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 はじめに 

 

 中国における高齢者産業に関する政策は、近年、目まぐるしく変化しています。 

 2013 年に「養老サービス産業の発展加速に関する若干の意見」が発表され、高齢者施設分野への民間

資本の参入を奨励する方針が示されたことを受けて、異業種などから多くの企業が同分野に参入したことか

ら、中国では同年を「高齢者産業元年」と称しています。 

 2016 年 5 月には、「長期介護保険制度試行拠点の展開に関する指導意見」が発表され、全国 15 都市で

介護保険制度が試行的に導入されることになりました。 

 また、2017 年 2 月には、2016 年～2020 年の 5 年間の高齢者産業の発展方針を示す「第 13 次 5 カ年国

家老齢事業発展・養老体系建設規画」が発表されました、同規画では、前述の長期介護保険制度のほか

に、在宅や社区養老サービス施設の整備、スマート養老、「医養結合」の推進、人材育成の強化など、新た

な方向性が示されています。 

 本報告書では、中国の主要 17 都市における高齢者産業に関連する政策動向などを取りまとめています。

各地での政策やビジネス動向は、近年著しく変化しています。こうした変化を注視していくことが、中国での

高齢者ビジネスを展開する上において極めて重要になっています。 

 本報告書が中国でのビジネスをご検討、展開される皆様への一助となれば幸甚です。 

   

2017 年 12 月 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

サービス産業部 

                                                   北京・上海・大連事務所 

 

 

 

＜ジェトロのヘルスケア分野における海外展開支援のご案内＞ 

ジェトロのサービス産業部ヘルスケア産業課では、バイオ医薬品関連、医療機器、健康長寿関連製品・   

サービス等の海外展開を、海外見本市での商談機会の設定などを通じてサポートしております。      

各種サービスのご案内は以下ウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせ先までご連絡ください。 

（ジェトロ ライフサイエンス分野の取組のご案内） https://www.jetro.go.jp/industrytop/life_science/  

（お問い合わせ先） ジェトロ  サービス産業部  ヘルスケア産業課  03-3582-8351 / sid@jetro.go.jp 
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1. 中国における高齢者産業関連の政策動向（中央政府） 

1-1 「第 13 次 5 カ年国家老齢事業発展・養老体系建設規画」 

 

「第 13 次 5 カ年国家老齢事業発展・養老体系建設規画」 

発表単位 中華人民共和国国務院 

発表文号 国発〔2017〕13 号 

発表日 2017 年 3月 6 日 

URL http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-03/06/content_5173930.htm 
 

現状  第 12 次 5 カ年規画中の『中国高齢者事業発展 12 次 5 カ年規画』、『社会養

老サービス体系建設規画（2011～2015 年）に関する通知』』で定めた目標は基本

的に達成している。 

 高齢者の権利保護及び養老サービス産業にかかる政策面も徐々に整備されて

いる。 

 養老保険、医療保険のカバー対象は継続的に拡大、保障レベルも年々向上し

ている。 

 「在宅を基本、社区が支え、養老施設が補完する」養老システム体系が整備さ

れ、養老機構におけるベッド数は 672.2 万床に達している。 
 

【第 12次 5 カ年規画中の 

高齢者産業事業・養老システム構築に関する主要目標達成状況】 

主要目標 達成状況 予想目標 
達成率

（%） 

都市従業員基本養老保険加入者数(億人) 3.54 3.57 99 

都市住民基本養老保険加入者数(億人) 5.05 4.5  12 

企業退職者社会化管理率(%) 81.1 80 101 

退職者養老保険待遇増加率(%) 10.7  152 

農村五保供養平均標準年増加率(%) 15.3 7 219 

都市住民基本医療保険加入者数(億人) 13.3 13.2 101 

高齢者千人あたりの養老ベッド数(床) 30.3 30 101 

基礎高齢者法律支援カバー率(%) 98 75 131 

老齢協会社区設置率(%) 81.9 87.5 94 

高齢者教育参加率(%) 3.5 5 70 

高齢者ボランティア参加割合(%) 10 10 100 
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目標 【第 13次 5 カ年規画中の 

高齢者産業事業・養老システム構築に関する主要目標】 

類型 プロジェクト 達成目標 单位 

社会保障 
基本養老保険加入率 90 % 

基本医療保険加入率 ＞95 % 

養老サービス 
政府運営の養老ベッド割合 ≤50 % 

介護型養老ベッド割合 ≥30 % 

健康支援 

高齢者健康素養向上 10 % 

二級以上の総合病院での老年病科開設率 ＞35 % 

65 歳以上高齢者の健康管理率 70 % 

精神文化生活 
高齢者向け学校の設置比率 50 % 

常に教育活動に参加する高齢者人口割合 ＞20 % 

社会参与 
高齢者ボランティア登録人数の割合 12 % 

社区における基礎老齢協会カバー率 ＞90 % 

社会保障への

投入 

養老サービス産業に投入される福祉宝く

じ収益金の割合 
＞50 

% 

 

主要任務 【社会保障体系の整備】 

 社会保険制度（養老保険、医療保険制度を整備、長期介護保険制度の確立を模

索） 

 社会福利制度（低所得高齢者に対するサービス提供等） 

 社会救済制度（低所得者に対する最低保障制度の確保等） 

 公益慈善事業（寄付やボランティアの推進等） 

【養老サービス体系の整備】 

 在宅・社区サービスの推進 

 養老機構の改革（公的養老施設の改革（民営化、公設民営への転換など） 

 農村養老サービスの強化（低所得、独居、障害者、要介護高齢者への支援） 

【健康支援体系の整備】 

 「医養結合」推進 

 高齢者の健康促進及び疾病予防の強化（健康カルテの導入等） 

 高齢者医療・リハビリケア・サービスの発展 

 高齢者スポーツ・運動の強化 

【高齢者消費市場の繁栄】 

 養老サービス業態の拡充（健康、養生、旅行、文化、スポーツ、レジャー等） 

 高齢者用品市場の繁栄（関連メーカーの創業、イノベーション促進等） 

 

【高齢者住環境建設の推進】 
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 バリアフリー建設・改造の推進 

 安全緑色・利便的な生活環境の構築 

 敬老道徳の推進 

【高齢者の精神文化生活の充実】 

 高齢者教育の発展（老年大学の設置等） 

 高齢者文化の発展（文化娯楽場所の設置等） 

 高齢者への精神的ケアの強化 

【高齢者の社会参画の拡大】 

 高齢者観の育成 

 高齢者の人的資源開発の強化（退職年齢の延長、技能教育等） 

 高齢者社会組織の規範発展 

【高齢者合法権益の保障】 

 高齢者事業の法規・政策体系の整備 

 高齢者権益保障メカニズムの整備 

 高齢者権益保障に関する宣伝教育の拡大 

【業務基盤・計画実施保障の強化】 

 業務基盤保障の強化（高齢者関連の情報化推進（統計、ビッグデータ）、人材

育成の強化等） 

計画実施保障の強化（政府部門の人事評価への反映、監督管理、検査の強化

等） 

1-2 「医養結合」に関する政策 

医療衛生及び養老サービスの結合推進に関する指導意見 

発表単位 中華人民共和国国務院弁公庁 

発表文号 国弁発〔2015〕84 号 

発表日 2015 年 11 月 20 日 

URL http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/20/content_10328.htm 
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目標 【2017 年までの目標】 

 「医養結合」政策体系・標準・規範・管理制度の初期的確立。 

 「医養結合」医療機関の建設、基礎医療衛生機構による在宅高齢者向け訪問サー

ビス能力の向上 

 80%以上の医療施設における高齢者専用受付、診療窓口の設置。50%以上の養老施

設における入居高齢者向けの医療衛生サービスの提供。 

【2020 年までの目標】 

 「医養結合」体制、政策法規体系の基本的確立。 

 医療衛生及び養老サービスの資源共有、提携ネットワークの形成。 

 基礎医療衛生機構による在宅高齢者向け訪問サービス能力の向上。 

 全ての医療機関における高齢者専用受付、診療窓口の設置。全ての養老施設にお

ける入居高齢者向けの医療衛生サービスの提供 

 

重点任務 【医療衛生施設及び養老施設による協力メカニズム構築】 

 養老施設と周辺の医療衛生施設間における協力を展開。 

 養老施設における医療衛生施設の専用予約・診療窓口を開設 

 養老施設に内設する医療施設における後期リハビリの実施 

【養老施設による医療サービス展開支援】 

 養老施設における高齢者専門病院、リハビリテーション病院、護理院、中医病

院、ホスピス施設等の開設を奨励。また、養老施設内での医務室、介護ステーシ

ョンなどの設置を奨励。 

 養老施設が設置した医療施設における医療保険の適用。 

 養老施設内の医療施設における専門医師の就業奨励 

【医療衛生サービスの社区及び家庭への延伸】 

 基礎医療衛生機構と養老サービス機構とのシームレスな連携を実現。65 歳以上

高齢者に対する健康管理サービスを提供。健康カルテを構築し、2020 年までに

65 歳以上高齢者の健康管理率を 70％とする。 

 社区内の低所得高齢者に対する定期健診、訪問診療、在宅治療、社区介護、健康

管理等の基本サービスを提供する。 

 在宅高齢者に対する医療・介護サービスの提供。医療費を医療保険支払い対象と

する。 

 

【民間等の「医養結合」施設への参入奨励】 
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 市場化運営形式による「医養結合」施設、リハビリ、老人介護線における医療施

設の開設を奨励する。 

 審査期限の短縮、簡素化の実現。フランチャイズ展開、公設民営、民弁公助方式

を通じた非営利性医養結合機構を支援する。 

 予防保険、医療衛生、リハビリ、生活ケア、精神ケア等のための食品・薬品、リ

ハビリ補助具、日常ケア、文化娯楽に関連する高齢者用品・サービスの開発を奨

励する。 

 企業の高齢者需要食品、薬品、リハビリ用品、日常介護用品、文化生活等の高齢

者用品及びサービス製品の開発を支援する。 

【「医養結合」施設と養老サービスの融合発展を奨励】 

 高齢者専門病院、リハビリ病院、護理院、ホスピス病院を重点的に強化する。 

 二級以上の総合病院に高齢者専門科を設置する。 

 基礎衛生医療機構におけるリハビリ及び介護ベッド比率の向上 

 漢方と養老サービスを結合したサービスを開発する。 

 

試行地域 中国衛生計画生育委員会及び民政局は 2回に分けて国家級「医養結合」試行拠点を

発表。第 1次試行拠点は 50 カ所、第 2次試行拠点は 40カ所となっている（下表）。 

 

国家級医療養護結合試行都市(区) 

区域 省(直轄市 
都市(区) 

第一次 第二次 

東北地区 

黒龍江省 ハルビン市、チチハル市  伊春市 

遼寧省 瀋陽市、大連市 遼陽市 

吉林省 — 
長春市、公主岭市、 

梅河口市 

華北地区 

北京市 東城区、海淀区 朝陽区 

天津市 — 
南開区、津南区、 

北辰区 

河北省 石家荘市、邯鄲市 ケイ台市、保定市 

山西省 太原市、大同市 呂梁市 

内モンゴル自治区 フフホト市、オルドス市 烏海市 

華中地区 

河南省 鄭州市、洛陽市 濮陽市 

湖北省 咸寧市、随州市 — 

湖南省 長沙市、湘潭市 岳陽市 

華東地域 上海市 徐匯区、普陀区 松江区 
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江蘇省 蘇州市、南通市 南京市 

浙江省 杭州市、嘉興市 温州市 

安徽省 池州市、蕪湖市 合肥市 

福建省 アモイ市、三明市 漳州市 

江西省 南昌市、カン州市 撫州市 

山東省 青島市、煙台市 威海市 

華南地域 

広東省 東莞市、江門市 広州市、深セン市 

広西チワン族自治区 南寧市、賀州市 百色市 

海南省 — 
海口市、三亜市、 

ダン州市 

西南地区 

重慶市 九竜坡区、デン江県 沙坪ハ区 

四川省 雅安市、攀枝花市 徳陽市、広元市 

貴州省 貴陽市、銅仁市 遵義市 

雲南省 — 
昆明市、曲靖市、 

シーサンパンナ州 

西北地区 

陝西省 安康市、銅川市 西安市 

甘粛省 蘭州市、慶陽市 隴南市 

靑海省 西寧市、海東市 海南州 

新疆ウイグル自治区 ウルムチ市、カラマイ市 
巴音郭楞モンゴル 

自治州 

寧夏回族自治区 — 銀川市 
 

 

1-3 在宅・社区養老サービスに関する政策 

在宅及び社区養老サービス改革試行拠点業務に対する中央財政支援に関する通知 

発表単位 民政部、財政部 

発表文号 民函〔2016〕200 号 

発表日 2016 年 7月 13 日 

URL http://www.mca.gov.cn/article/yw/shgzyzyfw/fgwj/201609/20160900001848.sh

tml 

 

重点業務  政府によるサービス調達、「公設民営」、「民弁公助」、資本提携等を通じ

て、民間企業等による在宅及び社区養老サービス施設運営を奨励。ブランド

化、チェーン展開化、規模化する組織、機構及びリーディングカンパニーの

育成。民間企業等を在宅・社区養老サービスの主体とする。 
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 城鎮敬老院、養老院等の養老施設のサービスを延伸。直接に在宅や養老サー

ビスを提供、またはこれらのサービスの技術的支援を行うことを支援。 

 「インターネット+」在宅及び社区養老サービスモデルの模索、スマート養老

技術の応用による良質なサービスの多様化。 

 養老介護人材の育成強化、同業務に対する魅力の向上、人材の素養向上。 

 在宅・社区養老サービスの標準化、規範化を推進。政府によるサービス購入

を通じて、第三者監督機関を育成。長期的な監督管理体制を構築、養老サー

ビスの品質水準を保証する。 

 「医養結合」を推進。在宅や社区において、高齢者が便利、迅速、適切な医

療衛生サービスを享受できるようにする。 

 建設済みの既存の社区において、購入、置換、賃貸方式を通じて、養老サー

ビス施設の開設を支援。農村敬老院、行政村等においてデイケアセンターの建設

を支援。 

 

試行地域 民政部、財政部は 26 カ所を 2016 年の本試行拠点に指定（下表）。 

中央財政支援の在宅及び社区養老サービス改革試行地域リスト 

区域 省(直轄市) 都市(区) 

東北地区 

黒龍江省 哈爾浜ハルビン市 

遼寧省 瀋陽市 

吉林省 長春市 

華北地区 

北京市 豊台区、石景山区 

天津市 河東区 

河北省 石家荘市 

山西省 太原市 

華中地区 
湖北省 武漢市 

湖南省 長沙市、湘潭市 

華東地域 

上海市 松江区、虹口区 

江蘇省 南京市、蘇州市 

浙江省 杭州市、寧波市 

安徽省 銅陵市 

江西省 南昌市 

山東省 済南市、威海市 

華南地区 広東省 広州市 

西南地区 四川省 成都市 
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雲南省 昆明市 

西北地区 
甘粛省 蘭州市 

靑海省 海東市 
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1-4 長期介護保険制度 

1-4-1 長期介護保険制度の動向 

長期介護保険制度試行拠点の展開に関する指導意見 

発表単位 人力資源社会保障部 

発表文号 人社庁発〔2016〕80 号 

発表日 2016 年 7月 8 日 

URL http://www.gov.cn/xinwen/2016-07/08/content_5089283.htm 

 

目標・任務 【目標】 

 社会互助共済方式によって資金を調達。長期要介護者の基本生活ケア及び基

本生活に密接に関連する医療介護向けに資金及びサービス保障を提供する社

会保険制度の確立を模索する。 

 1～2 年間の試行期間を利用して、経験を蓄積し、第 13 次 5 カ年規画期間中

に、中国における社会主義市場経済体制に適応する長期介護保険制度政策の

基本的な枠組みを形成する。 

【任務】 

 長期介護保険の保障範囲、保険料納付、支払待遇などの政策体系を模索。 

 介護ニーズ認定やレベル評価等の標準体系及び管理方法を模索。 

 各種の長期介護サービス施設及び介護スタッフのサービス品質評価、管理、

費用精算等の方法を模索。 

 長期介護保険管理サービス規範及び運営制度を模索。 

 

基本政策 【保障範囲】 

 長期的に要介護状態にある保険加入者を対象とし、重度の要介護者の基本生

活ケア及び基本生活に密接に関連する医療・介護等の全ての費用の解決を重

点とする。試行拠点においては、基金の許容能力に応じて、重点保障対象や具

体的な保障内容を定め、また経済発展の段階に応じて保障範囲や保障レベル

を調整することができる。 

【保険加入範囲】 

 試行拠点において、長期介護保険制度は、原則として主に従業員基本医療保

険をカバーする。各地区の実情、制度の整備状況、総合的な資金調達バラン

ス、保障ニーズなどの要素に応じて、合理的に保険加入対象を決定、また段階

的に拡大することができる。 

 

【資金調達】 
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 試行段階において、従業員医療保険のアカウントの最適化、同保険基金の残高

の移転、保険率の調整等を通じて資金調達する。また、段階的に互助共済、責

任分担的な長期介護保険資金調達ルートを模索する。資金調達レベルは各地の

経済発展レベル、介護ニーズ、介護サービスコスト、保障範囲や水準に基づき、

収支の安定、バランス、黒字を原則に合理的に決定する。経済社会発展及び保

障レベルに応じた資金調達システムを確立する。 

【支払待遇】 

 長期介護保険基金は、介護サービス機構及び介護スタッフが加入者に提供する

規定に応じた介護サービスにおいて発生する費用に対して一定比で支払う。介

護等級、サービス提供方法等に応じて異なる保障政策を制定し、規定に適応す

る長期介護費用に対して、基金は全体的に 70％前後を支払う。具体的な待遇条

件、支払比率等については、各試行拠点が決定する。 

 

対象地区 

 

 河北省承徳市、吉林省長春市、黒竜江省チチハル市、上海市、江蘇省南通市、

蘇州市、浙江省寧波市、安徽省安慶市、江西省上饶市、山東省青島市、湖北省

荆門市、広東省広州市、重慶市、四川省成都市、新疆ウイグル自治区石河子市

の 15 都市が試行拠点の対象。 

 別途、吉林省及び山東省は国家試行拠点の重点省に指定 
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1-4-2 長期介護保険制度の適用範囲 

長期介護保険制度を導入している都市において、介護保険が適用される具体的なサービス項目は異なる。 

以下では長期介護保険の適用範囲に指定されているサービス項目の事例を紹介する。 

地方長期介護保険制度のサービス項目内容 

省(直轄市) 都市 サービス項目 

吉林省 長春市 朝：ベッド整理、洗顔、清潔、口腔ケア 

夜：ベッド整理、洗顔、口腔ケア、陰部ケア、足部ケア 

飲食禁止対象外患者の飲食介護 

ベッド介護：寝返り、移動、褥瘡予防ケア 

排泄ケア：失禁ケア、ベッド上での便器使用、導尿管ケア 

ベッド上での温水清拭 

その他介護：更衣、洗髪、手足爪ケア、関節、筋力運動 

湖北省 荊門市 在宅介護 

非全日介護：病状観察、血圧/血糖値測定、服薬、インスリン注射及び

その他投薬手伝い、導尿管・胃管・鼻腔チューブ・造瘻管等の各種チュ

ーブの処置及びケア、褥瘡予防、栄養指導、カウンセリング及び健康管

理宣伝、リハビリ訓練の指導及び補助 

全日介護：(上記の在宅非全日介護項目に加えて)排泄介護、食事補助、

寝返り、背中叩き、洗顔、整理、手足爪ケア、ベッド用品・オムツの交

換及び洗浄、歩行器或は車椅子の付添い、同伴診療、調剤代行、受診協

力等。 

養老施設介護 

(上記の在宅全日介護項目に加えて)清掃、健康カルテ作成、呼吸器使用

指導、ターミナルケア 

医療施設介護 

病状観察：定期回診、病状観察、体温・脈搏・呼吸等の測定。 

介護サービス：病院基礎介護、専門介護、特殊介護、一般特別介護 

医療処置：医者指示による服薬、注射及びその他投薬、呼吸器使用等。 

カウンセリング：カウンセリング、健康管理宣伝教育、リハビリ指導、

ターミナルケア 

上海市 上海市 基本生活介護類： 

1.洗顔  2.洗髪  3.手足爪ケア  4.手足洗浄、5.身体拭き 

6.入浴  7.飲食介助  8. 口腔ケア  9.更衣解除 10.ベッド及び周辺

の整理 11.排泄ケア  12.失禁ケア  13. ベッド上での便器使用  14. 

摘便 15.朝介護 16.夜介護  17. 陰部ケア  18.服薬管理  19. 寝返
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り及び背中叩き排痰 20. ベッドの上での移動  21.移動機材使用  

22. 皮膚外用薬塗り23.安全介護 24.自立生活能力トレーニング  25. 

褥瘡予防  26. 留置導尿管ケア 27. スマートケア 

常用臨床介護： 

1. 直腸座薬投与  2. 鼻腔チューブ 3.薬物服用  4.物理的冷却  5.バ

イタルチェック 6.酸素吸入  7.浣腸  8.導尿(女性)  9. 血糖値測定  

10. 褥瘡投薬 11.静脈採血  12.筋肉注射  13. 皮下注射  14. 造瘻

ケア 

15.経外周静脈カテーテル配置  16.中心静脈カテーテル(PICC)維持 

江蘇省 南通市 ベッドカバー交換、洗顔/髭剃り、髪洗い、足浴、寝返り/背中叩き、耳

掃除、手足爪切り、清拭、褥瘡ケア、血圧/脈搏/呼吸/体温測定 

山東省 青島市 1. 定期回診、病状観察、血圧/血糖値測定、医者指示による服薬、注射

及びその他投薬 

2.介護レベルによる基礎介護、専門介護、特殊介護 

3.導尿管、胃管、造瘻管等の各種チューブの処置及びケア、造瘻ケアの

指導及び実施、褥瘡予防及びケア・投薬、膀胱洗浄。口腔ケア、会陰部

ケア、ベッド上での髪洗い、清拭等 

4.各種検査 

5.酸素吸入器及び呼吸器の使用 

6.緊急時対応（病状の急変など） 

7.カウンセリング、リハビリ指導 

8. 末期患者に対する臨終ケア。介護及び対症処理を通じた緩和ケア 
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2. 地方における高齢者産業関連の政策動向 

2-1 地方における「十三五（第 13 次 5 カ年規画）」政策動向 

2-1-1 吉林省長春市 

長春市民政事業「第 13 次 5 カ年発展規画」 

発表単位 長春市民政局 

発表文号 長民発(2016)60 号 

発表日 2016 年 11 月 11日 

URL http://www.ccmz.gov.cn/ccmz/2/941/2016/12/i11729.shtml 

 

現状  都市部社区の高齢者デイサービスセンターの改造を推進するとともに、デイサ

ービス、短期入所生活介護、長期介護サービスをメインとする都市部社区高齢

者介護センターを建設。 

 高齢者の高齢手当及び補助金制度を徹底的に実行し、「高齢者意外損害保険」

を制定。 

 養老施設は 378 カ所から 515 カ所に増加。養老ベッド数は 35,916 床に達した。

都市部における高齢者千人あたりのベッド数は 34 床に達した。条件に適合す

る高齢者 1,147 人に 200 元/月の養老サービス券を支給した。 

目標 長春市民政事業「第 13次 5 カ年発展規画」における高齢者事業の目標： 

プロジェクト 達成目標 単位 

養老施設のベッド数 5.8 万床 

高齢者１千人当りの養老ベッド数 35～40 床 

社区の在宅養老サービスセンターのカバー率 100 % 

資格を有する養老介護スタッフの従業員の比

率 
100 % 

初級以上資格を持つ養老介護スタッフの割合 ＞60 % 

農村部社会福祉センターの集中供養能力 35 % 

農村部社会福祉センターのベッド平均利用率 ＞60 % 
 

主要任務 【福祉保障の向上】 

 高齢者意外損害保険、自立能力喪失高齢者の医療養護保険 

 農村部福祉センター建設の強化 

 80%以上の農村部社区に養老サービスステーションの構築 
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【養老サービスシステムの整備】 

 市町村をカバーする養老サービスシステムの構築 

 高齢者の経済力に適する様々な養老施設の建設の奨励 

 社区の在宅養老サービスセンターの充実。高齢者に生活介護・リハビリ介護・

医療保健・緊急救援の提供、在宅養老サービスの提供 

 市・区レベルの養老情報化サービスプラットフォームの構築 

 各社区に最低 50床の都市部社区高齢者介護センターの建設 

 

【養老企業の育成】 

 養老産業園区（5カ所）の建設 

養老サービスの関連企業、ブランド・養老サービスを提供する民間機構・養老

サービス産業クラスターの育成 

 

2-1-2 遼寧省瀋陽市 

現時点で未発表。 

 

2-1-3 遼寧省大連市 

大連市高齢事業発展規画綱要（2014—2020 年） 

発表単位 大連市人民政府 

発表文号 大政発〔2014〕53 号 

発表日 2014 年 12 月 16 日 

URL http://xzfw.dl.gov.cn/20150201/1851.jhtml 

 

現状  養老保障システムは更に整備されている。基本養老保険加入者数は年々増加して

おり、養老保障のカバー範囲が拡大しつつある。 

 都市部・農村部の社会救助システムが整備されつつあり、高齢者の福祉・医療保

障水準が高まっている。 

 「在宅を基本、社区が支え、養老施設が補完する」養老サービスシステム体系が

基本的に形成された。 

 養老施設の運営補助金制度を策定し、税収・土地・公共事業費などの優遇政策を

実施した。 

 高齢者事業に関する法令の制定（大連市高齢者優遇規定、在宅養老事業の整備に

関する意見、社区養老サービスセンターの建設基準など法律制度の策定） 
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【第 12次 5 ヵ年規画中の高齢者産業事業・養老システム構築に関する主要目標達成

状況】   

内容 達成目標 単位 

都市住民基本養老保険加入者数 274.3 万人 

都市住民基本医療保険加入者数 484.8 万人 

非自立高齢者向け補助金 100～600 元/月 

社区養老サービスセンター 255 カ所 

養老ベッド補助金 3000～5000 元/床 

農村部社会福祉センターの集中供養能力 35 % 

養老福祉機構 300 カ所 

養老ベッド数 3.8 万床 

高齢者千人当たりのベッド数 32 床 
 

目標 2020 年まで、市町村住民をカバーできる社会養老保障システム及び高齢者基本医

療保障システムを構築する。 

類型 指標 達成目標 単位 

高齢者社会保

障 

市町村住民基本養老保険加入率 10 0 % 

都市従業員基本医療保険加入率 100 % 

都市住民基本医療保険加入率 100 % 

新型農村合作医療保険加入率 99 % 

高齢者医療保

健 

市町村社区衛生サービスセンターカバー率 100 % 

65 歳以上の高齢者健康カルテ保有率 90 % 

養老サービス 

都市社区在宅養老サービスネットワークカバ

ー率 
100 % 

農村社区在宅養老サービスネットワークカバ

ー率 
 0 % 

養老施設数 500 カ所 

養老ベッド数 6.8 万床 

高齢者千人当りの養老ベッド数 40 床 

介護型ベッドの割合 50 % 

新築社区における養老施設のカバー率 100 % 

既存社区における追加建設或は改築養老施設

のカバー率 
100 % 

高齢者 1万人当りの介護スタッフ者数 100 人 

養老介護専門スタッフの教育率 95 % 

資格を持つ介護スタッフの従業率 85 % 
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高齢者大学 30 カ所 

精神文化生活 

高齢者協会カバー率 100 % 

都市社区高齢者学校或は高齢者教室のカバー

率 
100 % 

都市社区高齢者活動室カバー率 100 % 

高齢者人口全体に占めるボランティア数の割

合 
10 % 

高齢者 1万人当りのカウンセラー 30 人 

市町村社区高齢者法律サービス拠点のカバー

率 
100 % 

高齢者権利保

障 

高齢者からの手紙・来訪・電話の調達処理率 100 % 

高齢者事業の経費投入 1 
元/年

/人 

高齢事業 
高齢者 1万人当りの高齢事業従事者数 40 人 

   
 

主要任務 高齢者社会保障システムの整備 

 市町村をカバーする多段階の養老保険システムの構築（社会階層の保障待遇の格

差の縮小、農村養老保険制度の実施等） 

 市町村をカバーする一元的な医療保険制度の構築（基本医療保険・新型農村合作

医療制度・都市農村を統合する住民医療保険制度の構築、医療保険支給限度額の

引き上げ等） 

 高齢者社会救助制度の整備 

 高齢者社会福祉制度の整備（養老補助金制度の整備、政府調達制度の策定等） 

 

高齢者医療保障サービスの強化 

 高齢者医療サービス拠点及びサービスチームの構築（高齢者向け医療・介護・保

険・健康検査等サービスの展開、高齢者向け医療サービスの充実、養老施設建設

における民間資本参入の奨励等） 

 老人病予防及び健康保健業務の展開（健康カルテの確立、高齢者心身健康状況の

調査、高齢者医療衛生サービス評価指標体系の構築等） 

 

養老サービスシステム体系の整備 

 在宅養老サービスの優先的発展（区・町・社区の三級在宅養老サービスネットワ

ークの建設、社区養老施設の機能化、補助政策の策定等） 

 農村養老サービスの強化（デイサービスセンターの建設、五保供養機構の区域性

養老サービスセンターへの転換、都市養老施設の支援・協力関係の構築） 
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 施設養老サービスの統合的発展（高齢者の多元化需要に満たす公的・民営・公設

民営の養老施設の建設、公的養老施設の民営化、民間資本・外資資本の参入奨励

等） 

 人材育成の強化（社区養老サービス及び養老スタッフの指導・教育。大学・専門

学校における高齢者専門課程の設置、養老サービス基地の建設、養老従業員の職

業資格認証、養老サービスのボランティアの育成等） 

 養老サービス業発展の規範化（養老施設の監督評価体系の構築、養老施設サービ

ス規範の策定、行政管理の法律制度の整備、業界協会の役割強化等） 

 養老サービス情報化の建設（ニーズ情報フラットフォーム・高齢者向けウェブサ

イトの構築、高齢者人口データベースの建設、高齢者向け E コマース業務の展開

等） 

 

高齢者生活環境及び精神文化生活の改善 

 住居社区、園林緑地、既存道路、建物等における高齢者向け公共施設の改造 

 既存住宅団地、社区の改造 

 老年大学教育及びモデルの模索。養生保健・文学芸術・実用技術等技術能力教育

の展開 

 文化館、図書館など公益性文化施設及び公衆スポーツ施設の整備 

 

その他主要任務： 

 高齢者事業会社管理の強化 

 高齢者権益の維持 

 商業養老圏サービス体系の発展 

 高齢者産業の継続可能な発展（高齢者関連製造業、高齢者向け不動産業、高齢者

サービス業等） 

 高齢者事業における周辺国・都市との業務提携の強化 

 

2-1-4 北京市 

北京市第 13 次 5 カ年老齢事業発展規画 

公布期間 北京市人民政府 

発表文号 京政発[2016]59 号 

発表日 2017 年 1月 16 日 

URL  http://zhengce.beijing.gov.cn/library/192/33/50/46/438657/141491/index.html 

 

現状  高齢者事業の戦略を調整し、政策や法律の策定に注力。（中国初の在宅養老の法
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令《北京市在宅養老サービス条例》や《北京市人民政府養老サービス事業の展開

に関する意見》の発表等） 

 福祉保障レベルの著しい向上。（養老保障基準の引き上げ、高齢者医療保障、社

会救助、高齢者補助金などの優遇政策の整備） 

 154 カ所の養老センターの設置、社区の在宅養老サービスのカバー。“第 12 次 5

カ年”期間中、養老ベッドは 7 万床から 12 万床に増加。7 割の養老施設は民間

企業に運営され、1.5 万カ所の養老施設が設立された。 

 養老サービス専用ファンドが設立され、“第 12次 5 カ年”期間に約 50億人民元

を投資。 

 養老サービスの情報プラットフォームの構築。「養老助残券」から「北京通―養

老助残カード」への転換。 

目標  

項目 達成指標 単位 

「五保」の納付率 ≥98 % 

平均寿命 ＞82. 4 歳 

戸籍に登録された高齢者千人当たりの介護

ベッド数 
 0 床 

介護型ベッドの比率 ＞7 0 % 

養老センターベッドの使用率 ≥80 % 

城鎮の養老介護センター数 208 カ所 

社区養老サービステーション ≥1,000 カ所 

社区養老施設の建設 
100％のカバー率を

実現する 
— 

「北京通―養老助残カード」の発行率 100  

高齢者協会の入会率 ＞50 % 

区と町における独立法人資格を有する高齢

者協会のカバー率 

100％のカバー率を

実現する 
— 

高齢者 1万人当たりの介護スタッフ配置率 ＞50 人 
 

主要任務 養老保障サービスシステムの整備 

 社会の養老保障システム体系の整備（都市住民年金の引き上げ、高齢者社会救助

の拡大、高齢者福祉と優遇政策の整備） 

 社会養老サービスシステム体系の整備（在宅養老サービスの推進、社区養老施設

の建設の強化、養老施設サービス能力の向上、公的養老施設の改革、高齢者向け

生活環境の整備、家庭における養老保障能力や高齢者の社会参画の向上、精神文

化生活の充実等） 
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 高齢化社会の管理システムの構築（高齢者業務に関する行政部門の役割・管理の

明確化、高齢者権益保障の社会ネットワークの構築等） 

 高齢者政策体系の整備（高齢化社会の戦略、他の分野の政策との連動、養老サー

ビス基準化の推進等） 

 

