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シルバー産業統計分類 (2020) 
 

1 分類の目的 

人口の高齢化に積極的に対応し、シルバー産業発展の推進を加速させる

とともに、シルバー産業の統計範囲を合理的に確定することによりシルバ

ー産業の発展状況を正確に反映できるよう、「中華人民共和国高齢者権益保

障法」及び党中央･国務院のシルバー産業の発展に関する決定・施策に基づ

き、「国民経済業界分類」（GB/T 4754-2017）を基礎として、本分類を定め

る。 

2 概念の定義及び分類の範囲 

シルバー産業とは、高齢者の生活、健康、安全及び社会発展への参加を

保障・改善することにより、高齢者の扶養、医療、社会参加、学習、娯楽、

安寧を確保する（訳注：原文は「老有所養、老有所医､老有所為､老有所学､

老有所楽､老有所安」で､国の方針として高齢者に保証される権利を指す）

という目的を実現し、社会公衆のため各種の養老及び関連製品（ものとサ

ービス）を提供する生産活動の集合であり、養老又は高齢者のために専門

の製品を提供する活動並びに高齢者に適した高齢者向け用品及び関連製品

を製造する活動を含む。本分類ではシルバー産業の範囲を以下のとおり 12

の大分類に分けて定義する｡介護ケアサービス､高齢者医療衛生サービス､

 ＜ご利用にあたって＞ 

これらの翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのは原文の法令自体で 

あり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。このページの利用に 

伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承くださ 

い。 
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高齢者健康促進・社会参加、高齢者社会保障、高齢者関連教育訓練・人材サ

ービス、高齢者関連金融サービス、養老科学技術・スマート養老サービス、

養老公共マネジメント、その他養老サービス、高齢者用品・関連製品製造、

高齢者用品・関連製品販売・リース、養老施設建設。 

3 作成にあたっての原則 

(1) 国家の関連法律及び中共中央・国務院の関連書類を指針とする。本分

類においては、「中華人民共和国高齢者権益保護法」、中共中央･国務院発行

の「人口高齢化積極対応国家中長期計画」及び質の高い発展の推進に関連

する文書、｢第 13 次五カ年国家老齢事業発展・養老体系建設計画に関する

国務院の通知｣「養老サービス業の発展加速に関する国務院の若干の意見」

「養老サービスの発展推進に関する国務院弁公庁の意見」、並びにこれらに

関する各細分化領域の政策文書に提示されている重点任務を指針としてシ

ルバー産業の基本範囲を確定する。 

(2) 「国民経済業界分類」を基礎とする。本分類においては、「国民経済

業界分類」（GB/T 4754-2017）を基礎とし、国民経済業界分類中のシルバー

産業の特徴に適合する経済活動を再分類する。 

(3) 養老サービス並びに中国の高齢化に対応する養老及び関連製品の供

給状況を明示する。本分類においては、高齢化に対応した養老及び関連製

品の国内における供給状況の反映を基礎とし、養老サービスの質の向上等、

シルバー産業の発展に対する政策的要求、及びシルバー産業の新業態や新

モデルを十分に考慮した上で、第 2次産業、第 3次産業のうちシルバー産

業に関連するすべての内容を包含する。 
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4 構造と符号について 

本分類は線形分類法及び階層符号化方式を採用し、シルバー産業を 3 レ

ベルに分け、それぞれをアラビア数字のコードを用いて表している。第 1

層は大分類で、2 桁の数字を用いて表し、全部で 12 種類に分かれている。

第 2 層は中分類で、3 桁の数字を用いて表し、その最初の 2 桁は大分類コ

ードである。全部で 51種類に分かれている。第 3層は小分類で、4桁の数

字を用いて表し、最初の 3桁は中分類コードである。全部で 79種類に分か

れている。 

本分類のコード構造を図示すると以下のようになる。 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
5 関連説明 

(1) 本分類は「国民経済業界分類」（GB/T 4754-2017）に対応している。

「国民経済業界分類」のうち、シルバー産業に属する部分についてのみ業

界コード「＊」を用いて記載する。 

(2) 本分類では「説明」欄においてシルバー産業の各小分類の範囲を説明

している。 

(3) 本分類と「国民経済業界分類」（GB/T 4754-2017）の対応の具体的範

囲と説明については、「2017国民経済業界分類」を参照。

×× × ×  

（数字）小分類 

 シーケンスコード 

（数字）中分類 

 シーケンスコード 

（数字）大分類コード 

小分類コード 
中分類コード 
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6 シルバー産業統計分類表 
コード 

