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【総務省統計局・統計トピックスNo.103 
＜統計からみた我が国の高齢者（65歳以上）－「敬老の日」にちなんで－＞より】 

 1. 高齢者人口と割合の推移 

・総人口が21万人減少する一方、 

 高齢者57万人増加 
 

・総人口に占める高齢者人口割合 

 は27.7％、過去最高 
 

・90歳以上人口が初めて200万人 

 超える 
 

・日本の高齢者人口割合、世界で 

 最高 

・平成37（2025）年、総人口に占め 

 る高齢者人口の割合は30％到達 

 見込み 
 

・平成52（2040）年、総人口に占め 

 る高齢者人口の割合は35.3％到 

 達見込み 
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 2. 高齢者と現役世代の推移 

老後の生活はこれまで 

次世代が支えていた、 
 
今後は高齢者自身が 

老後を考える時代に。 

【内閣府＜平成29年版高齢社会白書＞より】 

高齢者（65歳以上）と現役世代 

（15～64歳）の人口比率 
 

・昭和25（1950）年/ 

 高齢者1人：現役世代12.1人 
 

・平成27（2015）年/ 

 高齢者1人：現役世代2.3人 
 

・平成77（2065）年/ 

 高齢者1人：現役世代1.3人 



 3. 一人暮らし高齢者の推移 
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【内閣府＜平成29年版高齢社会白書＞より】 

一人暮らし高齢者の増加は男女 

とも顕著 
 

・昭和55（1980）年/ 

 男性約19万人、女性約69万人、 

 高齢者人口に占める割合 

 男性4.3％、女性11.2％ 
 

・平成27（2015）年/ 

 男性約192万人、女性約400万人、 

 高齢者人口に占める割合 

 男性13.3％、女性21.1％ 

一人暮らし高齢者の増加と同様に、

高齢者夫婦のみの世帯も増加を 

続ける見込み 



 4. 65歳以上の認知症患者数と有病率の将来推計 
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【内閣府＜平成29年版高齢社会白書＞より】 

高齢者の認知症患者数と有病率 
 

・平成24（2012）年/ 

認知症患者数462万人 

高齢者約7人に1人 

（有病率15.0％） 
 

・平成37（2025）年/ 

認知症患者数730万人 

高齢者約5人に1人 

（有病率20.0％） 
 

・平成72（2060）年/ 

認知症患者数1,150万人 

高齢者約3人に1人 

（有病率33.3％） 
 

になるとの推計もある 

 



 5. 高齢者の家庭内事故と高齢者住宅への住み替えのきっかけ 
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【国民生活センター 
＜医療機関ネットワーク事業からみた家庭内事故－高齢者編－＞より】 

医療機関ネットワーク事業参画医療機関から提供された事故情報 
 

・65歳未満と比べ、65歳以上高齢者 は、住宅内での事故発生の 

  割合が 高い（図1） 

 事故発生場所：「居室」45.0％、「階段」18.7％、「台所・食堂」17.0％ 
 

・住宅内における事故の危害程度も、 65歳未満と比べ、65歳以上 

  高齢者の 事故は重傷化傾向（図2） 

8.6% 

13.9% 

17.5% 

19.8% 

19.8% 

32.3% 

36.9% 

56.5% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

その他 

単身になるなど、世帯構成が変化した

ため 

家族・親族から、近くへ転居するように

勧められたため 

家族に気兼ねなく十分な介護が受けた

いから 

バリアフリーなど、将来の住みやすさの

向上のため 

介護・看護が必要になったため 

家事を行うことが困難になったため 

将来の生活面の安全・安心の向上のた

め 

【全国有料老人ホーム協会＜有料老人ホームにおける前払金の実態に関する調査 
研究事業報告書平成26年＞より】 

具体的な内容としては、 

・階段の上り下りが大変になってきた 

・段差が多く転倒しやすい 

・庭木の手入れが大変になってきた 

・経年による大掛かりな改修工事が必要となった 

・買い物に不便を感じるようになった 

・交通の便が悪く外出が少なくなった 

・配偶者などが亡くなって一人暮らしになった 

・自分または配偶者が介護を必要とするようになった 
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 6. 高齢者向けの施設・住宅 －全体像－ 

