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国が価格を統制する介護事業での民間企業の事業展開を考える 
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はじめに 

 

 要介護高齢者の介護は家族に大きな負担を強いて大変であるということから、社会が変

わって介護サービスを提供し、面倒を見ていくという方針が２０００年の介護保険法施行

の大きな方針でもあった。この事業を全国で実施して行くには、介護士などの人材や介護

サービスの運営組織など一定の量の確保が必要とされていた。当局はそのことへの不安か

らか事業者の登録申請などのルールが緩くなり、誰でも参入できる状態にあったといって

も過言ではないだろう。２０００年当初は、それでもよかった。 
  

しかし、予想をしていた以上の早さで要介護認定者が増加し、介護保険制度の財政を圧

迫するようになってきた。また、介護報酬の水増し請求などの不正事件が相次ぎ発生し、

１６０社以上の指定取消が発生して、事業者への不信も大きなものになってきた。 
この状況で厚労省は、３年ごとの介護保険制度の見直し時期を利用し、監査機能を強化

による不正への厳しい対処をはじめるとともに、基準の変更や介護報酬や保険料の改定な

どを実施することで介護保険制度の財源の確保と健全化を計ろうとしていた。 
 
２００６年の改定方針は、「介護重視から予防介護重視」への方向転換である。その大

きなポイントが、要介護認定区分の増加とその基準の変更で、従来の「要支援、要介護１

～５」という６段階を「要支援１～２，要介護１～５」の７段階に増し、介護保険給付支

出の減少をはかるとともに、要介護者の発生減少を計ろうとしたことである。 
当然ながら、「要介護１」の多くが「要支援２」に認定替えされ、比較的軽い要介護者

を相手にサービス展開していた民間企業が、サービス時間の低下とそれに伴う報酬の減少

に見舞われ、経営を圧迫されることとなった。 
 
そのため、ヘルパーなど介護者の時給を下げたり、介護者に顧客獲得のノルマを課した

りする企業も出始め、当初、厚労省などが望んだ、市場原理をこの介護福祉事業に導入す

ることでより質の高いサービスの供給の実現が、この訪問介護事業では無理であることを

露呈しはじめた。 
 さらに、２０００年当初は景気が低迷しており、コムスンでは標準年収２６０万円とい

われる低賃金での人材確保も容易に可能であったが、景気の回復とともに５０万人ともい

われる介護士が他の高賃金の業界に就職し有資格者が集まらず、そのことも経営の難しさ

に拍車をかけてきたといわれる。 
 
 高齢化社会を迎え、さらに拡大を続ける有望な市場だが、成功している訪問介護事業者

の多くは、地域に密着してボランティアとともに地域の協力を得ながら地道に事業展開し

ているところであり、低賃金のヘルパーの上にあぐらをかき、規模の拡大で大きな利益を

望もうとする企業が進出する分野ではないということである。 
 

 平成１９年１１月現在 
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１． 介護保険制度 

 

（１）介護保険制度変遷（３年ごとの見直し） 

 

   ・2000 年４月・・・介護保険法の施行 

   ・2003 年４月・・・保険料改定、介護報酬改定 

・2005 年６月・・・改正介護保険法成立 

１０月・・・施設給付見直し、介護報酬改定 

・2006 年４月・・・改正介護保険法施行：予防給付など開始、保険料改定 

・2009 年４月・・・保険料、介護報酬見直し予定 

 
（２）介護保険制度サービスのしくみ 

※現行制度は「予防重視型システム」 

介護保険制度は、高齢者になり（６５歳以上）介護を必要とする状態となっても、自立

した生活ができるようにその介護を国民みんなで支えるしくみであり、また、できるだけ

従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する制度のことである。                     
   

                                         要介護認定者 

                                  ①予防          予防 

                 
                                       
                                  
                      ②自立支援         自立支援 

  
 
       特定高齢者介護予防事業        予防給付 

      （予 防）            （予防中心） 保険給付   介護給付 

         地域包括支援センター                    （自立支援中心） 

                                                 

