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① �中国の高齢者ビジネスの現状と課題

日本の総人口を超える高齢者数≠
巨大な市場

●中国の高齢化と高齢者の現状

日本は1970年、中国は2000年に「高齢化社会

（高齢化率7％以上）」になりました。その後、日
本は1994年、中国は予測として2025年に高齢化率
14％以上に、さらに日本は2007年に、中国は予測
として2035年に「超高齢社会（同20％以上）」にな
るとされています（資料①）。このように、日中の
間では、およそ30年の差で高齢化が進んでいます。
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1. 中国の高齢化の現状
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中国の65歳以上の高齢者人口は、1億6,700万人
で、日本の総人口を超える規模になっています。
そのうち要介護者数は、約4,000万人で、日本の高
齢者数（2019年9月時点で3,588万人）とほぼ同じ
となっています。
なお中国では、高齢化社会に入って17年が過ぎ
た2017年においても、1人当たりのGDPは1万ドル
を超えていません。先進国は、高齢化社会に突入
する前に1人当たりのGDPが1万ドルを超えるのが
一般的です。豊かにならないうちに高齢化社会に
なったことで、高齢化は中国にとって今後大きな
社会的課題になると考えられます。
中国の高齢者の主な収入源は、年金です。都市
部の高齢者の生活資金源を調べた調査では、「退
職金、養老金」が66.3％を占めています。2015年
の企業退職者の月額平均年金受給額は、3000元程
度です。

●ターゲットとなる中国の高齢者の特徴

中国における世代ごとの特徴を見てみます（資
料②）。今、介護サービスや介護用品へのニーズ
がある層の70代から90代の高齢者は、節約志向
が強いとの特徴を持っています。また、子どもや
きょうだいの数が多く、介護サービスに頼らなく
ても、家族に依存できる状況にある人が多いのも
特徴です。
これらの点を踏まえると、現時点での中国で
は、介護の専門的なサービスに頼らざるを得な
くなっている人たちは少なく、市場としては成り
立っていないといえると思います。

しかし、10年後、20年後の1950年代や1960年代
に生まれた人たちが、高齢者になったころには、
状況が変わってきます。この層は、一人っ子政策
の時代に子育てをしていた世代で、介護を子ども
だけに依存することが難しいと予想されます。し
たがって、介護の専門的なサービスが求められる
時代が、中国にも必ず来るといえるでしょう。

中国政府の政策整備はまだ試行錯
誤の段階

●高齢者福祉の担い手を国家から 
社会全体へ

中国では高齢者福祉は、国が保障すべきもので
あり、低所得で親族のいない高齢者たちを国が施
設でケアするとの考え方が一般的でした。
しかし、2011年に中国政府は「9064モデル」を
確立します（資料③）。これは、90％の高齢者を
在宅で、6％の高齢者を社区と呼ばれるコミュニ
ティで、残りの4％にあたる高齢者は施設でケア
していくとのモデルです。
さらに2013年、中国政府は『養老サービス産業
の発展加速に関する若干の意見』を発表していま
す。同意見において、高齢者施設分野への外資系
企業を含む民間資本の参入を奨励する方針が示さ
れました。このことから異業種を含む多くの企業
が同分野に参入し、中国では同年を「高齢者産業
元年」と呼んでいます。
そしてこれを機に、高齢化関連の「高齢者ケア
サービス」など6分野について、さまざまな政策

