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1. はじめに 
 
 少子高齢化と地域という問題は，過疎問題や地域コミュニティの維持可能性，介護サー

ビスや地方財政の維持可能など，主に地方部の問題として議論されてきた。しかし，2007
年には団塊の世代が退職を始めること等もあり，これまで高齢化が進展してこなかった都

市部において今後急速に「退職・老年世代」人口が増加することが確実視されている。都

市部における高齢化の急速な進展は，これまでの相対的に豊かな財源を背景とした老人福

祉サービス供給に対して深刻な影響を与えることが懸念されている。また，2000 年から始

まった介護保険制度は地域間のサービス格差を容認するものとなっており，介護負担と給

付，施設充足率などの自治体間格差が存在する。特に都市部の施設サービスは依然として

供給過少状態にあり，多くの施設・自治体において入居待機者が数多く存在している1。都

市部における高齢者の急増と自治体間の介護サービス格差という現状の中で，より充実し

た介護サービスを享受できる自治体へと高齢者が移動する「介護移住」という言葉が注目

を集めている。 
わが国では従来，高齢者の地域間移動について十分な検討がなされてきたとは言いがた

い。特定の自治体を対象としたものを除いて2，高齢者の地域間移動とその要因について定

量的に分析した研究は筆者が知る限り存在していない。その理由としては以下の要因が考

えられる。まず，日本人の定住・持ち家志向を反映し，高齢者の移動はないと考えられて

                                                  
※ 本稿の作成段階において，跡田直澄教授（慶應義塾大学），権丈善一教授（慶應義塾大学），川

瀬晃弘氏（法政大学大学院エイジング総合研究所）から貴重なコメントをいただいた。慶應義塾

大学経商連携 21世紀COEプロジェクト研究報告会においては，樋口美雄教授（慶應義塾大学），

石井加代子氏（慶應義塾大学商学研究科）から貴重なコメントをいただいた。また，データ作成

において前里香緒里氏（中央大学総合政策学部）には多大なご協力をいただいた。記して感謝の

意を表したい。 
1 厚生労働省(2006)によれば，全国の特別養護老人ホーム待機者数は 38 万 5,500 人。このうち

東京都は約 4 万人となっており，ついで神奈川(約 2 万 3 千人)となっている。首都圏（埼玉,千
葉,東京,神奈川）各都県は 10 位以内に入っている。 
2 仙台市・北九州市，江戸川区，市川市などを対象としたエイジング総合研究センター(1991，
1998，2000)等が存在する。 
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きたこと。次に，家族介護が主であったことから，高齢者の介護移住は相対的に少ないと

考えられてきこと。さらに，地域間人口移動要因の研究は，マクロの地域間移動（就業・

就職・転職）と居住地選択（地価・住宅やアメニティー）が主で，高齢者は殆ど対象とさ

れてこなかったこと等である。しかし，このような高齢者移動をめぐる従来の見解は，特

に大都市部において近年大きく崩れてきている。大都市部の退職・老年世代を迎える世代

の多くは地方出身者が多い3。都市が過密であった背景から戸建て住宅ではなく借家の世帯

も多く，それ以前の高齢者や地方部の高齢者と比較してモビリティも高いことが予想され

る。退職をきっかけに出身地へと戻る，または福祉やアメニティの良好な自治体へ転居す

る，さらには，地方に単独で残された彼らの親世代である後期高齢者を呼び寄せるなど，

大都市部高齢者の移動（流出入）性向は，今後高まっていくことが予想される。 
以上のように，高齢者の移動には，自発的移動としてＵターンや高福祉の自治体へ転居

するケースと，いわゆる「呼び寄せ老人」といわれる後期高齢者を中心とした都市への流

入（子供による呼び寄せ）が考えられる。都市部で働いている人びとの多くは，彼らが親，

特に独りでの生活が困難となった後期高齢者を都市部に呼び寄せる行動が指摘されている4。

しかしながら，特定の自治体を対象としたものを除いて5，高齢者の地域間移動とその要因

について定量的に分析した研究は筆者が知る限り存在していない。特に介護保険施行以降

の移動傾向に関しては，国勢調査や人口移動調査といったある程度年齢階層別の移動傾向

が把握できる調査の 新年度が2000年であるため，移動データそのものが存在していない。 
そこで本稿では，大都市部である首都圏（埼玉，千葉，東京，神奈川）を対象に，介護

