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短時間訪問介護員の
労働供給関数の推定

―労働条件の改善は短時間訪問介護員の
労働時間数を増加させるか―

大澤

理沙

いる 3。このような状況を受けて政府は、「介護従事者

Ⅰ . はじめに

等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関す
る法律」（平成 20 年 5 月 28 日法律第 44 号）に基づき、

2009 年に介護報酬のプラス改定 4 と、介護従事者処遇

1. 本研究の目的

改善交付金事業を行った 5。これらの効果を検証する

本研究の目的は、労働条件の改善が短時間訪問介護

ために行われた、厚生労働省『介護職員処遇状況等調

員の労働供給に与える影響を明らかにすることであ

査（2009 年・2010 年）』では、介護従事者の賃金が上

る。このことを明らかにするために、まず短時間訪問

昇したことを示す結果が得られている 6。

介護員に特徴的な労働条件を考慮した労働供給モデル

しかし、介護従事者の賃金の上昇が介護従事者の労

を構築し仮説を得る。そして、この仮説を検証するた

働供給に与える影響は明らかではない。そこで、本研

め個票データを用いて実証分析を行う。モデルにおい

究では介護従事者の賃金等の労働条件の改善が労働供

て考慮する短時間訪問介護員に特徴的な労働条件と

給に与える影響を分析する。本研究では特に介護従事

は、介護サービス提供以外の業務に要する時間（非サ

者のうち訪問介護員の労働供給に焦点をあてて分析を

ービス時間）に対する賃金の支払いの有無である。例

行う。訪問介護員の労働供給を対象にする理由は、介

えば、介護サービス提供場所間の移動時間や介護サー

護サービスの再編 7 により訪問介護員に対する需要が

ビス提供後の報告書の作成時間等である。またここで、

今後より一層高まる 8 反面、訪問介護員数は過去 5 年

訪問介護員とは介護保険法の指定を受けた指定訪問介

間減少傾向にあり、今後訪問介護員の労働供給不足が

護事業所で働き、直接介護サービスを提供する者のこ

懸念されているためである。また本研究では、労働供

とである。訪問介護員のうち、1 日の所定労働時間又

給について、労働時間数を尺度として短時間訪問介

は 1 週間の労働日数が常勤労従事者より少ない者を短

護員の労働供給を分析する。その理由は 2 つある。第

時間訪問介護員とする。

1 に訪問介護員は短時間従事者の比率が高いことと 9、
第 2 に短時間訪問介護員の労働時間数が他の短時間介
護従事者に比べても少ないこと 10 である。これらのこ

2. 本研究の背景

とは短時間訪問介護員の労働時間数を増やすことが、

人口の高齢化は介護需要を高め 、介護サービスの
1

提供を行う介護従事者 2 に対する需要を増大させる。

訪問介護員全体の労働供給を増やす上で重要な役割を
果たすことを示している。

社会保障国民会議（2008）の試算によれば、戦後の

短時間訪問介護員の労働時間数を実証的に分析した

ベビーブーム世代（「団塊の世代」）が 75 歳以上高齢

先行研究では、家族労働供給モデルに基づいて、賃金

者に到達する 2025 年の介護従事者の必要数は、211

に加えて配偶関係や世帯収入が短時間訪問介護員の労

万人から 250 万人であるとしている。その一方で、介

働供給に与える影響を分析している。これらの研究で

護従事者においては有効求人倍率の高さや離職率の高

は賃金の上昇が短時間訪問介護員の労働時間数を減ら

さ等にあらわれる「介護従事者不足」が問題になって

すという分析結果が得られている。そのため、これら
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の研究では、2009 年以降行われている介護従事者処

増加させるのかどうかという点である。第 2 に、賃金

遇改善政策は、短時間訪問介護員の労働供給の増加に

の引き上げはどの程度労働供給を増やすのかどうかと

は逆効果であり、短時間訪問介護員の労働供給を増や

いう点である。第 3 に賃金以外の労働条件としてどの

すためには、「103 万円の壁」と呼ばれる税制・社会

ような要因が労働供給を増やすのかどうかという点で

保障制度上の優遇措置を見直すことが有効であると結

ある。本研究は、この 3 つの疑問を明らかにする。本

論付けている。しかしながら、これらの研究は、税制・

研究の構成は次のとおりである。第 2 章で先行研究や

社会保障制度上の優遇措置を受けない者においても、

統計を踏まえて短時間訪問介護員の労働の特徴を見た

賃金が労働供給を減らす効果を示しており、研究結果

うえで、第 3 章で先行研究をサーベイする。第 4 章で

には疑問の余地がある 。そこで本研究ではベーシッ

は非サービス時間の影響を明示的に取り入れた労働供

クな労働供給モデルをベースに、賃金や賃金以外の労

給モデルを構築し仮説を得る。続く第 5 章で、このモ

働条件が短時間訪問介護員の労働供給に与える影響を

デルに基づいて得られた仮説を検証する。加えて推計

分析する。短時間訪問介護員の労働時間数は一般的な

結果をもとに簡単な試算を行い賃金引上げ政策の効果

短時間労働者に比べても特に短い。また、次章で示す

を検討する。最後に第 6 章では、結果の要約と本分析

通り、短時間訪問介護員は直行直帰型の勤務形態や月

から得られる政策的示唆を述べた後、残された課題を

によって労働時間数にばらつきがあるなど、不安定な

述べる。
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労働であることが指摘されてきた。そのような短時間
訪問介護員の労働の特徴を明示的に考慮して初めて明
らかになる点があると考える。ゆえに本研究では、短
時間訪問介護員の賃金以外の労働条件にも着目して分
析を行う。ここでは賃金以外の労働条件として、非サ

Ⅱ . 短時間訪問介護員の労働供給に
おける特徴
本章では、先行研究や統計を踏まえて短時間訪問介

ービス時間に対する賃金の支払いの有無に注目する。
本研究で明らかにしたいことは次の 3 点である。第

護員の労働供給の特徴を概観する。

1 に賃金の引き上げは短時間訪問介護員の労働供給を

表1

介護サービス別の介護従事者の構成

（1） 訪問介護
（2） 訪問入浴介護
（3） 通所介護
（4） 通所リハビリテーション（老健施設）
（5） 通所リハビリテーション（医療施設）
（6） 短期入所生活介護
（7） 特定施設入居者生活介護
（8） 夜間対応型訪問介護
（9） 認知症対応型通所介護
（10） 小規模多機能型居宅介護
（11） 認知症対応型共同生活介護
（12） 地域密着型特定施設生活介護
（13） 地域密着型施設入所者生活介護
（14） 介護老人福祉施設
（15） 介護老人保健施設
（16） 介護療養型医療施設
総数