資料②
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中国における世代ごとの特徴

1. 中国の高齢化の現状

生年 歳（2019年） 特徴

1920~1929 90~99

・節約志向が強い
・子供や兄弟が多い

1930~1939 80～89

1940~1949 70～79

1950~1959 60～69
・一人っ子世代の親
・品質重視志向が向上

1960~1969 50～59

1970~1979 40～49
・自己満足を重視
・品質への要求がさらに向上

1980~1989 30～39

現段階の
主要対象

10～20年後

30～40年後

資料③
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２. 中国における高齢化関連の政策動向

2011年
在宅

施
設

社
区

訪問介護

家事サービ
ス90％

6％4％

老人ホーム
高齢者マンション

デイサービス
ショートステイ

2013年 中国高齢者産業元年
『養老サービス産業の発展加速に関する若干の意見』（国発[2013]35号）

高齢者ケアサービス 医療と養老の結合

スマート技術の導入

リハビリ

リハビリ・福祉用具のレ
ンタル

高齢者向け食品

『9064モデル』を確立

現在
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が行われている状況です。とくに「高齢者ケア
サービス」を中心に政策が打ち出されています。
外資系企業を含む社会資本の参入を支援するもの
や、行政手続きの簡素化、サービスの品質を高め
るための関連基準や評価体制の整備などが行われ
ています。
また、中国で最近、注目されている政策テーマ
が「医療と養老の結合」です。両施設の連携のほ
かに、高齢者施設内での医療施設の設置、既存病
院における高齢者専門科の設置などを促進するも
のです。しかし課題も多く、国がめざしているほ
ど進んでいない状況ではあります。
「リハビリ・福祉用具のレンタル」については、
2019年7月から、比較的手頃な価格による介護用
品のレンタルサービス制度を普及するとの方針の
もと、13都市を試験都市として定めて展開してい
ます。

●試験都市で実施中の介護保険制度

介護保険制度についても、2016年に「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、15都市において試験的に導入されること
になりました。
各試験都市での主な特徴を見ていきます。
1つめは、財源です。医療保険を主な財源とし
ている地域が多いのが特徴です。
2つめは、サービスの利用者です。中国では日
本のような全国同一基準の要介護認定の仕組み
はなく、地域ごとによって異なります。そうした
中、主に重度の要介護者をメインとしていたサー
ビスの利用者を、中程度の者や認知症高齢者に広
げる動きが見られます。
3つめは、利用可能なサービスが、在宅と施設
が大半であるということです。
導入開始から3年ほどが経ちますが、全国版の
完成にはまだ時間がかかる見込みです。その大き
な原因が、財源です。主な財源となっている医療
保険は、潤沢な地域もあれば厳しい地域もあるか
らです。しかし、国は今の15の試験都市を拡大し
ていくことを明言しています。
中国においても、住み慣れた地域で訪問サービ
スやデイサービスを受けて暮らしたいと考える高

齢者が圧倒的に多くなっています。しかし、これ
を叶えるためには問題があります。まずは費用で
す。たとえば訪問サービスやデイサービスを受け
る場合、介護が必要な度合いが重度の人たちは
むしろ施設に入居したほうが安く済みます。さら
に、デイサービスのメリットへの認知不足や、ソ
フト面の不足など、供給側の要因もあります。中
国ではデイサービスに対し、元気な高齢者が麻
雀をしたり、歌を歌ったりといった高齢者会館の
ような場所のイメージを持っており、介護面での
メリットへの認識が不足しているのです。また、
デイサービスは介護保険給付の対象外となってお
り、全額自己負担です。もちろんここ数年、高齢
者が地域で暮らすために、食事サービスや入浴
サービス、訪問サービスといったさまざまなサー
ビスを拡充していこうとの取り組みは行われてい
ます。各地方政府は、介護サービスに限定するの
ではなく、このような総合サービスの提供に取り
組んでいる状況です。

有効な情報収集から 
市場参入の検討を

●もっともニーズが高い「中央」が 
不足している

事業者分類別のポジショニングを見てみます
（資料④）。要介護者向けのサービスを提供し、か
つ低価格帯を実現しているのは、地場系の企業が
大半です。一方、高価格帯は、異業種から参入し
たディベロッパー系や保険会社系の企業が占めて
います。これらは、参入初期は健常者で富裕者層
向けの高級施設を主流としていましたが、近年は
要介護者向けのサービスも提供する方向に変わり
つつあります。
日系企業を含む外資系企業は、要介護者向け
の高価格帯に位置しています。最初から富裕層を
ターゲットにしているのではなく、さまざまな初
期投資により価格帯が高くなり、結果的に富裕層
しか利用できないものになっているのです。
一方で、今、中国でもっとも不足しているの
が、サービスが良く、手ごろな価格で提供できる
施設です。「高」と「低」はあるけれど、「中央」
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の部分が非常に不足しているのが中国の現状で
す。
資料⑤は、遼寧省大連市の事例です。実際に参
入している日系企業をみると、おおよそこの「中
（4,000～ 6,000元）」と「高（7,000～ 1万元以上）」
の価格帯を占めています。「中」の場合は健常者
と中程度、「高」の場合は重度の高齢者もしくは
認知症の方を対象にしたサービスを提供していま
す。
その一方で、地場系の企業は「中」価格です。
ハード面とサービスがある程度整備されていて、
かつ重度で一番困っている人たちを対象にした

