
令和４年度介護事業経営概況調査結果の概要（案）
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○ 調査の目的
各サービス施設・事業所の経営状況を把握し、次期介護保険制度の改正及び介護報酬の

改定に必要な基礎資料を得る。

○ 調査時期

令和４年５月（令和２年度決算及び令和３年度決算を調査）

○ 調査対象等

・ 調査対象 全ての介護保険サービス
・ 抽出方法 調査対象サービスごとに、層化無作為抽出法により１／１～１／20で抽出
・ 調査客体数 調査客体数：16,830施設・事業所

有効回答数： 8,123施設・事業所（有効回答率：48.3％）
・ 調査項目 サービス提供の状況、居室・設備等の状況、職員配置・給与、収入の状況、

支出の状況 等
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介護事業経営概況調査 介護事業経営実態調査

調査の目的 各サービス施設・事業所の経営状態を把握し、次期介護保険制度の改正及び介護報酬の改定に
必要な基礎資料を得る。

調査対象 全ての介護保険サービス（介護保険施設、居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所）

調査の周期 ３年周期

調査時期 改定後２年目の５月
（今回調査：令和４年５月）

改定後３年目の５月
（前回調査：令和２年５月）

調査対象期間 改定前後の２年分の収支状況 改定後２年目の１年分の収支状況

調査の方法 郵送＋電子調査

調査客体数 １６，８３０（令和４年度調査） ３１，７７３（令和２年度調査）

有効回答数 ８，１２３（令和４年度調査） １４，３７６（令和２年度調査）

有効回答率 ４８．３％（令和４年度調査） ４５．２％ （令和２年度調査）

介護事業経営概況調査と介護事業経営実態調査の比較

改定前年

（令和２年度）

改定後１年目

（令和３年度）

改定後２年目

（令和４年度）

改定後３年目

（令和５年度）

概況調査
（改定後２年目）

実態調査
（改定後３年目）

改定前後の２年分のデータを把握

改定後２年目の
１年分のデータを把握

集
計

調査

集
計

調査

調査対象期間等（イメージ）



収支差率 ＝（介護サービスの収益額 － 介護サービスの費用額）／ 介護サービスの収益額
・ 介護サービスの収益額は、介護事業収益と借入金利息補助金収益の合計額

※ 介護事業収益は、介護報酬による収入（利用者負担分含む）、保険外利用料収入、補助金収入（コロナ補助金及び運営費に係るもの）
の合計額
※ 「コロナ補助金を含まない」については、上記の介護事業収益の計算のうち、補助金収入から当該補助金を除したもの

・ 介護サービスの費用額は、介護事業費用、借入金利息及び本部費繰入（本部経費）の合計額

注１：サービス名に「※」のあるサービスについては、集計施設・事業所数が少なく、集計結果に個々のデータが大きく影響していると考えられる
ため、参考数値として公表している。

注２：全サービス平均の収支差率については、総費用額に対するサービス毎の費用額の構成比に基づいて算出した加重平均値である。

各介護サービスにおける収支差率
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※括弧なしは、税引前収支差率（コロナ補助金を含む）
< >内は、税引前収支差率（コロナ補助金を含まない）
（ ）内は、税引後収支差率（コロナ補助金を含む）
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短期入所生活介護 全サービス平均

特定施設入居者生活介護

訪問リハビリテーション
地域密着型特定施設入居者

生活介護

通所介護 地域密着型介護老人福祉施設

通所リハビリテーション 看護小規模多機能型居宅介護

訪問介護 認知症対応型通所介護

訪問入浴介護 小規模多機能型居宅介護

訪問看護 認知症対応型共同生活介護

介護療養型医療施設※
定期巡回・随時対応型

訪問介護看護

介護医療院 夜間対応型訪問介護※

居宅サービス 地域密着型通所介護

施設サービス 福祉用具貸与

介護老人福祉施設 居宅介護支援

介護老人保健施設 地域密着型サービス

サービスの種類
令和４年度概況調査

サービスの種類
令和４年度概況調査
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決算
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決算
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決算

対２年度

増減



各介護サービスの収支差率及び給与費割合（過去の調査結果との比較）

注：収支差率に「※」のあるサービスについては、集計施設・事業所数が少なく、集計結果に個々のデータが大きく影響していると考えられる
ため、参考数値として公表している。 3

※令和２年度決算・令和３年度決算の括弧なしは、税引前収支差率（コロナ補助金を含む）
令和２年度決算・令和３年度決算の< >内は、税引前収支差率（コロナ補助金を含まない）
令和２年度決算・令和３年度決算の（ ）内は、税引後収支差率（コロナ補助金を含む）