保険制度における保険者であり，介護サービスの地域間比較する上での基本単位である市

区町村単位で，前期高齢者（65 歳から 74 歳）と，特に介護リスクが高いことが予想される

後期高齢者（75 歳以上）の移動について，既存統計資料を組み合わせる事で定量的に把握

し，その移動要因について自治体間での介護サービス格差が当てはまるのかを検証する。

そして，高齢者の移動要因を検証することを通じて，現行の市町村を保険者とする介護保

険制度に対して批判的な検討を加えたい。本稿の構成は以下で示す。 
まず，2 節において首都圏の各市区町村における年齢別社会増加数（純流出入者数）デー

タを総務省『住民基本台帳要覧』の市区町村年齢階層別人口データと厚生労働省『人口動

態統計』の市区町村年齢階層別死亡者数データを用いることで構築し，首都圏における年

齢階層別の移動傾向を把握する。続く 3 節では，Tiebout 仮説に基づく地域間の福祉サービ

ス格差と人口移動に関する先行研究を紹介し，高齢者の流入関数の構築と推定を行う。４

                                                  
3 国立社会保障・人口問題研究所『第 5 回人口移動調査』(2001)によれば，首都圏の居住者のう

ち，50 歳から 64 歳人口における地元（首都圏）出身者の割合は約 53%となっている。つまり，

約 47%は首都圏以外からの流入者である。調査年度を踏まえると，彼らは現在 50 歳代後半から

70 歳代前半となる。 
4 「呼び寄せ老人問題」に関しては武智(1996)参照。また，三重県大宮町を対象に，子供の呼び

寄せによる高齢者の移動を確認したものとして中里(2001)が存在する。 
5 仙台市・北九州市，江戸川区，市川市などを対象としたエイジング総合研究センター(1991，
1998，2000)等が存在する。 
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節では推定結果を踏まえて現行の介護保険制度への批判的検討を行い，５節でまとめとす

る。 
 

2. 高齢者の地域間人口移動 
 
2-1. 市区町村別高齢者移動データの把握可能性 
わが国において地域別で高齢者の地域間移動を抽出できるデータは多くない。また，い

ずれのデータベースについても本稿の目的である「介護保険制度施行以降の，市区町村別

年齢別移動数」を把握するためには対象年度・地域・年齢のいずれかに問題があるため，

何らかの加工・修正が必要である。 
例えば，『国勢調査報告』（総務省）では地域間の年齢階層別人口移動をとらえる事が可

能である。しかし，地域間移動が得られるのは 10 年ごとの大集計であり，直近では 2000
年調査である。移動プロファイルは調査年度から過去 5 年以内の移動を把握しているが，

いずれにせよ介護保険施行以前となってしまう。 
次に『住民基本台帳人口要覧』（総務省）では市区町村単位の年齢階級別・男女別人口総

数と流入者数・流出者数が毎年分入手することができる。しかし，特定の年齢階層に関す

る人口移動数を把握することはできない。 
また，『全国人口移動調査』（国立社会保障・人口問題研究所）も存在する。この調査は

年齢・性別の人口移動動向や要因を把握できるが，市区町村ごとに把握することはできな

い。また， 新調査年度（第５回）は 2001 年であり，介護保険以降の移動傾向は把握でき

ない。 
一方，『介護保険事業状況報告』（厚生労働省）では，2001 年以降の保険者別の第 1 号被

保険者の流入人口と流出人口が記載されており，本稿が期待するデータの要件の多くを満

たしているといえる。しかし，2-3 節以降の分析において明らかとなるように，前期高齢者

と後期高齢者の移動パターンは大きく異なっている。本データではより細分化された年齢

階層別に移動データを把握できないという問題点が残される。 
 以上のように，公表されている統計データでは市区町村ごとの年齢別人口移動数を把握

することはできない。また，国勢調査の個票データを目的外利用することも考えられるが，

上で述べたように介護保険制度施行以降のデータはまだ存在していない。そこで，既存の

統計データを組み合わせることによって，データ上の接近を図る必要がある。 
 
2-2. 市区町村別高齢者社会増加数の構築 
 本稿では，2000 年以降の『住民基本台帳人口要覧』（総務省）における年齢階層別人口と

『人口動態統計』（厚生労働省）における市区町村別･年齢階層別死亡者数のデータを組み

合わせることによって，市区町村の年齢階層別社会増加数を算出した。市区町村ごとの 65
歳以上人口は，以下の式で定義される。 
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POP は人口，D は死亡者数，IM は流入者数，OM は流出者数を示している。また，上添

え字は年度をあらわしており，下添え字は年齢階層である。データの年齢階層はいずれも 5
歳刻みとなっており，年齢階層別の人口が全て入れ替わる介護保険制度施行の 2000 年から

新データ年度である 2005 年までの 5 年間を対象としている。 
 2005 年の各市区町村の 65 歳以上人口は，2000 年の 65 歳以上人口に同年の 60-64 歳人

口（自然増）を加えたものとなる。5 年で階級内の人口が完全に入れ替わる。さらに，ここ

から 5 年間で死亡した人数を引く（2000 年から 2004 年の 65 歳以上人口に加えて，2004
年の 64 歳，2003 年の 63-64 歳，2002 年の 62-64 歳，2000 年の 60-64 歳の死亡者数）と，

社会増加数（流入者と流出者の差，純社会増加数）が得られる6。(1)式を社会増加数につい

て書き直すと， 
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となる。流入者，流出者を分離することは不可能ではあるが，市区町村ごとの高齢者社会

増加数を得ることができる7。また，各年齢階級別の社会増加数も算出した8。このデータを

                                                  
6 人口動態統計の死亡者数データは5歳刻みのため，1歳ごとの死亡者数を知ることはできない。

そこで，以下の操作を行い 1 歳刻みのデータに変換した。まず，各年齢階層の中位年齢（30-34
歳なら 32 歳）における死亡者数を，年齢階層全体の死亡者数の単純平均値であると仮定する。

たとえばある自治体の 30-34 歳階層で死亡者数が 100 人ならば，100÷5=20 人が 32 歳の死亡

者数とする。同様の作業を隣接する年齢階層で行い，各年齢層の中位年齢死亡者数からの距離で

各年齢の死亡者数を決定する。隣接する 35-39 歳階層の死亡者数が 200 人である場合，中位年

齢 37 歳の死亡者数は 200÷5=40 人となる。このとき，33 歳の死亡者数は 32 歳，37 歳からの

距離に応じて 20×(4/5)+40×(1/5)=24 人となる。同様に 35 歳死亡者数は，20×(2/5)+40×
(3/5)=32 人となる。 
7 ただし，2000 年から 2005 年までに流入し，2005 年以前に死亡した人については，死亡デー