サービスを提供できています。実際に、大連市
ではこの分野に入っている地場の企業は入居率
が高く、利益を出しているところが多くなってい
ます。大連市の年金水準も3,000元程度なので、
「中」であれば、少し手を伸ばせば届くレベルで
す。つまり、一般的な地場系の施設の入居率が高
いのは、このポジショニングが主な原因といわれ
ています。

●日本企業の中国展開と 
ビジネスチャンス

日本企業の中国展開において、いくつか特徴が
あります。
1つめが、展開地域です（資料⑥）。北京や上
海、広州、その周辺地域に集中しています。
2つめは、進出形態です。合弁または合作の形
で参入している企業が多くなっています。
3つめは、進出時期です。2012年に進出した企
業や、2014年以降に施設をオープンしている企業
が多くなっています。
4つめは、提供しているサービスの形態です。
有料老人ホームがほとんどです。
私が、とくに日本企業にとってビジネスチャン

資料⑤
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・ハード面が不備
・サービス水準が低い
・健常者～中程度の要介
護者向け介護

・ハード面とサービスがあ
る程度整備
・重度の要介護者向け介
護が主

・ハード面は整備、サービ
ス水準も比較的高い
・健常者～重度の要介護
者向け介護

1,000～3,000元

4,000～6,000元

7,000～1万元以上

地場系 日系

・健常者～中程度の要介
護者向け介護

・認知症介護
・重度の要介護者向け介
護

3-1 事業者分類別のポジショニング

介護施設の事例（遼寧省大連市）

平均年金水準

資料④
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高級
（高価格）

低級
（低価格）

要介護者向け健康者向け

外資系 日系
ディベロッパー系

保険会社系

●中国地場系
入居型施設では要介護者

を主に受け入れているが、
要介護者向けノウハウはま
だ低い。

●ディベロッパー・保険
会社系
従来は健康な富裕者層向

け高級施設が主流。最近は
外資系と連携して介護ケア
などを全面に出す施設も

●外資系（欧米系）
欧米等の施設は地場の

ディベロッパー等と連携して
要介護者向けの施設を拡大
傾向

●日系
主に要介護者向けを中心

に展開。

3-1 事業者分類別のポジショニング

中国
地場系

不足！

日本の医療・介護産業による中国・ASEAN展開の状況と課題
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スだと考えるのが、認知症高齢者向けのサービス
です。現在、中国国内の認知症高齢者数は500万
人に達しているといわれていますが、認知症高齢
者を受け入れる施設は少ないのが現状です。した
がって、非常に困っている人たちが多いと耳にし
ます。
以前、私が足を運んだ地場系の一部の施設で
は、車いすに縛られているかのような状態にある
認知症の高齢者たちが小さなスペースで過ごして
おり、衝撃を受けたことがあります。その後、日
系のグループホームを訪れ、その違いに専門的な
介護サービスが必要であることを再認識させられ
ました。

●日本式介護の差別化を

介護サービスのビジネス展開上の課題をまとめ
ます。
まず、日本式介護の差別化です。中国政府関
係者や企業からの、日本の介護に対する期待はと
ても高くなっています。しかしながら「日本式介
護サービス」とはどう説明されるべきものでしょ
うか。中国の現地の高齢者や家族には、「自立支
援」や「尊厳を持った介護」といった抽象的な言

葉だけで、日本の介護のよさは伝わりません。た
とえばデータや事例など、もっとわかりやすい具
体的なかたちで説明することが必要だと思います。
そして、「収益モデルの確立」も課題だと考え
ます。中国企業も外資系企業も、利益を上げてい
る事業者が少ないのが現状です。収入面では、中
国での実質全額自己負担でのサービス提供と、日
本の介護保険の前提下では、サービス対価への効
用が異なります。また、中央政府も地方政府も、
政策転換が行われることが多いとの特徴がありま
す。そのため、補助金などの優遇策への過度な期
待はしないほうがよいでしょう。コスト面では、
不動産価格の上昇による賃料の高騰、人件費の上
昇が課題です。このような状況に対し、どのよう
に収益モデルを確立していくのかを考えなければ
なりません。
そして、「優良パートナーの発掘」も非常に重
要です。中国の不動産や投資会社などは、介護
サービスを「不動産ビジネス」としてとらえてい
る傾向もあり、日本企業と理念の相違が生じる
ケースも多く見られます。また、日中に詳しい管
理職人材の確保も、成功を左右する大きな要因だ
と考えます。できれば中国側の人材を採用し、日
本本社からの指示を受けて現地の状況と照らし合