医療保障について： 

 医療サービスのネットワーク、大型医療機関、専門高齢者病院、社区衛生サービ

スセンターを主とする医療サービスシステムの構築。在宅における医療サービス

の実現。 

 高齢者の疾病向け薬品の社区衛生薬品の目録への追加  

 在宅診察のサービス内容を増加、社区、在宅における慢性病の訪問診療の提供 

 一部の基礎医療機関を介護型、リハビリ型施設に転換。 

 中医病院、社区医療衛生サービスセンターのおける中医によるサービス提供の推

進 

 

養老サービス体制建設について： 

 在宅養老事業の推進、政府による基本公共サービスの提供、企業、社会組織によ

る専門的なサービスの提供、ボランティア等による相互救済のサービスの提供な

ど、新たな在宅養老サービスモデルの構築。 

 社区養老サービス施設の建設推進。2020 年までに高齢者千人あたりの社区養老施

設（社区介護サービスステーションを含め）の使用面積を 130ｍ2、高齢者活動用

地の使用面積を 25ｍ2とする。 

 養老機関のサービス能力を向上。2020 年までに、高齢者（戸籍居住者）千人あた

り養老施設ベッド数を 40 床とする。要介護高齢者向けの介護型ベッド数を総ベ

ッド数の 70％以上とする。養老施設の使用率を 80％以上とする。 

 土地使用計画に高齢者施設の建設を含める。合理的な使用されていない土地を養

養老施設の建設用地に転換する。 

 民間による養老施設の設立を支援。株式制、株式合作制、PPP 方式による設立を

奨励する。 

養老サービス情報化について： 

 統一的な養老サービス業務管理プラットフォームを設立する。高齢者人口管理の

データーベースを作成、民政部、公安部、衛生計画生育委員会、人力資源社会保

障部のシステムに連結する。 

 養老情報化関連のスマート商品の開発を推進。IT を活用した遠隔医療、健康検

査、在宅介護等のサービスの提供 

 「インターネットプラス政策」と融合した養老サービスプラットフォームを構築 
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高齢者精神文化生活と権利保障について： 

 高齢者向けの生活サービス、商業ネットワーク、医療衛生、文化教育、旅行等の

公共基礎施設の建設を推進 

 図書レンタル、文化トレーニング等の配達サービスを高齢者に提供する。 

 高齢者教育事業を推進。各区に最低 1カ所の高齢者大学を設立 

 健康活動ための公共体育館等の施設を安価な利用価格で提供 

 

他の主要任務について： 

 養老介護従事者の職業履歴記録の作成。職業訓練補助金制度の整備。就職、現場

従事者の奨励制度、福利厚生の増額等。 

 政府のサービス購入によって、施設管理者、介護スタッフ、生活相談員に対して

職業教育を提供する。訪問介護員（ホームヘルパー）、養老ボランティアに就業

訓練を提供。 

 企業による資本市場での上場を奨励。株式上場、プロジェクトファイナンス等に

よる資金調達を奨励する。 

 競争力の高い有力な養老サービス企業による大規模化を奨励する。。 

 京津冀（北京市、天津市、河北省）地域の特性を活かした養老事業の相互協力、

資源の活用を強化する。 

重要項目 「養老助残ゴールデンカード」 

「北京通―養老助残カード」プロジェクトを推進。60 歳以上の高齢者に対する同カ

ード配布。社会福祉、特別サービスの提供、優遇制度、消費履歴という機能を強化し

て、サービス利用状況を分析・管理する。 

「養老助食サービス体制」 

飲食企業、養老施設、介護センター、社区養老サービスセンター、専門飲食宅配企業、

企業内部における食堂設置を奨励。「セントラルキッチン配送+社区配送+集合での食

事」等の方法で在宅高齢者に食事を提供。 

「社区養老サービスセンター」 

2020 年までにデイケア、、緊急コール、給食サービス、健康指導、文化娯楽、生活

相談などの機能を持つ社区養老サービスセンターを 1,000 カ所設立する。 

「社区と家庭の高齢者向け施設の改造」 

新設・既存の社区における施設構造、住宅、生活サービス施設、公共用地における

バリアフリー化。古いマンションにおけるエレベーターの設置。 

「高齢者向け“五つの一”プロジェクト」 

高齢者向けラジオ放送局の設立。 

高齢者向けテレビチャンネルの設置。 

高齢者向け映画の政策。 

高齢者向け新聞の発行。 
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高齢者向け「流金歳月」博物館の設立。 

 

2-1-5 天津市 

現時点で未発表。 

 

2-1-6 湖北省武漢市 

武漢市養老事業発展「第 13 次 5 カ年規画」 

発表単位 武漢市民政局 

発表文号 — 

発表日 2017 年 3月 14日 

URL http://www.wh.gov.cn/hbgovinfo_47/szfggxxml/gmjjhshfzgh_2954/201703/t201

70314_103358.html 

 

現状  各種養老施設は 918 カ所（そのうち、城鎮社区養老サービス施設はは 632 カ

所、養老施設は 286 カ所）に達している。 

 養老ベッド数は 6.1 万床、高齢者千人当りの養老ベッド数は 37 床に達してい

る。 

 社区在宅養老サービスにおけるコールシステムの構築及び使用、社区在宅養

老サービス受理プラットファームの構築。 

 80 歳以上の高齢者向けの高齢手当制度の導入。65 歳以上の高齢者向けに無料

健康診断の提供等。 

 民間企業等の社会資本による養老サービス分野に対する投資額は約 40 億元、

民間資本による養老施設は 217 カ所、ベッド数では約 3 万床に達している。

米国、日本、台湾地区などの養老サービス企業が進出している。 

目標  「在宅を基本とし、社区が支え、養老施設が補完」、「医養結合」を中心

とる養老サービス体系の構築 

 90％以上の郷鎮に養老サービスを含む総合サービス施設を設立。60％以上

の農村社区に養老サービスステーションを設立。50％以上の社区は「高齢

者が住みやすい社区」基準とする。 

 在宅コールサービス及び緊急救援サービスの普及。 

 高齢者千人当たりのベッド数を 50床以上とする。うち、介護型ベッド数の
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割合を 50％以上とする。 

 

主要任務 養老社会保障関連： 

 養老施設への入居評価方法の制定・実行。低所得の要介護、認知症、高齢者、

一人っ子を亡くした高齢者の入居を優先的に保障する。 

 高齢者生活状況の評価指標システムの構築。高齢者の生活状況の評価の実施。

ニーズに沿う政府支援、社会支援の仕組みを構築する。 

 高齢者手当の支給を整備（手当支給基準の調整。高齢者の乗車、診療、観光、

公共施設の使用における優遇等） 

 

医療保障関連： 

 社区における「医養」提携の推進（専門的医療施設と社区養老施設と提携によ

って、高齢者への医療サービス提供を支援。65 歳以上の高齢者の健康カルテ

の作成） 

 郷鎮の医養総合施設の整備。郷鎮衛生院と農村福利施設との連携を推進。 

 長期介護保険制度の構築を模索。保険会社による関連保険商品の開発を奨励。 

  

養老サービスシステムの確立関連： 

 社区高齢者サービスセンターの建設推進（各社区において 100 世帯あたり 20

平米以上の在宅サービスセンターの設置。各街道に 1～2 カ所の「モデルサー

ビスセンター」を設置等） 

 「民営公助」、「公設民営」モデルの構築。 

 養老施設における介護能力の向上。養老サービスの内容を生活ケア型からリ

ハビリ介護型に転換。 

 農村社区高齢者共済介護センターの設立を推進。デイサービス、介護機能を有

する「農村老人ホーム」の設立を模索。 

 大学・短大における養老サービス関連学科の増設。 

  

養老サービスの情報化関連： 

 「インターネット・プラス養老」クラウドフラットフォームの構築（高齢者人

口、家庭の基本情報、健康状態・社会養老サービス資源などの基礎データベー

スの構築等）。 

 ビッグデータをもとにしたスマート養老サービス管理システムの構築。スマ

ート社区在宅養老サービスの普及。 

 

高齢者精神文化生活及び権利保護関連： 
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 高齢者の社会参画の向上 

 低所得高齢者向けに高齢者大学の学費減免。 

その他主要任務： 

 若年者や高齢者による後期高齢者・独居高齢者、認知症高齢者に対する支援。 

 

2-1-7 上海市 

上海市老齢事業展開“第 13 次 5 カ年”規画 

発表単位 上海市人民政府 

発表文号 沪府発〔2016〕85 号 

発表日 2016 年 9月 30 日 

URL http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw49971.html 

 

現状  社会保障制度の整備進展（企業定年退職者の平均養老金は毎月 3,315 元。住民

の基本養老金は毎月 660 人民元に上昇） 

 「医養結合」（養老介護ベッド数は 2.6 万床に達し、189 カ所の養老施設内に

医療施設を設置） 

 社会養老サービスシステム建設の推進（養老施設は 699 カ所、養老ベッド数は

12.6 万床。社区の高齢者デイサービスセンター442 カ所、社区高齢者給食サー

ビス施設 634 カ所が設立された。社区・在宅養老サービス利用者は 30 万人。） 

 高齢者教育サービス（291 カ所の高齢者教育機構、220 カ所の高齢者学校、102

カ所の高齢者社会教育基地等） 

 高齢者関連政策の策定・公布（中国初の上海市養老機構条例の公布、上海市高

齢者権益保障条例の改定等） 

 

 

目標 

 

 

類型 項目 
達成指

標 
単位 

高齢者社会

保障 

都市従業員・住民の養老保険制度のカバー率 100 % 

都市住民医療保険制度の範囲内での入院費用

清算の比率 
75 % 

基本養老サ

ービス 

養老施設のベッド数 15.9 万床 

社区在宅養老センターの増加数 ≥ 500 カ所 

社区綜合養老サービスセンターの設置数 20 カ所 

養老介護職員の増加人数 7 8 万人 
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医療と養老

サービスの

組合わせ 

戸籍に登録される高齢者人口数における養老

介護ベッドの比率 
1.5 % 

ホームドクター1+1+1 によって高齢者に提供

したサービス実施率 
≥70 % 

医療衛生サービス施設と養老サービス施設の

契約カバー率 
100  

養老施設内の医療機構の設立率 10  

高齢者精神

文化生活 

新規高齢者学習スペース 300 カ所 

学校教育を受ける高齢者数 120 万人 

標準化した社区高齢者専用活動室のカバー率 10 0 % 

区、町、団地での高齢者体育活動のカバー率  00  % 

住みやすい

環境の建設 

高齢者向け社区建設の展開する町のカバー率 100 % 

代表的社区善隣会の数  2,000 件 

最低生活保障高齢者向けの建築改造数 ≥5,000 件 

新規、改造、増設した公共バリアフリー施設

の率 
100 % 

高齢者向けボランティアの登録人数 50 万人 
 

主要任務 養老社会保障 

 高齢者の経済保障力の向上（都市従業員基本養老保険制度と都市・農村住民基

本養老制度の整備） 

 高齢者の社会福祉の整備（高齢者綜合補助金制度の設立、高齢者向け食事・交

通等に関する補助金の提供等）。 

 低所得高齢者や特殊高齢者向けの救済制度の整備。 

 

医療保障 

 高齢者の健康水準の向上（「医療・教育・研究・予防」を一体にする高齢者医

学センターや高齢者医学重点臨床基地の建設、三級病院における高齢者医学専

門科の設置、一部の二級病院を地域性高齢者医療センターに転換） 

 高齢者基本医療・公共衛生サービスの強化（ホームドクター制度の推進等） 

 高齢者の健康管理の強化（社区衛生サービスセンター、綜合的医療施設、公共

衛生専門施設と提携した慢性病の健康管理、リハビリと漢方薬の活用等）。 

 

養老サービス体制建設 

 養老サービスの供給拡大（戸籍高齢者の 1.5％を基準に高齢者介護ベッドの設

置等）。 

 要介護者や認知症高齢者の介護サービスの展開。 
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 社区在宅養老施設における進入型・小規模・多機能施設の展開を奨励。不動産

管理企業による社区在宅養老サービスの新規事業モデルを模索 

 医療施設と養老施設の併設 

 養老介護スタッフの育成等。 

 高齢者介護の統一評価システムの構築。 

 

養老サービス情報化 

 スマート社区の建設、人工知能と社区在宅養老サービスの結合を推進する。 

 クラウドコンピューティング、モノのインターネット（IoT）、モバイルネット

ワーク等の技術を利用した高齢者向け遠隔健康観察、緊急援助、在宅セキュリ

ティ、学習教育等のサービスの提供。 

 高齢者産業の「インターネット・プラス」の展開の推進。高齢者遠隔教育ネッ

トワーク、高齢者健康サービスネットワーク、リハビリ機械サービスネットワ

ークの構築強化。 

 

高齢者精神文化生活と権利保障 

 高齢者教育を教育発展規画、生涯学習システムに含める。《上海高齢者教育事

業展開“第 13次 5 カ年”規画》の制定。 

 社区の高齢者活動室の基準化設立の推進。 

 高齢者公共体育サービスシステムの整備。 

 高齢者の体育組織や健康運動団体の育成。 

 

他の主要任務： 

 高齢者向け製品（リハビリ機械、インテリジェントバリアフリー製品、遠隔在

宅介護、サービス型ロボット等）の研究・開発。 

 高齢者産業クラスターの育成。 

 海外の養老施設・関連企業との提携・合弁奨励。 

 高齢者向け化学製品ダイレクトリーの作成。企業の高齢者市場への参入を推進 

 高齢者生活に関連する公共施設と家庭におけるバリアフリー改造を推進 

重要項目 「社区養老施設の配置プロジェクト」 

高齢者の生活活動範囲における区域別の養老施設の合理的な配置。 

「養老施設のサービス能力の向上プロジェクト」 

消防安全を重点としてた養老施設の消防施設改造の推進。 

「長期介護保険制度の試行プロジェクト」 

長期介護保険制度の試行。長期介護保険制度に関する資金調達、評価、支払、サ

ービス、監察等のシステムの構築。長期介護保険関連の商業保険商品の開発奨励。 
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「養老介護スタッフの能力上昇プロジェクト」 

2020 年までに、養老介護スタッフを 7.8 万人に増加。養老介護スタッフ 3.1 万人

を国家職員資格トレーニングに参加させる。 

「高齢者が住みやすい社区の全面的建設プロジェクト」 

“13 次 5 カ年”期間中に高齢者友好都市の建設、高齢者が住みやすい社区の建設

を全面的に展開。 

「養老産業の科学技術情報プラットフォームの設立プロジェクト」 

統合的・綜合的な養老サービス情報プラットフォームの構築。“二級プラットフ

ォーム”（市、区）、“三級ネットワーク”（市、区、町）を形成する。 

「高齢者優遇プロジェクト」 

政府サービス、娯楽体育、権利維持、交通、衛生保健、商業サービスにおける高

齢者優遇 

「高齢者産業百家ブランド育成プロジェクト」 

養老介護サービス、リハビリ保健、文化娯楽、金融保険、住宅家具、高齢者教育、

コンサルティングサービス等における有力な養老サービスブランドの育成。 

 

2-1-8 江蘇省南京市 

南京市養老サービス業発展「第 13 次 5 カ年規画」 

発表単位 南京市人民政府弁公庁 

発表文号 寧政弁公庁発〔2016〕169 号 

発表日 2016 年 11 月 25 日 

URL http://www.nanjing.gov.cn/xxgk/szf/201612/t20161202_4295081.html 

 

現状  養老施設における新設ベッド数は 18,410 床、累積ベッド数は 55,828 床(社区養

老ベッドを含む)、、高齢者千人当りの養老ベッド数は 43床に達した。 

 養老施設へ投入した建設資金は 35.4 億元、養老施設の建築面積は 95.02 万㎡、

都市・農村・社区の在宅養老施設は 10 万㎡、高齢者大学の建築面積は 4.5 万㎡

に達した。 

 民間事業者が運営する養老施設は 250 カ所、公設民営の養老施設は 38 カ所、都

市・農村・社区の在宅養老サービス拠点は 1,428 カ所に達した。 

 介護型ベッド数は 3.3 万床、社区衛生医療サービスセンターは 700 カ所、そのう

ち、養老施設 258 カ所及び社区在宅養老サービスセンター400 カ所と協力協議書
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を締結。 

 養老産業における従事者は 5 万人に達した。 

目標  

類型 項目 達成目標 単位 

在宅養老 

在宅コールサービス及び緊急救援サービス情

報ネットワークのカバー率 
100 % 

標準化した社区在宅養老サービスセンターの

設立率 
90 % 

AA 級社区在宅養老サービスセンターの設立

率 

都市:80 

農村:40 
% 

AAA 級社区在宅養老サービスセンターの設立 ≥220 カ所 

AAAA 級社区在宅養老サービスセンターの設

立 

≥11 
カ所 

AAAAA 級社区在宅養老サービスセンターの設

立 

≥4 
カ所 

社区養老 

養老サービスを提供する社区施設の割合 ≥40 % 

民間企業が運営する社区養老施設の割合 ≥90 % 

社区における高齢者リハビリスペースの設置

率 

都市:70 

農村:50 
% 

社区における高齢者向け施設の利用率 100 % 

施設養老 

南京戸籍を持つ高齢者千人当りの養老ベッド

数 
50 床 

民間事業者が運営する養老施設のベッドの割

合 
80 % 

介護型ベッドの割合 80 % 

農村老人ホームを区域性養老サービスセンタ

ーへ改設された割合 
90  % 

公設養老施設の民営化 80 % 
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医養結合 

養老施設における医療衛生サービスのカバー

率 
95 % 

社区在宅養老サービスセンターのカバー率 80 % 

人材育成 

養老介護スタッフの就職前のトレーニング 100 % 

資格を有する養老介護スタッフの従業率 95 % 

養老介護スタッフの年間集中教育の割合 ≥30 % 

中・高級養老介護スタッフの割合 ≥10  

高齢者ボランティア 60,000 人 

情報化 

サービス 

高齢者の救命コール端末カバー率 50  

町(鎮)“仮想老人ホームの設立率” 100 % 

養老産業 
養老サービス業への投資額 500 億元 

養老サービス業の就業 ≥60,000 人 

サービス 

満足度 
高齢者の養老サービスに対する満足度 85 % 

 

主要任務 養老社会保障関連： 

 養老サービスのインフラ建設を南京市経済・社会発展規画、年度経済社会発展目

標、目標管理及び業績評価に含める。 

 養老産業に関連の建設を新農村建設体系に取り組む。 

 福祉宝くじの公益金の 50％以上に相当する金額を養老サービス業に投入する。 

 

医療保障関連： 

 養老施設におけるの医療機構の設置奨励。在宅養老サービス団体と末端医療施設

の“医養結合”の提携を模索。 

 訪問診療や在宅医療を展開。医療機能を有する養老施設を医療保険指定拠点とす

る。 

 養老施設向けの遠隔医療の試行を推進。 

 “養老施設＋病院”をモデルとする医養結合施設を構築。養老施設に入居する高

齢者に“病院式”専門的医療サービスを提供。 

 

養老サービスシステムの確立関連： 

 在宅養老サービスの整備。民間資本等による専門的な運営主体を奨励。在宅訪問

を中心に、社区と緊密に結合した在宅養老サービスシステムを構築。 

 既存の公設在宅養老サービスセンターの転換を推進。政府によるサービス購入を

通じて、第三者評価機構を導入、施設のサービス内容に対する評価を実施。 

 社区介護サービスの整備。オフィス・サービス用建物の無償提供。 

 民営介護院、リハビリ病院及びターミナルケアを行う養老施設を重点的に支援。
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新設施設は介護型を推進、既存施設は医療機関との提携を通じて、介護型養老施

設への転換を奨励する。 

 養老施設及び AAA 級以上の在宅養老サービス団体の責任者に対する専門教育を実

施。市・区において在宅養老介護スタッフのトレーニングを実施。 

 個人及び団体の小規模託老所、個人運営の小規模の家庭式養老施設の設立を奨励。 

 

養老サービスの情報化関連： 

 インターネット、IoT などを活用した養老産業のビッグデータの実現。 

 高齢者向けのウェブサイトの構築。高齢者に情報、コンサルティング、関連政策、

ネット上の業務申請処理などのサービスを提供。 

 

高齢者精神文化生活及び権利保護関連： 

 カウンセリングなどのサービスを提供。 

 社区と大学が提携した高齢者プログラムの開設を奨励。 

 文化娯楽、観光などの自主活動を支援。 

 

その他主要任務： 

 協会・大学・研究開発企業による「南京国際養老製品デザイン大会」の開催。 

 養老製品のネット通販の展開、「南京高齢産業博覧会」の定期開催。 

 外資系養老施設の誘致。 

 「アジア太平洋地区養老フォーラム」等、国際外の交流活動を定期的に開催。 

 海外のリハビリ介護、商品デザイン研究開発などの技術を導入し、研究・開発、

生産、サービス等の面で国際提携を推進 
 

2-1-9 江蘇省蘇州市 

蘇州市高齢事業及び養老サービス業発展「第 13 次 5 カ年規画」 

発表単位 蘇州市政府 

発表文号 蘇府[2016]57 号 

発表日 2016 年 4月 14 日 

URL http://www.jiangsu.gov.cn/zwfw/lstd/qy/zcfg/201604/P02016042260293410255

8.doc 

 

現状  「第 12次 5 カ年規画」期間中、都市従業員基本養老保険、住民養老保険等の

社会保障体系を整備 

 在宅養老、社区養老、施設養老、医養結合の養老サービス体系を整備。 

 養老サービスの内容は総合性、専門化、現代化、物質と精神的需要を満たす方



中国における高齢者産業関連政策動向 調査報告書 

 

 

Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved   33 

 

向へ転換し、政府・社会・企業・個人による資金投入の多元化を実現。 

目標 蘇州市高齢事業展開「第 13 次 5カ年規画」の主要目標： 

類型 項目 達成目標 単位 

高齢者社

会保障 

医療保障範囲内における入院費用の精算割合 90 % 

医療保障範囲内における基本医療保険の精算

割合 
75 % 

毎月生活保護対象とする 60 歳以上の高齢者

に支給する追加補助金の割合 
20 % 

高齢者健

康保障 

高齢者用ベッド数 ＞5,000 カ所 

在宅医療ベッド数 ＞15,000 カ所 

養老施設内設する保健室のカバー率、または

医療衛生機関と締結した医療サービス契約の

カバー率 

 00 % 

養老施設に占める介護型ベッド数の割合 70 % 

養老サー

ビス保障 

高齢者千人当りの養老ベッド数 45  床 

非公設養老施設が有するベッドの割合 ＞70 % 

農村敬老施設の改築率 70 % 

養老施設リハビリ機材室の建設  100 カ所 

養老介護スタッフの育成 

初級：

2,000 

中級：200 

高級：20 

人 

資格を持つ養老介護スタッフの従業率 ＞90 % 

スマート

養老建設 

仮想養老院サービスを実現した社区のカバー

率 
100 ％ 

住居環境

建設 
高齢者家庭のバリアフリー改造数 500 世帯 

高齢者社

会参与 
各種教育に参加した高齢者の割合 35 % 

 

主要任務 養老社会保障関連： 

 高齢者養老保険制度の整備（商業保険、個人向け貯蓄保険等、多様な養老保障

モデルを模索）。 



中国における高齢者産業関連政策動向 調査報告書 

 

 

Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved   34 

 

 基本医療保険制度の整備（保険加入条件に適応する高齢者を都市従業員基本医

療保険、住民医療保険等に加入促進）。 

 低所得高齢者への救助制度を整備。養老ニーズに対する第三者評価システムを

構築。 

 高齢者社会福祉制度を整備。高齢福祉事業への投入を拡大 

 

医療保障関連： 

 養老施設における医療サービスを強化。医療機関における高齢者向けサービス

機能を強化。 

 各地の衛生事業発展規画に高齢者専門医療機関の設立を組み入れ。高齢者リハ

ビリセンター、老年病院、総合病院老年病科の建設を強化し、二級以上総合病

院における高齢者病科を開設を奨励。 

 民間企業が運営する医養結合の養老施設、高齢者リハビリ、高齢者介護等の専

門医療施設の設立を奨励。 

 

養老サービスシステムの確立関連： 

 社区における小型化、専門化、チェーン化、組込式養老施設の建設を推進。民

間企業等によるデイサービスセンター、高齢者活動センター、食事介助サービ

ス拠点、入浴介助拠点、介護拠点等の養老施設を推進。 

 社区デイサービスセンター、託養所など在宅養老サービス拠点を整備。在宅養

老施設に対して、光熱費を優遇。 

 新設する政府建設の養老施設は、原則、所有・経営を分離。 

 養老サービススタッフ向けの学歴教育・職業教育を展開。教育レベル・職業レ

ベルを向上。 

 

養老サービスの情報化関連： 

 社会化養老サービスシステム、養老評価システム、在宅養老管理システム、養

老施設管理システム、高齢者補助管理システム、ボランティアサービスシステ

ム等の機能を保有する養老データベース、サービス・プラットフォームを構築。 

 モバイルネットワークのスマート端末設備を活用した新たな養老サービスモ

デルを作り、高齢者向けネット通販の展開、緊急コール、家政予約、健康コン

サルティング、商品代理購入、サービス費用納付等のサービスを提供。 

 

高齢者精神文化生活及び権利擁護関連： 

 高齢者法律サービス拠点の設立。 

 高齢者の人材活用。各種人材紹介会社のサービスに取り込む。高齢者教育を生

涯教育システムに組入れる。 
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 ネットワーク、テレビ等利用して遠隔高齢者大学を展開する。 

 市級高齢者活動センターを設立する。各市・区に高齢者総合活動センターを設

立。 

 

その他主要任務： 

 高齢者産業を経済社会発展全体規画に組入れ、高齢者産業発展に関する土地、

ローン返済、投資等の支援政策を制定。 

 民間企業等による高齢者産業への参入を奨励。高齢者生活介護、高齢者用品、

健康サービス、スポーツトレ-ニング、文化娯楽、金融サービス、高齢者観光

等を主とする養老産業を展開。 

 リハビリ用具、食品、薬品、アパレル等の高齢者用品の開発を奨励。 

 高齢者観光業を展開し、高齢者向けの観光コース等の提供。 

重点プロジェ

クト 

「養老産業建設プロジェクト」 

投資規模 5,000 万元を超える養老産業プロジェクト 20 カ所以上を新設する。 

「在宅養老最適化プロジェクト」 

デイサービス、カウンセリング、食事介助、入浴介助等のサービスを提供。高齢

者家族に無料の介護トレーニングを提供し、要介護者、認知症高齢者の介護に関

する知識・能力の普及。 

「養老施設向上プロジェクト」 

70%以上の農村老人ホームの改造を実施。全市 100 カ所の養老施設に内設のリハ

ビリ器具室の設置を推進 

「高齢者向け改造プロジェクト」 

高齢者の生活に適する住宅区の建設基準、高齢者家族の支援政策を制定。高齢者

が暮らしやすい社区 10カ所の新築・改造を実施 

「人材養成プロジェクト」 

100 人以上の高齢者ボランティアチームを構築する。 

「養老サービススマートプロジェクト」 

全市をカバーする養老データベース及びサービスプラットフォームを構築し、養

老産業に関連する各部門の情報交換・共有を実現。 

 

2-1-10 江蘇省南通市 

南通市高齢事業発展「第 13 次 5 カ年規画」 

発表単位 南通市政府 

発表文号 通政弁公室発〔2016〕160 号 
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発表日 2016 年 12 月 1日 

URL http://xxgk.nantong.gov.cn/govdiropen/jcms_files/jcms1/web1/site/art/2016

/12/14/art_5341_497378.html 

 

現状  社会養老保障システムの整備（月一人当たりの平均養老金は 2,129.42 元、、

都市従業員医療保険、住民医療保険の費用カバー率はそれぞれ 85.6%と

72.5%）。 

 高齢者救助基準の向上（高齢者 1.55 万人を政府購入の対象。、高齢者の意外

損害保険の加入人数は 65 万人）。 

 養老サービスシステムの整備（市内の養老施設のベッド数は 65,161 床、千人

当りのベッド数は 32.9 床）。 

 高齢者精神文化生活の充実（高齢者(高齢者幹部)大学は 10 か所、農村・社区

の老年学校は 21カ所、在籍学生数は 22,000 名）。 

目標  

類型 プロジェクト 達成目標 単位 

養老サ

ービス

保障 

高齢者千人当りの養老ベッド数 40 床 

介護型ベッドの割合 5 0 % 

資格を有する養老介護スタッフの従業率  0 % 

民間企業等が経営する養老施設ベッドの割合 70 % 

社区在宅養老施設のカバー率 100 % 

標準化した社区在宅養老施設の構築率 
都市:80 

農村:40 
% 

養老サービス情報管理システムのカバー率 ＞95 % 

高齢者

健康保

障 

基本医療保険の加入率 98 % 

65 歳以上の高齢者の健康管理率 90 % 

平均予想寿命 83 岁 

高齢者

社会保

障 

企業従業員基本養老保険の加入率 9 8 % 

住民基本養老保険の加入率 98 % 

社会保障カードのカバー率 ＞90 % 

80 歳以上の高齢者敬老金の支給率 100 % 

高齢者

社会管

理及び

参与 

高齢者ボランティアの割合 15 % 

社区教育活動を参加する高齢者の割合  2 % 

社区(村)高齢者文化活動場所の建築率  98 % 

社区(村)高齢者健康活動場所の建築率 98 % 
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企業団体の定年退職者の社区化管理率  95 % 

社区(村)高齢者協会のカバー率 98 % 
 

主要任務 養老社会保障関連： 

 社会養老保険制度の整備（都市従業員年金制度の整備、企業年金対象範囲の拡

大、個人貯蓄性養老保険の展開、商業養老保険の発展等）。 

 低所得高齢者に対する基本生活保障。 

 高齢者福祉レベルの向上、高齢者年金支給制度の整備、高齢者意外損害保険範

囲の拡大。 

 

医療保障関連： 

 医療保障制度の整備（低所得家庭の高齢者の個人支払部分に対する政府補助金

の支給）。 

 高齢者医療機構のサービス能力の向上（高齢者リハビリセンター、老年病病院

及び総合病院における老年病科の設立や、二級以上総合病院における老年病科

の開設を奨励）。 

 医養結合の更なる発展（全ての養老施設内に保健室を設置すること、または医

療衛生機構との医療サービス契約締結等）。 

 高齢者健康宣伝及び疾病予防の強化。 

 

養老サービスシステムの確立関連： 

 鎮の在宅養老施設及び在宅養老サービス拠点の整備 

 社区の高齢者食事介助サービス拠点、民間企業等が運営するセントラルキッチ

ン・食事提供・宅配サービスの設立を奨励。 

 社区高齢者デイサービスセンターの整備、独居、要介護者などの高齢者に対す

るデイサービスやショートステイサービスの提供。 

 施設養老サービスへの民間参入の奨励。小規模、専門化、チェーン化した組込

式社区養老施設の設立を推進。 

 農村における養老サービスの展開を奨励。農村敬老院の区域性養老施設への転

換を推進する。 

 高齢者向け食品、リハビリ器具、アパレル産業の発展を推進。高齢者向けのレ

ジャー、財産管理、観光、法律援助などのサービス提供を支援。 

養老サービスの情報化関連： 

 「インタ-ネット＋養老」の推進。養老サービス情報管理ネットワーク及び管理

システムの構築。 

 高齢者向けのネット通販の展開。高齢者の家庭医療監督測定及びセンサーシス
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テムの開発・普及。 

 

高齢者精神文化生活及び権利保護関連： 

 高齢者教育の強化。高齢者教育システムの整備。 

 高齢者のレジャー生活の充実。各種レジャーサービス施設の優遇制度を推進。 

 高齢者向けの精神カウンセリング及びトレーニングの提供。 

 高齢者権利保護制度の整備。法律援助窓口の開設。 

 

その他主要任務： 

 車椅子専用道、手すり、滑り止めなど、施設・家庭のバリアフリー改造を推進 

 高齢産業のに対する財政補助、税優遇制度を実施。 

 高齢産業クラスターの育成に注力。チェーン展開で一定規模のブランドを有す

る企業を支援。県(市、区)級の養老サービス産業区の建設を模索。 

 

2-1-11 浙江省杭州市 

杭州市高齢事業発展「第 13 次 5 カ年規画」 

発表単位 杭州市老齢工作委員会 

発表文号 杭老字〔2016〕6 号 

発表日 2016 年 7月 15日 

URL http://www.hangzhou.gov.cn/art/2017/1/16/art_1256297_5157232.htm 

 

現状  高齢者の養老保険加入率は 97.07%、医療保険加入率は 98.94%に達し、基本的

に全面カバーを実現した。 

 社区の常住高齢者を対象にした健康カルテ（133 万件登録）制度を導入。カル

テ登録率は 93％に達している。 

 在宅養老施設は 2,329 カ所、在宅養老サービス拠点は 2,270 カ所、高齢者マン

ションは 2,680 カ所、高齢者向け食堂は 1,198 カ所、養老施設は 316カ所、ベ

ッド数は 6.19 万床、高齢者 1000 人当りのベッド数は 40.4 床に達した 

 80～89 歳の高齢者を対象にした高齢者生活手当制度を導入。地下鉄の無料・優

遇料金制度を導入。 

 高齢者教育を受けた高齢者数は 30万人に達した。 

目標  

プロジェクト 達成目標 単位 

高齢者千人当りの養老ベッド数 50 床 
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そのうち、高齢者千人当りの養老機構ベッド数 ≥45 床 

