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準市場における非営利・営利事業者のサービスの質と経営戦略的行動：
介護保険グループホームの場合
金谷

信子

Service Quality and Strategic Behaviors of Non-profits and For-profits in the Quasi-Market:
The Case of Long-Term Care Group Home Services
Nobuko KANAYA
This paper examines the differences in behaviors between nonprofit providers and for-profit providers of LongTerm Care Services (LTCS) for the elderly in Japan by analyzing whether providers compromise on quality and engage
in strategies to maximize profits. The quasi-market was introduced to improve the efficiency of the former public
welfare service, which was limited to serving the public and nonprofit organizations. However, there is considerable
doubt about LTCS’s ability to balance the market mechanism with the fairness or equality of public services.
Therefore, I examine the possibility of service quality compromises and the tendency toward strategic behaviors,
e.g., the selection of users and service locations, economies of scale, and economies of scope. The results indicate the
service quality of nonprofit providers may be better than that of for-profit providers. For-profit providers also seem to
select profitable users and service locations and seek the scale and scope of economies more positively than nonprofit
providers.
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Ⅰ．はじめに
介護保険制度により介護保険サービスは準市場化

があり、サービスの内容や人材に関して詳細な基準

され、現在、介護保険サービス市場には、非営利・

が設けられている。しかしこうした規制が、全ての

営利の多様な事業者が参入している。なかでも新規

事業者の行動を均一化する訳ではない。利益の最大

参入が著しいサービスは訪問介護、通所介護、グルー

化を目的とする営利事業者と、利益の最大化を目的

プホームなどである。

としない非営利事業者の行動が異なると考える余地

準市場とは、公共サービスを効率化させることを
目的に、様々な非営利・営利事業者を同一のサービ

はある。ただ準市場が導入されてから日が浅く、詳
細な研究は多くない。

ス市場において競争させるしくみである。かつて公

営利事業者と非営利事業者の行動を比較する視点

共サービスの提供者は、公的事業者および非営利事

は様々にある。例えば利益最大化への志向、サービ

業者に限定されることが原則とされてきた。しかし

スの質の向上への志向、社会的に不利な立場の人々

営利事業者の参入が認められたことにより、公共

へのアクセスなどが挙げられよう。本論文ではこの

サービスの世界には様々な変化が起こっている。

うちサービスの質と利益最大化につながる経営戦略

ここで一つの関心事となるのが、営利事業者と非

的行動という観点から両者の行動を比較する。その

営利事業者の行動の相違である。介護保険サービス

理由は次のとおりである。まず公共サービスの効率

は規制産業であり、一定以上のサービス水準が確保

化という大義名分は今日では広く受け入れられてい

されるように、参入する事業者には様々な資格要件

るが、経済的効率性とサービスの質の向上は基本的

キーワード：介護保険制度、サービスの質、利用者の選別、規模の経済、範囲の経済、グループホーム、営利事業者、
非営利事業者
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に両立が困難であることが次第に明らかになりつつ

