
（倍）

2010 年
5 月

2011 年
5 月

2012 年
5 月

2013 年
5 月

2014 年
7 月

介護分野の
有効求人倍率 1.08 1.33 1.54 1.58 2.19

失業率 5.1 4.7 4.5 4.1 3.8

表 1：介護分野の有効求人倍率と失業率の推移
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　超高齢化社会が進む中で介護人材を増やして
いかなければ要介護高齢者は、安心して暮らして
いくことはできない。いわば良質な介護人材を確
保することは、社会的な責務であり、結果的に介
護サービスの質の担保につながる。しかも、全ての
団塊世代が75歳に達する2025年あたりには、現
行よりも70～100万人以上もの介護人材が必要と
され財源問題もさることながら、介護人材を確保する
ことが介護施策のもっとも重要な課題となっている。

　しかし、日本の介護人材不足は慢性的な状況と
なっており社会問題化しつつある。特に、景気動
向に左右され、大不況下において失業率が高い
状況ながらも、介護分野の有効求人倍率は1.0倍
を下回らない状況にある。
　本稿では、介護士不足の問題とその意義につ
いて分析する。そして、昨今、外国人介護士に期
待を寄せる議論があるが、その可能性と課題につ
いても論じていきたい。

はじめに

1. 雇用の調整弁機能といえないか

介 護 労 働 の 現 状と課 題

淑徳大学　教授　結城　康博

特集１

（１）介護人材不足の深刻さ
　厚生労働省（厚労省）の資料によれば、2014
年7月の有効求人倍率は1.1倍である1）。2009年
同月の0.43倍であった大不況時から比べれば、こ
の5年間で雇用情勢は改善の兆しがみられる。し
かし、このように全体的な雇用情勢が改善してい
るにもかかわらず、介護分野の有効求人倍率は１
倍を超えており慢性的な人材不足が続いている。
特に、昨今、アベノミクスによる経済政策により雇
用情勢は好転の兆しが見えはじめ、失業率の低下
が見受けられる。しかし、その反面、介護人材の有
効求人倍率は悪化の一途をたどっている（表1）。
　しかも、このような世界的な大不況下以前の
2000年代初頭にかけても、ＩＴバブルもあって日本
経済は好景気が続き失業率も4％前後で推移して
いた。しかし、介護分野の有効求人倍率は２倍を
超え、同様に深刻な介護人材不足に陥っていた。

いわば日本経済の景気動向によって介護人材不
足の問題は影響を受ける構図である。ただし、繰
り返しになるが雇用情勢が悪化している不況下に
あっても、介護分野の有効求人倍率は1.0倍を下
回ることはない。

（２）雇用のミスマッチ
　「2007年から2025年にかけて、生産年齢(15
～ 64歳)は約15％減少し、労働力人口も約5～
13％程度減少すると見込まれる。一方、必要とな
る介護職員数は倍増すると推計される。この結



表 2：2025 年に必要とされる介護職員予測

厚労省「第２回社会保障審議会福祉部会福祉
人材確保専門委員会資料２」15 頁 2014 年 11
月 18 日より作成。

介護職員数
2012 年 149 万人
2025 年 237 ～ 249 万人

介護福祉士
有資格者　

介護保険事業に
従事　　　　　 従事者率

1,085,994 人 634,175 人 58.4%

表 3：介護福祉士の実態（2012 年度）

厚労省「第２回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会資料２」
5頁 2014 年 11 月 18 日より作成。

図 1：将来的な介護保険給付費の推計
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果、現行のサービス水準を維持・改善しようとす
る場合、労働力人口に占める介護職員数の割合
は、2007年から2025年にかけて、倍以上になる
必要があると見込まれる。」2）との見通しから、介
護人材養成の重要性が指摘されている。なお、具
体的には、今後の高齢化の進展を考えると、既述
のように現行の介護人材を単純に100万人増や
す必要との推計となる（表2）。
　しかし、介護福祉士有資格者のうち実際従事し
ている介護福祉士は約60％に過ぎない（表3）。ま