タのみがカウントされる。従って自然減が過大に計算されている可能性が存在する。 
8 年齢階層別社会増加数は，５年で 1 階層が入れ替わる事を利用して算出した。例えば，各市区

町村の 50-54 歳階級の社会増加数（2000 年から 2005 年）は，2005 年の 50-54 歳人口から 2000
年の 5 歳前階級，すなわち 45-49 歳人口を引いた人口から，この年代の死亡者数を足したもの

として計算される。ちなみに死亡者数は，45-49 歳（2000 年），46-50 歳（2001 年），47-51 歳

（2002 年），48-52 歳（2003 年），49-53 歳（2004 年）を足す。2000 年段階で 45-49 歳だった

階層が 1 年で１歳ずつずれていき， 終的に 50-54 歳人口となる。 
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首都圏（埼玉，千葉，東京，神奈川）の市区町村に関して構築した9。 
 
2-3. 首都圏年齢階層別社会増加数の傾向 
算出した首都圏の年齢階層別社会増加数の傾向を図 1，2 で示している。また，表 1 で社

会増加数，社会増加率のデータを記載した。  
 

＜図 1，図 2，表１を挿入＞ 
 
 図１，図２は横軸に年齢階層，縦軸に社会増加数をとったグラフとなっている。図から

首都圏の人口移動傾向として，以下のことが見てとれる。まず，大卒後の就業年齢を中心

として大幅な流入超過となり，30 歳代からは流入超過傾向が弱まり横ばいとなる。50 歳代

中盤から 70 歳代中盤までは逆に流出超過傾向となり，後期高齢者では再び流入超過傾向へ

と変化する。都県別では就業年齢の流入超過は東京都において圧倒的に多いことが分かる。

埼玉県が若干特異ではあるものの，おおむね各都県とも同様の社会増加傾向を描く。しか

し，後期高齢者に関しては東京都のみ流出超過傾向が続いている。つまり，東京都は後期

中年層から一貫して流出超過傾向にあることが分かる。 
次に，表 1 から年齢階層別の移動傾向に関して以下のことが読み取れる。まず，首都圏

全体では 2000 年から 2005 年の 5 年間で約 52 万人の流入超過となっている10。就学・就業

年齢において流入超過がピークとなり，55 歳から 74 歳までは逆に流出超過となる。後期高

齢者は再び流入超過傾向であること，都県別で見ると，東京都は 55 歳以上で一貫して減少

傾向となることは図からも明らかである。また，55-64 歳では全体として流出超過となって

いる。これは定年退職に伴う移動が発生しているためであると考えられる。国立社会保障・

人口問題研究所（2001）によれば11，この年齢階層における移動要因として も高いのは「定

年退職に伴うもの」であり，「大都市圏から非大都市圏」への移住傾向が強いとしている12。

表 1 の結果はこの指摘と整合的である。また，後期高齢者の社会増加率は首都圏全体で 1％
となっている13。 
市部（東京都区部除く）と町村部を比較すると，町村部は若年世代で流出超過であるが，

その後は一貫して流入超過傾向にあることが分かる。就業・就職年齢においては市部への

流入が圧倒的に多いものの，中年世代以降の流入率では逆転現象が起こっている。また，

市部が流出超過となる 55 歳から 64 歳人口においても町村部は流入超過であり，高齢者の

                                                  
9 2000 年から 2005 年までで合併がなされたことによりデータが連続しない自治体及び，東京

都の島嶼部に関してはデータから除外している。 
10 15 歳以上の社会増加を対象としている。 
11 『第 5 回人口移動調査の概要』（http://www.ipss.go.jp/ps-idou/j/migration/migration01.asp） 
12 第 4 回調査（1996 年），第 5 回調査（2001 年）いずれも，55 歳から 64 歳男性の移動要因１

位は定年退職に伴うものとなっており，特に第 5 回調査の 55-59 歳では 41.7%にのぼっている。 
13 本稿における社会増加率は純流出入であるため，流入と流出が相殺されている。実際の年齢

階層別流入率・流出率は社会増加率よりもかなり大きいと考えられる。 
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社会移動は市部よりも町村部へ向かう傾向が強いことが見て取れる。これは，高齢化がよ

り進んだ自治体へ高齢者が流入する傾向にあることを示しており，首都圏におけるこのよ

うな傾向は国土交通省（2006）の指摘と整合的である14。 
東京都を見てみると，社会増加のパターンはおおむね区部の社会増加パターンと連動し

ている。区部の高齢者は一貫して流出超過傾向にあり，一方で市部では流入超過となって

いる。先に述べたように，都心部で居住していた世代が定年に伴い非大都市圏ないし周辺

市町村へと流出していると考えることができる。また，75 歳以上の後期高齢者も流出傾向

にある15。一方，近年指摘されている高齢者の都心回帰傾向はこのデータからは見てとれな

い。しかし，都心 3 区（千代田区，中央区，港区）で見てみると，55-64 歳人口において若

干ながら流入超過となっている。より細かく見ていくと，23 区全体では 50 歳の段階から流

出超過となる一方で，都心 3 区は 64 歳まで流入超過となっている。社会増加数はネットの

データであるため，定年退職に伴う都心脱出傾向と都心回帰傾向が相殺されている可能性

があるが，都心 3 区に関しては弱いながらも都心回帰傾向を見出すことができる。 
各市区町村の後期高齢者社会増加数・社会増加率の上位・下位 10 自治体をまとめたのが