名称 説明 
国民経済業界分類 
コード及び名称

（2017） 

大 
分

類 

中 
分

類 

小 
分 
類 

01    介護ケアサービス   
 011  0110  在宅介護ケアサービス 家族又は雇用人員が在宅の高

齢者に対して行う生活ケア、リハ

ビリ介護サービス等のサービス

活動、及び養老サービス機関又は

その他の社会主体（企業、社会組

織等）が在宅高齢者向けに提供す

る食事支援、外出支援、緊急対応

支援、入浴支援、清掃支援、診療

付添い、日常ケア等の訪問サービ

ス（社区（コミュニティ）による

訪問サービスは含まない） 

6242* 食事配送サービ

ス 
8010* 家庭サービス 
8090* その他住民サー

ビス業 
8219* その他清掃サー

ビス  
8521* 社会介護・支援

サービス 

 012  0120  社区介護ケアサービス 養老サービス機関が社区養老

サービス施設を拠点に社区の高

齢者に提供するデイケアや終日

ケア等のサービス 
社区養老サービス機関、社区組

込型養老サービス施設及び介護

病床付帯型社区デイケアセンタ

ー等の機関が提供するケアサー

ビス 
社区総合サービス施設及び社

区公共サービス総合情報プラッ

トフォーム、呼び出しサービスシ

ステム及び緊急救援サービスメ

カニズムを介して高齢者に提供

する終日ケア、月決めケア、訪問

等を主とする細分化・専門化され

た生活ケア、食事・外出支援、入

浴・清掃支援、診療付添い、緊急

対応支援、精神的ケア等のケアサ

ービス 
社区コミュニティの互助、高齢

者支援食堂、高齢者支援食卓、高

齢者社区（全ライフサイクル介護

総合施設）が提供する社区養老ケ

アサービス 
 

6210* 普通食サービス  
6220* ファーストフー

ドサービス 
6241* 食料・飲料配送

サービス  
6299* その他未分類飲

食業 
8090* その他住民サー

ビス業 
8514* 高齢者・障害者

介護サービス 
8521* 社会介護・支援

サービス 
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 013  0130  機関介護ケアサービス 各級政府、企業及び民間資本に

より設立された老人ホーム、老人

福祉施設、高齢者向けアパート、

高齢者養護院（訳注：医療面での

人材や設備が求められ、衛生局が

管轄・認可する介護院に対し、民

政局が認可する、ケアを主体とす

る施設）、敬老院、光栄院（訳注：

世話をしてくれる家族や親族が

いない高齢者を主要な対象とし

て受け入れる老人ホーム。元は軍

人を対象としていた）、農村幸福

院（訳注：農村で総合的なデイサ

ービスを提供する公益性施設）、

養老大院、農村特別困窮者扶養サ

ービス機関等の養老機関が、機関

内で集中的に世話をする高齢者

向けに提供する養護及び専門的

介護サービス 
施設内診療所、衛生所（室）、医

務室、介護ステーションを設置し

た養老機関が提供する医療・介護

融合サービス 
公設（訳注：原文「公弁」。政府

が運営している既存の施設）養老

機関及び公建民営（訳注：施設は

中央・地方政府が新しく作るもの

の、運営は民間業者に委託する）

養老機関が経済的に困難な要介

護（認知症を含む）高齢者、計画

生育特殊家庭（訳注：「一人っ子政

策」で生まれた子供が不慮の死を

遂げた、重度の障害を負った等の

特殊な状況にある家庭）の高齢者

に提供する無償又は低額の入所

サービス 
認知症高齢者ケア機関が提供

するサービス（機関が在宅高齢者

に提供する訪問サービスは含ま

ない） 

8416* 療養院 
8511* 幹部保養所 
8512* 介護機関サービ

ス  
8514* 高齢者・障害者

介護サービス 

02    高齢者医療衛生サービス   
 021  0210  高齢者予防保健及び健康管

理 
病院､基層医療衛生機関､専門

衛生機関等の医療衛生機関が高

齢者の負傷､疾病及びその後遺

7244* 健康相談 
8411* 総合病院 
8412* 中医医院  
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症・合併症の数又は程度を軽減

