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高齢者福祉施設におけるサービスの質に関する意識研究 

―日・韓の比較研究を通してー 

 
朴 珠喜   

 
한국은 고령화가 급속히 진행되어 세계 어느 나라도 지금까지 경험한 적이 없는 

단기간에 고령사회가 될 것으로 예상되고 있다. 한국의 고령화율은 2000 년 7%에 

도달 2018년에는 14%를 넘어 2026년에는 20%이상으로 예측되고 있다. 이에 따른 

고령사회 대책으로 2008 년 7 월에 노인 장기 요양 보험제도가 도입되어 고령자 

복지 시설 이용자가 급속히 증가되고 있는 추세이다. 

본 연구는 한국과 일본의 고령자 복지시설에 근무하는 직원을 대상으로 서비스 

질에 대한 의식조사와 직무환경만족도 조사를 실시하였다. 서비스의 질에 대한 

의식의 배경이 되는 요인 분석을 통해 한국과 일본의 고령자 복지시설의 서비스 

질 의식을 비교 하였다. 

 
 
1．はじめに 

日本では、2000（平成12）年4月に公的介護保険制度が施行されて以降、介護サ

ービス分野に多くの民間介護提供事業者が参入している。介護保険や社会福祉基礎

構造改革の推進により、多くの福祉サービスは、これまでの措置制度から利用者の

選択による契約制度に移行してきた。平成27年「ベビーブーム」世代が前期高齢者

になる時代を迎え、利用者がサービスタイプやサービス事業者を選択する「消費者

主権」の時代になってきており、事業者は量的な面のみならず、質的な面でも向上

が求められるようになっている。高齢者福祉施設が介護サービス市場において競争

優位に立つためには、福祉サービスの質の向上が大変重要とされている。施設の福

祉サービスの質の向上やサービスの担い手となる質の高い人材を養成・確保する方

法、またサービスの質を維持させるための方策が求められる。 

韓国は、高齢化が急速に進展しており、短期間で世界のどの国もこれまで経験し

たことのない高齢社会になると予想されている。韓国の全体人口の高齢化率は、2000

年 7％に到達、2018年には14％を越え、2026年には20％以上になると予測されて 
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いる中１、 2008（平成20）年7月に 老人長期療養保険制度が導入され、高齢者福

祉施設の利用者が急速に増加している。しかし、韓国と日本の高齢者福祉施設の現

場では、現場職員の意識改革を活用し施設のサービスの質を向上している施設は尐

ない。 

そこで本調査では、サービスの質に対する意識の変動を中心としたサービスの質

の向上の方策として、韓国と日本の高年者福祉施設に勤める職員を対象にサービス

の質に対する意識調査と職務環境満足度調査を実施、サービスの質に対する意識の

背景になる要因の分析を通じて、職員のサービスの質に対する意識を比較した。 

 

1.1 老人長期療養保険制度の概要 

韓国の老人長期療養保険制度の保険者は、医療保険の管理運営機関である国民健

康保険公団であり、被保険者は、国民健康保険法に基づき、20歳以上のすべての国

民である。給付対象者は、65 歳以上の要介護高齢者と老人性疾病を抱えている 65

歳未満の人のうち6ヶ月以上にわたって日常生活を一人で営むことのできない者で

ある。財源は、保険料50%と国庫負担30%と本人負担（施設サービス20%、在宅サー

ビス15%）で調達している。要介護度は3段階であり、要介護度1（最重度）、要介

護度2（重度）、要介護度3（中度）になっている。要介護者は、日本の介護保険の

おおむね要介護3以上を対象者としており、給付対象者の範囲は日本に比べて狭い。

一方、給付サービスの内容は大きく三つに分けられ、施設給付サービス、住宅給付

サービス、特別現金給付を中心に構成されている。「施設給付」は、老人療養施設

や老人専門療養施設、グループホーム等に入所し受けるサービスであり、「在宅給付」

は、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、デイ・ナイトサービス、ショートステイ、他

在宅給付（福祉用具等提供）の6種類である。日本の介護保険給付とは異なる「特

別現金給付」とは、介護施設が不足する島や過疎地域における家族介護者への給付

である。 

 