対２年度 対２年度
増減 増減

1.6% 63.6% 1.6% 63.9% 1.3% △0.3% 64.2% +0.3%
<1.2%> <64.1%> <1.2%> <0.0%> <64.3%> <+0.2%>

(1.6%) (1.6%) (1.3%) (△0.3%)

2.4% 61.7% 2.8% 61.4% 1.9% △0.9% 62.0% +0.6%
<2.1%> <61.8%> <1.5%> <△0.6%> <62.2%> <+0.4%>

(2.2%) (2.5%) (1.3%) (△1.2%)

2.8% 60.9% ※ 9.7% 55.6% ※ 0.6% △9.1% 61.0% +5.4%
※ <9.0%> <56.0%> ※ <△0.4%> <△9.4%> <61.6%> <+5.6%>

(2.3%) ※ (9.1%) ※ (△0.2%) (△9.3%)

※ 5.2% 59.4% 7.0% 58.4% 5.8% △1.2% 59.4% +1.0%
<6.2%> <58.9%> <5.2%> <△1.0%> <59.8%> <+0.9%>

※ (4.7%) (6.5%) (5.3%) (△1.2%)

2.6% 77.6% 6.9% 72.4% 6.1% △0.8% 73.1% +0.7%
<6.3%> <72.9%> <5.8%> <△0.5%> <73.3%> <+0.4%>

(2.3%) (6.4%) (5.5%) (△0.9%)

3.6% 66.0% 6.4% 62.9% 3.7% △2.7% 64.7% +1.8%
<6.1%> <63.1%> <3.6%> <△2.5%> <64.8%> <+1.7%>

(2.7%) (4.7%) (2.5%) (△2.2%)

4.4% 78.0% 9.5% 71.9% 7.6% △1.9% 73.6% +1.7%
<9.0%> <72.3%> <7.2%> <△1.8%> <73.9%> <+1.6%>

(4.2%) (9.1%) (7.1%) (△2.0%)

2.4% 72.3% 0.0% 71.5% 0.6% +0.6% 71.4% △0.1%
<△1.1%> <72.2%> <△0.4%> <+0.7%> <72.1%> <△0.1%>

(1.9%) (△0.4%) (0.2%) (+0.6%)

3.2% 63.8% 3.8% 63.0% 1.0% △2.8% 64.7% +1.7%
<3.2%> <63.4%> <0.7%> <△2.5%> <64.8%> <+1.4%>

(2.9%) (3.5%) (0.7%) (△2.8%)

1.8% 66.7% 1.6% 64.6% 0.5% △1.1% 65.6% +1.0%
<0.9%> <65.1%> <△0.3%> <△1.2%> <66.1%> <+1.0%>

(1.4%) (1.3%) (0.2%) (△1.1%)

2.5% 63.7% 5.4% 62.2% 3.3% △2.1% 63.7% +1.5%
<4.9%> <62.5%> <3.2%> <△1.7%> <63.7%> <+1.2%>

(2.3%) (5.3%) (3.3%) (△2.0%)

3.0% 44.9% 4.6% 45.1% 4.0% △0.6% 45.4% +0.3%
<4.4%> <45.1%> <3.9%> <△0.5%> <45.4%> <+0.3%>

(1.9%) (3.6%) (3.1%) (△0.5%)

4.7% 33.9% 1.5% 39.1% 3.4% +1.9% 38.5% △0.6%
<1.4%> <39.1%> <3.4%> <+2.0%> <38.5%> <△0.6%>

(3.5%) (0.5%) (2.6%) (+2.1%)

△1.6% 83.6% 2.5% 79.6% 4.0% +1.5% 78.1% △1.5%
<1.9%> <80.1%> <3.7%> <+1.8%> <78.3%> <△1.8%>

(△1.9%) (1.8%) (3.1%) (+1.3%)

6.6% 78.8% 8.4% 78.1% 8.2% △0.2% 78.5% +0.4%
<8.1%> <78.4%> <8.1%> <0.0%> <78.5%> <+0.1%>

(6.0%) (7.7%) (7.8%) (+0.1%)

※ 2.5% 82.8% ※ △8.6% 79.8% ※ 3.8% +12.4% 76.5% △3.3%
※ <△9.0%> <80.2%> ※ <3.8%> <+12.8%> <76.6%> <△3.6%>

※ (2.0%) ※ (△8.9%) ※ (3.3%) (+12.2%)