た、訪問介護士の資格である介護職員初任者研
修や訪問介護員養成研修を修了している者は、
2012年度約380万人であるが実際に従事してい
る介護士は約42万人である3）。
　つまり、日本の労働市場において魅力ある職と
して「介護士」が認識されていないと考えられる。
子育てや何らかの理由で国家有資格者が介護
現場で働いていないことを考慮しても、介護以外
の職を選択している介護福祉士がかなり多くいる
実態が、慢性的な介護人材不足の根拠ともいえる。

（１）増え続ける介護給付費
　将来的には介護保険給付費の伸びが急激に
上がり、医療や年金と比べてもその対前年度比が
もっとも高いと予測される。特に、2025年、団塊の
世代が75歳に達する時期には、約20兆円に達す
るとされている（図1）。しかも、それに伴い介護保
険料の標準額が毎月8200円までに達し、社会保
障制度における給付費全体からしても大きなウエイ
トを占めると推計されている（図2）。
　なお、2012年度社会保障給付費の全体額が
約110兆円であるのに対し、2025年度には約150
兆円にまで上るとの予測もなされている４）。その意

味では、介護保険給付費の占める割合は、「年金」
「医療」に次いで高い。
（２）慢性的な低賃金化
　そのため、充分に介護分野に公費を投入するこ
とが難しく介護士の給与は低賃金化され全産業
の平均と比べてもかなりの差が生じている4）。これ
は介護職員処遇改善交付金もしくは加算といっ
た待遇改善策を施しても、その格差は埋まってい
ない。
　確かに、平均勤続年数が全産業と比べると短
いと言われるが介護保険制度が創設されて15年
が過ぎており、それ以前から老人福祉制度によっ

2. 社会保障制度との関連



図 2：介護保険料基準額・平均額の推移及び見通し

表４：介護職員と産業計の 1 年間離職率の比較
2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年

産 業 計 16.4% 14.5% 14.4% 14.8% 15.6%
介護職員 17.0% 17.8% 16.1% 17.0% 16.6%
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て介護システムは賄われており、決して「介護士」
という職種の歴史は他の職種と比べても歴史が
浅いわけではない。
　にもかかわらず勤続年数が短いということは、

「離職」している介護士が多いと考えられる（表4）。
　そもそも、「介護」というサービスは「人」で決まる
ため、経営的に考えると人件費比率が大きく関連
する。確かに、一定の事業所の経営工夫で介護
士の賃金を引き上げることは可能である。しかし、
介護保険給付費を多くの事業所は経営の拠り所
としているケースが多く、最終的には給付費の増大
（介護報酬の引き上げ）がなければ、かなりの賃
金水準を引き上げることは難しいであろう。つまり、
逆に考えると今後の介護保険給付費の伸びを緩
やかにするには、介護士らの人件費を引き上げず
現行水準に留めることで可能となる。

（３）労働人口の減少との関係
　しかし、超高齢化社会に直面している日本社会
において、社会保障給付費の伸び率の問題は社
会全体に深刻な影響を与える。しかも、労働人口
も減少しサービスを受ける高齢者人口が急増する

現状において、社会保障制度の問題は国家運営
においても重要な課題となる。特に、介護保険給
付費の伸び率は、他の社会保障サービスの伸び
率よりも高く、今後も上昇し続ける見通しである。そ
して、将来的には、さらなる高齢者の自己負担増
も考えられる。
　一方、既述のように介護現場では慢性的な人
材不足が続き、2025年に団塊の世代が75歳に
達する時期までに、多くの介護士を賄えるか否か
が大きな焦点となる。このような慢性的な人材不
足の大きな背景には、低賃金化によって若年世
代層が介護職を魅力あるものと認識せず、多くの
人々が介護分野へ移転しないことが挙げられる。
　その意味では、介護士の賃金水準を全産業平均
レベルまでに押し上げるには、さらなる介護保険給付
費の伸びが必要となる（介護報酬の引き上げなど）。