根拠法 設置主体 内容
定員
（万人）

医療系
介護療養型医療施設
（介護療養病床）

医療法
介護保険法

地方公共団体
医療法人

病院・診療所の病床のうち、長期療養を必要とする要介護者に
対し、医学的管理の下における介護、必要な医療を提供する病
院。

6.3

介護老人保健施設
※「老健」

介護保険法
地方公共団体
医療法人

要介護高齢者にリハビリ等を提供し、在宅復帰を目指す施設。原
則3ヶ月までの利用。

36.9

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）
※「特養」

介護保険法
老人福祉法

地方公共団体
社会福祉法人

要介護高齢者のための生活施設。新規入居は原則要介護3以
上に限定。

57.1

老人福祉法
地方公共団体
社会福祉法人

環境的、経済的に困窮した高齢者の入所施設。 6.4

社会保険法
老人福祉法

地方公共団体
社会福祉法人等

低所得高齢者のための住居。 10.1

介護付有料老人ホーム
※「特定」

介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けた、要介護
高齢者のための住居。

21.1

住宅型有料老人ホーム
食事、生活支援等サービスがついた高齢者向け住宅。介護が必
要になった場合、自宅と同様に訪問介護などの居宅サービスを
利用する。

20.1

健康型有料老人ホーム
食事等サービスがついた高齢者向け住宅。介護が必要になった
場合は退去しなくてはならない。

0.1

高齢者住まい法 限定なし
状況把握サービス、生活相談サービス等がついた高齢者向け住
居。介護が必要になった場合、外部の居宅サービスを利用する
住宅と、特定施設入居者生活介護を利用できる住宅がある。

19.6

老人福祉法 限定なし 認知症高齢者のための共同生活住居。 19.8

類型

限定なし老人福祉法

介護保険3施設

有料老人ホーム

施設系

居住系

認知症高齢者グループホーム
※「グループホーム」

サービス付き高齢者向け住宅
※「サ高住」「サ付」

軽費老人ホーム（ケアハウス）

養護老人ホーム
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 7. 共立メンテナンスの高齢者住宅 

共立メンテナンスは、 

人生の様々なステージをお手伝いし、 

皆様の生涯に寄り添う企業です。 
 
「共立メンテナンス」は、学生寮や社員寮、ビジネスホテル、 

リゾートホテル、自治体サポートなどの事業を展開。 

人生の様々なステージでのサービスを通し、 

ひとの一生に関わっています。 

すべての事業に共通するのは、 

親身に接する「おもてなし」と「お世話」。 

お一人おひとりに寄り添い、人生を豊かにと願う心を大切にしています。 

美味しく健康的な食、居心地の良い空間や設備、 

過ごしていただくひとときが、人生で価値ある時間となるように。 

PKP(保育園運営) 
PKP(スクールバス運行) 

PKP(学校給食) 

PKP(図書館運営) 

学生寮 

社員寮 

ビジネスホテル 

リゾートホテル 

高齢者住宅 

私たちは事業を超えて経験やノウハウを活かし、 

「共立メンテナンス」にしかできない 

高齢者向け住宅「ドーミーシニア」シリーズを 

展開しています。 
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 8. お客様の「生涯活躍」を応援します 