要介護１～５ 要支援１～２ 

要支援状態の人 要介護状態の人要介護、要支援に

なるおそれのある

状態の人 

生活機能低下が 

無い状態の人 

（６５歳以上一般生活者） 

予防 

 

（３）費用負担のしくみ 

 

＜介護サービスにかかる費用負担先＞ 

○本人負担・・・サービス費用の１０％と、施設での居住費と食費 

○保険給付・・・サービス費用の９０％（保険料：５０％ 公費負担：５０％） 

（内訳）  ・市町村・・・・12.5%   ・都道府県・・・・12.5%(施設サービス分 17.5%) 

・国・・・・・・・・・25.0％(施設サービス分 20%) 

・第 1 号被保険者（65 歳以上）・・・・・・・・19%   

・第 2 号被保険者（40 歳以上 64 歳）・・・31％ 
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＜参考：介護保険制度の全体のしくみ＞ 

 

厚労省「介護保険制度改革の概要」より 
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（４）介護制制度の現状 

１）制度上対象者の構造・・・６５歳以上約２，６００万人   
 
                                 要介護認定者 

            約２，２００万人

                               約２００万人     約２００万人

 

 

 

 

 

                                 旧「要支援」と旧「要介護１」の一部 

  ２）要介護度別認定者数の急増 

要介護１～５ 要 支 援   

１     ２ 

要介護、要支援に

なるおそれのある

状態の人 

生活機能の低下が 

無い状態の人 

（６５歳以上一般生活者） 

要支援状態 

の人 

要介護状態 

の人 

制度スタート後、要介護認定を受ける人が大幅に増加している。特に、軽度者い

わゆる「要支援、要介護 1」が大幅に増加し、認定者の半数を占めている。 

※２００６年４月の改正法施行では、ここのところが「要支援１，２」と「要介護１」

の細分化され、「要介護１」から「要支援２」への認定替えが多く発生している。  

 

＜要介護度別認定者数の推移 （2005 年４月末）単位：千人＞ ４４４８（平成１９年） 

要介５ 

４９５ 

要介４ 

５５６ 

要介３ 

６６７ 

要介２ 

７６８ 

要介１ 

869 

要支２ 

550 

要支１ 

533 

１９６２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜被保険者数と要介護認定者数の推移＞ 

 ２０００年４月末 ２００６年４月末 

第１号被保険者数 2,165 万人 2,594 万人 

要介護認定者数 218 万人 435 万人 

厚労省「介護保険制度改革の概要」より 
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３）改正介護保険法施行・・・主なポイント 

 

①施設給付見直し 

・居住費」や「食費」は、介護保険の給付の対象外に 

保険給付の対象外となり、在宅の場合と同じように利用者負担が原則 
 

②低所得者への負担の軽減 

・居住費・食費の負担限度額を設定 
・施設には居住費・食費の補足給付を支給 
・高額介護サービス費の合計限度額の設定（超えた金額の返還） 

  ：１５，０００円／月 （改正前２４，６００円／月） 

     ＜参考：低所得者区分＞ 

 
厚労省「介護保険制度改革の概要」より 

③保険料改定 

：第 1 号被保険者（６５歳以上の保険料改定推移） 

 

2000～2002 年度 2003～2005 年度 2006～2008 年度 

平均 2,911 円／月 平均 3,293 円／月 平均 4,090 円／月 

 

 

 

④介護報酬改定 

・旧要支援に相当する「要支援 1」の報酬は、平均約 80％程度に減額 

・旧要介護 1 に相当する「要支援 2」の報酬は、平均約 65％程度に減額 

：介護報酬改定率 

全体改定率 ▲0．5％ 【▲2．4％】 

※【】は平成 17 年 10 月改定分を含めた率 

        ＜訪問介護料金実際の例（介護サービスＮＰＯ法人例）＞ 

          １時間当たりの指定金額・・・・１２３０円／１回 （改定前 １８００円） 

            ：人件費・・・ヘルパー代としてほぼ同額支給 

                 ・・・地域の助け合い活用で８０％程度支給 

                 ・・・ボランティア活用で交通費として半額程度支給 
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２．介護市場の状況 

 

 （１）高齢化社会での市場拡大 

 

厚労省「介護保険制度改革の概要」より 

 

