
福岡県老施協経営実態調査
「調査票①の質問に対する自由記述集計結果」

1 ・少人数でやりくりをしている。
・知人等の紹介、求人公開。
・職員処遇の向上（福利厚生を含む）を行っている。

2 ・ハローワークに求人を出すが、なかなか応募が無い時は、人材センターの紹介等も活用
している。
・高校の介護料、看護料の施設実習も積極的に受けるようにしている。

3 ・ハローワークに申請すれども紹介者の連絡はほとんどなし。いろいろな知り合いに声を
かけて待っている状況。

4 ・ハローワークに求人募集。
・施設前に、職員募集の看板設置。
・ホームページに募集広告
・派遣会社に求人依頼。
・定年職員の再雇用。
以上のような事を行っているが殆ど、効果なし。

5 ・ハローワークに定期的に訪問して状況説明
・ホームページの利用

6 ・法人内での職員異動。
・定年退職後の契約社員への転換。

7 ・法人ホームページでの募集案内。
・ご利用者の家族等への募集告知および紹介依頼。
・ハローワークへ登録。
・退所者のピックアップや声かけ。
・職員へ知人紹介依頼。
・勤務条件の細分化。

8 ・介護職員については、学校新卒の応募有。看護職員については苦労しているが、介護に
ついては最低レベルでは間に合っている。

9 ・在職者については、認定特定行為業務従事者等の資格取得のサポートを行い、キャリア
アップに努め職員の定着を図る。
・職員確保については、ハローワークによる募集の際、急募取扱いを図る手続きを行う
等、こまめに求人活動を行っている。

10 ・主にハローワークに求人を出しているが、応募がなかなか無い状況。
・職員の待遇改善のため、給与改定や福利厚生の充実を図っている。人件費は上昇してい
るが、離職者は減少している。

11 ①ハローワークへの求人公開は継続する中で、応募前見学の実施と法人運営事業所全体の
沿革と将来像の紹介と理解をしていただけるように努力する。②求人広告も掲載するが、
問い合わせや見学などの際の、職員の対応やマナーにも十分気配りをする。③身近な職員
からの仕事の紹介などにより、求職者のニーズをキャッチする。

12 ①既存の職員による紹介に対して、僅かながらの紹介料を支給する仕組みをつくった。実
際に2名の雇用にに結びつく。
②既存のスタッフの定着を図るため、夜勤手当等一部賃金ＵＰを図った。結果、離職率減
少。

13 インターネットや口コミでの求人に力を入れている
14 可能な範囲で過員を抱えておく。
15 看護師を募集しましたが、なかなか応募がありませんでした。
16 求人広告を出しても反応は「０」。職員の声かけだけでなんとか確保できている。
17 勤務条件の見直し、パート、日勤、諸条件の緩和、給与条件の見直し等を行い、無理のな

い勤務体制づくりを目指す。
18 就業規則や給与規程を現状に沿ったものに改正し説明するとともに、教育支援として資格

取得助成を行い、必要な資格を取得した際には、正社員の場合は手当や一時金を増額、契
約職の場合は正社員へ昇格する規程を新設。また、新入社員に関しては、すぐに現場業務
に入れる事はせず、数日間は丁寧に座学オリエンテーション（法人理念・方針・業務内容
説明等々）を実施するようにしています。

２．介護職員不足がますます深刻化していますが、貴法人での職員確保の現状や確保する工
夫があればその内容をご記入ください。
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19 ハローワーク、パコラ、人脈で採用。有料人材紹介は利用しておりません。採用面接で
は、本人の希望をほぼ受け入れています。（パートの場合の勤務時間、休日、年休等）デ
イサービスの場合、送迎車の運転は敬遠される方が殆どです。運転は運転手を採用してい
ます。

20 ハローワーク・求人報告・専門学校等へのアプローチを実施するが、効果はなく介護職員
不足に苦慮している。

21 ハローワークに募集をかけ、さらに加えて有料の求人誌ににも募集を出すようにしてい
る。

22 ハローワークや人材派遣会社等に求人募集を行い、介護職員の確保に努めております。ま
た、近隣の高校、短大、専門学校、大学などの進路指導課に求人紹介を行い、職員確保を
図っています。現在、介護職員は、ある程度充足しておりますが、介護職員等の求人募集
には苦慮しているのが実情です。

