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要約
日本では毎年 8～9 万人の労働者が，家族の介護を理由とした離職（以下，介護離職と呼
ぶ）を余儀なくされている現状がある．介護離職が発生することで，3 つの問題が生じる．
まず要介護者については，世帯収入が減少するだけでなく，介護の専門家による質の良い
介護を受けられない可能性が生じる．
また，介護離職者については彼らの収入だけでなく，
自分が望むライフスタイルを選択する自由も奪われてしまう．最後に，日本社会全体につ
いては，労働者が減少することで経済的損失が生じると考えられる．これらの観点から，
私たちは介護離職者の減少を実現すべきだと考える．
国が定めている介護休業制度，介護休暇制度，短時間勤務制度は，介護をしている労働
者のうちそれぞれ 2～3%しか利用しておらず，介護の負担軽減に寄与しているとはいえな
い．また，団塊の世代が 75 歳以上に到達する 2025 年問題や，兄弟姉妹数の減少や未婚率
の上昇による介護の分担の難化により，介護離職問題は今後ますます深刻化していくと推
測できる． したがって，介護離職問題の解決に取り組むことは日本社会にとって急務であ
る．
私たちは介護離職が発生する要因を明らかにするために，時系列データによる回帰分析
をおこない，大企業での就業者の割合が介護離職率に対し正に有意であることを明らかに
した．さらに，介護離職が大企業の多い都市部特有の問題である可能性を考慮し，都道府
県別データによるクロスセクション分析もおこなった．この分析の結果，都道府県別デー
タについても大企業での就業者の割合は介護離職率に対し正に有意であった．そのため，
介護離職は都市部特有の問題ではなく，日本全体で大企業での就業が介護離職の要因とな
っていることが明らかになった．
私たちは大企業の特性を生かした政策として，介護サービス付きの社宅の提供を提案す
る．
大企業ほど社宅を保有している割合が高いうえに，
自社保有の社宅の割合も高くなる．
そのため，大企業が介護サービスを提供できるように自社の社宅を改修し，要介護者の家
族を抱える従業員を住まわせることは有効だと考えられる．さらに，企業が直接介護士を
雇いサービスを提供することによって，従業員と家族の要介護者，勤め先企業，介護士が
一体となって介護の問題に取り組むことができるようになる．介護をしている労働者が孤
独にならず，周囲と相談しながら家族と向き合い，仕事と介護の両立ができる社会の実現
を目指していく．
キーワード：介護離職 大企業 社宅
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はじめに
現在の日本は超高齢社会である．日本の高齢化の歴史を先進諸国と比較してたどると，
1980 年代までは下位に位置し，1990 年代には中位であった．しかし，2005 年には世界で
もトップの高齢化率となり，世界でも類を見ない高齢社会となった．また，高齢化の速度
に関しては，高齢化率が 7%を超えてから 14%に達するまでの年数は，年数が比較的短い
ドイツで 40 年，イギリスで 46 年である．一方で日本は 24 年と，すさまじい速度で高齢化
が進展したことがうかがえる．
このような過去に例のない高齢社会を前に，日本は社会保障費の増大，総人口の減少，
世代間の対立などさまざまな問題に直面している．高齢化に伴う問題の中でも，私たちは
自分の親，あるいは配偶者の親などの家族を介護するために仕事を辞めること（以下，介
護離職と呼ぶ）に焦点を当てたい．厚生労働省の「平成 25 年度介護保険事業状況報告」に
よると，要介護・要支援認定者数は 2000 年には 249 万人であったのに対し，2014 年には
602 万人と 15 年間で約 2．4 倍に増加した．さらに，介護を必要とする人数が増えるにつ
れ，介護のために仕事を辞める「介護離職者」も増加している．厚生労働省の「雇用動向
調査」によると 2000 年の介護離職者は 3．8 万人であったのに対し 2013 年の介護離職者は
9．3 万人と，14 年間で約 2．4 倍に増加した．
第 1 章でも述べるが，介護離職をした人々のうち半数以上が「仕事を続けたかった」と
答えている．就業の継続を希望していたにもかかわらず離職を余儀なくされることは，個
人の自由意思が妨げられるという点で問題である．私たちは，個人のライフスタイルに関
する選択肢が，家族介護によって狭められてはならないと考える．
本稿では，介護離職率を被説明変数とする回帰分析を，時系列データおよび都道府県別
のクロスセクションデータを用いてそれぞれおこなった．その結果，大企業での就業者の
割合が介護離職率に対して正に有意であることが明らかになった．したがって，大企業に
介護離職者を増やす要因があるのではないかと考えられる．
私たちは，この分析結果をもとに大企業の特性を生かした政策を提案する．従業員数の
多い企業ほど自社の社宅を保有しているため，介護サービス付きの社宅を提供するという
政策を提案する．
企業が直接介護士を雇い，
社宅に従業員と家族の要介護者を住まわせる．
これにより，企業，従業員，要介護者，介護士が一体となって介護の問題に取り組むこと
が可能となる．
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第1章
第1節

現状・問題意識

問題意識

現在の日本は高齢化率が 21%を超えた超高齢社会である2．総務省統計局「人口推計平成
27 年 10 月報」によれば，2015 年 5 月現在，日本の 65 歳以上の高齢者は総人口の 26．7%
を占めている．今後も高齢者人口の割合は増加し続ける一方，総人口は減少の一途をたど
る見込みだ3．総人口に占める高齢者の割合が高まることで，日本の現役世代，将来世代は
高齢者を養うために多くの負担を強いられることとなる．彼らの負担は年金や医療費など
の金銭的な負担だけではなく，高齢者の介護などの時間を消費するサポートも含まれてい
る．私たちは，現役世代や将来世代が高齢者を養うための金銭的負担や介護の負担に圧迫
されることのない社会を実現したいと考えている．
私たちは，現役世代が受ける負担の中でも，特に介護離職に焦点を当てて考える．私た
ちは，介護離職が発生することで，①要介護者，②介護離職者，③日本社会全体の 3 つの
観点それぞれで問題が発生すると考える．①については，家族の 1 人が離職することで世
帯収入が減少するだけでなく，家族介護を受けることで介護福祉士などの介護の専門家に
よる質の良い介護を受けられない可能性も生じる．
また，②については介護離職者が収入を失ってしまうという問題に加えて，自分が望む
ライフスタイルを選択する自由も奪われてしまうという問題もある．厚生労働省の「平成
24 年度仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」によると，男女
ともに介護離職者の半数以上は「仕事を続けたかった」と回答している（図 1 参照）．就
業意欲のある人々が介護離職を迫られているのは大きな問題である．私たちは現役世代，
将来世代の人々のライフスタイルの選択肢が，家族介護によって狭められてはならないと
考える．
最後に，③については，労働者が減少することで経済的損失が生じると考えられる．労
働人口が減少していく日本社会が，今後も豊かな生活を継続し，更なる発展を目指してい
くためには，その分ひとりひとりの生産性を高める必要がある．しかし，増加し続ける高
齢者を支えるために労働者が減少してしまっては，
日本社会は衰退してしまう恐れがある．
これら 3 つの観点から，私たちは介護離職者の減少を実現すべきだと考える．

2

世界保健機構（WHO）の定義によると，高齢化率が 7%を超えた社会を「高齢化社会」，14%

を超えた社会を「高齢社会」，21%を超えた社会を「超高齢社会」と呼ぶ．日本は 2007 年に超
高齢社会となった．
3

内閣府「平成 24 年版高齢社会白書」によると，65 歳以上人口割合は 2030 年に 31．6%，2050

年に 39．8%と予測されている．また，総人口は 2030 年に 1 億 1661 万人，2050 年に 9707 万人
と予測されている．
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図 1：介護離職者の就業意欲
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出所：厚生労働省「平成 24 年仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究事業報
告書」より引用

第2節
第1項

介護離職問題の現在
介護離職者の属性

総務省の「就業構造基本調査」によると，介護離職者は毎年 8～9 万人存在している．図
2 は「就業構造基本調査」をもとに，介護離職者の人数と，介護離職者に占める女性の割
合をまとめたものである．棒グラフは介護離職者数を表しており，折れ線グラフは介護離
職者に占める女性の割合を表している．図 2 からわかるように，介護離職者は毎年 8～9
万人存在しており，介護離職者のうち約 80%が女性である．また，図 3 は総務省の同調査
をもとに，介護離職者に占める正社員・非正社員の割合を男女別にまとめたものである．
図 3 からわかるように，非正社員は男性の場合 23%，女性の場合 62%を占めている．図 2，
3 から，家庭において収入の少ない非正社員の女性が離職を余儀なくされるケースが多い
ことがうかがえる．
しかし，介護離職者を年代別，就業形態別に見ると，45 歳以上の女性では正社員の割合
が高いことがわかる．表 1 は厚生労働省の「雇用動向調査」から，介護離職者数を年齢階
級ごとに割合で示したものである．表 1 の介護離職者の割合を年代別に見てみると，30 代
後半～40 代前半の女性の離職理由では，パートタイム労働者の方が介護離職の割合が一般
労働者に比べて高い．
その一方で 40 代後半の女性は一般労働者の方が介護離職の割合がパ
ートタイム労働者に比べて高く，また，50 代前半でも一般労働者とパートタイム労働者そ
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図 2：介護離職者の人数と女性の割合
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出所：総務省「平成 19 年・平成 24 年就業構造基本調査」より作成

3：介護離職者の非正社員の人数と割合

出所：総務省「平成 19 年就業構造基本調査」より作成

れぞれの介護離職割合に差がないことがわかる．このデータから，50 歳前後のキャリアを
積んだ女性正社員が，介護離職を迫られている現状がうかがえる．介護離職は育児離職と
比べ，準備期間のないまま突発的に起こる可能性があるため，代替の人材を用意すること
が難しい．したがって，キャリアを積んだ社員が急に退職してしまうことは，企業にとっ
ても重大な問題だろう．
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表 1：介護を理由とした離職率