表 2 である。 
 

＜表 2 を挿入＞ 
  
社会増加数上位 10 自治体に関しては，東京都区部を除いた各都県の人口規模の大きい自

治体が入る。ただし，人口規模の大きい川崎市は入らず，青梅市やあきる野市など，人口

規模の大きくない東京都近郊の市も入っている。後期高齢者社会増加数と年齢階層別人口

の相関係数はおおむね 0.3 台となっており，明確な相関関係は存在していない。次に，社会

増加率上位 10 自治体は東京都郊外の市町村が多くなっている。一方，下位 10 自治体はい

ずれも東京都区部が占めている。 
 退職・高齢者世代の移動傾向は以下の 3 点でまとめる。まず 1 点目として，55-64 歳の退

職世代では，退職に伴う U ターン等を目的とした移動によって流出超過となっていると考

えられる。次に，65-74 歳の前期高齢者と 75 歳以上の後期高齢者では移動性向が大きく異

なる。後期高齢者は首都圏以外からの移住が多くなり，流入超過となっている。後期高齢

者世代は，修学や就業，さらに定年退職といったライフサイクルの移動要因とは無関係の

年代である。このような年代の移動要因としては，1 節で指摘した「介護移住」や「呼び寄

せ」が起こっている可能性がある。 後に，各市区町村の高齢者の社会増加数・社会増加

率と生産年齢人口の社会増加数・社会増加率，さらに年齢階層別の人口（2000 年）の相関

をとってみると，強い相関は見られない，ないしやや弱い負の相関が見られる。つまり，

高齢者の移動傾向は他の世代の移動傾向や自治体の人口規模とは明確な関係がない。 

                                                  
14 国土交通省『首都圏整備に関する年次報告（首都圏白書）』平成 18 年版 
15 3.2％の社会増加率となっている。 
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 以上，高齢者の社会増加に関するデータ構築と検討から，高齢者の移動は地域の人口規

模や他の世代の移動に伴う随伴移動ではなく，独自の傾向が示される事が明らかとなった。

特に後期高齢者において，東京都区部以外では流入超過傾向となっていることから，近郊

への移住ないし呼び寄せが発生している可能性があることが示唆された。そこで，次節で

は高齢者の移動を説明する要因として，自治体の介護サービス，特に施設介護サービス格

差が要因となるのではないかという仮説に基づき，モデルの構築と推定を行う。 
 
3. 介護サービス格差と高齢者の移動 
 
3-1. 先行研究と高齢者移動関数 

欧米では，Tiebout(1956)の足による投票仮説を背景とした福祉サービス格差の地域間格

差と人口移動の実証研究が数多く進められている。具体的な対象としては，福祉政策と人

種・所得別の人口移動，AFDC(Aid to Family with Dependent Children)の受給条件の州間

での差異と人口移動が検討の対象となっている16。 
先行研究として，Southwick(1981)，Gramlich-Laren(1984)，Blank(1988)，Islam(1991)，

Enchautegui(1997)，Borjas(1999)等の研究では，AFDC プログラムにおける地域間の受給

率や水準が特に女性(シングルマザーを中心とした低所得の母親)の移動に効果を与えてい

ることが明らかになっている。一方，Schroder(1995)，Levie-Zimmerman(1999)等は，明

確な効果が得られては居ないとしている。このように，対立する見解は存在するものの，

おおむね地域間の福祉格差は人口移動要因となりえるという結果が得られている17。一方，

わが国ではこのような地域間移動要因研究はほとんど存在していない。欧米の先行研究の

多くはセンサスの個票データを利用している。個票データの利用可能性も，わが国の研究

と欧米での研究の量の差異となっていると考えられる。 
本稿では，Borjas(1999)を参考に高齢者の移動関数（流入関数）を設定する。本来ならば

流入・流出双方の要因に関してモデルを構築することが望ましいが，これまで繰り返し述

べてきたように，データの特性上，社会増加数（純流出入）のみしか把握できない。2 節で

の検討の結果，中高年齢層の首都圏全体からの流出要因としては定年退職に伴う移動であ

ると考えることができる。そこで，本稿では各市区町村への流入要因に関してモデルを構

築する。 
高齢者の流入決定要因として，本稿では介護サービス，特に施設介護サービスの充実度

を想定する。第１節で述べたように，高齢者の自発的な意志決定においても，東京圏以外

からの呼び寄せについても，いずれも介護サービスの充実した自治体を選好すると考えら

れる。また，施設サービスに注目するのは，特に後期高齢者にとって，相対的に充実した

                                                  
16 1996 年からは TANF(Temporal Assistance to Needy Families)に移行した。 
17 この点については林(2006)，西川・林(2006)等も参照。また，Tiebout 仮説の実証研究に関し

ては，Dowding, John and Biggs(1994)が詳細なサーベイを行っている。 
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在宅介護サービスを受けるために新たな市区町村で居住する場所を探して移動するという