し､高齢者の健康レベルを向上さ

せることを目的として実施する

疾病予防､栄養管理､中医（訳注：

漢方医）による養生等、診療以外

の健康サービス並びに予防保健、

健康相談、健康状態識別、健康に

危険な要素への介入援助及びか

かりつけ医、高齢者疾病記録管理

等の健康管理サービス（高齢者へ

の医治未病（訳注：疾病が発症す

る前に治すこと）、かかりつけ医

契約サービスを含むが、養老機関

内に設けられた診療所、衛生所

（室）、医務室、介護ステーション

が提供するサービスは含まない） 

8413* 中西医結合医（訳

注：中国医学と西洋医学

を併用する病院） 

8414*  民族病院 
8421* 社区衛生サービ

スセンター（ステーショ

ン） 
8422* 街道衛生院（訳

注：「街道」は中国の都

市部における最小行政

単位の一つ）  
8423* 郷鎮衛生院（訳

注：「郷鎮」は中国の農

村部における最小行政

単位の一つ、行政地位は

街道と同等） 
8424* 村衛生室 
8431* 疾病予防制御セ

ンター  
8432* 専門科疾病予防

治療院（所、ステーショ

ン）  
8491* 健康診断サービ

ス 
8492* 臨床検査サービ

ス 
8499* その他未分類衛

生サービス 
 022  0220  高齢者疾病診療サービス 病院、基層医療衛生機関、専門

衛生機関等の医療衛生機関が、高

齢者の疾病又は傷害の症状や重

大さの程度を軽減し､生命への脅

威や日常生活能力発揮の阻害を

防ぐことを主な目標として行う

外来や入院等による診療サービ

ス（高齢者への漢方医薬診療サー

ビスを含む） 

8411* 総合病院 
8412* 中医医院  
8413* 中西医結合医院 
8414* 民族病院 
8415* 専門病院 
8421* 社区衛生サービ

スセンター（ステーショ

ン） 
8422* 街道衛生院  
8423* 郷鎮衛生院 
8424* 村衛生室 
8425* 外来診療部（所） 
8432* 専門科疾病予防

治療院（所、ステーショ

ン）   
8434* 救急センター
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（ステーション）サービ

