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報道関係者 各位 

 

 

特別養護老人ホームの入所申込者の状況 
 

 特別養護老人ホームの入所申込者の状況について調査した結果を以下のとおり取りまと

めましたので、お知らせいたします。 

 特別養護老人ホームについては、介護の必要性がより高い中重度の要介護者を支える機

能を重視する観点から、平成２７年４月より、新規に入所する者を、原則要介護３～５の

者に限ることとする制度改正を行いました。 

 今回の調査では、この新制度下での入所対象者数に該当する申込者の数を集計し、とり

まとめたところです。 

また、特別養護老人ホームの入所申込者は、複数の施設に申込みを行うことがあること

から、本調査では、こうした重複申込等の排除を従来よりも徹底し、入所申込者の実数に

より近づけています。 

 
【特別養護老人ホームの入所申込者（要介護３～５）の概況】 

 
                              単位：万人 

全体 ２９．５ （１００．０％） 

うち在宅の方 １２．３  （４１．７％） 

うち在宅でない方 １７．２  （５８．３％） 

 

＊ 要介護１又は２で居宅での生活が困難なことについてやむを得ない事由があると認めら

れる者については、新制度下での特例入所の対象となりました。しかしながら、地方自治体

によっては、調査時点では、特例入所対象者の数を把握できていない場合があることから、

本調査では要介護１又は２は、必ずしも正確な数字となっておりません。なお、この点に留

意しつつ、こうした者の数を集計すると 7.1万人となりました。 
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【特別養護老人ホームの入所申込者の状況】 

 

単位 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

人 115,270 103,658 76,309 295,237

％ 39.0 35.1 25.8 100.0

人 56,750 40,356 26,118 123,224

％ 19.2 13.7 8.8 41.7

人 58,520 63,302 50,191 172,013

％ 19.8 21.4 17.0 58.3

全体

うち
在宅の方

うち
在宅でない方

 

※  各都道府県が把握した、特別養護老人ホームの入所申込者の状況について、集計

した。 

 

  ※ 平成２８年４月 1 日時点における特別養護老人ホームへの入所申込者について、

重複申込等（複数の施設への申し込み、申し込み後の死亡等）を排除して集計する

よう各都道府県に依頼したもの。ただし、一部の都道府県では、調査の時点や手法

（対象が在宅のみ等）が異なっている。 

 

※  要介護度が把握できていない一部の申込者については、本調査における要介護度

別の割合の全国平均を基に按分。 

 

※  数値は四捨五入のため、合計に一致しないものがある。 
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都道府県名 都道府県名 都道府県名

北海道 要介護3～5 12,774 石川県 要介護3～5 2,244 岡山県 要介護3～5 6,918

うち在宅 3,512 うち在宅 784 うち在宅 2,774

青森県 要介護3～5 3,480 福井県 要介護3～5 2,292 広島県 要介護3～5 9,968

うち在宅 1,361 うち在宅 916 うち在宅 4,357

岩手県 要介護3～5 4,406 山梨県 要介護3～5 4,860 山口県 要介護3～5 5,001

うち在宅 1,410 うち在宅 2,586 うち在宅 1,412

宮城県 要介護3～5 6,652 長野県 要介護3～5 2,343 徳島県 要介護3～5 1,161

うち在宅 2,416 うち在宅 2,343 うち在宅 520

秋田県 要介護3～5 6,748 岐阜県 要介護3～5 6,737 香川県 要介護3～5 3,392

うち在宅 3,590 うち在宅 3,483 うち在宅 1,697

山形県 要介護3～5 4,632 静岡県 要介護3～5 6,749 愛媛県 要介護3～5 6,385

うち在宅 1,659 うち在宅 3,300 うち在宅 1,922

福島県 要介護3～5 8,494 愛知県 要介護3～5 10,006 高知県 要介護3～5 2,584

うち在宅 3,138 うち在宅 4,323 うち在宅 494

茨城県 要介護3～5 5,059 三重県 要介護3～5 5,359 福岡県 要介護3～5 6,468

うち在宅 2,096 うち在宅 2,332 うち在宅 2,165

栃木県 要介護3～5 3,399 滋賀県 要介護3～5 4,905 佐賀県 要介護3～5 2,083

うち在宅 1,492 うち在宅 2,237 うち在宅 738

群馬県 要介護3～5 4,959 京都府 要介護3～5 8,755 長崎県 要介護3～5 2,846

うち在宅 1,776 うち在宅 4,740 うち在宅 1,200

埼玉県 要介護3～5 7,951 大阪府 要介護3～5 12,048 熊本県 要介護3～5 4,666

うち在宅 3,523 うち在宅 6,140 うち在宅 1,069

千葉県 要介護3～5 10,165 兵庫県 要介護3～5 14,983 大分県 要介護3～5 2,795

うち在宅 4,487 うち在宅 6,895 うち在宅 922

東京都 要介護3～5 24,815 奈良県 要介護3～5 3,187 宮崎県 要介護3～5 3,575

うち在宅 11,224 うち在宅 1,394 うち在宅 1,194

神奈川県 要介護3～5 16,691 和歌山県 要介護3～5 2,603 鹿児島県 要介護3～5 5,100

うち在宅 9,204 うち在宅 878 うち在宅 1,333

新潟県 要介護3～5 11,070 鳥取県 要介護3～5 2,084 沖縄県 要介護3～5 2,587

うち在宅 4,619 うち在宅 381 うち在宅 855

富山県 要介護3～5 3,234 島根県 要介護3～5 3,354 計 要介護3～5 292,567

うち在宅 994 うち在宅 1,315 うち在宅 123,200

※「要介護3～5」、「うち在宅」には、要介護度が不明の入所申込者を含んでいないため、各都道府県の合計とＰ１～２の合計は一致しない。

（原則以外）

※　各都道府県において、各々の基準により集計しているため、都道府県間の単純な比較はできない
　ことにご留意願います。

在宅のみ…　長野県

【入所申込者の都道府県別の状況】
入所申込者数 入所申込者数 入所申込者数

【入所申込者の集計方法】
（原則）
   各都道府県管内の特別養護老人ホームに入所申し込みを行っている各々の都道府県の住民分につい
て、適宜の方法で重複等（複数の施設への申し込み、申し込み後の死亡等）を排除した数値

 