済的な発想によると、市場競争の仕組みは社会の中

ある。こうした現実の中で、営利事業者と非営利事

にある様々な非効率を排除する。介護保険制度の場

業者がどのような行動をとっているのかを知ること

合は、利用者がサービス提供事業者を選択する仕組

は重要と考えるためである。詳細な理由は後述する

みを導入することが事業者間の競争を促し、サービ

が、利益最大化を使命とする営利事業者の行動が、

スの効率化（質の向上または費用の低下）が図られ

結果としてサービスの質の低下を引き起こしている

ると期待されている。

なら、公共サービスの本質である公平性や公正性が

従前の福祉サービスの提供体制においては、事業

歪められる恐れが生じるためである。介護保険制度

者を政府または政府の管轄下にある事業者に限定す

への新規参入が著しいのは営利事業者で、近年では

ることにより、サービスの質を確保するという手法

訪問介護、通所介護、グループホームの各事業で営

が採られてきた。しかし次第に公的な福祉サービス

利事業者は非営利事業者の数を上回っている。この

が一種の保護産業となり、サービス提供の非効率性

ように激増してきた営利事業者は、非営利事業者と

やサービスの質の停滞が問題視されるようになった。

比べて経営戦略上どのような行動特性を有するのか、

こうした事情が準市場導入の背景にはある。

その解明は十分に進んでいない。

ただ公共サービスを市場の仕組みのもとで提供す

本論文の構成は次のとおりである。まず準市場と

る際には、一般市場の場合とは異なり、公平性や公

しての介護保険制度の特徴と課題を確認し、準市場

正性に対する配慮が不可欠である。このため準市場

における非営利・営利事業者の行動比較に関する国

は、⑴サービス購入のために公費を充当する、⑵参

外・国内の先行研究をレビューする。その上で、全

入する事業者には規制・監督を行う、⑶利用者がサー

国のグループホーム約 12,000 の運営状況に関する

ビス内容や事業者を選択することを支援する仕組み

データを用いて、非営利・営利事業者の行動を比較

を設ける点で、一般の市場とは異なる特徴を備えて

する。具体的には、①サービスの質を基盤・過程・

いる (LeGrand 1991、LeGrand and Bartlett 1993)。

結果について比較し、また②経営戦略的行動を利用

また LeGrand and Bartlett(1993) は準市場が成立す

者・地域の選別および規模・範囲の経済への志向に

る条件として、⑴競争的な市場があること、⑵利用

ついて比較する。

者に十分な情報があること、⑶取引費用と不確実性

結果を先取りして述べると、サービスの質につい

への対応があること、⑷供給者と購買者の双方に動

ては、全般的には非営利・営利事業者は同等もしく

機付けがあること、⑸クリームスキミングが発生し

は非営利法人の方が若干サービスの質が高い傾向が

ないことを挙げている。

あった。また営利法人の方が非営利法人よりも、経

これらの準市場の成立条件を日本の介護保険サー

営戦略上有利な利用者の選別や地域の選別を行う傾

ビスについて考えてみると次のようになる1。⑴営

向があり、規模の経済や範囲の経済を考慮した行動

利事業者を中心に新規参入が急増し、後述するとお

をとる可能性が示唆された。こうした結果に沿って、

り⑵全国の介護サービス事業者の情報公開が整備さ

介護サービスの市場化に潜在する課題について考察

れ、⑶制度の理解が難しい利用者を支援するための

を進めたい。

ケアマネジャー（介護支援専門員）の制度や、事業
者が撤退する際には自治体が介入して利用者を他の

Ⅱ．研究の背景：準市場の可能性と課題

事業者に引継ぐなど、取引費用や不確実性への対応
がなされている。⑷事業者と利用者の増加をみると

介護保険制度の根幹を形成している準市場の特性

双方が介護保険制度の利用に十分な動機を持ってい

は次のとおりである。準市場とは、公的事業者、民

るといえる。⑸のクリームスキミングに関しては、

間の非営利事業者および営利事業者を同じ市場に参

社会問題化するような規模での特定の利用者の排除

入させ、利用者の獲得を巡って競争させる仕組みで

は起こっていない。ただ介護保険サービスの現場で

ある。公共サービスに市場競争の要素を導入し、サー

は、悪質な事業者が摘発されたり、サービスの不足

ビス提供の効率化を図るというアイディアは 1980

が指摘されたり、介護労働者が不足したり、様々な

年代以降、先進諸国で注目されてきた New Public

トラブルや困難が続発しているのも事実である。こ

Management (NPM) の系譜に属する。新自由主義経

のほかにも顕在化していない様々な課題がある可能
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来る。また事業者は公共サービスの提供においても、

ここで公共サービスに市場競争を導入するメリッ
トの陰にあるリスクを考えると次のようになる。
第一のリスクは、サービス提供の効率化とサービ
スの質の間にあるトレード・オフである。一般的に

通常の事業と同様に規模の経済や範囲の経済を期待
した行動をとることも予測される。保健医療分野に
おいても規模の経済や範囲の経済が存在することは
認識されている (Folland et al. 2007)。

サービスの費用削減と質の向上の両立は困難であり、
利益拡大をめざす事業者は費用削減に傾く傾向があ
る (Hart et al. 1997)。

Ⅲ．先行研究
医療・福祉サービス分野への民間参入が進んでい

このことは次のように説明される。サービス提供

るアメリカでは、医療機関や老人ホームなどを対象

の効率化は、サービス 1 単位を生産するのに必要な

とした営利事業者、非営利事業者また公的事業者の

費用の面と、労働者 1 人が生産するサービス量の技

行動研究の集積がある。

術あるいは生産性の面から捉えられる。一方サービ

主な理論としては、非営利事業者は利益の非配分

スの質は、投入物と産出物の二つの面から捉えられ

制約があるために、利益最大化を目指す営利組織よ

る。事業の投入物としては、サービス提供のための

り信頼される行動をとるという契約の失敗論 (Hans-

施設・機器、労働者（専門性・経験）、経営主体の

mann 1980) や、非営利組織はサービスの質・量の最

ガバナンスなどが考えられる。事業の産出物とは、

大化や威信の最大化を図る (Newhouse 1970) という

提供されるサービスの量、利用者の健康改善度、あ

議論が知られている。明確な所有権を有する営利事

るいは利用者・家族の満足度などが考えられる。

業者と政府が所有権を統制する公的事業者を比較す

ただ介護サービスのように食事や排せつの介助な

ると、営利事業者は公的事業者よりも革新性が強く、

どを中心とした非専門的な支援が多い対人サービス

市場競争や費用削減に対して敏感に行動するという

の場合、技術革新によるサービスの生産性の飛躍的

議論もある (Hart et al. 1997)。

向上は期待しにくい。このためサービス提供の効率

非営利・営利事業者の行動を比較した実証研究で

化は費用の削減が中心になる。投入物の充実は費用

は主として、①経済効率性、②サービスの質、③利

の増加につながり、逆に費用低下はサービスの質の

用者の選択を軸に分析がなされている。Schlesinger

低下につながる傾向があるため、結果的にサービス

and Gray (2006) は、病院と老人ホーム（アメリカ）

提供の効率化のためにサービスの質が犠牲になりが

を対象とした実証研究を横断レビューして、①経済

ちである (Hart et al. 1997)。

性は営利事業者の方が非営利事業者より優れている

第二のリスクとしては、利益拡大をめざす事業者

傾向があること、②サービスの質は非営利事業者と

が、機会主義的な行動をとる可能性が挙げられる。

営利事業者が同等か、場合によっては非営利事業者

医療・福祉などの公共サービスでは、利用者が提供

の方が質が高い傾向があること、③利益の少ない利

されるサービスの内容や成果を客観的に評価するこ

用者へのアクセスは非営利事業者の方が多いことを

とが非常に困難であり情報の非対称性が大きいため

示している。

に、事業者が自らを利する行動をとる余地がある。

この他、経営主体別の病院（アメリカ）を対象

例えば、出来高払い報酬の場合に過剰なサービスを

とした研究では、①経済的効率性について Shen et

提供したり、傷病別報酬制度や包括支払制度などの

al.(2007) が財務の効率性を比較し、営利事業者は非

場合に利幅の大きな利用者を選んだりする可能性が

営利事業者より収入および利益率が多いか同等とし

ある (Newhouse 1996)。後者のように事業者が儲か

ている。比較の指標は、費用、収入、利益率など

りそうな利用者を選ぶ行動は、クリームスキミング

である。②サービスの質については Eggleston et al.

と呼ばれている (Ellis 1998、Barons 2003) 。

(2008) が、非営利事業者と営利事業者の差はほとん

2

一方、準市場における公共サービス提供を、他の
一般的な市場での生産活動と同様に考えるならば、
そこには様々な経営戦略があるだろう。前述した利

どないと結論づけている。比較の指標は、死亡率、
医療ミス、手術後の合併症などである。
経営主体別の老人ホームを対象にした研究では、

用者の選別や進出する地域を選別することは、営利

②サービスの質について、Hillmer et al. (2005) が実

事業者には一般的な経営戦略的手法ということも出

証研究の横断レビューにより、非営利事業者の方が
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営利事業者よりサービスの質が高いとしている。比

Ⅲ . 本研究の分析の視点

較の指標は、スタッフ、身体拘束・流動食・向精神
薬などの利用、褥瘡の発生、身体機能の変化死亡率、
感 染 症 な ど で あ る。 同 様 に Comondore et al.(2009）