（単位：人）

従事者数

うち短時間

常勤換算数

構成比率

労働供給率

［A］

［B］

［C］

384,956
12,759
159,668
27,196
20,278
153,666
60,836
851
18,631
23,395
129,688
1,285
4,022
205,879
108,607
31,284

285,283
6,697
74,307
7,106
6,638
30,177
17,458
394
7,948
8,553
38,293
266
838
42,282
14,638
3,902

80,060
2,325
37,678
4,334
3,724
11,784
9,634
130
3,717
4,024
18,893
131
455
24,562
8,709
2,142

74.1%
52.5%
46.5%
26.1%
32.7%
19.6%
28.7%
46.3%
42.7%
36.6%
29.5%
20.7%
20.8%
20.5%
13.5%
12.5%

28.1%
34.7%
50.7%
61.0%
56.1%
39.0%
55.2%
33.0%
46.8%
47.0%
49.3%
49.2%
54.3%
58.1%
59.5%
54.9%

1,343,001

544,780

212,302

40.6%

39.0%

［B］
／
［A］ ［C］
／
［B］

出所：『平成 21 年介護サービス施設・事業所調査』をもとに筆者作成。
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1. 短時間訪問介護員の労働供給

短時間訪問介護員の労働時間数が短時間介護職員と同
程度となった場合、2025 年における訪問介護員の必

ここでは、統計をもとに訪問介護員において短時間

要数は、40 万人近く低く抑えることができるという

訪問介護員が多く、短時間訪問介護員の労働供給率が

ことになる。今後は人口高齢化の進展により労働力人

低いことを確認した上で、短時間訪問介護員の労働時

口が減少していくため、短時間訪問介護員の労働供給

間数の増加が訪問介護員の労働供給の増加にとって重

率を高めることが、将来の介護労働供給の保持・増大

要な役割を果たすことを示す。ここで、労働供給率と

にとって重要となると言える。

は、常勤従事者 1 人当たりの労働時間数を 1 とした場
合の短時間従事者 1 人当たりの労働時間数である。
はじめに、訪問介護員において短時間従事者の占め
る割合が高いことを確認する。表 1 には、介護サービ
ス別の介護従事者の構成が示されている。表 1 の［A］、
［B］は、それぞれ介護サービス別の介護従事者数総数

2. 短時間訪問介護員の労働条件の特徴
ここでは、短時間訪問介護員の労働条件の特徴を先
行研究と個票データの単純集計から明らかにする。

1994 年 に 策 定 さ れ た 新 ゴ ー ル ド プ ラ ン で は、 訪

と介護従事者のうち短時間従事者数が示されている。

問介護員（介護保険制度以前はホームヘルパー）の

最も多いのはどちらも訪問介護員で、従事者数総数

目標が 2000 年で 17 万人であった。目標値を設定し

（1））と短時間従事者数 285,283
384,956 人（表 1［A］
人（表 1［B］
（1））である。従事者数のうち短時間従事
者が占める割合を示しているのが表中［B］／［A］であ
る。それを見ると、最も高いのが訪問介護の 74.1% と

た こ と は、 訪 問 介 護 員 の 労 働 供 給 へ の 関 心 を 高 め
た 13。新ゴールドプランの策定以降、訪問介護員の
養成が進み、訪問介護員の規模が拡大したが、その
内容は「日本ではホームヘルプ労働に対する低い社

なっており、他の介護サービスと大きな差があること

会的評価をベースに、その専門的役割がこれまで正

がわかる。

当に評価されてこなかったうえに、大半が女性、し

次に短時間訪問介護員の労働供給率が低いことを確
認する。表 1 の［C］には短時間介護従事者の常勤換算

かも主婦のパートであるという状況も反映して、劣
悪な労働条件と不安定な待遇のまま放置されてきた。」

従事者数が示されている。常勤換算従事者数とは、短

（ 伊 藤（2003）） と 指 摘 さ れ て い る よ う に、 多 く が

時間従事者について、その職務に従事した 1 週間の勤

短時間従事者によって占められる不安定なものであ

務時間を当該施設（事業所）の常勤者の通常の 1 週間

った。また、短時間訪問介護員については「賃金面

の勤務時間で除し、小数点以下第 1 位で四捨五入した

で は、 パ ー ト の ヘ ル パ ー の 賃 金 の 大 半 が 時 間 給 の

数である。これを訪問介護について見ると、短時間訪

形態をとっているが、利用者宅への移動時間や待機

問介護員の延べ勤務時間が、常勤訪問介護員 80,060

時 間、 さ ら に は 報 告 書 の 記 入 時 間 等 の 業 務 に 対 し

人分の勤務時間であったことがわかる。短時間従事者

て 賃 金 が 支 払 わ れ な い ケ ー ス が 多 く、 こ れ ら の 拘

数の常勤換算数［C］を短時間従事者［B］で除して得た

束時間を入れて計算すると時間給はさらに低くなる。」

値が労働供給率［C］／［B］である。これを見ると、最
も低いのが訪問介護の 28.1% である。全体としては、

（伊藤（2003））とあるように、他の短時間介護従事
者とは異なる特徴を持つことが指摘されている。

訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護などの

まず、このような短時間労働を訪問介護サービスの

訪問系の介護サービスで低い値を示す一方、介護老人

特徴から見ていく。表 2 は訪問介護サービスの提供時

福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設な

間ごとの利用回数を表している。これによれば、1 時

どの施設系サービスで高い値を示す傾向がある。
最後に、社会保障国民会議（2008）の試算をもとに、
短時間訪問介護員の労働時間数の増加が訪問介護員の
労働供給の増加にとって重要な役割を果たすことを示

間未満のサービスは全体の 6 割以上を占めており、30
分未満のサービスが 3 割以上を占めていることがわか
る。
次に、短時間訪問介護員の労働が不安定であること