出所：厚生労働省「平成 25 年雇用動向調査」より引用

第2項

介護離職に対する現行の政策

つぎに，国がおこなっている家族介護支援制度について述べる．育児・介護休業法には
介護休業制度，介護休暇制度，短時間勤務制度の 3 つの制度が規定されている．1 つ目の
介護休業制度とは，労働者の家族 1 人が要介護状態に至るごとに，1 回だけ最大 93 日まで
休暇をとることができる制度のことである．要介護状態とは負傷，疾病などにより 2 週間
以上にわたり常時介護を必要とする状態のことである．対象になる家族は，従業員の「配
偶者」，「父母」，「子」，「配偶者の父母」や，同居かつ扶養している「祖父母」，「兄
弟姉妹」，「孫」である．労働省婦人局編（1994）によると，介護休業制度は，家族介護
の態勢を整えることと，通常の年次有給休暇や欠勤では対応しきれない期間の利用を目的
とした制度である．ねたきりや痴呆症になる最大の原因である脳血管疾患の症状は安定す
るのに 3 か月程度かかるため，休業期間は少なくとも 3 か月必要だとされている．また，
介護休業を取得した雇用保険の被保険者は原則的に「介護休業給付金」を受給できる．給
付額は原則として休業開始前の給与水準の 40%だが，休業期間を対象とする給与が支払わ
れた場合には減額あるいは不支給となる場合もある．
2 つ目の介護休暇制度とは，2012 年から導入されている制度で，要介護の家族が 1 人い
る労働者は，1 年につき 5 日まで休暇をとることができる（要介護者が 2 人以上いる場合
は，1 年につき 10 日まで）．厚生労働省「育児休業，介護休業等育児又は家族介護をおこな
う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」によると，制度の目的
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は「要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため，介護のための短期の休暇
制度を設ける（p． 4）」としている．
最後に，短時間勤務制度は，1 日の労働時間を短縮して仕事を続けられる制度である．
企業は従業員に対し，要介護状態にある家族 1 人につき，介護休業をした日数と合わせて
93 日利用可能な勤務時間の短縮措置をとらなければならない．これら 3 つの制度，介護休
業制度・介護休暇制度・短時間勤務制度をまとめたものが表 2 である．

このようにさまざまなケースを想定した制度が設けられているものの，
厚生労働省の
「就
業構造基本調査」によると，これらの制度は介護をする人々のうちそれぞれ 2～3%しか利
用されていない．表 3 は介護休業制度・介護休暇制度・短時間勤務制度の利用者の割合を
それぞれまとめたものである．表 3 の全体割合の行を見ると，各制度はほとんど利用され
ていない．したがって現在の介護者支援に関する諸制度は，介護者の負担軽減に寄与して
いるとはいえないだろう．
介護休業制度・介護休暇制度・短時間勤務制度のほかにも，国は介護支援制度として地
域包括ケアシステムの構築を掲げている．これは，団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年
を目途に，高齢者が重度の要介護状態になっても住み慣れた地域で生活し続けられるよう
に，住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供できる地域包括ケアシステムの
構築を目指すものである．この地域包括ケアシステムの構築以外にも，国は国民健康保険・
後期高齢者医療について低所得者の保険料軽減措置の拡充や，被用者保険の拠出金に対す
る支援も行っている．
さらに 2015 年現在の安倍晋三政権は，介護離職問題への対策を強めようとしている4．
育児・介護休業法を改正し，現行では 1 回しか取得できない介護休業を，分割して取得で
きるようにしようとしている．取得できる回数についても，介護の始期，終期，その間の
時期にそれぞれ 1 回程度取得できるようにする意向とされている．この改正が成立すれば，
「介護施設を探し入居する時期」，「自宅で最期を看取る時期」など，段階ごとに休業を
取得できるようになる．この介護休業制度の改定以外にも，介護休暇の延長や半日単位で
の取得，介護者の残業免除の義務付けも検討されている．
第 1，
2 項をまとめると，
現在介護離職をする女性にはキャリアを積んだ女性が多いこと，
介護休業制度は多くの人に利用されていないこと，国は介護支援制度の改正を試みている
という現状がわかる．

4

読売新聞 2015 年 10 月 4 日より．
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表 2：介護支援に関する現行の制度一覧

表 3：介護休業制度，介護休暇制度，短時間勤務の利用者数と割合
介護者
総数

介護休業
利用者

短時間
勤務
利用者

介護休暇
利用者

その他
制度
利用者

総数

239．9 万人

7．6 万人

5．6 万人

5．5 万人

19．6 万人

正規
労働者

111．9 万人

4．4 万人

1．7 万人

3．8 万人

9．2 万人

非正規
労働者

106．6 万人

2．3 万人

3．3 万人

1．5 万人

8．6 万人

全体割合

100%

3．2%

2．3%

2．3%

8．2%

出所：総務省統計局「平成 24 年就業構造基本調査」より引用

第3節
第1項

介護離職問題の今後
日本全体での介護離職問題の深刻化
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介護離職問題は，今後ますます深刻化していくと推測できる．大嶋（2012）では，介護
離職問題が深刻化する理由を以下の 3 つに分類している．1 つ目の理由は，要介護者の急
増である．2025 年に団塊の世代が 75 歳に到達し，75 歳以上の高齢者が急増する．厚生労
働省の「平成 25 年度介護保険事業状況報告」によると，2013 年度末時点で 65 歳以上 75
歳未満の前期高齢者が要介護・要支援認定を受けた人数は 722，347 人であるのに対し，75
歳以上の後期高齢者が要介護・要支援認定を受けた人数は 4，968，843 人である5．このよ
うに後期高齢者の要介護・要支援認定者数は前期高齢者の約 6．8 倍であることから，75
歳以上の高齢者が今後増えることで要介護者数も急増すると予測される．高齢者が増加す
ることで要介護者が急増し，多くの現役世代が家族介護の必要に迫られると考えられる．
2 つ目の理由は，家族内介護の分担の難化である．介護分担の難化は，未婚率の上昇と
兄弟姉妹数の減少の 2 つの原因によって引き起こされる．まず未婚率の上昇に関して，国
立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」によると，生涯未婚率は近年男女ともに
上昇している6．前節第 1 項で述べたように，現在は妻が介護を任されることが多いため，
パートタイマー女性の介護離職者が多い．しかし，未婚率が上昇し単身者が増加すると，
配偶者に介護を任せることができなくなる．そのため，要介護者の子だけで介護を担う必
要が発生し，男性の介護者が増加するだろう．したがって，男性の介護離職者も増加して
いくと考えられる．また，兄弟姉妹数の減少も見過ごせない問題である．図 4 は国立社会
保障・人口問題研究所の「第 7 回世帯動態調査」から兄弟姉妹数を年代別にまとめたもの
である．図 4 からわかるように，団塊のジュニア世代である 1970 年代生まれの人々の兄弟
姉妹数は平均約 2．4 人と少ない．さらに 1970 年代以降に生まれた人々の兄弟姉妹数も平
均 2．5 人以下で推移している．したがって，以前よりも兄弟姉妹の間で介護を分担しにく
くなることが予測される．このように，単身者の増加や兄弟姉妹数の減少によって介護者
1 人あたりの負担が増大し，仕事と介護の両立が難化することで，介護離職を迫られる人
が増加するだろう．
3 つ目の理由は，介護離職者の若年化が予測されることである．図 5 は厚生労働省「厚
生労働白書」より，夫と妻の平均初婚年齢と第 1 子，第 2 子出生時の母の平均年齢をまと
めたものである．図 5 から，日本の晩婚化，晩産化が進行し続けていることがわかる．晩
産化により第 1 子出生時の母の平均年齢が 30 歳を超えることで，75 歳以上の親を持つ 40
代，50 代人口も増加する．これにより，働き盛りである 40 代，50 代の介護離職者が増加
してしまうことが考えられる．若くして親の介護を迫られることは彼らの人生設計にも大
きな影響を与え，自分の望む人生を選択する自由が奪われることにつながるだろう．

5

第 2 号被保険者である 40 歳から 65 歳未満の要介護・要支援認定者数は 146，814 人である．

6

男性の生涯未婚率は 1990 年には 5．57%であったのに対し，2010 年では 20．14%である．ま

た，女性の生涯未婚率は 1990 年には 4．33%であったのに対し，2010 年では 10．61%である．
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図 4：生まれた年次別兄弟姉妹数

出所：国立社会保障・人口問題研究所「第 7 回世帯動態調査」より作成
図 5：夫と妻の平均初婚年齢と第 1 子，第 2 子出生時の母の平均年齢

出所：厚生労働省「平成 25 年厚生労働白書」より引用

以上 3 つの理由から，今後介護離職者はますます増加し，特に 40 代前後の男女の離職が
増えると予測できる．したがって，介護離職問題の解決を図ることは急務である．

第2項

介護離職問題の深刻化による企業への影響
12
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大嶋（2012）では，介護離職問題の深刻化は日本企業にとって重要な人材マネジメント
上のリスクの 1 つとなると指摘されている．前項で述べたように，働き盛りの 40 代や，重
要なポストに就いている 50 代の男女の介護離職は今後増加するだろう．彼らの離職は企業
にとって貴重な労働力が失われることになる．
企業の側から見た際の介護を理由とする労働者の離職という問題は，育児を理由とする
労働者の離職という問題と構造が類似している．しかしながら企業は育児離職に比べて介
護離職への対策を十分には取れていないのが現状である．厚生労働省「雇用均等基本調査」
によると，2012 年時点での女性の育児休業取得率は 83．6%にのぼる．適齢期の女性が出
産，
育児を経ても仕事を続けられるようにするためのサポートは充実しつつある．
一方で，
前節第 2 項でも述べたように，介護休業の取得者割合は非常に低く，介護と仕事の両立支
援が企業において機能しているとは言いがたい．
前節 1 項で指摘した内容と合わせて以上のことをまとめると，企業にとっての介護離職
問題とは，まず，前節 1 項で指摘したように，介護離職による人材流失は企業にとっても
準備期間なく突発的に発生しうる問題であり，また，上で指摘したように，育児と比べて
労働者への支援制度が十分に浸透しておらず，育児離職よりも深刻な人材マネジメント上
のリスクとなる問題である．したがって，企業という労働者が活動する現場レベルで機能
する介護離職問題への対策が重要な政策課題となっている．