自立の方から介護が必要な方まで、 

お客様お一人おひとりに健康で、楽しく、充実した毎日を過ごしていただきたい。 

そう考えるドーミーシニアは、心と身体の健康を増進するため、 

生活習慣病と認知症の予防・改善に繋がる工夫を毎日の生活の中に取り入れました。 

それは「食事」「活動」「睡眠」の３つの生活習慣に対する取り組みです。 

高血圧や糖尿病などの生活習慣病と認知症の発症は密接に関連 

しており、生活習慣病を防ぐことが認知症の予防・改善に繋がります。 

ドーミーシニアならではのアプローチで「食事」「活動」そして「睡眠」の 

生活習慣を整え、生活習慣病と認知症の予防・改善に取り組み、 

安心のサポート体制と充実した住環境で、お客様の生涯活躍を応援 

いたします。 



 page 9 

 9. 豊かな「食事」 ・ 身体も心も動かす「活動」 

食事が生活習慣病や認知症の予防・改善に 

果たす役割は、栄養面だけではありません。 

手づくりの味わいや旬の味覚などを楽しむ食事は、 

身体だけでなく心にもはたらきかけます。 

活動プログラムは、お客様の「やってみたい」ことを。 

本物に触れたり五感を刺激するアクティビティ・ケア 

やアクティブシニアプログラムで意欲を高め、身体 

と心の両面から認知症予防に取り組んでいます。 

食事 活動 

＊「ま」まめ、「ご」ごま、「わ」わかめ、 
「や」やさい、「さ」さかな、「し」しいたけ、 
「い」いも 

栄養と楽しみに 

プラスアルファを 

食物繊維やビタミンなどを美 
味しく摂れる「スムージー」や 
脳の神経細胞を活性化させ 
る「アマニ油」なども取り入れ 
ています。 

噛む効果に着目 

多種のご飯 

麦・雑穀・玄米・蕎麦の実な
ど様々なご飯は、栄養豊富
なだけでなく、良く噛むことで
脳を活性化。お身体の状態
によっては、きざみ食やミキサ
ー食もご提供します。 

一食の栄養バランスを 

考慮したメニュー 

「まごわやさしい」和食材中心 
のメニューは一食ごとの栄養 
バランスを考慮。旬の食材も 
取り入れ、美味しさにもこだわ 
っています。 

＊ 

毎日続けられる 

身体と脳の体操 

身体機能・認知機能を維持
・向上するデュアルタスクエク
ササイズ、口腔体操やあたま
の体操など、健康に良い様
々なプログラムを実施してい
ます。 

「やってみたい」ことを 

「やりがい」に 

お客様の「やってみたい」こと
を中心とした活動は、発表会
や作品展など表現する場も
ご用意。意欲を高め「やりが
い」を感じていただくことを大切
にしています。 

地域との交流 

学びの機会 

ご家族や地域の方々も参加
できるイベントやセミナーを催し
、交流やふれ合いの機会を
設けています。社会参加や
学びによる認知症予防に取り
組んでいます。 
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 10. 質の高い「睡眠」 ・ 「安心」のサポート 

睡眠不足は生活習慣病・認知症発症に深く 

関わります。「質の高い睡眠」を取っていただくため、 

「食事」と「活動」に取り組み、睡眠測定を実施 

しています。 

健やかに日々を過ごしていただくために。 

ほんのわずかな異常に気づけるように。 

専門知識・技術を持つスタッフがお客様の毎日を 

サポートします。 

睡眠 安心 

センサーマットによる睡眠測定 
入居時や一定期間ごとに睡眠状態を測定。 
音を拾って分析するセンサーマットで、電気も電磁波も流れず安心。 
睡眠障害を起こしていないかチェックし、食事や活動プログラムの提供
に活かしています。※一部施設を除く 

睡眠不足は直接的、間接
的（生活習慣病と通じて） 
にアミロイドβを蓄積させ、
神経変性性認知症を発症 
させる原因となります。 
栄養バランスの良い食事で
腸内環境を、日光浴などの
活動で概日リズムを整え、 
「質の高い睡眠」を誘引 
します。 

ドーミーシニアの責任者です。各部門をマネジ
メントし、お客様の「生涯活躍」を支えます。 

身体の状態やお気持ちに合わせたケアプラン
を、お客様・ご家族様と相談のうえ作成します。 

お客様・ご家族様の相談窓口として各所と連
絡調整し、イベント等の企画・運営も担います。 

お客様お一人おひとりに寄り添い、その人らしさ
を大切にした生活をサポートします。 

介護スタッフや医療機関と連携し、日常の健康
管理、医師指示の医療的処置を行います。 

お客様に合わせた生活・個別リハビリを計画・
実施し、定期的に評価・改定しています。 

一食一食に込めた想いと確かな技術で、身体
と心を健康にするお食事を提供します。 

支配人 

生活 
相談員 

ケア 
ﾏﾈｰｼﾞｬー  

介護 
スタッフ 

看護 
スタッフ 

機能訓練
指導員 

厨房 
スタッフ 
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 11. 「充実」の空間 

ホテルや寮のノウハウを活かした、居心地の良い居室や共用スペース。 

「充実」した空間で、今まで通りに、今まで以上に、快適・安全な毎日をお過ごしていただけます。 睡眠 

自然の光と風につつまれる 

憩いの場 
館内は窓が多く、明るさにあふれています。花
や緑など自然の息吹きや季節を感じ、心やす
らぐ空間を設えています。 

我が家のような寛ぎを感じる居室 
いつまでもご自分らしく生活していただくため、居室は最も心地良い空間に。プライバシーと寛ぎを 
大切にし、緊急用コールや防火・防災などの安心設備も完備。自立の方向きの広々とした居室 
から介護が必要な方向けの機能的な居室までご用意し、お客様の充実した毎日を実現します。 

宿屋のこだわり 

お身体に合わせて選べるお風呂 
温泉気分でゆったり入れる大浴場のほか、身
体の状態に合わせてご利用いただける個室浴
や機械浴をご用意しています。 
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 12. 高齢者住宅選びのポイント 

①自分の望みをはっきりさせる    

   ・自分が望む暮らしの優先順位を決める。（立地・料金・イベントの多さ・食事の対応・・・） 

   ・人からの評判ではなく、自分に合っているかどうかを重視する。 

②パンフレットに載っていない料金の確認 

   ・水光熱費、介護費用、介護用品費用、介護保険外のサービス 等 

③どこまで住み続けられるかの確認 

    ・介護度が進行した場合 

    ・認知症が進行した場合 

    ・頻繁な医療行為が必要になった場合 

④体験入居  （見学だけではわからない部分を確認する） 

    ・スタッフの雰囲気（対応はどうか） 

    ・入居者の雰囲気（入居者同士がコミュニケーションを図っているか） 

    ・自分との相性 

⑤その他 

    ・経営基盤はしっかりしているか 等 
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 13. 住まい探しの相談先 