1．サービスの質の捉え方
医療・福祉のサービスの質の評価については、「構

も横断レビューにより、非営利事業者の方が営利事

造」「過程」「結果」の三面から捉える Donabedian

業者よりサービスの質が高いとしている。比較の指

モデルが広く知られている。ここで「構造」とは、

標は、スタッフの訓練やレベル、褥瘡、身体拘束、
規制の順守などである3。

施設や機器などの整備状況や労働者の状況を示す。
「過程」とはサービスを提供する手順である。「結果」

③利用者の選択については、Berta et al. (2010) が

とは患者・利用者の状態の改善やサービスに対する

病院（イタリア）を対象に、分析し、症例別支払の

満足度などを示す (Donabedian 1998)。おおまかにい

グループ数が少ないケースをクリームスキミング指

うと「構造」と「過程」は前述した投入物に、
「結果」

標と仮定して、営利事業者の方が非営利事業者と公

は産出物に相当する。ただ医療・福祉のサービスの

的事業者よりクリームスキミングが多いことを実証

「結果」の評価は困難であるため、実際には、客観

している。一方 Duggan (2000) は、非営利事業者は

的な指標が多く使える「構造」と「過程」の評価が

営利事業者と同様に儲かりそうな利用者を増やし、

中心である。「結果」の評価がなされる場合も、客

費用がかかる無保険の低所得者は増やさないことを

観的に計測可能な指標が中心である。先行研究が用

実証し、非営利事業者は営利事業者と同様に機会主

いた指標では「過程」に関するものが最も多く、法

義的な行動をとるとしている。

令規則の順守や身体拘束・向精神薬の利用などが多

おおまかに言うと前述した先行研究においては、

用されている。「構造」に関する指標ではスタッフが、

経済的効率性の面では営利事業者の方が高い傾向が

「結果」に関する指標では褥瘡や入院、身体機能の

あり、サービスの質については非営利事業者と営利

変化などの指標が中心であった。「結果」のなかに

事業者のサービスの質は同等もしくは非営利事業者

介護サービスでは重要とされている利用者本位の評

の方が高いという傾向があるが一定はしていない。

価、例えば利用者の快適さや満足度などの指標が用

クリームスキミングに関する結果も同様といえる。

いられることはほとんどない。

なお多くの研究においては、非営利・営利事業者の

その理由として介護サービスの質の評価には特有

行動や成果の差は、対象となるサービスの種類、医

の困難さがあることが挙げられる。医療の場合は、

療・福祉制度、地域、市場、時期により異なるため、

病気の治癒率や手術の成功率など客観的な評価の利

単純に判断することは困難ということが指摘されて

用がある程度可能だが、介護は慢性的な病気や障害

いる。

による苦痛を緩和したり日常生活を支援したりする

日本の介護保険サービス事業に関しては、非営利

サービスであり、また非専門的な労働が多いことな

事業者のサービスの質は必ずしも高くないという実

どから、客観的な評価指標の設定が非常に困難であ

証研究がある（鈴木 2002、須田 2005 など）。クリー

6
。またケアの利用者と提供者
る（長澤 2012 など）

ム ス キ ミ ン グ に 関 し て は、 野 口 (2016) ま た 金 谷

は共同でケアを生産しているという考え方があり、

(2016) が営利事業者は非営利事業者より、有利な利

利用者と提供者の人間関係が介護サービスの質の評

用者を選別する傾向があることを実証しているが、

価に大きく影響するために客観的な評価が困難とい

管見の限りこうした研究はあまり進んでいない4。

う 指 摘 も あ る（Donabedian1988、Kendall et al.2006

医療・福祉セクターにおける規模の経済や範囲の
経済についても、医療・福祉機関の統合が進んでい

ほか）。
介護保険サービスの質の指標に関する研究は複数

るアメリカを中心に研究があり、前述のとおり規模

なされているが、計測や質の改善手法が中心であり

の経済や範囲の経済の存在が指摘され、近年の実証

（永田 2009、角谷 2011 など）7、事業者間の比較を行っ

研究では規模の経済の存在を支持するものが多い

たものは管見の限りほとんどない8。こうした状況

et al. 2007) 。ただ日本の介護保険事業に

を踏まえて、本論文では独自の視点で、介護保険サー

関するこうした研究は、管見の限りほとんどない。

ビスにおける非営利・営利事業者の行動を比較して

(Folland

5

いくこととしたい。
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本論文では「介護サービス情報公表システム」に