資料⑥
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3-2 日本企業の展開動向

ハルビン：長谷川

瀋陽：元気村

大連：AYA、ニチイ、ロ
ングライフ、元気村北京： MCS、ニチイ

青島：ロングライフ

南通：MCS、リエイ

上海：リエイ、アー
スサポート

南京：FB

広州：MCS

中山：アコード

成都：リエイ

出所：各社HP、プレスリリース及び新聞報道等から作成

※すでに施設を開設している企業を対象、敬称略（2019年9月現在）

天津：MCS、ニチイ
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わせ、解決策を探せる人材の確保が非常に重要だ
と思います。
そして最後は「対等な目線」です。中国側とい
かにWin-Winの関係を築くかとの目線や心構えも
重要だと考えます。

② ASEAN展開の状況と課題
～アジア健康構想での活動を踏まえて～

6億人以上のマーケットが 
すぐ近くに

●ASEANの人口の現状と予測から

資料⑦は、世界の高齢化率の推移について、
1950年からの実績値と2060年までの推計値を示

中国は、国土が広大で、非常に大きな高齢者
人口を抱える国です。介護モデルを確立するにあ
たって試行錯誤するのは、当たり前のことです。
今後も、JETRO（日本貿易振興機構）は日本企業
を積極的に支援していきたいと考えています。

したものです。左側が欧米と日本を比較したも
の、右側がアジアと日本を比較したものです。
ASEAN諸国を見てみると、とくにシンガポール
やタイの高齢化率が急速に上がっていることがわ
かります。左側の欧米と比べ、高齢化率の上がり
方が異なることを、まずはご確認いただきたいと
思います。

講　師
株式会社MEDIVA

海外事業部部長

鈴木 将史 氏

資料⑥
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世界の高齢化率の推移
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次に、高齢化率が7％から14％に達するまでに
要した期間を見てみます。たとえばフランスは、
1864年から1979年と、115年もの期間をかけて緩
やかに高齢化が進みました。これだけ長い期間
があると、インフラの整備や人々の認識の変化な
ど、高齢社会への準備を整える時間的猶予があ
ります。その他、スウェーデンは85年、アメリカ
は72年、イギリスは46年、ドイツは40年です。一
方、日本は1970年から1994年の24年という短期間
です。そして今後、高齢化を迎えるASEAN諸国
は、マレーシアが20年、インドネシアが19年、ベ
トナムが14年など、20年以下という短期間で高齢
化が進展することが予測されています。このよう
な短期間で高齢化が進展することは、各地域で社
会問題になる可能性が高いとされています。
資料⑧は、アジアの主要国の人口推移予測で
す。
ベトナムとフィリピンは同じくらいで、2015年
の段階で約9,500万人。インドネシアはその2倍以
上の2億4,000万人です。
資料⑨は、高齢者人口予測です。中国とインド
は除いています。特筆すべきは右の3つ、インド
ネシア、フィリピン、ベトナムです。インドネシ
アに関しては、2050年に日本よりも高齢者人口が
圧倒的に多くなるとの状況が見込まれています。

●行政を中心に見られる高齢化への意識
の広がり

ASEAN諸国の平均年齢は、タイやベトナムが
30歳代、その他の諸国は20歳代です。そのため介
護サービスへのニーズがないのではないかといっ
た声も聞かれます。しかし、先述のような急激な
高齢化率の増加と高齢者数の増加を見据え、国を
中心に徐々にですが認識が広がっています。
たとえば、ベトナムでは、2010年ごろから「高
齢者構造計画」が示され、高齢化対策の策定やモ
デル設定などについて、日本政府にも問い合わせ
が寄せられています。
ASEAN加盟国は現在10か国で、合計すると6億
人以上の人口があります。中国以外にも、このよ
うな大きな市場がすぐ近くにあることを知ってい
ただければと思います。

ASEAN進出の追い風と事業者が
感じる不安

●官民一体で日本介護の輸出拡大を支援

2016年7月に、我が国の内閣官房健康・医療戦
略推進本部により「アジア健康構想に向けた基本
方針」が決定されました。およそ600社の企業が
登録し、さまざまな情報交換をしており、弊社は
事務局としてこの取り組みをバックアップさせて
いただいています。先述のように、アジアでは急
速な高齢化が予測されているのに対し、社会制度
や産業などがほとんど存在していない状況です。
一方、高齢化率世界1位の日本は、高齢化に関
わる社会制度や産業が先行しています。しかし、
日本国内では人材不足と保険財政の厳しさの面か
ら、介護事業者などの収益向上がなかなか困難な
状況です。そこで、日本事業者の海外進出の支援
を行い、アジア地域に介護産業などを興すととも
に、高齢化社会に対応する社会制度の構築にお
いて支援・協力を行うことを目標としているのが
本構想です。そしてそれに伴い、期待できる人材
の国際循環、その結果として日本の介護人材の充
実、高齢者関係産業の収益力の向上なども目標と
しています。