1.8% 64.2% 4.0% 62.0% 3.4% △0.6% 62.7% +0.7%
<3.5%> <62.4%> <3.1%> <△0.4%> <62.9%> <+0.5%>

(1.5%) (3.7%) (3.1%) (△0.6%)

5.6% 66.9% 9.3% 64.2% 4.4% △4.9% 68.2% +4.0%
<8.8%> <64.6%> <4.3%> <△4.5%> <68.4%> <+3.8%>

(5.4%) (9.1%) (4.3%) (△4.8%)

3.1% 67.9% 4.1% 67.7% 4.7% +0.6% 67.5% △0.2%
<3.8%> <67.9%> <4.6%> <+0.8%> <67.6%> <△0.3%>

(2.9%) (4.1%) (4.5%) (+0.4%)

3.1% 64.2% 5.8% 63.0% 4.9% △0.9% 63.6% +0.6%
<5.5%> <63.2%> <4.8%> <△0.7%> <63.7%> <+0.5%>

(2.7%) (5.5%) (4.6%) (△0.9%)

1.0% 59.3% 3.7% 57.0% 3.0% △0.7% 57.4% +0.4%
<3.3%> <57.3%> <2.8%> <△0.5%> <57.5%> <+0.2%>

(0.6%) (3.2%) (2.6%) (△0.6%)

1.3% 64.7% 1.1% 64.9% 1.2% +0.1% 65.5% +0.6%
<0.7%> <65.1%> <1.1%> <+0.4%> <65.5%> <+0.4%>

(1.3%) (1.1%) (1.2%) (+0.1%)

3.3% 68.9% 5.2% 67.1% 4.6% △0.6% 67.6% +0.5%
<4.9%> <67.3%> <4.4%> <△0.5%> <67.8%> <+0.5%>

(3.1%) (4.9%) (4.2%) (△0.7%)

令和２年度実態調査 令和４年度概況調査

令和元年度決算 令和２年度決算 令和３年度決算

収入に対する

給与費の割合
収支差率

収入に対する

給与費の割合
収支差率

（　）内は税引後

収入に対する

給与費の割合
収支差率

4 介護医療院

居宅サービス

5 訪問介護

施設サービス

1 介護老人福祉施設

2 介護老人保健施設

3 介護療養型医療施設

9 通所介護

10 通所リハビリテーション

11 短期入所生活介護

6 訪問入浴介護

7 訪問看護

8 訪問リハビリテーション

地域密着型サービス

15 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

16 夜間対応型訪問介護

17 地域密着型通所介護

12 特定施設入居者生活介護

13 福祉用具貸与

14 居宅介護支援

21 地域密着型特定施設入居者生活介護

22 地域密着型介護老人福祉施設

23 看護小規模多機能型居宅介護

18 認知症対応型通所介護

19 小規模多機能型居宅介護

20 認知症対応型共同生活介護



有効回答数及び有効回答率の状況
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令和４年度概況調査 令和元年度概況調査 （参考)令和２年度実態調査

調査
客体数

有効
回答数

有効
回答率

調査
客体数

有効
回答数

有効
回答率

調査
客体数

有効
回答数

有効
回答率

1 介護老人福祉施設 2,126 1,355 63.7% 2,040 1,257 61.6% 2,132 1,442 67.6%

2 介護老人保健施設 1,193 591 49.5% 1,176 603 51.3% 1,196 630 52.7%

3 介護療養型医療施設 118 39 33.1% 268 112 41.8% 287 107 37.3%

4 介護医療院 487 205 42.1% - - - 199 88 44.2%

5 訪問介護 1,194 515 43.1% 1,160 470 40.5% 2,961 1,299 43.9%

6 訪問入浴介護 470 222 47.2% 492 235 47.8% 841 433 51.5%

7 訪問看護 467 228 48.8% 428 219 51.2% 1,017 450 44.2%

8 訪問リハビリテーション 756 268 35.4% 643 217 33.7% 1,965 619 31.5%

9 通所介護 889 475 53.4% 834 426 51.1% 2,214 1,193 53.9%

10 通所リハビリテーション 743 300 40.4% 765 366 47.8% 1,500 623 41.5%

11 短期入所生活介護 584 341 58.4% 582 348 59.8% 1,448 785 54.2%

12 特定施設入居者生活介護 1,049 438 41.8% 951 360 37.9% 1,269 497 39.2%

13 福祉用具貸与 422 134 31.8% 365 130 35.6% 3,219 1,134 35.2%

14 居宅介護支援 1,347 590 43.8% 1,363 605 44.4% 1,782 768 43.1%

15 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 777 389 50.1% 500 215 43.0% 747 320 42.8%