民間企業等が運営する養老施設ベッドの割合 ＞70 % 

介護型ベッドの割合 ＞60 % 

認知症高齢者用ベッドの割合 4~6 % 

養老サービス補助を受ける高齢者数  1.5 万人 

資格を有する養老介護スタッフの割合 95 % 

新築(改築、拡張)の公共施設、住宅団地、バリアフリー率 100 % 

公共建築施設のバリアフリー改造率 ≥60 % 

住宅団地のバリアフリー改造率 ≥50 % 

都市歩行道路及び横断歩道、各交差点の坂道改造(新築を

含む)率 
≥80 % 

高齢者の法律宣伝の普及率 ＞95 % 

高齢者の教育普及率 ＞10 % 

恒常的に健康活動に参加する高齢者の割合 ＞70 % 

ボランティア活動に参加する高齢者の割合 ＞10 % 
 

主要任務 養老社会保障関連： 

 養老保険制度・医療保険制度と社会救助、社会福祉、商業保険等の保障政策と

の連動を整備。 

 個人の商業養老保険など様々な養老保険システムの構築。 

 医療保険制度の整備。社区衛生機構での医療保険の利用推進。 

 

医療保障関連： 

 都市病院と末端医療機構の業務分担によって、医療資源の有効利用を促進。 

 医療機構に高齢者専用受付、診療窓口を開設。 

 末端医療機構の全科診療医と高齢者との間でのホームドクター制度の契約制

度を構築。二級以上総合病院における老年病科の開設を推進。各区・県には最

低 1カ所の老年病科を有する二級医療病院を設置。 

 家庭医療を元にした医療介護リハビリ、医療・養老・介護を一体化した新しい

健康サービスモデルの確立。 

 

 

養老サービスシステムの確立関連： 

 「在宅養老が基本、社区養老が支え、機構養老が補完する」養老サービスシス

テムを確立。都市社区では徒歩 15分、農村社区では徒歩 20 分以内圏内に在宅

養老サービス圏を構築。 

 在宅養老サービスのレベルの向上、デイケア、緊急救助、生活介護、リハビリ
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などサービス範囲を拡大。 

 民間企業等が運営する高齢者施設の設立を奨励。公設施設の介護型施設への転

換。非営利養老施設の介護機能を強化。 

 

養老サービスの情報化関連： 

 スマート養老に関する新技術や科学技術情報管理プラットフォームの開発・応

用・普及。 

 ビッグデータ、スマートクラウド、IoT などの技術を活用した情報発信、施設

情報の検索・申請、運営者の監督管理などの機能を保有する「杭州市スマート

養老サービスプラットフォーム」を構築。 

 

高齢者精神文化生活及び権利擁護関連： 

 高齢者の文化・スポーツ事業の発展推進。「杭州市高齢者文化芸術祭」、「杭

州市高齢者運動会」などの文化活動を開催。 

 生涯教育を展開し、高齢者の学習条件を改善。 

 高齢者の社会参画を奨励（スマートフォン、パソコンなど使用能力の向上支援

等） 

 

その他主要任務： 

 高齢者健康観光モデル基地の設立。高齢者向け観光コース、商品、サービスの

開発・提供。 

 高齢者向け書籍、オーディオ製品、映画、ドラマ、雑誌、新聞等の文化商品の

開発。 

 高齢者向け食品、薬品、健康食品、器具、機械などの用品、特にスマート用品、

矯正補助器具、医療リハビリ機材等の開発を推進 

 「不動産養老製品」等の金融商品の開発を奨励 

 

 

 

 

2-1-12 浙江省寧波市 

寧波市高齢事業発展「第 13 次 5 カ年規画」 

発表単位 寧波市老齢工作委員会弁公室 

発表文号 甬高齢委員会〔2016〕5号 

発表日 2016 年 12 月 14日 

URL — 
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現状  養老ベッドは 4.6 万床で、高齢者千人当りのベッド数は 36床に達している。 

 在宅養老施設は 2,308 カ所、区域性在宅養老施設は 35 カ所、都市部養老施設

のカバー率は 82％、農村部養老施設のカバー率は 72％に達している。 

 独居、要介護者、認知症及び低所得の高齢者 2万人以上を対象に、政府が養老

サービスの費用を負担。 

 中国初の「寧波高齢者介護管理学院」を設立。 

 高齢者支援ボランティア人数は 3.5 万人、高齢者 8 万人を対象にサービスを提

供。 

目標  

プロジェクト 達成目標 単位 

寧波戸籍人口の養老保険加入率 95 % 

自立能力喪失、認知症、一人っ子死亡、独居、

低所得等の高齢者を対象にした政府によるサ

ービス購入の対象者割合 

5 % 

区域性在宅養老施設のカバー率 
都市：100 

町村：50 
% 

在宅養老施設のカバー率 100 % 

高齢者千人当りの養老ベッド数 50 床 

介護型ベッドの割合 50 % 

全体における民営養老施設ベッドの割合 70 % 

資格を有する養老介護スタッフの従業率 95 % 

高齢者をメインにするホームドクター契約率 70 % 

養老施設における医療サービスのカバー率 100 % 
 

主要任務 養老社会保障関連： 

 企業年金、従業員年金等の補完的な養老保険制度を整備。商業養老保険、個人

貯蓄年金等、様々な養老保障モデルの推進を模索。 

 低所得家庭における要介護者、認知症高齢者、独居高齢者、重度障害等の高齢

者を対象に政府出資の養老施設に優先入居。 

 要介護者、認知症高齢者の介護ニーズを重点とした養老サービス目録の作成。

介護サービスに対するニーズ評価制度を確立。 

 養老サービスに対する段階別補助制度を構築・整備。 

 政府による基本養老サービスの購入制度を推進。 

 長期介護保険試行事業を開始。段階的に長期介護保険制度の資金調達、評価、

支払、サービス、監督管理の方法を模索する。 
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医療保障関連： 

 高齢者の重大・特大疾病の医療保障レベルの向上。 

 大型養老施設における医療機構の設置、小型養老施設における近隣の医療機構

との提携、又は保健室、医療室の設置を奨励。 

 医療衛生サービスによる社区、在宅における健康管理サービス、医療サービス

の提供を推進。 

 民営病院、町(郷・鎮)の衛生サービスセンター等の医療機構の空きベッドを高

齢者向けに活用。 

養老サービスシステムの確立関連： 

 都市・農村・社区在宅養老サービス施設の整備。高齢者向け食事介助サービス

の整備。 

 郷・鎮を中心とする区域性在宅養老サービスセンターの設立を推進。高齢者食

堂、デイサービス、リハビリ介護等を提供する大規模・専門サービスを奨励。 

 社区組込式小型養老施設の設立を推進。 

 在宅養老分野における企業及び社会団体の参入を奨励。社区在宅養老サービス

のチェーン化、ブランド化を推進。 

 大学、専門学校におけるサービス管理、社会事業、医療保健、介護リハビリ、

栄養ケータリング、カウンセリング等の高齢者関連学科の増設を奨励。 

 

養老サービスの情報化関連： 

 「インターネット・プラス養老」の新モデルを探索。市、県、町、社区のスマ

ート養老サービスプラットフォーム、業界管理システムの構築を推進。 

 インターネット、IoT、ビッグデータ、クラウドコンピューティング等の技術活

用によるサービスのニーズ把握、監督管理を実現。 

 人工知能と養老サービスとの融合による高齢者向けのスマート端末・設備の研

究開発の奨励。 

 

高齢者精神文化生活及び権利保護関連： 

 高齢者教育を発展計画及び終身教育システムに組み入れる。 

 市、県、町、社区において高齢者向け公衆文化・総合活動施設を整備。 

 スポーツ活動等への参加促進 

 大学、弁護士、ボランティア活動者による高齢者権利保護サービスへの参画を

推進 

 高齢者の就業支援。高齢者専門の人材市場を構築・推進。 

 

その他主要任務： 
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 高齢者産業の育成メカニズムを構築。高齢者向けの科学技術成果の転化・応用

を推進。 

 高齢者向けのリハビリ機材、食品、薬品、アパレルなどの用品の開発。 

 高齢者用品のネット取引プラットトフォームの構築。高齢者向けのネット通販

を推進。 

 

2-1-13 山東省青島市 

青島市高齢事業発展「第 13 次 5 カ年規画」 

発表単位 青島市民政局 

発表文号 青民老齢[2016]3 号 

発表日 2016 年 11 月 18 日 

URL http://www.qingdao.gov.cn/n172/n24624151/n24625835/n24625849/n24625863/1

61118144345308537.html 

 

現状  企業退職従業員の基本養老保険は 11 年連続で引き上げ、2015 年に 2,914 元

に達した。 

 2015年末時点、住民養老保険の加入者数は297.9万人、養老保険受給者は95.9

万人に達した。 

 生活保護高齢者に対する高齢者補助金制度を確立した。 

 医療保険加入の高齢者向けに基本医療保険、重大疾病医療保険、重大疾病医

療救助を提供した。 

 長期医療介護保険制度を確立。 

 高齢者向けに無料の健康カルテを導入。カルテカバー率は 80％以上に達した。 

 養老ベッド数は5.8万床(農村老人ホーム及びデイサービスセンターのベッド

を含む)、高齢者千人当りの養老ベッド数は 37 床に達した。市内養老施設は

196 カ所、ベッド数は 3.6 万床に達した。 

 「医養結合」型養老施設は 132 カ所、全体の 67％を占める。そのうち、医療

機構を設置した養老施設は 70 カ所で、医療機構と提携した養老施設は 62 カ

所。 

 都市・農村・社区のデイサービスセンター1,244 カ所(農村老人ホーム 552 カ

所を含む)を設立。各センターの建築面積は 150～1,000 ㎡、ベッド数は 4～50

床。高齢者約 5万人に在宅養老サービスを提供している。 



中国における高齢者産業関連政策動向 調査報告書 

 

 

Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved   44 

 

目標  

類型 項目 達成目標 単位 

高齢者社

会保障 

都市従業員養老保険加入 
基本 

全面カバー 
— 

都市住民養老保険加入 
基本 

全面カバー 
— 

最低生活保障標準の年平均増加率 増加 — 

農村一人っ子政策に合致する高齢者の奨

励支援金の年平均増加率 
増加 — 

高齢者健

康保障 

都市・農村の基本医療保険の加入率 97 % 

65 歳以上高齢者の健康管理率 100 % 

養老サー

ビス保障 

都市・農村・社区の総合サービス施設の

カバー率 

都市:90 

農村:60 
% 

県(市)級以上の専門的養老施設のカバー

率 
80 % 

基本養老サービス補助金のカバー率 50 % 

高齢者養老施設の１人当りの平均面積 0.2 ㎡ 

末端高齢者法律援助のカバー率 95 % 

高齢者意外損害保険 全面カバー — 

高齢者住

居環境 

公共施設・養老関連施設のバリアフリー

改造率 
60 % 

高齢者が住みやすい社区の達成率 50 % 

新築公共施設・養老施設のバリアフリー

率 
100 % 

高齢者社

会管理及

び参与 

高齢者ボランティアの割合 15 % 

高齢教育の参加率 20 % 

都市社区における高齢者協会の設立率 100 % 

農村社区(行政村)における高齢者協会の

設立率 
98 % 

企業/機関事業体定年退職従業員の社区化

管理率 
90 % 

町・郷・鎮における高齢者施設の配置率 100 % 

スポーツ活動を行う高齢者人口の割合 60 % 

末端スポーツ施設のカバー率 50 % 
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県(市)級高齢者優遇政策の制定率 100 % 
 

主要任務 養老社会保障関連： 

 高齢者事業及び高齢産業の発展への社会の関与を推進。小中学校における思想

道徳教育に敬老教育を取り入れ。 

 従業員個人の養老保険口座制度の整備。 

 定年退職従業員の基本養老保険及び住民基本年金の段階的向上。 

 機関団体の養老保険制度改革の実施 

 高齢者補助制度の統一化。 

 

医療保障関連： 

 外地における定年退職従業員の医療費用の精算を推進。 

 長期介護保険制度の整備。資金調達体制、保障範囲の拡大、サービス項目の整

備、要介護高齢者のニーズ解決。 

 二級以上総合病院における高齢者専門科の開設。高齢者ベッド数の増加、老年

病・慢性病予防及びリハビリ介護の推進。 

 

養老サービスシステムの確立関連： 

 公設養老施設は「三無」(生活収入源無し、労働能力無し、法定扶養義務者無

し)及び要介護者、認知症、一人っ子政策の特殊家庭の高齢者に重点。無償ま

たは安価でのサービスを提供。 

 「在宅養老を基本とし、社区養老が支え、施設養老が補完」、「医養結合」を

中心とする養老サービスシステムの構築。 

 福祉宝くじ公益金の 50％を養老サービス産業の発展に投入。 

 民間企業等によるによる養老施設への投資・運営を推進。医療、養老、リハビ

リ、介護を融合した新型サービスモデルの展開を促進。 

 区(市)、町(鎮)、社区(村)における三級在宅養老サービスネッワークの構築。 

 養老施設の建設、養老サービス商品の開発、養老サービスの提供における公益

慈善団体の参画を奨励。 

 「医養結合」の養老サービス産業の発展を促進。「社区・在宅養老施設+保健

室・介護拠」”のサービスモデルの普及。 
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養老サービスの情報化関連： 

 「インターネット・プラス」による新たな在宅養老サービスのモデル構築。高

齢者向けのネット通販、金融、保険、ハイテク商品等を提供するフラットフォ

ームの構築。 

 家庭における医療モニタリング、センサーシステム開発の推進。高齢者向けに

生活、医療保健、緊急救助等の遠隔サービスを提供。 

 養老サービスに関する情報発信、サービス事業者管理、サービス品質評価等の

機能を統合した青島市養老サービス情報フラットフォームを構築。 

 

高齢者精神文化生活及び権利擁護関連： 

 高齢者の文化活動への参加を奨励。公益性文化事業の展開を推進。 

 高齢者教育の展開。「第 13 次 5 カ年規画」期間中に、高齢者の就学率を 18％、

高齢者の教育参加率は 20％とする。 

 高齢者活動センターの設立。無料利用の推進。 

 高齢者向けの談話室、カウンセリング拠点を設立。 

 高齢者に関連する法令の啓蒙普及。 

 

その他主要任務： 

 「敬老」をテーマとするボランティア活動、「敬老月」イベントの展開。各種

イベントの宣伝実施。 

 養老産業基地に対する優遇政策の制定。養老産業分野における国内外の先進企

業や有名ブランドを誘致。 

 有力な養老サービス企業のグループ化、中小企業のチェーン展開化を奨励。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-14 広東省広州市 

広州市民政事業発展「第 13 次 5 カ年規画」 

発表単

位 

広州市民政局 

発表文 穂民〔2016〕159 号 
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号 

発表日 2016 年 12 月 14 日 

URL http://www.gzmz.gov.cn/GZ09/8.1/201606/9fa2db3784324ab3adb5c5730fd67e2c.shtml 

 

現状  養老サービス「9064」目標の明確化。養老機構建設 3 年行動計画の実施。養老用地

53 カ所、計 144.42 ヘクタール。 

 養老ベッド数は 5.3 万床、高齢者千人当りの養老ベッド数は 38 床に達した。 

 施設内に医療施設を設置している養老施設は 44 カ所、医療施設と提携している養

老施設は 103 カ所。 

 在宅養老サービスモデルセンターは 24 カ所、在宅養老サービス拠点は 149 カ所、

デイサービスは 170 カ所、農村高齢者活動拠点は 1,142 カ所。 

 70 歳以上の高齢者に対して、19.6 億元の高齢者長寿保険金を支給。33.55 万人の

高齢者を「高齢者意外損害保険」に加入。 

目標   

項目 達成目標 単位 

養老施設のベッド数 

（うち）民営施設のベッド数 

    介護型養老施設のベッド数 

＞7.2 

＞70 

＞70 

万床 

％ 

％ 

高齢者千人当りの養老ベッド数 ＞40 個 

養老施設、デイサービスセンターの医療衛生サー

ビスカバー率 
100 % 

“平安通”緊急コールシステム設置数 ＞6 万世帯 

規模化経営の養老サービス企業及び社会団体 ≥500 カ所 

末端高齢者協会カバー率 
都市：＞95 

農村：＞80 
% 

養老サービス人才育成基地 ＞10 カ所 
 

主要任

務 

養老社会保障関連： 

 養老産業の「9064」目標の実現（90%の高齢者は在宅養老、6％の高齢者は社区養老、

４％の高齢者は施設養老） 

 社会福祉の普及（長期介護保険制度の策定。政府によるサービス購入の対象範囲・

サービスの種類の拡大。商業保険企業による高齢者意外傷害保険の開発等） 

 高齢者の家庭、住居地区の公共サービス施設におけるバリアフリー改造の推進。低

所得の高齢者家庭におけるバリアフリー改造を支援。 

 高齢者長期介護保険制度の構築を模索。 
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 商業保険企業による高齢者意外損害保険、長期介護保険などの商品開発、普及を支

援。 

 

医療保障関連： 

 「広州市医療救助方法」の全面的な実施。医療救助の範囲の拡大。 

 医療衛生機構と養老施設、デイサービスセンター、高齢者家庭との提携の推進。 

 

養老サービスシステムの確立関連： 

 社区在宅養老サービスの展開。都市・農村社区及び在宅高齢者を基本カバー。在宅・

社区養老サービス情報ネットワークの構築、試験的実施等。 

 養老サービススタッフの育成強化。人材支援、就職支援制度の整備。技術能力教育

の強化。 

 民間企業、外資企業によって運営される養老施設を奨励。 

 

養老サービスの情報化関連： 

 在宅養老総合サービスフラットフォームの構築。「10 分圏内での社区在宅養老サー

ビス圏」の構築。 

 

高齢者精神文化生活及び権利擁護関連： 

 末端高齢者協会の設立を奨励。高齢者文化教育スポーツ団体の育成・支援。 

 

その他主要任務： 

 養老産業企業クラスターの推進。広州市高齢者産業育成中心の設立。医療機器・リ

ハビリ器具企業の誘致等 

 養老産業における国内外企業との提携。香港、マカオ、台湾、海外のサービス事業

者による養老施設の設立を奨励。 

 

 

2-1-15 重慶市 

重慶市民政事業発展「第 13 次 5 カ年規画」 

発表単位 重慶市人民政府弁公庁 

発表文号 渝府弁公庁発〔2016〕261 号 

発表日 2016 年 12 月 14日 

URL http://jcz.cq.gov.cn/html/content/16/12/18228.shtml 
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現状  都市部・農村部における養老施設は 1,397 カ所。 

 養老ベッド数は 19.8 万床。 

 高齢者千人当りの養老ベッド数は 30 床。 

 低所得の要介護高齢者向けの養老サービス補助制度の整備。6.9 万人が対象と

なった。 

目標  

項目 達成目標 単位 

養老サービスベッド数 25 万床 

高齢者千人当りの養老ベッド数 35 床 

都市社区養老サービス施設のカバー率 80 % 

農村社区養老サービス施設のカバー率 60 % 
 

主要任務 養老社会保障関連： 

 低所得高齢者に対する基本的生活保障。 

 建設標準に合致しない養老施設の改造、既存福祉施設、敬老施設の入居条件の

改善。 

 投資補助、利息減免、運営補助、サービス購入などによる民営養老施設への支

援。 

 養老金融サービス商品のイノベーション。養老施設総合責任保険の普及。 

 低所得高齢者への養老サービス補助、高齢手当等の制度の整備。 

 

医療保障関連： 

 「医養結合」型養老施設の重点的発展（介護型、医療介護型ベッドの増加、養

老施設と周辺の医療衛生施設との提携の奨励） 

 市レベルにおいて要介護高齢者向け施設を 2 か所以上建設。各区・県に要介護

高齢者施設を 1カ所以上建設。 

 

養老サービスシステム関連： 

 「在宅養老を基本、社区養老が支え、施設養老が補完」、「医養結合」型の養

老サービスシステムの構築 

 在宅・社区養老サービスの推進。社区在宅養老サービス企業や社会組織の育成、

養老施設の専門化・ネットワーク化・ブランド化の経営の推進。 

 「公設民営」、「民営公助」の養老サービスモデルの模索。民間資本、外国資

本による参入奨励。高齢者用品の開発奨励等。 
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養老サービスの情報化関連： 

 「インターネット・プラス養老」の推進（緊急コール、家政サービス予約、健

康管理、食事調達、サービス費用納付などのサービスプラットフォームの構築、

クラウドコンピューティング、ビックデータ、IoT を通じた養老サービスの提

供等） 

 

 

2-1-16 四川省成都市 

成都市高齢事業発展「第 13 次 5 カ年規画」 

発表単位 成都市老齢工作委員会 

発表文号 成府函〔2016〕191 号 

発表日 2016 年 12 月 20日 

URL http://www.cdllb.org.cn/index.php?cid=28&tid=2838 

 

現状  小型養老施設を基本として、デイサービスセンター、高齢者食事介助が補完、

訪問サービスが支柱とする社区在宅養老サービスの発展モデルの模索。 

 社区のデイサービスセンター974カ所，高齢者千人当りの養老ベッド数は 34床

に達した。 

 各級高齢者大学(学校)を 95 カ所設立。 

目標  

項目 達成目標 単位 

都市の社区養老施設のカバー率 1 00 % 

農村の社区養老施設のカバー率 ＞80  

高齢者千人当りの養老ベッド数 45 床 

高齢者向け都市老朽化社区の改造率 ＞60 % 

高齢者基本医療保険の加入率 ＞95 % 

高齢者政策範囲内の入院費用清算割合 ＞80 % 

総合病院における老人病科設立の割合 50 % 

医養結合施設におけるリハビリベッド数（1 万人あた

り） 

＞10 
床 

社区各種文化施設のカバー率 100 % 

都市の社区末端高齢者協会団体のカバー率 100 % 

農村の社区末端高齢者協会団体のカバー率 95 % 
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主要任務 養老社会保障関連： 

 長期介護保険制度の試行事業の推進。高齢者介護補助金制度の整備。 

 全市 60 歳以上の高齢者を対象に、政府購入による安価な公益性保険商品の提

供。 

 養老施設の分類標準、養老施設への住居対象・サービス内容及び監督管理標準

制度の構築・整備。 

 普及型高齢者福祉及び社会優遇政策の制定。 

 高齢者向け最低生活保障、特別社会救助標準の向上。 

 

医療保障関連： 

 基本医療保険における安定的、持続可能な資金調達、精算割合の調整制度の整

備。 

 高齢者向け中医健康管理・サービスの展開。 

 高齢者病院、介護施設、リハビリ病院、総合病院における高齢者病科の設立。

2020 年までに市二級以上総合病院における高齢者病科の設置比率を 50％に向

上。 

 末端医療衛生機構における医療サービスと社区養老・在宅養老サービスとの結

合。高齢者の家庭と医療サービスに関する提携。 

 

養老サービスシステムの確立関連： 

 「在宅養老を基本、社区養老が支え、施設養老が補完」「医養結合」を中心と

する養老サービスシステムの構築。 

 在宅養老施設のブランド育成・発展。 

 社区養老施設、小型養老施設、デイサービスセンター、高齢者専用食堂、リハ

ビリセンターなどの社区養老施設・機構の建設推進。 

 「医養結合」養老施設、介護型・医療介護型養老ベッドの設置を重点推進。 

 公設養老施設における運営外部委託を奨励。 

 社会団体が運営する非営利性養老施設の設立を奨励。中低所得高齢者のサービ

スニーズの充足。 

 養老サービス市場の全面的な開放。養老施設の費用管理において市場メカニズ

ムによる整備を推進。 

 

養老サービスの情報化関連： 

 スマート養老社区、ビッグデータ、遠隔医療サービス等の情報フラットフォー

ムの構築。 

 健康管理情報システム、GPS 等を含む基本的スマート養老の展開。 

 全国老齢工作委員会、省級老齢工作委員会弁公室及び各区(市)県級老齢工作委
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員会弁公室との連携。高齢者情報ネットワークの構築。 

 

高齢者精神文化生活及び権利擁護関連： 

 高齢者教育を成都市教育発展計画及び生涯教育システムに取り込む 

 高齢者の文化活動施設の整備。 

 高齢者向けのスポーツ施設の建設・改築の強化。 

 高齢者向けの法律普及・宣伝・教育活動の展開。 

 

その他主要任務： 

 高齢者用品の消費市場の育成・拡大。養老産業に関連する企業の発展奨励。 

 関連業界・企業による高齢者生活用品の研究開発、生産の支援。高齢者用介護、

補助、トレーニング、リハビリ、電子救助コール製品などの用品の普及。 

 西部地区における高齢者商品・用品の研究開発基地の建設。 

 

2-1-17 陝西省西安市 

西安市民政事業発展「第 13 次 5 カ年規画」 

発表単位 西安市民政局 

発表文号 — 

発表日 2016 年 9月 26日 

URL http://www.xamzj.gov.cn/ptl/def/def/index_940_6494_ci_trid_2169727.html 

 

現状  養老施設を 124 カ所を設立（うち、公設施設 30カ所、民営施設は 94 カ所）。 

 社区在宅養老サービス拠点 512 か所を設立。農村老人ホーム 412 か所を設立。 

 各種養老ベッド数は 3.7 万床、高齢者千人当りの養老ベッド数は 30 床に達し

た。 

 「在宅を基本、社区が支え、養老施設が補完する」養老システム体系は基本的

に整備された。 

 高齢保健手当の支給を 100％実現。55 万人に手当を支給。 

目標   

プロジェクト 達成目標 単位 

養老ベッド数 6 万床 

高齢者千人当りの養老ベッド数 40 床 
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主要任務  社会養老サービスの専門化、多元化、社会化の実現 

 「在宅を基本、社区が支え、養老施設が補完する」養老サービスシステムの構

築 

 デイサービスセンター、高齢者活動センターなどのサービス施設を全社区に設

置。 

 100％の鎮、70%以上の農村の社区において、養老サービスを含む社区総合サー

ビスステーションを建設。農村社区に共済型養老サービス施設を建設。 

 区、街、社区（村）における三級在宅養老サービスネットワークの構築 

 

2-2 養老施設に対する建設補助金・運営補助金 

2-2-1 吉林省長春市 

政策名称 長春市養老サービス業発展に関する実施意見 

発表単位 長春市人民政府 

発表文号 長府発[2014]14 号 

発表日 2014 年 8月 18 日 

URL http://www.ccmz.gov.cn/ccmz/2/341/2014/10/i9571.shtml 

建設補助金 

（施設向け） 

 

補助対象(養老施設区

分) 
施設性質 補助金額(元/床) 

非営利性養老機構 

新築、拡大 9,000 

自己施設改築 7,000 

賃貸 2,000 

※別途、吉林省政府が 3,000 元/床の建設補助金を提供。 

《吉林省人民政府の養老サービスの加速発展に関する実施意見》(吉

政発〔2014〕9号) 

運営補助金 

（施設向け） 

 

補助対象(養老施設区分) 入居対象者 補助額(元/床/月) 

非営利性養老機構 

自立 100 

半自立 150 

非自立 200 
 

優遇税制  
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（施設向け） 補助対象(養老施設区分) 課金項目 優遇政策 

全施設 営業税 

免除 
非営利性養老機構 

不動産税 

土地使用税 

耕地使用税 

企業所得税 

※営業税免除条件：養老施設が提供する介護サービスの営業税を免除

する(以下同様) 。 

 2016 年より中国は全面的に“営更増”政策を実施、即ち営業税を増

値税に変更する (以下同様) 。 

デイサービス 

補助金 

・建設補助金：30～50 万元 ※面積に応じて変動 

 

在宅サービス

補助金 

・建設補助金：5～10 万元 

 

2-2-2 遼寧省瀋陽市 

政策名称 瀋陽市養老サービス業発展に関する実施意見 

発表単位 瀋陽市人民政府 

発表文号 瀋政発〔2015〕10 号 

発表日 2015 年 3月 27 日 

URL http://www.shenyang.gov.cn/zwgk/system/2015/04/22/010112169.sh

tml 

建設補助金  

補助対象(養老施設区分) 類別 補助金額(元/床) 

非営利性養老機構 
自己建設 10,000 

賃貸 6,000 
 

運営補助金  

補助対象(養老施設区分) 類別 補助額（元/人/年）

非営利性養老機構 
施設の等級に応じ

て変動 
1,20 

※瀋陽市養老施設レベル標準：瀋陽市民政局の養老施設レベル評価推

進に関する通知(瀋民〔2014〕114 号) 
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2-2-3  遼寧省大連市 

政策名称 大連市養老サービス業発展に関する実施意見 

発表単位 大連市人民政府 

発表文号 大政発〔2014〕55 号 

発表日 2014 年 12 月 30 日 

URL http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/dfxx/201501/20150100759715.

shtml 

建設補助金  

補助対象(養老施設区

分) 
施設性質 補助金額(元/床) 

非営利性養老機構 
新築 10,000 

改築・拡張 6,000 
 

運営補助金  

補助対象 

(養老施設区分) 
入居対象者 

補助額 

（元/人/年） 

非営利性養老機構 
自立・半自立 200 

非自立 400 

※入居高齢者は大連市戸籍保有者であることが条件 

 

2-2-4 北京市 

政策名称 北京市養老施設の建設加速の実施方法に関する通知 

発表単位 北京市人民政府 

発表文号 京政弁公室発[2013]56 号 

発表日 2013 年 10 月 31日 

URL http://zhengwu.beijing.gov.cn/gzdt/gggs/t1331745.htm 

建設補助金  

補助対象（養老施設性質） 施設性質 補助金額(元/床) 

非営利性養老機構 
介護型 25,000 

一般型 20,000 
 



中国における高齢者産業関連政策動向 調査報告書 

 

 

Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved   56 

 

運営補助金 北京市政府は養老施設の入居対象者により、異なる金額の運営補助金を

支給する。 

補助対象(養老施設区分) 入居対象者 補助額(元/人/月) 

非営利性養老機構 
自立 300 

非自立 500 
 

 

2-2-5 天津市 

政策名称 養老施設の補助金標準調整に関する通知 

発表単位 天津市民政局、天津市財政局 

発表文号 津民発〔2014〕57 号 

発表日 2014 年 9月 11 日 

URL http://www.tjmz.gov.cn/zwgk/system/2014/10/13/010026055.shtml 

 

 

 

建設補助金 

 

補助対象(養老施設区分) 類別 補助金額(元/ベッド) 

政府建設 
新築或は購入 30,000 

改築或は拡張 12,000 

非営利性養老機構 
新築或は購入 15,000 

改築或は拡張 6,000 
 

運営補助金  

補助対象 

(養老施設区分) 
入居対象者 

補助額 

（元/床/年） 

全施設 

自立 1,050 

半自立・非自立 22 0 
 

 

2-2-6 湖北省武漢市 

政策名称 武漢市の社会養老サービス体系建設の推進加速に関する意見 

発表単位 武漢市人民政府 

発表文号 武政[2012]89 号 

発表日 2012 年 10 月 31日 

URL http://www.whmzj.gov.cn/News_View.aspx?id=18374 
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建設補助金  

補助対象（養老施設性

質） 
施設性質 補助金額(元/床) 

非営利性養老機構 新築、改築、拡張 3,000 
 

運営補助金  

補助対象(養老施設区分) 補助額(元/人/月) 

非営利性養老機構 100 
 

 

2-2-7 上海市 

政策名称 上海市“十三五”養老サービス施設の建設建設推進に関する実施意見 

発表単位 上海市人民政府事務局 

発表文号 滬府事務局〔2016〕70 号 

発表日 2016 年 8月 18日 

URL http://www.shmzj.gov.cn/gb/shmzj/node8/node15/node55/node230/node262

/u1ai43480.html 

建設補助金  

補助対象 

（養老施設区

分） 

施設性質 位置 区域 
補助額 

（元/㎡） 

政府投資 新築 

社区内 — 3,450 

社区外 

郊外、普陀

区、虹口区、

楊浦区 

2,300 

黄浦区、靜安

区、長寧区、

徐匯区 

2 万元/床 

非営利性養老機

構 
— — — 2,300 

非営利性養老機

構 

改築或は

拡張 
— — 改築費用の 50% 

 

運営補助金 ■上海市楊浦区 ※施設のレベル評価に応じて支給 

補助対象(養老施設区分) 総合評価 補助額(元/床/月) 

非営利性養老機構 100 100 
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90-100 90 

80-90 80 

70-80 70 

60-70 60 

＜60 50 

※運営補助金標準：上海市楊浦区民政局の私営養老施設の運営補助金支給方

法(試行) 

■上海市浦東新区 

 

補助対象 

(養老施設区分) 
入居対象者 

補助額 

(元/人/月) 

全施設 

非自立 

（自立能力喪失、認知症高齢

者） 

  120～300 元 

※運営補助金標準：浦東新区養老サービス事業発展支援意見に関する通知

(浦府〔2012〕323 号) 

 

2-2-8 江蘇省南京市 

政策名称 南京市養老サービス補助金実施方法(試行) 

発表単位 南京市民政局、南京市財政局 

発表文号 寧民福〔2015〕172 号、寧財社〔2015〕481 号 

発表日 2015 年 8月 18日 

URL http://mzj.nanjing.gov.cn/mzj/33719/ylfw/zcfg_63467/201510/t20151

013_3595221.shtml 

建設補助金  

補助対象(養老施設区分) 施設性質 補助金額(元/床) 

全施設 
自己所有物件 10,000 以上 

賃貸物件 5,000 以上 
 

運営補助金  

補助対象 

(養老施設区分) 
入居対象者 

補助額 

(元/床/月) 

全施設 非自立 1 0 
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半自立 12 

※運営補助金標準：南京市政府の養老サービス加速発展に関する実施意見

(寧財発〔2014〕216 号) 

 

2-2-9 江蘇省蘇州市 

政策名称 蘇州市養老サービス事業発展の推進加速に関する若干補充意見 

発表単位 蘇州市人民政府 

発表文号 蘇府〔2011〕195 号 

発表日 2011 年 10 月 26日 

URL http://www.suzhou.gov.cn/bmdw/smzj/xxgk_1041/mzqz_2155/zcwj_2163/

201112/P020111226538224682335.pdf 

建設補助金 。 

補助対象 

（養老施設性質） 
施設性質 入居対象者 

補助金額 

(元/床) 