                                                         
１韓国統計庁が発表した “世界及び韓国の人口現況”によると2000年高令化社会に進入し, 2018年

高令社会, 2026年には超高領社会に進入することを予想した。2005世界及び韓国の人口現況 KDI 

経済情報センター 韓国開発研究院. 
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表 1.日韓における介護保険制度の比較 

項目  韓   国  日   本  

制度名  老人長期療養保険  介護保険  

施行時期  2008年7月  2000年4月  

管理運営  国民健康保険公団  市町村  

サービスの種類  施設、在宅、特別現金  施設、在宅  

財源の調達  保険料＋国庫負担＋本人負担  保険料＋国庫負担＋本人負担  

被保険者  健康保険の被保険者  第1号被保険者：65歳以上  

第2号被保険者：40歳から65歳未満

の医療保険加入者  

本人負担  在宅：1.5割、施設：2割  1割  

受給対象者  1．65歳以上要介護高齢者  

2．65歳未満：老人性疾病を

抱えている者のうち長期療養1

～3等級に判定された者  

1．65歳以上要介護高齢者  

2．40歳から64歳まで：初老期痴呆、

脳血管障害疾患など老化が原因とされ

る 15種類の病気により要介護状態や、

要支援状態となった者  

等級  要介護1（最重度）～3  要支援1～2、要介護1～5  

資料：韓国老人長期療養保険ホームページ http://www.longtermcare.or.kr 

 

1.2 老人長期療養保険制度施行 2年  

老人長期療養保険制度がスタートして2年を経過している現在、政府側は、順調

なスタートであり軟着陸に成功したと評価している。認定者の数は、制度施行後で

ある2008年 9月の16.9万人から2009年 7月現在26.8万人まで増加している。 

要介護認定者や利用者が急速に増加している中、高齢者施設が抱えている課題は、

サービスの質の確保や向上である。施設の福祉サービスの質の向上やサービスの担

い手となる質の高い人材を養成・確保する方法、またサービスの質を維持させるた

めの方策が求められる。 

 

http://www.longtermcare.or.kr/
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2. 調査方法 

韓国と日本の高齢者施設の職員に対し職員意識調査（事業所やサービスの印象、

福祉サービス第三者評価の印象、職場環境に関する意識、自分の今後への意識、法

人内の事業所に関する意識の調査）を行った。 

 

2.1 岩手県の高齢者福祉施設職員の職務環境やサービスの質に対する        

職員意識調査 

職員の職務環境に対する満足度調査は、認知症型のグループホームを対象に、現

場職員の職務環境など諸要因の関連を具体的な数値で実証することを目的に、特に

職務環境上の場面に応じた内面的、心理的要因の調査を行った。 

岩手県内の認知症型グループホーム8ヵ所の全職員を対象に職務環境の満足度調

査を行った。調査期間は、2009年 11月 18日～11月 30日、2009年 12月 1日～12

月20日で、留め置き法である。回収率は67％（100名）である。調査項目は、職場

環境の満足度、仕事のやりがい、人間関係の満足度、働きやすさ、やる気等である。

また、調査の対象である職員のうちホーム長、介護支援専門員、ユニットリーダー

を管理職として分類し、それ以外の介護職、パート、臨時職については介護職とし

て分類した。 

 

