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① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測（3,878万人）。  
  また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25％を超える見込み。  

2010年 2015年 2025年 2055年 

65歳以上高齢者人口（割合） 2,948万人（23.0%） 3,395万人（26.8%） 3,657万人（30.3%） 3,626万人（39.4%） 

75歳以上高齢者人口（割合） 1,419万人（11.1%） 1,646万人（13.0%） 2,179万人（18.1%） 2,401万人（26.1%） 

② 65歳以上高齢者のうち、認知症高齢者が増加していく。 

④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況 
 は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。                         ※都道府県名欄の（ ）内の数字は倍率の順位 

（1,000世帯） 世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計 
 

埼玉県(1) 千葉県(2) 神奈川県(3) 愛知県(4) 大阪府(5) ～ 東京都(11) ～ 鹿児島県(45) 秋田県(46) 山形県(47) 全国 
2015年 

＜＞は割合 
76.5万人 
＜10.6%＞ 

71.7万人 
＜11.6%＞ 

101.6万人 
＜11.1%＞ 

81.7万人 
＜10.9%＞ 

107.0万人 
＜12.1%＞ 

147.3万人 
＜11.0%＞ 

26.7万人 
＜16.2%＞ 

18.8万人 
＜18.4%＞ 

19.0万人 
＜17.0%＞ 

1645.8万人 
＜13.0%＞ 

2025年 
＜＞は割合 
（ ）は倍率 

117.7万人 
＜16.8％＞ 
（1.54倍） 

108.2万人 
＜18.1%＞
（1.51倍） 

148.5万人 
＜16.5%＞ 
（1.46倍） 

116.6万人 
＜15.9%＞ 
（1.43倍） 

152.8万人 
＜18.2%＞ 
（1.43倍） 

197.7万人 
＜15.0%＞ 
（1.34倍） 

29.5万人 
＜19.4%＞ 
（1.10倍） 

20.5万人 
＜23.0%＞ 
（1.09倍） 

20.7万人 
＜20.6%＞ 
（1.09倍） 

2178.6万人 
＜18.1%＞ 
（1.32倍） 

（％） 

4,980  6,008  6,679  7,007  7,298  7,622  

5,403  
6,209  

6,512  6,453  6,328  6,254  20.0  
23.1  

24.9  25.7  26.6  28.0  

0.0

10.0

20.0

30.0

0

5,000

10,000

15,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 
世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数 

世帯主が65歳以上の単独世帯数 

世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合 

③ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく  

今後の介護保険をとりまく状況 
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国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（平成25（2013））年1月推計）」より作成 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（平成25（2013））年1月推計）」より作成 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」より作成 

2012年 2025年 

（括弧内は65歳以上人口対比） 

462万人 
(15%) 

約700万人 
(約20%) 

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関
する研究」（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特
別研究事業 九州大学 二宮教授）による速報値 



いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

住まい 

地域包括ケアシステムの姿 

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 
・福祉用具 
・24時間対応の訪問サービス 
・複合型サービス 
   （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

 ・自宅 
 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設 
・認知症共同生活介護 
・特定施設入居者生活介護 
                等 
 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医、有床診療所 
 ・地域の連携病院 
 ・歯科医療、薬局 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 
通所・入所 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

病気になったら･･･   

医 療 
 

介護が必要になったら･･･   

   介 護 

■介護予防サービス 

地域包括ケアシステムの構築について 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。 

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。 

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。 

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。 
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 支え合いによる地域包括ケアシステムの構築について 
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地域包括ケア研究会「地域包括ケアシステムの構築における今後の検討のための論点」（平成25年３月）より 

自助：・介護保険・医療保険の自己負担部分 
   ・市場サービスの購入 
   ・自身や家族による対応 
 
互助：・費用負担が制度的に保障されていないボ

ランティアなどの支援、地域住民の取組み 
 
共助：・介護保険・医療保険制度による給付 
 
公助：・介護保険・医療保険の公費（税金） 
      部分 
   ・自治体等が提供するサービス 

○地域包括ケアシステムの構築に当たっては、「介護」「医療」「予防」といった専門的サービスの前提
として、「住まい」と「生活支援・福祉」といった分野が重要である。 
○自助・共助・互助・公助をつなぎあわせる（体系化・組織化する）役割が必要。 
○とりわけ、都市部では、意識的に「互助」の強化を行わなければ、強い「互助」を期待できない。 