す。社会保障国民会議（2008）では、2025 年の介護

を検討する。表 3 は、短時間訪問介護員の労働時間数

従事者数の必要数をいくつかのシナリオを設定し試算

が最も多い月と最も少ない月との差を階級別に示した

を行っている。これによれば、介護サービスの再編を

ものである。これによれば、労働時間数が最も多い月

進めた場合、2025 年に必要とされる訪問介護員数は

と最も少ない月との差が 30 時間以上の者が全体の半

915,964 万人である。それに対して、労働条件の改善

数以上を占めていることがわかる。表 4 は、利用者の

などによって短時間訪問介護員の労働時間が、短時間

都合によるキャンセルが発生した場合の賃金の支払い

介護職員並みに増えた場合、必要とされる訪問介護員

について表している。これによれば、過去 1 年間に当

数は 525,136 万人となるとしている 。このことから、

日キャンセルがあったものが約 8 割であり、補償がな

12
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表2

サービス提供時間ごとの利用回数

（単位：千回）

身体介護 30 分未満
身体介護 30 分以上 1 時間未満
生活援助 30 分以上 1 時間未満
上記以外
総数

利用回数

構成比

54,553
20,503
30,697
66,510
172,263

31.7%
11.9%
17.8%
38.6%
100.0%

出所：厚生労働省（2010）『平成 22 年度介護給付費実態調査』より筆者作成。
表3

労働時間数の最も多い月と最も少ない月との差

（単位：人）

非定型

10 時間未満
10 時間以上 20 時間未満
20 時間以上 30 時間未満
30 時間以上 40 時間未満
40 時間以上 50 時間未満
50 時間以上 60 時間未満
60 時間以上 70 時間未満
70 時間以上

割合

131
239
296
247
194
119
62
87
1,375

合計

9.5%
17.4%
21.5%
18.0%
14.1%
8.7%
4.5%
6.3%
100.0%

出所：（財）介護労働安定センター「平成 18 年介護労働実態調査」労働者票より筆者作成。
表4

キャンセルにかかわる賃金の支払い

（単位：人）

非定型
過去 1 年間に事業所・利用者の都合での当日キャンセルはなかった
特に補償はなかった
支払われる予定の 30％未満の補償があった
支払われる予定の 30％以上 60％未満の補償があった
支払われる予定の 60％以上の補償があった
その他
合計

割合

375
845
85
209
139
166
1,819

20.6%
46.5%
4.7%
11.5%
7.6%
9.1%
100.0%

出所：（財）介護労働安定センター「平成 18 年介護労働実態調査」労働者票より筆者作成。
表5

非サービス時間に対する賃金の支払い

研修・講習時間
全部支払っている
一部支払っている
支払っていない
総数

（単位：事業所）

移動時間

報告書作成時間

待機時間

752
651
501

39%
34%
26%

452
435
1,028

24%
23%
54%

437
352
1,051

24%
19%
57%

199
290
1,317

11%
16%
73%

1,904

100%

1,915

100%

1,840

100%

1,806

100%

出所：（財）介護労働安定センター「平成 18 年介護労働実態調査」事業所票より筆者作成。
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かったものがほぼ半数である。

給の影響は小さい。第 2 に、労働時間数に対する賃金

最後に非サービス時間に対する賃金の支払いについ

の影響は小さいかあるいは影響が明らかではないかで

て見ていく。表 5 には、4 種類の非サービス時間に対

ある。賃金弾力性はほとんどの研究で 0.3 程度である

する賃金の支払いについて示されている。これによれ

ことが明らかにされている。第 3 に、賃金の影響につ

ば、研修・講習時間については、8 割近い事業所にお

いてわずかな研究が、労働供給の後方屈曲を確認して

いて何らかの賃金の支払いがあることがわかる。一方

いる。第 4 に、配偶者の所得が高いことは看護師の労

で、移動時間、報告書作成時間については、半数以上

働時間を減らすことである。

が全く支払っていないと回答している。非サービス時
間に対する賃金の支払いがないことは、短時間訪問介
護員の実質的な賃金を減少させるため、労働供給に影
響を与えると考えられる。

2. 介護従事者の労働時間数の決定要因に関する
研究
介護保険制度以降の訪問介護員の労働供給を実証的

Ⅲ . 先行研究

に分析した研究に鈴木（2010）、岸田・谷垣（2011）
がある。
鈴木（2010）では短時間介護労働者の労働時間数の

ここでは、短時間訪問介護員の労働時間数の決定要

決定要因を明らかにするため、
（財）介護労働安定セン

因を分析する前に関連する先行研究をサーベイする。

ターが 2006 年に実施した「平成 18 年度介護労働実態

介護保険制度下の訪問介護員の労働時間数を分析した

調査」労働者票を用いて、労働供給関数の推定を行っ

研究 としてはすでに、鈴木（2009）岸田・谷垣（2011）

ている。週当たり労働時間数を被説明変数とした回帰

14

がある ものの、十分な蓄積があるとはいえない状況

分析の結果、賃金弾力性が− 0.336 と推計された。こ

である。そのためここでは、訪問介護員同様、医療福

のように賃金の上昇が労働時間数を減少させるという

祉サービスの供給者である看護師の労働供給に関する

結果が得られた理由として、税制上の優遇措置を挙げ

先行研究をサーベイする。

ている。

15

さらに鈴木（2010）では、配偶者控除等の税制上

1. 看護師の労働時間数の決定要因に関する研究

の優遇措置を受けるため労働時間数を抑制しているた
めであるという仮説を設定し、2 つの分析による検証

看護師の労働供給については Shields（2004）が詳

を行っている。1 つ目は税制や社会保障制度の影響を

細なサーベイを行っている。ここでは、1990 年代以

受けやすいと考えられる既婚者とそれ以外のサンプル

降のアメリカにおける、看護師を対象とした先行研

とに分けた分析である。その結果、未婚・離死別にお

究をサーベイする。まず、賃金が労働時間数に与え

いても既婚よりは賃金弾力性の絶対値は小さいものの

る影響について見ていく。Postal questionnaire to RNs

マイナスの値に推計された。2 つ目は、年収が税制上

in Chicago, St. Louis and Kansas City（1981, 1989;
individual-level） を 用 い た Ault and Rutman（1994）

の優遇措置が受けられる基準となる 103 万・130 万円
となると考えられる月収 10 万円を境に賃金弾性値が

では、賃金と労働時間数との間に統計的に有意な関

異なるか否かを分析している。その結果、月収 10 万

係があることは明らかではなかったとしている。ま

円超サンプルにおいても同様に負で有意であった。こ

た US National Sample Surveys of Resistered Nurses

のことについて鈴木（2010）では、「企業の扶養手当

（1992, 1996, 2000; individual-level） を 用 い た Chiha

等に反応している、同居家族や夫の所得があることに

and Link（2003）でも同様の結論を得ている。一方正

よる所得効果が大きい、保育所などの労働をバックア

の関係があるものの、賃金弾力性が小さいという結論

ップする仕組みの整備が遅れているといったことが考

を得ているのは、
Phillips（1995）、Askildsen et al（2003）

えられるが、本人収入以外の世帯情報が得られない本

である。弾性値はそれぞれ、1.5%、2.0% となってい

稿のデータでは、これ以上、分析を進めることができ

る。このことは、賃金の引き上げによって看護師の労

ない。」（p. 437）と解釈している。

働時間数を増加させるためには、十分大きな賃金の引

短時間訪問介護員が税制上の優遇措置を受けるため

き上げが必要となることを示唆している。これらの研

労働時間数を抑制していることについて、岸田・谷垣

究から得られた知見は以下の 4 つにまとめることがで

（2011）では独自のアンケート調査によって明らかにし

きる。第 1 に労働時間数を 1 日あたり、1 週間当たり、

ている。それによれば、短時間訪問介護員うち 36.8%

1 年間当たりとするかによって、弾性値は異なること
である。特に 1 週間あたりの労働時間数に対する時間

が労働時間数を調整していると回答している。さらに
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岸田・谷垣（2011）においてアンケート結果をもとに、