2.2 韓国の大田市内の高齢者福祉施設の職務環境やサービスの質に対する        

職員意識調査 

韓国の大田市内の高齢者福祉施設４ヵ所の全職員を対象に職務環境に対する意

識を行った。調査対象となった施設サービス提供機関は、老人療養施設4ヵ所であ

り、各対象者担当の療養保護士（介護福祉士）からの面接で行われた。調査期間は、

2010年8月 5日～8月26日で、留め置き法である。回収率は80％（100名）である。

調査項目は、事業所やサービスの印象（施設の外観、利用者への対応、利用者との

関係など）と職場環境に関する意識（研修や勉強会の機会、上司との関係、仕事の

やりがいなど）であった。 
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3. 調査結果 

3.1 岩手県の高齢者福祉施設の職員の職務環境やサービスの質に対する         

職員意識調査 

高齢者福祉施設の職員に対して基本調査は、性別、年齢、役職、介護業務の経歴

順で行なった。性別は、女性の職員が（76.0%）で調査対象の半分以上が女性であっ

た。在職期間で最も割合の高かったのは、5年以上（45.0％）次は、2年以上（20.0％）

3年以上（15.0％）の順であった。調査対象の年齢は、20代（24.0％）、30代（20.0％)、

40代（21.0％）50代（29.0％）60代（6.0％）の分布であった（図1）。 

職務環境に対する全体的な満足度（４段階尺度）は、「どちらかいえば不満」と

回答した職員が多く（43.0％）、次に「どちらかいえば満足」（38.0％）であった。

また職務環境の満足度を職種別に見ると管理職の職員の（65.0％）が「どちらかと

いえば満足」と答えた反面、介護職の職員の（47.0％）は「どちらかといえば不満」

と回答し、職務環境に対する管理職と介護職の満足度は異なることが分かった。 

 

 

図1. 職員の年齢（N=100） 

 

事業所の働きやすさに対する項目では「どちらかといえばいえる」と回答した職

員が（43.0％）であった。反面（25.0％）の職員は「どちらかといえばいえない」

と回答した（図2）。 

24.0% 20.0% 21.0% 29.0%

6.0%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%

20代 30代 40代 50代 60代



90 
 

 

図2. 働きやすさ（N=100） 

 

事業所の働きやすいと思う理由として最も割合の高かったものは、「事業所内部

の人とコミュニケーションが取りやすい」で、全体の29.0％であった（図3）。 

 

図3. 働きやすいと思う理由（多重回答） 

 

職務環境の不満の理由としては、職員の（50.0％）が「事業所内の人間関係の問

題」と答え職務環境満足に組織内部の人間関係が影響していることが分かった（図

４）。 

 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

いえない

どちらかいえばいえない

どちらかといえばいえる

いえる

8.0%
25.0%

43.0%
24.0%

0.0% 5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%

その他

長期雇用が保障されている

仕事の範囲が決まっていて安定…

自分のやり方で仕事が進められる

自分の考えや意見が受け入れら…

事業所内部の人とコミュ二ケ－…

8.0%
8.0%
9.0%
9.0%
9.0%
10.0%

17.0%
19.0%
20.0%

28.0%
29.0%
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図 4. 職務環境の不満の理由（N=100） 

 

職務環境やサービスの質に対する職員意識調査では、職種間の満足には差があり

中でも介護職の満足は低い傾向がみられた。職務環境満足と働きやすさの要因とし

ては、組織内の人間関係とコミュニケーションが影響していることが分かった。 

今後、職種間の意識の差を縮めていくためには何を必要とするのかまた、組織内

のコミュニケーション機能を活性化するために外部からの刺激（評価）の活用が有

効であるのか今後の課題として研究を進めていきたい。 

 

3.2 韓国の大田市内の高齢者福祉施設の職務環境やサービスの質に対する       

職員意識調査 

特養の職員に対して基本調査は、性別、年齢、役職、介護業務の経歴順で行なっ

た。 

性別は、女性の職員が（61.0%）で、特養施設の特性上、調査対象の半分以上が女性

であった。調査対象の年齢は、20代（25.0％）、30代（20.0％)、40代（47.0％）

50代（7.0％）60代（1.0％）の分布であった（図4）。40代の層が高かった背景と

しては、若い世代の介護職に対する意識の低さが挙げられよう。また、養護保護士

（介護士）資格は、短い時間で取りやすく仕事に就きやすいので、養護保護士（介

護士）資格をとった後に介護業務を始める主婦の方が多いことが分かった。 

 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

無回答

その他

仕事内容が合わない

労働時間が長い

他職種との連携が難しい

事業所内の人間関係の問題

41.0%
26.0%
25.0%

33.0%
25.0%

50.0%
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図5. 職員の年齢（N=100） 

 