 次世代ヘルスケア産業協議会 アクションプラン２０１５（介護システムを補完・充実する保険外サービスの創出） 

【平成２７年度老人保健健康増進等事業】 
民間企業による高齢者向けヘルスケアビジネス等の展開に関する調査研究事業 

①高齢者のＱＯＬ向上（自立促進・介護費適正化） 
②介護事業者等の保険外収入の確立（待遇改善等）  

（３）具体策：保険外サービス活用のための環境整備 

（１）実現したい姿 
 ○介護保険内のサービス提供にとどまり、高齢者の多様なニーズに必
ずしも対応できていない 
 ○事業者及び自治体の担当者も、保険外サービス活用の事例が少な
いため、踏み込むことに躊躇 

（２）課題 

 平成２７年度老人保健健康増進等事業（概要） 

民間企業による高齢者向けのビジネスについて、先行調査研究の成果を踏まえ、介護サービス事業者以外の事
業者も含めて先進的に創意工夫を凝らして取り組んでいる事例を収集・分析し、その成果・課題やその要因をわ
かりやすくまとめることを目的とし、その成果をシンポジウム等で広く発信することによって、より多くの民間企業に
よる地域包括ケアシステムの構築に向けたビジネスへの参入あるいはその拡充を促進させる。 

4 

（公的保険外サービスのイメージ例） 
 

ノウハウ・事例の共有 【厚労省・経産省・農水省】 
→介護保険外サービスを創出するに当たって参考となる事例

やノウハウを記載した「保険外サービス活用ガイドブック
（仮称）」を、厚労省・経産省・農水省の連名で策定し、事業
者及び地方自治体に対して普及・啓発を行う。 

公的保険外サービス（自費）については、以下のようなサービスを 
実施している事例がある。 

○シニア向けの美容講座 
美容のエキスパートがシニア向けに、化粧テクニックのレクチャーや、 
参加者自身で化粧を楽しむレクリエーション等のサービスを提供 

○シニア向けの学習教室 
シニア向けに、参加者の希望、レベルに応じた多様な学習サービスを提供 



「保険外サービス活用ガイドブック」作成の目的と着眼点（案） 

①目的 

②着眼点 

 地域包括ケアシステムの構築に向けて民間企業による高齢者向けのビジネスへの参入あるいはその拡充を促
進させるため、これらビジネスに関心を持つ事業者及び自治体の参考とするため、創意工夫を凝らしている先進
的な事例について、その成果・課題やその要因等を分かりやすくとりまとめること。 

◆介護給付サービスとの整理 
 介護給付サービス外（保険外）のサービスが対象。ただし、サービスの内容については、いわゆる「上乗せ」や
「横出し」といった発想に捉われず、多様な内容のサービスを対象とする。 
◆多様なサービス類型に着目 
 家事代行・生活支援、食事宅配、フィットネスをはじめ、健康管理、趣味・文化、美容・装い、移動・外出支援、
住まい・リフォームといった多様なサービス類型の事例を対象とする。 
◆ソーシャル・マーケティングの視点 
 その事業単体で収益を得るという営利的な視点に留まらず、地域社会の課題解決に向けてＮＰＯやボランティ
ア等とも連携しながら長期的に収益を確保する（Life Time Valueで考える）視点、すなわちソーシャル・マーケ
ティングの視点で取り組んでいる事例も対象に含める。 

③事例数 

 上記の着眼点を踏まえ、多くの事例を収集した上で参考となる事例を選定し、30-40事例程度（予定）を、1事
例につき２～４頁程度で掲載する。 
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1. 地域包括ケアシステムの構築に向けて 
民間企業による高齢者向けビジネスが期待される背景 

2. 高齢者向けサービスの現状と、事業企画する上での基本的な考え方と留意点 
① 共通編 

a. 顧客の実態とニーズの把握 
b. 商品・サービスの企画開発 
c. 集客・顧客獲得・プロモーション 
d. 商品・サービス提供体制（人材確保等含む） 

 
② 介護サービス事業者編 

 上記のａ．～ｄ．の項目は共通 
  
     

③ 民間事業者編（介護サービスを 
手掛けていない民間事業者）編 
 上記のａ．～ｄ．の項目は共通 

 
 

3. 主な事業創出事例 
インデックスとしては、以下を想定 
・サービス領域 
・利用者(ターゲット)のセグメント（元気／ギャップ／要介護・・・） 
・事業主体のタイプ（介護サービス事業者／一般民間事業者） 
 