インセンティブは低いと考えられるからである。また，武智(1996)が指摘するように，親の

呼び寄せに関しても，都市部の住宅事情も考慮して必ずしも同居を選択するわけではなく，

「比較的距離の近い（顔を見せる事が可能な）施設」への入所という方法をとることが多

い18。さらに，親を呼び寄せる要因としては，身体的に地方での独り暮らしが困難となった

からというのが も強く，この点からも入所サービスが選好されると考える。以上の議論

を踏まえ，高齢者移動関数を以下で定義する。 
 

),( functionsotherincentiveswelfarefWELFMIG 　　　=  

 
 高齢者の社会増加は，各市区町村の介護福祉サービス水準と，アメニティなどの地域環

境変数によって決定される。以下では，本稿で使用する変数を説明する。 
 
 施設介護変数として以下の変数を用いる。 

・ 65 歳以上人口１人あたり介護老人福祉施設定員 
・ 65 歳以上人口１人あたり介護老人健康保険施設定員 
・ 65 歳以上人口１人あたり介護療養型医療施設病床数 
・ 介護老人福祉施設建設ダミー 

 
また，地域の医療サービスの充実度として，以下の変数を用いる。 

・ 住民１人あたり一般病院・診療所病床数 
 
 地域変数としては以下の変数を用いる。 

・ 要介護発生率（要介護度１から要介護度 5 認定者数の 65 歳以上人口比率） 
・ 住民１人あたり都市公園面積 

 
 各自治体の高齢者社会増加率を被説明変数にとり，上記の介護・地域変数を説明変数と

して推定を行う。説明変数はそれぞれ2000年段階のものを使用している。推定を行う前に，

検証の妥当性を図で示すために老人１人あたり施設定員と後期高齢者社会増加率をプロッ

トした19。 
 

＜図 3 を挿入＞ 

                                                  
18 武智(1996)は介護保険制度施行以前の，札幌市を例に高齢者の社会的入院として呼び寄せ問

題を論じている。介護保険制度は社会的入院解消を目的の一つとしているが，病院を介護施設に

置き換えれば同様の説明が可能である。 
19 施設定員は，介護老人福祉施設定員，介護老人健康保険施設定員，介護療養型医療施設病床

数を合計し，65 歳以上人口で除したものである。 
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 図からは，全体の傾向として高齢者あたり施設定員が多いほど後期高齢者の流入率が高

くなっていることが伺える。やや特異に大きい日の出町などいくつかの自治体を除いた結

果，当てはまりは若干悪くなるものの，おおむね同様の傾向を示した。つまり，施設定員

の充実度は後期高齢者の流入に正の影響を与えることが示唆される。 
 
3-2. 推定結果の検討 
 以上の議論を踏まえ，各市区町村の 75 歳以上人口社会増加率，65-74 歳人口社会増加率

に関して OLS による推定を行った。推定対象は東京都の島嶼部，合併市町村，介護一部事

務組合（広域市町村圏）構成市町村を除いた 227 市区町村である20。推定結果は以下で示す。 
 

＜表 3 を挿入＞ 
 
 推定の結果，前期高齢者と後期高齢者サンプルでは大きく当てはまりが異なる事が明ら

かになった。特に，介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）定員に対する反応が著しく

異なっており，要介護リスクが高い後期高齢者ほど介護サービス変数に反応することが明

らかとなった。一方，老人保健施設と療養型医療施設に関しては，いずれのサンプルも有

意な結果とはならなかった。老人保健施設と療養型医療施設は，医療施設での治療の後，

介護や機能回復を目的とした滞在型施設である。つまり，これら施設の入居者はすでにど

こかの医療施設等に入所経験があると考えられることから，新規の流入を誘発する要因と

はならないことを示している。呼び寄せや自発的移動を行う高齢移住者の多くは，すでに

いずれかの施設への入所経験がある人々ではなく，介護リスクは抱えるものの移動可能な

人々であると考えられる。 
 介護老人福祉施設建設ダミー変数は，後期高齢者サンプルにおいて正かつ有意な結果と

なった。この結果から，施設サービスが不足している首都圏において，後期高齢者はより

施設サービス供給が充実した自治体へ流入していることが分かる。一方，前期高齢者はア

メニティ変数である住民 1 人あたり都市公園面積にも反応を示しており，介護リスクが相

対的に高い後期高齢者と比較すると，介護サービス以外の移住要因にも反応する事が示さ

れる。 
 また，要介護発生率に関してはいずれも負の反応を示している。つまり，高齢移住者（な

いし呼び寄せる子供）は，施設サービスが充実しつつ，サービスの対象となる要介護者が

相対的に発生していない自治体を選んで流入先を決定していると考えられる。これも東京

圏の施設不足を反映した結果であると解釈できる。 
 後に，施設サービスの代替手段としての病床数はいずれも有意な結果とはならず，い

わゆる「社会的入院」は介護保険制度試行以降，無くなってきていることを示している。 

                                                  
20 推定対象の市区町村のうち，介護広域連合は埼玉県の大里広域市町村圏組合（熊谷市・深谷

市・沼妻町・岡部町・寄居町・大里町・江南町・川本町・花園町）が存在する。 
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 以上の推定結果から，自治体の施設サービス，その中でも介護老人福祉施設定員の水準