3. 外国人介護士

（１）ＥＰＡに基づく介護士
　昨今、介護人材不足が深刻化しており、外国
人介護士の受け入れの議論が活発化している。
特に、外国人の「技能実習制度」が注目されてお
り、現在、この制度は農業や漁業、建設など７分
野68職種が対象となっているが、政府はここに介

護分野を加え、深刻な介護人材不足解消の方策
の1つとして模索している（2014年6月16日政府は
『産業競争力会議』を開き新成長戦略の素案を
示した）。
　なお、既にインドネシア、フィリピン、ベトナムでは、
ＥＰＡ（経済連携協定）の枠組みによって、少な



表５：ＥＰＡ事業による来日した介護士の人数推移（人）

Ｈ 20年 Ｈ 21年 Ｈ 22年 Ｈ 23年 Ｈ24年 Ｈ 25年 Ｈ 26年
インドネシア 104 189 77 58 72 108 146
フィリピン ― 217 82 61 73 87 147
ベトナム ― ― ― ― ― ― 117
厚労省「第 4回外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会資料３」
７頁 2014 年 12 月 18 日）
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いながらも外国人介護士の受け入れが実施され
ている（表5）。彼（女）らは介護分野で活躍してお
り、その中には介護福祉士国家資格を取得し日
本の介護現場の原動力ともなっている。

　筆者は、2013年3月から4回の訪越（ベトナム）
を経て、実際のＥＰＡ介護士候補者らの育成・養
成に携わっている。第1陣の約120名は、2014年
8月15日から日本の介護現場で働きはじめ、第2陣
約150名もベトナムで研修中であり、その中から日
本語検定試験に合格した者が、来年、日本で働く
予定となっている。さらに第3陣の受け入れも実施
される予定だ。
　しかし、筆者が関わるＥＰＡ事業の枠組で外国
人介護士を受け入れるシステムと、現在、議論され
ている「技能実習制度」の枠組みで受け入れる
仕組みとは大きく異なり、後者の場合には大きな
課題が残される。
　もちろん、介護人材不足対策の１つとして、外
国人介護士に協力を得ることは否定的な立場で
はない。しかし、それには協力国（送り出し側）と、
受け入れ側（日本の介護現場）との「互恵性」の
関係が必須条件と考える。しかも、外国人介護士の
「人権」が保障されることが大前提であり、そうで
なければ単なる人材不足を補う日本側の主張を
貫く結果となってしまう。

（２）技能実習制度の問題点
　現行の「外国人技能実習制度」を、そのまま介
護分野に拡充し外国人介護士を受け入れていく
となれば、一部の介護現場では混乱を招き、なに
よりも「介護」を提供する事業者（社会福祉法人、
ＮＰＯ、株式会社、有限会社）の信用問題に発展
しかねないと予測される。
　実際、農業や漁業、建設業において「外国人
技能実習制度」は多くの問題点を抱え、その解決
策を図ることは言うまでもないが、その糸口が見い
だされていない。このような状況下で、現行のまま

「技能実習制度」を介護分野に取り入れたなら
ば、究極的な対人サービスである介護分野におい
て、一部、「人権」を軽視した労働力を流入させて
しまう危険性がある。
　このようなことから現行の「外国人技能実習制
度」を、そのまま介護分野に拡充することは慎重に
すべきである。
　その意味では、基本的なスタンスは日本人の介
護人材を育成・養成していくことには変わりない
が、一部、外国人介護士に協力を得ることも考え
ていくべきであろう。
　ただし、今後、100万人の介護士のうち、３％～
５％の介護士を外国人介護士に協力を得るにし
ても、10年間で3万人～ 5万人の介護士を受け入
れることになり、毎年3000人～ 5000人の外国人
介護士を育成・養成していかなければならない。
　なお、外国人介護士の受け入れには、最低でも
対象者には一定の日本語教育はもちろん、介護
初任者研修終了（旧ヘルパー2級）が条件と考え
られ、その育成・養成においても大きな課題が残
される。