16 夜間対応型訪問介護 145 70 48.3% 115 51 44.3% 123 44 35.8%

17 地域密着型通所介護 680 256 37.6% 638 240 37.6% 1,697 606 35.7%

18 認知症対応型通所介護 444 213 48.0% 458 229 50.0% 1,539 636 41.3%

19 小規模多機能型居宅介護 555 237 42.7% 527 228 43.3% 2,562 1,144 44.7%

20 認知症対応型共同生活介護 764 351 45.9% 719 338 47.0% 1,187 469 39.5%

21 地域密着型特定施設入居者生活介護 310 170 54.8% 282 158 56.0% 316 156 49.4%

22 地域密着型介護老人福祉施設 775 468 60.4% 649 387 59.6% 1,126 718 63.8%

23 看護小規模多機能型居宅介護 535 268 50.1% 253 136 53.8% 446 215 48.2%

合 計 16,830 8,123 48.3% 15,208 7,330 48.2% 31,773 14,376 45.2%



各介護サービスの状況（令和３年度決算）

※１：訪問１回当たり ※２：実利用者１人当たり（１月当たり）

注：サービス名に「※」のあるサービスについては、集計施設・事業所数が少なく、集計結果に個々のデータが大きく影響していると考えられる
ため、参考数値として公表している。

5

※括弧なしは、税引前収支差率（コロナ補助金を含む）
< >内は、税引前収支差率（コロナ補助金を含まない）
（ ）内は、税引後収支差率（コロナ補助金を含む）

延べ利用者1人当たり収入 延べ利用者１人当たり支出 収入に対する

(１日当たり) (１日当たり) 給与費の割合

13,112円 12,943円 64.2% 1.3%

<13,094円> <64.3%> <1.2%>

(1.3%)

14,300円 14,031円 62.0% 1.9%

<14,246円> <62.2%> <1.5%>

(1.3%)

16,360円 16,268円 61.0% 0.6%

<16,210円> <61.6%> <△0.4%>

(△0.2%)

16,996円 16,016円 59.4% 5.8%

<16,901円> <59.8%> <5.2%>

(5.3%)

3,730円 3,501円 73.1% 6.1%

<3,718円> <73.3%> <5.8%>

(5.5%)

13,986円 13,472円 64.7% 3.7%

<13,979円> <64.8%> <3.6%>

(2.5%)

8,041円 7,433円 73.6% 7.6%

<8,009円> <73.9%> <7.2%>

(7.1%)

4,155円 4,128円 71.4% 0.6%

<4,113円> <72.1%> <△0.4%>

(0.2%)

9,270円 9,182円 64.7% 1.0%

<9,247円> <64.8%> <0.7%>

(0.7%)

9,716円 9,669円 65.6% 0.5%

<9,640円> <66.1%> <△0.3%>

(0.2%)

13,037円 12,604円 63.7% 3.3%

<13,020円> <63.7%> <3.2%>

(3.3%)

14,043円 13,484円 45.4% 4.0%

<14,026円> <45.4%> <3.9%>

(3.1%)

14,813円 14,304円 38.5% 3.4%

<14,810円> <38.5%> <3.4%>

(2.6%)

12,747円 12,241円 78.1% 4.0%

<12,710円> <78.3%> <3.7%>

(3.1%)

173,289円 159,066円 78.5% 8.2%
<173,113円> <78.5%> <8.1%>

(7.8%)

8,075円 7,766円 76.5% 3.8%
<8,068円> <76.6%> <3.8%>

(3.3%)

9,274円 8,954円 62.7% 3.4%
<9,246円> <62.9%> <3.1%>

(3.1%)

13,322円 12,729円 68.2% 4.4%
<13,296円> <68.4%> <4.3%>

(4.3%)

235,846円 224,700円 67.5% 4.7%
<235,475円> <67.6%> <4.6%>

(4.5%)

13,662円 12,989円 63.6% 4.9%
<13,643円> <63.7%> <4.8%>

(4.6%)

12,816円 12,433円 57.4% 3.0%
<12,790円> <57.5%> <2.8%>

(2.6%)

14,547円 14,376円 65.5% 1.2%
<14,535円> <65.5%> <1.1%>

(1.2%)

309,724円 295,366円 67.6% 4.6%
<308,958円> <67.8%> <4.4%>

(4.2%)

