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平成 22年介護事業経営概況調査結果の概要 (案 )

調査の概要

(1)目    的 :各々の介護保険施設 。事業所の経営状況を把握することにより

次期介護報鰐‖改定の基礎資料を得ることを目的 とする。

2)期   日 :平成 22年 7月 1日

3)調 査 1「 項 :平成 21年 (度)における収入 。支出の状況

4)調査客体数 :約 10, 000施 設Ⅲ
l「業所 (抽出率 :約 7%)

5)留 意 J「 項 :本概況調査はサンプル数を限定した調査であるため、有効回答

数の少ないサービスについては、集計結身とに ll13々 のデータが大

きく影響 している可能性があることに留意が必要。
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3.調 査の主な結果の概要

・ 介護老人福祉施設では、利用者 1人 あた り (1日 あた り)の収入は約 12,
500円 く利用者 1人あたり (1日 あた り)の支出は約 11, 100円 となっ

てお り、収支差率は 1■二_7%と なっている。

介護老人保健施設では、和l用者 1人 あた り (1日 あた り)の収入は約 13,
800円 、利用者 1人あた り (1日 あた り)の支出は約 13,000円 となっ

てお り、収支差率は 5.7%と なっている。

認知症対応型共同生活介護では、利用者 1人あた り(1日 あた り)の収入は約
12, 000円 、利用者 1人あた り (1日 あた り)の支出は約 10,400円
となつてお り、収支差率は 13.0%と なっている。

訪問介護では、訪問 1回 あた りの収入は約 4, loo円 、訪問 1回あた りの

支出は約 4, 000円 となってお り、収支差率は 2.4%と なっている。

通所介護では、利用者 1人 1回 あた りの収入は約 9,800円 、利用者 1人
1回 あた りの支出は約 9,00o円 となってお り、収支差率は 8.4%と なっ

てい る。

居宅介護支援では、実利用者 1人あた りの収入は約 14,600円 、実利用

者 1人あた りの支出は約 15,300円 となってお り、収支差率は△ 5.3%
となっている。

小規模多機能型居宅介誰では、定員 1人あたり (lヶ 月あたり)の収入は約
169, 100円 、定員 1人あたり (lヶ 月あたり)の支出は約 161, 60
0円 となっており、収支差率は4.4%と なっている。



平成22年介護事業経営概況調査結果について

※ 1:訪問 1回 あた り ':12:利 用 者 1人 1回 あた り ※ 3:鴬 利用者 1人あた り ■ 4:定員1人 あた り (lヶ 月あた り)

※ 5:訪間看護 (ス テーシ ョン)については、医庁機関 と併設 している事
=所

が有i当 衰あること、健緊保臓の訪間 言言ても実施 していることに留意。

※ 6:通所 リハ ビリテーシ ョンについては、介護老人保健電設やEす lt円 が実tす ることに留意。

※ 7:居宅介護支 |モ 事t計については、他のサー ビス事 t所 と

'1設

している事
=所

が相 当tあ ることに留意。

※ 8:収入に占める 「保 F=午卜の利用 +lJの 割 合が 40%を 通えている。
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各サービスの状況について
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弁護者ノ、福祉施設 12,162円 11.123円 564% 107%

介護老 人保健施設 13,750円 12,972円 543% 57%

※ fr護療養型医療施設(病院 ) 18.151円 16,081円 5649る 114%

認知症対応型共同生活午護
(介護予防を含む )

12,()07円 10,447円 529°/0 130%
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※漏穏Ⅳ諄翼:む )
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※麻冨雪話聾翼野
活介護     ‐ 12,o32円 12.232円 429% 24%
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(参考)過去の調査結果

平成19年概況調査 平20年実態調査

収入に対する給与費の割合 収支差率 収入|二 対する給与費の割 合 収支差率

介護老入福祉施設 60.796 4.4% 60.8% 3.4%

介護老人保健施設 53.196 4.3% 53.6% 7.3%

介護療養型医療施設(病院) 60.1% 5.0% 59.2% 32%

認知症対応型共同生活介護
(介護予防を含む)

59.4% 7.7% 57.8% 9.70/0

訪間介護

(介護予防 を含む )

82.8% 3.3% 81.5% 07%

訪間入浴介護

(介護予防を含む)
81.0'あ △3.5% 781% 1.5%

訪問看護 (ス テーシヨン)

(介護予防を含む)
86.2,6 △3.4% 794% 2.7%

通所介護

(介護予防を含む)

64.196 5.7りる 60.7% 7.3%

認知症対応型通所介護
(介護予防を含む)

70.3% △3396 69.0% 2.70/0

通所 リハ ビリテーション

(介護予防を含む)
620'6 1.6% 63.1% 12,696円

短期入所生活介護

(介護予防 を含む)
65.9'6 △1.8% 59.2% 7.0%

居宅介護支援 10049あ △158% 99.40/0 △17.0%

陽7」L用 具賃与

(介護予防 を含む)
38_7% 31% 49.69る 1.8%

Jヽ規模多機能型居モ′)識

介護予防 を含む)
72.39る △18.5% 72.7% △80%

特定施設入居者生活介護

(介護予防を含む)
46.S'6 △0.3% 48.7% 4.4%