第4節

本稿における問題へのアプローチ

私たちは介護離職問題について，労働者を介護離職させてしまう企業の特性に注目して
分析をおこなう．こうしたアプローチをとる理由を以下で説明する．図 6 は，介護離職問
題の構造を，介護離職問題に関わる 5 つの主体である「労働者」，「要介護者」，「労働
者の勤め先企業」，「介護サービス」，「介護従事者」について，相互の関係性を図示し
たものである．図 6 の中の①は労働者と勤め先企業の関係，②は労働者と家族の要介護者
の関係，③は介護サービスと労働者，要介護者の関係，④介護サービスと介護従事者の関
係をそれぞれ示している．
①労働者と勤め先企業の関係については，第 2 章で紹介するが，介護休業制度の有効性
を検証した先行研究は多く存在する．しかし，どのような企業の特性が介護休業を促すの
かを検証している先行研究はあまり見られない．②労働者と要介護者の関係に関しては，
家族介護のストレスや家族の在り方について論じられてきている．要介護者の意思を尊重
し介護に努めた結果，介護者の心身の健康が損なわれてしまう問題が起こっている．要介
護者へのサポートだけでなく，
要介護者を支える介護者への支援が求められている．
また，
分析により介護者の就業継続には介護者自身の介護能力が影響していると論じられている．
13
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③介護サービスと労働者，要介護者の関係については，多くの先行研究が存在する．詳細
は 2 章で紹介するが，有効なサービスの種類やその運用方法について論じられてきた．④
介護サービスと介護従事者の関係は，介護サービスの充実に影響するため，③との関連性
が強い．介護従事者の離職問題については多くの先行研究が存在する．
これら 4 つの関係のなかで，私たちは①労働者と勤め先企業の関係に注目し，これまで
にあまり論じられることのなかった，「企業の特性」に着目して分析をおこなっていきた
い．
企業の特性に着目した分析をおこなううえで，私たちは厚生労働省の 2000 年から 2013
年までの「雇用動向調査」から，全離職者に占める大企業7の離職者の割合と，介護離職者
全体に占める大企業の介護離職者の割合を算出した．図 7 はそれぞれの割合をグラフにし
たものである．図 7 の全離職者に占める大企業の離職者の割合と，介護離職者全体に占め
る大企業の介護離職者の割合を比較すると，介護離職者は他の離職理由と比べて通時的に
大企業からの離職者割合が高いことがわかった．このことから，企業規模によって異なる
労働環境が介護離職の要因になっていると推測される．私たちは企業規模に着目した分析
を行い，大企業だからこそできる政策を提案する．

7

本稿における大企業とは，従業員 1000 人以上の企業を指す．
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図 6：介護離職問題の切り口

図 7：大企業の離職者/介護離職者の割合
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

介護離職者に占める
大企業の介護離職者の割合

全離職者に占める
大企業の離職者の割合

出所：厚生労働省「雇用動向調査」より作成
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第2章

先行研究及び本稿の位置
づけ

前章で述べたように，私たちは介護離職問題を①労働者と勤め先企業の関係，②労働者
と家族の要介護者の関係，③介護サービスと労働者，要介護者の関係，④介護サービスと
介護従事者の関係の，4つの関係に分類した．本章ではこの4つの分類にもとづいて先行研
究を紹介する．

第 1 節 労働者（介護者）と勤め先企業との関
係に着目した先行研究
西本（2012）では，介護のために仕事を休むかどうか，どの休業形態を選択するのかに
影響を及ぼす労働者の属性や要因を把握し，介護と就業の両立を可能にする制度や政策に
ついて考察している．個票データを用いたプロビットモデル分析を行い，分析の結果，以
下の結論を得ている．
（1） 介護内容からみて，本人が介護を主担するほど休業取得が増加し，休業形態別で
みると欠勤する確率が高い．
（2） 配偶者の労働時間が長いほど，そして労働時間を柔軟にコントロールすることが
不可能な就業形態であるほど休業取得の確率が高まる．また，配偶者が正社員の
場合，本人の介護の主担割合が高くなり欠勤が促される．一方で，配偶者が正社
員や非正社員，もしくは無配偶者の場合，ほぼ有意に年休を取得する確率が高ま
る．
（3） 介護対象者が一般病院や老人病院に入院している場合，休業取得の確率が高くな
り，介護休業と年休の取得が促される．
（4） 本人の年収が低いほど欠勤を促す．
（5） 本人が正社員でない場合，欠勤を促す．
この結果から，異なる介護環境に対応するためには長期にわたって取得できる介護休業
のみならず 1 日単位の休暇も求められていることが明らかとなった．また，2012 年に新設
された「介護休暇制度」は介護のための 1 日単位の休暇が労働者の権利として認められた
点，急な申し出にも対応できる点，取得対象者の幅が広い点において有効な制度であると
評価している．しかし，「介護休暇制度」は導入して間もない制度であることから，この
論文では「介護休暇制度」をデータにもとづいて分析するには至っていない．
池田（2010）では，介護休業の取得者が少ない現状を踏まえたうえで，介護休業制度が
想定するような連続した休暇の必要から介護離職が発生するのか，それとも別の要因で介
護離職が発生するのかを分析している．分析には個票データを用いており，ロジスティッ
ク回帰分析の結果，以下の結論を得ている．
16
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（1） 介護のために連続休暇の必要が生じた労働者ほど，非就業になる確率が高い．
（2） 在宅介護サービスには連続休暇の必要性を低下させ，非就業になる確率を低くす
る効果がある．
（3） 連続休暇の必要性にかかわらず，要介護者に重度の認知症がある場合や，同居家
族の介護援助がない場合は非就業になる確率が高い．
（4） 主介護者となる可能性が高く，仕事の負担も重いと予想される正規雇用の女性は，
連続休暇の必要性にかかわらず，介護開始時の勤務先を退職して別の勤務先に移
る確率が高い．
この分析結果から，介護休業制度の効果的な運用や，認知症介護に対する社会的支援や勤
務時間短縮などの支援の拡充を指摘している．
西本（2006）では，仕事を持つ介護者が就業形態を選択する際の要因を明らかにし，介
護と仕事の両立を目指すにはどうすればよいか論じている．分析には個票データを用い，
多項ロジットモデルで分析している．分析の結果，
（1） 介護者に学歴があるほど就業時間を減らさない，休／退職をしない．
（2） 介護期間が 6 か月未満だと労働時間を減らす傾向ある．
（3） 主な介護負担者でなければ就業継続が多い．
の 3 つの結論を得ている．

第2節 労働者と要介護者の関係に着目した先
行研究
山田ほか（2007）は，介護者のコーピング8やソーシャル・サポートが介護ストレス緩和
に与える効果を，各国の研究をもとにまとめている．山田ほか（2007）では，介護者の精
神的健康度に最もストレスを与えるのは，要介護者の問題行動や記憶力の低下であること
がわかった．また，社会活動が介護ストレスを軽減させることが示された．さらに，ソー
シャル・サポートのうち友人や家族によるインフォーマル・サポートは，介護ストレスを
軽減させることもわかった．しかし，フォーマル・サポートは介護ストレスの軽減効果が
示されず，サポートの種類によって影響の仕方が異なると論じている．
清水（2012）は，仕事と介護の両立をしている人へのインタビューを通して家族介護へ
の支援のあり方を考察している．要介護者への介護に献身するあまり介護者自身の心身の
健康が損なわれたことを問題として取り上げている．要介護者のマイナスな発言がストレ
スになることや，家族内での介護の分担がうまくいかなかったことが紹介されている．ま

8

コーピングとは、ストレスに対処することである。
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た，要介護者へのサポートは充実しつつあるが，介護者，特に労働している介護者への支
援が不足していることを問題視している．
インタビューを通し，介護者の健康維持のためにも拡大家族による話し合いが必要だと
結論づけている．冷静な話し合いのために，ケアマネージャーや看護職によるサポートが
必要である．また，家族介護で全てを担うのではなく，ホームヘルパー等の社会的資源も
利用することが重要だとしている．最後に，介護家族の能動的な社会参加が重要であり，
介護者が仕事を持ち社会とかかわることは介護者の自己実現のために必要だと述べている．

第3節 介護サービスと労働者，要介護者の関係
に着目した先行研究
大日（2010）では，個票データを用いて，要介護者が発生したときの介護場所の選択と，
介護者の就業選択の関係を検討している．分析結果から，次のことが明らかになった．
（1） 就業率に対して所得（金融）資産，自営業世帯，パート労働者が正に有意であり，
子供の有無，入院者の有無は負に有意である．
（2） ホームヘルパーの整備は介護者の就業を抑える．
（3） デイサービスの整備，ショートステイの整備は介護者の就業を促進させる．
これらの結果から，介護者の就業選択は，要介護者の状態ではなく，介護者に十分な
介護能力があるかどうかによって決定されると考えられる．また，社会に提供される福
祉サービスが多ければ，施設介護が選択され介護者の就業が促進されるという仮説は，
サービスの種類によって異なることが示された．
相澤ほか（慶應義塾大学：山田研究会）（2014）では，都道府県別パネルデータを用い
て，介護離職を防止するためにはどのようなサービス・制度が有効なのかを分析している．
回帰分析の結果，介護休業制度は有意ではなく，最も有効な介護サービスは，認知症対
応型通所介護施設であるとの結果を得ている．介護休業制度が有効にならなかった原因は，
限度日数の関係から介護休業後に，被介護者への介護サービスの使用か離職をして介護を
おこなうことを労働者が選択する必要があるためと指摘している．この結果をもとにした
政策として，第三者評価制度の徹底・浸透，空き家の活用，介護報酬の地域係数の見直し
の3つを提言している．

第4節

介護サービスと介護従事者の関係に着
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目した先行研究
花岡（2009）では，介護従事者の賃金が離職行動に与える影響を分析している．離職関
数の推定を行い，同一の介護サービス職で，別事業所の就業機会における賃金と比較した
介護従事者の相対賃金が離職率に与える影響について，以下の結果が得られた．
（1） 介護職員正社員について，相対賃金が高いほど事業所離職率を減少させる．
（2)