が，特に後期高齢者に関して，移住の決定要因となっていることが明らかとなった。65 歳

以上人口 1 人あたりの介護老人福祉施設定員が多い 10 自治体を表 4 で示した。 
 

＜表 4 を挿入＞ 
 
 65 歳以上人口 1 人あたりの介護老人福祉施設定員が多い自治体は，東京郊外の市町村に

集中していることが見て取れる。また，推定の結果が示すように，表 2 における後期高齢

者社会増加率上位の自治体の多くが含まれている。 
 
4. 高齢者の移住と介護保険制度の検討 
 
4-1. 後期高齢者の流入と介護保険財政 

これまでの分析において，首都圏において後期高齢者を中心に介護格差を要因とした地

域間移動が発生している事が明らかになった。特に，介護リスクの高い後期高齢者の流入

は施設サービス変数に強く影響されている。介護リスクと年齢階層に関しては，地域の第 1
号被保険者に占める後期高齢者の割合が高くなるほど，要介護認定者の中でも重篤な状態

となる人びとの比率が上昇する。本分析で対照とした市区町村において，第 1 号被保険者

に占める後期高齢者の割合と第 1 号被保険者に占める要介護･要支援者数割合，第 1 号被保

険者に占める要介護度 3 以上の要介護者割合の相関をとると，前者で約 0.3，後者で約 0.5
と上昇する。65 歳から 74 歳までの第 1 号被保険者割合はこの逆数となるので，後期高齢

者比率の上昇は，地域の（重篤な）要介護者発生率を高めることがわかる21。この関係をプ

ロットしたのが図４である。 
 

＜図４を挿入＞ 
 
本稿の分析と総合すると，地域の要介護リスクを高めているのは後期高齢者であり，後

期高齢者は相対的に施設サービスが充実した自治体へ流入してきていることが明らかとな

る。平成 16 年度の『介護保険事業状況報告』によれば，今回分析の対象とした市区町村に

おける施設介護サービス件数の全介護サービス件数に対する比率は約 10%程度となってい

るが，給付費の割合でみると施設介護サービスは全体の約 50%となる。つまり，施設サー

ビスは件数自体は少ないものの，費用が非常に高くなっていることを示している。そして，

後期高齢者を中心とした流入高齢者が施設サービス目的であり，なおかつ重篤な要介護者

となる（なっている）リスクが相対的に高いとするならば，流入超過自治体の介護保険財

政が大きく圧迫される可能性が存在する。 
                                                  
21 厚生労働省『介護保険事業状況報告』平成 16 年データを用いた。 



 - 11 -

しかし，現行の市区町村を保険者とした介護保険制度は，このような高齢者の地域間移

動に対応できていない。高齢者が移動を行うと想定した場合，第 2 号被保険者として保険

料を納入した自治体と，第 1 号被保険者として保険料を納入し，介護サービスを受ける自

治体は異なることになる。高齢者の流入は流入先の自治体にとって地域住民と自治体の負

担の増加を意味するだけではなく，自治体住民の介護サービス充足を目的に供給されるサ

ービスが，流入してきた高齢者に利用されることによりサービス量が過小になる恐れがあ

る22。流入先自治体にとって，流入高齢者は負担をせず介護サービスを受ける人々である。

一方，流入者がもともと生活していた自治体にとって，彼らは現役世代において保険料を

納付し，他自治体で介護サービスを受けてくれる存在である。介護移住者の存在によって，

自治体の介護サービス供給戦略も変化する可能性が存在するだろう。高齢者の流入を忌避

する自治体，高齢者の流出を期待する自治体が，意図的に施設サービス供給水準を抑制す

る可能性が存在する。 
一方，社会福祉法人等の非営利運営主体や，現在開放が議論されている民間営利団体に

よる老人福祉施設建設がなされた場合，自治体はこれら行動をコントロールするのは困難

であり，さらに介護リスクの高い高齢者の流入を意図的に排除することはほぼ不可能であ

ると考える。つまり，介護リスクの高い高齢者が流入してくる自治体にとって，介護負担

水準をコントロールするのは困難であり，かつその負担は地域住民と自治体に相当程度帰

着することになる。 
以上のことから，現行の介護保険制度は流入高齢者と施設サービス負担という問題に対

応できる体制に無く，地域内における世代間の支えあいという構造を破壊する恐れがある

ことが明らかとなった。また，流出元，流入先での連携が存在していないため，地域内，

地域間での断絶が存在している。 
 
4-2. 介護老人福祉施設の地域間格差 
 後期高齢者の流入要因は各地域の介護老人福祉施設の格差に反応するものであった。そ

して，流入高齢者に付随する問題としては受益と負担の非対応，市町村介護保険財政への

負担増加などが考えられることを指摘した。 
しかし，このような移動は一時的な現象である可能性も存在する。地価が低く用地取得

が相対的に容易な周辺部で施設整備が先行していった一方で，人口集中地区である都心部

での整備が立遅れていたために，一時的に地域間で施設サービス許容量にギャップが生じ

ていた可能性がある。遅れて整備が進んだ人口集中地区において施設サービス許容量が増

加したならば，高齢者の周辺部への流入という現象は一時的なものにとどまる可能性があ

る。実際，介護保険制度施行から 2004 年までの首都圏市区町村の介護老人福祉施設の増加

                                                  
22 東京都稲城市では，3 箇所ある特別養護老人ホームの総ベッド数 330 床のうち，約 200 床は

市外からの受け入れである。流入者の介護費用のうち約 28％は稲城市の第 2 号被保険者の負担

となり，11.25％は稲城市の負担となる。 
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数と 65 歳以上人口の相関をとると 0.935 と非常に高く，高齢者の絶対数が多い人口集中地