（２）介護保険費用の大幅な伸び 

 

厚労省「介護保険制度改革の概要」より 
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（３）利用者の増加、事業者数の推移 

 

平成１９年６月 

合計約４４５万人 

 

 

 

在宅サービス利用者 

約３６３万人 

 

 

 

 

施設サービス利用者 

約８２万人 
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（４）介護保険施設及び居宅サービス事業所の月度損益調査結果 

 

（厚生労働省平成１７年介護事業経営実態調査） 

補助金を 

含まないベース 
補助金を含むベース 

 

損益（千円） 比率（％） 損益（千円） 比率（％）

 介護老人福祉施設 2,469 11.2% 3,089 13.6%

 介護老人保健施設 4,109 12.3%

介
護
保
険
施
設 

 介護療養型医療施設（病院） 

（内：介護保険適用病床のみ）

7,924

(1,141)

10.4%

(3.4%)

 

 訪問介護 
-25 -0.8% -4 -0.1%

 訪問入浴介護 -160 -10.1% -152 -9.5%

 訪問看護ステーション 131 5.8%  

 通所介護 292 6.3% 349 7.4%

 通所リハビリテーション 937 15.1%  

 短期入所生活介護 257 7.3% 300 8.4%

 認知症対応型共同生活介護 402 8.5% 417 8.8%

 有料老人ホーム（施設全体） 1,598 5.4%  

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所 

 居宅介護支援 -125 -16.1% -113 -14.4%

 

※１施設（事業所）１カ月あたりの損益  

※訪問看護ステーションの数字は、介護保険適用部分の損益 

※通所リハビリテーションの数字は、老人保健施設併設の損益 

※比率は、収益に対する損益の割合 
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３．（株）コムスンの介護報酬不正請求、事業所認定不正申請事件 
 
（１）会社概要 

行政機関が指定する指定居宅サービス事業者として、介護保険の給付対象となる

在宅介護サービスを実施 

 

・設  立  昭和 63 年（1988 年）  

・事業内容  在宅介護サービス、施設介護サービスなど  

・資本金   141 億 4,835 万円  

・従業員数  23,413 名（2006 年 7 月時点）  

・主要株主  グッドウィル・グループ 100%  

・介護サービス提供地域 全国４７都道府県 

 

・事業推移（概算値） 

：売上高   639 億万円（2006 年 6 月期）  

累積損失 230 億円、経常損益７億円赤字（在宅 21 億円赤字、施設 14 億円黒字） 

：訪問介護顧客数 – 67,440 名（業界最大手、2007 年 5 月現在）  

：拠点数 – 2,061 拠点                 ：介護タクシー - 367 台  

：グループホーム - 178 箇所（業界最大手）  ：有料老人ホーム - 30 箇所  

 

  

売上高及び事業所数

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2002 2003 2004 2005 2006

 

（カ所・億円） 

事業所数推移 

売上高推移 

（年） 
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（２）会社沿革 

 

・1988 年 - 北九州市にて榎本憲一（社会福祉法人せいうん会理事長）により創業 

・1989 年 - 第 1 回コムスンシンポジウム開催  

・1990 年 - 在宅介護サービスシルバーマーク取得  

・1991 年 - 在宅入浴サービス事業開始  

・1992 年 - 夜間巡回介護モデル事業を全国に先駆けて展開  

・1994 年 - 夜間巡回介護モデル事業が福岡県福岡市の補助事業となる 

・1996 年 - 厚生省（現・厚生労働省）から訪問介護員養成研修機関の認定  

・1997 年 - 人材派遣会社のグッドウィルが資本参加、関連会社となる 

・1998 年 - 宮城県より過疎地域等在宅保健福祉サービス推進モデル事業を受託  

・1999 年 - 居宅介護支援事業者の申請開始  

・2000 年 - 施設介護サービスに参入  

・2003 年 - 訪問介護員養成事業・介護タクシーサービスに参入  

・2004 年 - 保育サービス、ペットケアサービスに参入  

・2005 年 - 訪問介護事業の顧客数が国内最大となる 

 