護労働者の離脱率が高い事業所は、質が低いサービ

掲載された事業所情報を利用する。ここにはグルー

スを提供していると推測される。こうした仮定のも

プホーム事業に関して、スタッフの数や専門性・経

とに非営利・営利事業者の行動を比較する。

験のほか、施設の規模や事業の特性、利用料金、同
一法人が経営する関連事業、運営状況（利用者に対

2．経営戦略的行動 利用者・地域の選別と規模・範囲の経済

する配慮、危機管理、研修など）の評価、また利用

利用者・地域の選別については、事業者が有利と

者の介護度別の人数や退所後の状況などの詳細な情

考える利用者層を選別したり、事業に有利な地域を

報が提供されている。つまり介護サービスの「構

選別して進出あるいは退出する行動が考えられる。

造」と「過程」に関する情報はある程度得られるた

後述するように、介護保険制度では利用者の要介

め、これらの指標について非営利・営利事業者の行

護度に応じて介護報酬が設定されている。一方で介

動を比較する。

護保険サービスの費用である介護労働者の賃金は利

一方、この事業所情報から得られる「結果」に関

用者の要介護度に連動しないために、生産費用が同

する情報は限られている。事業所情報であるために、

じでも収入額が異なるという機会主義的な行動を誘

利用者個人の詳細な情報は把握出来ない9。そこで

発する余地がある。こうした状況下で、非営利・営

介護サービスの「結果」については、次のようなや

利事業者は同じ行動をとるのか否かを分析する。

や大胆な仮定のもとで分析を行うこととする。

また介護サービス事業の採算性や利益拡大の可能

「介護サービス情報公表システム」では、利用

性に関しては、かなりの地域差がある。利用者の集

者と労働者の離脱の情報を得ることが出来る。Le

積が多い地域は利益拡大の可能性が高い一方、利用

Grand (2003) は、準市場における利用者は、自らの

者が疎らな地域では採算をとることすら困難な場合

欲求を発言 (voice) するだけではなく、今のサービ

がある。こうした面での非営利・営利事業者の行動

ス提供者の下を離脱 (exit) し他の提供者に移行する

を比較する。

行為により意思を表すことが出来ると指摘している。

規模・範囲の経済については、事業者（経営法人）

この点に注目すると、利用者の退所状況をサービス

が同種類の介護サービスの事業所を経営する規模と、

の質の「結果」と考えることが可能だろう。

他の種類の介護サービス事業所を経営する規模をみ

さらに良好な職場環境や職場に対する介護労働者

の満足感がサービスの質を高めるという議論（Scotti

et al. 2007、André et al. 2014、Van Eenoo 2016 ほ か ）

る。同一事業を複数経営することは、管理費用の共
通化や利用者の増減に応じた人材の融通によって費
用の削減を可能にするために、規模の経済の効果が

を参考にすると、介護労働者の離脱あるいは定着

期待できる。また事業者が異なる種類の介護サービ

も、サービスの質の「結果」の一部と考えられる。

スを提供することは、利用者により多くのサービス

Scotti et al. (2007) によると、良好な職場環境は介護

を同時に紹介する機会が増え、また身体機能や家族

労働者のサービスに対する評価に影響し、それが利

の介護能力の変化に応じて、居宅サービスから施設

用者のサービスに対する評価を高め、結果的に利用

サービスへ、あるいはその逆で連続してサービスを

者の満足度が高くなる。前述した介護サービスは利

提供する機会が増え、範囲の経済の効果が期待でき

用者と提供者の共同生産であるという議論、あるい

る。このような経営戦略的行動についても非営利・

は介護サービスに対する利用者の評価は利用者と提

営利事業者の行動を比較する。

供者の人間関係に左右されるという議論も参考にな
る。実際、介護労働者は処遇のみでなく、働きがい

Ⅳ．分析

や仕事のやりがいを重視する人が多いこと（介護労

1．分析対象：グループホーム

働安定センター 2015）、また近年の介護労働市場で

本報告が分析対象とするグループホームとは、少

は需給が逼迫しており、介護労働者は容易に移動が

人数の利用者が介護職員とともに共同で生活し、食

可能な状況にあることも、上記の仮説を後押しする

事や入浴などの日常生活上の支援を受けながら暮ら

と考えられる。

す居宅を指す。家庭的な雰囲気のなかで利用者と介

このため介護労働者の定着率が高い事業所は、質

護職員とのなじみの関係ができ、個別のニーズに応

が高いサービスを提供していると推測され、逆に介

じたケアが受けられるため、利用者の心身が安定し
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従前の生活を継続できることが期待されている。

利組織が比較的多い。一部の社会福祉法人の取り組

介護保険制度の下では、認知症対応型共同生活介

みも先行した。しかし近年では営利法人や医療法人

護（グループホーム）
（以下「グループホーム」とする）

などの参入が著しい。急速な超高齢化や家族形態の

と位置づけられ、認知症の利用者を対象にした専門

変化のために、特別養護老人ホームなどの介護福祉

的なケアを提供する。1 つの共同生活住居に 5 ～ 9

施設が著しく不足しており、高齢者向けの居住型施

人が住みながら日常生活上の支援や機能訓練などを

設に対する需要が急増していることも後押しになっ

受ける。サービスの分類上は介護保険施設ではなく

ている。様々な非営利・営利の事業者が参入して競

地域密着型サービスの一類型である。

争している準市場であるため、分析対象としてふさ

グループホームは、1980 年代からノーマライゼー

わしいと考えられる。

ションの理念が普及してきたなかで、先駆的な民間
関係者により広がってきた。その理由は、大規模な
福祉施設に障害者・高齢者を隔離するように住まわ

2．利用データ
本報告では、厚生労働省「介護サービス情報公表

せ、集団的また画一的にケアすることは、利用者の

システム」に 2015 年 9 月時点で掲載されていた全

自由な意思や行動を制限することになり本来望まし

国のグループホーム事業所 12,555 の個票データを

いものではない―という限界を指摘する声が高まる

分析に用いる。

なかで、福祉施設に障害者・高齢者を集中させるの

「介護サービス情報公表システム」は、介護保険

ではなく、地域の中で普通に生活することが理想と

利用者が事業所やサービスを選択することを支援す

され、その実践が進んだためである。

るために 2006 年に公開され、24 種類 52 サービス

このためグループホームを経営する事業者には、
NPO（特定非営利活動）法人のような新規の非営

の全国の事業所情報が掲載されている（2016 年時
点）。掲載されている主な項目は表１のとおりである。

表１「介護サービス情報公開システム」の主な掲載情報（グループホームの場合）

本報告では公表データのなかから、入力ミス等が

法人の内訳は､ 社会福祉協議会 110(0.9%)､ 社会福

考えられる事業所を除いた 11,786 事業所を分析対

祉法人 2,674(22.7%)､ 医療法人 1,948(16.5%)､ 協同

象とした。厚生労働省「平成 27 年介護サービス事

組合 58(0.5%)､特定非営利活動法人 561(4.8%) であっ

業所・施設調査」によると、2015 年 10 月時点の全

た｡

国の認知症対応型生活介護事業所の数は 12,983 で

事業所の設立年をみると､ ｢2004 年まで｣ が計

あり、上記のデータは全国のグループホーム事業所

5,174､ ｢2000 年〜 2004 年｣は 4,047､｢2010 年以降｣は

のほぼ全てをカバーしていると考えられる。

2,565 である｡ 近年増加のペースは落ちているが､

対象事業所の経営主体別の数・割合は、営利法人

増加は続いている｡ 介護保険制度開始直後の ｢2000

6,045(51.3%)､ 非 営 利 法 人 5,351(45.5%)､ 地 方 公 共

年〜 2004 年｣ に設立された事業所は､ 非営利法人

団体 45(0.4%)､ その他 345(2.9%) であった｡ 非営利

(2,532) が営利法人 (2,335) を上回っているが､ 2005
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年以降に設立された事業所では営利法人が非営利法