介護業務の経歴に対する質問に1年と答えた職員が36人（36.0％）であり2年と答

えた職員は23人（23.0％）であった。介護保険制度の導入とともに介護職に着いた

職員が多いことがわかった。（図6）  

 

図6. 介護業務の経歴（N=100） 

1週間の平均勤務時間に対し44時間と答えた職員が84人（84.0％）であった。１日

勤務時間が平均7時間以上であることが分かった。（図7） 

 

 

図7. 勤務時間（N=100） 
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7 1
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20
40
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20代 30代 40代 50代 60代
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28
13

4 1 2
0
20
40
60
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1 3 3

84

7 1 10
20
40
60
80
100
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仕事に対し悩みや不満に対し「どちらかといえば思う」と答えた職員が34.0％で

次に「ある程度そう思う」と回答した職員は28.0％であった。（図8） 

 

図8. 仕事に対し悩みや不満（N=100） 

 

仕事に対し悩みや不満に影響を与えた項目は、仕事に対する身体的なストレス

（.635***）仕事に対する精神的なストレス（.610***）、仕事の成果を求められる

ことに負担を感じる（.600***)、研修と勉強会の過重（.551***）であった（表2）。

職員は仕事に対し身体的、精神的なストレスを抱えていてそれが仕事に対する不満

に繋がることが分かった。また、施設の内部の勉強会や研修など成果に求めること

に負担を感じる傾向があることが分かった。 

 

表2. 仕事に対し悩みや不満影響を与えた項目 

 

 

 

0 10 20 30 40

全くそう思わない

あまりそう思わない

どちらかといえば思わない

どちらかといえば思う

ある程度そう思う

非常にそう思う

4.0%
7.0%

20.0%
34.0%

28.0%
7.0%

 研修と勉強

会の過重 

仕事に対す

る精神的なス

トレス 

仕事に対す

る身体的な

ストレス 

仕事の成果を

求められること

に負担を感じる 

仕事に対

する悩み

や不満 

Pearson の

相関係数 

.551(***) .610(***) .635(***) .600(***) 

有意確率 

(両側) 

.000 .000 .000 .000 
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4. まとめ 

今回の調査は、高齢者施設の職員の職務環境に対する意識調査を通して、韓国の

老人長期療養保険制度がスタートして2年を経過している現在の高齢者施設の現状

を見る調査でもあった。日本の職員の年齢は各年代にもれなく分布していることに

比べ、韓国の職員の年齢では40代の職員が一番多い。その背景には、韓国の若い世

代の介護職に対する意識が低いことと、養護保護士（介護士）資格は、短い時間で

取りやすく仕事に就きやすいため、養護保護士（介護士）資格をとって介護現場に

参入する主婦が多いことがあった。介護経歴では1年～2年が80.0％であり介護保

険制度の導入とともに介護職についた職員が多いことがわかった。1週間の平均勤

務時間に対し44時間と答えた職員が84人（84.0％）であった。１日勤務時間が平

均7時間以上であることが分かった。仕事に対し悩みや不満に対し「どちらかとい

えば思う」と答えた職員が34.0％で、次に「ある程度そう思う」と回答した職員は

28.0％であった。職員は仕事に対し身体的、精神的なストレスを抱えており、それ

が仕事に対する不満に繋がることが分かった。また、施設の内部での勉強会や研修

などの成果を求めることに負担を感じる傾向があることも分かった。 

日本の場合、介護職と管理職の職種間の満足度に差があり、中でも介護職の満足

度は低い傾向がみられた。職務環境満足度と働きやすさの要因としては、組織内の

人間関係とコミュニケーションが影響していることが分かった。職種間の意識の差

を縮めていくためには何を必要とするのか、また、サービスの質に対する意識の変

動を活用したサービスの質の向上対策を今後の課題として研究を進めていきたい。 

また、サービスの質に対する意識の変動を中心としたサービスの質の向上方策を

韓国との比較で見るためには、韓国の福祉制度や社会的背景、職員の意識など日本

と韓国の共通する要素と異なる要素を分類し、それぞれを規定する条件を検討しな

ければならない。その結果を踏まえた上で韓国への適用可能性について考える必要

がある。 
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