労働時間数を被説明変数とした重回帰分析を行ってい
る。その結果賃金弾力性は− 0.577 となっており、鈴
木（2010）同様負の値を示している。説明変数のうち
配偶者の年収をカテゴリー化したダミー変数について
みてみると、配偶者なしを基準とした場合 200 万円以
上で有意にマイナスの偏回帰係数を得ている。

3. 本研究の位置づけ
日本の短時間訪問介護員の労働供給に関する分析を
おこなった鈴木（2010）、岸田・谷垣（2011）によっ

Ⅳ . モデル
ここでは、ベーシックな労働供給モデルを用いて仮
説を得る（Killingworth, M. and Heckman, J.（1986）、
Blundell and McCurdy（1999））。個々の訪問介護員は
（1）式に示される効用関数を（2）、（3）の制約のもと
最大化する。効用関数は、消費 C と余暇 l によって構
成される。（2）は予算制約を表している。p は消費財
の価格、I は非労働所得、L は労働時間、ρは労働時間
に占める賃金の支払いの対象とならない業務時間の割

て得られている知見は次の 3 つである。第 1 に、賃金

合である。（3）は時間制約を表している。T は総利用

の上昇は労働供給を減らすこと、第 2 に配偶者の所得

可能時間である。

が労働供給を減らすこと、第 3 に税制上の優遇措置を
受けるため労働時間数を抑制していることである。
しかし、税制上の優遇措置の影響を受けにくい既婚
者以外のサンプルにおいても賃金弾力性が負の値をと

U = C・l,
(1 − ρ)wL + I = pC,
T = L + l.

（1）
（2）
（3）

っていることから、税制上の優遇措置という要因のみ
により賃金弾性値が負であることを説明することには

（1）式を（2）、（3）から（4）が得られる。

議論の余地がある。さらに税制の優遇措置を受けるた
めに労働時間数を抑制している者が全体の 4 割未満で
あることから、短時間訪問介護員全体の賃金弾性値が

L=

(1 − ρ)wT − I
．
2(1 − ρ)w

（4）

負であることについても同様である。
また先行研究では賃金の値が負であることを明らか

（4）式より、以下の関係が導かれる。

にしているが、問題関心として介護労働供給の拡大を
挙げているにもかかわらず、労働供給を増加させる要
因については分析を行っていない。ただし、岸田・谷
垣（2011）では実労働時間数を希望労働時間数にす
るためにサービス提供責任者の雇用管理能力を高める
ことは効果があるとしている。
本研究では以下 3 点によって、先行研究に新たな知

∂L
＞ 0．
∂w

（5）

∂L
＜ 0．
∂I

（6）

∂L
＜ 0．
∂ρ

（7）

見を加えるものである。第 1 に、介護労働供給に影響
を与える要因として、賃金以外の労働条件に着目する。

以上のモデルから労働時間に関して以下のインプリ

これまでの研究では、労働経済学の知見に基づいた分

ケーションが得られる。第 1 に、賃金が上がると労働

析を行っているものの、一般的な労働者とは異なる短

時間が増えること、第 2 に非労働所得が増えると労働

時間訪問介護員の労働供給における特徴が十分に考慮

供給が減ること、第 3 に労働時間に占める賃金の支払

されていなかった。そこで本研究では、介護サービス

いの対象とならない業務時間の割合が高まると労働供

提供以外の業務時間に対する賃金の支払いの有無が労

給が減ることである。

働供給に与える影響を分析する。
第 2 に推計モデルの改良を行う。これまでの分析で
は線形モデルを用いていたが、本研究では混合効果モ
デルを用いた分析を行う。
第 3 に推計結果をもとに、2009 年における介護従者
の賃金の引き上げを通じた労働供給増加政策の検証の
ため簡単な試算を行う。

Ⅴ . 実証分析
ここでは、モデル分析によって得られた知見をもと
に実証分析を行う。検証する仮説は 2 つある。第 1 に、
賃金の上昇は労働供給を高める。第 2 に賃金の支払い
の対象とならない業務時間が増えるほど、労働供給は
減るという仮説である。
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教育・研修状況などの情報を得ることができる。職種

1. 推定モデル

別・就業形態別の平均的な介護労働者の特性を得るた

以下の労働供給関数について推定する。労働時間数

めには、第 2 のデータを用いた。第 2 のデータは、介

が賃金と労働条件によって説明されるモデルを考え

護事業所ごとの介護業務従事者の個別状況データ（問

る。個人属性と事業所属性はコントロール変数である。

23）である。介護事業所ごとに、2006 年 7 月におけ
る介護従事者の中から 20 名を選んで、介護従事者の

（8）

個別状況を管理者が回答している。このデータは介護

（9）

従事者の賃金、労働時間、属性、就業形態、保有資格

Lij = β0 + β1wij + β2 Xij + εij
β0 j = γ00 + γ01ρj + γ02 Zj + u0 j

などについて知ることができる。ここでは、介護事業
ここで、添え字は訪問介護員、j は訪問介護事業所

所の特性を知るために第 1 のデータを用い、それぞれ

である。L は労働時間数、w は賃金率、X は個人属性、

の介護事業所における平均的な介護従事者の特性を得

ρは労働条件、Z は事業所属性である。ここでは固定

るために第 2 のデータを用いた 17。

効果とランダム効果の両方を含む混合効果モデルを用
いて推計を行う 16。切片のみにランダム効果を設定す
る。つまり、切片に事業所間に差があると仮定する。

u0 j はランダム効果、 εij は攪乱項である。 γ00 は切片は
全体平均を示している。

（2）被説明変数

i 労働時間数：L
被説明変数として 1 ヶ月間の労働時間数を用いる。
1 か月間の労働時間数は、「平成 18 年 7 月 1 か月間の
実際に働いた労働時間数を記入してください。」と質