なお政府セクターである地方公共団体の事業所数

人を上回り、近年、営利法人の参入が急速に進んだ

は非常に少ないことから、以下の分析では、主とし

ことが分かる。（表２）

て営利法人と非営利法人の差に注目して述べていく。

表２

事業開始年（事業所数）

3．分析する項目

しているほど、サービスの質が高いと考える。

分析するサービスの質と経営戦略的行動に関する

事業の結果としては、利用者の退所の状況と介護

項目は、以下のとおりである。

労働者の退職の状況をみる。これらの指標が小さい

⑴サービスの質

ほど、サービスの質が高いと考える。

サービスの質は、前述のとおり事業の基盤、過程
と結果の面から捉える。

⑵経営戦略的行動
⒜利用者と地域の選別

事業の基盤は良好なサービスを提供するための条

事業者が利益を上げるために、事業上有利な利用

件整備や取り組みであり、ここでは事業所の規模・

者を選別する行動は、次のように考える。介護保険

利用料金・利用状況を確認した上で、施設の整備、

サービスの場合、事業者の利益の源泉となる介護保

職員の配置（人数、経験、資格、処遇など）をみる。

険報酬は、サービスの種類や利用者の介護度により

事業の過程は経営主体のガバナンスやコンプライア

定められている。グループホームの場合は、定額（1

ンスに関する取り組みであり、ここでは介護報酬加

日）であり、介護度により報酬が異なる。介護度が

算、情報開示・第三者評価の実施状況、運営推進会

高くなるほど介護報酬は高い（表 3）。このため利

議の状況、運営状況（運営体制、利用者の尊重や権

益の拡大を目指す介護保険事業者は、より介護度の

利擁護、安全・危機管理、透明性、家族や外部機関

重い利用者を選別すると考えられる。

との連携など）をみる。これらに関する指標が充実
表３

平成 27 年度認知症対応型共同生活介護費Ⅰの介護報酬

地域を選別して進出する行動については、利益拡

プホーム事業者が所在する市区町村の人口規模と高

大を目指す介護保険事業者は、利用対象者数が多い

齢化率がどのように異なるのかについて分析する。

など市場の潜在力が高い地域を選び進出すると考え

⒝規模・範囲の経済

られる。このため非営利・営利事業者により、グルー

介護保険サービスには、居宅・地域密着型・施設
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サービスとして、24 種類 52 サービス（2016 年時点）

ト数が 1.8、定員数が 15.7 人である。大きな差はな

があり、同一法人が複数の介護サービス事業を経営

いが、営利法人が非営利法人より、若干規模が大きい。

する例は多い。

グ ル ー プ ホ ー ム の 利 用 料 金 を み る と、 全 体 で

規模の経済を期待する行動に関しては、同一法人

は、 月 額 家 賃 が 45,364 円、 敷 金 26,814 円、 保 証

が経営する同一事業、ここではグループホームの事

金 64,365 円、食材費（1 日）が 1,202 円である。営

業所数について分析する。範囲の経済を期待する行

利法人では、月額家賃が 48,873 円、敷金 34,960 円、

動に関しては、同一法人が経営する他の種類の介護

保証金 78,928 円、食材費（1 日）が 1,218 円である

保険サービスの事業所数について分析する。後者は

のに対して、非営利法人では、月額家賃が 41,474 円、

訪問介護の利用者に通所介護やリハビリなどを合わ

敷金 17,622 円、保証金 47,905 円、食材費（1 日）が 1,186

せて提供したり、身体機能が低下すれば施設を紹介

円である。大きな差はないが、営利法人が非営利法

したりするいわゆる「囲い込み」が期待されている。

人より若干高い。

このような経営戦略的行動が、非営利・営利事業者
でどのように異なるのかを分析する。

入居率をみると、全体では 96.6%、営利法人は
95.7%、非営利法人は 97.7% である。非営利法人の
方が若干高い。グループホームに対する需要の大き

4．分析結果

さが分かる。

⑴事業所の概要―事業所の規模・利用料金・利用状
況―

事業所の規模、利用料金、利用状況に関して、営
利法人と非営利法人の差はあまりないが、営利法人

まずグループホームの規模（平均値）をみると、
非営利法人の場合は、ユニット数が 1.6、定員数が

は非営利法人より若干規模が大きく、利用料金が高
い傾向がある。

14.6 人であるのに対して、営利法人の場合は、ユニッ
表４

事業所の規模および利用条件・利用状況（平均値）

表５

施設の整備状況（平均値）
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数 0.68 人 で あ る。 非 営 利 法 人 で は 介 護 職 員 総 数