（３）行方不明となる技能実習生
　具体的に現行の「技能実習制度」の大きな問
題点として、送り出し側における仲介（斡旋）会社
との関連性が考えられる。
　技能実習生らの一部には、送り出しが側の斡
旋会社に多額の資金を支払って、日本に技能実
習生として来日する者もいる。その斡旋会社は、諸
手続きや日本語教育、受け入れ側（日本企業・団
体）との調整を負うことで技能実習生から費用を
徴収する。
　しかも、かつては保証金も技能実習生が負担し
ていたケースもあった。確かに、2009年7月より法
改正により日本側は、送出し側（斡旋会社）が技
能実習生に対して保証金を徴収し、もしくは問題
が生じた際に違約金を定める契約等をすることを
禁止することが定められた。しかし、未だ送り出し
側の斡旋会社への指導・監督が徹底できず、必
ずしも技能実習生による多額の費用負担がなく
なったとはいいがたい。
　そのため、多額の借金をして斡旋会社に費用を
支払い、日本で何年間働いて借金を返済しながら
収入を得る技能研修生もいる。しかも、借金返済の
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見込みがたたない者は、日本国内で失踪してしまう
（図3）。
　ＪＩＴＣＯ（公益財団法人 国際研修協力機構）
が把握しているだけでも多くの技能実習生が失踪
している。例えば、ＥＰＡ関連で外国人介護士を
受け入れているベトナム、インドネシア、フィリピンの３
カ国においては、ベトナムが最も多い。確かに、失
踪には多くの要因が考えられるが、一部に借金の
返済が難しく長期的に働きたい外国人がいること
は事実である。

　仮に、現行のままの「技能実習制度」を介護現
場に取り入れ、毎年、3000 ～ 5000人の外国人
介護士を受け入れたならば、その中には送り出し
側の斡旋会社に多額の資金を支払い、来日する
外国人介護士が一部に生じると予想される。
　しかも、一部に「借金」を背負った介護士が来日
し、返済の見込みができずに途中で失踪する者
が生じる可能性も否定できない。そうなれば、受け
入れた介護事業者は、労働力を確保できないだ
けではなく、「人権」を軽視した事業所となってしまう。

４. 質の低下の懸念

（１）対人サービスの重要性
　少子化にあって日本の全産業における労働力
不足は大きな問題であり、外国人介護士を受け
入れていく方向性は間違った議論ではない。
　しかし、介護や福祉分野は、単に労働力が確保
されればよいというわけではない。そこには「対人
サービス」など「福祉」マインドが求められる。無論、
現在、議論されている「家政婦」「ベビーシッター」
も同様であろう。
　いわば製造業などと違って、介護などの対人
サービスは「人間関係の構築」「職員同士の信頼
関係づくり」などが、他産業と比べより求められる。
その意味では、これらの育成・養成においては、
現行の「技能実習制度」の仕組みでは不十分と
考える。

（２）公的資金の投入
　また、介護分野においては、その多くの事業者は
「介護報酬」などの公的資金（保険料や税）を基
にした資金で介護士らに賃金を支払っている。つ
まり、現行のまま、一部の技能実習生が斡旋会社

に支払う（もしくは返済する）資金は、間接的には
保険料や税金が主体となった賃金から部分的に
支払われることになり、仲介会社などの「市場」に
公的な資金が間接的には流れてしまうことにもな
りかねない。
　その意味では、同じ対人サービスであっても「家
政婦」「ベビーシッター」などの労働市場とは、介護
分野は異なるといえる。