Lij = γ00 + γ01ρj + γ02 Zj + β1wij +
β2 Xij + u0 j + εij

問されている。分析には、実労働時間数が所定内労働
（10）

時間数と同じかあるいはそれよりも少ないサンプルの
みを用いている。

（11）を（10）に代入して（12）を得る。前半部のγ00、γ01ρj、

γ02 Zj、 β1wij、 β2 Xij は固定効果である。後半部の u0 j が
事業所レベルのランダム切片効果、εij が事業所内の訪
問介護員個人レベルのランダム効果を表している。こ
のモデルは切片のみに混合効果を設定しているので、

（3）説明変数
ⅰ

賃金：w

賃金を表す変数として、時間給を用いる。時間給は
次のようにしてたずねている。「賃金の支払い形態が

回帰係数は事業所間で一定であると仮定している。推

時間給の者の平成 18 年 7 月における 1 時間以内の所定

定方法は最尤推定法による。

内賃金です。業務が変わることなどにより単価が異な
る場合は、7 月 1 カ月の大体の平均を記入してくださ

2. 使用するデータと変数
（1）使用するデータ

い。」である。ここでは、短時間訪問介護員のうち賃
金の支払が時間給であると答えたもののみを分析対象
とし、日給や月給の者は分析から除外する。その理由

本研究で用いるデータは、（財）介護労働安定セン

は、収入を労働時間で除することで得た賃金にはバイ

ター『平成 18 年介護労働実態調査』事業所票である。

アスがあるためである（Borjas（1980））。モデル分析

この調査は、独立行政法人福祉医療機構の WAMNET

から、予想される偏回帰係数の符号は正である。

「介護保険事業者名簿（2006 年 10 月 1 日現在）」に記
労働条件：ρ

載された介護保険指定介護サービス事業を実施する

ⅱ

介護事業所のうちから無作為に約 1 ／2 の介護事業所

賃金以外の労働条件として、介護サービス提供以外

を抽出して、問 1 から問 23 までの質問項目からなる

の業務時間に対する賃金の支払いの有無を用いる。介

調査を実施したものである。2006 年度の有効回答は

護サービス提供以外の業務時間としては、研修時間、

11,627 介護事業所であった。毎年調査を実施してい
るが、毎回の調査でサンプルが替わる repeated crosssectional survey である。
分析では 2 種類のデータセットを結合させたものを
使用した。第 1 のデータは、介護事業所の特性に関す
るデータ（問 1 〜問 23）である。このデータは、介護

移動時間、報告書の作成時間、待機時間を用いる。そ

事業所ごとに、職種別・就業形態別の離職者数や在籍

対して賃金の支払いがある場合に 1、それ以外の場合

者数、提供する介護サービス事業の種類、法人特性、

に 0 をとるダミー変数である。研修時間一部支払いダ
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れぞれに対する賃金の支払いについては、介護サービ
ス提供以外の業務時間のすべてに対して賃金の支払い
がある場合と、一部支払いがある場合と、支払いがな
い場合とに分けられる。
研修時間全て支払いダミーは、研修時間のすべてに

ミーは、研修時間の一部に賃金が支払われる場合に 1、

ある場合に 0 をとるダミー変数、保有資格については、

それ以外の場合に 0 をとるダミー変数である。また研

介護福祉士資格、訪問介護員 1 級を保有している場合

修時間支払いなしダミーは研修時間に対する賃金の支

に 1、保有していない場合に 0 をとるダミー変数を用

払いがない場合に 1、それ以外の場合に 0 をとるダミ

いる。

ー変数である。その他、移動時間、報告書作成時間、
事業所属性：Z

待機時間についても同様のダミー変数を用いている。

ⅳ

予想される偏回帰係数の符号は、全て支払いありダミ

事業所属性に関する変数として他事業所の有無と、

ーをレファレンスとした場合、一部支払ダミーあるい

訪問介護以外のサービスの実施の有無を用いる。他事

は支払いなしダミーがマイナスである。

業所ありダミーは、当該事業所の他に同一法人による
事業所がある場合に 1、ない場合に 0 をとるダミー変

ⅲ

個人属性：X

数である。他サービス実施ダミーは、訪問介護以外に

コントロール変数として個人属性に関する変数を用
いる。個人属性として、性別、年齢、勤続年数、保有

介護サービスを実施いる場合に 1、実施していない場
合に 0 をとるダミー変数である。

資格を用いる。性別は、男性である場合に 1、女性で

表6

記述統計量

変数

観測数

平均値

標準偏差

最小値

最大値

5,184

52.86

34.59

1.00

207.00

5,303
5,303
4,965

1,291.79
1,747.32
70.05

280.40
901.55
42.65

700.00
490.00
10.00

3,000.00
9,000.00
250.00

5,303
5,303
5,303
5,303
5,303
5,303
5,303
5,303

0.38
0.35
0.19
0.24
0.21
0.16
0.09
0.15

0.49
0.48
0.40
0.43
0.41
0.36
0.28
0.35

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

5,076
5,303
5,303
5,303
5,303
5,303
5,303
5,303
5,303

0.02
49.12
2,503.56
2.60
11.42
0.08
0.04
0.86
0.00

0.13
9.52
891.46
2.16
20.53
0.27
0.20
0.34
0.05

0.00
19.00
361.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.00
64.00
4,096.00
19.00
361.00
1.00
1.00
1.00
1.00

5,303
5,233
5,303

37.01
0.50
0.13

28.76
0.50
0.34

3.00
0.00
0.00

208.00
1.00
1.00

労働時間数
実労働時間数（時間）
賃金
賃金率（円）
賃金率二乗／1000
月収（千円）
労働条件
研修：全て支払い
研修：一部支払い
移動：全て支払い
移動：一部支払い
報告書：全て支払い
報告書：一部支払い
待機：全て支払い
待機：一部支払い
個人属性
男性
年齢（歳）
年齢二乗
勤務年数（年）
勤務年数二乗
保有資格：介護福祉士
保有資格：訪問介護員 1 級
保有資格：訪問介護員 2 級
保有資格：訪問介護員 3 級
事業所属性
事業所の従業員数（人）
他事業所あり
他サービス実施

出所：（財）介護労働安定センター『平成 18 年介護労働実態調査』事業所票より筆者作成。
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表7

2012.3

短時間訪問介護員の労働時間数の推計結果

推計 1
賃金率

−0.015
−1.43

賃金率二乗
研修：一部支払い
研修：支払いなし
移動：全て支払い
移動：一部支払い
報告書：全て支払い
報告書：一部支払い
待機：全て支払い
待機：一部支払い

0.001
0.18
−1.166
−0.93
4.057
2.40
7.287
4.77
−3.661
−2.63
2.478
1.56
4.186
2.64
2.517
1.22
−4.807
−3.01