23 ハローワークを初め各種求人媒体に求人票を提出していますが、郡部については求職がい
ないため、　派遣・紹介会社に求人を頼っているのが現状です。

24 ハローワーク等の職員募集を行っているが、ままならない状況です。新聞広告に折り込み
を入れていますが、反応がありません。介護の仕事が4Kと言われるようになってからとて
も厳しい状況です。

25 ブログやSNS等のインターネットを利用した情報発信を行い、若者層に知ってもらうよう
に工夫する。就職説明会などへの積極的参加。
収入も減少し、広告宣伝にコストをかける余裕もなく、都市部での大きな就職説明会など
は応募しても抽選漏れをする、地方での小規模な就職説明会に参加しても（説明会の周知
自体がなされていないのか）説明会に来る求職者が極めて少ないなど、現状で求人に関し
てかなり厳しい状況です。

26 ホームページを見ての応募があるので、ブログや写真を掲載して法人の雰囲気を伝えなが
ら、求人情報を掲載しています。介護職員よりも調理員が不足しています。

27 育児休暇等を充実させ産前産後でも職場復帰しやすいような体制作りとパート職員等で業
務の効率化を行い介護業務に集中できるような職場作りを行っている。

28 介護職員の確保は非常に難しい状況です。ハローワーク求人折込インターネット等の媒体
を使って求人していますが、全くと言っていいほど応募がありません。紹介してくれた職
員に対する報奨金、求職者に対する就職支度金制度化していますが、全く効果があがって
いません。

29 給与体系の見直しを行っている。（H27.4.1）
定年の引き上げ（60才→65才）・再雇用年齢の引き上げ（65才→70才）などを予定してい
る。（H28.4.1）

30 欠員補充程度であれば、今のところ問題なく採用できているが、事業拡張などに伴う大人
数の採用は困難な状況であると感じる。古い施設でハード面での不便を計画的に改善する
ことや、出来る限り現在の賃金水準を維持すること、施設内勤務職員にも外部講師等で活
躍する場を設けるようにしている。但し、今後の介護職員の採用見通しは非常に困難と感
じており、明確な打開策は法人単位では答えが見出だせないのが正直なところである。

31 現職員の処遇改善に伴い、新職員の給与も改善している。
32 今までは、職員を頼りに地場の知人などを雇い入れしてきた。現在は介護職員(支援員)は

不足していないが、職員確保に関しては、やはり、風通しの良い明るい職場環境作りが必
要だと思われる。常々そのことを念頭に職場環境作りに努めている。

33 採用募集は、ハローワークを中心に行っており、その他は、採用実績がある専門学校等に
お願いしている。

34 子育て支援、資格取得支援を行い、働きやすい職場であることをＰＲしている。
35 施設職員の紹介やハローワークへの常時求人
36 就職フェアで魅力あるブース作り。施設紹介やアピール材料の工夫。
37 就職説明会には積極的にブースをだしており、面談した生徒に対して説明会の翌日以降す

ぐにフォローの連絡を入れる。
38 処遇改善手当の適切な職員還元、福利厚生の充実。

入職から育成を担当する職員を設け、新人教育に力を入れている。（業務指導・相談・面
接）
キャリアパスに則った俸給・賞与査定。（査定の透明化・明確化）
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39 常に職員募集をしているが、退職者も多くなかなか補充が追い付かない状態である。採用
してもうまく定着できず、退職につながるケースも少なくない。
職員からの紹介を促すため、紹介から採用になった際に報奨金を出したりすることもあ
る。

40 職員の数は、不足して困っています。職員募集会等に参加もしていますが、採用には結び
ついていない状況です。新卒の学校からの採用も減少傾向であり、介護のイメージを福祉
のイメージに変更する取り組みを検討しています。

41 （職員確保の現状）
　求人募集・インターネット広告・中学校体験学習受け入れにてPR・高校、専門学校の実
習受け入れ、法人職員による就職説明会の参加、医師会看護学校との連携
（定着の理由）
　キャリアアップ仕組みづくり・育児短時間制度、看護休暇等の導入、2か月に１回の主
任からの個別面談による精神的ストレスの軽減、要望等の確認

42 職員募集については、介護職員に関わらず全職種において募集をかけても応募がないこと
も多い。まずは職員の定着化に努めいている。長く働きやすい職場作りを目指し、職員懇
親会・職員旅行の年数回実施、夏季休暇・有休休暇、育児・介護休業を付与し、家族との
時間・趣味、地域活動への参加を行いワークライフバランスを図っている。職員が離職し
ない職場環境を目指している。