区で施設整備が急速に進められてきていることが分かる23。また，流入高齢者によって地域

間の施設サービス許容量に変化が生じている可能性もあるだろう。 
先に提示した表 4 では，65 歳以上人口 1 人あたりの介護老人福祉施設定員が多い自治体

は，東京都郊外の市町村に集中している。そして，推定からこのような自治体に後期高齢

者が流入していることが明らかとなっている。高齢者の流入や先に示した都心部における

施設サービス許容量の拡大によって，表 4 で示した関係に変化が生じたのかを図 5 を用い

て検討する。 
 

＜図 5 を挿入＞ 
 
 図は，横軸に 2000 年段階での市区町村別 65 歳以上人口 1 人あたりの介護老人福祉施設

定員を，縦軸には同様に 2004 年データを用いてプロットしたものである。図から明らかな

ように，65 歳以上人口 1 人あたりの介護老人福祉施設定員がもともと多い自治体は，依然

として施設定員が多いことを示している24。介護保険制度施行以降，人口集中地区において

多くの施設建設がなされてきているものの，同地区における高齢者の増加も急ペースであ

ることから自治体間の施設定員の相対関係は変化していないことが明らかである。今後，

このような自治体は団塊の世代の退職とともにより一層急速に高齢者数が増加していくこ

とが確実視される一方で，景気の回復とともに用地取得は更に困難となってくるだろう。

つまり，施設サービス水準をめぐる自治体間の相対関係は今後も変化しない，もしくは，

より周辺自治体との格差が拡大することが予想され，それに伴い高齢者の移動傾向も継続

していくと考えられる。 
以上のように，施設サービスの地域間格差の縮小は，首都圏自治体に関しては非常に困

難であると考えられる。そして，このような格差は，高齢者の移動（呼び寄せ）を通じた

介護保険制度・財政へ問題を投げかけている。この問題に対する対処としては，広域化，

ないし高齢者の移動を自治体間で把握し，介護サービスを必要とする状態になった場合，

流出元と流入先で財政調整を行うシステムを構築することであると考える。国立社会保

障・人口問題研究所（2001）によれば，東京圏の居住者における地元（東京圏）出身者の

割合は，コーホートが若くなるにつれ高くなり，年度が新しいほど高くなっている。この

傾向から，将来的には比較的近距離の移動・呼び寄せが高齢者移動の主流となる事が考え

られることから，都道府県単位，ないし一定の規模をもった介護保険者の広域化が も妥

当な回答であると考えられる。高齢移動者の大半が遠距離の移動を行っている場合は，他

の財政調整も検討すべきかもしれない。  
  

                                                  
23 厚生労働省『介護サービス施設・事業所調査』各年版より計算 
24 相関係数は 0.931 となっている 
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5. おわりに 
 
 本稿は，これまであまり注目されず，定量的に検討がなされてこなかった高齢者の移動

について，自治体の介護サービス格差，特に施設サービス格差が誘因となるという観点か

ら分析を行った。まず，首都圏市区町村に関して年齢階層別の社会増加数を算出し，全体

的な移動傾向を把握した。その結果，前期高齢者は定年退職等による流出超過を示し，一

方，後期高齢者は流入超過となった。これは，介護リスクが相対的に高い後期高齢者にお

いて，介護サービスが充実した自治体への移動や子供世代による呼び寄せがなされた結果

であると考えられる。 
 そこで，移動傾向が異なる前期･後期高齢者サンプルを用いて，介護サービス変数を説明

変数，社会増加率を被説明変数として推定を行った結果，特に後期高齢者の流入に関して

自治体の施設サービス，特に介護老人福祉施設定員の充実度が要因となる事が明らかとな

った。また，施設サービスの自治体間ギャップは介護保険制度施行以降も解消されていな

いことも示された。 
 この結果を踏まえると，地域内で保険料を納付し，介護給付を受けるという現行の介護

保険制度は，高齢者の移動には対応できないことが明確である。そこで，本稿では高齢者

の移動にも対応できるよう，介護保険者を現行の市町村ではなく広域化すること，もしく

は移動・介護状態の記録に基づく自治体間での財政調整を行うことが望ましいと提案する。 
 後に，今後の課題について簡単に触れる。今回は介護保険制度施行からの５年間の移

動をまとめて分析した。より分析の精緻化を図るためには，単年度データとしてパネル分

析を行うことが考えられる。また，男女別の移住データを構築することによって，移動の

男女差を検討することも課題である。 
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図１ 年齢階層別社会増加数（首都圏） 
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図２ 年齢階層別社会増加数（都県別） 
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表 1 首都圏の社会増加数の動向 

社会増加数
15-24歳

社会増加数
25-34歳

社会増加数
35-44歳

社会増加数
45-54歳

社会増加数
55-64歳

社会増加数
65-74歳

社会増加数
７5歳以上

社会増加数
15歳以上

首都圏全体 349,903 155,978 21,787 14,475 -30,360 -12,092 16,653 516,344
(0.087) (0.029) (0.006) (0.003)  (-0.007)  (-0.004) (0.011) (0.019)

埼玉 12,503 -13,052 -4,982 -480 -3,156 127 7,210 -1,829
(0.016)  (-0.014)  (-0.007)  (-0.001)  (-0.004) (0.000) (0.027)  (-0.000)

千葉 17,818 9,457 2,395 1,401 -800 2,613 7,821 40,704
(0.026) (0.011) (0.004) (0.002)  (-0.001) (0.006) (0.028) (0.009)