非営利性養老機構 

新築 

自立生活不可 

（介助、介護が 要な高齢

者） 

10,000 

改築或は

拡張 
自立 2,500 

改築或は

拡張 

自立生活不可 

（介助が必要な高齢 ） 
4,000 

改築或は

拡張 

自立生活不可 

（介護が必要な 齢者） 
5,000 

※蘇州市政府は ISO 認証を取得した養老施設に対し、50,000 元の一括奨励

金を支給。 

※養老施設は提供可能なサービスによって、自立、介助、介護及び総合介

護型の四種類に区分される。 

運営補助金  

補助対象(養老施設区分) 入居対象者 補助額(元/床/月) 

非営利性養老機構 

自立生活不可 

（要介助高齢者） 
120 

自立生活不可 

（要介護高齢者） 
2 0 

 

 

2-2-10 江蘇省南通市 

政策名称 社会養老サービス体系建設の推進及び養老サービス発展加速に関する実
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施意見 

発表単位 南通市人民政府 

発表文号 通政発〔2015〕27 号 

発表日 2015 年 4月 11日 

URL http://xxgk.nantong.gov.cn/govdiropen/jcms_files/jcms1/web1/site/

art/2015/4/17/art_5340_410841.html 

建設補助金  

補助対象（養老施設性質） 施設性質 補助金額(元/床) 

非営利性養老機構 

（介護型） 

自己所有

物件 
10,000 以上 

賃貸物件 5,000 以上 
 

運営補助金  

補助対象(養老施設区分) 補助額(元/ベッド/月) 

非営利性養老機構 80 

※運営補助金標準：南通市政府の南通市社会養老サービスシステム構築の

加速推進に関する意見(通政発〔2012〕46 号) 

 

2-2-11 浙江省杭州市 

政策名称 社会力量による養老サービス機構奨励に関する実施意見 

発表単位 杭州市人民政府 

発表文号 杭政弁〔2014〕3 号 

発表日 2014 年 1月 28日  

URL http://govinfo.nlc.gov.cn/zjshzfz/zfgb/926260a/201405/t20140520_5

219809.shtml?classid=439 

建設補助金  

補助対象（養老施設性

質） 
施設性質 位置 

補助金額(元/ベッ

ド) 

非営利性 

自己建設 
市内 

6,000 

賃貸 4,000 

自己建設 
郊外 

3,000 

賃貸 2,500 

※市内：上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、杭州高新開発区(浜江)、

杭州経済開発区、杭州西湖風景名勝区 

※郊外：蕭山区、余杭区及び五つの県(市)を含む。 
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運営補助金 市内の施設では等級に応じて補助金を支給している。 

レベル 補助額(元/人/月) 

5 つ星養老施設 200 

4 つ星養老施設   0 

3 星及び以下の養老施

設 
1 0 

※養老施設で自立生活能力喪失、認知症高齢者を受け入れる場合、上記補

助金に加えて月 50 元/月を追加支給する。 

養老施設レベル評価基準：養老施設レベル評価及び区分划分。 

 

2-2-12 浙江省寧波市 

政策名称 寧波市養老サービスに対する民間資本投資の奨励に関する実施意見 

発表単位 寧波市人民政府 

発表文号 甬政発[2014]68 号 

発表日 2014 年 7月 24日 

URL http://zfxx.ningbo.gov.cn/art/2014/8/6/art_2447_753012.html 

建設補助金 同市では、50 床以上の規模で設立する施設について、営利、非営利に関

わらず同等の建設補助金を支給する。 

補助対象（養老施設性質） 施設性質 補助金額(元/床) 

営利・非営利性養老機構 
新築 20,000 

改築、賃貸 10,000 
 

運営補助金 寧波市政府は寧波市戸籍所有の自立生活能力喪失、自立生活能力半喪失

高齢者を収容した非営利性養老施設に一定額の運営補助金を支給する。 

補助対象 

(養老施設区分) 
入居対象者 

補助額 

(元/人/月) 

非営利性養老機構 

非自立 

（自立能力喪失、半喪失高齢

者） 

100 以上 

※運営補助金標準：社会養老サービスシステム構築を完備に関する意見

(甬政発[2012]85 号) 

2-2-13 山東省青島市 

政策名称 養老サービス産業の加速発展に関する実施意見 

発表単位 青島市人民政府 

発表文号 青政発〔2016〕36 号 
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発表日 2016 年 12 月 15 日 

URL http://www.qingdao.gov.cn/n172/n68422/n68424/n31280703/n31280704/

161215133006670827.html 

建設補助金  

補助対象(養老施設区分) 施設性質 補助金額(元/床) 

「医養結合」型 
新築 14,400 

改築、賃貸 7,200 

一般型 
新築 12,000 

改築、賃貸 6,000 

※ 改築、賃貸の場合、使用期間が 5年以上であること。 

新築養老施設の建設補助金は地方政府が 3 年に分けて支給、改築、賃

貸養老施設の建設補助金は地方政府が 2年に分けて支給する。 

運営補助金 青島市政府は養老施設の入居対象者により、異なる運営補助金措置を行

う。 

補助対象 

( 養老施設区

分) 

入居対象者 
補助額 

(元/人/月) 

全施設 自立 220 

全施設 
半自立・非自立 

（認知症高齢者） 
350 

※養老施設収容高齢者は青島市戸籍保有者であること。 

その他政策 一括奨励金補助政策： 

養老施設のレベルに応じた一括奨励金の制度を設けている。 

補助対象(養老施設区分) レベル 補助額(元) 

全施設 3 つ星養老施設 100,000 

全施設 4 つ星養老施設 150,000 

全施設 5 つ星養老施設 200,000 

※青島市養老施設レベル標準：青島市民政局で発布した《青島市養老施設

レベル評価基準》《青島市高齢者介護需要評価基準》業界基準に関する通

知 

 

2-2-14 広東省広州市 

政策名称 広州市民間養老機構資金援助弁法  
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発表単位 広州市民政局、広州市財政局 

発表文号 穂民規字[2017]7 号 

発表日 2017 年 4月 19日 

URL http://www.gzmz.gov.cn/fljg/201704/1bede582b6e449b3bfd43d36678e78

11.shtml 

 

 

建設補助金 

 

補助対象(養老施設区分) 施設性質 補助金額(元/床) 

全施設 

自己所有物件 15,000 

賃貸物件 10,000 
 

運営補助金  

補助対象 

(養老施設区分) 
入居対象者 

補助額 

(元/人/月) 

公益性養老機構 

重度要介護 500 

中度要介護 300 

低度要介護 200 

経営性養老機構 

重度要介護 300 

中度要介護 200 

低度要介護 100 
 

その他政策 一括奨励金補助政策： 

養老施設のレベルに応じた一括奨励金の制度を設けている。 

補助対象(養老施設区分) レベル 補助額（元） 

全施設 3 つ星養老施設 50,000 

全施設 4 つ星養老施設 100,000 

全施設 5 つ星養老施設 200,000 

※広州市養老施設レベル標準：《広東省福祉施設レベル認定方法》(粤民福

〔2012〕25 号)  

 

 

2-2-15 重慶市 

政策名称 重慶市養老サービス業の発展推進の加速に関する実施意見 
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発表単位 重慶市人民政府 

発表文号 渝府発〔2014〕16 号 

発表日 2014 年 4月 23 日 

URL http://www.cq.gov.cn/publicinfo/web/views/Show!detail.action?s

id=3863505 

 

 

建設補助金 

 

 

補助対象 

(養老施設区分) 
施設性質 増設ベッド数 

補助金額 

(元/床) 

全施設 
新築、拡張 50 床以上 5,000 

改築 20 床以上 1,000 
 

運営補助金 重慶市は各区・県にて個別の運営補助金制度を設けている。 

 重慶市渝中区 

補助対象(養老施設区分) 入居対象者 補助額(元/床/月) 

非営利性養老機構 
自立高齢者 200 

要介護高齢者 600 

※《重慶市渝中区の社会の力で非営利性養老サービス施設設立を奨励

する方法(試行)》配布に関する通知(渝中府弁〔2012〕193 号) 

重慶市大渡口区 

施設のレベル評価に応じて運営補助金を支給。 

補助対象(養老施設区分) レベル 補助額(元/人/月) 

非営利性養老機構 
3 つ星養老施設 100 

つ 2 星養老施設 50 

※ベッド運営補助は実際の高齢者入居月数、ベッド数を基準とする。 

※社会力量による養老サービス施設の設立奨励のに関する実施意見

通知（大渡口府弁〔2015〕65 号） 

2-2-16 四川省成都市 

政策名称 成都市養老サービス業イノベーション発展の加速に関する実施意見 

発表単位 成都市人民政府 

発表文号 成府発〔2015〕6 号 

発表日 2015 年 2月 10日 



中国における高齢者産業関連政策動向 調査報告書 

 

 

Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved   65 

 

URL http://huigu.chengdu.gov.cn/wenjian/detail.jsp?id=b71SIgMYI3ZxvNl

BReZJ&ClassID=07030202090102 

建設補助金  

補助対象(養老施設区分) 施設性質 補助金額(元/床) 

営利性養老機構 
新築 10,000 

改築 5,000 

非営利性養老機構 

新築 12,000 

改築 6,000 
 

  

 

2-2-17 陝西省西安市 

政策名称 社会力量による養老施設建設に関する資金補助弁法通知（暫定） 

発表単位 西安市民政局、西安市財政局 

発表文号 市民発〔2013〕230 号 

発表日 2013 年 8月 22日 

URL http://www.xamzj.gov.cn/websac/cat/1020287.html 

建設補助金 西安市では養老施設の性質及び所在地により、異なる金額の建設補助金

を支給している。 

補助対象 

（養老施設性質） 
施設性質 位置 

補助金額 

(元/床) 

非営利性養老機構 

新築 市内６区内 4,000 

購入、改築或拡張 市内６区内 1,500 

新築 市内６区外 3,000 

購入、改築或は拡

張 
市内６区外 1,000 

※市内６区：新城区、碑林区、蓮湖区、雁塔区、未央区、灞橋区 

運営補助金 西安市政府は養老施設の入居対象者及び施設レベル（サービス内容・品質

など）に応じて、運営補助金を支給している。 

補助対象 

(養老施設区分) 
入居対象者 

レベ

ル 

補助額 

(元/人/月) 

全施設 自立 

1 50 

2 40 

3 30 



中国における高齢者産業関連政策動向 調査報告書 

 

 

Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved   66 

 

半自立 

1 70 

2 60 

3 50 

非自立 

1 98 

2 80 

3 70 

※西安市養老サービスの加速発展に関する実施意見(市政発〔2015〕23 号)。 

 

URL http://www.njmz.gov.cn/mzj/33719/33772/33776/201506/t20150609_33

71689.shtml 

補助政策 南京市戸籍の満 80 歳以上の高齢者に手当を支給する。基準は年齢によ

り 3段階に分ける。 

補助対象 
補助金額（元/人/

月） 

満 80～89 歳 ≥50 

満 90～99 歳 ≥100 

満 100 歳以上(100 歳を含む) ≥300 
 

 

 

2-3 中国地方政府におけるデイサービス施設の整備状況 

2-3-1 吉林省長春市 

関連政策 

政策名称 長春市在宅養老サービス基準(試行)  

発表単位 長春市民政局 

発表文号 — 

発表日 2016 年 6月 2 日 

URL http://www.ccmz.gov.cn/ccmz/2/689/2016/06/i11129.shtml 

整備状況 

整備件数 

（2015 年末現

在） 

 

施設性質 整備件数（件） カバー率 

社区養老センター 360 80 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 
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施設の事例  

施設名称 
長春市南昌街佐隣佑舎在宅養老サービスセ

ンター 

電話番号 +86-431-88442999 

運営企業 吉林佐佑頤養服務有限公司 

政府の建設補助金（一括） 60,000 元 

政府の運営補助金（年間） 20,000 元 

利用料金とサービス 

訪問サービス：800-2,500 元/月 

サービス内容：家事代行、食事調達、健康診

断協力、介護、入浴介助等 

利用率 80% 

 

施設名称 
長春市南関区民康街道九聖祠社区在宅養老

サービスセンター 

電話番号 +86-431-84419885 

運営企業 中齢養老服務産業有限公司 

政府の建設補助金（一括） 80,000 元 

政府の運営補助金（年間） 30,000 元 

利用料金とサービス 

訪問サービス 500-1,500 元/月 

サービス内容：家事代行、食事調達、入浴介

助等 

利用率 70% 
 

主要施設リスト 番号 施設名称 

1 長春市南関区東風社区在宅養老サービスセンター 

2 長春市栄光街道事務所嶺東社区「幸福里」老人ホーム 

3 長春市八里堡日间サービス站 

4 長春市緑園区绿园区中匯在宅養老サービスセンター 

5 長春市曙光街道佐隣佑舎在宅養老サービスセンター 

6 長春市南関区民康街道九聖祠社区在宅養老サービスセンター 

7 長春市南関区東風社区和信在宅養老サー スセンター 

8 長春市晨夕社区在宅養老サービスセンター 

9 長春市南昌街佐隣佑舎在宅養老サービスセンター   

10 長春市北安街佐隣佑舎佐隣佑 在宅養老サ ビスセンター 

11 長春市家人幇湖西街道在宅養老サービスセンター 
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12 
長春市緑園区春城街道昇陽社区養安享在宅養老サービスセン

ター 

13 長春市南関区天瑞英傑在宅養老サービスセンター 

14 長春市二道区栄光街道嶺東社区幸福里老人ホーム 

15 長春市東駅街道紫盈在宅養老サービスセンター 
 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

＜補助政策＞ 

類型 社区養老センター(総合) 社区養老センター(日間) 

施設名称 都市社区托養センター 社区高齢者日間サービスセンター 

政府の建

設補助金

（一括）

金 

補助金額 

(単位：元) 

補助基準 

（主要サービス） 

補助金額 

(単位：元) 

補助基準 

（主要サービス） 

300,000-500,000 

デイサービス、ショ

ートステイ、長期入

居 

50,000-100,000 在宅サービス 

政府の運

営補助金

（年間）

金 

補助金額 

(単位：元) 

補助基準 

（レベル） 

補助金額 

(単位：元) 

補助基準 

（レベル） 

— — — — 

（出所）「長春市人民政府の養老サービス業の発展加速に関する実施意見」（長府発[2014]14 号） 
 

2-3-2 遼寧省瀋陽市 

関連政策 

政策名称 瀋陽市人民政府の養老サービス業の発展加速に関する実施意見 

発表単位 瀋陽市人民政府 

発表文号 瀋政発〔2015〕10 号 

発表日 2015 年 3月 27 日 

URL http://www.shenyang.gov.cn/zwgk/system/2015/04/22/010112169.shtml 

整備状況 

整備件数 

（2015 年末現

在） 

 

施設性質 整備件数（件） カバー率 

社区養老センター 700 80% 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

施設の事例  

施設名称 瀋陽渾南新区五三在宅養老サービスセンター 

運営企業 遼寧頤康養老服務有限公司 
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電話番号 +86-24-25777772 

政府の建設補助金（一括） 100,000 元 

政府の運営補助金（年間） 20,000 元 

利用料金とサービス 
デイサービス：9-15 元/日、健常者が主要対

象 

利用率 90% 

 

施設名称 
瀋陽市大南地区慈恩坊在宅養老サービスセ

ンター 

電話番号 +86-24-24126780 

運営企業 遼寧慈恩坊養老産業有限公司 

政府の建設補助金（一括） 100,000 元 

政府の運営補助金（年間） 50,000 元 

利用料金とサービス 
訪問サービス： 600-2,000 元/月 

サービス内容：食事調達、看護、清掃等 

利用率 

 
100% 

 

主要施設リスト 番号 施設名称 

1 
瀋陽市鉄西区興工九委社区連霞居家在宅養老サービスセン

ター 

2 瀋陽市于洪区碧桂園在宅養老サービスセンター 

3 
瀋陽市瀋北新区道義街道民豊社区在宅養老サービスセンタ

ー 

4 瀋陽市瀋河区荟萃在宅養老サービスセンター 

5 瀋陽市渾南新区五三在宅養老サービスセンター 

6 瀋陽市渾南新区天泰在宅養老サービスセンター 

7 
瀋陽市皇姑区三台子街道牡丹園社区在宅養老サー スセンタ

ー 

8 
瀋陽市蘇家屯中興街道(九九清華)在宅養老サービスセンタ

ー 

9 瀋陽市大東区在宅養老サービスセンター 

10 瀋陽市和平区八経在宅養老サービスセンター 

11 瀋陽市瀋河区大南地区社区サービスセンター 

12 瀋陽碁盤山開発区満堂街道養老センター 

13 瀋陽市和平区大都市在宅養老サービスセンター 

14 瀋陽市于洪区碧桂園在宅養老サービスセンター 
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15 瀋陽市大南地区慈恩坊在宅養老サービスセンター 
 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

 

 

 

 

＜補助政策＞ 

類型 社区養老センター(総合) 社区養老センター(日間) 

施設名称

（※） 
区域性在宅養老サービスセンター 社区高齢者デイケアステーション 

政府の建設

補助金（一

括） 

補助金額 

(単位：元) 
補助基準 

補助金額 

(単位：元) 
補助基準 

500,000 — 100,000 — 

政府の運営

補助金（年

間） 

補助金額 

(単位：元) 
補助基準 

補助金額 

(単位：元) 
補助基準 

— — — — 

（※）瀋陽市民政局への聞き取り調査によると、両施設の大きな違いは建築面積である。「区域性在

宅養老サービスセンター」は 600 ㎡以上、「社区高齢者デイケアステーション」は 200 ㎡以上であ

る。 

（出所）「瀋陽市人民政府の養老サービス業の発展加速に関する実施意見」（瀋政発〔2015〕10 号） 

 

2-3-3 遼寧省大連市  

関連政策 

政策名称 大連市人民政府の養老サービス業の発展加速に関する実施意見 

発表単位 大連市人民政府 

発表文号 大政発〔2014〕55 号 

発表日 2014 年 12 月 30 日 

URL http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/dfxx/201501/20150100759715.shtml 

整備状況 

整備件数 

（2015 年末現

在） 

 

施設性質 整備件数（件） カバー率 

社区養老センター 255 80% 

（出所）大連市老齢事業発展計画綱要（2014—2020 年） 
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施設の事例  

施設名称 大連市慈屋照護在宅養老サービスセンター 

電話番号 +86-411-81894489 

運営企業 大連七星管家物聯網科技有限公司 

政府の建設補助金（一括） — 

政府の運営補助金（年間） 60,000 元 

利用料金とサービス 

ショートステイ： 

 110-130 元/日、健常者 

150-170 元/日、要介護者（一部自立可能） 

180-200 元/日、要介護者（自立不可能） 

デイサービス：  

60 元/日、健常者 

80 元/日、要介護者（一部自立可能） 

 100 元/日、要介護者（自立不可能） 

訪問サービス： 1,500-3,500 元/月 

サービス内容：料理、健康診断、受診随行、

家事代行等 

利用率 

 
50% 

 

施設名称 
大連市黒石礁街道西南路社区馨愛養老サー

ビスセンター  

電話番号 +86-411-84573933 

運営企業 大連市馨愛公益基金会 

政府の建設補助金（一括） — 

政府の運営補助金（年間） 40,000 元 

利用料金とサービス デイサービス： 10 元/日、健常者が対象 

利用率 

 
95% 

 

主要施設リスト 番号 施設名称 

1 大連市中山区青雲林海社区在宅養老サービス拠点 

2 大連市黒石礁街道西南路社区馨愛養老サービスセンター 

3 大連市西岡区ヴィス福祉高齢者介護センター 

4 大連市沙河口区在宅養老サービスセンター 

5 
大連市辛寨子街道魅力社区魅力在宅養老サービスセンタ

ー 
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6 
大連市李家街道緑景社区養安享在宅養老サービスセンタ

ー 

7 大連市金普新区在宅養老サービス総合モデルセンター 

8 大連市中山区社区在宅養老サービス総合モデルセンター 

9 大連市普蘭店市城子坦鎮養老サービスセンター 

10 大連市人民路街道道養老サービスセンター 

11 大連市葵英街道養老サービスセンター 

12 大連市桃源街道養老サービスセンター 

13 大連市海軍広場街道養老サービスセンター 

14 大連市慈屋サービス在宅養老サービスセンター 

15 大連市中山公園家庭養老サービスセンター 
 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

 

＜補助政策＞ 

類型 社区養老センター 

施設名称 在宅養老サービスセンター 

政府の建設補

助金（一括） 

補助金額 

(単位：元) 
補助基準 

— — 

政府の運営補

助金（年間） 

補助金額 

(単位：元/年) 
補助基準 

市政府は区（市、県）が支出する

補助金の 50％を補助する。ただ

し、支出限度額は 5万元。 

— 

（出所）「大連市人民政府の養老サービス業の発展加速に関する実施意見」（大政発〔2014〕55 号） 

 

2-3-4 北京市 

関連政策 

政策名称 北京市在宅養老サービス展開支援の十条政策に関する通知 

発表単位 北京市老齢事業委員会 

発表文号 京老齢委員会発〔2016〕7 号 

発表日 2016 年 5月 3 日 

URL http://www.bjmzj.gov.cn/templet/mzj/ShowArticle.jsp?id=118306 
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政策名称 社区養老サービス拠点建設の展開に関する意見 

発表単位 北京市老齢事業委員会 

発表文号 京老齢委員会発〔2016〕7 号 

発表日 2016 年 5 月 14 日  

URL http://www.bjmzj.gov.cn/news/root/llgz/2016-

05/118307.shtml?NODE_ID=root 

整備状況 

整備件数 

（2015 年末現

在） 

 

施設性質 整備件数（件） カバー率 

社区養老センター  400 90% 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

施設の事例  

施設名称 北京市安貞街道養老サービスセンター 

運営企業 北京紅楓盈社区服務有限公司 

電話番号 +86-10-56420155 

政府の建設補助金（一括） 200,000 元 

政府の運営補助金（年間） 80,000 元 

利用料金とサービス 

ショートステイ：  

200-300 元/日、健常者 

180-250 元/日、要介護者（一部自立可能） 

110-150 元/日、要介護者（自立不可能） 

デイサービス：  

180-220 元/日、要介護者 

利用率 

 
95% 

 

施設名称 
北京儆堂集西城牛街西里区社区養老サービ

ス拠点 

電話番号 +86-10—57746940 

運営企業 儆堂集養老服務(北京)有限公司 

政府の建設補助金（一括） 300,000 元 

政府の運営補助金（年間） 70,000 元 

利用料金とサービス 

ショートステイ： 

 230 元/日、要介護者（一部自立可能） 

250 元/日、要介護者（自立不可能） 
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デイサービス：  

100-120 元/日、健常者 

120-150 元/日、要介護者（一部自立可能） 

利用率 

 
70% 

 

主要施設リスト 番号 施設名称 

1 北京市安貞街道養老サービスセンター 

2 北京市朝陽区福寿苑サービスセンター 

3 北京儆堂集西城牛街西里区社区養老サービス拠点 

4 北京市朝陽区六里屯社区衛生サービスセンター 

5 北京市朝陽区酒仙橋楽居老年マンション 

6 北京市朝陽区麦根賃貸ビルサービスセンター 

7 北京市石景山区八角街道養老サービスセンター 

8 北京市海澱区清河安寧養老サービスセンター 

9 北京市潘家園夕陽紅拠点 

10 北京市西城区新街口養老サービスセンター 

11 北京市西城区新街口街道養老サービスセンター 

12 北京市西城区白紙坊街道養老サービスセンター 

13 北京市西城区大柵欄街道養老サービスセンター 

14 北京市西城区広安門外街養老サービスセンター 

15 北京市海澱区香山養老サービスセンター 
 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

 

＜補助政策＞ 

北京市社区養老サービス拠点への補助政策は制定中であり、各区にて現段階独自に取り組んでいる。

拠点によって若干異なるが、約 30,000 元の建設補助金が支給されている。 

また、北京市街道（郷、鎮）養老サービスセンターへの最新補助政策は制定中であり、現段階で確

認できるのは以下の 2014 年の補助策である。 

※社区養老サービス拠点と街道（郷、鎮）養老サービスセンターの大きな区別は建築面積であり、

前者は 1,000 ㎡以下、後者は 1,000 ㎡以上を指す。また、共通のデイサービス、食事サービス、レ

クリエーション活動等のほか、街道（郷、鎮）養老サービスセンターでは訪問サービスやショートス

テイなども行っている。 

 

 



中国における高齢者産業関連政策動向 調査報告書 

 

 

Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved   75 

 

 

 

 

類型 社区養老センター 

施設名称 街道（郷、鎮）養老サービスセンター 

 

 

 

 

政府の建設補

助金（一括） 

建設改築補助 

補助金額 

(単位：元) 

補助基準 

(施設性質) 

≤3,000,000 新築、改築、拡大 

設備配置補助 

補助金額 

(単位：元) 

補助基準 

(施設性質) 

≤100,000（一製品） 高額設備配置 

政府の運営補

助金（年間） 

補助金額 

(単位：元) 

補助説明 

（サービス人数） 

— — 

※上記二種類の補助金は同時に申請可能だが、最高限度額は 450 万元。 

（出所）「2014 年街道（町村）養老サービスセンター建設事業を一層進行させることに関する通知」

(京民福発〔2014〕118 号) 

 

2-3-5 天津市 

関連政策 

政策名称 在宅養老サービスの政府補助事業の推進に関する実施意見 

発表単位 天津市民政局 

発表文号 津民発〔2008〕54 号 

発表日 2008 年 

URL http://www.tjmz.gov.cn/zwgk/system/2014/07/18/010020515.shtml 

整備状況 

整備件数（2015

年末現在） 

 

施設性質 整備件数（件） カバー率 

社区養老センター 1,000 80 % 
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施設の事例 （出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

施設名称 
天津市河東区魯山道街橙翠園養老サービス

センター 

電話番号 +86-22-24622502 

運営企業 天津市居家楽科技発展有限公司 

政府の建設補助金（一括） 130,000 元 

政府の運営補助金（年間） 25,000 元 

利用料金とサービス 

デイサービス： 10 元/日、健常者が主要対

象 

訪問サービス：30-40 元/時間 

サービス内容：入浴介助、清掃、介護等 

利用率 

 
90% 

 

施設名称 
天津市河東万新村在宅養老サービスセンタ

ー 

電話番号 +86-22-24376688 

運営企業 天津逸福園家政服務有限公司 

政府の建設補助金（一括） 100,000 元 

政府の運営補助金（年間） 20,000 元 

利用料金とサービス 

ショートステイ：  

140 元/日、 要介護者（自立不可能） 

90 元/日、要介護者（一部自立可能） 

訪問サービス： 

130 元/日、要介護者（自立不可能） 

 80 元/日、要介護者（一部自立可能） 

サービス内容：入浴介助、食事調達、健康診

断、介護等 

利用率 

 
70% 

 

主要施設リスト 番号 施設名称 

1 天津市东新街遠翠東里高齢者日間養老サービスセンター 

2 天津市河東区魯山道街橙翠園養老サービスセンター 

3 天津市紅橋区双環邨街日間養老サービスセンター 

4 天津市東新街環秀西里楽聆智慧養老サービスセンター 
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5 天津市河東万新村在宅養老サービスセンター 

6 天津市西青中北鎮在宅養老サービスセンター 

7 天津市梅江サービス在宅養老センター 

8 天津市河東区和悦家園社区愛家宿場在 養老サービスセンター 

9 天津市福寿康在宅養老サービスセンター 

10 天津市浜海新区天同在宅養老サービスセンター 

11 天津市静海県荣福在宅養老サービスセンター 

12 天津市東麗区無瑕街道在宅養老サービスセンター 

13 天津市河東区好隣里在宅養老サービスセンター 

14 天津市津南区幇万家社区智慧在宅養老サービスセンター 

15 天津市六段社区在宅養老サービスセンター 
 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

 

＜補助政策＞ 

現在、天津市政府はまだ社区養老サービスセンターの補助政策を制定していないため、各区・街道

では社区養老センターの具体的な運営状況に応じて、独自に食事代の補助、医療サービスへの補助

等を行っている。 

 

2-3-6 湖北省武漢市 

関連政策 

政策名称 武漢市社区在宅養老サービス情報システム構築事業に関する通知 

発表単位 武漢市民政局、武漢市財政局 

発表文号 武民政[2013]43 号 

発表日 2013 年 4月 8 日 

URL http://www.whmzj.gov.cn/News_View.aspx?id=14259 
 

政策名称 企業及び社会組織の社区養老サービス参与の奨励に関する通知 

発表単位 武漢市工商行政管理局、武漢市民政局 

発表文号 武工商[2013]69 号 

発表日 2013 年 8月 12 日       

URL http://www.whmzj.gov.cn/News_View.aspx?id=18357 

整備状況 

整備件数（2015

年末現在） 

 

施設性質 整備件数（件） カバー率 
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都市社区養老センター 512 80% 

町村社区養老センター 120 50% 

（出所）「武漢市高齢事業展開「第 13・5 カ年規画」(意見募集案)」 

施設の事例  

施設名称 武漢市安静社区在宅養老サービス拠点 

電話番号 +86-27-82285299 

運営企業 武漢晩晴家政服務有限公司 

政府の建設補助金（一括） 100,000 元 

政府の運営補助金（年間） 60,000 元 

利用料金とサービス 

訪問サービス：30-35 元/時間 

サービス内容：健康診断、看護、清掃、介護、

食事サービス等 

利用率 

 
80% 

 

施設名称 武漢市僑亜橋西賃貸ビルサービスセンター 

電話番号 +86-27-62430292 

運営企業 武漢僑亜置業集団有限公司 

政府の建設補助金（一括） 100,000 元 

政府の運営補助金（年間） 60,000 元 

利用料金とサービス 

訪問サービス：6,000 元/月（住み込み） 

        2,500 元/月（一日 3 時間勤務） 

サービス内容：健康診断、介護、清掃、カウ

ンセリングサービス等 

利用率 

 
70% 

 

主要施設リスト 番号 施設名称 

1 武漢市民族街和平社区在宅養老サービス拠点 

2 武漢市民族街大董社区在宅養老サービス拠点 

3 武漢市花水街東民社区在宅養老サービス拠点 

4 武漢市花水街向前社区在宅養老サービス拠点 

5 武漢市民意街永豊社区在宅養老サービス拠点 

6 武漢市民意街多聞社区在宅養老サービス拠点 

7 武漢市新華街循礼社区在宅養老サービス拠点 
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8 武漢市万松街航側社区在宅養老サービス拠点 

9 武漢市漢正街旌徳社区在宅養老サービス拠点 

10 武漢市漢正街竹牌社区在宅養老サービス拠点 

11 武漢市六角亭街民意社区在宅養老サービス拠点 

12 武漢市安静社区在宅養老サービス拠点 

13 武漢市大智街吉慶社区在宅養老サービスセンター 

14 武漢市一元街揚子社区在宅養老サービスセンター 

15 武漢市僑亜橋西賃貸ビルサービスセンター 
 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

＜補助政策＞ 

類型 社区養老センター 

施設名称 在宅養老サービスセンター 

政府の建設補助金

（一括） 

補助金額 

(単位：元) 

補助基準 

（性質） 

100,000 

既存の施設を利用して建設或いは

賃貸契約期間が 5年以上経ち、か

つ関連の基準をクリアした施設が

対象 

政府の運営補助金

（年間） 

補助金額 

(単位：元) 

補助基準 

（運営状況） 

60,000 正常運営で年度審査合格 

（出所）「武漢市人民政府の養老サービスシステム建設の加速推進に関する意見」（武政[2012]89

号） 
 

2-3-7 上海市 

関連政策 

政策名称 社区総合高齢者サービスセンター建設の強化に関する指導意見 

発表単位 上海市老齢工作委員会弁公室、上海市民政局 

発表文号 滬高齢事務局発〔2016〕5 号 

発表日 2016 年 3月 16 日 

URL http://www.shmzj.gov.cn/gb/shmzj/node8/node194/u1ai42251.html 

整備状況 
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整備件数（2015

年末現在） 

 

施設性質 整備件数（件） カバー率 

社区養老センター 442 80% 

（出所）上海市老齢事業発展「第 13 次 5カ年」計画 

施設の事例  

施設名称 
上海市南碼頭社区高齢者日間サービスセン

ター 

電話番号 +86-21-50917311 

運営企業 上海仁暉睦齢養老投資管理有限公司 

政府の建設補助金（一括） 800,000 元 

政府の運営補助金（年間） 95,000 元 

利用料金とサービス 
デイサービス： 50 元/日、健常者と要介護

者（一部自立可能）が対象 

利用率 

 
95% 

 

施設名称 上海市万里社区愛介護高齢者介護の家 

電話番号 +86-15121055804 

運営企業 上海偉賽知能科技有限公司 

政府の建設補助金（一括） 960,000 元 

政府の運営補助金（年間） 96,000 元 

利用料金とサービス 

ショートステイ： 180-230 元/日、健常者が

対象 

訪問サービス： 1,900-3,000 元/月 

サービス内容：入浴介助、食事調達、健康診

断、介護等 

利用率 

 
80% 

  

主要施設リスト 番号 施設名称 

1 上海市小東門社区明龍高齢者介護の家 

2 上海市瑞金二路社区高齢者介護の家 

3 上海市瑞金二路街道高齢者介護の家 

4 上海市南碼頭社区高齢者日間サービスセンター 

5 上海市周家渡川新高齢者日間サービスセンター 
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6 上海市外灘街道高齢者日間サービスセンター 

7 上海市半凇園街道高齢者日間サービスセンター 

8 上海市康健街道高齢者サービスセンター 

9 上海市凌雲街道在宅養老サービスセンター 

10 上海市万里社区愛介護高齢者介護の家 

11 上海市真如社区愛介護高齢者介護の家 

12 上海市閔行区古美社区智匯坊高齢者介護の家 

13 上海市市園社区智匯坊高齢者介護の家 

14 上海市閔行区梅陇鎮愛介護高齢者介護の家 

15 上海市閔行区銀橋万福年華社区高齢者介護の家 
 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

 