●日本介護事業関連団体が感じている不
安と課題

資料⑩は、2018年2月時点で、アジアへ進出も
しくは進出を具体的に検討している介護事業関連
団体の状況です。これらの企業のうち100社ほど
に、不安と課題について調査しましたので、結果
をご報告します。

・相談窓口がない
まずは、相談窓口がないことです。そのため、
どこに何を聞いていいのかまったくわからない。
現地の信頼できるパートナーをどのように見つけ
ればよいのかもわからないとのことでした。
先述したように、各国とも行政は介護関連事業
に大変関心を持っており、窓口が整備されつつあ
ります。たとえば、ベトナムでは外国投資庁の中
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に日本語で対応するジャパンデスクが設置されて
います。中国に関しては、大使館とJETROが中心
となり、介護分野の進出相談を受け付けています。

・現地の許可申請が不明瞭。時間がかかる
これは、実際にスタートしている企業から多く
寄せられました。医療と介護の区分けすらされて
いない国や地域もありますし、中央政府と地方政
府の連携が取れていないことも日常茶飯事です。
国によっては、許可申請の際に賄賂を求められる

との声もあります。
これに対しては、たとえばベトナムでは、日越
両首相の会談が行われ、ルールの徹底と腐敗を排
除することで合意されました。私も頻繁に訪越し
ていますが、徐々に変わってきていることを肌で
感じています。

・介護事業に関する現地の理解がなく、価値が
伝わらない
タイなど、いわゆるメイドを雇うことが一般的

資料⑨
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出所：UN2010より筆者算出

アジアの高齢者人口予測（2025年と2050年）
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な国では、介護サービスとメイドサービスの違い
が伝わりにくいようです。また、施設入所に拒否
感をもつ国もあり、現地の文化風土に合わせるの
が難しいとの声がありました。
こうした中、専門的な介護の大切さを、官民で
連携して発信する動きが出ています。たとえば、
2017年にベトナムのホーチミンで、アジア健康構
想フォーラムが行われ、27か国の国会議員や政府
関係者、事業者260か所が参加しました。このよ
うな取り組みが確実に増えてきています。高齢化
は必ず問題になることですので、徐々に伝わって
いくと考えています。

・成功事例がない
成功事例をあまり聞かないとの声も多く見られ
ました。
これは、あまり成功をアピールしない会社や、
アピールすることを得手としていない会社もある
ことが原因で、確実に成功事例は出てきていま
す。たとえば、ベトナムでは所沢ロイヤル病院が
非常にすばらしい取り組みをされています。カン
ボジアで病院運営をされている北原国際病院は、
ベトナムにおいてリハビリ分野でも活躍されてい
ます。一方で、失敗事例もアジア基本構想の中に
情報として蓄積されてきていますので、こちらを
活用していただければと思います。

●日本介護事業関連団体が感じている人
材についての不安と課題

主に、介護技能実習制度について、日本の介護
事業関連団体が感じている不安や課題を調査しま
した。

・日本での介護は魅力的か？
これは、所得格差が縮まっていることもあり、
日本での介護を希望する人が少ないのではないか
との不安です。
ベトナムは親日派が多く、ミャンマーではまだ
賃金メリットがあります。中国は、帰国後のキャ
リアとして、他の技能実習に比べ、非常に条件が
よくなっています。こうしたことから「日本での
介護の魅力はまだある」といえます。

・悪徳ブローカーがいるのでは？
各国政府による業者の認定制度がスタートし
ています。また、SNSなどの発達により、悪徳ブ
ローカーの情報が発信され、労働者自身で自衛で
きるようになってきています。私自身の体感とし
ても、悪徳ブローカー問題は減っていると思いま
す。

・N4、N3は厳しすぎるのでは？

資料⑩
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日本の介護事業関連団体のアジアへの国際展開について