介護職員正社員について，相対賃金が事業所離職率に与える影響は地域間の違い

がある．
この結果は，都市部にある事業所はそれ以外の地域の事業所と比較して，賃金の引き上
げが介護事業所への定着を高める効果が大きいということを示している．
花岡（2010）では，勤続年数 3 年未満の介護従事者の定着に，他職種や同職種との相対
賃金は，どのように影響を与えるかを，職種別・就業形態別に分析している．早期離職関
数の推定により，以下の結果が得られた．
（1） 他職種との相対賃金が離職行動に有意な影響を与えるのは施設系介護職のみに認
められる．
（2） 施設系正規職では， 相対賃金が高いことで， 勤続 1 年未満の離職者割合を増加
させるが，勤続 1 年以上 3 年未満の離職者割合は低下させた．施設系被正規職で
は，勤続 1 年未満の離職者割合が有意に低下した．
（3）一部の研修内容は， 事業所の早期離職割合を有意に低下させる．
以上のことから，専門職である介護職は他職種で技術を生かすことが難しく，賃金率が
離職率に与える影響が小さいこと，事業所における職場環境の整備や教育訓練機会の充実
が有効であることの 2 点を示した．
小檜山（2010）では，介護職の定着率が低いことを問題視し，賃金関数，仕事の満足度，
離職意向についてプロビット分析等を用いてそれぞれ推計した．分析の結果，以下の結果
を得ている．
（1） 介護福祉士であることは訪問介護員（ホームヘルパー）9であることに対し 4．9％
しか賃金率を上昇させない．
（2） 相談窓口があることは仕事の満足を増加させ，離職意向を減少させる．
（3） 深夜勤務や残業時間の増加は仕事の満足度を減少させる．
（4） 推定賃金率は離職意向を減少させる．
これらの結果をもとに，相談窓口の設置と残業時間短縮の必要性を述べている．また，
推定賃金率は離職意向を減少させるにもかかわらず，介護福祉士の賃金率の上昇はわずか
である．このことから，介護福祉士の上位性を評価する報酬体制の義務付けが有効だと指
摘している．
9

介護資格のうち、介護福祉士が上位資格であり、訪問介護員（ホームヘルパー）が下位資格

である。
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第5節

本稿の位置づけ

以上の先行研究を踏まえ，本稿の位置づけを述べる．①労働者と勤め先企業の関係につ
いては，休業制度や休業の取得に関する分析が中心で，介護離職を促す企業の性質につい
ては充分な研究がなされていない．そのため，私たちは労働者に介護離職を促す企業の性
質を明らかにする．また，介護休暇制度に関する分析が充分ではないことから，介護休暇
制度の有効性についても確認したい．
②労働者と要介護者の関係については，要介護者の状態ではなく労働者の介護能力が就
業選択に影響を与えることが示された．したがって，介護離職に焦点を当てる場合は②労
働者と要介護者の関係に着目すべきではないと考える．
③介護サービスと労働者，要介護者の関係については，労働者の離職意向を抑制させる
サービスや施設が明らかになっている．③については，さまざまな研究がなされてきた．
私たちは新規性のために，異なる観点から介護離職問題をとらえたいと考えている．
④介護サービスと介護従事者の関係については，介護従事者の就業定着が介護サービス
の充実に影響し，間接的に介護離職に影響を与えるだろう．しかし，介護をしている労働
者の就業選択の意思決定に直接かかわっているとは言えない．したがって，④介護サービ
スと介護従事者の関係に注目すべきではないと考える．
以上をまとめると，
私たちは②～④の先行研究で明らかになったことを踏まえたうえで，
①労働者と勤め先企業の関係に注目したい．その中で，介護離職を促す「企業の特性」を
明らかにする．また，2012 年に導入された介護休暇に関する分析が充分になされていない
ことから，介護休暇の有効性も確認したい．
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第3章
第1節
第1項

分析

介護離職要因の時系列回帰分析
分析の概要

本節では，介護離職者数の増減に影響を与える要因を，時系列データを用いた重回帰分
析で明らかにする．モデル式は以下のとおりである．

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1 𝛸1 + 𝛽2 𝛸2 + 𝛽3 𝛸3 + 𝛽4 𝛸4 + 𝛽5 𝛸5 + 𝛽6 𝛸6 + 𝛽7 𝛸7 + 𝑢
（𝑢：誤差項）
介護離職の要因を，人口増加などの周辺要因に影響されないよう，介護離職者数ではな
く介護離職者率を被説明変数とした．説明変数についても，周辺要因に影響を受けそうな
ものは実数ではなく割合にしている．データはすべて 2003 年から 2012 年の全国の時系列
データであり，出所については表 4 に示した．
被説明変数と説明変数それぞれの定義と使用目的は以下のとおりである．
被説明変数


介護離職率（𝑌）
：

𝑌=

介護離職者数
全離職者数

この被説明変数を用いることで，介護離職を増やす要因を明らかにする．分母を全離
職者数にすることで，景気等の外部要因により離職者数自体が増加した影響を取り除
く．
説明変数


有効求人倍率（Χ1）
：
労働者の替えのききやすさを表している．労働者にとっての就業のしやすさや，企業
にとっての人手の充足率が離職に与える影響を図る．
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表 4：被説明変数と説明変数の出所

変数の定義
変数名

（上：分子，下：分

出所

母）
介護離職者数

被説明変数

介護離職者

説明変数

有効求人倍率

厚生労働省「職業安定業務統計」

平均賃金

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

75 歳以上人口割合

厚生労働省「雇用動向調査」

全離職者数

75 歳以上人口

総務省統計局「人口推計」

総人口

同居率

厚生労働省「国民生活基礎調査」

介護休業給付金受給

介護休業給付金

厚生労働省「雇用保険事業年報」

率

75 歳以上人口

総務省統計局「人口推計」

大企業就業率

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

要支援・要介護認定

要支援・要介護者数

厚生労働省「介護保険事業状況報告」

率

75 歳以上人口

総務省統計局「人口推計」



平均賃金（Χ 2 ）：
労働者の金銭状況を示す．賃金の高低による離職の機会費用や，貯金額による離職の
リスクの違いを表すため，離職選択に影響を及ぼすと思われる．



75 歳以上人口割合（Χ 3）
：

Χ3 =

75 歳以上人口
総人口

高齢者が増えると要介護者も増えるため，近年進行する高齢化は介護離職に正に影響
を及ぼすと考えられる．
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同居率（Χ 4）
：
65 歳以上の者の，子供あるいは子供夫婦との同居率を表している．要介護者と労働者
が同居しておらず遠方に住んでいる場合には，家族介護の必要に迫られた場合に労働
者は介護離職の必要に迫られる可能性が高くなると考えられる．



介護休業給付金受給率（Χ 5）
：

Χ5 =

介護休業給付金受給者数
全就業者数

介護休業利用率のデータを得ることが出来なかったため，相澤ほか（2014）に
ならい，介護休業を利用する労働者が受給する介護休業給付金の受給率を介護休業の
普及を測る指標として用いる．現行の介護離職防止施策の有効性を図る指標となる．


大企業就業率（Χ 6）：
第 1 章第 4 節で述べたように，大企業での介護離職者割合が高いことから，本稿では
企業規模によって異なる労働環境が介護離職の要因になっていると仮説を立てた．大
企業で働く労働者に介護離職が促されることを確かめるために，この説明変数を用い
た．



要支援•要介護認定率（Χ 7）：

Χ7 =

各要支援・要介護者数
75 歳以上人口

要介護のレベルによって介護離職者数に変化が現れるのかを図る．
ただし，要介護の基準は 2006 年に改訂されている．2005 年以前は，要介護者は要支
援と要介護 1 から 5 の 6 段階に分類されていた．しかし 2006 年以降は，2005 年以前
の要介護 1 が要支援 2 と要介護 1 に二分され，要支援を要支援 1 とする扱いとなった．
基準の変化と同時に要介護度別の認定数が大きく変動したため，私たちは一貫した基
準のもとに分析をおこなうべく，
今回の時系列分析に置いては認定率の総和をとった．
本稿での要介護・要支援の分類については表 5 にまとめた．
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表 5：要支援・要介護の分類
2005 年までの基準

2006 年からの基準

要介護 1

要介護 1
要支援 2
要支援 1

要支援
また，記述統計量を表 6 に示した．

第2項

分析結果と考察

分析結果は表 7 のとおりである．
有効求人倍率は，最も有効とされる 1%確率で負に有意であった．
75 歳以上人口割合は，より有効とされる 5％確率で正に有意であった．
同居率は，負に 10％有意であった．
大企業就業率は，正に 5％有意であった．
平均賃金は，正に 5％有意であった．
介護休業給付金受給率は負に 5％有意であった．
要支援•要介護認定率は正に 1％有意であった．
この結果から，以下のことがうかがえる．
まず，求人があるほど介護離職が起きにくいということである．有効求人倍率が負に有
意であったことから，１人当たりの職が多いほど介護離職は起きづらいことになるが，こ
れは人手不足を意味しており，企業側の離職への引き止めが強い，労働者の代わりがなく
辞めづらい環境であることが考えられる．
つぎに，75 歳以上人口割合と要支援•要介護認定率が正に有意であったことから，予想
通り高齢化や要介護者の増加が介護離職の促進要因となることが言える．
また，大企業就業率が正に有意であったことから，私たちが立てた仮説のとおり大企業
に勤めているほど介護離職をする蛍光があることが伺える．
また、
平均賃金が正に有意，
つまり給与が高いほど介護離職をしやすいことがわかった．
収入が高くなると離職の機会費用が高まるため，賃金は負に相関しているという仮説は誤
っていることが分かった．賃金の高い人は能力が高いため転職が容易になり，離職のリス
クが減る可能性がある．また、賃金高いため貯金額も高くなり，離職後の経済的リスクが
低くなっている可能性がある．
次に，同居率が負に有意だったため，同居率が高いほど介護離職が抑制されることがわ
かった．要介護者と労働者が別居している場合に，家族介護をしなければならない局面に
なると，両親と同居をする必要性が生じて離職せざるを得なくなるという仮説が正しいこ
とがわかった．

24

ISFJ2015 最終論文

表 6：記述統計量

度数

最小値

最大値

平均値

標準 偏差

介護離職者率（介
護離職者数÷全離

10

．63985

1．03298

．8162090

．14204416

有効求人倍率

10

．47

1．06

．7840

．20759

七十五歳以上割合

10

8．26037

11．91468

10．1062099

1．22141242

親との同居率

10

42．20

47．80

43．9800

1．75992

大企業就業率

10

26．94905

33．36810

29．9617112

1．66982412

平均賃金

10

314127

341898

327254．00

9894．221

10

．00739075

．01449442

10

34．80100

36．80900

職者数）

介護休業給付金受
給率

．0111733595 ．00238898762

要支援・要介護認
定率（総和）

35．7213000

．71417848

有効なｹｰｽの数 (ﾘｽ
10

ﾄごと)