次にグループホームのサービスを基盤と過程の面

12.9 人、介護職員常勤換算数 10.4 人、定員 1 人あ

から分析していく。

たり介護職員常勤換算数 0.72 人である。介護職員

⒜施設の整備状況

の総人数は事業所規模に連動して営利法人の方が多

施設の整備状況をみると、1 室あたりの居宅面積

い。しかし定員 1 人あたりの介護職員常勤換算数は

は、営利法人が 10.7㎡、非営利法人が 11.9㎡であ

非営利法人の方が若干多い。

る。個室における便所の設置は、営利法人が 6.5%、

介護職員の処遇をみると、常勤職員の割合が営利

非営利法人が 13.3%、入居者等が調理を行う施設

法人では 66.1% で、非営利法人では 74.8% であり、

は、営利法人が 82.3%、非営利法人が 87.6%、その

非営利法人の方が常勤職員の割合がやや多い。

他の共用施設は、営利法人が 52.8%、非営利法人が

介護職員の資格と経験年数をみると、営利法人

54.2% である。大きな差はないが、全般的に居室の

は社会福祉士の取得率が 33.0%、5 年以上の経験者

広さや設備は非営利法人の方が営利法人より充実し

の割合が 34.9%、10 年以上の経験者の割合が 9.8%

ている。

である。非営利法人は社会福祉士の取得率が 47.2%、
5 年以上の経験者の割合が 42.5%、10 年以上の経験

⒝介護職員の配置および資格・経験・処遇

者の割合が 15.6% であり、非営利法人は営利法人よ

介護職員の配置と資格をみると、全体では、介護

り有資格者や経験が豊富な介護職員が多い。

職員総数 13.5 人、介護職員常勤換算数 10.5 人、定

大きな差はないが、全般的に非営利法人が営利法

員 1 人あたり介護職員常勤換算数 0.70 人である。

人より、介護職員の処遇が良く資格や経験が豊富な

営利法人では介護職員総数 14.1 人、介護職員常勤

傾向がある。

換算数 10.6 人、定員 1 人あたり介護職員常勤換算
表６

表７

介護職員の配置

（平均値）

介護職員の処遇・資格・経験

（平均値）
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⑶サービスの質：過程

ビス提供体制強化Ⅰ」は非営利法人が多く (30.2%)､｢

⒜介護報酬加算状況

同Ⅱ｣ は同程度である｡ ｢介護職員加算Ⅰ｣ は非営

一定水準以上のサービスを提供する場合に支給さ
れる介護報酬加算状況をみると、
「夜間ケアⅠ」、
「同
Ⅱ」および「認知症行動・心理症状緊急対応」は、

利法人が若干多い (84.5%)。なお各々の項目ではⅠ
が最も高い水準と設定されている。
非営利法人は認知症の対応など専門性を要する介

両者ともにわずかである。「退去時相談」は営利法

護やサービス提供のほか、より高い水準介護職員の

人と非営利法人が同程度で 2 割である。非営利法

処遇を目指す傾向がある。営利法人は若年性認知症

人の方が多いのは、「認知症専門ケアⅠ」(25.9%) な

や看取り看護などの新しいニーズへの対応や、外部

どである｡ 営利法人の方が若干多いのは､ ｢若年性

の医療機関との連携に力を入れている傾向がみられ

認知症利用者受付｣ (28.9%)､ ｢看取り看護の実施｣

る。

(37.9%)､｢医療連携体制｣ (75.7%) などである。「サー
表８

介護報酬加算のある割合（％）

⒝運営状況

合計点数では営利法人が 4.2、非営利法人が 4.3 で

グループホームの運営状況について、7 分野に関
する 5 点満点評価をみると、「利用者の権利擁護」

ほとんど差が無い。「事業運営・管理」のみ非営利
法人の方がやや高い。

は営利法人が 4.7、非営利法人が 4.6、「サービスの

参考として、全 68 項目について比較した結果で

質の確保への取組」は営利法人が 4.2、非営利法人

は大半で差はなく、「毎年度の経営、運営方針が記

が 4.2、「相談・苦情等への対応」は営利法人が 4.4、

載された事業計画等」（実施率：営利法人 69％、非

非営利法人が 4.5、「外部機関等との連携」は営利法

営利法人 85%）、
「事業計画及び財務内容を閲覧でき

人が 2.9、非営利法人が 2.8、「事業運営・管理」は

ることが確認できる」（実施率：営利法人 33％、非

営利法人が 3.8、非営利法人が 4.2、「安全・衛生管

営利法人 57%）の 2 項目のみかなりの差があった（詳

理等」は営利法人が 4.3、非営利法人が 4.4、「従業

細表は省略）。

者の研修等」は営利法人が 3.9、非営利法人が 4.0、
表９

運営状況（平均値）
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⒞利用者・家族等との関係と事業の透明性
利用者等の意見を把握する体制については、営利
法人は「取組あり」が 80.9%、このうち 55.5% は「結
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次のとおりである。
⒜退所者の状況
入居者の退所者率（前年退所者 / 利用者総数）を

果開示」している。非営利法人の場合、「取組あり」

みると、 営利法人は「10% 未満」 が 14.2%、「10%

が 80.6%、このうち 54.1% は「結果開示」している。

以上 20% 未満」が 30.6% である。非営利法人は「10%

「第三者評価」については、営利法人は「取組あり」

未満」が 12.9%、
「10% 以上 20% 未満」が 28.4％である。

が 87.9%、 こ の う ち 55.5% は「 結 果 開 示 」 し て い

退所者率が「50% 以上」の非営利法人は 9.1% であ

る。非営利法人は「取組あり」が 88.5%、このうち

るのに対し営利法人は 7.9% である。大きな差はな

54.1% は「結果開示」している。両者の相違はほと

いが、営利法人の方が退所者率は低い傾向がある。
仮説どおりに利用者の退所が不満の表明と単純に

んどない。
こうした制度的な取り組みとは別に、各々のグ

考えるなら、営利法人は非営利法人より評価が高い

ループホームでは、家族や地域の関係者などが参

可能性がある。ただ退所者の退所後の状況をみると、

加する運営推進会議が年間 6 回程度開催されている。

営利法人は、「介護保険施設」が 15.1%、「特別養護

この運営推進会議の活発さの指標として年間の参加

老人ホーム以外の社会福祉施設」が 8.0%、「医療機

人数をみると、営利法人は 36.8 人である。非営利

関」が 41.5%、「死亡者」が 28.1% である。非営利

法人は 41.0 人であり、非営利法人の方が多い。

法人は、「介護保険施設」が 20.8%、「特別養護老人

表 10

が 43.6%、「死亡者」が 21.9% である。大きな差は

ホーム以外の社会福祉施設」が 6.5%、「医療機関」
利用者等意見の把握体制・第三者評価・運営推進
会議
（平均値）

ないが、非営利法人は介護保険施設と医療機関に移
動した割合が若干多い。営利法人は死亡者の割合が
若干多く、昨今関心が高い看取りのニーズに積極的
に対応している可能性があり、利用者の死亡以外の
退所率が低い。一方、非営利法人には特別養護老人
ホームを経営する社会福祉法人や、医療機関を経営
する医療法人が多く、関連施設に移動することが多
いことが予測される。
このようにグループホームからの退所に際しては、
本人や家族の意思より、利用者の心身の病気の悪化
に伴う病院への入院や介護保険施設への入所などが
あることを考慮すると、利用者の離脱を単純に介護

⑷サービスの質：結果
次にサービスの質を結果の面から分析した結果は
表 11

退所者の状況

サービスの質と関連付けることは適切ではない可能
性が高い。
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表 12

退所後の状況

⒝介護職員の退職の状況

職を、働いているグループホームのサービス内容に

介護職員の退職状況をみると、全体の退職者率（前

満足していないことの表明と考えるなら、非営利法

年度の退職者数 / 職員総数）は 19.0%、非営利法人

人の方が営利法人よりサービスの質が高い可能性が

では 16.1%、営利法人では 21.6% であり、営利法人

ある。

の方が非営利法人より退職率が高い。退職者率が低

⑷経営戦略的行動：利用者と地域の選別

いのは、社会福祉協議会と社会福祉法人である。
表 13

介護職員の退職状況（平均値）

次にグループホーム事業者の利用者の選別と地域
の選別について分析していく。
⒜利用者の選別
利用者の平均年齢をみると、非営利法人の場合
は 86.0 歳であるのに対して、営利法人は 85.0 歳で
あり大きな差はない。利用者の要介護度別の割合を
みると、営利法人は「要介護 4」が 18.0%、「要介護
5」が 12.4% である。非営利法人は「要介護 4」が
17.0%、「要介護 5」が 10.7% である。前述のとおり
グループホームの介護保険報酬は利用者の介護度が
高いほど高額になる。営利法人は介護保険報酬が多
い利用者の割合が多い傾向がある。

