施設で

の通常業務や日本文化勉強なども同時に並行して行っている。 

ＥＰＡを外国人受け入れの実用的な制度に変えようと考える上で、介護福祉士試験の英語

での受験を可能にしてより受けやすい試験にしていくことは必要不可欠だと私たちは考え

た。 
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政策提言に関する補足政策提言に関する補足政策提言に関する補足政策提言に関する補足    

本稿では（４．３）で外国人介護士受け入れの緩和の為に、現行制度の EPA 改定について

言及した。この提言の元となったのは、私達が本稿を執筆している段階での最新のガイドラ

インであった平成２２年度の「～フィリピン人・インドネシア人看護師・介護福祉士受け入

れ枠組み～『求人登録申請、雇用契約締結から施設内研修・雇用管理の手引き』（介護福祉

士コース）」である。しかし、JICWELS が２０１０年１０月１２日に発表した「平成２３年

度 EPA 看護師・介護福祉士候補受入れについて」によると私たちが（１．２．３）で述べ

た問題点はいくつか改善されていた。 

したがって本稿の政策提言の一部は２０１０年１１月１０日の段階で既に実現されたこ

とをここに補足として書き加えたい。
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