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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（地域密着型を含む。）の入所申込者（特別養護老人ホームに入所

を申し込んでいるものの、調査時点で当該特別養護老人ホームに入所していない者）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の入所申込者（要介護３～５）の概況】 

 
                                   単位：万人 

 今回調査 
（平成３１年度） 

前回調査 
（平成２８年度） 

増減数 
（増減比） 

全体 ２９．２ ２９．５ 
▲０．３ 

（▲０．９％） 

うち在宅の方 １１．６  １２．３  
▲０．７ 

（▲５．８％） 

うち在宅でない方 １７．６  １７．２  
０．４ 

（２．６％） 
 

※ 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、特例入所の対象となっており、こうした者の数を集計すると３.４万人

となりました。 

 

 

令和元年１２月２５日（水） 

老健局高齢者支援課 

課   長   齋藤 良太 

課長補佐  畑 憲一郎 

電話 03(5253)1111（内線）3966 

03(3595)2888（直通） 
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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 115,990 105,359 71,138 292,487

％ 39.7 36.0 24.3 100.0

人 54,821 38,319 22,925 116,065

％ 18.7 13.1 7.8 39.7

人 61,169 67,040 48,213 176,422

％ 20.9 22.9 16.5 60.3

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、平成３１年４月１日時点における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もの。 

 

  ※ 特別養護老人ホームへの入所申込者は、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）を排除して入所申込者の実数に近づけるよう各都道府県に依

頼している。 

 

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

都道府県の要介護度別の割合を基に按分しており、また、各都道府県において、各々

の基準により集計している場合もあるため、都道府県の単純な比較はできないこと

に留意願います。 

 

※  数値については、四捨五入しているため、合計に一致しない場合がある。 
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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 11,663 石川県 要介護3～5 1,722 岡山県 要介護3～5 6,296

うち在宅 3,221 うち在宅 675 うち在宅 2,398

青森県 要介護3～5 4,175 福井県 要介護3～5 2,444 広島県 要介護3～5 9,388

うち在宅 1,306 うち在宅 1,040 うち在宅 4,126

岩手県 要介護3～5 4,601 山梨県 要介護3～5 4,842 山口県 要介護3～5 5,475

うち在宅 1,381 うち在宅 2,733 うち在宅 1,391

宮城県 要介護3～5 6,806 長野県 要介護3～5 5,809 徳島県 要介護3～5 1,281

うち在宅 2,329 うち在宅 1,959 うち在宅 531

秋田県 要介護3～5 6,158 岐阜県 要介護3～5 6,379 香川県 要介護3～5 3,727

うち在宅 3,151 うち在宅 3,349 うち在宅 1,677

山形県 要介護3～5 5,020 静岡県 要介護3～5 5,831 愛媛県 要介護3～5 5,591

うち在宅 1,850 うち在宅 2,891 うち在宅 1,795

福島県 要介護3～5 7,605 愛知県 要介護3～5 7,855 高知県 要介護3～5 2,215

うち在宅 3,256 うち在宅 2,624 うち在宅 524

茨城県 要介護3～5 4,859 三重県 要介護3～5 5,251 福岡県 要介護3～5 8,320

うち在宅 1,922 うち在宅 2,224 うち在宅 2,615

栃木県 要介護3～5 3,130 滋賀県 要介護3～5 4,217 佐賀県 要介護3～5 1,882

うち在宅 1,323 うち在宅 1,854 うち在宅 558

群馬県 要介護3～5 4,239 京都府 要介護3～5 9,108 長崎県 要介護3～5 3,737

うち在宅 1,348 うち在宅 4,599 うち在宅 1,335

埼玉県 要介護3～5 8,074 大阪府 要介護3～5 13,736 熊本県 要介護3～5 4,429

うち在宅 3,674 うち在宅 5,877 うち在宅 988

千葉県 要介護3～5 11,309 兵庫県 要介護3～5 13,895 大分県 要介護3～5 3,736

うち在宅 4,894 うち在宅 6,205 うち在宅 1,049

東京都 要介護3～5 25,811 奈良県 要介護3～5 3,525 宮崎県 要介護3～5 3,419

うち在宅 10,935 うち在宅 1,185 うち在宅 959

神奈川県 要介護3～5 15,723 和歌山県 要介護3～5 1,677 鹿児島県 要介護3～5 4,931

うち在宅 7,858 うち在宅 785 うち在宅 1,259

新潟県 要介護3～5 10,834 鳥取県 要介護3～5 2,016 沖縄県 要介護3～5 3,133

うち在宅 4,758 うち在宅 332 うち在宅 1,017

富山県 要介護3～5 2,983 島根県 要介護3～5 3,630 計 要介護3～5 292,487

うち在宅 1,065 うち在宅 1,240 うち在宅 116,065

【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】

　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

 