**

推計 2

推計 3

推計 4

推計 5

0.054 ***
3.02
−0.019 ***
−3.66
1.237
0.38
0.725
0.24

0.054 ***
3.03
−0.019 ***
−3.67

0.054 ***
3.03
−0.019 ***
−3.67

0.054 ***
3.03
−0.019 ***
−3.67

***

8.761 ***
2.78
−4.512
−1.49

***

5.853 ***
1.79
2.417
0.68
7.074 *
1.90
−0.186
−0.05

***
続く

（4）記述統計量
ここでは、推計に入る前に変数について概観する。

である。これは短時間訪問介護員のほとんどが女性で
あることを示している。事業所属性では、他サービス

表 6 には、記述統計量が示されている。短時間訪問介

実施ダミーの平均値が 0.13 であることから、ほとん

護員の 1 カ月当たりの実労働時間数は最小で 1 カ月当

どの介護事業所では訪問介護サービスのみを行ってい

たり 1 時間から最大で 207 時間まで広く分布している

ることがわかる。

ことがわかる。平均値は 52 時間程度で、1 週間当た
りの労働時間数に換算すると 12 時間程度となる。次
に賃金については、700 円から 3,000 円の間に分布し、

3. 推計結果

平均値は 1,280 円程度となっている。1 カ月当たりの

ここでは、短時間訪問介護員の労働供給関数の推計

税込の月収を見てみると、1 万円から 25 万円の間に分

結果を見ていく。表 7 には短時間訪問介護員の労働供

布し、平均は 7 万円程度となっている。

給関数の推計結果が示されている。まず推計 1 では最

賃金以外の労働条件について見てみる。まず研修時

小二乗法による推定を行った。その結果、賃金につい

間については、全て支払いが 4 割弱、一部支払いを含

ては統計的に有意な結果は得られなかった。次に推計

めると 7 割以上の者が研修時間に対する賃金の支払い
てみると、全て支払いが役割 2 割、一部支払いと合わ

2 〜推計 5 では最尤法による推定を行っている。まず
賃金率の偏回帰係数については推計 2 〜推計 5 まで同
じく 0.054 と 1% 水準で統計的に有意な値が得られて

せても半数に満たないことがわかる。また報告書作成

いる。労働条件では、研修時間一部支払いダミーと研

時間でも同様の傾向があると言える。待機時間につい

修時間支払なしダミーのどちらも統計的に有意な結果

ては、全て支払いは 1 割にも満たない。一部支払いと

は得られなかった。移動時間、報告書作成時間、待機

があることが読み取れる。次に、移動時間について見

合わせても 2 割程度である。これはそもそも短時間訪

時間については、それぞれ全て支払いダミーが統計的

問介護員において待機時間が発生しないような勤務が

に有意にプラスの偏回帰係数が得られている。一部支

行われていることを示しているとも言える。

払いダミーについては統計的に有意な結果が得られて

個人属性では、男性の割合が極端に低く全体の 2%
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いない。

続き

推計 1
男性
年齢
年齢二乗
勤務年数
勤務年数二乗
介護福祉士
訪問介護員 1 級
他事業所あり
他サービス実施
定数

Adj R-squared
F値
Log pseudo likelihood
観測数
推定方法

2.820
0.57
−0.912
−1.70
0.009
1.58
4.372
6.56
−0.414
−5.61
7.817
3.78
8.019
2.19
5.072
4.41
6.018
4.00
80.761
5.37

推計 2

*

***
***
***
**
***
***
***

推計 3

推計 4

推計 5

−3.725

−3.728

−3.726

−3.739

−0.72

−0.72

−0.72

−0.72

−0.600

−0.600

−0.600

−0.600

−1.14

−1.14

−1.14

−1.14

0.007
1.27
4.562
4.01
−0.422
−3.24
4.620
2.11
9.173
3.38
5.330
2.08
10.090
2.61
16.666
1.03

0.007
1.27
4.564
4.01
−0.422
−3.24
4.619
2.11
9.173
3.38
5.517
2.14
9.975
2.69
16.476
1.01

0.007
1.27
4.562
4.01
−0.422
−3.24
4.621
2.11
9.169
3.37
4.750
1.82
9.963
2.56
15.778
0.97

0.007
1.27
4.563
4.01
−0.422
−3.24
4.615
2.10
9.172
3.38
5.038
1.89
10.355
2.70
16.630
1.02

***
***
**
***
**
***

***
***
**
***
**
***

***
***
**
***

**

***
***
**
***
*
***

0.075
14.59 ***
−7135292

−7135063

−7135231

−7135247

4,959

4,906

4,906

4,906

4,906

最小二乗法

最尤推定法

最尤推定法

最尤推定法

最尤推定法

被説明変数は、1 カ月当たりの労働時間数。
注：***: p<0.01、**: p<0.05、*: p<0.1 を表す。下段は t 値を表す。
出所：（財）介護労働安定センター『平成 18 年介護労働実態調査』事業所票の分析結果より筆者作成。

4. 考察
前節では賃金や賃金以外の労働条件の改善が短時間

の労働供給を増やす効果がある可能性を示している。
賃金の偏回帰係数の値が 0.054 を示していることから、
賃金率の上昇にともなって、労働時間数が増加するこ

訪問介護員の労働供給を増加させるという仮説を検証

とがわかる。一方、賃金率の 2 乗項の偏回帰係数が統

するため、短時間訪問介護員の労働供給関数の推定を

計的に有意にマイナスの符号を表していることから、

行った。ここでは推計結果の考察と、推計結果にもと

賃金の上昇はある水準までは労働時間数を増加させる

づく簡単な試算を行う。

が、ある水準を超えると反対に労働時間数を減らすこ
とを意味している。これはある水準を境に賃金の上昇

（1）推定結果の考察

の所得効果が代替効果を上回るためであると考えられ

推計結果は、労働条件の改善が非常勤訪問介護員の

る。その符号が変わる賃金水準は、推計結果から 2,842

労働供給を増加させるという仮説を支持している。以

円と計算される。多くの短時間訪問介護員の賃金率が

下にその論拠を述べる。

2,842 円よりも低いことから、ほとんどの短時間訪問

まず賃金については、推計 1 を除く推計 2 〜推計 5
において統計的に有意にプラスの偏回帰係数が得られ
ている。このことは、賃金の上昇が短時間訪問介護員

介護員にとって、賃金の引き上げは労働時間数を増加
するものとなりうると言える。
次に賃金以外の労働条件について見ていく。賃金以
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表8