①行政機関 
  ＜区市町村役所 高齢福祉課＞ 

  ＜福祉事務所＞ 

  ＜地域包括支援センター＞ 

    高齢者の生活全般についての相談窓口。 

    また、相談内容に合わせて必要なサービスへと繋いでくれる。 

    相談や支援はすべて無償で受けることができる。 

②紹介センター（相談所） 
  民間企業やＮＰＯ法人が、高齢者向けの住まい情報を収集し、相談者に適した住まいを紹介している。 

  サービス内容や料金については紹介センターにより異なるので、相談前に確認が必要。 

  特色は様々であるが、以下のサービスを行っている所が多い。 

    ・住まいのパンフレット一括請求  

    ・入居相談 

    ・見学の予約･手配  

    ・見学同行  

  ※対面型の相談を得意とする所、ネットだけの情報提示など、様々な紹介センターがある 

③ＷＥＢ検索サイト   

   キーワード  「老人ホーム」「高齢者住宅」 など 

④各運営会社ホームページ 
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 14. 介護保険制度と介護サービス利用の手続き 

介護保険制度とは 

■2000年4月から、高齢社会に対応し、介護を必要とする方を 

 社会全体で支えるための社会保険制度として開始。 

■利用者の選択に基づいて、必要なサービスを総合的かつ 

 一体的に提供する仕組み。 

40歳 
介護保険に加入し保険料を毎月納付 

介護保険被保険者証 

介護サービスの利用 

要介護認定 

65歳 
（1号被保険者） 

40～64歳 

特定疾病による要支援・要介護の認定 
（2号被保険者） 

介護サービス利用手続き 

申請 
各市区町村の「介護保険担当窓口」で申請手
続き 

認定調査員が自宅等を訪問し、入浴・排泄・ 
食事・物忘れ等約１時間の聞き取り調査 

認定調査 

一次判定 コンピュータによる判定 

二次判定 一次判定結果と「主治医意見書」を 

       もとに介護認定審査会が審査判定 

判定 

申請から３０日以内に結果通知 認定結果 

ケアプランの作成 

介護サービスの利用 
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 15. 介護サービスの利用上限額と利用できる主なサービス 

家庭で受ける 

サービス 

・訪問介護                                            
・訪問入浴介護 
・訪問リハビリテーション 
・訪問看護 
・居宅介護支援（ケアマネージメント） 

・通所介護（デイサービス） 
・通所リハビリテーション（デイケア） 
・短期入所生活介護／療養介護 
（ショートステイ） 

施設等に 

出かけて受ける 

サービス 

・介護保険3施設 
（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等） 
・地域密着型特定施設入居者生活介護等 

施設等で生活 

しながら受ける 

サービス 

・特定施設入居者生活介護 
（介護付有料老人ホーム） 
・グループホーム 

自宅に近い 

暮らし 

・福祉用具の貸与（車いす、歩行器等） 
・特定福祉用具の購入（腰掛便座等） 
・住宅改修費の支給（手すり取付等） 

家庭での暮らしを 

支えるサービス 

要介護度 

（支給限度額） 
認定の目安 

利用可能 

サービス 

要支援１ 

（50,030円） 

食事・排泄はほぼ自分で出来るが、
身の回りの世話に一部見守り・手助
けが必要。介護予防サービスの提供
で生活機能改善が見込まれる。 

介
護
保
険
の
予
防
給
付 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス 

要支援２ 

（104,730円） 

身の回りの世話に一部見守り・手助
けが必要。介護予防サービスの提供
で生活機能改善が見込まれる。 

要介護１ 

（166,920円） 

身の回りの世話に見守り・手助けが
必要。立ち上がりや歩行等、支えが
必要。 

介
護
保
険
の
介
護
給
付 

介
護
サ
ー
ビ
ス 

要介護２ 

（196,160円） 

身の回りの世話全般、排泄や食事に
見守り・手助けが必要。立ち上がりや
歩行等、支えが必要。 

要介護３ 

（269,310円） 

身の回りの世話や立ち上がりが一人
で出来ない。排泄などで全般的な介
助が必要。 

要介護４ 

（308,060円） 

日常生活を営む機能がかなり低下、
全面的な介助が必要な場合が多い。
問題行動や理解低下も見られる。 

要介護５ 

（360,650円） 

日常生活を営む機能が著しく低下、
全面的な介助が必要。多くの問題行
動や機能低下も見られる。 



ご清聴有難うございました。 