43 人材不足は深刻であり、人材派遣会社に介護職員等の派遣を依頼している（人材派遣会社
も紹介し得る人材がいないとのことで、確保は容易でない）。

44 退職に伴う、補充として、新卒者、及び中途採用者の確保がほとんどできない。派遣会社
に依頼するも、紹介してもらえる人材が少ない。養成学校まわり、意見交換、見学会の開
催。

45 退職後の補充ができず、派遣職員が増加。派遣職員から直接雇用に転換しようとするが、
勤務に制約があり、本人が直接雇用に消極的な場合が多い。
また、派遣職員のほとんどが日勤帯の勤務であり、夜勤可能な職員が減少しシフトに苦慮
している。

46 定年退職者の継続雇用の推進。
結婚・子育等退職者への再就労の声かけや職員からの紹介。ハローワーク人・材派遣会社
依頼。
※介護職員が新築施設へ転職したり既存の施設へ転職する職員が増えた。

47 当施設でも、介護職員は現状ぎりぎりの人員で業務を行っており、求人広告等掲載しても
なかなか応募が少ない状況にあります。そのため、地域の方々に当施設の内容をよく知っ
ていただき、地域と密着した施設となるため、今回地域の福祉関係者をはじめ地域住民の
方々を対象としたイベントの開催や気軽にカフェ感覚で実際に働いている職員との懇談、
意見交換を行う施設見学就職相談会などを開催して、まず当法人の施設等について理解を
深めていただく努力を行っています。

48 募集を掛けてもなかなか来ない状態が続いている。選ばれる職場にしないといけないが、
簡単ではなく、様々な方法を模索しながら、また、良い職場がきちんと根付いてくれるよ
う給与面をはじめとした処遇をきちんとしていく。魅力ある職場づくりを目指していかな
いといかない。

49 法人が運営するケアスクール（実務者研修等）からの勧誘や資格取得の支援のアピール。
介護資格取得養成機関への依頼。ハローワーク、新聞折り込み等の求人
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1 ・備品類の納入価格の再見積り提出。
・節電、節水。
・行事の削減。

2 ①定期的な内部会議により、利用者情報を共有し、利用者に合ったサービス提供ができる
ように連携を図る。
②法人全体の事業所のことを知り、知るための内部で事業所プレゼンの実施及び事業所PR
ツールの作成を協働で行う。

3 70％近くが人件費なので、人事考課制度を導入し評価された人が恩恵を受け、やる気が出
るような体制づくりを目指しています。

4 介護職員には、処遇改善手当がありますが、その他の職員に関しては人件費削減（賞与・
手当等カット）せざるをえない。

5 加算（認知症、中重度者ケア）を算定。障害者（生活介護）の受け入れ。
6 可能な限り節水、節電に取り組む。
7 基本、介護報酬の減額と諸加算項目の算定条件の検討、支出項目の節約。
8 支出の見直し。水光熱費削減の努力をしています。
9 事務関係費節約。
10 賃金は上げざるを得ないので、経費の節減に努めている。
11 とりあえず、空床の無いように、ショートステイ等で空床を減らす。退所時は、できるだ

け速やかに入所が出来るように職員（職種）の連携を図る。
12 入苑者の健康管理を重視することにより、健康寿命を延ばし入院を減らすよう考えてい

る。例：栄養の改善（麦ごはん２回/週、雑穀米２回/週、全員に原則牛乳提供）転倒防止
（貯筋運動、踵のある履物、低床ベッドへの変更）活動的に過ごす（図書館１回/週、買
い物ツアー３回/週、希望時美術館・博物館、文化祭１回/年）

13 必要最低限の物品購入をはじめ、費用対効果を重視する。車輛等中古で対応できるものは
対応する。

14 必要な介護機器や特殊な内部研修等の費用は、労働局の職場定着支援助成金を申請して負
担軽減を図りました。各種研修に関しては、最近、福岡県や地域の医師会が無料で様々な
テーマの質の高い研修を開催されますので、毎回積極的に複数名参加させています。

15 平成27年度介護報酬マイナス改定は、施設運営において大きな影響を及ぼしています。入
所者やサービス利用者等を増やすことで経営の安定化を図ることはもちろんのことです
が、職員の負担にならない程度で人件費の削減や経費の節減に努めなければならないと考
えております。また、新たに処遇改善加算や事業所加算等を得られるような有資格者等の
人材確保に努めていく考えです。介護ロボットの導入を予定しており、介護職員の負担軽
減を行うことにしております。

16 加算算定検討
17 加算取得取得できる体制への変化、職員の育成や意識改革。
18 開苑から20年以上が経過し修繕箇所も増えており、修繕計画を再度見直し緊急性、優先順