4. 自治体へのメッセージ 
・地域包括ケアシステム構築に向けた「自助」サービスの捉え方 
・庁内連携（介護保険部局と産業支援部局の連携）の考え方 

各項目の中では、利用さyのセグメント（元気／ギャップ／要介護× 
独居／老々／同居）を意識して、セグメントごとの留意点を記載する。 

介護保険サービスを本業とする事業者に対し、介護保険サービスとの“違い”を強調して 
ポイントをまとめる。とりわけ、自社の介護サービス既存顧客以外への顧客拡大手法や、 
継続的な商品・サービスの企画開発のあり方、サービス提供体制（介護保険サービスで抱えている 
人材をそのまま活用する場合、新たに人材を確保して事業展開する場合、それぞれのポイント）等に 
ついて、事例からポイントを整理する。 

シニア・介護分野に十分なノウハウや経験の乏しい事業者に対し、若年層等の一般的なB2Cビジネスと 
の違いを意識してポイントをまとめる。とりわけ、高齢者特有の顧客ニーズの捉え方、要介護層・ギャップ 
シニア層など高齢者のステージに応じた商品・サービスの「知らせ方」「届け方」について、 
先行企業（事例）の苦労や工夫など、ポイントを整理する。 

＜ガイドブックの構成（現時点案）＞ 

【参考】 ガイドブックの構成（現時点案） 
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一人暮らし高齢者や高齢者のみ世
帯が増加する中で、地域包括ケア
システム構築に向けた動きが市町
村を中心に加速している。 

一方、介護保険制度については、今
後も費用の増大が見込まれており、
介護保険制度の持続可能性の確保
のため、重点化、効率化が求められ
ている状況にある。 

このような状況の中で、単身で日常生活の困りごとを抱える支援が必要
な高齢者が、地域で暮らしていけるようにするためには、生活支援につい
て保険外サービスとして充実を図る必要がある。 

※サービス利用者から見れば、団塊の世代が介護給付サービスを利用するようになり、自分のニーズや好みに合致
したより品質の良いサービスを求める層や自費によるサービスの利用を選択しうる層が増えていることも指摘でき
る。 

※介護サービス事業者による経営課題から見ると、生活支援サービスを提供することで、多様な人材を地域から生
活支援の担い手として確保し、その中の一部の者を介護サービスの担い手として養成するなど、介護給付サービス
等と生活支援サービスを一体的に提供することで人材を有効に活用でき、経営効率の改善が期待される。 

7 

平成２７年３月 
株式会社日本総合研究所 
介護サービス事業者による生活支援サー
ビスの推進に向けた調査研究事業報告書
より作成 
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介護事業者の保険外サービス展開に係るアンケート結果 

保険外サービスを提供している事
業者は全体の半分程度にとどまる 

保険外サービスを今後拡大したいと
考えている事業者は３割程度である 

保険外サービスの拡大について、すでに実
施している事業者のほうが実施していない

事業者と比較して拡大意向が高い 

平成２７年３月 
株式会社日本総合研究所 
介護サービス事業者による生活支援
サービスの推進に向けた調査研究
事業報告書より作成 



  １． 利用者（消費者）保護の観点を踏まえたマネジメント 

˃ 要介護高齢者の中にはサービス内容を必ずしも十分に理解して契約できない高齢者（例：認知機能が低下し
ている高齢者など）もおり、保険外サービスにおいても利用者（消費者）保護の観点を踏まえたサービスのマネ
ジメントが重要となる。 

   ２． 質の確保 

˃ 保険外サービスの担い手については、有するべき資格等が法制度において規定されているわけではない。介
護サービス事業者が生活支援サービスを提供する強みとは、介護保険サービスを提供する有資格者が顧客と
なじみの関係を築き、ニーズを把握して保険外のサービス利用につなげる機会があるという点である。 

˃ 一方、１割の自己負担でサービスを利用することに慣れた利用者にとっては、生活支援サービスの単価が高
いと受け止められることがある。持続可能なビジネスとして成立させるためには、利用者の負担感と、サービ
スの原価を踏まえて、担い手の用件と価格を設定する工夫が必要になる。 
 

  ３． 所得や情報の格差によるサービス利用への配慮 

˃ 生活支援サービスが充実することは、価格・品質を含めて、サービスの選択肢が増えることを意味する。しかし、
自費によるサービスであるがゆえに、支払能力によって利用できるサービスの範囲が制限されうることや、本人
が入手でき理解しやすい情報の格差、日常的に相談できる関係にある相手の多寡の格差によっても、利用で
きるサービスの範囲に格差が生じる恐れがある点に留意が必要である。 