2012.3

短時間訪問介護員の労働供給に関する試算

［1］ 短時間訪問介護員数（人）
［2］ 平均時間当たり賃金（円）
［3］ 平均労働時間数（時間）
［4］ 平均月収（円）
［5］ 総労働時間数（千時間）
［6］ 総賃金（億円）

現在

試算 1

試算 2

［B］
−
［A ］

［C］
−
［A ］

［A］

［B］

［C］

［D］

［E］

285,283
1,290
52
67,080
14,835
191

269,727
1,340
55
73,700
14,835
198

123,623
2,550
120
306,000
14,835
378

−15,556

−161,660

50
3
6,620
19,399
6

1,260
68
238,920
0
187

出所：推計結果をもとに筆者作成。

外の労働条件として、非サービス時間に対する賃金の

介護の交付率が 4.0% であることによる。この交付金

支払いの有無を変数とした回帰分析を行った。推計の

はすべてが賃金に充てられることから、賃金は 4.0%

結果、非サービス時間として、移動時間、報告書作成

上昇すると考えられる。試算 2 は訪問介護員の労働時

時間、待機時間のすべてに対して賃金の支払いがある

間数が介護職員並みの 120 時間になった場合である。

場合に 1 をとるダミー変数がプラスで統計的に有意な

ここから、次のことがわかる。賃金の 4.0% の上昇は、

偏回帰係数が得られている。このことは、移動時間、

短時間訪問介護員の 1 カ月当たり労働時間数を 3 時間

報告書作成時間、待機時間のすべてに対して賃金の支

増加させることがわかる。そのことは、同じ量の介護

払いがある場合、それらの非サービス時間に対して賃

労働供給に必要な短時間訪問介護員数を 15,556 人減

金の支払いがない場合に比べて、労働時間が長くなる

らすことができる。試算 2 では、労働時間数を 120 時

傾向があることを示している。ただし、一部支払いあ

間にするのに必要な時間給は 2,550 円である。

りについては統計的に有意な結果は得られていない。

以上の試算から賃金の上昇は労働供給の増加をもた

一方、研修時間に関しては、一部支払いあり及び支払

らすが、そのためには大幅な人件費の拡大が必要とな

いなしについていずれも、統計的に有意な結果は得ら

ることが言える。

れていない。これは、移動時間や報告書作成時間、待
機時間というものが介護サービスの提供に必ず付随す
るものであり、業務時間の中に一定の割合を占めるも
のであるのに対し、研修時間は業務時間に占める割合
が低いためであると考えられる。
（2）推定結果を用いた試算

Ⅵ . まとめ
1. 本研究で明らかになったこと
本研究では、労働条件の改善が短時間訪問介護員の

ここでは、推定結果をもとに短時間訪問介護員の労

労働供給を増加させるかを明らかにするため、短時間

働供給に関する簡単な試算を行う。試算の手順は次

訪問介護員の労働供給関数の推定をおこなった。分析

の通りである。まず短時間訪問介護員の労働供給を、

の結果、次のことが明らかとなった。第 1 に、賃金の

2009 年の短時間訪問介護員数（厚生労働省『平成 21
年介護サービス施設・事業所調査』）（表 7［1］）に短
時間訪問介護員の 1 カ月当たり平均労働時間数（（財）
『平成 18 年介護労働実態調査』事業者票）（表 7［3］）

上昇は短時間訪問介護員の労働時間数を増加させるこ

を乗じることで、短時間訪問介護員の総労働供給を求

提供以外の業務時間に対する賃金の支払いがあること

とである。より具体的には、短時間訪問介護員の時間
給が 100 円上がると、1 カ月間の労働時間数が 5.4 時
間増えることを明らかにした。第 2 に、介護サービス

める（表 7［5］）。次に試算 1、試算 2 では推計結果を

が、短時間訪問介護員の労働供給を増やすことである。

もとにそれぞれの賃金に対応する 1 カ月当たりの労働

第 3 に、分析結果をもとに簡単な試算を行ったところ、

時間数を算出する。次に、総労働時間数を労働時間数

短時間訪問介護員の 1 カ月当たり労働時間数を介護職

で割ることで短時間訪問介護員数を得る。月収と総賃

員並みにするために必要な時間当たり賃金は、2,550

金は参考である。

円となることがわかった。これは短時間訪問介護員の

試算は 2 つである。まず、試算 1 は、短時間訪問介

平均賃金率のほぼ 2 倍である。

護員の時間当たり賃金が 4.0% 上昇した場合の試算で

以上のことから政策的示唆として次のことが導かれ

ある。これは介護従事者処遇改善交付金における訪問

る。2009 年に実施された介護従事者処遇改善交付金
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事業によって、介護従事者の賃金は上昇した（厚生労
働省『介護従事者処遇等状況調査』）。しかし賃金が労
働時間数に与える影響は大きくはない。賃金の引き上
げのみならず、介護サービス提供以外の業務時間に対
する賃金の支払いを行うことのが、短時間訪問介護員
の労働供給の増加の点では有効であることを示唆して
いる。

414-425。
岸田研作・谷垣靜子（2008）
「介護労働者が働き続けるには何が必
要か？」岡山大学 Discussion Paper Series No.Ⅱ-64。
小檜山希（2009）
「介護職の仕事の満足度と離職意向」
『季刊社会保
障研究』Vol. 45、No. 4、pp. 444-457。
厚生労働省職業安定局（2008）
「介護労働者の確保・定着等に関す
る研究会中間とりまとめ」
笹谷春美（2000）
「第 6 章『伝統的女性職』の新編成―ホームヘル
プ労働の専門性―」木本喜美子他編『女性と労働世界』ミネル

2. 残された課題
本研究において残された課題は 2 つある。第 1 にデ
ータの制約による課題である。本研究で用いたデータ
では、短時間訪問介護員の介護サービス以外の業務に
かかる時間に関する情報を得ることができない。介護
サービス以外の業務かかる時間は個々の短時間訪問介
護員で異なると考えられるが、本研究ではその効果が
含まれていない。ゆえに、介護サービス以外の業務に
対する賃金の支払いの有無が労働時間数に与える影響
が異なる可能性がある。たとえば、移動時間について
考えた場合、移動距離が短く移動時間が少ない場合、
移動時間に対する賃金の支払いの有無が労働時間数に
与える影響は小さいと考えられる。しかし本研究では
そのような影響が考慮されていない。
第 2 の課題もまたデータの制約に関連するものであ
る。本研究で使用したデータでは労働時間のうち介護
サービス提供時間と、介護サービス以外の業務時間と
を区別することができない。本研究では、介護サービ
ス以外の業務時間に対する賃金の支払いがあること
は、短時間訪問介護員の労働時間数を増加させるとい
う結果を得ている。しかし、労働時間数を増やすとい
った場合、それが介護サービス提供時間、つまり介護
サービスの生産をどの程度、増加させるのかが明らか
ではない。以上の 2 点は本研究の限界であり、今後の
課題とする。
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計画においても、2011 年に成立した「介護サービスの基盤強化

makers learn from the econometric evidence of nurse labor

のための介護保険法等の一部を改正する法律」を根拠として地

supply”, The Economic Journal 114, pp. F464-F498.