収支差率

 施設サービス

1 介護老人福祉施設

2 介護老人保健施設

3 ※ 介護療養型医療施設

5 訪問介護

介護医療院

 居宅サービス

4

6 訪問入浴介護

7 訪問看護

9 通所介護

10 通所リハビリテーション

8 訪問リハビリテーション

13 福祉用具貸与

14 居宅介護支援

11 短期入所生活介護

12 特定施設入居者生活介護

16 ※ 夜間対応型訪問介護

15 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 地域密着型サービス

19 小規模多機能型居宅介護

20 認知症対応型共同生活介護

17 地域密着型通所介護

18 認知症対応型通所介護

23 看護小規模多機能型居宅介護

21 地域密着型特定施設入居者生活介護

22 地域密着型介護老人福祉施設

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※２

※２ ※２

※１

※２

※１

※２※２

※２※２

※１

※２ ※２



6

新型コロナウイルス感染症に伴う『陽性者等の発生状況』別収支差率

注１：サービス名に「※」のあるサービスについては、集計施設・事業所数が少なく、集計結果に個々のデータが大きく影響していると考えられる
ため、参考数値として公表している。

注２：「いずれか該当あり」は、「利用者に陽性者が発生」「利用者に濃厚接触者が発生」「利用者に感染・濃厚接触の疑いがある者が発生」「職
員に陽性者が発生」「職員に濃厚接触者が発生」「職員に感染・濃厚接触の疑いがある者が発生」のうちいずれか１つでも回答した施設・事業
所の状況である。

※括弧なしは、税引前収支差率（コロナ補助金を含む）
< >内は、税引前収支差率（コロナ補助金を含まない）
（ ）内は、税引後収支差率（コロナ補助金を含む）

集計

対象数
いずれか該当あり

集計

対象数
該当なし

集計

対象数
いずれか該当あり

集計

対象数
該当なし いずれか該当あり 該当なし

1.4% 1.7% 1.2% 2.7% △0.2% +1.0%
628 <0.9%> 631 <1.3%> 1,219 <1.1%> 122 <2.6%> <+0.2%> <+1.3%>

(1.4%) (1.7%) (1.2%) (2.7%) (△0.2%) (+1.0%)

2.2% 3.1% 1.8% 1.9% △0.4% △1.2%
303 <1.6%> 238 <2.4%> 537 <1.5%> 52 <1.6%> <△0.1%> <△0.8%>

(1.9%) (2.8%) (1.2%) (1.5%) (△0.7%) (△1.3%)

9.7% 9.2% 0.6% △4.7% △9.1% △13.9%
22 <9.0%> 13 <8.6%> 36 <△0.2%> 3 <△9.8%> <△9.2%> <△18.4%>

(9.2%) (8.3%) (△0.1%) (△5.1%) (△9.3%) (△13.4%)

7.1% 7.4% 6.3% 3.1% △0.8% △4.3%
75 <6.2%> 110 <6.6%> 154 <5.8%> 47 <2.1%> <△0.4%> <△4.5%>

(6.6%) (6.9%) (6.0%) (2.5%) (△0.6%) (△4.4%)

6.5% 7.8% 6.2% 7.0% △0.3% △0.8%
217 <6.0%> 254 <7.0%> 401 <5.9%> 106 <6.6%> <△0.1%> <△0.4%>

(6.1%) (7.2%) (5.6%) (6.6%) (△0.5%) (△0.6%)

7.8% 4.6% 4.3% 0.4% △3.5% △4.2%
99 <7.7%> 107 <4.1%> 171 <4.3%> 51 <0.2%> <△3.4%> <△3.9%>

(6.0%) (2.9%) (3.3%) (△1.4%) (△2.7%) (△4.3%)

9.3% 8.8% 8.0% 3.3% △1.3% △5.5%
118 <8.8%> 84 <8.2%> 193 <7.6%> 32 <3.1%> <△1.2%> <△5.1%>

(8.9%) (8.6%) (7.6%) (2.8%) (△1.3%) (△5.8%)

1.3% △1.8% 0.6% 0.2% △0.7% +2.0%
109 <0.1%> 148 <△2.6%> 172 <△0.5%> 93 <△0.7%> <△0.6%> <+1.9%>

(1.0%) (△2.4%) (0.2%) (△0.2%) (△0.8%) (+2.2%)

3.8% 3.8% 0.7% 2.2% △3.1% △1.6%
205 <3.3%> 224 <3.2%> 392 <0.4%> 75 <2.0%> <△2.9%> <△1.2%>

(3.6%) (3.5%) (0.5%) (1.8%) (△3.1%) (△1.7%)

2.1% 0.9% 0.8% △1.4% △1.3% △2.3%
138 <1.6%> 139 <0.1%> 242 <0.0%> 56 <△2.1%> <△1.6%> <△2.2%>