˃ したがって、単に収益事業だけでなく、多様な事業を組み合わせて課題の解決に取り組む視点（ソーシャル・
マーケティングの視点）が重要となる。 

˃ 具体的には、事業者によるＣＳＶ（Creating Shared Value：共有価値の創出）活動、ボランティア・ＮＰＯ等の活
動（互助的な活動）団体との連携、雇用を含め高齢者が参画できる機会づくり、といった地域における取り組み
を組み合わせることが必要である。 9 

平成２７年３月  株式会社日本総合研究所 
介護サービス事業者による生活支援サービスの
推進に向けた調査研究事業報告書より作成 
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生活支援サービスのヒント 

S社（四国） 高付加価値代替サービス事例 

富裕層世帯向けに、介護技術だけでなく、接遇マナー面
で、教育を受けたスタッフを派遣し、ホームヘルプ業務を
行うサービス。運営法人は介護事業者だが、全額自己負担
で、介護保険は算定していない。 

高級型ホームヘルプサービス 

成功のポイント 
□何よりも、派遣するスタッフの接遇マナー、会話力、介護技術などが重要 
□「相性」が成否を左右する。事前にしっかりとニーズを把握し、面談を実施する。 
□「して欲しいこと」だけでなく「して欲しくないこと（してはいけないこと）」を把握する。 
□キーマン（家族等）との関係が、介護事業以上にポイントとなる。 
□集客は「クチコミ」が最も効果的。富裕層の知人も富裕層！ 

＜具体的サービス方法＞ 
☆１時間あたり３０００円で提供 
☆サービスの中身は、その都度、相談 
☆うち１名は、１ヶ月平均金額８０万円 
☆２人のスタッフが交代で訪問し、切れ目のないサービスを提供している 

平成２７年３月  株式会社日本総合研究所 
介護サービス事業者による生活支援サービスの
推進に向けた調査研究事業報告書資料 
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生活支援サービスのヒント 

H社（神奈川県） 生きがいサービス事例 
  

介護タクシーを使って、外出を支援。訓練を受けたヘル
パーが「旅行」、「披露宴」、「葬儀」への参加をサポー
トするサービス。披露宴などには、正装をして一緒に参加
し、移動やトイレなどのケアを行う。 

外出支援サービス 

成功のポイント 
□ただ、時間あたりの単価を表示するのではなく「旅行」、「披露宴参加」など、目的を明確にする 
□目的によって、どのようなケアを、どのような完成度で実施するのか、具体化しておく。 
□マナーや専門知識を、しっかりと習得したスタッフを派遣する。 
□近場の旅行の場合には、できれば下見をし「トイレ（大事！）」「休憩場所」などを確認しておく。 
□相性によっては、大事な１日が台無しになる可能性もある。顔の見えるサービスを提供する。（面談も大事） 
□集客の際には「お客様の声」がとても効果的（旅行の１日を追いかけるなど） 

＜具体的サービス方法＞ 
 ☆費用は、その都度、見積もっている 
 ☆旅行はコース例と、金額を表示 
 ☆数十名のヘルパーのうち、このサービスができるのは、３～４名程 
  度（品質の高いサービスが求められるためどうしても人員は限定さ 
  れる） 

平成２７年３月  株式会社日本総合研究所 
介護サービス事業者による生活支援サービスの
推進に向けた調査研究事業報告書資料 
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生活支援サービスのヒント 

M社（東京都） 生活支援サービス 

食材卸業者と提携し、デイサービス利用者４０名（うち外
部は２０名）に、夕飯のおかずを調理（盛り付けのみ）し
て、販売している。 

デイサービスセンターでの夕食販売 

成功のポイント 
□他の生活関連サービスと比較すると、取組みやすい。 
□自社厨房でも可能であるが、食数がなければ、逆ざやになる可能性が高い。その点、冷凍やチルド食の食材卸 
 事業者と組むことで、コストは抑えられ、食数が少なくても利益にはなりやすい。 
□宅配などでは、１００食でトントン。２００食程度にならなければ、配達コストが大きく、利益の獲得が難し 
 いため、デイサービスや訪問介護利用者などに販売するのは、効率的である。 

＜具体的サービス提供方法＞ 
 ☆おかずのみで４５０円 
 ☆冷蔵食材を、そのまま容器に入れて販売し、持ち帰っていただいて 
  いる。 

平成２７年３月  株式会社日本総合研究所 
介護サービス事業者による生活支援サービスの
推進に向けた調査研究事業報告書資料 
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