位をつけ十分検討しながら行っている。
19 拡大した処遇改善加算を報酬減に取り込む為、これまで一時金で支出していたものを、定

期昇給分の原資に充てる方法に変更した
20 経営規模の拡大を検討している
21 経産省の助成金の申請を行う予定です。
22 経費の削減。
23 経費削減、仕入先の見直し等。食材等は、今まで仕入れていたものよりもランクを落とす

（鮮度等はなるべく変わらないまま、不揃いな物などB級品的な物にかえる）など。
24 経費削減できるものは、ほぼ手をつけています。節電節水は言うに及ばず、給食調理の直

営化、第二電力からの電力購入等も実施しています。今後はエアコン電力消費を自動的に
抑制する機器等の取付等を検討し更なる節電、節水を実施する予定です。

25 経費削減のため、日頃より施設内の機械、物品の取扱いは丁寧に行い極力、修理等を減ら
したり購入時期を延長したりしている。食材の調達等、複数の業者を算入させコストを下
げている。

26 経費削減のために、法人全体でのスケールメリットを利用し、納入価格の見直し等を行っ
ている。

３．収入の変化により、経営に工夫されていること、また今後検討されていることがありま
したら、その内容をご記入ください。
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27 経費削減を徹底している。
28 現在取得している加算の他に当施設の今の体制で、加算対象にできそうなサービスを洗い

出し、取得できる体制づくりに努めている。
29 現状では極端な収入の変化は見られないが、大幅な収入の増加も今のところ見込めない。

それに引き換え、ここ数年入所者の要介護者の増加や重度化に伴い、介護用品や保健衛生
品などの使用数量が増加傾向にある。仕入れ商品、仕入れ先を見直し、数量が増加するの
なら仕入れ単価を抑えていくような方策をとっている。

30 光熱・燃料費等の見直し
31 工夫の方法はまだ見つかっていない。地域の為、高齢者の為の地道な活動を続けていくし

かない。
32 今のところは、当初の予定通り加算がとれているため順調に経過している。どちらかと言

えば、周辺に要介護3以上の方が激減しているようで、待機者がどんどん減っている。短
期入所の稼働も半分まで減少している。このことを踏まえて、透析・経鼻経管栄養の方の
利用が円滑に行える体制を整えている。

33 昨年４月の改正は、今までにないとても厳しい改正で、どうしてよいか判らない状態で
す。

34 仕事の効率を上げ残業を減らすことと、日頃から職員に節約・倹約を周知し支出を減らす
ように努めている。

35 施設の稼働率に配慮し、空床を作らないように、常に満床を心掛けている。又、経費の節
減な為の無駄の排除や費用対効果を全職員に徹底している。

36 事業所によっては収入が減っている。しかし、処遇改善加算の恩恵で介護職員に対する人
件費は向上できている。これから、修繕費、退職金等資金を目的化し積み立てていく。

37 事業費・事務費の見直しやコストカットの推進。
新しい加算取得に向けての体制構築。

38 事務費、事業費の無駄を省き削減に努めているが、限界がある。
また、社会福祉法人という特性はあるものの、不採算介護事業からの撤退も視野に入れて
いる。

39 事務費、事業費の無駄を省き削減に努めているが、限界がある。
また、社会福祉法人という特性はあるものの、不採算介護事業からの撤退も視野に入れて
いる。

40 取得できる加算については、加算を取得していきご利用者へのサービス向上を図りなが
ら、職員への研修体制を強化している。法人内で、マイスター(認知症・接遇・基礎介護)
手当て月額2,000円を支給しサービス向上に力を入れています。軽費削減のため、御利用
者に関係がない部分で経費削減に努めています。

41 収支の変化はユニット化の影響が大きく、外部環境の変化の影響については分析できてお
りません。

42 収入の低下に伴い、最小経費で最大の効果を上げるべく職員の質の向上に努めている。具
体的には、職員研修の一環としてTQM研修を大学講師を招いて実施しており、効率的な
サービス向上を如何に図るか等を職員一人ひとりが学習しています。また、職員のプロ
ジェクトチームが学び・イベント・地域つながりの３部門を設置して鋭意取り組んでいま
す。

43 収入減に対応するには支出の見直しをこれまで以上に厳しくやっていくしかない。ただ
し、人件費の見直しについては、利用者へのサービスの質の低下を防ぐために最終手段と
考えている。