(1.8%) (0.6%) (0.4%) (△1.7%) (△1.4%) (△2.3%)

6.7% 4.5% 3.1% 3.7% △3.6% △0.8%
125 <6.3%> 191 <4.0%> 271 <3.0%> 66 <3.6%> <△3.3%> <△0.4%>

(6.6%) (4.5%) (3.0%) (3.7%) (△3.6%) (△0.8%)

3.8% 5.2% 3.7% 6.0% △0.1% +0.8%
198 <3.7%> 211 <5.0%> 371 <3.6%> 64 <5.8%> <△0.1%> <+0.8%>

(2.7%) (4.2%) (2.9%) (5.0%) (+0.2%) (+0.8%)

1.1% 2.7% 3.3% 4.2% +2.2% +1.5%
76 <1.1%> 49 <2.7%> 99 <3.3%> 34 <4.2%> <+2.2%> <+1.5%>

(△0.1%) (2.5%) (2.6%) (3.1%) (+2.7%) (+0.6%)

3.2% 2.2% 4.3% 1.9% +1.1% △0.3%
233 <2.8%> 308 <1.4%> 434 <4.0%> 149 <1.5%> <+1.2%> <+0.1%>

(2.9%) (1.0%) (3.8%) (△0.8%) (+0.9%) (△1.8%)

7.0% 10.5% 8.3% 7.6% +1.3% △2.9%
182 <6.7%> 181 <10.1%> 304 <8.3%> 80 <7.4%> <+1.6%> <△2.7%>

(6.0%) (10.4%) (7.9%) (7.3%) (+1.9%) (△3.1%)

△3.0% △17.4% 3.9% 2.1% +6.9% +19.5%
46 <△3.4%> 20 <△18.0%> 60 <3.8%> 10 <2.1%> <+7.2%> <+20.1%>

(△3.4%) (△17.5%) (3.4%) (2.1%) (+6.8%) (+19.6%)

4.7% 2.6% 3.5% 3.1% △1.2% +0.5%
78 <4.1%> 144 <2.2%> 178 <3.1%> 75 <2.9%> <△1.0%> <+0.7%>

(4.4%) (2.3%) (3.1%) (2.8%) (△1.3%) (+0.5%)

7.7% 10.6% 4.7% 3.7% △3.0% △6.9%
67 <7.1%> 124 <10.1%> 157 <4.5%> 52 <3.6%> <△2.6%> <△6.5%>

(7.7%) (10.4%) (4.6%) (3.4%) (△3.1%) (△7.0%)

2.0% 4.4% 4.7% 4.2% +2.7% △0.2%
65 <1.7%> 144 <4.0%> 174 <4.6%> 61 <3.9%> <+2.9%> <△0.1%>

(2.1%) (4.3%) (4.5%) (3.8%) (+2.4%) (△0.5%)

6.1% 5.6% 4.9% 5.0% △1.2% △0.6%
62 <5.7%> 257 <5.3%> 222 <4.7%> 123 <4.9%> <△1.0%> <△0.4%>

(5.8%) (5.4%) (4.5%) (4.8%) (△1.3%) (△0.6%)

4.2% 3.7% 2.4% 4.2% △1.8% +0.5%
37 <3.8%> 123 <3.3%> 112 <2.2%> 56 <3.9%> <△1.6%> <+0.6%>

(3.7%) (3.2%) (2.0%) (3.6%) (△1.7%) (+0.4%)

0.0% 1.7% 1.3% 0.7% +1.3% △1.0%
145 <△0.5%> 286 <1.3%> 366 <1.2%> 100 <0.7%> <+1.7%> <△0.6%>

(0.0%) (1.7%) (1.3%) (0.7%) (+1.3%) (△1.0%)

4.3% 5.5% 3.8% 6.4% △0.5% +0.9%
98 <4.1%> 147 <5.2%> 203 <3.5%> 60 <6.1%> <△0.6%> <+0.9%>

(4.0%) (5.2%) (3.3%) (6.2%) (△0.7%) (+1.0%)