介護職員の退職率をみると、営利法人の方が非営
利法人よりかなり高い。仮説どおりに介護職員の退
表 14

利用者の年齢・要介護度別の割合（平均値）
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⒝地域の選別
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36.9％、
「30％以上 35％未満」の地域に 13.9％、
「35％

グループホームが所在する市区町村の人口規模を

以上」の地域に 7.1％が所在している。非営利法人

みると、営利法人の場合は「大都市」（政令指定都

は「25％未満」の地域に 31.4％、「25％以上 30％未

市と東京都特別区）に 25.6％、
「人口 10 万以上の市」

満」の地域に 38.8％、「30％以上 35％未満」の地域

に 38.6％、「人口 10 万未満の市」に 23.4％、「町村」

に 19.9％、「35％以上」の地域に 9.8％が所在してい

に 12.4% が所在している。非営利法人の場合は、
「大

る。過疎高齢化が進む高齢化率が 30％を超えるよ

都市」に 15.8％、
「人口 10 万以上の市」に 38.1％、
「人

うな地域への営利法人の進出は、非営利法人より少

口 10 万未満の市」に 30.5％、「町村」に 15.7％が所

ない。		

在している。営利法人は、都市部にかなり集中して

都市部は地方より高齢化率が低いが、介護保険

おり、非営利法人は、人口 10 万未満の小都市や町

サービスの対象となる高齢者の実数は、都市部の方

村に半分近くが所在している。

が多く、市場の潜在力が大きいと考えられる。営利

ま た 所 在 す る 市 区 町 村 の 高 齢 化 率（65 歳 以 上
人口の割合）をみると、営利法人は、「25％未満」

法人は市場規模の大きな地域により多く進出してい
ると考えられる。

の地域に 42.1％、「25％以上 30％未満」 の地域に
表 15

所在する市町村の人口規模 （％）

表 16

所在する市町村の高齢化率 （％）

⑸経営戦略的行動：規模の経済と範囲の経済
次に規模の経済を期待する行動、つまり同種類の

類の事業所数が少ない。
また範囲の経済を考慮した行動、つまり関連する

事業を展開する事業所数をみる。営利法人の場合は、

他の事業所を展開している実態を、ループホーム以

経営しているグループホーム（認知症対応型共同生

外の介護保険事業の実施状況についてみてみる。営

活介護）数の平均が 3.91 事業所であるのに対して、

利法人の場合は、
「訪問介護」を 32.5%、
「訪問看護」

非営利法人は 2.08 事業所であり、営利法人の方が 2

を 11.1%、「通所介護」を 43.0%、「特定施設入居者

倍近い。つまり営利法人は規模の経済を意識した事

生活介護」を 16.4%、「居宅介護支援」を 38.2% の

業展開を行っていると予測される。非営利法人のな

法人が併営している。非営利法人の場合は、「訪問

かでも特定非営利活動法人と社会福祉協議会は同種

介護」を 49.3%、「訪問看護」を 28.2%、「通所介護」
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を 64.8%、
「特定施設入居者生活介護」を 13.2%、
「居

人は規模の拡大と多角化により介護保険事業を展開

宅介護支援を」73.9% の法人が実施している。全般

する事業者と、単独サービスに従事する小規模な事

に非営利法人の方が営利法人より併営事業がある割

業者に二極化している傾向がうかがえる。

合が高い。
一方、1 法人あたり平均事業所数でみると（実施
事業所のみ）、営利法人は、
「訪問介護」8.8 事業所、
「訪

施設サービスには参入規制があるため、老人保健
施設は医療法人が、特別養護老人ホームは社会福祉
法人が特に多く経営している。

問看護」1.9 事業所、「通所介護」4.3 事業所、「特定
施設入居者生活介護」3.9 事業所であるのに対して、

表 17

経営法人が経営する同種の事業所数

非営利法人は、「訪問介護」1.8 事業所、「訪問看護」
1.5 事業所、「通所介護」2.4 事業所、「特定施設入居
者生活介護」1.4 事業所である。併営事業がある事
業所に限ってみた場合は、営利法人は非営利法人よ
り併営事業所の数がかなり多い。
つまり非営利法人は営利法人より広く薄く異種類
の介護保険事業を展開しているのに対して、営利法

表 18

経営法人が実施する他種類の介護保険事業の実施率（％）および１法人あたりの事業所数

Ⅴ．考察
以上のとおり、介護保険サービスのグループホー
ムについて、非営利法人と営利法人の行動について
比較した結果、サービスの質については、全般的に
は両者は同等もしくは非営利法人の方が若干サービ
スの質が高い傾向が明らかになった。また営利法人
の方が非営利法人よりも、経営戦略上有利な利用者
の選別や地域の選別を行う傾向があり、また規模の
経済や範囲の経済を考慮した行動をとる可能性が示
唆された。

, 基盤の面では、施設内容および介護職員の人数・
資格・経験・処遇のいずれも非営利法人の方が営利
法人より、サービスの質が高い傾向があった。過程
の面では、介護報酬加算の面で、非営利法人の方が
わずかながらサービスの質が高い傾向があったが、
利用者等の意見の把握体制、第三者評価、運営状況
の評点という面では、非営利法人と営利法人の差は
ほとんどなかった。結果の面では、退所者率は営利
法人の方が非営利法人より低かったが、介護職員の
退職者率は非営利法人の方が営利法人より低かった。
利用者の選別に関しては、営利法人は非営利法人よ
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り、介護保険報酬がより高い介護度の重い利用者を