表 7：分析 1 の推定結果

変数

係数
（標準
誤差）

定数項

有効求
人倍率

75歳以
上人口
割合

親との
同居率

大企業
就業率

平均賃金

介護休業給
付金受給率

要支援•
要介護
認定率

-28．
-1．
0．707** -0．178* 0．117** 7．13E-05** -311．119** 0．22***
628***
387**
（2．917） (0．194） (0．115） （0．
（0．
(0．000)
(59．385) (0．022)
043）
019）
注：*** ，**， * はそれぞれ有意水準 1%，5%，10%を示す．

また，介護休業給付金受給率が負に有意であったことから，介護休業は介護離職者を減
らすことになり，施策が有効であることが伺える．
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以上のことから，全国的に見て大企業の就業に介護離職を促進させる一因があると考え
られる．しかし，介護離職が都市部固有の問題であるために，都市部に多く存在する大企
業10の就業率が有意な結果になった可能性も存在する．私たちは介護離職が地域間の問題
なのか，企業規模の問題なのかを明らかにしたい．そのため，次節では都道府県別データ
を用いたクロスセクション分析をおこなう．

第2節

都道府県別クロスセクション分析

第1項 分析の概要
介護離職者数の増減に影響を与える要因を，都道府県別データを用いたクロスセクショ
ン分析で明らかにする．モデル式は以下のとおりである．

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1 𝛸1 + 𝛽2 𝛸2 + 𝛽3 𝛸3 + 𝛽4 𝛸4 + 𝛽5 𝛸5 + 𝛽6 𝛸6 + 𝛽7 𝛸7 + 𝛽8 𝛸8 + 𝛽9 𝛸9
+ 𝛽10 𝛸10 + 𝑢
被説明変数は都道府県別の介護離職率とし，説明変数は，データはすべて 2012 年の都道
府県別データであり，外部要因が影響しないよう割合で示している．また，時系列データ
で扱った同居率は用いていない．これは，親の居住都道府県と介護離職者の居住都道府県
が異なる場合に正しい分析をおこなうことができないためである．データの出所について
は表 8 のとおりである．
説明変数の定義と使用目的は以下のとおりである．


有効求人倍率（Χ1）
：
前節と同じ．



平均賃金（Χ 2 ）：
前節と同じ．

10

東京の特区ホームページ「東京の都市力」によると，資本金 10 億円以上の大企業の 46%が

都内に集中している．
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表 8：被説明変数と説明変数の出所
変数の定義
変数名

出所
（上：分子，下：分母）
介護離職者数

被説明変数

介護離職率

厚生労働省「平成 24 年度雇用動向調査」

説明変数

有効求人倍率

厚生労働省「平成 24 年度職業安定業務統計」

平均賃金

厚生労働省「平成 24 年度賃金構造基本統計調査」

全離職者数

75 歳以上人口割

75 歳以上人口

合

総人口

総務省統計局「平成 24 年度人口推計」
総務省統計局「平成 19 年・平成 22 年・平成 27 年度社会生

特養ベッド数（75
歳以上人口 1 人

特養定員数

活統計指標-都道府県の指標-」

75 歳以上人口

当たり)
訪問事業所数(75
歳以上人口 1 人
当たり)

総務省統計局「平成 24 年度人口推計」
厚生労働省「平成 24 年度介護サービス施設・事業所調査」

訪問介護事業所数
+訪問入浴介護事業所数
+訪問看護ステーション数

総務省統計局「平成 24 年度人口推計」

75 歳以上人口
介護休業利用者数

総務省統計局「平成 24 年度就業構造基本調査」

全就業者数

総務省統計局「平成 24 年度労働力調査年報」

介護休暇利用者数

総務省統計局「平成 24 年度就業構造基本調査」

全就業者数

総務省統計局「平成 24 年度労働力調査年報」

介護休業給付金

介護休業給付金

厚生労働省「平成 24 年度雇用保険事業年報」

受給率

75 歳以上人口

総務省統計局「平成 24 年度人口推計」

介護休業利用率

介護休暇利用率

大企業就業率

厚生労働省「平成 24 年度賃金構造基本統計調査」

各要支援度要介

各要支援・要介護者数

厚生労働省「平成 24 年度介護保険事業状況報告」

護度別認定率

75 歳以上人口

総務省統計局「平成 24 年度人口推計」



75 歳以上人口割合（Χ 3）
：
前節と同じ．
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特養ベッド数11（75 歳以上人口 1 人当たり） （𝛸4）
：

𝛸4 =

特養定員数
75 歳以上人口

75 歳以上の高齢者 1 人につき特養の定員が何人分あるかを表している．特養は安価で
利用できるので入所申込者が多数待機している現状がある．この変数を用いることで，
介護福祉施設の定員が増えることで介護サービスが利用しやすくなり，家族介護の負
担に迫られる人が減少して介護離職の抑制につながるかどうかを図る．


訪問事業所数(75 歳以上人口 1 人当たり) ( 𝛸5)：

𝛸5 =

訪問介護事業所数 + 訪問入浴介護事業数 + 訪問介護ステーション数
75 歳以上人口

75 歳以上の高齢者 1 人当たりの訪問介護事業所数を表している．訪問介護サービスを
利用しやすくなることで家族介護の負担に迫られる人が減少し，介護離職を抑制する
かどうかを図る．


介護休業利用率（𝛸6 ）：

𝛸6 =

介護休業利用者数
全就業者数

介護休業を利用することによって，介護の態勢を整えることができ，介護と仕事の両
立を可能にするという制度の目的を果たしているかどうかを確認する．


介護休暇利用率（𝛸7 ）：

𝛸7 =

11

介護休暇利用者数
全就業者数

特別養護老人ホームのこと．本稿では以降，特養と呼ぶ．
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2012 年から始まった新制度であり，これまでに十分な効果測定がなされていない．介
護休暇を利用することで，有給休暇や欠勤で対応できない緊急の休みを取得すること
で，介護と仕事の両立を可能にするという制度の目的を果たしているかどうかを確認
する．



介護休業給付金受給率（Χ 8）
：

前節と同じ．



大企業就業率（Χ 9 ）：
前節と同じ．



各要支援度・要介護度別認定率（Χ10 ）：
2012 年の各要支援度・要介護度別の認定率を表す．前節では総和を用いたが、本節では

要支援度・要介護度別に分けて分析をおこなう．

第2項

分析ケースの説明

すべてのケースで有効求人倍率，年間賃金，75 歳以上人口割合，75 歳以上 1 人当たり特
養ベッド数，介護休業利用率，介護休暇利用率，介護休業給付金支給率，大企業就業率を
説明変数として用いる．多重共線性を防ぐために，各要支援度・要介護度別の認定率をそ
れぞれ用いて分析をおこなう．使用するデータは介護保険法改正以降のものであり，要介
護度は要支援 1 から要介護 5 までの 7 通りとなるため，以下の 7 通りに分けて分析をおこ
なう． 記述統計量は表 9 にまとめている．
（1） 認定率（要支援 1）
（2） 認定率（要支援 2）
（3） 認定率（要介護 1）
（4） 認定率（要介護 2）
（5） 認定率（要介護 3）
（6） 認定率（要介護 4）
（7） 認定率（要介護 5）
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表 9：記述統計量

度数

最小値

最大値

平均値

標準偏差

介護離職率

47

．52

3．76

1．7302

．76806

有効求人倍率

47

．40

1．18

．8017

．16927

75歳以上割合

47

9．20

17．40

13．3340

2．14509

47

．0247100

．0373600

．029677021

．0033812500

介護休業利用率

47

．05

1．40

．3501

．23099

介護休暇利用率

47

．07

．77

．3261

．14418

介護休業給付金受給率

47

．0233983

．1439394

．052695389

．0228521736

年間賃金

47

3389400

5823600

4249563．83

518339．281

47

．97429

3．42111

1．5421339

．46384061

大企業就業率

47

14．29

46．02

27．2315

7．42302

認定率（要支援1）

47

2．0904348

8．0022388

4．729357998

1．3468919404

認定率（要支援2）

47

3．4208696

6．9421109

4．959395555

．8940218376

認定率（要介護1）

47

5．5478070

8．4458937

6．833315160

．6958750774

認定率（要介護2）

47

．7720056

12．1122563

2．931894151

2．5128714264

認定率（要介護3）

47

．6101671

8．8834262

2．202560303

1．7701725766

認定率（要介護4）

47

．6104457

8．5944290

2．049869614

1．6620134349

認定率（要介護5）

47

．5235376

8．1161560

1．811432466

1．4934407723

75歳以上1人当たり特養ベッ
ド数

訪問介護事業所数（75歳以上
人口1人当たり）

第3項

分析結果と考察

分析結果は表 10 のとおりである．
有効求人倍率はすべてのケースにおいて負に 1%有意であった．
大企業就業率はすべてのケースにおいて正に 5%有意であった．
介護休業利用率は，認定率（要介護 1，要介護 2，要介護 3）のケースで 5%有意に，認
定率（要支援 1，要支援 2，要介護 4，要介護 5）のケースで 10%有意であった（すべて正
に有意）．
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表 10：分析 2 の結果

変数

定数項
有効求人倍率
年間賃金

（１）係数

（２）係数

（３）係数

（４）係数

（５）係数

（６）係数

(7)係数

（標準誤差）

（標準誤差）

（標準誤差）

（標準誤差）

（標準誤差）

（標準誤差）

（標準誤差）

0．305

0．101

1．035

-0．005

0．034

0．033

-0．067

(2．261)

(2．287)

(2．490)

(2．250)

(2．260)

(2．262)

(2．276)

-2．967***

-3．007***

-3．014***

-3．225***

-3．203***

-3．203***

-3．201***

(0．728)

(0．734)

(0．728)

(0．750)

(0．758)

(0．760)

(0．763)

-4．439E-7

-4．678E-7

-4．536E-7

-3．662E-7

-3．686E-7

-3．819E-7

-3．855E-7

(0．000)