（３）安い労働力の輸入
　そこで、現行の介護士の賃金水準を維持したま
ま、多くの介護人材を確保する方法として、外国
人介護士の受け入れについて議論することができ
る。なぜなら日本の貨幣価値は、東南アジア諸国
と比較してもかなり高く、日本の介護士の賃金水
準でも充分に母国へ仕送りすることができるから
だ。実際、既に日本で働いているインドネシア介護
士達の大部分は賃金の一部を母国の家族に仕
送りしている。
　確かに、ＴＰＰに慎重な意見も多数見られるも
のの５）、結果として全面的に介護分野における外

図３：技能実習生（2 号）の行方不明者数

ＪＩＴＣＯ（公益財団法人 国際研修協力機構）ＨＰより引用
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（１）介護士と内需の拡大
　乗数効果という経済用語を耳にしたことがある
だろうか。数年前、国会で財務大臣が認識不足の
答弁を行い話題となった専門用語である。現政権
の3本の矢の1つである公共事業への投資も乗数
効果をねらっている。
　しかし、昨今、公共事業による乗数効果はそれ
ほど期待できずＧＤＰを増やすどころか、かえって
国債発行を増大させ金利を上げてしまう。その結
果、民間投資を減少させてしまい景気回復には効
果がないと評されることもある。確かに、過去の誤り
を繰り返すだけかもしれない。
　それならば同じ財政出動をするのであれば、福
祉部門へ集中的に投資して福祉サービスを充実
させてはどうだろうか。いわゆる「福祉循環型社会
システム」をめざし、サービスが充実することで福祉
従事者の雇用増大と賃金引き上げによって、内
需経済を活性化させて景気回復につなげるので
ある。
　慢性的に介護士不足が深刻化している昨今、
介護現場では現状のサービス維持すら危ぶまれ
患者や要介護者の生活が不安定となっている。
特に、介護士不足は喫緊の課題となっており、新
設された介護施設では介護士が集まらず開設が
大幅に遅れるといった事態も生じている。平均年

収280万円～ 300万円といった介護士の賃金で
は、夜勤業務や生命を預かる仕事にしては低賃
金化して人材が集まらない。全産業の賃金水準と
比べても介護士の給与は月収ベースで見てもかな
り差がみられる（表7及び表8）。

（２）介護士による内需の牽引
　2012年において約169万人の介護士が現場
で従事している（表6）。しかも、介護職員の年齢

表 6：介護従事者の人数
非常勤 常勤職員

介護職員（施設等） 約 89 万人 約 34 万人
訪問介護員 約 13 万人 約 33 万人
厚労省「第２回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会資料２」
４頁 2014 年 11 月 18 日より作成。

表 7：毎月の給与比較
毎月の給与

産業計 32.4 万円
ホームヘルパー 21.8 万円
施設介護職員 21.8 万円
厚労省「第２回社会保障審議会福祉部会福祉人材確
保専門委員会資料２」８頁2014年11月18日より作成。

表 8：初任給の給与比較
～ 19 歳 20 歳～ 24 歳

産業計 16．1万円 19.2 万円
施設介護職員（男） 15．6万円 17.9 万円
施設介護職員（女） 15．3万円 17.6 万円
厚労省「第２回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会資料２」
８頁2014 年 11月18日より作成。

5. 福祉と公共事業の乗数効果

国人介護士の自由化が日本で認められたならば、
質の高いマンパワーを確保できる保証はなく、むしろ、
「円」を求め安価な外国人労働者が流入し、結果
的に介護サービスの「質」の低下を招きかねない。
もちろん、現在働いている外国人介護士は、「質」
の高い優れた人材が多くサービス水準も高い。しか
し、労働の自由化が進めば、現行の外国人労働
者よりも「質」の低い人達が来日する可能性が考
えられる。