44 処遇改善加算では介護職員のみならず他の職種の職員にも施設負担にて交付金を拠出して
いる。人事考課制度での明朗な評価と昇給。

45 少子高齢化により、介護保険給付費の抑制は予想されていたことであり、当法人は将来の
債務に備え、計画的に資金を確保してきた。今年は開設20年を迎え、設備等の老朽化に伴
う改修工事を予定しており、積立金等を取り崩すことになるが、人材確保のため人件費は
増加傾向にあり、合わせて財務規律の強化をはじめとする社会福祉法の改正の影響が懸念
される。

46 省エネとして照明器具（全館）ＬＥＤ化を予定しています。
47 職員不足による事業規模の調整。（入居者介護を優先、在宅サービス等の調整）
48 新電力による電気供給や照明器具のLED化によるランニングコストの削減。また、消耗品

等の単価見直し（商品選定）を行っている。
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49 第一に人件費の削減、第二に経費の削減（いずれもサービスの質に影響あり）
50 通所系利用者が減少の傾向にあるうえ、平成29年度からの要支援者の利用ができなくなる

ことなどから利用定員の見直し等について検討している。(通所系事業所４ヵ所を運営)
51 電気料金自由化に伴う見直し
52 毎月の予算管理表の確認・人員配置の見直し・パート等の短時間契約社員の雇用・賃金体

系の見直し、効果的な加算の見直しなど
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1 今のところ介護１、２でも特例入所できるように町と話し合いを持っている。
2 重度化することにより、個別ケアの要求が増加したり、時季によっては入院が増えたりす

るリスクは高まったと思われます。また、要介護３以下の特例入所でも、若干名ではあり
ますが対応困難なケースからの入所となっているようです。

3 待機者が減少し、次の入居者の入所案内までに時間がかかるようになった。
4 待機者の減少により医療ニーズの高い方の入所を行うも、長期療養が必要となり退所とな

る方が増えたり、待機にあるが医療が必要で入所を見合わせるケースが大きくなってきて
いる。

5 次の入所を決めるのに、ある程度の期間を要するため、空所の期間が長くなる。
6 特例入所の待機者名簿への搭載の有無の手間がかかる。その際、保険者に報告を行ったり

しなくてはいけない。本当に要介護１、２の方（特例入所）を待機者名簿に搭載しなくて
はいけないのか疑問に思います。

7 入所要件変更に伴い、軽費老人ホームの入所者の介護度が上がり、外部介護サービスを受
ける利用者が増えてきている。

8 要介護３以下は特養に入所できないので、養護に申請を出すと介護度があるので養護には
入所できないと申請の時点で断る自治体がある。そういう自治体に所在する要介護３以下
の環境上又は経済的に困窮している高齢者の方の行き場がない。また、養護老人ホームの
ほとんどが定員割れしているにもかかわらず、そういった高齢者が入所できない悪環境を
行政が作り出している。

9 養護老人ホームへの入所に繋がるのではないかと期待していましたが、ほとんど入所はあ
りませんでした。現在でも10床空いております。移転改築の際に借りた借入金の償還が厳
しいです。

10 要介護１、２の方、総数100名弱の方が台帳から外れた。その待機者の中でも実質は入院
や永眠、別施設への入所や医療管理体制が高いこともあり入所に至らないケースが多い。
また、日常生活継続支援加算取得の為にも、要介護４、５の入所をすすめていかないとい
けないが、重度化が顕著であり介護現場の負担が大きく腰痛者等が増加した。

11 利用者及びその家族へ要介護３以上でなければ利用できないということが告知され、要介
護１～２は条件により利用できると告知はあまりされていないようである。

12 一般の方にとっては、特養ななかなか入れないというイメージがあったが、この改正によ
り更に特養にはなかなか入れないというイメージが増したのでは？
要介護１～２の方も入所可能な有料やサ高住が、重度の方の介護、また看取りに、より力
を入れていくと特養は更に追いつめられる。

13 介護度が重度者中心となることで経験の浅い職員のモチベーションの低下を危惧してい
る。様々な介助が時間と人手を必要としており、人員の増員や、サービスのユニット化、
グループ化による工夫が必要。

14 原則要介護３以上になったことでの影響はありませんが、市内及び近隣市町村に特養・サ
付等の整備が拡充したことで次の方の受け入れの段階で家族の方から「今の施設で落ち着
いているから結構です。」と断られるケースが増加し、空床ベッドの期間が長くなってい
ます。