(0．000)

(0．000)

0．000

(0．000)

(0．000)

(0．000)

75 歳以上人口
割合

0．167**

0．152*

0．167**

0．149*

0．149*

0．151*

0．158*

(0．081)

(0．080)

(0．081)

(0．079)

(0．080)

(0．080)

(0．080)

特養ベッド数
（75 歳以上人
口 1 人当たり）
訪問介護事業
所数（75 歳以
上人口 1 人当
たり）

49．031

56．845

51．435

57．466*

57．321*

57．101*

57．000*

(34．508)

(33．932)

(34．098)

(33．398)

(33．570)

(33．581)

(33．607)

0．245

0．022

0．113

0．115

0．101

0．097

0．093

(0．304)

(0．322)

(0．248)

(0．246)

(0．246)

(0．246)

(0．246)

介護休業利用
率
介護休暇利用
率
介護休業給付
金受給率
大企業就業率
認定率（要支援
1）

1．421*

1．423*

1．465*

1．937**

1．842**

1．851*

1．842*

(0．743)

(0．762)

(0．750)

(0．899)

(0．903)

(0．916)

(0．925)

0．178

0．222

0．163

-0．016

0．032

0．034

0．054

(0．835)

(0．848)

(0．836)

(0．852)

(0．853)

(0．854)

(0．852)

-3．238

-3．408

-4．254

-3．157

-3．047

-2．859

-2．745

(5．217)

(5．350)

(5．401)

(5．188)

(5．215)

(5．225)

(5．240)

0．061**

0．061**

0．062**

0．064**

0．063**

0．063**

0．063**

(0．029)

(0．029)

(0．029)

(0．029)

(0．029)

(0．029)

(0．029)

-0．090
(0．101)
0．048

認定率（要支援
2）

(0．153)
-0．131

認定率（要介護
1）

(0．158)
-0．081

認定率（要介護
2）

(0．075)
-0．097

認定率（要介護
3）

(0．108)
-0．101

認定率（要介護
4）

(0．115)
-0．103

認定率（要介護
5）

調整済み R²

(0．123)

0．266

0．252

0．264

0．274

注：*** ，**， * はそれぞれ有意水準 1%，5%，10%を示す．

31

0．266

0．265

0．264

ISFJ2015 最終論文

75 歳以上一人当たり特養ベッド数は，認定率（要介護 2，要介護 3，要介護 4，要介護 5）
において 10%有意であった（すべて正に有意）．
この結果から以下のことがうかがえる．
1 つ目は，時系列分析でも有意であった有効求人倍率は都道府県別データでも負に有意
だということである．生活環境や雇用状況の異なる地域性に関わらず，求人が多いほど介
護離職をしやすいということになる．求人の多い，人手の足りない企業ほど従業員の辞め
にくい環境づくりや引き止めが強く離職を引き留めているのだと考えられる．
2 つ目は，時系列分析と同じく都道府県別データでも大企業就業率は正に有意というこ
とだ．大企業に介護離職の要因があるのは，都市部に限らず全国的な問題であることがわ
かった．したがって，都市部に限定した政策ではなく，地域性に関わらず大企業に注目し
た政策を考案する必要があるだろう．
3 つ目は，介護休業の有効性の低さである．時系列データでは介護休業給付金受給率は
負に有意だったが，都道府県別データでは介護休業利用率が正に有意であった．したがっ
て，介護休業を取る従業員ほどそのまま介護離職に至るということがわかる．その理由と
して，介護に徹する状況となりそのまま職場への復帰が難しくなること，離職することは
決めているが出来る範囲の給与を，介護休業を通じて得ようとすることの 2 つが考えられ
る．介護休業は本来介護体制を家庭内で整えるための時間とされているが，逆効果を与え
ていることがうかがえる．
4 つ目は，特養ベッド数の有効性の低さである．特養ベッド数の係数がプラスになって
いることから，
特養ベッド数が増えても介護離職率は抑制されないことがわかる．
これは，
介護離職者数の多い地域では要介護者数自体が多いために，ベッド数を増やさなければな
らないためだと考えられる．
以上の結果をふまえ，介護休業制度や介護休暇制度は介護離職を抑制せず，大企業での
就業が介護離職を促していることがわかった．私たちは大企業での就業に着目し，大企業
の特性を生かした政策を次章で提案する．
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第4章
第1節

政策提言

概要

第 3 章の分析から，大企業での就業が，従業員を介護離職させてしまう原因であること
がわかった．私たちはこの結果をふまえ，中小企業ではなく大企業だからこそできる政策
として，「大企業が提供する介護サービス付きの社宅」を提案する．大企業が保有する社
宅を改修し，社宅の一部を要介護者の世話をできる設備として整え，従業員と要介護者を
住まわせる．従業員が勤務している間に，企業が雇う介護士が要介護者の世話をすること
で，従業員が離職することなく仕事と介護の両立ができる社会の実現を目指す．

第２節
第1項

社宅の利用
企業が介護サービスを提供するべき理由

大企業が従業員の介護と仕事の両立を支援するためには，①休暇制度の整備や労働時間
の短縮など，従業員の労働負担を軽減させる措置，②家族介護への補助の，2 つの分類が
あると考えられる．まず①に関して，図 8，9，10 はそれぞれ，事業所規模別に介護休業制
度，介護休暇制度，短時間勤務制度の規定状況をまとめたものである．この 3 つの図から
わかるように，従業員数が 500 人以上の大企業は 90%以上が介護休業等の制度を取り入れ
ている．しかし，介護休業の取得者の割合は低い．図 11 は介護休業制度の有無別に介護休
業制度の取得者の割合をまとめたものである．図 11 からわかるように，介護休業制度のあ
る企業でさえ，介護休業の取得者がいる割合は 6．8%に過ぎない．以上①についてまとめ
ると，大企業は介護と仕事の両立のために国が制定している介護制度を導入しているもの
の，現実には作用していないことがわかる．
つぎに②家族介護への補助については，家族介護にかかる費用や介護サービスを利用す
るために必要な金銭的負担の補助と，介護そのものの補助に分けられる．まず介護への金
銭的援助に関して，図 12 は事業所規模別の平均給与を表したものである．この図からわか
るとおり，大企業の方が中小企業よりも平均給与が高い．もともと収入が高い大企業の従
業員にとって，家族介護に対する金銭補助はあまり有効ではないだろう．よって，大企業
が従業員の介護補助として金銭的援助をおこなうことは適切ではないと考えられる．
以上のことから，大企業は従業員の介護離職を防止するために，①の休暇制度の整備や
労働時間の短縮など，従業員の労働負担を軽減させる措置ではなく，②家族介護への補助
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図 8：事業所規模別介護休業制度の規定状況

65.6

計

34.1

500人以上

0.2

99.9

100～499人

0.1

96.8

30～99人

3.2

87.5

5～29人

12.2

60
0%

20%

0.4

39.8
40%

規定あり

60%

規定なし

80%

0.2
100%

不明

出所：厚生労働省「平成 24 年度雇用均等基本調査」より作成

図 9：事業所規模別介護休暇制度の規定状況

67.1

計

32.6

500人以上

0．3
1．4

98.6

100～499人

94.4

30～99人

5.6

83.6

5～29人

16.2

62.8
0%

20%
規定あり

36.9
40%
規定なし

60%

80%

0．1
0．3

100%

不明

出所：厚生労働省「平成 23 年度雇用均等基本調査」より作成

の側面から働きかけるべきである．さらに，家族介護への補助のなかでも，大企業の従業
員に対する金銭的援助ではなく，介護そのものの補助をするべきである．私たちは，大企
業は従業員に対して「介護そのものの補助」をおこなうべきという結論をふまえ，大企業
が直接，労働者と要介護者に対して介護サービスを提供する政策を提案したい．
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図 10：事業所規模別所定労働時間短縮等の各種制度導入状況
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出所：厚生労働省「平成 24 年度雇用均等基本調査」より作成

図 11：介護休業制度の規定・介護休業者の有無別事業所割合
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出所：厚生労働省「平成 24 年度雇用機会均等基本調査」より作成

第2項

介護サービス付き社宅の提言理由

本項では，大企業が提供する介護サービスを社宅に付属させるべき理由を 2 つに分けて
説明する．
1 つ目の理由は，在宅介護サービスは介護離職者の減少に有効な点である．第 2 章で紹
介した池田（2010）では，在宅介護サービスは連続休暇の必要性を低下させ，非就業にな
る確率を下げる効果があることを明らかにしていた．したがって，大企業は在宅介護サー
ビスを提供するべきである．
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図 12：事業所規模別の平均給与

出所：国税庁「平成 25 年分民間給与実態統計調査」より作成

2 つ目の理由は，大企業は社宅の保有割合が高い点である．表 11 は企業規模別に社宅の
保有割合と自社保有，借り上げそれぞれの社宅の保有割合を示したものである．表 11 から
わかるように，現在社宅を持っている企業は企業全体のうち半分程度である．しかし，従
業員が 100 人以上の企業では 58%，500 人以上の企業では 81%が保有している．つまり，
従業員の多い大企業ほど福利厚生として社宅を保有していることがわかる．本稿の大企業
の定義である「従業員 1000 人以上の企業」も従業員 500 人以上の中に含まれるため，分析
結果と整合する．また，従業員 500 人以上の企業の多くが社宅を保有していることがわか
ったため，政策の対象を従業員 500 人以上とすることは可能だと考えられる．
これら 2 点を考慮し，
私たちは社宅に介護サービスを付属させることが有効だと考えた．

第3項

社宅の概要

社宅とは，企業が従業員への家賃補助の代わりに福利厚生の一環として提供する住宅の
ことである．本項では社宅の特徴を，社宅の種類，税制・金銭面，企業規模別の保有状況，
の 3 つの側面から紹介する．まず社宅の種類に関して，社宅には自社保有と借り上げの 2
種類が存在する．自社保有とは，企業が社宅である住宅を直接保有することである．企業
の固定資産という扱いになるため固定資産税がかかるが，空き部屋を賃貸物件として運用
することも可能である．借り上げ社宅とは，不動産会社等が保有している賃貸物件を企業
が借り，さらにその賃貸物件を企業が従業員に提供するものである．従業員の社宅への需
要に合わせることができるため，必要な部屋数だけ借りることが可能である．
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表 11：社宅の保有状況
社宅の
有無等
計