域包括ケアシステムが進められている。具体的には、要介護者
の在宅生活を可能にするため、日中・夜間を通じて定期巡回や
随時対応を行う訪問サービスの創設を行うことが検討されてい
る。

註

1 65 歳以上の要介護者等認定者数は 2008 年度末で 452.4 万人で

8 社会保障国民会議（2008）の試算によれば、介護サービスの再

あり、2001 年度末から 164.7 万人増加し、第 1 号被 保険者の

編が進んだ場合に 2025 年に必要とされる訪問介護員数は 94.5

16.0% を占める。75 歳以上で要介護の認定を受けた人は 75 歳以

万人であり、試算の基準となった 2007 年の 39.7 万人の 2.4 倍で

上の被保険者のうち 21.6% を占める。戦後のベビーブーム世代
（
「団塊の世代」
）が 75 歳以上高齢者に到達する 2025 年には、65

ある。

9 訪問介護員においては、384,956 万人であり、そのうち常勤者

歳以上人口は 3,600 万人となり、全人口の 3 割となる。高齢者、

が 99,673 万人、短時間従事者 285,283 であり、短時間の割合は

特に後期高齢者の増大によって一層、介護需要が高まることが

7 割を超えている（厚生労働省『平成 21 年介護サービス施設・

予測される。

事業所調査』
）
。

2 ここで介護従事者とは介護保険法の指定を受けた指定介護事業

10 短時間の訪問介護員は 59.5 時間で、短時間の介護職員 116.9 時

所で働き、直接介護サービスを提供する者のことであり、介護

間に比べても 1 カ月あたり労働時間数が短い（
（財）
介護労働安

従事者のうち指定訪問介護事業所で働く者を訪問介護員、それ

定センター『平成 22 年介護労働実態調査』
）
。

以外で働く者を介護職員とする。

11 確かに一般的な労働供給モデルから、賃金が労働供給に与える

3「中間とりまとめ」では、介護従事者の不足について以下の点が

影響を先験的に知ることはできない。しかしながら、実証的に

指摘されている。第 1 に、介護関連職種の有効求人倍率の高さ

は賃金の上昇が労働供給を増加させることが一般に明らかにさ

である。厚生労働省「職業安定業務統計」介護関連職種の有効

れており、賃金の上昇が労働供給を減少させる場合、所得が十

求人倍率（常用（含むパート）
）では地域差があるものの 2007

分に高いことや、予算制約が直線的でないことなどの明確な理

年度において全国で 2.10 倍となっている。第 2 に、離職率の高

由が必要であると考える。

さである。離職状況をみると、全産業の平均離職率より介護全
体の離職率は高くなっており、特に施設系では介護職員の定着

12 同試算では、訪問介護員非正社員（1 カ月の労働時間 61.7 時間）
が介護職員の非正社員（1 カ月の労働時間 120.9 時間）並みに勤

が進まない状況となっている。第 3 に、潜在的有資格者の存在

務すると仮定して推計している（
（財）
介護労働安定センター「平

である。介護福祉士の国家資格を取得している者、約 47 万人

成 19 年度介護労働実態調査」による）
。

のうち、実際に福祉・介護サービスに従事している者は約 27

13 訪問介護員の労働供給の変遷については笹谷（2001）が詳しい。

万人に留まっており、いわゆる「潜在的有資格者」が多数存在

14 介護保険制度以前の短時間訪問介護員の労働供給に関する実証

している。

的研究として下野（2003）がある。

4 介護報酬とは、事業者が利用者（要介護者または要支援者）に

15 他に介護従事者の労働供給について離職に着目して実証的に研

介護サービスを提供した場合に、その対価として介護給付費単

究したものとして、岸田・谷垣（2008）と鈴木（2008）
、山田・

位数表に基づき事業者に対して支払われる報酬である。介護報

石井（2009）
、小檜山（2010）
、花岡（2009）
、花岡（2011）
、鈴

酬の改定は、原則として 3 年に 1 回のペースで行うこととなって

木（2011）がある。本研究で分析対象としている労働時間数は

いる。過去 2 回の改定ではマイナス改定であったが、2009 年の

離職とは異なる要因によって決定されていると考えられる。ゆ

改定でははじめて 3% 上方改定となった。

えにここでは、労働供給の指標として労働時間数を用いた先行

5 介護従事者処遇改善交付金事業は、介護従事者の賃金改善に
充当するための交付金を支給すること等により、介護従事者の
処遇改善を図るものである。この交付金は、介護サービス提供

研究に限定してサーベイを行う。

16 同 様 の 推 定 を 行 った 研 究とし て、Rabe-Hesketh & Skrondal
（2006）がある。

に係る介護報酬に一定の率を乗じて得た額を、毎月の介護報酬

「非正社員・非定型
17 また、ここでは、就業形態・勤務形態が、

と併せて交付することとしている。実施期間は 2009 年 10 月から

的短時間労働者」
（問 23（4）
）であり、なおかつ賃金の支払い

2012 年 3 月までであり、2 年半で約 4000 億円の国費を投入する

形態が時間給であるもののみを分析対象とする。ここで、
「非正

こととしている。

社員・非定型的短時間労働者」とは、1 日の所定労働時間又は 1

6 2009（平成 21）年度及び 2010（平成 22）年度に「介護従事者

週間の労働日数が常勤労働者より少なく、月、週、又は日の所

処遇状況等調査」を実施した結果、介護従事者の 2010 年の賃

定労働時間が、一定期間ごとに作成される勤務表により、非定

金は、2008（平成 20）年に比べ 1 人当たり平均月額約 2.4 万円

型的に特定される者である。訪問介護員 32,436 人のうち、該当

引上げられたことが分かっている（厚生労働省『厚生労働白書

するものは、16,546 人であり、無回答の者を除く訪問介護員の

平成 23 年度版』
）
。

うち 53% である。

7 介護費用の増大が予測される中、主に財政的理由を背景として
介護サービスの再編が進められている。2005 年の介護保険制度
の改正では、地域密着型サービスの導入、地域包括支援センタ
ーの創設等、地域包括ケアシステムの確立に向けた大幅な見直
しが行われた。また、2012 年度から始まる第 5 期介護保険事業
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