15 今はないが今後、平成27年4月以降入所されたご利用者が要介護１、２に下がり施設退所
に繋がることを心配しています。

16 施設待機者が100名いたのが40名弱まで減少。又、過疎地・山間部では要介護１、２の独
居老人、高齢者夫婦世帯が多く、その方たちが特例入所でないと入れないのは非常にネッ
クになっている。市町村によって特例入所の判断が違い、又内容を家族が理解するのが難
しい。

17 重度介護者が増加したことにより、長期入院となるケースが増えてきた。
入院者は原則3ヶ月間以内に退院見込みがあれば、ベッドを確保しなければならず、その
間の保険請求ができない。（空床扱い）
これにより、年間で換算すると100万単位での収入減となっている。

４．法改正により特別養護老人ホームの入所要件が“原則 要介護３以上”になったことが施
設運営に影響を与えていますか？　あればその内容をご記入ください。
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18 新規入所者の在所日数がダウンしたため（入院する利用者が増えた）、ベッドが空くスパ
ンが短くなっており、また、待機者が減少したことにより、少ない待機者を（重複申込
み）を近隣の事業所で奪い合う状況が激化している。これらの事情により、一度ベッドが
空くと次の入所者を確保するのに以前より多くの時間を割くことになっている。また、介
護老人保健施設の退所要件が改訂となり、老健から特養へという流れがなくなってしまっ
た。

19 生活リハビリに参加できる方が減り、活気がなくなっていくと思う。
20 待機者が減少（1年前の半分以下）。
21 待機者が減少しました。
22 待機者が少なくなり、上位の方からご連絡するも他施設に決まっていたり、体調不良等で

満床になることが少なくなった。
23 待機者の減少により入所がスムーズにいかない。空所期間が長くなる。
24 低所得者層で、また介護者がいないにも拘わらず、介護度３に満たないことで、独居や要

介護状態にある方々の入居打診がある。介護施設ではない為、民間民営の有料老人ホーム
等を紹介せざるを得ないが費用負担増は問題がある。

25 当施設では（軽費老人ホーム）、要介護１、２の方の申し込みが若干ではあるが、増えて
きた。

26 特例申し込みの事務手続きが煩雑であるが、現状入所待機者は減少しているものの影響は
ない。ただし、まだ不足しているとはいえ、入所施設の増加により古い在来施設は今後定
員割れするのは必至である。

27 入居希望者の減少の一因になっていると考えられます。
28 入所時から既に終末期の方が主となり、インテーク面接が重要となったので、相談員・看

介護の負担が増している。入所期間が短くなり、入院が必要な利用者も増した為、収入減
となっている。

29 入所申込み減少により待機者数も減少している。待機者数が減ったことで空床期間（新規
入所者が入るまでの期間）が長くなっている。

30 入所待機者が極端に少なくなり、ユニット型では０に等しい状態である
31 入所待機者の減少、特定入所者に対する市町村の対応が人任せ。「特定入所者」に該当す

ると判断し意見申請すると、「特定入所者に非該当」と意見があるが「最終決定は施設さ
んの判断」と曖昧。

32 半年間の間に介護度が要介護１、２に変更となる場合があり、その際名簿より削除せざる
を得ないという影響があります。

33 病院への入院者が増加し、それにより空ベッドが必然的に増加したため、収入が激減して
いる。

34 本施設の入所申込者は、従来から介護度１～２の対象者が多く、今回の制限の影響は大き
い。（本施設は従来型多床室）また、新型特養の増設（周辺地域）が続き、従来型の特養
が敬遠される。

35 本年夏以降、特養入所の稼働率が明らかに下がっており、入所待機者も激減し秋以降から
は要介護３以上の入所申込者は、入所判定委員会をせずとも随時入所となっている。

36 本来ならば、特養には要介護３以上の利用者しか利用できないようになっている訳で、そ
れ以下の利用が増加しなければいけないのですが、サ高住や高専賃・有料等の増加により
利用者が少ない状況です。

37 要介護１から３以上に変更になった事で、待機者が減少になり、欠員が出た時にスムーズ
に満床にできない場合がある。

38 要介護３以上の待機者の中には、複数の施設にとりあえず入居申込みをされてる方もあ
り、退去者の発生から次入居者が決まるまでに時間を要することが散見され、ベッド稼働
率に多少の影響がある。
また、要介護２以下の入居希望者の中には、施設入所がどうしても必要と判断されるケー
スがあり、その場合に行政がご本人の状況把握をできておらず、入所までに手間と時間が
かかる状況である。行政関係の手間をはずし、スムーズな入居体制を取るべきではない
か。