＜補助政策＞ 

上海市各種社区養老センターへの補助政策は下記基準をもとに適用される(各区は実際状況に応じ

て社区老人総合サービスセンター及び日間サービスセンターに一定額の政府の運営補助金（年間）

を支給する)。 

類型 社区養老センター(総合) 社区養老センター(日間) 社区養老センター(全日) 

施設

名称 

社区老人総合サービス 

センター 
デイサービスセンター 長者之家 

政府

の建

設補

助金

（一

括） 

補助金額 

(単位：元) 

補助基準 

(建築面

積) 

補助金額 

(単位：元) 
補助基準 

補助金額 

(単位：元/ベッ

ド) 

補助基準 

600,000 — 

150,000-

600,000 

（各区政府は市

政府の支給金額

の同額もしくは

上回る金額を支

給） 

— 

10,000 

（各区政府は市

政府の支給金額

の同額もしくは

上回る金額を支

給） 

— 

政府

の運

営補

助金

（年

間） 

補助金額 

(単位：元) 
補助基準 

補助金額 

(単位：元) 
補助基準 

補助金額 

(単位：元/床) 

補助基準 

(運営期間) 

— — — — 5,000 一年目 

— — — — 3,000 二年目 

— — — — 2,000 三年目 

（出所）「上海市における高齢者の介護の家の建設を加速化する通知」(滬民福発〔2015〕27 号) 
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「上海市「第 13 次 5 カ年」計画期間中の養老サービス施設建設の推進に関する実施意見」（滬府事

務局〔2016〕70 号） 

 

2-3-8 江蘇省南京市  

関連政策 

政策名称 南京市在宅養老サービス管理方法(試行) 

発表単位 南京市民政局 

発表文号 寧民規〔2014〕1 号 

発表日 2014 年 4月 28 日 

URL http://www.njmz.gov.cn/mzj/33715/201503/t20150316_3223594.shtml 

整備状況 

整備件数 

（2015 年末現

在） 

 

施設性質 整備件数（件） カバー率 

社区養老センター 1,428 80% 

（出所）南京市養老サービス業発展「第 13 次 5カ年計画」 

施設の事例  

施設名称 
南京市栖霞区尭林仙居社区在宅養老サービ

スセンター 

電話番号 +86-25-85568110 

運営企業 南京市愛徳仁谷好来屋公益服務センター 

政府の建設補助金（一括） — 

政府の運営補助金（年間） 40,000 元 

利用料金とサービス 

デイサービス：80 元/日、健常者が主要対象 

訪問サービス：0-15 元/日 

サービス内容：カウンセリング、リハビリ保

健、診療、健康診断等 

利用率 

 
70%  

 

施設名称 
南京市睿城社区携才在宅養老サービスセン

ター 

電話番号 +86-15062201290 

運営企業 南京携才健康管理有限公司 

政府の建設補助金（一括） — 

政府の運営補助金（年間） 40,000 元 
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利用料金とサービス 

デイサービス：60 元/日、健常者が主要対象 

訪問サービス： 

3,500-4,000 元/月、健常者 

3,800-4,300 元/月、要介護者（一部自立可

能） 

4,600-5,600 元/月、要介護者（自立不可能） 

サービス内容：食事サービス、介護、清掃、

看護等 

利用率 

 
60% 

 

主要施設リスト 番号 施設名称 

1 南京市新街口街道愛杺樹在宅養老サービスセンター 

2 南京市大孝援通大行宮智能化養老サービスセンター 

3 南京市台城花園社区在宅養老サービスセンター 

4 南京市秦淮区鴻逸在宅養老サービスセンター 

5 南京市月牙湖街道梅花無憂在宅養老サービスセンター 

6 南京市南苑街道怡康社区在宅養老サービスセンター 

7 南京市建鄴区国泰民安社区在宅養老サービスセンター 

8 南京市南苑街道怡康社区在宅養老サービスセンター 

9 南京市鼓楼区彩虹社会仕事サービスセンター 

10 南京市鼓楼区南秀村養老サービス拠点 

11 南京市鼓楼区大方巷在宅養老サービスセンター 

12 南京市睿城社区携才在宅養老サービスセンター 

13 
南京市金色夕陽在宅養老サービスセンター燕江園社区サービス

拠点 

14 南京市賽虹橋街道安徳門社区微行掌在宅養老サービスセンター 

15 南京市栖霞区尭林仙居社区在宅養老サービスセンター 
 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

 

＜補助政策＞ 

南京市政府は食事サービスや入浴介助を提供する在宅養老サービスセンターに対し、サービス利用

者数に応じて補助金を支給している。 
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類型 社区養老センター 

施設名称 在宅養老サービスセンター 

政府の建設補

助金（一括） 

補助金額 

(単位：元) 
補助基準 

— — 

政府の運営補

助金（年間） 

補助金額 

(単位：元/年) 

補助説明 

（年間利用者数） 

100,000 ≥50,000 

60,000 30,000-50,000 

40,000 10,000-30,000 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

 

2-3-9 江蘇省蘇州市  

関連政策 

政策名称 蘇州市在宅養老サービスシステム構築の実施意見 

発表単位 蘇州市人民政府 

発表文号 蘇府事務局[2013]196 号 

発表日 2013 年 9月 18 日 

URL http://www.mzj.suzhou.gov.cn/szmz/InfoDetail/Default.aspx?InfoID=a7

f4491a-57f8-4e35-a8f5-9c2f1341125e 

整備状況 

整備件数 

（2015 年末現

在） 

 

施設性質 整備件数（件） カバー率 

社区養老センター 450 80% 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

施設の事例  

施設名称 
蘇州市双塔街道「善家祥築」日間サービスセ

ンター 

電話番号 +86-512-65813437 

運営企業 蘇州市居家楽養老服務管理有限公司 

政府の建設補助金（一括） 40,000 元 

政府の運営補助金（年間） 60,000 元 
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利用料金とサービス 

デイサービス：10 元/日、健常者が主要対象 

訪問サービス： 30 元/時間 

サービス内容：食事調達、清掃、健康診断等 

利用率 

 
100% 

 

施設名称 
蘇州市観前街道「一家人」在宅養老サービス

センター 

電話番号 +86-512-65239769 

運営企業 蘇州市居家楽養老服務管理有限公司 

政府の建設補助金（一括） 50,000 元 

政府の運営補助金（年間） 40,000 元 

利用料金とサービス 

デイサービス：10 元/日、健常者が主要対象 

訪問サービス： 30 元/時間 

サービス内容：食事調達、清掃、健康診断、

介護等 

利用率 80% 
 

主要施設リスト 番号 施設名称 

1 蘇州市観前街道「一家人」在宅養老サービスセンター 

2 蘇州市平江路街道「一家人」在宅養老サービスセンター 

3 蘇州市蘇錦街道「一家人」在宅養老サービスセンター 

4 蘇州市双塔「隣里情」在宅養老サービスセンター 

5 蘇州市南門「隣里情」在宅養老サービスセンター 

6 蘇州市胥江「隣里情」在宅養老サービスセンター 

7 蘇州市彩香街道在宅養老サービスセンター 

8 蘇州市双塔街道「善家祥築」日間サービスセンター 

9 蘇州市蘇苑街道在宅養老サービスセンター 

10 蘇州市龍西街道在宅養老サービスセンター 

11 蘇州市元和街道在宅養老サービスセンター 

12 蘇州市娄葑鎮蓮花在宅養老サービスセンター 

13 蘇州市張家港市在宅養老サービスセンター 

14 蘇州市玉山鎮在宅養老サービスセンター 

15 蘇州市巴城鎮在宅養老サービスセンター 
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（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

＜補助政策＞ 

類型 社区養老センター(日間) 社区養老センター(全日) 

施設名称 社区日間サービスセンター 都市小型托老所 

政府の建

設補助金

（一括） 

補助金額 

(単位：元) 

補助基準 

(建築面積：㎡) 

補助金額 

(単位：元/床) 

補助基準 

（受入対象、性質） 

適宜補助 ＜200 10,000 

新設 

要介助、要介護者向けサ

ービスを提供 

200,000 200 2,500 

改築、拡大 

健常者向けサービスを提

供 

400,000 400 4,000 

改築、拡大 

要介助者向けサービスを

提供 

600,000 600 5,000 

改築、拡大 

要介護者向けサービスを

提供） 

政府の運

営補助金

（年間） 

補助金額 

(単位：元 

補助基準 

（利用者数：人/

日） 

補助金額 

(単位：元/床/月) 

補助基準 

（受入対象） 

適宜補助 ＜20 120 要介助者 

20,000 20 200 要介護者 

30,000 30 — — 

40,000 40 — — 

50,000 50 — — 

60,000 60 — — 

70,000 70 — — 

80,000 80 — — 

90,000 90 — — 

100,000 100 及び以上 — — 

（出所）「蘇州市在宅養老サービスシステム構築の実施意見」（蘇府弁[2013]196 号） 
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2-3-10 江蘇省南通市 

関連政策 

政策名称 社会養老サービス体系の整備の更なる促進、養老サービス業の発展加速に

関する実施意見 

発表単位 南通市人民政府 

発表文号 通政発[2015]27 号 

発表日 2015 年 4月 11 日 

URL http://xxgk.nantong.gov.cn/govdiropen/jcms_files/jcms1/web1/site/art/201

5/4/17/art_5340_410841.html 

整備状況 

整備件数 

（2015 年末現

在） 

 

施設性質 
整備件数

（件） 
カバー率 

社区養老センター 800 90% 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

施設の事例  

施設名称 南通市任港街道在宅養老サービスセンター 

電話番号 +86-513-83509040 

運営企業 上海楽慈企業管理有限公司  

政府の建設補助金（一括） 200,000 元 

政府の運営補助金（年間） 110,000 元 

利用料金とサービス 

デイサービス： 10 元/日、健常者が主要対

象 

訪問サービス： 800-3,000 元/月 

サービス内容：食事調達、健康診断、介護、

清掃、カウンセリング等 

利用率 

 
90% 

 

施設名称 南通市文峰街道在宅養老サービスセンター  

電話番号 +86-13773637017 

運営企業 南通安通智慧養老管理有限公司 

政府の建設補助金（一括） 200,000 元 

政府の運営補助金（年間） 100,000 元 

利用料金とサービス デイサービス： 10 元/日 
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訪問サービス： 500-3,000 元/月 

サービス内容：食事調達、健康診断、介護、

清掃等 

利用率 

 
80% 

 

主要施設リスト 番号 施設名称 

1 南通市城東街道在宅養老サービスセンター 

2 南通市虹橋街道在宅養老サービスセンター 

3 南通市文峰街道在宅養老サービスセンター 

4 南通市新開街道在宅養老サービスセンター 

5 南通市小海街道在宅養老サービスセンター 

6 南通市鐘秀街道在宅養老サービスセンター 

7 南通市和平橋街道在宅養老サービスセンター 

8 南通市秦竈街道在宅養老サービスセンター 

9 南通市唐閘鎮街道在宅養老サービスセンター 

10 南通市永興街道在宅養老サービスセンター 

11 南通市陳橋街道在宅養老サービスセンター 

12 南通市中興街道在宅養老サービスセンター 

13 南通市文峰街道在宅養老サービスセンター 

14 南通市学田街道在宅養老サービスセンター 

15 南通市任港街道在宅養老サービスセンター 
 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

 

＜補助政策＞ 

類型 社区養老センター(総合) 社区養老センター(日間) 

施設名称 
郷村（街道）在宅養老サービスセンタ

ー 
社区在宅養老サービス拠点 

政府の建

設補助金

（一括） 

補助金額 

(単位：元) 
補助基準 

補助金額 

(単位：元) 
補助基準 

≥200,000 — ≥100,000 — 

政府の運

営補助金

（年間） 

補助金額 

(単位：元) 
補助基準 

補助金額 

(単位：元) 
補助基準 

≥100,000 — ≥20,000 — 
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（出所）「南通市社会養老サービスシステム建設の加速推進に関する意見」（通政発〔2012〕46 号） 

 

2-3-11 浙江省杭州市 

関連政策 

政策名称 杭州市在宅養老サービスセンター建設及びサービスレベル向上に関する指

導意見 

発表単位 杭州市民政局 

発表文号 杭民発〔2016〕417 号 

発表日 2016 年 12 月 30 日 

URL http://www.hzmz.gov.cn/ww/cms_zwgk_view.jsp?siteId=SR02&cateCode=02

03&pk_id=CMS170111001 

整備状況 

整備件数 

（2015 年末現

在） 

 

施設性質 整備件数（件） カバー率 

社区養老センター 7,279 90% 

 

（出所）杭州市老齢事業発展「第 13 次 5カ年計画」 

施設の事例  

施設名称 
杭州市三墩鎮文鼎苑社区在宅養老サービス

センター 

電話番号 +86-571-88964700 

運営企業 
浙江万科随園樹老年マンション管理有限公

司 

政府の建設補助金（一括） 70,000 元 

政府の運営補助金（年間） 50,000 元 

利用料金とサービス 

デイサービス： 10 元/日、健常者が主要対

象 

訪問サービス： 無料 

サービス内容：入浴介助、健康診断、メンテ

ナンス、清掃等 

利用率 

 
80% 

※訪問サービスは政府購入項目で、政府の補助対象となっている高齢者を対

象に無料で提供。 

 

施設名称 杭州市西湖区文新街道在宅養老サービスセ
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ンター 

電話番号 +86-571-89987651 

運営企業 浙江愛楽聚養老産業有限公司 

政府の建設補助金（一括） 80,000 元 

政府の運営補助金（年間） 60,000 元 

利用料金とサービス 
デイサービス： 100 元/日、健常者が主要対

象 

利用率 

 
70% 

  

主要施設リスト 番号 施設名称 

1 杭州市紫陽街道春江社区在宅養老サービスセンター 

2 杭州市三墩鎮文鼎苑社区在宅養老サービスセンター 

3 杭州市小营街道西牌楼在宅養老サービスセンター 

4 杭州市南星街道海月橋在宅養老サービスセンター 

5 杭州市上塘街道紹興路在宅養老サービスセンター 

6 杭州市采荷街道红菱社区在宅養老サービスセンター 

7 杭州市凱旋街道景华社区凱楽居老年生活館 

8 杭州市九堡街道景藍社区在宅養老サービスセンター 

9 杭州市双浦周家堰村在宅養老サービスセンター 

10 杭州市翆苑街道花園社区在宅養老サービスセンター 

11 杭州市翆苑街道翆苑一区在宅養老サービスセンター 

12 杭州市城廂街道瀟湘社区在宅養老サービスセンター 

13 杭州市西湖区文新街道在宅養老サービスセンター 

14 杭州市浦陽鎮徑游村在宅養老サービスセンター 

15 杭州市新塘街道傅楼村在宅養老サービスセンター 
 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

 

 

 

 

＜補助政策＞ 

類型 社区養老センター 
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施設名称 在宅養老サービスセンター 

政府の建設補

助金（一括） 

補助金額 

(単位：元) 

補助基準 

(建築面積) 

実際投入費用*50% ≥1,000 ㎡ 

実際投入費用*45% 600-1,000 ㎡ 

実際投入費用*30% 400-600 ㎡ 

実際投入費用*25% 200-400 ㎡ 

政府の運営補

助金（年間） 

※同時に受け

ることは可能 

星ランク評定 

補助金額  

(単位：元) 

補助説明 

（星ランク評定） 

100,000 5 つ星級 

50,000 4 つ星級 

20,000 ３つ星級 

10,000 3 つ星級以下 

運営状況 

補助金額  

(単位：元) 

補助説明 

（運営状況） 

0 不合格 

10,000 合格 

30,000 良好 

80,000 優良 

100,000 優秀 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

 

2-3-12 浙江省寧波市  

関連政策 

政策名称 寧波市在宅養老サービス施設の建設及び運営資金補助方法 

発表単位 寧波市民政局、寧波市財政局 

発表文号 甬民計〔2015〕27 号 

発表日 2015 年 5月 25 日 

URL http://www.nbmz.gov.cn/cat/cat212/con_212_35932.html 

整備状況 
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整備件数 

（2015 年末現

在） 

 

施設性質 整備件数（件） カバー率 

社区養老センター 2,308 
都市：82% 

町村：72% 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

施設の事例  

施設名称 
寧波市鄞州区嘉和陽光介護サービスセンタ

ー 

電話番号  +86-574-83075393 

運営企業 寧波市嘉和陽光企業管理諮詢有限公司 

政府の建設補助金（一括） 50,000 元 

政府の運営補助金（年間） 30,000 元 

利用料金とサービス 

デイサービス： 100 元/日、健常者が主要対

象  

訪問サービス： 無料 

サービス内容：定期入浴介助、食事調達、介

護等 

利用率 

 
70% 

※訪問サービスは政府購入項目で、政府の補助対象となっている高齢者を対

象に無料で提供。 

 

施設名称 
寧波市鄞州区白鶴街道在宅養老サービスセ

ンター 

電話番号 +86-574-87840617 

運営企業 浙江愛楽聚養老産業有限公司 

政府の建設補助金（一括） 50,000 元 

政府の運営補助金（年間） 30,000 元 

利用料金とサービス 

デイサービス： 100 元/日、健常者が主要対

象 

訪問サービス： 無料 

サービス内容：定期入浴介助、食事調達、健

康診断、薬品調達、疾病検測等 

利用率 

 
80% 

※訪問サービスは政府購入項目で、政府の補助対象となっている高齢者を
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対象に無料で提供。 
 

主要施設リスト 番号 施設名称 

1 寧波市海曙区鼓楼街道秀水社区在宅養老サービス拠点 

2 寧波市鎮海区駱駝街道及び潤園在宅養老サービスセンター 

3 寧波市北侖区小港街道紅聯社区在宅養老サービス拠点 

4 
寧波市鄞州区明楼街道明南社区在宅養老障碍者補助センタ

ー 

5 寧波市鄞州区白鶴街道在宅養老サービスセンター 

6 
寧波市鄞州区中河街道宋詔橋社区在宅養老サービスセンタ

ー 

7 寧波市慈渓古塘街道園丁社区養老日間サービスセンター 

8 寧波市慈渓新浦鎮洋龍村養老日間サービスセンター 

9 寧波市余姚低塘街道低塘社区在宅養老サービスセンター 

10 寧波市余姚马渚鎮金馬在宅養老サービスセンター 

11 寧波市余姚丈亭鎮漁渓村在宅養老サービスセンター 

12 寧波市余姚小曹娥鎮人和村在宅養老サービスセンター 

13 寧波市奉化区岳林街道在宅養老サービスセンター 

14 寧波市鄞州区嘉和陽光介護サービスセンター 

15 寧波市象山県石浦鎮九市曲社区在宅養老サービス拠点 
 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

 

＜補助政策＞ 

類型 社区養老センター(総合) 社区養老センター(日間) 

施設名称 区域性在宅養老サービスセンター 
都市社区在宅養老サービスステーショ

ン 

政府の建

設補助金

（一括） 

補助金額 

(単位：元) 

補助基準 

（レベル） 

補助金額 

(単位：元) 

補助基準 

（レベル） 

実際建設投入*30%

（上限額は 50 万元） 
— 50,000 A 級 

— — 75,000 AA 級 

— — 100,000 AAA 級 

政府の運

営補助金

補助金額 

(単位：元/年) 

補助基準 

（レベル） 

補助金額 

(単位：元/年) 

補助基準 

（レベル） 
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（年間） 実際支出*30%（上限

額は 15 万元） 
— 30,000 A 級 

— — 40,000 AA 級 

— — 50,000 AAA 級 

（出所）「寧波市養老施設レベル評価管理方法」（甬民発〔2016〕36 号） 

 

2-3-13 山東省青島市 

関連政策 

政策名称 青島市社区在宅養老サービス管理規範 

発表単位 青島市民政局、青島市発展改革委員会、青島市質量技術監督局 

発表文号 青民福[2014]13 号 

発表日 2014 年 3月 27 日 

URL http://www.qdmz.gov.cn/cjob/searchDetails.do?articleId=40288c8544d4

3b150145212473310011 

整備状況 

整備件数 

（2015 年末現

在） 

 

施設性質 整備件数（件） カバー率 

社区養老センター 1,244 
都市：80% 

町村：50% 

（出所）「青島市老齢事業発展「第 13次 5 カ年計画」 

施設の事例  

施設名称 
青島市李滄区滄順路社区青島頤居高齢者介

護センター 

電話番号 +86-532-84672287 

運営企業 山東青島軟通信技術株式有限公司 

政府の建設補助金（一括） — 

政府の運営補助金（年間） 70,000 元 

利用料金とサービス 

ショートステイ：  

110-150 元/日、要介護者（自立不可能） 

100-140 元/日、要介護者（一部自立可能） 

80-100 元/日、健常者 

デイサービス： 60-90 元/日 

利用率 

 
80% 
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施設名称 青島市李滄区「詠年楼」翠湖老人ホーム 

電話番号 +86-18561818251 

運営企業 上海新途社区健康促進社 

政府の建設補助金（一括） — 

政府の運営補助金（年間） 50,000 元 

利用料金とサービス 

デイサービス：  

50 元/日、健常者 

訪問サービス： 500-4,000 元/月 

サービス内容：入浴介助、食事調達、健康診

断、看護、介護、家政等 

利用率 

 
60% 

 

主要施設リスト 番号 施設名称 

1 青島市同徳路社区日間サービスセンター   

2 青島市興華路街道青島頤居高齢者介護センター 

3 青島市長嶺路社区青島頤居高齢者介護センター 

4 青島市滄順路社区青島頤居高齢者介護センター  

5 青島市李滄区記憶介護日間サービスセンター 

6 青島市李滄区「詠年楼」翠湖老人ホーム 

7 青島市李滄区滄順路社区青島頤居高齢者介護センター  

8 青島市敦化路街道社区日間サービスセンター 

9 青島市牟家社区高齢者日間サービスセンター 

10 
青島市崂山区沙子口街小河東社区高齢者日間サービスセンタ

ー 

11 青島市崂山区王哥荘港西社区高齢者日間サービスセンター 

12 
青島市黄島区膠南開発区城南社区高齢者日間サービスセンタ

ー 

13 
青島市黄島区霊山衛街道大湾社区高齢者日間サービスセンタ

ー 

14 青島市城陽区惜福鎮街道盛苑社区日間サービスセンター 

15 青島市崂山区中韓街道枯桃社区高齢者日間サービスセンター 
 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

 

＜補助政策＞ 

類型 社区養老センター(総合) 社区養老センター(日間) 



中国における高齢者産業関連政策動向 調査報告書 

 

 

Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved   96 

 

施設名称 在宅養老サービスセンター 社区日間サービスセンター 

政府の建設補

助金（一括） 

補助金額 

(単位：元) 
補助基準 

補助金額 

(単位：元) 
補助基準 

— — — — 

政府の運営補

助金（年間） 

補助金額 

(単位：元/年) 
補助基準 

補助金額 

(単位：元/年) 
補助基準 

≤150,000 — ≤150,000 — 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

 

2-3-14 広東省広州市  

関連政策 

政策名称 広州市社区在宅養老サービス管理方法に関する通知 

発表単位 広州市人民政府 

発表文号 穂府弁公室規〔2016〕16 号 

発表日 2016 年 12 月 9日 

URL http://www.gz.gov.cn/gzgov/s2812/201612/6af238f01c1241c9ae0999be207

d85c5.shtml 

整備状況 

整備件数 

（2015 年末現

在） 

施設性質 整備件数（件） カバー率 

社区養老センター 1,803 90% 

（出所）「広州市民政事業発展「第 13次 5 カ年計画」 

施設の事例  

施設名称 
広州市荔城街在宅養老サービスモデルセン

ター 

電話番号 +86-20-32166369 

運営企業 増城区楽衆社会事業サービスセンター 

政府の建設補助金（一括） — 

政府の運営補助金（年間） 50,000 元 

利用料金とサービス 

デイサービス：8-15 元/日、健常者 

サービス内容：技能訓練、健康診断、スポー

ツ等 

利用率 

 
60% 

※同施設では近いうちにショートステイ、訪問サービス等も展開する予定で
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ある。 

施設名称 広州市越秀区新河浦社区星光老人ホーム 

電話番号 +86-20-37634027 

運営企業 広州市一家依養老服務有限公司 

政府の建設補助金（一括） — 

政府の運営補助金（年間） 60,000 元 

利用料金とサービス 

デイサービス：10元/日、健常者 

訪問サービス： 30 元/時間 

サービス内容： 食事調達、訪問診療、清掃、

健康診断等 

利用率 

 
70% 

 

主要施設リスト 番号 施設名称 

1 広州市東山街在宅養老サービスモデルセンター 

2 広州市江海街在宅養老サービスモデルセンター 

3 広州市荔城街在宅養老サービスモデルセンター 

4 広州市長洲街在宅養老サービスモデルセンター 

5 広州市越秀区新河浦社区星光老人ホーム 

6 広州市逢源街在宅養老サービスモデルセンター 

7 広州市江海街在宅養老サービス拠点 

8 広州市長興街在宅養老サービス拠点 

9 広州市同和街在宅養老サービス拠点 

10 広州市白雲街在宅養老サービス拠点 

11 広州市龍穴街在宅養老サービス拠点 

12 広州市白雲街日間託老施設 

13 広州市江南中街日間託老施設 

14 広州市海龍街日間託老施設 

15 広州市龍洞街日間託老施設 
 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

 

＜補助政策＞ 

類型 社区養老センター 
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施設名称 在宅養老サービスセンター 

政府の建設補

助金（一括） 

補助金額 

(単位：元) 
補助基準 

— — 

政府の運営補

助金（年間） 

補助金額 

(単位：元/年) 
補助説明 

≥50,000 — 

（出所）「広州市社区在宅養老サービス管理方法に関する通知」 

 

2-3-15 重慶市 

関連政策：(重慶市渝中区を事例に取り上げる） 

政策名称 重慶市渝中区社区養老サービスセンター(拠点)建設及び運行市園規定(試

行) 

発表単位 重慶市渝中区人民政府 

発表文号 渝中府弁公室〔2013〕81 号 

発表日 2013 年 6月 25 日 

URL http://www.cq.gov.cn/publicinfo/web/views/Show!detail.action?sid=36

03272 

整備状況 

整備件数（2015

年末現在） 

 

施設性質 整備件数（件） カバー率 

社区養老センター 621 35% 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

 

 

施設の事例 

 

 

施設名称 
重慶市涪陵区社区在宅養老サービスセンタ

ー 

電話番号 +86-23-87887770 

運営企業 重慶市老来楽在宅養老服務責任公司 

政府の建設補助金（一括） 100,000 元 

政府の運営補助金（年間） 30,000 元 

利用料金とサービス デイサービス： 10 元/日、健常者 

利用率 

 
90% 
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施設名称 
重慶市沙坪ハ区鳳天路Ｕ我 95060 社区養老

サービスセンター 

電話番号 +86-23-65557882 

運営企業 福建省海都公衆服務株式有限公司 

政府の建設補助金（一括） 100,000 元 

政府の運営補助金（年間） 40,000 元 

利用料金とサービス 

デイサービス： 10 元/日、健常者 

訪問サービス： 500-3,500 元/月 

サービス内容：食事調達、健康診断、介護、

清掃等 

利用率 

 
90% 

 

主要施設リスト 番号 施設名称 

1 重慶市武隆区在宅養老情報サービスセンター 

2 重慶市孝愛通在宅養老サービスセンター 

3 重慶市黔江区康福楽在宅養老センター 

4 重慶市江北区暖洋洋在宅養老促進センター 

5 重慶市雲陽新云阳新晨在宅養老サービスセンター 

6 重慶市涪陵区老来楽在宅養老サービスセンター 

7 重慶市黔江区普楽愛心日間サービスセンター 

8 重庆両江新区康美街道白隣幇日间サービス服务中心 

9 重慶市九龍坂区九龍鎮彩雲湖賃貸ビルサービスセンター 

10 重慶市南岸区弾子石街道賃貸ビルサービスセンター 

11 
重慶市沙坪ハ区鳳天路Ｕ我95060賃貸ビルサービスセンタ

ー 

12 重慶市丰都県高家鎮川祖賃貸ビルサービスセンター 

13 重慶市北部康美街道銀竹苑社区養老サービス拠点 

14 重慶市涪陵区社区在宅養老サービスセンター 

15 重慶市北碚区朝陽街道天津路賃貸ビルサービスセンター 
 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

 

＜補助政策＞ 

以下において重慶市渝中区を事例に取り上げる。 
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類型 社区養老センター 

施設名称 社区養老サービスセンターー(ステーション) 

政府の建

設補助金

（一括） 

補助金額 

(単位：元) 

補助基準 

(建築面積) 

20,000  

政府の運

営補助金

（年間） 

 

情報管理事業に対する補助 

補助金額 

(単位：元/月) 

補助基準 

 

300 
社区の高齢者人口が 1,000 人以下で，高齢

者の基本情報の収集率が 95%に達した場合  

500 
社区の高齢者人口が 1,000 人以上で，高齢

者の基本情報の収集率が 95%に達した場合 

レクリエーションの展開に対する補助 

補助金額 

(単位：元/月) 

補助基準 

 

800 
毎月 2回以上のレクリエーションを展開

し、高齢者の参加率が 30%に達した場合 

独居高齢者へのケアに対する補助 

補助金額 

(単位：元/月) 

補助基準 

 

800 

空き巣高齢者の情報を 100％整備し、夫婦の

み暮らす高齢者には毎週 1 回訪問、一人暮

らしの高齢者には毎日電話・毎週 1 回訪問

した場合 

サービスの品質に対する奨励 

補助金額 

(単位：元/月) 

補助基準 

 

1,400-1,600 良質なサービスを展開した施設が対象 

日常のメンテナンス費用に対する補助 

補助金額 

(単位：元/月) 

補助基準 

 

300 水道代や電気代等日常のメンテナンス費用
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を補助 

（出所）「重慶市渝中区社区養老サービスセンター(ステーション)の建設及び運営支援規定(試行)」 

 

2-3-16 四川省成都市  

関連政策 

政策名称 成都市 2015～2017 年度市町村社区の日間サービスセンター建設事業方法の

通知 

発表単位 成都市民政局 

発表文号 成民発〔2015〕42 号 

発表日 — 

URL http://www.cdflxh.com/shequ/201607/342.html 

整備状況 

整備件数 

（2015 年末現

在） 

 

施設性質 整備件数（件） カバー率 

社区養老センター 974 80% 

（出所）「成都市老齢事業発展「第 13次 5 カ年計画」 

施設の事例  

施設名称 
成都市成華区青龍街道晩霞在宅養老サービ

スセンター 

電話番号 +86-13541026977 

運営企業 成都晩霞養老服務有限公司 

政府の建設補助金（一括） 300,000 元 

政府の運営補助金（年間） 30,000 元 

利用料金とサービス 

ショートステイ：  

150 元/日、要介護者（自立不可能） 

120 元/日、要介護者（一部自立可能） 

70 元/日、健常者 

デイサービス：  

100 元/日、要介護者（自立不可能） 

80 元/日、要介護者（一部自立可能） 

70 元/日、健常者 

訪問サービス： 500-4,000 元/月 

サービス内容：入浴介助、食事調達、健康診

断、看護、介護、家政等 

利用率 100% 
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施設名称 
成都市青羊区清江苑中航・愛老の家サービ

スセンター 

電話番号 +86-28-87327528 

運営企業 四川航空愛老の家養老服務有限公司 

政府の建設補助金（一括） 300,000 元 

政府の運営補助金（年間） 25,000 元 

利用料金とサービス 

デイサービス：  

40 元/日、健常者 

訪問サービス： 400-3,500 元/月 

サービス内容：入浴介助、食事調達、看護、

介護、家政等 

利用率 

 
90% 

 

主要施設リスト 番号 施設名称 

1 成都市柳江街道成都晩霞サービスセンター 

2 成都市錦馨社区成都晩霞在宅養老サービスセンター 

3 成都市院 8 里老サービスセンター 

4 成都市成華区青龍街道晩霞在宅養老サービスセンター 

5 成都市錦江区仁和養老障碍者補助センター 

6 成都市春熙路街道悠々養老サービスセンター 

7 成都市牛市口街道養老障碍者補助センター 

8 
成都市錦江区書院街道「和諧家園」賃貸ビルサービスセンタ

ー 

9 成都市錦江区書院街道和美の家養老障碍者補助センター 

10 成都市沙河街道安養閣 

11 成都市楽水苑養老障碍者補助センター 

12 成都市成龍路街道愛楽園社区養老センター 

13 成都市錦江区合江亭晩晴老年生活館 

14 成都市蓮新街道養老障碍者補助拠点 

15 成都市青羊区清江苑中航・愛老の家サービスセンター 
 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 
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＜補助政策＞ 

類型 社区養老センター(日間) 

施設名称 市町村日間サービスセンター 

政府の建設補助金 

（一括） 

補助金額 

(単位：元) 
補助基準 

都市部：300,000 

農村部：250,000 
— 

政府の運営補助金 

（年間） 

補助金額 

(単位：元/年) 
補助基準 

運営状況に応じて適宜奨励 — 

（出所）「養老サービス業創新加速発展に関する実施意見」（成府発〔2015〕6 号） 

 

2-3-17 陝西省西安市 

関連政策 

政策名称 西安市社区在宅養老サービス運営奨励方法に関する通知 

発表単位 西安市民政局、西安市財政局 

発表文号 市民発〔2013〕232 号 

発表日 2013 年 8月 21 日 

URL http://www.xa.gov.cn/websac/cat/1020288.html 

 

 

整備状況 

整備件数 

（2015 年末現

在） 

 