東京 241,955 110,710 20,664 9,736 -19,102 -14,287 -6,428 343,249
(0.163) (0.053) (0.014) (0.006)  (-0.012)  (-0.013)  (-0.009) (0.034)

神奈川 77,627 48,863 3,710 3,816 -7,302 -545 8,051 134,220
(0.072) (0.033) (0.003) (0.003)  (-0.007)  (-0.001) (0.019) (0.019)

市部 187,002 52,342 5,754 9,976 -15,866 3,409 29,841 272,458
(0.063) (0.011)  (-0.004) (0.002)  (-0.005) (0.001) (0.029) (0.013)

町村部 -14,129 -17,546 5,506 1,178 4,618 2,877 3,418 -14,078
 (-0.054)  (-0.069) (0.023) (0.004) (0.017) (0.015) (0.025)  (-0.008)

23区 177,030 121,183 10,526 3,321 -19,113 -18,377 -16,606 257,964
(0.181) (0.083) (0.010) (0.003)  (-0.018)  (-0.023)  (-0.032) (0.037)

都心3区 5,193 16,681 10,913 2,542 984 -188 -915 35,209
(0.170) (0.349) (0.286) (0.062) (0.027)  (-0.007)  (-0.042) (0.145)

東京市部 65,232 -9,540 10,112 6,455 -39 3,888 9,124 85,232
(0.133)  (-0.015) (0.022) (0.012)  (-0.000) (0.012) (0.048) (0.028)  

 注）括弧内は社会増加率（社会増加数／2000 年段階での年齢階層別人口） 

 
 

表 2 後期高齢者の社会増加数・増加率上位・下位 10 自治体 

神奈川県 横浜市　　　 3,246 東京都 日の出町 　 0.325
東京都　 八王子市　　 1,985 埼玉県 神泉村 　　 0.220
千葉県　 千葉市　　　 1,796 東京都 奥多摩町 　 0.194
東京都　 青梅市　　　 1,617 東京都 青梅市 　　 0.188
東京都　 町田市　　　 1,259 埼玉県 玉川村 　　 0.187
東京都　 日野市　　　 1,075 東京都 桧原村 　　 0.157
神奈川県 相模原市　　 876 東京都 あきる野市　 0.153
東京都　 あきる野市　 795 東京都 瑞穂町 　　 0.139
千葉県　 松戸市　　　 790 東京都 日野市 　　 0.133
千葉県　 船橋市　　　 690 神奈川県 中井町 　　 0.132

東京都　 渋谷区　　　 -949 東京都 品川区 　　 -0.046
東京都　 目黒区　　　 -982 東京都 北区 　　　 -0.046
東京都　 北区　　　　 -1,163 東京都 港区 　　　 -0.047
東京都　 品川区　　　 -1,027 神奈川県 箱根町 　　 -0.054
東京都　 新宿区　　　 -1,314 東京都 中野区 　　 -0.056
東京都　 豊島区　　　 -1,040 東京都 目黒区 　　 -0.057
東京都　 中野区　　　 -1,184 東京都 豊島区 　　 -0.057
東京都　 杉並区　　　 -1,290 東京都 新宿区 　　 -0.064
東京都　 大田区　　　 -1,740 東京都 渋谷区 　　 -0.069
東京都　 世田谷区　　 -1,634 東京都 千代田区 　 -0.111

75歳以上社会増加率75歳以上社会増加数

 
 



 - 17 -

図 3 老人１人あたり施設定員と後期高齢者社会増加率 

社会増加率７５歳以上（2000～2005年）
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表 3 高齢者社会増加関数の推定結果 

介護老人福祉施設定員 1.313 (9.292) *** 0.210 (4.111) ***

介護老人保健施設定員 0.343 (1.376) 0.114 (0.907)

介護療養型医療施設定員 13.607 (0.378) -26.900 (-1.235)

介護老人福祉施設建設ダミー 0.007 (1.784) * 0.002 (0.636)

住民１人あたり病床数 -0.431 (-1.457) 0.238 (0.995)

住民１人あたり都市公園面積 0.002 (1.501) 0.002 (1.772) *

要介護発生率 -0.391 (-2.080) ** -0.429 (-3.030) ***

定数項 0.036 (1.987) ** 0.038 (2.837) ***

Adj R-squared 0.507 0.137

prob.F 34.264 [0.000] *** 6.105 [0.000] ***

Sample 227 227

後期高齢者社会増加率 前期高齢者社会増加率

 
 注）（）内は t 値，[]内は p 値。 White の一致性を持つ標準誤差を使用している。 

     ***は１％，**は５％，*は 10%水準で有意。説明変数はいずれも 2000 年時点。 

介護施設の変数はいずれも 65 歳以上人口１人あたり。 
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表４ 65 歳以上人口 1 人あたり介護老人福祉施設定員：上位 10 自治体 

1 東京都 日の出町 0.235
2 東京都 奥多摩町 0.195
3 東京都 檜原村 0.164
4 埼玉県 神泉村 0.136
5 東京都 青梅市 0.121
6 東京都 あきる野市 0.103
7 東京都 瑞穂町 0.100
8 埼玉県 南河原村 0.064
9 東京都 羽村市 0.055
10 埼玉県 玉川村 0.050

介護老人福祉施設：高齢者1人あたり定員

 

 
 
 

図４ 後期高齢者比率と要介護発生率（要介護３以上） 
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図 5 65 歳以上人口 1 人あたり介護老人福祉施設定員の変化 
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