8 / 12 ページ



福岡県老施協経営実態調査
「調査票①の質問に対する自由記述集計結果」

39 利用者の重度化による対応や医療ニーズの高いケースの受け入れに苦慮している。特に喀
痰吸引や胃ろうを造設している利用者は10名を超えており、医師が常駐しない中、看護職
員の負担は大きく、特定行為に従事できる介護職員の確保は容易でない。
また、利用者が重度化することで職員の士気が低下したり、一方的なケアが時に虐待につ
ながるなど、リスクも大きい。

40 利用者確保が困難になっている。
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５．平成26年度に比べ待機者が減少した場合、その主な理由をお答えください。
1 ・要介護３以上のと基準が変わった事。

・近隣に有料老人ホームが出来た事。
2 ・近隣に多くの入所施設（有料老人ホーム等）が新設されているため入所申込が減少して

いる。
・平成27年４月の介護保険制度改正により特別養護老人ホームへの入所基準が要介護度３
以上となったことにより入所申込が減少している。このような現状を踏まえ地域の実情に
合った弾力的な運用があってもいいのではないかと思う。

3 ・入所要件が原則　要介護度３以上になった。
・施設数の増加

4 ・法改正により、改正前より待機者であった要介護１～２の方について、一部の方が申し
込みをキャンセルされた。
・また、改正前より待機者であり、申し込みを継続された要介護１～２の方については、
各保険者へ照会したが、一部の待機者は特例入所に該当しないと判断された。

5 ・民間も含め、施設が増設されたため。
・原則、要介護３以上の申込みしかできないと理解されている人が多い。

6 ①要介護１、要介護２の待機者が３割
②地域密着型特別養護老人ホーム２ヶ所増設
③病院系列のサービス付高齢者住宅の開設等により新規入所申込者が減少

7 近隣に施設が増え、利用者の選択肢が増えた。また、金額アップに伴い新しい施設を選ぶ
方が増えた。

8 原則要介護３以上となった分、当然それ以下の待機者が減った状況です。
9 原則要介護３以上になったことで半分以下に減少した。
10 サ高住の新設の大幅な増加。
11 サ高住、有料等の増加と思われる。
12 措置機関である市町村の措置控えのため、空床が増加している。
13 待機の間に、他の有料老人ホームやサ高住に入所された方が多いものと考えられます。ま

た、入院等が長引き、キャンセルされた方や施設系のサービス事業者が増えて、特養以外
の受け皿も整備されたことが要因であると考えます。

14 地域密着型で過疎地なので待機者がいない状況です。
15 同地区に有料施設等ができ申込件数が減ったと思われる。
16 特養は平成27年４月の介護保険法改正により要介護１、２が入所できなくなったため。
17 とにかく「今すぐ」入所したいというケースが増えてきたように感じる。

そのため、多少の割高感があっても空床のある民間施設等に流れている。
また、いまだに「特養は数年待ちで入所できない」というイメージが残っている。

18 とりあえず、心配だから申し込んでおく、といった方が、申し込み対象ではなくなったと
いう印象を受ける。介護度が1.2でも入所が必要な方はおいでになるので、特例枠での対
応をしている。

19 入所が原則要介護３以上になっており、要介護１、２の申込がなくなったため。
４段階の方の居室料が370円→840円に上がり、個室の施設、グループホームとの利用料と
あまり大差が無く、多床室を選択される方が減少したため。

20 平成26年度との比較においては減少していませんが、それ以前より高齢者住宅の影響と思
いますが、待機者は少ないです。

21 要介護１、２の方で特例入所に該当しない。
老健やその他の施設から施設案内があった
全体的に入所者の介護度が上がり、医療ニーズが増える。介護施設での医療行為が限られ
るため、退所される方が多い。退所される方が多い為必然的に待機者が少なくなる。

22 要介護３以上の方だけが入所できるようになったため。それに伴い当園では、平成27年４
月以降の申込者で要介護１、２の申込者がいません。

23 要介護３以上の高齢者は医療ニーズが高い方が多く、病院や老健を希望される方が増え
た。また、待機中の死亡によるキャンセルが増えた。
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24 一昨年、厚労省は、全国の特養待機者は52万人超と発表し、昨年9月、安倍総理は介護離
職を防止するため、2020年初頭までに50万人分の介護サービスを整備するとした。しかし
ながら、都市部と地方の実情は大きく異なる。確かに高齢化率は全国的に上昇傾向にある
が、高齢者数が激増する都市部に対し、地方は人口自体が減少傾向にあるため、高齢化率
ほど高齢者数が急増するわけではない。そのような中、地方は比較的、土地の確保が容易
であることから、近年、特養をはじめ住宅型有料老人ホームやグループホーム等の住まい
が乱立し、定員割れが生じている特養もある。特に医療機関に併設する有料老人ホーム
は、永年のかかりつけ医が最期まで看てくれるという安心感から、家族が利用料を負担し
合い入居されるケースも少なくない。