施設性質 整備件数（件） カバー率 

都市社区養老センター 512 90% 

町村社区養老センター 412 60% 

（出所）「西安市民政事業発展「第 13次 5 カ年規画」」 

施設の事例  

施設名称 
西安市灞橋区紡西路百姓在宅養老サービス

センター 

電話番号 +86-29-83533100 

運営企業 西安百姓家政服務有限公司 

政府の建設補助金（一括） 50,000 元 

政府の運営補助金（年間） 40,000 元 
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利用料金とサービス 

ショートステイ：  

70 元/日、健常者 

 100 元/日、要介護者 

訪問サービス： 500 元/月 

サービス内容：食事サービス 

利用率 

 
80% 

 

施設名称 
西安市蓮湖区民航サービス拠点養老サービ

スセンター 

電話番号 +86-29-88707120 

運営企業 陝西巾幗依諾家政服務有限公司 

政府の建設補助金（一括） 60,000 元 

政府の運営補助金（年間） 50,000 元 

利用料金とサービス 

ショートステイ：  

80 元/日、健常者 

100-140 元/日、要介護者 

デイサービス：  

60 元/日、健常者 

 80-100 元/日、要介護者 

利用率 

 
60% 

 

主要施設リスト 番号 施設名称 

1 西安市末央区辛家廟街道陜重社区在宅養老サービス拠点 

2 西安市蓮湖区北院門街道学習巷社区在宅養老サービス拠点 

3 
西安市雁塔区長延堡街道航天六院社区在宅養老サービス拠

点 

4 西安市紡織城街道六棉社区在宅養老サービス拠点 

5 西安市雁塔区長延堡街道西外大社区在宅養老サービス拠点 

6 
西安市末央区六村堡街道現代農業社区在宅養老サービス拠

点 

7 
西安市末央区辛家廟街道欣心家園社区在宅養老サービス拠

点 

8 西安市臨潼区代王街道陕鼓社区在宅養老サービス拠点 

9 西安市高陵区姫家管委会泾渭苑社区在宅養老サービス拠点 
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10 西安市碑林区長安路街道朱北社区在宅養老サービス拠点 

11 西安市灞橋区席王街道汽配社区在宅養老サービス拠点 

12 西安市灞橋区紡西路百姓在宅養老サービスセンター 

13 西安市長安区韦曲街道表工場社区在宅養老サービス拠点 

14 西安市灞橋区紡西路百姓在宅養老サービスセンター 

15 西安市蓮湖区民航サービス拠点養老サービスセンター 
 

（出所）現地政府機関への聞き取り調査をもとに取りまとめ 

 

＜補助政策＞ 

類型 社区養老センター 

施設名称 社区在宅養老サービスセンター(ステーション) 

政府の建設補助金

（一括） 

補助金額 

(単位：元) 

補助基準 

（性質） 

≤100,000 新築、改築、拡大 

政府の運営補助金

（年間） 

補助金額 

(単位：元/年) 
補助基準 

10,000—70,000 — 

（出所）「西安市人民政府の養老サービス業の加速発展に関する実施意見」（市政発〔2015〕23 号） 

 

2-4 中国地方政府における高齢者に対する補助政策 

2-4-1 吉林省長春市 

政策名称 高齢者生活手当支給に関する通知 

発表単位 長春市老齢工作委員会弁公室、長春市民政局、長春市財政局 

発表文号 長老齢工作委員会弁公室聯字[2011]1 号 

発表日 2011 年 2月 11 日 

URL http://www.ccchaoyang.gov.cn/cccy/site/cccy/zwgk/newsView.jsp?id=2

1068 

補助政策 長春市戸籍の 80～90 歳の生活保護対象者、90歳以上の高齢者に生活手当

を支給する。補助金標準は年齢により 3段階に分ける。 

補助対象 補助金額（元/人/月） 

満 80～89 歳 100（一部の市外区は 50） 

満 90～99 歳 200（一部の市外区は 100） 

満 100 歳以上(100 歳を含む) 300 
 



中国における高齢者産業関連政策動向 調査報告書 

 

 

Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved   106 

 

 

2-4-2 遼寧省瀋陽市 

政策名称 瀋陽市高齢者手当基準の調整に関する通知 

発表単位 瀋陽市老齢工作委員会弁公室、瀋陽市民政局、瀋陽市財政局 

発表文号 瀋老齢工作委員会弁公室発〔2014〕13 号 

発表日 2014 年末 

URL http://www.shenyang.gov.cn/zwgk/system/2015/10/14/010128809.shtml 

 

政策名称 瀋陽市 100 歳以上の高齢者補助金基準の向上及び統一に関する通知 

発表単位 瀋陽市老齢工作委員会弁公室、瀋陽市財政局 

発表文号 瀋高齢事業委員会事務局発〔2015〕12 号 

発表日 2015 年 7月 

URL http://www.shenyang.gov.cn/zwgk/system/2015/10/14/010128809.shtml 

補助政策 瀋陽市戸籍の満 80歳の高齢者に手当を支給する。基準は年齢により 3段

階に分ける。 

補助対象 
補助金額（元/人/

月） 

満 80～89 歳 100 

満 90～99 歳 200 

満 100 歳以上(100 歳を含む) 800 
 

 

2-4-3 遼寧省大連市 

政策名称 大連市 80歳以上の生活保護対象高齢者への手当支給に関する通知 

発表単位 大連市民政局、大連市財政局 

発表文号 大民発〔2014〕56 号 

発表日 2014 年 5月 5 日 

URL http://www.dlllcy.com/zcfg/3/2015-09-28/8.html 
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補助政策 大連市は下記三つの条件を満足する高齢者に手当を支給する。基準は年齢

により 3段階に分ける。 

①大連市戸籍の満 80 歳以上の生活保護対象者 

②大連市戸籍の満 90 歳以上の高齢者 

③駐留軍隊の満 90 歳以上の大連市在住の定年退職幹部 

補助対象 補助金額（元/人/月） 

満 80～89 歳 
大連市の都市部・農村部の生活

保護支給基準の 20％ 

満 90～99 歳 200 

満 100 歳以上(100 歳を含む) 
大連市の都市部住民の最低生活

保障基准に相当する額 
 

 

2-4-4 北京市 

政策名称 北京市高齢者補助金支給方法 

発表単位 北京市老齢工作委員会弁公室、北京市公安局、北京市民政局、北京市

財政局 

発表文号 京老齢工作委員会弁公室発[2008]12 号 

発表日 2008 年 10 月 16 日 

URL http://zhengwu.beijing.gov.cn/gzdt/gggs/t1000007.htm 

補助政策 北京市戸籍の満 90 歳以上の高齢者に手当を支給する。標準は 2 段階

に分ける 

補助対象 
補助金額（元/人/

月） 

満 90～99 歳 100 

満 100 歳以上(100 歳を含む) 200 
 

 

2-4-5 天津市 

政策名称 百歳高齢者栄養補助金基準調整に関する通知 

発表単位 天津市老齢工作委員会弁公室、天津市財政局 

発表文号 - 

発表日 2015 年 5月 

URL - 

補助政策 天津市戸籍の満 100 歳以上の高齢者に手当を支給する。 

補助対象 
補助金額（元/人/

月） 
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満 100 歳以上(100 歳を含む) 500 
 

 

2-4-6 湖北省武漢市 

政策名称 2015 年高齢者手当申告審査及び支給に関する通知 

発表単位 武漢市民政局 

発表文号 武老齢工作委員会弁公室〔2015〕4 号 

発表日 2015 年 8月 27 日 

URL http://www.whmzj.gov.cn/News_View.aspx?id=18362 

補助政策 武漢市戸籍の満 80 歳以上の高齢者、及び申告年齢条件に符合する武漢

駐留軍隊の定年退職者(武漢市戸籍無し) に高齢者補助金を支給する。

補助金標準は年齢により 3段階に分ける。 

補助対象 
補助金額（元/人/

月） 

満 80～89 歳 100 

満 90～99 歳 200 

満 100 歳以上(100 歳を含む) 500 
 

 

2-4-7 上海市 

政策名称 上海市高齢者総合手当支給管理方法 

発表単位 上海市民政局、上海市財政局 

発表文号 滬民高齢社事務局発〔2016〕12 号 

発表日 2016 年 5月 30 日 

URL http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw47797.html 

補助政策 上海市戸籍の満 65 歳以上の高齢者に手当を支給する。基準は年齢により 5

段階に分ける 

補助対象 
補助金額（元/人/

月） 

満 65～69 歳 75 

満 70～79 歳 150 

満 80～89 歳 180 

満 90～99 歳 350 

満 100 歳以上(100 歳を含む) 600 
 

 

2-4-8 江蘇省南京市 

政策名称 満 80 歳以上の高齢者手当支給の標準化に関する通知 
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発表単位 南京市民政局 

発表文号 寧民福〔2015〕109 号 

発表日 2015 年 6月 9 日 

URL http://www.njmz.gov.cn/mzj/33719/33772/33776/201506/t20150609_33

71689.shtml 

補助政策 南京市戸籍の満 80 歳以上の高齢者に手当を支給する。基準は年齢によ

り 3段階に分ける。 

補助対象 
補助金額（元/人/

月） 

満 80～89 歳 ≥50 

満 90～99 歳 ≥100 

満 100 歳以上(100 歳を含む) ≥300 
 

 

 

2-4-9 江蘇省蘇州市 

政策名称 満 80 歳以上の高齢者への手当支給に関する通知 

発表単位 蘇州市民政局、蘇州市財政局 

発表文号 蘇政民規[2011]2 号 

発表日 2011 年 5月 30 日 

URL http://www.mzj.suzhou.gov.cn/szmz/InfoDetail/Default.aspx?InfoID

=4f48575b-f40f-41b7-923d-4ae9dc9dfcf7&CategoryNum=002015003 

補助政策 蘇州市戸籍の満 80 歳以上の高齢者に手当を支給する。基準は年齢によ

り 3段階に分ける。 

補助対象 
補助金額（元/人/

月） 

満 80～89 歳 ≥50 

満 90～99 歳 ≥100 

満 100 歳以上(100 歳を含む) ≥300 

※ 

100 歳以上の高齢者にはさらに毎年の敬老の日に蘇州市政府から

1,000 元/人の慰問金が支給される。 

 

2-4-10 江蘇省南通市 

政策名称 高齢者手当支給基準向上に関する通知 

発表単位 南通市民政局、南通市財政局 
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発表文号 通民発〔2012〕111 号、通財預 2012 第 70 号 

発表日 2012 年 12 月 7日 

URL http://llb.nantong.gov.cn/art/2012/12/7/art_30944_1064944.html 

補助政策 南通市戸籍の満 80 歳以上の高齢者に手当を支給する。基準は年齢によ

り 3段階に分ける。 

補助対象 
補助金額（元/人/

月） 

満 80～89 歳 60 

満 90～99 歳 100 

満 100 歳以上(100 歳を含む) 300 
 

 

2-4-11 浙江省杭州市 

政策名称 杭州市人民政府の高齢者生活手当制度の設立に関する通知 

発表単位 杭州市人民政府 

発表文号 杭政函〔2011〕105 号 

発表日 2011 年 7月 20 日 

URL http://www.hangzhou.gov.cn/art/2014/6/20/art_964937_282952.html 

補助政策 杭州市戸籍の満 80 歳以上の高齢者に手当を支給する。基準は年齢によ

り 3段階に分ける。 

補助対象 
補助金額（元/人/

月） 

満 80～89 歳 50 

満 90～99 歳 100 

満 100 歳以上(100 歳を含む) 300 
 

 

2-4-12 浙江省寧波市 

政策名称 高齢者生活手当制度の設立に関する通知 

発表単位 寧波市人民政府 

発表文号 甬政発〔2011〕62 号 

発表日 2011 年 5月 13 日 

URL http://gtog.ningbo.gov.cn/art/2011/6/27/art_649_299025.html 
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補助政策 寧波市戸籍の満 80 歳の高齢者に高齢者補助金を支給する。補助金標準

は年齢により 3段階に分ける。 

補助対象 
補助金額（元/人/

月） 

満 80～89 歳 50 

満 90～99 歳 100 

満 100 歳以上(100 歳を含む) 300 

※寧波市高齢者補助金は月毎に支給 

 

2-4-13 山東省青島市 

政策名称 青島市高齢者優遇規定 

発表単位 青島市人民政府 

発表文号 青政発〔2017〕8 号 

発表日 2017 年 2月 4 日 

URL http://www.qingdao.gov.cn/n172/n68422/n68424/n31280899/n31280

900/170204140332771563.html 

補助政策 青島市戸籍の 80～99 歳の生活保護対象者および 100 歳以上の高齢者

に手当を支給する。基準は 3段階に分ける。 

補助対象 
補助金額（元/人/

月） 

満 80～89 歳 ≥120 

満 90～99 歳 ≥220 

満 100 歳以上(100 歳を含む) ≥300 

※青島市戸籍の生活保護対象者ではない満 80～90 歳高齢者に対し

ては、各区(市)が各自の財政状況に応じて別途手当支給基準を制定。

なお、100 歳以上(100 歳を含む)の高齢者には上記の支給基準のほか、

各区(市)で毎月最低 100 元追加で支給。 

 

2-4-14 広東省広州市 

政策名称 広州市高齢者長寿保健金支給管理の規範化に関する通知 

発表単位 広州市民政局、広州市財政局 

発表文号 穂民規字〔2016〕7 号 

発表日 2016 年 11 月 11 日 

URL http://www.gzmz.gov.cn/gzsmzj/llfw/201611/b7e3c99a724e4d318041a2d0

a5d8618e.shtml 



中国における高齢者産業関連政策動向 調査報告書 

 

 

Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved   112 

 

補助政策 広州市は下記三つの条件を満足する高齢者に手当を支給する。基準は年齢

により 4段階に分ける。 

①広州市戸籍の満 70 歳以上の高齢者 

②広州市駐留軍隊の満 70 歳以上の定年退職幹部 

③移動計画中で、未だ地方に移動していない満 70 歳以上の軍隊の定年退

職幹部 

補助対象 
補助金額（元/人/

月） 

満 70～79 歳 30 

満 80～89 歳 100 

満 90～99 歳 200 

満 100 歳以上(100 歳を含む) 300 

※100 歳以上の高齢者にはさらに、毎年の敬老の日に広州市政府から 1,000

元/人の慰問金が支給される。 

2-4-15 重慶市 

政策名称 重慶市の経済的に困難な要介護高齢者への養老サービス手当支給実施方法 

発表単位 重慶市民政局、重慶市障碍者連合会、重慶市老齢工作委員会弁公室、重慶市財政

局 

発表文号 渝文備〔2015〕 3363 号 

発表日 2016 年 2月 3 日 

URL http://www.cq.gov.cn/publicinfo/web/views/Show!detail.action?sid=4065271 

補助政策 重慶市は下記二つの条件を満足する高齢者に手当を支給する。基準は年齢によ

り 2段階に分ける。 

①重慶市戸籍の生活保護対象者のうち、満 60 歳以上の自立能力喪失高齢者。 

 

②重慶市戸籍の生活保護対象者のうち、満 80 歳以上の高齢者(①の自立能力喪

失高齢者を含まない)。 

補助対象 
補助金額（元/人/

月） 

満 60 歳以上の自立能力喪失

高齢者(満 60 歳を含む) 
200 

満 80 歳以上の高齢者 200 
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2-4-16 四川省成都市 

政策名称 高齢者手当の支給に関する通知 

発表単位 成都市老齢工作委員会弁公室 

発表文号 成老弁発〔2015〕24 号 

発表日 2015 年 6月 1 日 

URL http://www.cdllb.org.cn/index.php?cid=28&tid=1556 

補助政策 成都市戸籍の 80 歳以上の高齢者に手当を支給する。基準は 3 段階に分け

る。最低基準を決めており、具体的な支給金額については各区（市）県政

府で自主的に決めることとする。 

補助対象 補助金額（元/人/月） 

満 80～89 歳 ≥50 

満 90～99 歳 ≥200 

満 100 歳以上(100 歳を含む) ≥500 

 

2-4-17 陝西省西安市 

政策名称 西安市高齢者生活手当基準の調整に関する意見 

発表単位 西安市人民政府 

発表文号 市政事務局発〔2012〕113 号 

発表日 2012 年 6月 27 日 

URL http://www.xa.gov.cn/websac/cat/374/374714.html 

補助政策 西安市戸籍の満 70 歳以上の高齢者に手当を支給する。基準は年齢によ

り 4段階に分ける。 

補助対象 
補助金額（元/人/

月） 

満 70～79 歳 50 

満 80～89 歳 100 

満 90～99 歳 200 

満 100 歳以上(100 歳を含む) 360 
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3. 介護人材の状況 

3-1 中国における介護人材の状況 

介護職資格制度の概要 

名称 養老介護員従業者国家職業技能標準に関する通知(2011 年改定) 

発表単

位 

人力資源社会保障部 

発表文

号 

人社庁発[2011]104 号 

発表日 2011 年 11 月 14 日 

URL http://jnjd.mca.gov.cn/article/zyjd/zcwj/201205/20120500304171.shtml 

内容摘

要 

【資格等級】 

介護人員の国家資格等級は後掲の 4 つのレベルに分類されている。 

【対象者】 

 中学卒業以上 

【資格条件】 

 

レベル 条件(各条件のうち、1つを満たせばよい) 

初級 ① 介護員に関する規定の初級正規研修時間に達し、修了証

書を取得した者。 

② 介護職において継続して 2年以上従事した者。 

③ 介護職にかかる見習い期間終了者 

中級 ① 初級職業資格証書取得後、継続 3年以上にわたり介護職

に従事し、規定の中級正規研修時間に達し、修了証書を

取得した者。 

② 初級職業資格証書取得後、継続 5年以上にわたり介護職

に従事した者 

③ 介護職において継続して 7年以上従事した者。 

④ 人力資源社会保障行政部門認定の中級技術能力育成対象

の専門課程（介護職にかかる専門課程)の修了証書取得

者。 

高級 ① 中級職業資格証書取得後、継続 4年以上にわたり介護職

に従事し、規定の高級正規研修時間に達し、修了証書を

取得した者。 

② 中級職業資格証書取得後、継続 7年以上にわたり介護職

に従事した者 
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③ 高級技工学校、或いは人力資源社会保障行政部門の認定

の高級技術能力育成対象の専門課程（介護職に係る専門

課程）、或いは関連専門学科の修了証書取得者。 

④ 中級職業資格証書を取得した専門学校の専門学科或は関

連学科卒業生で、継続 2年以上にわたり介護職に従事し

た者。 

技師 ① 高級職業資格証書取得後、継続 5年以上にわたり介護職

に従事し、規定の高級正規研修時間に達し、修了証書を

取得した者。 

② 高級職業資格証書取得後、継 8年以上にわたり介護職に

従事した者 

③ 高級職業資格証書を取得した高級技工学校本職業専門学

科の修了生で、継続 2年以上にわたり介護職に従事した

者。 

【規定研修時間】 

レベル 研修期間 

初級 ≥180 標準学習時間 

中級 ≥150 標準学習時間 

高級 ≥120 標準学習時間 

技師 ≥90 標準学習時間 
 

介護職従事者の状況 

従 事者

数 

680,000 人 

（2016 年 12 月 31 日まで、データ源：中国民政部、矢野経済統計分析） 

有資格 

従 事者

数 （介

護 関連

資格） 

130,000 人 

（2016 年 12 月 31 日まで、データ源：中国民政部、矢野経済統計分析） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護職従事者の収入状況 
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収入状

況 

中国における介護職従事者の収入水準は相対的に高くない。一部地域で公開している

「2016 年部分職業(職種)給与指導価格」（下表）によると、同従事者の給与水準は月

2,000～4,000 元となっている。 

 

介護従業者給与指導価格（2016 年）※一部都市のみ 

地区 省名 都市 職種 
給与指導価格（元/年） 

低レベル 中レベル 高レベル 

華東地区 

浙江省 麗水市 養老介護者 24,000 34,800 52,200 

山東省 威海市 介護者 26,337 33,284 56,210 

安徽省 合肥市 養老介護者 23,300 33,500 49,800 

華南地区 広東省 珠海市 養老介護者 29,700 35,520 42,720 

東北地区 
遼寧省 瀋陽市 家庭介護者 22,000 33,600 42,000 

遼寧省 大連市 その他介護者 37,237 46,262 57,283 
 

中国の介護人材育成に関する問題点・課題 

  介護人材の深刻な不足 

2016 年末時点、中国における 60 歳以上の高齢者人口は 2.3 億人に達している。その

うち、要介護高齢者は約 4,000 万人に達している。 

国際的に通用されている 3 名の要介護者に対して、1 名の介護スタッフを配置すると

いう基準に基づき計算すると、中国において必要とされる介護人材は 1,000 万人以上と

見込まれる。 

 低学歴、不十分な人材育成制度 

 中国における介護職従事者のうち、最終学歴が中卒以下である割合が 60％以上となっ

ている。また、職業能力資格証を取得している従事者は限定的に留まっている。 

 2016 年時点、中国国内で介護関連専門学科（介護、リハビリを含む）を設置している

大学は 29校、短期大学は約 30 校、専門学校は約 25 校となっている。 

 従事者の年齢の高さ 

 中国における介護職従事者の年齢層は 40～50 代が最も多く、60 歳以上の高齢者が「老

老介護」しているという状況もみられる。こうした年齢層においては、従事者の学習能

力、体力などに問題を抱えているケースが多い。 

 人材流出率の高さ 

中国においては介護職の社会的地位が低く、長時間労働、高負担、低待遇など、いわ

ゆる「3K」的な職業とみなされるケースが多く、特に若年層では短期間で転職、退職す

るケースが多い。 
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3-2 地方政府による介護人材育成関連政策 

3-2-1 吉林省長春市 

介護人材状況 

介護人材数 現在：2,400 人 

2020 年目標： 

 資格認定率：100% 

 初級資格を取得する人材の比率：60%以上 

 継続研修実施率：50%以上 

介護人材教育、補助関連政策 

教育機関 

整備計画 

 高等学院、中等職業技術学校において、介護関連の職業教育の展開

を推進 

 高齢者医学、リハビリ、介護、栄養、カウンセリング、ソーシャル

ワーカー関連人材の教育を推進 

介護人材 

補助政策 

 

 

補助種類 補助対象 補助細則 

教育補助 養老介護職員 教育費用 

就職補助 

養老介護職員 

（必要条件：①介護職従事者 

②高等学院、中高等職業技術学

校の卒業生） 

入職補助 

養老介護職員 

（必要条件：①介護職従事者  

②国家資格証を取得者） 

在職補助 

 

関連政策 

名称 長春市養老サービス業の発展加速に関する実施意見 

公布期間 長春市人民政府 

発表文号 長府発[2014]14 号 

発表日 2014 年 8月 18日 

URL http://www.ccmz.gov.cn/ccmz/2/341/2014/10/i9571.shtml 

3-2-2 遼寧省瀋陽市 

介護人材状況 

介護人材数 現在：2,500 人 

2020 年目標： 
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 教育率：90% 

 資格認定率：80% 

介護人材教育、補助関連政策 

教育機関 

整備計画 

 

 高齢者介護教育基地の立ち上げ 

 関連教育機関において、介護関連学科・課程の設立を推進。 

 高齢者医学、リハビリ、介護、栄養、カウンセリング、ソー

シャルワーカー人材を育成。 

 介護職従事者の教育強化 

 

介護人材 

補助政策 

 

 

補助書類 補助対象 補助細則 

教育補助 養老介護職員 教育費用 

就職補助 

非営利性養老機関で満 5年以上

従事した養老介護職員 
入職手当 

民間機関で実習する高等学院、

職業学校の生徒 

実習補助：最低給料の

60％標準相当 
 

関連政策 

政策名称 瀋陽市養老サービス業の発展加速に関する実施意見 

発表単位 瀋陽市人民政府 

発表文号 瀋政発[2015]10 号 

発表日 2015 年 3月 27日 

URL http://www.shenyang.gov.cn/zwgk/system/2015/04/22/010112169.shtml 

 

3-2-3 遼寧省大連市 

介護人材状況 

介護人材数 現在：3,300 人 

2020 年目標： 

 教育率：95% 

 高齢者 1万人あたりの介護職員配置数：100 人 

介護人材教育、補助関連政策 

教育機関 

整備計画 

 

 高等職業学校における介護職の教育体系を構築 

 高等・中等職業学校における介護関連の学科・課程の設置を推進 

 高等・中等職業学校における介護教育基地の設立を推進 
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介護人材 

補助政策 

 

 

補助種類 補助対象 補助細則 

教育補助 

養老介護職員 

（必要な条件：①55 歳以下 ②

職業資格証の取得者 ③非全日

制労働契約者 ④大連市戸籍所

有者 ⑤失業者、定年退職者、農

村労働者 

教育費用 

養老介護職員 職業技能資格認定費用 

就職補助 
非営利性養老機関で満 5年以上

従事した養老介護職員 
入職補助 

 

関連政策 

政策名称 大連市養老サービス業の発展加速に関する実施意見 

発表単位 大連市人民政府 

発表文号 大政発[2014]55 号 

発表日 2014 年 12 月 30日 

URL http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/dfxx/201501/20150100759715.sht

ml 

 

政策名称 大連市在宅養老サービス業の整備に関する実施意見 

発表単位 大連市民政局、大連市財政局 

発表文号 大民発[2008]60 号 

発表日 2008 年 7月 29日 

URL http://minzh.dl.gov.cn/web/guest/articleView?articleId=5B796874-

9DAB-F010-2DEF-394A16F87543 

 

3-2-4 北京市 

介護人材状況 

介護人材数 現在：5,500 人   

2020 年目標： 

 介護人材数：20,000 人 

 高齢者 1万人あたりの介護職員配置数：50 人以上 

 

介護人材教育、就職状況 
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教育機関 

整備計画 

 民間資本による介護関連専門学校の設立を奨励 

 民間資本と介護関連専門学校の提携を奨励 

 専門学校における介護関連学科の試験的改革を奨励。各学校におい

て、人材育成スキーム、課程、教材、教育方法、講師のレベルなど

の重点的改革を実施 

 介護職に関する遠隔教育の発展を支援。従事者に対する自主学習指

導、短期集中教育、技能実習、資格技能の認定業務を展開 

 専門学校における人材育成を発展 

 介護職従事者に対する介護手法などに関する教育 

 介護人材の専門教育基地を設立。就前、就業後の教育を強化 

 

介護人材 

補助政策 

 

補助種類 補助対象 補助細則 

教育補助 

養老介護職員 

（必要な条件：①関連課程受講

者、②「北京市在宅養老介護訓練

卒業証明書」取得者） 

教育費用：1,500 元 

就職補助 

養老介護職員 

（必要な条件：①非営利性機関に

就業する介護職員 ②普通高等

学院、高校、職業学校の生徒 ③

新卒、卒業 1年以内のもの） 

入職補助 

その他 非北京戸籍の養老介護職員 

ポイント制による臨

時居住証のポイント

アップ 
 

関連政策 

政策名称 養老サービス人材の育成強化に関する意見 

発表単位 北京市民政局、北京市教育委員会、北京市財政局、北京市人材資源・社

会保障局 

発表文号 京民福発[2016]527 号 

発表日 2016 年 12 月 26日 

URL http://www.bjmzj.gov.cn/news/root/gfxwj_shflsy/2017-

01/121386.shtml 

 

政策名称 在宅養老介護員の研修試行拠点の業務展開に関する通知 

発表単位 北京市民政局、北京市人材資源・社会保障局、北京市財政局、北京市高
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齢者仕事委員会事務室 

発表文号 京民高齢発[2015]215 号 

発表日 2015 年 6月 17日 

URL http://www.bjmzj.gov.cn/news/root/llgz/2015-07/113906.shtml 

 

3-2-5 天津市 

介護人材状況 

介護人材数 現在数：9,000 人 

2020 年目標： 

 介護人材数：14,000 人 

 資格認定率：90% 

介護人材教育、就職状況 

教育機関 

整備計画 

 介護関連学科・課程の設置を奨励。介護専門人材を養成 

 民間研修機関における介護関連課程の設置を奨励 

介護人材 

補助政策 

 

 

補助種類 補助対象 補助細則 

教育補助 
養老介護職員 教育費用 

資格を取得する養老介護職員 職業技能認定費用 

就職補助 
介護関連業務に従事する養老介

護職員 

社会保険補助 

採用在職補助 
 

関連政策 

政策名称 天津市養老サービス促進条例 

発表単位 — 

発表文号 — 

発表日 2014 年 12 月 23 日 

URL http://www.tjrd.gov.cn/flfg/system/2015/01/03/010019386.shtml 

3-2-6 湖北省武漢市 

介護人材状況 

介護人材数 現在：4,200 人 

2020 年目標： 

 資格認定率：100% 

介護人材教育、就職状況 

教育機関  介護職業教育を強化。高等・中等職業学校における介護関連専門学
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整備計画 

 

科・課程の設置 

 介護教育基地の設立 

 高齢者医学、リハビリ、栄養、カウンセリング等の専門人材の育成

推進 

 介護専門教材の開発、講師養成の強化 

 介護職員に対する職業技能教育の強化 

介護人材 

補助政策 

 

補助種類 補助対象 補助細則 

教育補助 

失業者、農村に移転する就職労

働者、大学卒業生、中等・高等

学校の新卒者 

（必要な条件：①民間養老介護

施設と 6カ月以上の労働契約を

締結している者、②就業前の技

能教育を受ける者） 

就職前の教育費用 

養老介護職員 

（必要な条件：①介護関連の専

門研修に参加するもの、②失業

者、農村に移転する労働者、大

学卒業生、中等・高等学校の新

卒者 

教育費用 

就職補助 

養老介護職員 

(必要な条件：①2 年以上介護職

に従事している者 ②技師資格

証取得者) 

2,000 元 

養老介護職員 

(必要な条件：①2 年以上介護職

に従事している者 ②高級資格

証取得者) 

1,500 元 

養老介護職員 

(必要な条件：①2 年以上介護職

に従事している者 ②中級資格

証取得者) 

1,000 元 

養老介護職員 

(必要な条件：①2 年以上介護職

に従事している者 ②初級資格

一回限り補助：500 元 
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証取得者) 

養老介護職員 

(必要な条件：①1 年以上の労働

契約を締結する者) 

社会保険 

 

関連政策 

政策名称 武漢市社会養老介護事業体系建設規画（2011 年-2015 年）に関する通知 

発表単位 武漢市人民政府事務庁 

発表文号 武政〔2012〕66 号 

発表日 2012 年 8月 15日 

URL http://govinfo.nlc.gov.cn/hbswhfz/xxgk/whsrmzfbgt/201212/t2012122

0_3160566.shtml 

 

3-2-7 上海市 

介護人材状況 

介護人材数 現在：41,000 人 

2020 年目標： 

 介護人材数： 119,000 人 

介護人材教育、就職状況 

教育機関 

整備計画 

 各教育機関における介護関連教育の展開を推進 

 介護関連の実習及び認定拠点の設立を推進。各区において、1 カ所以

上の研修実習拠点を設置。 

 高レベルな研修機関の支援を強化する。各区において、1カ所以上の

モデル研修機関を設立。また政府からの財政支援も行う。 

 

介護人材 

補助政策 

 

補助種類 補助対象 補助細則 

教育補助 

教育を受ける養老介護職員 交通補助、休業補助 

養老介護職員 

（必要な条件：①介護職に従事

する者 ②国家職業資格証取得

者） 

教育補助（費用の 8

割） 

就職補助 失業者、就業困難者等 

在職補助、社会保障補

助 

 
 

関連政策 
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政策名称 上海市養老介護人員の強化推進に関する実施意見 

発表単位 上海市民政局、上海市人材資源・社会保障局、上海市教育委員会、上海市

財政局 

発表文号 滬民老工発[2017]2 号 

発表日 2017 年 1月 12日 

URL http://www.shmzj.gov.cn/gb/shmzj/node8/node194/u1ai43811.html 

 

政策名称 上海市養老介護人員の技能向上に対する専門プロジェクト行動規画 

発表単位 上海市人材資源・社会保障局、上海市民政局、上海市財政局、上海市衛生・

計画生育委員会 

発表文号 滬人社職[2016]148 号 

発表日 2016 年 4月 20日 

URL http://www.12333sh.gov.cn/wsbs/zypxjd/2007zpsy/07zxdt/201604/t201

60426_1244180.shtml 

 

政策名称 上海市養老介護人員養成（専門）規画（2015-2020 年） 

発表単位 上海市人材資源・社会保障局、上海市発展改革委員会、上海市教育委員

会、上海市民政局、上海市財政局、上海市衛生・計画生育委員会 

発表文号 滬人社職[2015]422 号 

発表日 2015 年 10 月 8日 

URL http://shweilao.cn/planning/1507.jhtml 

 

3-2-8 江蘇省南京市 

介護人材状況 

介護人材数 現在：10,000 人 

2020 年目標： 

 就業前教育率：100% 

 資格認定率： 95% 

 毎年の集中教育実施率：30％以上 

 中級以上職業資格の取得比率：10%以上 

介護人材教育、就職状況 

教育機関 

整備計画 

 大学、教育機関など介護人材の実習基地の設立 

 関連教育機関において、介護関連の行政管理、専門技術管理などの

専門知識、専門技能教育、専門キャリア研修の実施を奨励 
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介護人材 

補助政策 

 

補助種類 補助対象 補助細則 

教育補助 養老介護職員 教育費用 

就職補助 

介護職に満 2年以上従事してい

る技師養老介護職員 
就職補助：3,000 元 

介護職に満 2年以上従事してい

る高級養老介護職員 
就職補助：2,000 元 

介護職に満 2年以上従事してい

る中級養老介護職員 
就職補助：1,000 元 

介護職に満 2年以上従事してい

る初級養老介護職員 
就職補助：500 元 

非営利性養老機関で従事する養

老介護職員 
傷害保険費用 

 