検討中の案件も含む。一般公開情報（文献、企業HP等）よりメディヴァが集計。

中国：72社
リエイ、メディカルケアサービス
相澤病院、メディヴァ他

台湾：10社

韓国：8社

ミャンマー：6社
さくらコミュニティー他

タイ：14社
サンガグループ他

ベトナム：10社
のぞみグループ他

インドネシア：5社

フィリピン：4社
インフィック他

マレーシア：1社

シンガポール：4社
カンボジア：1社

中国：72社
リエイ、メディカルケアサービス
相澤病院、メディヴァ他

台湾：10社

韓国：8社

ミャンマー：6社
さくらコミュニティー他

タイ：14社
サンガグループ他

ベトナム：10社
のぞみグループ他

インドネシア：5社

フィリピン：4社
インフィック他

マレーシア：1社

シンガポール：4社
カンボジア：1社

 2018年2月時点で135社ほどが進出中、もしくは進出を具体的に検討している状況
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言葉の問題です。介護の技能実習生の受け入れ
にあたっては、入国時に「N4」に合格し、1年後
に「N3」に合格することを求めています。国内外
で日本語教育機関の質を評価する統一された仕組
みがないため、日本語教育の質の向上とみえる化
を目的とし、優良な日本語教育機関を認定する仕
組みの検討を行いました。また、介護現場にそく
した内容になっていないとの指摘を受け、レベル
は下げずに日本語カリキュラムやテストの内容の
見直しに関する検討を行っています。

事例からみるアジア展開の 
実際と課題

●ベトナムとタイの事例から

ヘルスケア関連でアジアに進出済みの団体10社
ほどに、2019年1～ 3月の間に調査した結果をまと
めましたのでご報告します。

・ベトナム
＜進出状況について＞
医療に関しては、病院や健診センター、クリ
ニックとしての進出が多く、収益化できていると
ころも一部ありますが、大半が苦しい状況です。
介護に関しては介護施設としての進出が多く、収
益化は厳しいとの答えが多く見られました。
成功事業者のポイントは、現地に強いパートナー
がいたことでした。現地の国立病院や政府関係者
および地元の有力事業者と連携しなければ、ス
ムーズな設立や運営は難しいことがわかりました。
＜現状の課題について＞
価格設定の問題があります。高価格のサービス
を提供している事業者は黒字化が見えてきている
一方、地方で低価格かつよいサービスを提供しよ
うとしている事業者は収益化が望めないというこ
とでした。また日本製の介護機器や福祉用具が手
に入らず、環境が整わないことで、日本式介護が
実践できないとの声もありました。
そして、管理人材の不足も課題となっていま
す。日本の事業者には、現地パートナーとともに
事業を推進でき、現地スタッフを適切にマネジメ
ントできる人材が少なく、仮に人材がいたとして

も、採算性の問題から常駐として配属できないと
いうことでした。

・タイ
＜進出状況について＞
医療についてはリハビリやクリニックとしての
進出が多く、介護については介護施設や介護商品
販売としての進出が多くなっています。収益化は
ベトナムと同じような状況です。
成功事業者のポイントは、まずは社会や文化の
理解です。タイ語やローカル文化を理解し、信頼
関係を構築することが鍵です。そして大きなポイ
ントになるのが、差別化できる専門性の高いサー
ビスであることです。タイは医療先進国ですが、
糖尿病や認知症という高齢者疾患については、現
地の事業者ではまだ対応できていません。そこに
入り込んだ日本企業は成功しています。
＜現状の課題について＞
国を挙げて医療ツーリズムの誘致に取り組んで
いるため、現地企業が資金力やスピード、人材面
において非常に強い状況となっています。また、
寄付文化が根強く、非営利・営利組織ともに安価
で良質なサービスを提供できる現地組織が多いの
もタイの特徴です。しかし、その一方で、寄付文
化により保険制度の整備が進んでいない側面もあ
ります。さらに、「介護メイド」や施設に長期入居
させることは一般的でないとの文化の課題もあり
ます。

こうした課題はありますが、ASEANは大きな
チャンスが見込める地域で、日本に対する現地か
らの期待も非常に大きくなっています。
ASEAN進出を考えている事業者の方は、まず
は情報法収集をすることです。内閣官房や経済産
業省、JETROなどには、現地情報が豊富に存在し
ていますのでご活用ください。とくに、資金（補
助金サポート）や成功（失敗）事例の分析、事業
計画策定時の不備を防ぐなどの対策に有効です。
国や地域によって細かく状況は変わりますので、
最初に情報収集をし、各場面に合った緻密な計画
を立てることで成功率は上がると考えます。
ぜひ、このチャンスを活かしてチャレンジして
いただきたいと思います。
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