25 要介護１、２の方が外れた為。
26 要介護１、２の方が外れたこと、サ高住が増えたこと等が考えられます。28年度は個室に

転換（多床室より）するので、ますます減っていくと思います。（重度の方ほど家族が多
床室を希望されるため）

27 近隣に施設が増えた。また、元気高齢者が多い（良いことではあるが）
28 近隣に施設の設立が多くみられ、そのことが主要因と思われる。
29 近隣に沢山の施設が新規開設した。都市部の待機者問題を、田舎の方とも同じ制度で括ら

れて居る為、田舎の施設は大変な打撃を受けている。
30 近隣に特養を含めた、入所施設が増えた・要介護3以上の申込みとなったこと
31 近隣に様々な施設がオープンし、低所得者の方でも生活保護の範囲内で入所できる為では

ないでしょうか。（養護に入所の範囲内の方が、有料老人ホーム等に入所される。）
32 原則要介護３以上　これに限る一般の方々は、まだまだ「特養はすぐには入れない」と

いった感覚が強いことも影響しているのではとも感じることがある
33 広域型在来特養(多床室)は待機者が20名を切り減少を続けている。

利用者家族が施設の設備(新しいか、古いか。個室かどうか等)、職員の数等により選別を
行っている。
有料老人ホームの増設で、いままで特養に入所している介護度の方が有料老人ホームで生
活している。
(厚労省の在宅での介護という施策があるので致し方ないが、理由の一つと考える)

34 市町村からの措置控えと思われる事象により待機者が減少している
35 市内及び近隣市町村に特養・サ付等の整備が拡充したことが考えられます。
36 周辺地域に有料老人ホームが増え待機者が入居.。

待機施設の老健からの入所者が減少。
長期待機者の高齢化により死亡又は入院。

37 申込み後の待機期間が長く、他の施設や介護施設への入居となるケースが多い。
特に大きな変化ではないが、サ高住等の施設サービスの多様化による、選択肢が増えたこ
と。また増えたことにより、入居（入所）の判断を迷わせることになっている部分もあ
る。

38 待機者は減少している。近隣に有料老人ホーム等の施設系サービスが多くできているため
と思われる。

39 入所基準の変更及び高齢入所施設の増加。
40 入所待機者の大半が介護１・２の方が大半だった
41 入所要件が介護度３以上になったこと。有料老人ホーム等の施設が急増したこと。また、

それ以上に老健の退所要件が改訂になったことのほうが影響が大きいと思われる。
42 入所要件が原則要介護３以上になったことに加え、施設の乱立による施設間での利用者の

取り合い、２割負担による特養利用者の負担額の増など。
43 入所要件が原則要介護３以上になったため
44 入所要件が変わったため。周辺に入所施設が新設された。病院や老健施設からの入所希望

者が減った。
45 入所要件が要介護3以上になった為。

近隣に同じような施設ができた為
46 入所要件が要介護３以上になった為と思われる。
47 入所要件の変化
48 平成26年度に比べ約30名減少しているが、その原因は介護度が１又は２の方々である。救

済措置はあるももの名簿掲載するだけの事務とはいえ、非常に煩雑な事務手続きが必要と
なっており、現実的ではない。
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49 法改正に伴い、介護1.２の方は対象外となり、今のところは特例対象者がいない為、実質
100名減少した。入所申し込みをされる月平均人数が以前より減少。介護３以上で自宅生
活している方の減少、他有料老人ホーム等への入所等も要因の一つであると考えている。

50 有料老人ホーム、サ高住等の民間事業者が経営する施設の急増が考えられます。
51 要介護1.・2の方の待機を希望される方が減ったため
52 要介護１・２が対象外となった為。
53 要介護１・２の方が名簿より外れ特例入所要件にも該当しない為減少した。
54 要介護3以上に入所用件が変更になったため

入居系施設(住宅型施設・サービス高齢者施設・有料老人ホーム)が増えとおり、中には低
額な利用料金の施設も出来ているため
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