ある

自社保有

借上げ

社宅

社宅

ない

不明

企業規模
規模計

100．0

50．7

21．5

42．6

49．3

-

500 人以上

100．0

81．0

44．1

74．7

19．0

-

（100 人以上）

100．0

58．2

25．0

50．9

41．8

-

出所：人事院「民間企業の勤務条件制度調査」より引用

つぎに社宅の税制・金銭面について説明する．企業は従業員から相場よりもはるかに低
い賃料だけを受け取っているケースが多い．家賃補助は給与の一部として扱われるため税
金がかかるが，社宅の場合は企業が「賃料相当額」の 50%以上を受け取っていれば給与と
して課税されない．さらに，「賃料相当額」は実際の賃料相場と乖離しているので従業員
は安価で部屋を借りることができ，企業にとっても税務上有利である．このように，社宅
を保有することは企業と従業員双方にメリットが存在するため，不動産の価値が上昇し続
けていたバブル期に多くの企業が社宅を保有した．しかし近年，減損会計制度の導入によ
り固定資産の価値が下がった場合は評価額を下げた会計処理をおこなう必要が出たことや，
入居者の減少により，社宅を手放す企業が増加し続けている．私たちは社宅に新たな機能
を加えることで，現在企業が保有している社宅の有効利用を試みる．
最後に企業規模別の社宅の保有状況について説明する．前項で述べたように，従業員の
多い大企業ほど福利厚生として社宅を保有している．さらに自社保有社宅の割合も企業規
模が大きいほど高くなる．自社保有社宅は設備の維持費・管理費や固定資産税がかかるも
のの，稼働率が高ければ資産価値となるために大企業ほど保有率が高いと考えられる．一
方で，借り上げ社宅は必要な分だけ部屋を借りれば良いため，従業員数が少ない中小企業
ほど借り上げ社宅を利用していると考えられる．介護サービスを提供できるように社宅を
改修する場合，借り上げ社宅だと所有主の協力が必要になるため難しい．しかし自社保有
の場合，企業の判断で改修が可能なので，要介護者とその家族の従業員を受け入れること
は比較的容易だと考えられる．そのため，大企業が介護サービス付きの社宅を提供するこ
とは，大企業での就業者が増えるほど介護離職も増加するという分析結果に対し適切な政
策だといえるだろう．
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第3節
第1項

政策の内容
政策の具体的内容

まず，政策の実施・運営に関して説明する．従業員数の多い企業（500 人以上）には，
自社保有している社宅のうち 1 つ以上の社宅で介護サービスの提供をすることを義務づけ
る．自社保有の社宅と借り上げ社宅を両方保有している企業については，自社保有の社宅
のうち 1 つで介護サービスを提供すればよいものとする．介護サービス付きの社宅には要
介護者の家族を抱えている従業員を優先的に住まわせることとする．要介護者とその家族
に対して，社宅が設けている年齢等の制限を適用してはならない．
つぎに，企業が提供する介護サービスについて説明する．社宅のワンフロア，あるいは
数部屋を介護施設のように改修して介護サービスの提供を可能な状態にすること．企業は
介護サービスの提供に際し，「高齢者の居宅の安定確保に関する法律」にもとづき「サー
ビス付き高齢者向け住宅事業」に必要な人員を雇わなければならない．介護士は企業の社
員として雇用され，社宅に住む要介護者に対し必要な人数を雇用することとする．企業は
要介護者を抱える従業員の残業時間を減らすよう努めるべきだが，従業員が残業等不規則
な労働となる場合も介護サービスを対応できるように事前に介護士と企業で連絡を取り合
うこととする．国は社宅で介護サービスを提供する企業に対し，改修費の一部を負担し，
所得税，法人税，固定資産税に対して軽減措置を適用するものとする12．この費用は国の
負担となるが，介護離職者が発生することで生じる将来的な経済的損失とある程度相殺さ
れるものと考える．
また，
借り上げ社宅のみ保有している企業に関しても，
社宅の保有主と相談の上で改修，
要介護者を含む家族の受け入れ努力を推進することとする．

第2項

介護サービス付き社宅のメリット

国や東京都も，一般住宅を併設したサービス付き高齢者向け住宅整備事業をおこなって
きた．東京都は介護サービス付きの住宅に，高齢者だけでなく一般住宅及び居住者を住ま
わせることで交流を促進する住宅設備の整備をする民間企業を募集している．しかし，設
備費や整備費の補助金が出ることになっているものの，東京都の募集において最新の 2015

12

サービス付き高齢者住宅に対し、厚生労働省は建設費の 1/10、改修費の 1/3 を補助していた。

また、2016 年 3 月 31 日まで所得税・法人税は 5 年間割増償却 40%とし、2015 年 3 月 31 日ま
で固定資産税は土地を除き 5 年間税額を 2/3 軽減させることとしていた。
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年度のⅡ期13には応募企業が 0 となっていた．この住宅設備の整備により利益が得られる
と考える企業が少ないのだろう．
しかし，大企業が介護サービス向けの社宅を提供するならば，企業にとってはさまざま
なメリットが存在する．1 つ目に，社宅の稼働率の上昇が挙げられる．介護者と要介護者
を社宅に住まわせることによって，利用者の減少しつつある社宅の稼働率を高めることが
できる．大企業は自社の社宅を保有している割合が高いため，借りたい分だけ部屋を借り
ればよい借り上げ社宅と異なり，社宅の稼働率を高めることによって利益が得られる．さ
らに，要介護者の家族のいない従業員も，安価に借りられる社宅に住むメリットは依然と
して存在している．そのため社宅に現在住む従業員を維持しながら，要介護の家族を抱え
る従業員を住まわせることにより稼働率の上昇を図れるだろう．
2 つ目に，介護者に対して介護サービス付きの社宅のように対応をしていることは，企
業のイメージアップにつながる．福利厚生の充実が従業員に対して良い印象を与えること
となるだろう．現在，育児休暇の取得率を上げるなど女性に向けた努力をしている企業は
多い．しかし，介護に対する補助をアピールしている企業は少ない．今後は男女の性差な
くますます多くの従業員が介護に悩むことだろう．介護をしている従業員への支援を充実
させることは企業のイメージ，社会貢献という側面から考えても非常に重要となると考え
られる．
3 つ目に，介護をしている従業員の状況を把握することができる．第 1 章で述べたよう
に従業員の介護の状況を把握していない企業が半数近くに上る．図 13 は，介護をしている
従業員を把握している事業所の割合を規模別に示したものである．この図からわかるとお
り，介護をしている従業員の把握には企業規模によって大差はない．しかし，大企業は従
業員数が多く，個々の従業員の細かな状況の把握は中小企業よりも難しいことだろう．し
かし，介護サービス付きの社宅を取り入れることによって，同じ企業に勤める従業員同士
なので居住者同士の助け合いや交流，互いの状況の把握が容易になるだろう．さらに，介
護士も企業が直接雇うため，要介護者の状態等についても企業が容易に把握できるように
なる．要介護者と従業員の家族，勤め先企業，介護士の四者が一体となるので相互扶助が
促進され，悩みの相談，共有が容易になる．そのため，介護サービスとしての役割だけで
なく，従業員の悩みの把握，相談窓口の役割も果たすことだろう．
これらのメリットと，長年働いている従業員を失ってしまうというリスクは企業にとっ
て重要だと考えられる．介護サービスを提供できるように社宅を改修したり，介護士を雇
ったりするコストはかかるものの，長期的な視野で考えれば家族介護の必要な従業員への
支援を高めることは非常に重要だろう．
厚生労働省「雇用動向調査」によると，2013 年時点で，従業員 1000 人以上の大企業か
らの介護離職者は約 4 万 600 人いる．従業員 500 人以上の大企業からの介護離職者は 4 万
13

東京都は 2015 年には 5 月にⅠ期，8 月にⅡ期，10 月にⅢ期の応募受付を行っていた．Ⅲ期の

結果は 2015 年 11 月 2 日現在公表されていない．
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600 人以上いることとなり，大企業が介護サービス付きの社宅を保有することによってこ
の人数の減少が見込まれる．
図 13：従業員規模・介護事由での制度利用状況別介護を抱える従業員がいるかどうかの実態把
握割合

出所：厚生労働省「平成 24 年度仕事と介護の両立に関する企業アンケート調査結果概要」
より作成
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第5章
第1節

今後の課題

介護離職問題の課題

介護離職問題は，まだまだ各企業が真剣に取り組んでいるとは言いがたい．育児休暇の
取得率に比べ，介護休業や介護休暇の取得率は非常に低く乖離が見られる．日本企業は出
産・育児をする女性に対する支援に力を入れ始めている．しかし，今後いっそう増加が見
込まれる介護離職に対しては企業努力が十分であるとは言えない．形式的に介護休業制度
の規定を設けたり，相談窓口を構えたりしている企業は多数あるものの，育児と比べ介護
は個々の置かれた状況が多様なので，企業が従業員の状態や悩みを把握しやすくする職場
づくりが重要になると考えられる．また，介護は育児と比べマイナスイメージがあり相談
しにくいと感じる人が多い．加えて，要介護者の親を抱える人はキャリアを積んでおり仕
事上責任ある立場になっていることが多い．そのため，介護という個人的な事情のために
仕事に影響を与えるのがはばかられることも多いようだ．
国が新たな制度を設けるだけでなく，一人ひとりの社会人や一つひとつの企業が介護を
する人々に対し寄り添う必要があるだろう．そして，要介護者の家族を抱える人も自分の
仕事を継続し続けられる社会の実現を意識して目指していかなければならない．