喫緊の課題になっていることを考えると、介護労働

増やす傾向があり、地域の選別に関しては、より市

者の離脱が示唆すること、つまり非営利法人の方が

場規模の大きな地域に重点的に進出している傾向が

営利法人よりサービスの質が高いという結果は注目

あった。

される。

また営利法人は非営利法人よりグループホームの

第三は、経営戦略的行動では、営利法人の方が非

経営数が多く、一部の営利法人は介護保険サービス

営利法人より、利益拡大のために有利な行動をとる

事業の大規模化・多角化を志向しており、営利法人

ことが明らかになり、快進撃を続けてきた営利事業

は一般的なビジネスモデルを介護保険サービス事業

者は事業拡大のために戦略的に行動していることが

にも適用している可能性がうかがえた。なおグルー

示唆されたことである。市場競争に不慣れな非営利

プホームの定員や利用料金等は、営利法人の方が非

事業者も、生き残るためには戦略的な思考が求めら

営利法人より多いことからは、価格戦略にも留意し

れることを示唆しているとも言える。

ていることが垣間見える。
これらの結果に関して注目されることと考察は次
のとおりである。

一方、介護保険サービスのグループホームを対象
とした本分析から懸念されることは、営利法人にお
けるサービスの質と利用者の選別の矛盾である。営

第一は、営利法人と非営利法人では、ガバナンス

利法人では、サービスの質あるいは介護職員の質が

で重視している点が異なることである。「介護事業

比較的低い事業者が、より高度な介護を要する重介

所データベース」においては、利用者等意見の把握

護度の利用者をケアするという矛盾した状況が生ま

および第三者評価の実施と開示の実施状況は「あり」

れおり、利用者に対するサービスが不十分になって

「なし」の情報が掲載されている。運営状況評価は、

いる恐れがある。またこうした事業所で働く介護職

表 1 にある事業運営や安全・衛生管理、権利擁護な

員は、より厳しい労働環境におかれ、離職等が増え

どの整備状況が「○」「―」で表示され点数化され

るという悪循環が生じている可能性が懸念される。

事業所間の比較情報もある。一方、運営推進会議参

本論文で確認した費用削減とサービスの質の向上を

加者数は人数がウェブサイトに掲載されているが、

両立させることは困難という結果は特に意外なもの

直ちに他事業者と比較することは出来ない。誤解を

ではない。しかしそこに利益を拡大するために利用

恐れずに言うと、利益拡大を志向する事業者（主に

者を選別する行動が加わることにより、介護サービ

営利法人）は、利用者・家族にアピールできる分か

ス市場では公平性・公平性が損なわれる度合いが増

りやすいサービスの質については熱心だが、見えに

す可能性が確認されたことは新たな知見といえる。

くい部分で努力しているのは非営利法人という可能

現行の介護サービスの市場化にはこうした課題が潜

性が示唆される。一方、営利法人は看取りなどの新

在化しており、立場の弱い利用者にしわ寄せが起こ

しいニーズに対してより積極的であったことが注目

らないような制度設計の見直しが望まれる。

される。

なお介護保険サービス市場において、営利事業者

第二は、結果の面で、入所者の退所者率と介護職

と非営利事業者の行動に差があることが直ちに問題

員の退職者率に関しては、逆の結果になったが、こ

になるのか、政策的に利益最大化を目的とする営利

れらに関しては、利用者の年齢や介護度などの特性

事業者と社会的使命を重視する非営利組織の行動の

や地域の特性、また経営法人が併営する施設の状況

差異はどの程度なら許されるのか、こうしたことに

などを考慮したより正確な分析が必要と考える。こ

関する明確な合意はない。準市場である介護保険制

こではグループホームが特別養護老人ホームなどの

度における事業者の競争的行動と公平性・公正性の

施設への入居待ちに利用されるなどの他の要因を全

バランスを論じることは、筆者の能力外であり今後

く考慮していないという課題がある。単純に退所者

の議論を待ちたい。また本論文の介護保険サービス

率をサービスの質の結果とすることの妥当性を再考

市場の評価は、開始後 10 数年を経た段階のものと

する必要があるのかもしれない。

いう限界があり、より正確な評価を行うためには長

一方、介護労働者の不足は近年の大きな社会問題

期間の観察が必要であることも付記しておきたい。

であり、介護保険制度を維持していくためにも介護

しかし公共サービスの提供に際しては、公平性・

労働者の確保が社会レベルでも事業者のレベルでも

公正性を確保することが第一義であり、特に立場の
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弱い人々に対する配慮が不可欠であることは間違い

政策の影響や取引費用の削減の方が、医療福祉事業の統

ない。このため利益の最大化を目指す事業者が、利
益拡大のためにサービスの質を過度に犠牲にするこ

合の大きな誘因である。
６

ケアの質の評価方法は定まっておらず、これまでの評価

とはないのか、また利益拡大のためにクリームスキ

事業には様々な課題もある（筒井 2016、白瀬 2012）。イ

ミングが発生し、必要なサービスを受けられない利

ギリスでは 1999 年に導入された自治体の社会的ケアの業

用者が発生する恐れがないのかという課題を含めて、

績測定が、管理コストや形式主義な作業を増加させ、専

非営利事業者と営利事業者の相違を軸に、準市場と

門職の自律性を阻害し支援より書類作成の時間を増やす

いう政策の健全性に関しては、注視し続けることが

という弊害が顕在化したため、2010 年に廃止された（長澤

必要と考える。

2013）。
７

Ⅵ．おわりに

現在実施されている介護保険サービスの外部評価など
では、支援の行為を細分化し、個別具体的に基準を定め
てサービスの質の評価することが多い。このため過度のマ

本報告では、介護保険サービス市場における非営

ニュアル化や事務作業の膨大さから、サービスの管理業

利・営利事業者の行動を、グループホームについて、

務に手を取られ、介護そのものに向き合う時間がないとい

主としてサービスの質、利用者と地域の選別および

う批判を 2016 年に筆者がヒアリングした複数の事業所で
聞いた。

規模の経済と範囲の経済の面から比較し分析した。
ただ前述のとおり、本分析は経営情報に関する客観

８

介護サービスの利用者は、高齢で情報の理解や意思表
示などが難しい場合も多い。

的なデータを用いた分析であり、サービスの質の具
体的な内容に踏み込んでいないという限界がある。

９

介護保険利用者の病状や身体機能の変化などを網羅的

また単純集計結果を紹介したことに止まる。またこ

に把握できるレセプト情報は、現在ところ一般提供されて

こで明らかにしたのはサービスの質の差と、利用者

いない。

と地域の選別の可能性であり、これらが社会的に問
題か否かの判断は出来ていない。このような限界は
あるが、比較的単純な指標を用いて、非営利・営利
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