令和２年度 令和３年度 対２年度増減

 施設サービス

1 介護老人福祉施設

2 介護老人保健施設

4 介護医療院

3 ※ 介護療養型医療施設

5 訪問介護

 居宅サービス

6 訪問入浴介護

7 訪問看護

10 通所リハビリテーション

11 短期入所生活介護

8 訪問リハビリテーション

9 通所介護

14 居宅介護支援

 地域密着型サービス

12 特定施設入居者生活介護

13 福祉用具貸与

16 ※ 夜間対応型訪問介護

15 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

20 認知症対応型共同生活介護

17 地域密着型通所介護

18 認知症対応型通所介護

23 看護小規模多機能型居宅介護

21 地域密着型特定施設入居者生活介護

22 地域密着型介護老人福祉施設

19 小規模多機能型居宅介護



7

新型コロナウイルス感染症に伴う『施設・事業所運営への影響の状況』別収支差率

注１：サービス名に「※」のあるサービスについては、集計施設・事業所数が少なく、集計結果に個々のデータが大きく影響していると考えられる
ため、参考数値として公表している。

注２：「いずれか該当あり」は、「行政からの要請によるサービスの一時休止」「施設・事業所の判断によるサービスの一時休止」「施設・事業所
の判断による運営の縮小」「利用者・家族の希望によるサービスの休止・縮小」「新型コロナウイルス感染症の影響でサービス利用者が減少」
「近隣事業所等からの利用者の受け入れ」のうちいずれか１つでも回答した施設・事業所の状況である。

※括弧なしは、税引前収支差率（コロナ補助金を含む）
< >内は、税引前収支差率（コロナ補助金を含まない）
（ ）内は、税引後収支差率（コロナ補助金を含む）

集計

対象数
いずれか該当あり

集計

対象数
該当なし

集計

対象数
いずれか該当あり

集計

対象数
該当なし いずれか該当あり 該当なし

1.2% 1.9% 0.7% 2.1% △0.5% +0.2%
503 <0.7%> 754 <1.5%> 760 <0.5%> 564 <2.1%> <△0.2%> <+0.6%>

(1.2%) (1.9%) (0.7%) (2.1%) (△0.5%) (+0.2%)

1.6% 4.3% 1.5% 3.0% △0.1% △1.3%
309 <0.8%> 235 <3.6%> 425 <1.1%> 158 <2.7%> <+0.3%> <△0.9%>

(1.3%) (3.9%) (0.8%) (2.6%) (△0.5%) (△1.3%)

6.5% 10.7% △0.6% 2.0% △7.1% △8.7%
12 <5.9%> 23 <10.0%> 22 <△1.4%> 16 <0.8%> <△7.3%> <△9.2%>

(6.4%) (9.8%) (△1.5%) (1.4%) (△7.9%) (△8.4%)

8.2% 6.7% 6.6% 5.0% △1.6% △1.7%
39 <7.3%> 149 <5.9%> 56 <6.1%> 143 <4.4%> <△1.2%> <△1.5%>

(7.8%) (6.2%) (6.3%) (4.6%) (△1.5%) (△1.6%)

5.6% 7.9% 5.5% 7.5% △0.1% △0.4%
201 <5.0%> 278 <7.2%> 304 <5.2%> 204 <7.1%> <+0.2%> <△0.1%>

(5.2%) (7.3%) (4.9%) (6.8%) (△0.3%) (△0.5%)

7.1% 5.2% 4.1% 2.7% △3.0% △2.5%
103 <6.9%> 102 <4.7%> 149 <4.0%> 70 <2.5%> <△2.9%> <△2.2%>

(5.3%) (3.4%) (3.0%) (1.5%) (△2.3%) (△1.9%)

7.5% 11.6% 6.8% 8.8% △0.7% △2.8%
116 <7.0%> 90 <11.1%> 149 <6.4%> 74 <8.5%> <△0.6%> <△2.6%>

(7.2%) (11.2%) (6.5%) (8.3%) (△0.7%) (△2.9%)

0.4% △0.7% 0.5% △0.2% +0.1% +0.5%
153 <△0.7%> 106 <△1.6%> 175 <△0.5%> 88 <△1.6%> <+0.2%> <0.0%>

(0.0%) (△1.2%) (0.1%) (△0.7%) (+0.1%) (+0.5%)

3.4% 4.1% 0.7% 1.4% △2.7% △2.7%
273 <2.8%> 166 <3.7%> 366 <0.4%> 96 <1.2%> <△2.4%> <△2.5%>

(3.2%) (3.8%) (0.5%) (1.0%) (△2.7%) (△2.8%)

2.1% 0.8% 0.6% 0.5% △1.5% △0.3%
194 <1.5%> 90 <0.1%> 234 <0.0%> 63 <△1.2%> <△1.5%> <△1.3%>

(1.8%) (0.5%) (0.3%) (0.1%) (△1.5%) (△0.4%)

4.4% 6.3% 1.3% 7.9% △3.1% +1.6%
178 <3.9%> 142 <5.8%> 250 <1.2%> 86 <7.8%> <△2.7%> <+2.0%>