関連政策 

政策名称 養老介護員研修及び職業技能検定業務の更なる強化に関する意見 

発表単位 南京市民政局、南京市人材資源・社会保障局 

発表文号 寧民福[2013]110 号 

発表日 2013 年 6月 3 日 

URL http://mzj.nanjing.gov.cn/mzj/33719/ylfw/zcfg_63467/201312/t20131

226_2371614.shtml 

 

政策名称 南京市養老サービス業の発展加速に関する実施意見 

発表単位 南京市人民政府 

発表文号 寧政発[2014]216 号 

発表日 2014 年 8 月 9 日 

URL http://mzj.nanjing.gov.cn/mzj/33719/ylfw/zcfg_63467/201510/t20151

013_3595210.shtml 

 

3-2-9 江蘇省蘇州市 

介護人材状況 

介護人材数 現在：13,000 人 

2020 年目標： 

 人材育成：初級：2,000 人；中級：200人；高級：20 人 

 就業前教育率：100% 
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 資格認定率：90％以上 

介護人材教育、就職状況 

教育機関 

整備計画 

 

 高等職業学校における養老サービス関連、高齢者介護、社区リハビ

リ等関連の専門学科・課程の設立、生徒数の拡大を奨励。 

 学校間の連携を支援。人材育成、実習基地の京都建設、学生への支

援、奨学金を通じた卒業生の就業奨励。 

 市・県級の教育研修体系の整備、介護人材教育の強化 

 

介護人材 

補助政策 

 

補助種類 補助対象 補助細則 

教育補助 養老介護職員 教育費用：無料 

就職補助 

5 級職業資格証を取得する在職

養老介護職員 
資格奨励金：200 元 

4 級職業資格証を取得する在職

養老介護職員 
資格奨励金：500 元 

3 級職業資格証を取得する在職

養老介護職員 
資格奨励金：1,000 元 

養老介護職員 

（必要な条件：①「養老介護職

員資格証」取得者 ②同一施設

での在籍期間が満 1年以上ある

もの） 

特殊在職補助：100 元/

月 

（勤務年数 1 年増える

ごとに、同在職補助は

月 100 元増額。最大補

助額は 500 元（10 年以

内）） 

養老介護職員 

（必要な条件：①「養老介護職

員資格証」取得者 ②同一施設

での在籍期間が満 11 年以上あ

るもの） 

特殊在職補助：800 元/

月 

 

その他 

優遇 

 

養老介護職員 

（必要な条件：①「養老介護職

員高級従業員資格証」取得者、

或いは修士以上学位を有する者 

②連続勤務期間が満 2年以上あ

るもの③固定住所あるもの 

本人、配偶者、未成年

子女に蘇州市戸籍の取

得を許可する。 

養老介護職員 養老施設での団体戸籍
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（必要な条件：①「養老介護職

員高級従業員（三級）資格証」

取得者、或いは修士以上学位を

有する者 ②連続勤務満 2年以

上あるもの ③固定住所ない人 

の取得を許可する。 

 

関連政策 

政策名称 蘇州市在宅養老サービス体系建設の実施意見 

発表単位 蘇州市人民政府弁公室 

発表文号 蘇府办[2013]196 号 

発表日 2013 年 9月 18 日 

URL http://www.mzj.suzhou.gov.cn/szmz/infodetail/default.aspx?infoid=

a7f4491a-57f8-4e35-a8f5-9c2f1341125e 

 

政策名称 蘇州市高齢者事業・養老サービス業発展第 13.5 規画 

発表単位 蘇州市政府 

発表文号 蘇府[2016]57 号 

発表日 2016 年 4月 14 日 

URL http://www.zfxxgk.suzhou.gov.cn/sxqzf/szsrmzf/201604/t20160421_70

7593.html 

3-2-10 江蘇省南通市 

介護人材状況 

介護人材数  現在：3,500 人 

 資格認定率：76% 

2020 年目標： 

 就業前教育率：100% 

 資格認定率：90%以上 

 

介護人材教育、就職状況 

教育機関 

整備計画 

 高等・中等職業学校、及び職業教育機関における高齢者介護管理、

医療保険、リハビリ、栄養、カウンセリングなどの専門人材育成の

推進 

 

介護人材 

補助政策 

 

補助種類 補助対象 補助細則 
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教育補助 養老介護職員 教育費用：無料 

就職補助 

養老介護職員 

（必要な条件：①「国家職業資

格証」取得者 ②同一施設で満

1年以上在職する者） 

在職補助：200 元/月 

養老介護職員 

（必要な条件：①「国家職業資

格証」取得者 ②同一施設で満

1年以上在職する者、③就業困

難者） 

 

在職補助：400 元/月 

ソーシャルワーカーの専門資格

を有する養老介護職員 
在職補助：200 元/月 

 

関連政策 

政策名称 社会養老サービス体系建設の推進、養老サービス業発展加速に関する実施

意見 

発表単位 南通市人民政府 

発表文号 通政発〔2015〕27 号 

発表日 2015 年 4月 11 日 

URL http://xxgk.nantong.gov.cn/govdiropen/jcms_files/jcms1/web1/site/

art/2015/4/17/art_5340_410841.html 

3-2-11 浙江省杭州市 

介護人材状況 

介護人材数 現在：8,000 人 

2020 年目標： 

 初級及び初級以上職業資格証の取得比率：50%以上 

 資格認定率：95% 

介護人材教育、就職状況 

教育機関 

整備計画 

 

 高等・中等職業学校における介護関連専門学科の設立を奨励 

 学校、学校、教育機関と養老機構との提携によるオーダーメードの

人材育成、職業教育の展開を奨励 

 高齢者事業に関連するソーシャルワーカーの養成強化。50床以上の

高齢者施設における 1名以上のソーシャルワーカーの配置を義務付

け。 

 高齢者医学、リハビリ介護人材、衛生技術員、臨床エリート医師の
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養成プロジェクトの展開 

介護人材 

補助政策 

 

補助種類 補助対象 補助細則 

教育補助 

養老介護職員 

（必要な条件：①在職、転職技

能教育を受けるもの ②職業資

格証を取得するもの） 

教育費用：300 元 

養老介護職員 

（必要な条件：①在職、転職技

能教育を受けるもの ②高級及

び高級以上職業資格証取得者） 

教育費用：600 元 

養老介護職員 

（必要な条件：①養老機関で就

職するもの ②職業技能教育を

受けて、資格を取得するもの） 

教育認定費用（50％） 

養老介護職員 

（必要な条件：①養老機関で就

職するもの ②職業技能教育を

受けて、高級以上資格を取得す

るもの） 

教育認定費用（80％） 

就職補助 

初級養老介護職員 

（必要な条件：①養老機関での

就業期間が満 2年に達するも

の） 

1,000 元 

中級養老介護職員 

（必要な条件：①養老機関での

就業期間が満 2年に達するも

の） 

1,500 元 

高級養老介護職員 

（必要な条件：①養老機関での

就業期間が満 2年に達するも

の） 

3,000 元 

技師介護職員資格証（必要な条

件：①養老機関での就業期間が

満 2 年に達するもの） 

4,000 元 

養老介護職員 40,000 元 
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（必要な条件：①介護関連専門

課程の卒業生 ②養老機関での

就業期間が満 5年に達するもの 

③大学卒業者） 

養老介護職員 

（必要な条件：①介護関連専門

課程の卒業生 ②養老機関での

就業期間が満 5年に達するもの 

③短大、高等職業学校卒業者） 

26,000 元 

養老介護職員 

（必要な条件：①介護関連専門

課程の卒業生 ②養老機関での

就業期間が満 5年に達するもの 

③中東職業学校卒業者） 

21,000 元 

養老介護職員 

（必要な条件：①「杭州就職援

助証」取得者 ②就職登録手続

きをするもの） 

採用補助、保険費 

養老介護職員 

（必要な条件：①「杭州就職援

助証」取得者 ②融通就職方法

で養老介護をするもの） 

融通就職補助、保険費 

 

関連政策 

政策名称 杭州市養老サービス業財政補助実施細則 

発表単位 杭州市民政局 

発表文号 杭府法審告[2015]56 号 

発表日  2015 年 12 月 25 日 

URL http://www.hangzhoufz.gov.cn/details/gfwjdetail.aspx?id=2144 

 

政策名称 杭州市養老サービス業改革及び発展の加速に関する意見 

発表単位 杭州市人民政府 

発表文号 杭政函[2014]174 号 

発表日 2014 年 11 月 21日 

URL http://www.hzdpc.gov.cn/ztzl/ztzl_fwyxm/ztzc_fwyxm_zcwj/201411/t2

0141126_34819.html 
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3-2-12 浙江省寧波市 

介護人材状況 

介護人材数  現在：3,500 人 

 資格認定率：80% 

2020 年目標： 

 資格認定率：95% 

介護人材教育、就職状況 

教育機関 

整備計画 

 

 高等・中等学校における養老サービス管理、介護などの専門学科の

設立を奨励 

 高齢者医学、リハビリ、介護、栄養、カウンセリング、ソーシャル

ワーカーの専門人材の養成を推進 

 民間資本による養老介護人材の教育機関設立を奨励。 

 

介護人材 

補助政策 

 

補助種類 補助対象 補助細則 

教育補助 

養老介護職員 

在職教育費用：200 元 

専門能力教育費用：400

元 

初級養老介護職員 教育費用：500 元 

中級養老介護職員 教育費用：800 元 

高級養老介護職員 
教育費用：1,200 元 

 

技師養老介護職員 教育費用：1,500 元 

就職補助 

養老介護職員 

(必要な条件：①学士及び学士

以上の卒業生 ②「養老介護

職業資格証」を取得取得する

もの ③就業期間が満 5年以

上も者) 

就職奨励補助： 40,000

元 

養老介護職員 

(必要な条件：①短大（高等職

業学校）の卒業生 ②「養老

介護職業資格証」を取得取得

するもの ③就業期間が満 5

就職奨励補助： 26,000

元 
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年以上も者) 

養老介護職員 

(必要な条件：①中等職業学校

の卒業生 ②「養老介護職業

資格証」を取得取得するもの 

③就業期間が満 5年以上も者 

就職奨励補助： 21,000

元 

養老介護職員 特殊在職補助 
 

関連政策 

政策名称 民間資本による養老サービス業への投資を更に奨励することに関する実

施意見 

発表単位 寧波市人民政府  

発表文号 甬政発[2014]68 号 

発表日 2014 年 7月 24日 

URL http://zfxx.ningbo.gov.cn/art/2014/8/6/art_2447_753012.html 

 

3-2-13 山東省青島市 

介護人材状況 

介護人材数  現在：3,000 人 

 資格認定率：68% 

 中級以上職業資格の取得比率：27% 

2020 年目標： 

 資格認定率：90％以上 

 

 

介護人材教育、就職状況 

教育機関 

整備計画 

 

 介護関連の専門学校の設立、他の中等・高等機関との連携を奨励。 

 民間教育機関、職業学校、養老施設における介護実習基地の設立を

奨励 

 介護人材への無料技能教習の実施を奨励 

 青島養老介護学院の設立 

 

介護人材 

補助政策 

 

補助種類 補助対象 補助細則 

教育補助 
初級養老介護職員 教育費用：800 元 

中級養老介護職員 教育費用：900 元 
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高級養老介護職員 教育費用：1,000 元 

初級養老介護職員 
職業技能認定費用：140

元 

中級養老介護職員 
職業技能認定費用：160

元 

高級養老介護職員 
職業技能認定費用：220

元 

就職補助 

在職養老介護職員 

就職年間補助 

特殊在職補助 

住宅と入籍優遇 

養老介護職員 

（必要な条件：①高等学院、職

業技術学校の卒業生 ②介護職

に満 5 年以上従事しているも

の） 

入職補助：50,000 元 

「青島敬老使者」に選ばれた介

護職員（選抜結果の有効期間は

4年） 

1,000 元/月 

 

関連政策 

政策名称 在宅介護サービス業人員の技能研修業務の向上に関する通知 

発表単位 青島市人材資源・社会保障局、青島市財政局 

発表文号 青人社字[2015]61 号 

発表日 2015 年 12 月 15日 

URL http://www.qingdao.gov.cn/n172/n24624151/n24626255/n24626269/n246

26283/160112112934486311.html 

 

政策名称 青島市養老サービス業の発展推進加速に関する実施意見 

発表単位 青島市人民政府 

発表文号 青政発〔2016〕36 号 

発表日 2016 年 12 月 15 日 

URL http://www.qingdao.gov.cn/n172/n68422/n68424/n31280703/n31280704/

161215133006670827.html 

 

3-2-14 広東省広州市  

介護人材状況 
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介護人材数 現在数：4,500 人 

2020 年目標： 

 人材数：20,000 人 

 中級職業資格者の比率：20％以上 

 技師職業資格者の比率：2％ 

介護人材教育、就職状況 

教育機関 

整備計画 

 広州市付属高等医学学校と大型養老施設との連携で、医養融合研究

院を設立 

 介護、介護施設管理の専門学科を奨励。広州市中等職業教育都市支

援学科リストに盛り込む。課程（教材）の研究開発、実習基地の建

設 

 養老介護実習訓練基地を通じて介護人材の教育を展開 

 

介護人材 

補助政策 

 

 

補助種類 補助対象 補助細則 

教育補助 

養老介護職員 

（必要な条件：①自立で生活で

きない高齢者を介護するもの 

②高齢者の親戚） 

教育費用：無料 

養老介護職員 

（必要な条件：①介護職の従事

者 ②国家職業資格証を取得す

る人） 

教育費用：1,600-

2,500 元 

介護、介護施設管理関連学科の

全日制の学生 

学費：無料 

生活補助 

就職補助 

養老介護職員 

（必要な条件：①介護職の従事

者 ②3年以上の労働契約を締

結する者 ③中等職業技術学校

の卒業生） 

就職補助：5,000 元 

養老介護職員 

（必要な条件：①介護職の従事

者 ②3年以上の労働契約を締

結する者 ③高等学院（全日

制）の卒業生） 

 

就職補助：10,000 元 
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介護職に満 5年以上従事する者 就職補助：5,000 元 

介護職に満 10 年以上従事する

者 
就職補助：20,000 元 

固定雇用者の無い養老介護職員 就職補助 

他の保障 

全日制介護施設の介護職員 
≥最低給料標準の 1.5

倍 

全日制介護施設の介護職員 
≥最低時給標準の 1.5

倍 

非広州戸籍の介護職員 

①広州市公共賃貸住宅

の賃貸 

②広州戸籍取得のポイ

ントアップ 

③子女の入学優遇 
 

関連政策 

政策名称 広州市養老サービス人材育成強化に向けた行動案 

発表単位 広州市民政局、広州市教育局、広州市財政局、広州市人材資源・社会保

障局、 

広州市衛生・計画生育委員会 

発表文号 — 

発表日 2016 年 12 月 6日 

URL http://www.gz.gov.cn/gzgov/gsgg/201612/b84e5d0dc98d45f2813f556b65

639c1f.shtml 

3-2-15 重慶市 

介護人材状況 

介護人材数 現在：16,000 人 

2020 年目標： 

 教育率：100% 

 資格認定率：90% 

介護人材教育、就職状況 

教育機関 

整備計画 

 高齢者介護管理、医療保健、介護リハビリ、栄養、カウンセリング

等の専門人材の養成推進 

 民間資本による介護教育機関の設立奨励 

 養老実習モデル基地の設立 
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介護人材 

補助政策 

 

補助種類 補助対象 補助細則 

教育補助 養老介護職員 教育費用 

就職補助 

養老介護職員 

（必要な条件：①民間養老機関

と 1 年以上の労働契約を締結す

るもの、②重慶市戸籍を有する

もの ③就職困難者 ④失業者

（高等学院の学歴所有者）） 

社会保険 

農村出身、就職困難者 
在職補助、社会保険補

助 
 

相关政策 

政策名称 重慶市養老サービス業の発展推進加速に関する実施意見 

発表単位 重慶市人民政府 

発表文号 渝府発〔2014〕16 号 

発表日 2014 年 4月 24日 

URL http://www.cq.gov.cn/publicinfo/web/views/Show!detail.action?sid=

3863505 

 

 

 

3-2-16 四川省成都市 

介護人材状況 

介護人材数 現在:4,000 人 

2020 年目標： 

 資格認定率：≥90% 

 就業前教育率：100% 

介護人材教育、就職状況 

教育機関 

整備計画 

 

 中等職業学校において 20 カ所の介護関連学科を設立 

 介護、介護施設管理、リハビリ、健康管理、高齢者保健、栄養等の

専門課程の設立を奨励 

 人材育成、課程、教材、教育手法、教師等の改革を推進 

 介護従事者に対するオンライン教育の実施 

 介護実習基地の設立奨励 
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介護人材 

補助政策 

 

 

補助種類 補助対象 補助細則 

教育補助 

養老介護職員 

（必要な条件：初級以上の職業

資格、専門技能資格証を取得す

る者） 

教育費用 

養老介護職員 

（必要な条件：職業資格、専門

技能資格証を取得する者） 

職業技能鑑定補助 

就職補助 

養老介護職員 

（必要な条件：①非営利施設で

満 3 年以上就業している者 ②

職業資格証取得者、③高等学

院、職業技術学校、教育機関で

の専門学科卒業生） 

一回限り入職補助 

職業資格証を取得する養老介護

職員 
特殊在職補助 

養老介護職員 

（必要な条件：①介護職に従事

する者 ②成都市戸籍を有する

もの。③「就職失業登録証」取

得、就職困難者） 

 

社会保険、在職補助 

 

関連政策 

政策名称 養老サービス人材養成の業務推進に関する通知 

発表単位 成都市教育局、成都市民政局、成都市人材資源・社会保障局、 

発表文号 成教函[2015]66 号 

発表日 2015 年 7月 9 日 

URL http://www.cdedu.gov.cn/zhengce/Show.aspx?id=50335 

 

政策名称 養老サービス人材就業促進に関する業務の具体措置 

発表単位 成都市人材資源・社会保障局、成都市財政局、成都市教育局、成都市民

政局、 

成都市衛生・計画生育委員会、成都市高齢者仕事委員会事務室 

発表文号 — 
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発表日 2015 年 7月 16日 

URL http://www.cdhrss.gov.cn/detailRuleOfLaw.action?id=75553 

 

3-2-17 陝西省西安市 

介護人材状況 

介護人材数 現在：3,500 人 

2020 年目標： 

 資格認定率：90％ 

介護人材教育、就職状況 

教育機関 

整備計画 

 

 介護人材の職業教育を強化 

 関連大学や機関による介護人材実習基地を設立。介護関連の管理、

専門技術、専門知識、技能教育、キャリア教育を提供する。 

 

介護人材 

補助政策 

 

補助種類 補助対象 補助細則 

教育補助 教育を受ける養老介護職員 

教育費用：無料 

認定費用：無料 

宿泊費用：無料 

就職補助 
初級、中級、高級職業資格証を

取得する養老介護職員 
給料標準を上限 

 

関連政策 

政策名称 2016 年養老介護員「千人研修計画」実施に関する通知 

発表単位 陝西省民政庁弁公室 

発表文号 陝民办発〔2016〕22 号 

発表日 2016 年 4月 7 日 

URL http://shaanxi.mca.gov.cn/article/tzgg/201604/20160400938826.shtm

l 

 

政策名称 西安市社会養老サービス体系の建設推進加速に関する実施意見 

発表単位 西安市人民政府 

発表文号 市政発[2012]111 号 

発表日 2012 年 11 月 30日 

URL http://xafz.xa.gov.cn/websac/cat/1896507.html 
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政策名称 西安市養老サービス業の発展推進加速に関する実施意見 

発表単位 西安市人民政府 

発表文号 市政発[2015]23 号 

発表日 2015 年 7月 23日 

URL http://www.cnnsr.com.cn/csfg/html/2015072813544498552.html 

 

 

3-3 介護関連の主な職業訓練機関 

3-3-1 吉林省長春市 

名称 長春医学高等専科学校 

概要 

・1936 年設立。 

・現在、全日制の学生数は高等専門科 6036 人、成年科 1875 人を有す

る。 

・臨床医学、医学検査、介護、生物技術及び応用等の 24 学科を設置。 

URL www.cmcedu.com 

電話 0431-84825243 

所在地 吉林省長春市二道区吉林大路 6177 号 

学生数 

（介護関連学科） 
120 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

□ 社区養老センター  

□ 社会福祉院 

■ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 長春暖欣家政職業訓練学校  

概要 
・2008 年設立 

・月嫂、家政婦、養老介護員などの学科を設置している。 

URL — 

電話 13844995677 

所在地 吉林省長春市経済開発区太原東街 1019 号 

学生数 

（介護関連学科） 
30 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院 
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□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 吉林省松鶴職業訓練学校 

概要 

・2013 年に設立。 

・吉林省高齢者事業発展基金会の出資によって設立。 

・吉林省初の専門養老介護職員専門の訓練学校。中国高齢者事業発

展基金会指定の全国養老介護職員の訓練基地である。 

・初級、中級、高級養老介護員、介護技術、施設院長等の研修学科を

設置 

URL www.jlsonghe.com 

電話 0431-82006099 

所在地 吉林省長春市経済開発区東環城路 9576 号 

学生数 

（介護関連学科） 
80 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院 

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 吉林省金達達職業訓練学校 

概要 

・2016 年 8 月設立。 

・健康産業を専門とする職業資格訓練学校。 

・健康管理師、保育員、養老介護員、漢方医保養健康師等の学科を設

置 

URL http://jindadapeixun.com 

電話 0431-81672187 

所在地 吉林省長春市高新区震宇街 158 号 4413 室 

学生数 

（介護関連学科） 
20 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 東北師範大学（社会福祉学院） 

概要 ・1946 年設立。 
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・国家「211 工程」の重点建設大学。哲学、経済学、管理学等の 39 学科

を有する。 

・東北師範大学社会福祉学院は」2010 年に設立。社会福祉学部、経営

福祉学部、幼児福祉学部、都市福祉学部の 4 学部を有する。 

URL http://zsb.nenu.edu.cn 

電話 0431-85684088  

所在地 吉林省長春市浄月区博碩路 1488 号 

学生数 

（介護関連学科） 
200 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

 

3-3-2 遼寧省瀋陽市 

名称 瀋陽市漢方医薬学校 

概要 

・1958 年設立。 

・国家レベルの公立重点全日制医学中等専門学校。「遼寧社会信頼名

門学校」、「国家レベル重点中等職業学校」等を取得。 

・高級介護、介護（高齢者介護）、助産等の学科を有する。そのうち、介

護、漢方薬の学科が重点学科。 

URL www.syzyy.net 

電話 024-87533408 

所在地 遼寧省新民市新柳町鉄北西路 15 号 

学生数 

（介護関連学科） 
100 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 遼寧医薬職業学院 

概要 

・1984 年設立。 

・介護、薬学、医学関連、サービス、管理等の高度人材養成のための

公立全日制普通専門学校。 
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・省内に 2 カ所のキャンパスを有し、全日制学生数は 6,468 人。 

・介護、薬学、医療技術、健康管理等の学科を設置。 

URL www.lnyyzyxy.com 

電話 024-89800928  

所在地 遼寧省瀋陽市蘇家屯区喬松路 2 号 

学生数 

（介護関連学科） 
120 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 瀋陽医学院 

概要 

・1949 年設立。 

・講師・職員は 4,220 人、学生数は 8,666 人。 

・大学部門では臨床医学、介護学等の 15 学科、高等職業学科では、リ

ハビリ治療技術等の 14 学科を有する。また、保健マッサージ、家政サー

ビス、美容、養老介護、栄養給食員等の研修課程を有する。 

URL www.symc.edu.cn 

電話 024-62215696   

所在地 遼寧省瀋陽市皇姑区黄河北大街 146 号 

学生数 

（介護関連学科） 
60 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 瀋陽市和平区職業訓練学校 

概要 
・調理師、マッサージ、家政サービス、保育、介護、メイク等の研修学科

を有する。 

URL — 

電話 024-22533973 

所在地 遼寧省瀋陽市和平区ハルビン路 58 号 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 
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主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 瀋陽市娘子軍家政サービス学校 

概要 

・2004 年設立。 

・家政サービスを中心とした専門学校。 

・家政サービス、保健マッサージ、養老介護等の学科を有する。 

URL — 

電話 024-31831609 

所在地 遼寧省瀋陽市瀋河区大南街 96 号 

学生数 

（介護関連学科） 
30 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 瀋陽技師学院 

概要 

・1982 年設立 

・高級技師、技師等の高技能人材の養成を主とする全日制高等職業技

術学校。 

・6 カ所のキャンパス、全日制学生約 6000 人。 

・養老介護、月嫂、調理師、栄養給食員、家政サービス等の学科を有

する。 

URL www.syjsxy.com 

電話 024-88090398 

所在地 遼寧省瀋陽市大東区東駅街 50－１号 

学生数 

（介護関連学科） 
30 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 
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名称 瀋陽華夏中青家政サービス有限公司 

概要 

・2009 年 9 月設立。 

・同社は瀋陽市政府、瀋陽市家庭サービス業協会に認定される重点模

範家政サービス会社。 

・家政サービス、ベビー保育員、養老介護職員、飲食サービス等の研

修課程を設置。 

URL — 

電話 024-22742781 

所在地 遼寧省瀋陽市大東区大北街 52 号 

学生数 

（介護関連学科） 
30 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 瀋陽新普恵職業訓練学校 

概要 

・1998 年設立。 

・瀋陽市婦人連合会、瀋陽市労働局直属の再就職の訓練学校。 

・家政サービス、養老介護等の学科を有する。 

URL — 

電話 13019378500 

所在地 遼寧省瀋陽市鉄西区艷華街二号 3－14 門 

学生数 

（介護関連学科） 
80 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

 

3-3-3 遼寧省大連市 

名称 大連楓葉職業技術学院 

概要 

・高等キャリア教育を実施する私立普通高等職業学校。 

・財経貿易、高齢者介護・管理等の学科を有する。 

・全日制在校生は約 5,000 人。また、約 2,000 人に各種研修を実施
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している。 

URL www.dlxgjy.com 

電話 0411-84899111 

所在地 遼寧省大連市甘井子区営城子町大黒石リゾート 

学生数 

（介護関連学科） 
120 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 大連医科大学中山学院 

概要 

・1999 年設立 

・リハビリ学院、介護学院、医学応用技術学院、職業技能訓練センタ

ー等の機構を設置。 

・養老介護員、家政サービス等の研修を実施。 

URL www.dmuzs.edu.cn 

電話 0411-88859753 

所在地 遼寧省大連市高新区愛賢街 28 号 

学生数 

（介護関連学科） 
60 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 大連職業技術学院 

概要 

・1979 年設立 

・大連市人民政府直属の全日制普通高等職業学校で、「国家模範

高等職業学校」の一つ。 

・2 カ所のキャンパスに全日制学生 11,241 人、教職員 772 人を有す

る。 

・設備製造、高齢者介護・管理、公共管理・サービス等の 63 学科を

設置 

URL www.dlvtc.edu.cn 

電話 0411-86402285 
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所在地 遼寧省大連市甘井子区夏泊路 100 号 

学生数 

（介護関連学科） 
100 人  

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 大連市陽光致護職業技能訓練学校 

概要 

・家庭サービス人材の職業技能訓練学校。 

・乳幼児ケア、新生児ケア、家政サービス、養老介護などの学科を

有する。 

URL www.nichiidl.com 

電話 0411—82590011 

所在地 遼寧省大連市中山区上海路 4 号上鼎ビル 28 階 B 

学生数 

（介護関連学科） 
80 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 大連旭日紅尾訓練学校 

概要 

・2003 年設立。 

・遼寧省初の労働・社会保障部指定の職業資格認定学校の一つ。 

・営業販売師、公共栄養師、ベビー保育員、養老介護等の 30 以上

の学科を有する。 

URL www.westpac.com.cn 

電話 0411-82562038  

所在地 遼寧省大連市中山区民意街 40 号海景花園 504 室 

学生数 

（介護関連学科） 
50 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 
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■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

 

3-3-4 北京市 

名称  北京労働保障職業学院 

概要 

・1985 年設立。 

・中国唯一の国家レベル高級技能人材訓練基地、国家レベルの専門

技術員継続教育基地。 

・2016 年、同校は北京市養老人材の養成・訓練機関に指定された。 

・北京市内に 2 カ所にキャンパスがあり、学生数は 4,648 人。 

・高齢者介護・管理、人材資源管理、労働・社会保障等の学科を有す

る。 

URL http://eww.bvclss.cn 

電話 010-64941636 010-80114043 

所在地 北京市朝陽区恵新東街 5 号 

学生数 

（介護関連学科） 
180 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 北京市養老介護職業技能訓練学校 

概要 

・2001 年 11 月設立 

・介護施設や社区養老センターに就業する人材の育成、北京市介護員

訓練用教材の編集、試験問題集の編集等を行っている。 

・養老介護員及び関連の学科を有する。これまでに 1 万人以上の介護

人材を養成している。 

URL www.bjylpx.com 

電話 010-8795 7152 

所在地 北京市朝陽区百子湾南二路 92 号 

学生数 

（介護関連学科） 
80 人  

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 
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■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 北京市勁松職業高校 

概要 

・1983 年に設立 

・4 カ所のキャンパス。4,118 の学生数を有する。 

・20 カ国の国家と提携してており学生の海外派遣も行っている。 

・調理師、高齢者介護・管理、ホテル管理、旅行サービス・管理等の学

科を有する。 

URL www.jszg.com.cn 

電話 010-67786615 

所在地 北京市朝陽区勁松八区 811 ビル 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 北京市正華職業技能訓練学校 

概要 
・漢方薬調剤員、保健マッサージ師、養老介護、栄養師、健康管理師、

ベビー保育員等の学科を有する。 

URL — 

電話 010-88927632 

所在地 北京市石景山区八角西街 85 号首鋼実業ビル 2 階 

学生数 

（介護関連学科） 
50 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 北京盛世輝騰教育コンサルティング有限責任公司 

概要 

・オンライン・オフライン教育を一体で提供しており、6 カ所の研修センタ

ーを有する。 

・養老介護、漢方薬調剤員等の研修学科を有する。 

URL — 

電話 010-84074730、58607638 
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所在地 北京市東城区海運倉 3 号漢方医薬科術合作センター１階 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 北京市社会管理職業学院 

概要 

・2007 年設立 

・社会管理、社会サービス等の高等職業教育、民政職業技能認定等の

業務を行っている。 

・市内に 2 カ所のキャンパスを有し、学生数約 3,000 人、教職員約 290

人。 

・高齢者介護・管理、社会福祉事業管理、家政サービス・管理、不動産

管理等の 15 学科を有する。 

URL www.bcsa.edu.cn 

電話 010-52649731 

所在地 北京東燕郊経済開発区燕霊路 2 号 

学生数 

（介護関連学科） 
200 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 北京市吉利学院 

概要 

・2000 年設立。 

・教職員約 800 人、全日制学生約 10,000 人。 

・商業学院、文化人類・デザイン学院、理科工業学院、物流管理、高齢

者介護・管理、リハビリ等の学科を有する。 

URL www.bgu.edu.cn 

電話 010-60758115 

所在地 北京市昌平区馬池口 

学生数 

（介護関連学科） 
250 人 
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主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 北京青年政治学院 

概要 

・1956 年設立。普通高等学校とモデル高等職業学校から構成される。 

・市内に 2 カ所にキャンパスを有し、全日制学生約 4,000 人、成年高等

教育学生及び留学生が約 2,000 人。 

・カウンセリング、高齢者介護・管理（2010 年に新設）等 20 学科を有す

る。 

URL www.bjypc.edu.cn 

電話 010-64724789  

所在地 北京市朝陽区花家地街 9 号 

学生数 

（介護関連学科） 
120 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 北京開放大学 

概要 

・市内に 3 カ所のキャンパスを有する。 

・ソーシャルワーク、人材資源管理、行政管理、高齢者介護・管理等の

学科を有する。 

URL www.bjou.edu.cn 

電話 010-82192069 

所在地 北京市海淀区皁君廟甲 4 号 

学生数 

（介護関連学科） 
60 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 
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3-3-5 天津市 

名称 天津職業大学 

概要 

・1978 年設立。 

・学生数 12,672 人、教職員 677 人を有し、53 学科を設置している。 

・2009 年以降、天津市民政局との提携で、12 回の天津市養老介護員

訓練クラスを開講し、約 500 名が受講した。 

・2010 年に養老介護・管理の学科が設置された。 

URL www.tjtc.edu.cn 

電話 022-60585598  

所在地 天津市北辰区洛河道 2 号 

学生数 

（介護関連学科） 
160 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 天津中医薬大学 

概要 

・1958 年設立。 

・6 の専門学部、25 の専門学科、教職員は約 3,600 人。 

・同校は、2013 年 10 月、鶴童公益養老グループとともに介護院を開

設。介護関連学科は天津市養老院、鶴童養老院、天同医療介護院と提

携している。 

URL www.tjutcm.edu.cn 

電話 022-59596222 

所在地 天津市南開区鞍山西道 312 号 

学生数 

（介護関連学科） 
100 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 天津市天同職業訓練学校 

概要 ・主に養老介護員を研修する職業訓練学校。 
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URL www.tjttyyy.com 

電話 022-88562499 

所在地 天津市津南区小駅町前営路町政府向こうの天同医療介護院 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 鶴童高齢者介護職業訓練学校 

概要 
・1998 年 3 月設立。 

・養老介護員、施設管理者等の学科を有する。 

URL www.hetongedu.org 

電話 022-87938026  

所在地 天津浜海高新区華苑産業区海泰華科三路 1 号華鼎智地 19 号ビル 

学生数 

（介護関連学科） 
160 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 
名称 天津市幸福家縁職業訓練学校 