（４）公共性を再確認
　筆者は、繰り返すが外国人労働者を受け入れ
ること自体は否定するつもりはない。しかし、現在
の政府で議論されている外国人介護士の受け

入れの議論は、「公共性」「完全市場」「準市場」
「人権」といった論点が軽視されていると考える。
安易に労働力不足を補う論点が優先され、そのま
ま外国人介護士を受け入れてしまえば、中長期的
には日本社会が自分勝手な論理で外国人労働
者を受け入れ、世界的に批判の的となる危険性も
ある。
　そして、日本人の介護士不足をさらに深刻化さ
せてしまうかもしれない。いわば「介護は外国人の
仕事である」といった意識を日本人に根付かせて
しまい、結果的にはさらなる日本人の介護士不足
を加速化させてしまう。



− 13 −

　2013年国民基礎調査によれば、要介護者
の高齢者と同居している家族の割合が6割を占
め、そのうち主介護者として配偶者が26.2％、子
21.8％、子の配偶者11.2％となっている。ただし、
これらのうち約7割が女性であり59歳未満が約3
割を占めている。しかも、別の厚労省の統計によ
れば介護等を理由に年間約10万人が仕事を辞
めており、その約8割が女性となっている。
　そのため、社会において女性の活用を目指すの
であれば、未だ女性に偏っている育児や介護の
役割を社会で担っていくことは必然的となる。確か
に、男性も育児や介護の責任を果たしていくこと
はいうまでもないが、女性が介護を理由に非正規
職員となることは労働力の減退を招くことになり現
実的ではない。
　しかも、女性の管理職を増やしていくのであれ
ば、50代から増えている介護離職に歯止めをかけ
る意味で、介護サービスの充実も必要不可欠にな

ま　と　め

る。夫が育児や介護に協力的となることを前提と
しながらも、社会的に育児や介護の充実を図らな
ければ完全な女性の社会進出は果たせない。い
わば女性の社会進出を保障する国家は、「高福
祉高負担」といった福祉国家を目指すことに行き
つくことになる。
　数年前、福祉国家の代表ともいえるスウェーデン
を1週間程度視察したのだが、はじめから高福祉
高負担が目指されたのではないと認識した。労働
力不足によって共働き社会に迫られ育児・介護な
どのサービスが社会化されていき、結果的に福祉
国家となっていったのがスウェーデンといえる。
　仮に、日本も完全な男女共同参画社会を成し
遂げるならば、必然的に高福祉高負担の福祉国
家を目指すことにならざるをえない。その意味で、
介護人材をはじめとした福祉マンパワーの雇用施
策は重要である。

注
　１）厚労省職業安定局『一般職業紹介状況（平成26年11月分）について』平成26年12月26日

　２）厚労省「介護の担い手と介護職員の見通し」『第８回今後の介護人材養成の在り方に関する検討会』2010年12月22日。

　３）厚労省「第２回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会資料２」6頁2014年11月18日。

　４）厚労省「社会保障に係わる費用の将来推計の改定について」2012年3月30日。

　５）結城康博・平野智子『介護と看とり』毎日新聞社2011年１１月。

　６）厚労省「第２回社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会資料２」４頁2014年11月18日。

構成は、介護職員（施設等）については30 ～ 49
歳が主流となっているが、訪問介護員において
は、60歳以上が約3割を占めている。また、男女別
に見ると、介護職員（施設等）、訪問介護員いず
れも女性の比率が高く、男性については４０歳未
満が主流であるが、女性については40歳以上の
割合がいずれの職種も過半数を占めている６）。
　なお、公共事業は、今後、外国人技能実習制
度の活用も勧められることから、支払われる賃金
の一部は内需経済の活性化には結びつかず海
外への送金へまわってしまう。

　いっぽう介護従事者に支払われる賃金は、ほ
ぼ100％日本国内で使用されるか貯蓄に回る。そ
の意味でも、少なくとも賃金と個人消費を考えて
公共事業よりも、介護分野に投資したほうが乗数
効果は期待できる。
　しかも、新たな公共事業は、多少、不便さはあっ
ても必要不可欠のインフラとはいえない。しかし、超
高齢化社会においては現役世代においても、親
の介護といった視点から医療・介護サービスは重
要である。介護を「負担」から「内需刺激策」へと
いった発想の転換が求められる。