第2節

本稿の課題

本稿では，時系列データによる重回帰分析と都道府県別データによるクロスセクション
分析によって，大企業での就業が介護離職率に対して正に有意であることを明らかにした．
さらに，介護離職は地域性に関わらず大企業での就業に一因があることを明らかにした．
この分析結果をもとに，大企業の特性を生かした介護サービス付きの社宅という政策を考
案した．しかし，なぜ大企業での就業が介護離職を増やしてしまうのかのメカニズムの解
明には至っていない．
大企業と中小企業のどういった違いが介護離職に影響しているのかを明らかにしたうえ
で，介護離職の原因を根本から解決する政策を考案することが今後の課題である．
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おわりに
本稿の分析によって，大企業での就業が介護離職率に対し正に有意であり，大企業での
就業に介護離職を促進させてしまう要因があることが明らかとなった．私たちは大企業ほ
ど自社の社宅を保有している割合が高いという特性を生かし，介護サービス付きの社宅を
提案した．
この政策を実現することによって，労働者と要介護者，勤め先企業，介護士が一体とな
って介護に取り組むことが可能になる．要介護者の状態や労働者の仕事との兼ね合い等の
情報の共有や相談が容易になるだろう．これまでは介護に対しマイナスイメージがあり，
周りに相談しにくい人や，家族介護のために職場に迷惑をかけてしまうと悩んでいた人が
大勢いた．今後いっそう高齢化の進行する日本社会において，そのような人々の悩みが解
消されることを私たちは望む．家族介護に迫られた人々が孤独になることなく周囲の人々
と支えあいながら家族と向き合い，希望する仕事を続けられる社会の実現への第一歩とな
ることを願い，本稿の結びとする．
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別添 2」

・国税庁（2013）「平成 25 年分民間給与実態統計調査」
・小檜山希（2010）「介護職の仕事の満足度と離職意向―介護福祉士資格とサービス類型
に注目して―」『季刊・社会保障研究』Vol．45，No．4，p444-457
・斎藤真緒ほか（2014）「介護と仕事の両立をめぐる課題―ワーク・ライフ・ケア・バラ
ンスの実現に向けた予備的考察―」『立命館産業社会論集』第 49 巻第 4 号，p119-137
・坂爪聡子（2008）「少子化対策として効果的なのは保育サービスの充実か労働時間の短
縮か？」『季刊社会保障研究』Vol．44，No．1，p110-120
・静岡市（2015）「要介護度別の状態区分」
・清水美代子（2012）「介護家族の支援のあり方に関する一考察」愛知淑徳大学知のアー
カイブリポジトリ
・首相官邸（2015）「第 3 回社会保障制度改革推進本部議事次第 資料 4」
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・首相官邸（2015）「第 15 回社会保障制度改革国民会議議事次第 資料 1」
・総務省（2014）「平成 24 年経済センサス－基礎調査結果の概要」
・袖井孝子（2015）「仕事と介護の両立に向けて」『日本労働研究雑誌』
・長千春（2011）「労働者の家族的責任と介護休業制度―労働法・社会保障法からの考察
―」アドミニストレーション大学院紀要 No．8，p51-72
・東京大学社会科学研究所ワーク・ライフ・バランス推進・研究プロジェクト（2012）「従
業員の介護ニーズに企業はどう対応すべきか―従業員の介護ニーズに関する調査報告書」
・東京大学社会科学研究所ワーク・ライフ・バランス推進・研究プロジェクト（2013）「「仕
事継続を可能とする介護と仕事の両立支援のあり方」―従業員の介護ニーズに関する調
査報告書―」
・力石啓史（2015) 「仕事と介護の両立と介護離職に関する調査結果」 生活福祉研究:
明治安田生活福祉研究所調査報
・西本真弓（2006）「介護が就業形態の選択に与える影響」『季刊家計経済研究』No．70，
p53-61
・西本真弓（2012）「介護のための休業形態の選択について ―介護と就業の両立のため
に望まれる制度とは？」『日本労働研究雑誌』No．623，p71-84
・花岡智恵（2009）「賃金格差と介護従事者の離職」『季刊・社会保障研究』Vol．45，
No．3，p269-286
・花岡智恵（2010）「介護労働者の早期離職要因に関する実証研究」一橋大学リポジトリ
・溝上憲文（2014）「急増する介護離職者の実態と企業の対応を追う : 経営のリスクとな
る介護離職の実情と先進企業の防止の取組み」『賃金事情』No．2687，p 6-9
・明治安田生活福祉研究所・ダイヤ財団（2014）『仕事と介護の両立と介護離職』
・山田芳子（2015）「中小企業こそ喫緊の課題 「介護離職」を防ぐ : 職場環境をどのよ
うに整えるか」『企業実務』Vol．54，No．5，p 66-70
・山田美保ほか（2007）「家族介護者の介護ストレス緩和要因に関する文献的考察」『永
原学園西九州大学・佐賀短期大学紀要』No．37，p1-9
・読売新聞「介護休業 分割取得可能に」2015 年 10 月 11 日朝刊
・顔娟（2015）「高齢者介護の社会化－介護クリークの生成に向けて－」 桃山学院大学
社会学論集 第 48 巻第 2 号
・労働省婦人局編（1994）『介護休業制度等に関するガイドライン』労働基準調査会

データ出典
・家計経済研究所「在宅介護にかかる費用」
（http://www．kakeiken．or．jp/jp/research/kaigo2013/result1．html）
・厚生労働省「雇用動向調査」[各年版]
（http://www．mhlw．go．jp/toukei/list/9-23-1．html）
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・厚生労働省「職業安定業務統計」[各年版]
（http://www．mhlw．go．jp/toukei/list/114-1b．html）
・厚生労働省「賃金構造基本統計調査」[各年版]
（http://wrs．search．yahoo．co．
jp/FOR=qr7ulZZV3igERgimjjd20FLn9RSZQx4bThgzkkafRmUOIS5szW4KbohrgRmmZ5ixfGod
Vog5AvGAVWn2iRotz659td2lb5VvDWBvTVf4Hn_OBvJFF1htGPiQDzDgtl87w8XIKJVNkKbp
szTrNyaGllMlWRocs5BJwekLybE9Jt4Ows6n0NvxaxKqxnr8oTcHO0oPXBKIj6X4NYpAHkJM2
Cn4QHsZSW2ksuyrto5cjtXgdTaPt7kHLEk8En5KQC4kFeotqNIBuA--/_ylt=A3xTqXsnwCdWi3g
A4d6DTwx．;_ylu=X3oDMTBtNHJhZXRnBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=1
2kf44kic/EXP=1445546471/**http%3A//www．mhlw．go．
jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2012/）
・厚生労働省「平成 24 年度介護サービス施設・事業所調査」
（http://www．mhlw．go．jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service12/）
・厚生労働省「平成 24 年度雇用保険事業年報」
（http://www．mhlw．go．jp/bunya/koyou/koyouhoken02/）
・厚生労働省「介護保険事業状況報告」[各年版]
（http://www．mhlw．go．jp/toukei/list/84-1．html）
・厚生労働省「雇用均等基本調査」
（http://www．mhlw．go．jp/toukei/list/71-23．html）
・厚生労働省「就労条件総合調査」
（http://www．mhlw．go．jp/toukei/list/11-23．html）
・厚生労働省「特別養護老人ホームの入所申込者の状況」

（http://www．mhlw．go．jp/stf/houdou/0000041418．html）
・厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（http://www．mhlw．go．jp/toukei/list/30-1．html）
・厚生労働省「企業における仕事と介護の両立支援実施マニュアル」
（http://www．mhlw．go．
jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/26shigototokaigo．pdf）
・公共財団法人 生命保険文化センター 「介護離職者はどれくらい？ 介護離職をしな
いための支援制度は？」
（http://www．jili．or．jp/lifeplan/lifesecurity/nursing/16．htmｌ）
・国税庁「タックスアンサーNo．2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき」
（http://www．nta．go．jp/taxanswer/gensen/2597．htm）
・株式会社リオ・トラストホームページ「借上社宅制度のメリット」
（http://rio-trust．com/bizservice/merit．php）
・人事院「民間企業の勤務条件制度等調査」
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（http://www．jinji．go．jp/toukei/0111_kinmujouken/0111_ichiran．htm）
・総務省統計局「人口推計」[各年版]
（http://www．stat．go．jp/data/jinsui/2012np/）
・総務省統計局「平成 19 年・平成 22 年・平成 27 年度社会生活統計指標-都道府県の指標-」
（http://wrs．search．yahoo．co．jp/FOR=J0INspNV3ihMNtoVqveYe3FeYzKkU8M．
8pwTlJmMdfLiHPJ92PMq1RnlgyCuHEMWkbffl．
u7PGML91KZoK0aa0aArV4GOllMYhDKE_ZGWk3fhUeBFy4r1．
0pQRC2aAmD0OrgWg_CPO8qgw8dZLDrm1RfBxovMHdzE7gvUTcVhatS3TXEmAMgM7MU
CnYhzWuRnLavOA18T6v_ePnqJc4StK__GwYsG0gyjTXX4QFL9P87Iiab/_ylt=A7dPegQawidW
mSoAMD6DTwx．;_ylu=X3oDMTBtNHJhZXRnBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/
SIG=12110un60/EXP=1445546970/**http%3A//www．stat．go．jp/data/shihyou/naiyou．htm）
・総務省統計局「就業構造基本調査」[各年版]
（http://www．stat．go．jp/data/shugyou/2012/）
・総務省統計局 「平成 20 年度住宅・土地統計調査」
（http://www．stat．go．jp/data/jyutaku/2008/nihon/4_3．htm）
・電子政府の総合窓口 e-Gov ホームページ 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」
（http://law．e-gov．go．jp/htmldata/H13/H13HO026．html）
・東京都都市整備局 「住宅政策推進部 一般住宅を併設したサービス付き高齢者向け住
宅整備事業」
（http://www．toshiseibi．metro．tokyo．jp/juutaku_seisaku/kourei_service140710．html）
・東京の特区「東京の都市力」
（http://www．seisakukikaku．metro．tokyo．jp/invest_tokyo/japanese/why-tokyo/merit．html）
・日本の人事部ホームページ「3．社宅の効果・メリット」
（https://jinjibu．jp/f_c_housing/article/detl/outline/863/）
・東京都都市整備局ホームページ 「住宅政策推進

一般居宅を併設したサービス付き高

齢者向け住宅整備事業」
（http://www．toshiseibi．metro．tokyo．jp/juutaku_seisaku/kourei_service140710．html）
・内閣府「平成 24 年版高齢社会白書（2）将来推計人口でみる 50 年後の日本」
（http://www8．cao．go．jp/kourei/whitepaper/w-2012/zenbun/s1_1_1_02．html）
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