（３）介護報酬不正請求、不正指定申請事件経緯 

  ○事業所指定不正申請事件・・・介護保険法で事業所、事業内容ごとに定められてい

る必要なヘルパーなどの数を退職したり別の事業所に勤務している

人間の名前を当該事業所の職員として偽って登録申請していた 

  ○介護報酬不正請求事件・・・・時間や回数の水増し、介護報酬の対象外サービス、

無資格者によるサービス、架空などの請求をしていた 

日付 要 旨 備 考 

2006 
12／18 

・東京都、不正請求の疑いで５３箇所（全１８７中）の

介護事業所に立ち入り検査実施（１８日～２６日） 
 
※改善勧告 

2007 
4／11 

・東京都、業務改善勧告実施、介護事業所指定不正取得

で指定取消処分通知予定日 
・コムスン、指定取消処分通知日に対象事業所の廃業届

を実施 ※ 

 
 
※処分逃れ 

6／6 
・厚労省、８割（1600 箇所）の介護事業所の指定打ち切

り及び今後の新指定不許可を発表 
連座制を初適用さ

れ、経営継続断念 

6／7 
・コムスン、グッドウィル子会社に事業譲渡発表 ※ 
・厚労省、障害者福祉サービス事業所（８箇所）で不正

指定申請発覚示 

※処分逃れ 

6／8 

・厚労大臣、グッドウィル子会社へのコムスン事業の譲

渡に関し、検討、制度改正を指示  
・コムスン、子会社へのコムスン事業譲渡を凍結 
・新潟県、監査でコムスン事業所の不正４２件発覚 

グッドウィル株が

連日のストップ安 
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6／9 

・岩手県、山梨県でも、監査でコムスン事業所不正発覚

・グッドウィル・グループ会長釈明会 
 ：社長辞任発表、会長続投 

：譲渡での処分逃れ認める 
：給与天引きデータ装備費 200 円の返却表明 ※ 

・経団連、グッドウィルの処分を検討 
・東証、情報開示の遅れを批判 

 
 
 
 
※５月にこの制度

廃止 

6／11 
・コムスン、全介護事業の譲渡も公表 
・福井県、行政指導実施。相談窓口設置 
・山梨県、実地検査を実施 

大手同業他社など

の申し入れ相次ぐ

（20 社程度） 

6／12 
・経団連、会員活動無期限停止処分発表、折口会長理事

を辞退 
 

6／13 

・神奈川県、コムスン不正報酬１億円発覚、事業所の廃

止届で行政処分を免れていた事業所 
・厚労省、自治体関係者を集め、利用者不安解消への会

議開催 

 

6／14 
・ニチイ学館、全事業一括引き受け申し入れ 
・コムスン、ケアーマネージャーに利用者獲得報奨金支

給、社内評価制度として実施発覚 

 

6／15 ・東京都、区市町村担当者への緊急説明会開催  

6／16 
・イオン系ウエルシア関東、介護全事業の一括買収申し

入れ 
 

6／19 ・ワタミ、介護全事業の一括買収申し入れ  

6／20 
・埼玉県、111 事業所へ改善勧告、専従管理者不在、提

供責任者不足など 
 

6／22 
・データ装備費 200 円の返却を発表 
 ：労基法賃金請求権内の過去２年分で実施 
 ：派遣労働者８０万人分 

グッドウィル特損

大 37 億円発表 

6／26 
・グッドウィル株が大幅下落、４月の８万円台から４万

円台へ 
 

6／27 
・データ装備費全額返還訴訟 
 ：労組（グッドウィルユニオン）２年分では不十分 

 

7／21 
・コムスン分割譲渡へ 
 ：施設介護は８月中売却意向、在宅介護は地域別売却

 

8／26 

・施設介護事業は、ニチイ学館へ売却の見通し 
 ：２００億円規模 
・在宅介護事業は、都道府県ごとに分割売却の見通し 

：第三者委員会で９月中旬までに売却先を決定予定 
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9／5 
・在宅介護事業、都道府県ごとに売却先決定 