概要 
・家政婦、月嫂、ベビー保育師、養老介護員等学科を有し、年間約

4,000 人に対して各種研修を行っている。 

URL — 

電話 13821340551、022-22114775 

所在地 天津市擁陽東道 11 号 

学生数 

（介護関連学科） 
60 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 
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名称 天津市半辺天家政サービス有限公司 

概要 
・同社は天津市婦人連合会に所属される総合的家政サービス企業。 

・家政サービス、養老介護、産後ケアなどの研修も行っている。 

URL — 

電話 022-23514289 

所在地 天津市南開区衛津路八里台婦人活動センター5 階 

学生数 

（介護関連学科） 
50 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 
3-3-6 湖北省武漢市 

名称 湖北康本介護訓練センター 

概要 

・介護関連の訓練を専門とする機構。 

・香港の百本人材訓練学院と湖北省との協力センター。湖北衛生計画

生育宣伝教育センターに指定される介護員訓練基地。 

・同センターでは、養老介護員、月嫂、ベビー保育師、ホームヘルパー

等の学科を有する。 

URL www.kangbenhuli.cn 

電話 027-62439709 

所在地 湖北省武漢市東西湖区金銀湖南町翠堤春曉 24 ビル 1－3 階 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 武漢市東西湖職業技術学校 

概要 

・1984 年設立。 

・教職員約 400 人、学生約 5,000 人を擁し、武漢市で最大規模の職業

学校。 

・食品生物、自動車応用・修理専門、介護等の学科を有する。 
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URL www.whdxhzx.com 

電話 027-83220451 

所在地 湖北省武漢市東西湖区東西湖大道 6058 号 

学生数 

（介護関連学科） 
60 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 湖北家政訓練学校 

概要 
・2003 年 6 月設立 

・保育員、家政従業員、養老介護員等の学科を有する。 

URL — 

電話 13035113209  

所在地 湖北省武漢市六角亭町新路 71 号 

学生数 

（介護関連学科） 
30 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 武漢好徳益職業訓練学校 

概要 
・人材資源・社会保険局、民政局に指定の職業訓練学校。 

・養老介護、ベビー保育、マッサージ、栄養師等の人材を養成。  

URL — 

電話 027-85872808 

所在地 湖北省武漢市解放大道 19 号漢正町都市工業園 A128 ビル３階 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 
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名称 武漢民政職業学院 

概要 

・1986 年設立 

・学生数は約 4,000 人 

 ・鍼灸マッサージ師、養老介護員、旅行ガイド等の学科を有し、就職

率は 90％以上を誇る。 

URL www.whmzxy.cn 

電話 027-87402810 

所在地 湖北省武漢市洪山区卓刀泉路 257 号 

学生数 

（介護関連学科） 
300 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 武漢科新職業訓練学校 

概要 
・カウンセリング、電子商ビジネス、養老介護、ベビー保育等の学科を

有する。 

URL www.whkxpx.com 

電話 027-87188969 

所在地 湖北省武漢市東湖高新技術開発区南望山山東湖路付 15 号 

学生数 

（介護関連学科） 
30 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 武漢市蔡甸区友縁家政職業訓練学校 

概要 

・2003 年設立 

・不動産管理員、保育員、家政従業員、養老介護員等の学科を有す

る。 

URL — 

電話 15871453522 

所在地 湖北省武漢市江漢区青年路電業社区前片 A ビル 2 階 

学生数 40 人 
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（介護関連学科） 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

 

3-3-7 上海市 

名称 上海邦徳職業技術学院 

概要 

・1998 年設立 

・経済・管理学院、ホテル人材管理学院等の五つ二級学院を設置。 

・高齢者介護・管理、ソーシャルワーク等の 20 学科、学生数約 3,000

人を有する。 

URL www.shbangde.com 

電話 021-56680657 

所在地 上海市宝山区錦秋路 299 号 

学生数 

（介護関連学科） 
60 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 上海行健職業学院技能訓練センター 

概要 

・上海市行健職業学院によって運営される訓練センター。 

・「A ランクの教育機構」、「中国私立職業訓練機構優秀機構」に選

定されている。 

・養老介護、コンピューター操作、コンピューター修理、電子商ビジ

ネス等の学科を有する。 

URL www.shxj.cn/xnlj/xjjnpx 

電話 021-66118897 

所在地 上海市閘北区原平路 55 号上海行健職業学院３号ビル 3308 室 

学生数 

（介護関連学科） 
20 人 

主な就職先 
■ 養老センター 

■ 社区養老センター  
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□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 上海好事サービス訓練センター 

概要 

・1995 年設立。 

・設立以来、約 20,000 人に研修。就職率は 85％に達する。 

・保育師、月嫂、養老介護等の学科を有する。 

URL www.shqiuge.com 

電話 021-56636737 

所在地 上海市虹口区四平路 494 弄 C ビル３階 

学生数 

（介護関連学科） 
20 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 上海市麦忒保育職業技術訓練学校 

概要 
・保育士等を養成する専門技術訓練基地。 

・ベビー保育師、月嫂、養老介護等の学科を有する。 

URL www.matteducation.com 

電話 021-51022333 

所在地 
上海市虹口区東体育会路390 号上海外国語大学賢達学院行政ビル

10－14 階 

学生数 

（介護関連学科） 
30 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 上海新芸職業技能訓練学校 

概要 

・2004 年 7 月設立。 

・設立以来、約 10,000 人に研修を実施。 

・ベビー保育師、保育員、養老介護等の生活サービス関連の学科を

有する。 
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・上海市初の高級保育師資格を有する私立職業訓練学校。 

URL www.newart.sh.cn 

電話 021-65375610 

所在地 上海市虹口区中山北一路 1200 号３号ルビ６階 

学生数 

（介護関連学科） 
30 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 上海市浦東安老介護職業学校 

概要 

・2002 年に設立。 

・上海市浦東新区民政局管轄で唯一の各養老施設の介護人材向

けに職業訓練を提供する学校。 

URL — 

電話 021-50932521 

所在地 上海市浦東新区厳豊路 25 号４階 

学生数 

（介護関連学科） 
400 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 上海市浦東新区婦人発展指導センター 

概要 
・2001 年 8 月設立。 

・ベビー保育師、保育師、養老介護等の学科を有する。 

URL — 

電話 021-58510152 

所在地 上海市浦東新区張陽路 2771 号 

学生数 

（介護関連学科） 
100 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  
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□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 上海南滙天成職業技能訓練センター 

概要 
・家政サービス、母子介護、養老介護、保育員、Ｏｆｆｉｃｅソフト応用、

倉庫管理等の学科を有する。 

URL — 

電話 021-58083330 

所在地 上海市浦東区恵南町人民東路 2615 号 

学生数 

（介護関連学科） 
70 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 上海浦東吉立職業技能訓練センター 

概要 
・家政サービス、養老介護、倉庫管理、Office soft 応用、食用黴菌生

産等の学科を有する。 

URL — 

電話 021- 58175050  

所在地 上海市浦東区新場町滬南公路 7218 号 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 上海崇明中華職業研修学校 

概要 

・1983 年設立。 

・上海市初の政府補助訓練資格を有する職業訓練学校。 

・家政サービス、養老介護、保育員、母子介護、電気修理、水道電

気等 11 学科を有する。 

URL www.cmzhzx.com 

電話 021-59617813 

所在地 上海市崇明区城橋町西門北村 29 号ビル 
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学生数 

（介護関連学科） 
20 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

 

3-3-8 江蘇省南京市 

名称 江蘇経貿職業技術学院 

概要 

・1952 年設立。 

・全日制学生は約 12,000 人。 

・電子商ビジネス、物流管理、チェーン経営管理、高齢者介護・管理等

の学科を有する。 

URL www.jseti.edu.cn 

電話 025-52710208 

所在地 江蘇省南京市江寧大学城龍眠大道 180 号 

学生数 

（介護関連学科） 
150 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 江蘇建康職業学院 

概要 

・1933 年に設 

・江蘇省直属の公立全日制医薬衛生類高等学校 

・全日制学生約 5,700 人、キャリア教育学生は約 6,000 人。 

・臨床医学、高齢者介護、リハビリ保健、薬学等の医薬衛生関連学科を

有する。 

URL www.jssmu.edu.cn 

電話 025-84709114 

所在地 江蘇省南京市漢中路 129 号 

学生数 

（介護関連学科） 
100 人 

主な就職先 ■ 養老センター 
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■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 江蘇省鐘山職業技術学院 

概要 

・1998 年 11 月設立。 

・設立以来、約 30,000 名の卒業生を養成し、就職率 98％に達する。 

・全日制学生数は約 6,800 人、教職員は 455 人。 

・経済ビジネス、高齢者事業管理、リハビリ・介護、芸術、メディアなど 6

学科を有する。 

URL www.zscollege.com 

電話 025-84361418 

所在地 江蘇省南京市栖霞区馬郡街 169 号 

学生数 

（介護関連学科） 
150 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 南京加成金康リハビリ介護職業訓練学校 

概要 

・2016 年 8 月設立。 

・先端医学・介護人材の育成を主とする訓練学校。 

・初級養老介護員、中級リハビリ介護師、高級母子介護師及び医薬介

護等の学科を有する。 

URL www.jc-health.com 

電話 025-83131169 

所在地 江蘇省南京市秦淮区白下路 273 号伯利茲科技術園Ａ1 ビル１階 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 南京薇薇職業学校 
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概要 
・南京市人材資源・社会保障局に指定の訓練学校。 

・養老介護員、家政従業員、調理師等の学科を有する。 

URL www.nntv.cn 

電話 025-84210288 

所在地 江蘇省南京市長江路網巾 14 号 2 階 

学生数 

（介護関連学科） 
50 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

 

3-3-9 江蘇省蘇州市 

名称 蘇州福星職業訓練センター 

概要 
・2010 年 1 月に設立。 

・施設管理、介護等の学科を有する。 

URL www.szfxhly.com 

電話 0512-67860656、15862355350 

所在地 江蘇省蘇州市宝帯西路 1108 号 

学生数 

（介護関連学科） 
700 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 蘇州市民生職業訓練センター 

概要 
・調理師、、パティシエ、ベビー保育員、養老介護、家政サービス、保健

マッサージ等の学科を有する。 

URL — 

電話 0512-67868021 

所在地 江蘇省蘇州市解放東路 258 号 

学生数 

（介護関連学科） 
20 人 
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主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 蘇州市万里訓練学校 

概要 

・養老介護員、コンピューター操作員、ベビー保育師、フォ—クリフト運

転手等の学科を有する。 

URL www.szwlpx.com 

電話 0512-65322133 

所在地 江蘇省蘇州市広済路木耳場 6－1 号 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 蘇州市金諾職業訓練学校 

概要 
・2012 年 10 月設立。 

・ベビー保育師、養老介護、家政サービス等の学科を有する。 

URL www.jn-peixun.com 

電話 0512-65298926 

所在地 江蘇省蘇州市新市路 310 号 

学生数 

（介護関連学科） 
30 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 蘇州市春光職業訓練学校 

概要 
ベビー保育員、養老介護、家政サービス、保育員、女性保健等の学科

を有する。 

URL www.szcgfw.com.cn 
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電話 0512-67271345 

所在地 江蘇省蘇州市人民路 1524 号 

学生数 

（介護関連学科） 
30 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 江蘇昆山登雲科術職院 

概要 

・全日制普通高等短期大学で、全日制学生は約 7,000 人。 

・IT 技術、商務管理等の 5 学部、高齢者介護・管理、建築工程技術、

財務管理等の 28 学科を有する。また、キャリア教育、遠隔教育、職業資

格教育なども行っている。 

URL www.dyc.edu.cn 

電話 0512-57800788 

所在地 江蘇省昆山市馬鞍山西路 1058 号 

学生数 

（介護関連学科） 
220 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

 

3-3-10 江蘇省南通市 

名称 江蘇省南通衛生高等職業技術学校 

概要 
・公立全日制高等職業学校で、学生数は約 7,000 人。 

・介護、薬学、高齢者保健・管理、漢方医養生保健等の学科を有する。 

URL www.nttcwx.com 

電話 江蘇省南通経済開発区振興東路 288 号 

所在地 0513-51083088 

学生数 

（介護関連学科） 
150 人 

主な就職先 
■ 養老センター 

■ 社区養老センター  
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■ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 南通市科技人員研修学院 

概要 

・1982 年設立。 

・科学技術、キャリア教育、技能訓練等を提供する民間教育機関。 

・介護、電子商務、行政管理、カウンセリング等の学科を有する。 

URL www.kjjxxy.com 

電話 0513-81566366 

所在地 江蘇省南通市青年西路 8 号市科協三階 

学生数 

（介護関連学科） 
60 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 南通市工人業余大学 

概要 

・1963 年設立。 

・南通国家教育部に認可された独立の高等学校であり、南通市人材資

源・社会保障局指定の就職訓練機関。 

・養老介護員、家政介護員、ベビー保育員、保育員等の学科を有す

る。 

URL www.ntyygd.com 

電話 0513-85126965 

所在地 江蘇省南通市段家壩路 129 号 

学生数 

（介護関連学科） 
50 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 南通白領高級家政サービスセンター 

概要 
・2008 年 5 月設立。 

・家政サービス、家政情報コンサルティング、職業仲介サービス、養老
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介護員等の学科を有する。 

URL — 

電話 0513-85522373 

所在地 江蘇省南通市南通ビルＤ座 506 室 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 江蘇工程職業技術学院 

概要 

・理系を主とする公立全日制普通高等学校であり、現在、全日制学生

数は約 10,000 人。 

・紡績染料工程、商学院（社会管理工程学院）、服装デザイン等七つの

二級学校、高齢者介護・管理、現代紡績技術等 42 学科を有する。 

URL www.jcet.edu.cn 

電話 0513-81050200 

所在地 江蘇省南通市青年中路 87 号 

学生数 

（介護関連学科） 
60 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

 

3-3-11 浙江省杭州市 

名称 杭州師範大学医学院（健康管理学院） 

概要 

・1979 年設立。 

・現在、全日制学生は約 3,000 人、教職員は約 280 人。 

・基礎医学、介護学、健康管理等の学科を有する。 

URL http://yxy.kupoo.com 

電話 0571-28865806 

所在地 浙江省杭州市下砂高教園区学林街 16 号 

学生数 180 人 
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（介護関連学科） 

主な就職先 

■ 養老センター 

□ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 杭州市江幹区緑康介護職業訓練学校 

概要 

・2007 年設立。 

・私立職業訓練学校。杭州市人材資源・社会保障局指定の養老介護

員訓練学校であり、浙江省民政庁の養老介護員訓練基地に指定されて

いる。 

・これまで養老介護員 500 人以上を養成。 

URL www.zjslvkang.com 

電話 0571-86518689  

所在地 浙江省杭州市江幹区丁橋町沿山鮑家渡 3 号 

学生数 

（介護関連学科） 
60 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 杭州西湖区巾幗西麗職業技能訓練学校 

概要 

・2011 年設立。 

・ベビー保育員、養老介護員、家政サービス、母子介護等の学科を有

する。 

URL www.jgxl.cn 

電話 0571-88487513 

所在地 浙江省杭州市西湖区蓮花街 262 号 

学生数 

（介護関連学科） 
90 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 
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名称 杭州市上城区社区学院 

概要 
・服装制作従業員、コンピューター操作員、母子介護、養老介護等の

学科を有する。 

URL www.hzscsj.com 

電話 0571-87832173  

所在地 浙江省杭州市清泰町厳衙弄 7 ビル 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 杭州軽工職業技能訓練学校 

概要 
・飲食業従業員、母子介護、家庭清潔、養老介護員、商店店員等の学

科を有する。 

URL www.hzqgjx.com 

電話 0571-85193134  

所在地 浙江省杭州市下城区環城北路 6 号 

学生数 

（介護関連学科） 
50 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 杭州市西湖区明珠職業訓練学校 

概要 

・1998 年に設立。 

・ガードマン、飲食業従業員、養老介護員、商店店員等の学科を有す

る。 

URL www.hz1998.com 

電話 0571-88860983 

所在地 浙江省杭州市晴川街 79 号 

学生数 

（介護関連学科） 
20 人 
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主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 金色年華金家嶺定年生活センター 

概要 ・家政サービス、養老介護等の学科を有する。 

URL www.chinajsnh.com 

電話 0571-87329521  

所在地 浙江省杭州市金家嶺村 188 号 

学生数 

（介護関連学科） 
30 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 杭州銭江ソーシャルワークサービスセンター 

概要 
・杭州市初の市級私立ソーシャルワーカーサービスセンター。 

・養老介護員の学科を有する。 

URL — 

電話 0571-88986849  

所在地 浙江省杭州市丁橋山羊塢 123 号 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 杭州市江幹区博軒職業技能訓練学校 

概要 ・パティシエ、茶葉加工員、養老介護員等の学科を有する。 

URL — 

電話 0571-86479663  

所在地 浙江省杭州市江幹区凱旋路 361 号紫玉名府 2 号ビル 303 室 

学生数 40 人 
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（介護関連学科） 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 杭州市聖愛ソーシャルワークサービスセンター 

概要 ・養老介護員の訓練学科を有する。 

URL — 

電話 0571-87020549  

所在地 浙江省杭州市開元路 19 号 

学生数 

（介護関連学科） 
60 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

 

3-3-12 浙江省寧波市 

名称 寧波市嘉和職業訓練学校 

概要 
・2002 年に設立。 

・初級、中級養老介護員の訓練課程を有する。 

URL — 

電話 0574-55002912 

所在地 浙江省寧波市江東区民安路吉慶街 75 号 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 寧波市春林職業訓練学校 

概要 ・景観デザイン師、コンピューター操作員、養老介護員等の学科を有す
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る。 

URL — 

電話 0574-87022991、13454719266 

所在地 浙江省寧波市江東区桑田路 502 号四楷 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 江北区職業技能訓練センター 

概要 
・養老介護員、保育員、ベビー保育員、栄養給食員、カウンセリング師

等の学科を有する。 

URL — 

電話 0574-87355078 

所在地 浙江省寧波市江北区人民路 272－1 号 

学生数 

（介護関連学科） 
20 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 寧波技師学院 

概要 

・1958 年に設立 

・機電工程、電気工程、芸術デザイン等の学科を有する他、各種社会

業務訓練認定コースを設けている（電気修理、養老介護員、金型デザイ

ン師等）。 

URL www.nbati.com 

電話 0574-88168011 

所在地 浙江省寧波市江北区榭嘉路 800 号 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 

主な就職先 
■ 養老センター 

■ 社区養老センター  
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□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 寧波大学女子学院 

概要 

・寧波大学、寧波市婦人連合会が共同で設立した女性向け教育訓練

基地。 

・公共栄養師、母子介護、ベビー保育員、養老介護員等の学科を有す

る。 

URL http://nzxy.nbucec.com 

電話 0574-87201072 

所在地 浙江省寧波市育材路 196 号 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 寧波衛生職業技術学院 

概要 

・全日制公立普通高等学校であり、現在全日制学生数は約 6,400 人、

教職員 374 人。 

・高齢者介護、リハビリ治療技術、家政サービス・管理、高齢者保健・管

理等 16 学科を有する。 

URL www.nbchs.net 

電話 0574-88126008 

所在地 浙江省寧波市高教園区（南区）学府路 51 号 

学生数 

（介護関連学科） 
70 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 寧波市葉子職業訓練学校 

概要 
・家政介護、養老介護、ベビー保育師、結婚式司会、化粧等の学科を

有する。 
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URL www.nb-yezi.com 

電話 0574-87262992 

所在地 浙江省寧波市百丈路（霊橋東）名江新都 67 号門 3 階 

学生数 

（介護関連学科） 
20 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

 

3-3-13 山東省青島市 

名称 青島頤養介護職業技術学院 

概要 

・山東省初の介護専門の公立訓練学院。 

・養老介護、家政従業員、ベビー保育師、月子介護、保健マッサージ

等の学科を有する。 

URL — 

電話 0532-83809325 

所在地 山東省青足市市北区利津路 20 号甲 

学生数 

（介護関連学科） 
60 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 青島双展職業訓練学校 

概要 
・2009 年 8 月設立。 

・ベビー保育師、養老介護師、家政職業訓練師等の学科を有する。 

URL — 

電話 13306397518 

所在地 山東青島黒龍江中路 2111 号東方城 1022 号 

学生数 

（介護関連学科） 
30 人 

主な就職先 ■ 養老センター 
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■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 青島多彩職業訓練学校 

概要 
・2009 年 7 月設立。 

・養老介護、家庭サービス、ベビー保育師、月嫂等の学科を有する。 

URL http://dcpx532.cn 

電話 18561335971 

所在地 山東省青島市李倉区万年泉路 117 号 

学生数 

（介護関連学科） 
80 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 青島天虹職業訓練学校 

概要 

・2003 年に設立。青島市労働・社会保障局による就業促進のための訓

練基地に指定されている。 

・養老介護、幼児マッサージ師、母子介護師、保健マッサージ師等の

学科を有する。 

URL www.tianhongjiaoyu.cn 

電話 0571-86951559 

所在地 山東省青島市市北区遼寧路 247 号―263 号中新ビル 4 階 

学生数 

（介護関連学科） 
20 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 青島恒星科技学院 

概要 

・2001 年に設立。 

・国家教育部に許可される大学生統一募集資格を有する全日制私立

普通学校。 
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・経済、健康、行政、育材等の 18 つの学院、養老介護・管理、健康管

理、金融エンジニアリング、市場マーケティング等の学科を有する。 

URL www.hx.cn 

電話 0532-86661234 

所在地 山東省青島市九水東路 588 号 

学生数 

（介護関連学科） 
180 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 青島求実職業技術学院 

概要 

・1992 年に設立。 

・現在、在学学生数は約 15,000 人。 

・商学院、航空サービス学院、旅行学院、ホテル管理学院等の学院、

金融学、電子ビジネス、養老介護・管理等の学科を有する。 

URL www.qdqs.com 

電話 0532-84937401 

所在地 山東省青島市城陽区豊海路 51 号 

学生数 

（介護関連学科） 
160 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

 

3-3-14 広東省広州市 

名称 広東省民政職業技術学校 

概要 

・1985 年に設立。 

・広東省教育庁に所属する公立全日制中等職業学校。 

・民政サービスと管理（養老介護・管理向け）、秘書、市場マーケティン

グ等の学科を有する。 

URL www.gdcas.com 

電話 020-34263580 
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所在地 広東省広州市新港中路芸苑南路 29 号 

学生数 

（介護関連学科） 
100 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 広東理工職業学院 

概要 

・2005 年に設立。 

・理系を主とする高等職業学校。現在、全日制学生数は約 10,000 人。 

・ソーシャルワーク（社区養老サービス）、旅行、公共事業、文化教育等

の学科を有する。 

URL www.gdpi.edu.cn 

電話 020-83505073  

所在地 広東省広州市越秀区下塘西路 1 号 

学生数 

（介護関連学科） 
120 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 広州市技師学院 

概要 

・1961 年に設立。 

・現在、学生数は約 12,000 人、現代サービス産業系、自動車産業系な

ど五つキャンパスを有する。 

・養老介護、不動産管理員、電気技師等の学科を有する。 

URL www.gzgj.net 

電話 020-86254149 

所在地 広東省広州市白雲区黄石東路 68 号 

学生数 

（介護関連学科） 
90 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  
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□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 広州医科大学衛生職業技術学院 

概要 

・広州市唯一の公立衛生高等職業学校であり、現在四つのキャンパ

ス、学生数約 9,300 人を有する。 

・介護、高齢者介護・管理、薬学等の学科を設置。また養老介護員、ベ

ビー保育師、婦人幼児保健員等 12 種類の資格認定と試験を実施して

いる。 

URL www.gzws.edu.cn 

電話 020-81085046 

所在地 広東省広州市越秀区人民北路 604 号 

学生数 

（介護関連学科） 
80 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 従化市隆信職業訓練学校 

概要 
・家政従業員、保育員、ベビー保育員、保健マッサージ師、養老介護

員等の学科を有する。 

URL — 

電話 020-37931988-818 

所在地 広東省広州市従化区江浦街河東南路 7 号 201 室 

学生数 

（介護関連学科） 
90 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 広州市荔湾区人材資源職業能力建設センター 

概要 養老介護員、保育員、レジスター、家政従業員等の学科を有する。 

URL — 

電話 020-81378293 

所在地 広東省広州市逢源路 127 号 
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学生数 

（介護関連学科） 
50 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 広州市越秀区労働就職訓練センター 

概要 
・養老介護員、中華調理師、パティシエ、レジスター、保育員、家政従業員

等の学科を有する。 

URL — 

電話 020-37631697 

所在地 広東省広州市東華北路９号 

学生数 

（介護関連学科） 
80 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

 

3-3-15 重慶市 

名称 重慶城市管理職業学院 

概要 

・1984 年設立。 

・重慶市人民政府によって設立された全日制普通高等学校である。学

生数は約 12,000 人。 

・ソーシャルワーク学院、健康・高齢者介護学院、人類文化教育学院、

マルクス主義学院等の 12 の二級学院、46 学科を有する。 

URL www.cswu.cn 

電話 023-65626666 

所在地 重慶市砂坪壩区虎溪大学城南二路 151 号 

学生数 

（介護関連学科） 
150 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  
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□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 重慶市医薬高等専科学校 

概要 

・1948 年に設立 

・国家教育部に認可された公立全日制普通高等専門学校。 

・重慶市の模範高等職業学校であり、重慶市衛生・計画生育委員会の

人材訓練基地、重慶市出国衛生従業員の訓練基地、北京大学医学ネッ

ト教育学院所属重慶学習センターに指定されている。 

・薬学、高齢者介護、医学検査技術、臨床医学等の 22 の短大学科を

有する。 

URL www.cqyygz.com 

電話 023-61969012  61969065  

所在地 重慶市砂坪壩区大学城中路 82 号 

学生数 

（介護関連学科） 
100 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 重慶介護職業学院 

概要 

・2016 年 4 月に重慶医科大学所属第一病院の出資で設立される重慶

市初の西部地域における養老・健康の人材養成を主とする高等職業学

校。全日制学生数は約 5,000 人。 

・介護、高齢者保健・管理、社区リハビリ等の学科を有する。 

URL www.cqnvc.com 

電話 023-89011846 

所在地 重慶市壁山区来鳳街道開放東路 600 号 

学生数 

（介護関連学科） 
200 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 重慶市遠景職業訓練学校 
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概要 

・重慶市人材資源・社会保障局に認可された国家職業資格訓練の専

門機構。重慶市に五つのキャンパスを有する。 

・人材資源管理師、ベビー保育師、養老介護師、公共栄養師等の学科

を有する。 

URL www.cqyjjy.com 

電話 023-65343070 

所在地 重慶市砂坪壩区小新街 86 号嘉多利広場 8－5 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 重慶市メディア職業学院 

概要 

・1999 年設立。 

・重慶市人民政府に認可された全日制普通高等職業学校。 

・アニメ制作技術、財務管理、高齢者介護・管理等の 20 学科を有する。 

URL www.cqcmxy.com 

電話 023-45615877 

所在地 重慶市銅梁区学府大道 302 号 

学生数 

（介護関連学科） 
60 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 重慶市龍人養生養老技術職業訓練学校 

概要 

・1999 年設立。 

・漢方医リハビリ治療師、母子保健師、養老介護員、ベビー保育員等の

学科を有する。 

URL www.chinalrys.com 

電話 023-63501102 

所在地 重慶市渝中区枇杷山正街 136 号華安ビル 19 階 

学生数 90 人 
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（介護関連学科） 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 
 

3-3-16 四川省成都市 

名称 四川城市職業学院 

概要 

・2008 年 4 月設立。 

・四川省人民政府に認可された全日制総合的普通高等学校。 

・公共管理、家政サービス類（養老介護を含む）、教育、体育等の 44 学

科を有する。 

URL www.scuvc.com 

電話 028-84683033   

所在地 四川省成都市外東洪河中路 351 号 

学生数 

（介護関連学科） 
130 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 成都華大衛生学校 

概要 

・1988 年に設立されて、四川省教育庁、四川省衛生庁に認可された全

日制中等衛生専門学校。 

・高齢者介護、助産、漢方、リハビリ保健等の学科を有する。 

URL www.cdhdwx.com 

電話 028-86930613 

所在地 四川省成都市錦江区瑠璃場皇経楼 7 号 

学生数 

（介護関連学科） 
80 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 
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■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 西南財経大学天府学院 

概要 
・財務管理、市場マーケティング、高齢者介護・管理等の学科を有す

る。 

URL www.tfswufe.edu.cn 

電話 028-84117888 

所在地 四川省成都市東三環路二段龍潭本部経済城内 

学生数 

（介護関連学科） 
100 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 四川文軒職業学院 

概要 

・四川文軒職業学院が四川省政府に認可された全日制普通高等学

校。 

・高齢者介護・管理など 20 学科を有する。 

URL www.scwxzyxy.cn 

電話 028-69805888 

所在地 四川省成都市大邑県錦塀大道 9 号 

学生数 

（介護関連学科） 
150 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 成都錦欣職業技能訓練学校 

概要 

・2012 年設立。 

・国労働管理部に認可された全日制漢方医専門研修学校。 

・栄養保健、漢方薬調剤、産後リハビリ介護、母子介護、養老介護等の

学科を有する。 

URL www.cdjxzy.com 

電話 028-84593556 

所在地 四川省成都市錦江区菱巣路 90 号（元四川師範大学成人教育学院） 
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学生数 

（介護関連学科） 
80 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 成都新華億母子職業技能訓練学校 

概要 

・2004 年 5 月設立。 

・ベビー保育員、家政サービス、養老介護、病院介護員、栄養師等の

学科を有する。 

URL www.scxinhuayi.com 

電話 18010518207 

所在地 四川成都市高新区科園二路 10 号航利中心 2 ビル 2 号 9 階 

学生数 

（介護関連学科） 
30 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 成都市婦人連合会女性職業サービスセンター 

概要 
・家政サービス、ベビー保育員、養老介護、中華調理師等の学科を有

する。  

URL www.cdfulian.com 

電話 028-86250433 

所在地 四川省成都市双流区寧夏街 19 号 

学生数 

（介護関連学科） 
50 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 成都市均衡栄養保健技能訓練学校 

概要 ・2003 年に設立。 



中国における高齢者産業関連政策動向 調査報告書 

 

 

Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved   184 

 

・栄養健康教育を専門とする訓練学校。これまで 7 万人が卒業。就職率

は 90％に達する。 

・消費指導師、食品安全管理師、健康管理師、養老介護員等の学科を

有する。 

URL www.yingyangshi.net 

電話 028-86269683 

所在地 四川省成都市人民南路四段 11 号付 11 号大陸国際 702 

学生数 

（介護関連学科） 
20 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

 

名称 成都博瑞職業技能訓練学校 

概要 

・2006 年 1 月設立。 

・職業技能訓練と職業技能認定を一体的に実施する学校。 

・2013 年に成都市特別就職訓練行動計画の指定訓練機構に指定され

ている。 

・養老介護、家政サービス、自動車修理、会計等の学科を有する。 

URL — 

電話 18980916369 

所在地 四川省成都市武候金花町金花靴材広場 B 区 5 階 

学生数 

（介護関連学科） 
20 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

□ その他（家政会社、老人用品の販売） 

 

3-3-17 陝西省西安市 

名称 陝西工運学院 

概要 
・1985 年設立。 

・旅行、高齢者介護、会計電算化等の 20 学科を有する。 
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・陝西省民政庁との協力でで養老従業員研修課程を開講している。 

URL www.sxgyxy.com 

電話 029-87320440 

所在地 陝西省西安市西北一路 98 号 

学生数 

（介護関連学科） 
600 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 西安外事学院 

概要 

・1992 年に設立。 

・総合的普通大学であり、高齢者管理・介護、医学等の学科を有する。 

・同医学院は、2013 年、陝西省民政庁に「陝西省高齢者介護員訓練基

地」に指定された。 

URL www.xaiu.edu.cn 

電話 029-88751308   

所在地 陝西省西安市魚闘路 18 号 

学生数 

（介護関連学科） 
300 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 陝西自強中等専門学校 

概要 

・1951 年 7 月に設立。 

・視力、聴解、言語、身体など障害者を対象にした職業教育を行う特殊

教育学校であり、在校生は約 1,000 人を有する。 

・養老介護員訓練講座を開講している。 

URL www.sxzqzz.com 

電話 0917-6269066 

所在地 陝西省宝鶏市陳倉科技園区 

学生数 

（介護関連学科） 
100 人 
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主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 西安医学高等専科学校 

概要 

・陝西省教育庁に所属する全日制普通高等専門学校。 

・在学生約 16,000 人、専任講師約 600 人を有する。 

・臨床医学、口腔医学、薬学、介護、医学技術等の学部を有する。 

URL www.xagdyz.com 

電話 029-81483456 

所在地 陝西省西安市戸県奏渡町 

学生数 

（介護関連学科） 
60 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

□ 社会福祉院  

■ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称 陝西博愛養老助残社工発展センター 

概要 
・2013 年 7 月 31 日に設立。 

・養老介護員、養老機構管理者などの講座を開設している。 

URL www.sxbasg.com 

電話 029-89257944 

所在地 陝西省西安市長安区恵民街 8 号海譜華庭 2－19－06 

学生数 

（介護関連学科） 
40 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 

名称  西安市周至県好阿美家政月嫂職業技能訓練学校 

概要 

・2005 年に設立。 

・家政従業員、ベビー保育員、清掃員、養老介護員、月嫂等の学科を

有する。 
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URL www.xaysw.com 

電話 18165395005、 029-86690289 

所在地 
西安市雁塔区西斜七路吉祥花園一単位六階（太白南路と吉祥路の交

差点） 

学生数 

（介護関連学科） 
50 人 

主な就職先 

■ 養老センター 

■ 社区養老センター  

■ 社会福祉院  

□ 医療衛生機関 

■ その他（家政会社、老人用品の販売） 
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