(4.3%) (6.2%) (1.3%) (7.9%) (△3.0%) (+1.7%)

3.9% 4.8% 3.9% 4.0% 0.0% △0.8%
126 <3.8%> 281 <4.6%> 171 <3.8%> 260 <3.9%> <0.0%> <△0.7%>

(2.4%) (4.0%) (2.8%) (3.3%) (+0.4%) (△0.7%)

0.2% 2.3% 0.7% 4.9% +0.5% +2.6%
47 <0.2%> 77 <2.2%> 54 <0.7%> 73 <4.9%> <+0.5%> <+2.7%>

(△1.1%) (1.4%) (△0.3%) (4.1%) (+0.8%) (+2.7%)

2.9% 2.1% 5.0% 2.8% +2.1% +0.7%
196 <2.2%> 355 <1.5%> 251 <4.6%> 320 <2.6%> <+2.4%> <+1.1%>

(2.4%) (1.3%) (4.4%) (1.7%) (+2.0%) (+0.4%)

6.3% 9.8% 7.7% 8.8% +1.4% △1.0%
125 <6.2%> 241 <9.3%> 167 <7.7%> 214 <8.7%> <+1.5%> <△0.6%>

(5.0%) (9.6%) (7.1%) (8.5%) (+2.1%) (△1.1%)

△5.2% △11.6% 4.2% 2.0% +9.4% +13.6%
34 <△5.5%> 32 <△12.2%> 43 <4.2%> 26 <1.8%> <+9.7%> <+14.0%>

(△5.4%) (△11.9%) (3.5%) (1.9%) (+8.9%) (+13.8%)

2.9% 4.5% 3.5% 3.1% +0.6% △1.4%
150 <2.4%> 86 <4.1%> 188 <3.1%> 66 <3.1%> <+0.7%> <△1.0%>

(2.6%) (4.2%) (3.2%) (2.7%) (+0.6%) (△1.5%)

8.7% 10.1% 4.3% 4.5% △4.4% △5.6%
110 <8.2%> 88 <9.7%> 154 <4.2%> 54 <4.3%> <△4.0%> <△5.4%>

(8.6%) (9.9%) (4.2%) (4.2%) (△4.4%) (△5.7%)

1.9% 4.8% 4.5% 4.6% +2.6% △0.2%
89 <1.4%> 130 <4.5%> 119 <4.3%> 110 <4.4%> <+2.9%> <△0.1%>

(1.9%) (4.7%) (4.4%) (4.2%) (+2.5%) (△0.5%)

5.2% 5.6% 7.0% 4.6% +1.8% △1.0%
31 <4.7%> 297 <5.3%> 48 <6.9%> 296 <4.5%> <+2.2%> <△0.8%>

(5.1%) (5.3%) (6.6%) (4.3%) (+1.5%) (△1.0%)

2.4% 3.9% △1.6% 4.1% △4.0% +0.2%
21 <2.4%> 139 <3.5%> 33 <△1.8%> 135 <3.9%> <△4.2%> <+0.4%>

(1.6%) (3.4%) (△2.1%) (3.6%) (△3.7%) (+0.2%)

1.1% 1.1% 1.5% 1.0% +0.4% △0.1%
88 <0.6%> 351 <0.7%> 140 <1.4%> 322 <0.9%> <+0.8%> <+0.2%>

(1.1%) (1.1%) (1.5%) (1.0%) (+0.4%) (△0.1%)

4.6% 5.4% 3.3% 5.0% △1.3% △0.4%
77 <4.3%> 169 <5.1%> 119 <3.1%> 143 <4.7%> <△1.2%> <△0.4%>

(4.3%) (5.1%) (2.6%) (4.8%) (△1.7%) (△0.3%)

令和２年度 令和３年度 対２年度増減

 施設サービス

1 介護老人福祉施設

2 介護老人保健施設

4 介護医療院

3 ※ 介護療養型医療施設

5 訪問介護

 居宅サービス

6 訪問入浴介護

7 訪問看護

10 通所リハビリテーション

11 短期入所生活介護

8 訪問リハビリテーション

9 通所介護

14 居宅介護支援

 地域密着型サービス

12 特定施設入居者生活介護

13 福祉用具貸与

16 ※ 夜間対応型訪問介護

15 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

20 認知症対応型共同生活介護

17 地域密着型通所介護

18 認知症対応型通所介護

23 看護小規模多機能型居宅介護

21 地域密着型特定施設入居者生活介護

22 地域密着型介護老人福祉施設

19 小規模多機能型居宅介護