：第三者委員会で 16 事業者に決定（企業 10 社） 
 

9／6 
・引っ越しのアートコーポレーション、コムスン保育事

業買収 ：コムスン子会社２社、７保育園運営 
 

9／11 
・都道府県、コムスンへ介護報酬１４億円返還請求 
 ：全国一斉監査結果、３６７営業所 

 

9／17 ・在宅介護事業、熊本県の売却候補先の熊進企画辞退  

9／21 
・在宅介護事業、都道府県ごとに売却、事業移行契約完

了、売却総額 52 億円 
 

9／22 

・コムスン、高級老人ホーム都内６施設ゼクスに売却 
 ：３６０億円程度で１２月引き渡し予定 
・コムスン全事業の売却決定、来年前半、生産手続きに

入る予定 
 ：介護事業の売却総額は約６２７億円 

 

新聞などによる報道記事を参考にＢＥＩが作成 
 

 

４．介護報酬不正請求、不正指定申請事件発生の背景 

※コムスンの不祥事では他企業も同じ課題を内在させており、これらの問題について行

政が公共施策として積極的に取り組むことがもっとも期待されているのではないか。 

 

（１）介護保険法の改正 

介護保険制度における財源確保の観点から、介護保険制度の方針を「介護重視から予防

介護重視」へと方向転換し、介護保険給付支出の減少をはかるとともに、要介護者の発生

の減少を計ろうとしたことである。 
 

○従来の「要支援、要介護１～５」という６段階を「要支援１～２，要介護１～５」の

７段階に増したことで、「要介護１」の多くが「要支援２」に認定替えされ、比較的

軽い要介護者を相手にサービス展開していた民間企業が、サービス時間の低下とそれ

に伴う報酬の減少に見舞われ、経営を圧迫されることとなった。 
 
（２）有資格者の人材確保難 

国が価格をコントロールする介護事業において、市場原理を導入することでより質の高

いサービスの供給の実現は低賃金の人材が確保できてこそのものであり、特に訪問介護事

業では人材だけでなく、賃金にも限界がきている。 
 

○２０００年当初は景気が低迷しており、コムスンでは標準年収２６０万円といわれる

低賃金での人材確保も容易に可能であったが、景気の回復とともに５０万人ともいわ

れる介護士が他の高賃金の業界に就職し有資格者が集まらず、そのことも経営の難し

さに拍車をかけてきたといわれる。 
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（３）政府による介護価格コントロール 

 介護保険制度は 低保障について給付するようになっており、政府が介護価格をコント

ロール（生活支援にあるゴミを捨てる、捨てないということにまで目を光らせているのは

やりすぎの観はある）してくるのは当然のことといえる。しかし、そこには営利を目的と

する企業が、介護事業における基本的な（単価が安く、需要が多い）介護といえる訪問介

護事業へ展開するには、本来難しいものがあるはずだ。 

 また、日本には、政府行政の施策への大きな依存心がまだ多く存在しており、地域のヘ

ルスケアーの一環として地域住民やＮＰＯの手で行政の不足部分を担っていくという自発

性が欧米に比べ弱い。 

 

○訪問介護事業で経営が何とか成り立っているのは、地域に密着したボランティアとと

もに運営に当たるＮＰＯなどに多いようで、民間企業では、施設介護、特養老人ホー

ムなどの運営をてがけるところが収益を確保できているという構造が成り立ってい

るようだ。 

 

５．その他 

＜介護サービスＮＰＯ法人の例＞ 

       

○特  徴・・・・・・ ボランティア等の支援によりコストを抑える 

        地域に密着した運営形態 

大都市圏より人件費安い（就職先が多くはないことも影響） 

ヘルパーを自前で養成 

○売  上・・・・・・２億円程度 

○利用者・・・・・・２５０人 

○人  員・・・・・・ フルタイム：２８人（内ケアーマネージャー８人） 

 パート  ：３０人程度 

 その他：ボランティアなど 

○訪問介護料金例 

        １時間当たりの指定金額・・・・１２３０円／１回 （改定前 １８００円） 

         ：人件費・・・ヘルパー代としてほぼ同額支給 

             ・・・地域助け合いネット活用で８０％程度支給 

             ・・・ボランティア活用で交通費として半額程度支給 

 

以 上 
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山口謙吉 
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