ス  
 023   高齢者リハビリ介護サービ

ス 
  

  0231  高齢者リハビリ・医療介

護サービス 
高齢者の身体、感覚器官、知力、

心理及び社会的機能のレベルを

最適な状態まで向上若しくは回

復させる又は維持するため、長期

のケアを必要とする高齢者患者

に対して疼痛の軽減、健康状況悪

化の緩和を提供する専門的な介

護サービス（高齢者向け漢方リハ

ビリ、半身まひ総合訓練、認知機

能リハビリ訓練等の高齢者向け

リハビリ医療介護サービスを含

む） 

8415* 専門病院 
8416* 療養院 
8421* 社区衛生サービ

スセンター（ステーショ

ン） 
8422* 街道衛生院  
8423* 郷鎮衛生院 
8513* 精神的リハビリ

サービス 
8514* 高齢者・障害者

介護サービス 

  0232  高齢者リハビリ補助器具

設置サービス 
高齢者、高齢身体障害者向けに

義肢、装具、車いす、歩行器、補

聴器等のリハビリ補助器具を配

備するサービス（医療・リハビリ

機関によるリハビリ補助器具の

配備サービスは含まない） 

8522* リハビリ補助器

具配備サービス 

 024  0240  緩和ケアサービス 緩和ケアセンターや緩和サー

ビス能力を備えたその他の機関

又は組織が、高齢者患者の疾病末

期又は臨終前の苦痛や不快な症

状を抑制し、身体、心理面等の世

話やヒューマンケア等のサービ

スを提供することにより､クオリ

ティ･オブ･ライフを向上させ、高

齢者患者が穏やかに、尊厳を保っ

て臨終を迎えられるよう助ける

こと 

8515* ターミナルケア

サービス 

 029  0290  その他未分類高齢者医療

衛生サービス 
医療と介護を融合したサービ

ス又は康養（訳注：ウエルネス）

サービス等､未分類の高齢者向け

医療衛生サービス 

8499* その他未分類衛

生サービス 

03    高齢者健康促進・社会参加   
 031   高齢者スポーツ･フィッ

トネスサービス 
  

  0311  高齢者運動･レジャー

及びグループスポーツ活動 
高齢者向けに運動・レジャーを

提供するサービス、及び高齢者が

参加する公益性のグループスポ

ーツ活動（広場でのダンス、テー

8870* グループ文化・

スポーツ活動 
8919* その他スポーツ

組織 
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ブルゲーム等のフィットネス活

動及びアミューズメント施設で

のスポーツ・レジャー活動等を含

む） 

8930* フィットネス･

レジャー活動 
9020* アミューズメン

トパーク 
  0312  高齢者向けスポーツ･

健康サービス 
国民体力測定やトレーニング

サービス、及び科学的なフィット

ネス指導、スポーツ・リハビリ・

マッサージ、スポーツ健康指導等

のサービス（各種病院、療養院等

におけるスポーツ障害治療、リハ

ビリ、健康管理サービスは含まな

い） 

8992* スポーツ・健康

サービス 
 

 032  0320  高齢者向け文化娯楽活動 主に高齢者が参加する文芸等

の演出、学習・訓練、コンテスト、

展覧、鑑賞等の文化娯楽活動及び

博物館、図書館等の機関が開催す

る高齢者福祉関連の文化娯楽活

動 

8831* 図書館 
8850* 博物館 
8870* グループ文化・

スポーツ活動 
9011* ダンスホール娯

楽活動 
9019* その他室内娯楽

活動 
9052* スポーツ・パフ

ォーマンスサービス 
 033  0330  高齢者向け旅行サービス 観光資源、リゾート療養機関等

を拠点として、高齢者旅行客向け

に実施する健康と観光を一体化

したサービス（スポーツを目的と

した旅行観光サービス、並びに顧

客向けの相談サービス、旅行の計

画や提案、日程手配等のサービス

のような、高齢者に療養又は医療

ツアーを提供する旅行会社関連

サービスを含むが、医療機関、リ

ハビリ介護機関、療養院が主体と

して実施するリハビリサービス

は含まない） 

7291* 旅行会社及び関

連サービス 
786* 観光景観地区管

理  

 034   高齢者健康養生サービス   
  0341  高齢者養生保健サービ

ス 
高齢者の健康の維持、回復、世

話を目的とした保健サービスや

レクリエーション・養生活動（運

動による養生保健サービス、保健

マッサージ、足つぼ治療サービ

ス、サウナサービス、理髪・美容

サービス、その他の健康保健サー

ビスを含むが、医療機関、リハビ

8040* 理髪及び美容サ

ービス 
8051* 入浴サービス 
8052* 足湯サービス 
8053* 養生保健サービ

ス 
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リ介護機関、療養院を主体として

実施される医療リハビリサービ

スは含まない） 
  0342  高齢者向け心理健康サー

ビス 
集中的な家庭訪問等の様々な

形式によって、高齢者によく見ら

れる心理的な問題を調べ、心の健

康を評価するサービス 

7244* 健康相談 

 035  0350  高齢者ボランティアサー

ビス 
高齢者がボランティアとして

参加する基層民主監督、社会治

安、公益慈善事業、良くないしき

たりを改める活動（訳注：中国語

は「移風易俗」）、民事調停、文化

教育・衛生、全国民フィットネス

等のボランティア活動、及び医療

衛生、文化教育、農業科学技術等

の高齢専門家、高齢知識層が参加

する東部による西部支援活動（訳

注：「西部大開発」事業のことを指

していると考えられる）参加、先

進地区による発展途上地区支援

等のボランティアサービス 

8529* その他宿舎を提

供しない社会事業 

04    高齢者社会保障   
 041   高齢者社会保険   
  0411  基本養老保険 従業員（訳注：原文は「職工」、

農業以外の産業従事者で、雇用さ

れている人を指す）基本養老保険

及び都市･農村住民基本養老保険

の基金、取扱、投資、管理等に関

連する活動 

9411 基本養老保険 

  0412  高齢者基本医療保険 高齢者を対象とした従業員基

本医療保険及び都市・農村住民基

本医療保険の基金、取扱、投資、

管理等に関連する活動（高齢者向

け重病保険に関連する活動を含

む） 

9412* 基本医療保険 

  0413  高齢者長期介護保険 社会互助共済等の方式によっ

て資金を調達し、長期要介護、要

支援の高齢者の基本的生活の世

話及び基本的な生活と密接な関

連のある医療介護の資金を提供

する又はサービスを保障する社

会保険サービス 

9419* その他基本保険 

  0414  高齢者補充保険 企業年金、職業年金及び高齢者

を対象とした補充医療保険及び

9420* 補充保険 
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その他の補充保険 
 042  0420  高齢者社会救済 政府、民間が経済的に困難な高

齢者に対して行う基本的生活・医

療等の救済（高齢者向けに提供さ

れる紅十字（赤十字）機関のサー

ビス、慈善機関のサービス、社会

的救済管理サービス、優遇救済

（訳注：烈士遺族、現役軍人家族、

傷痍軍人等を対象とした救済措

置）事業組織サービス、その他社

会救済サービスを含む） 
高齢者の最低生活保障、臨時救

済、自然災害生活救援、医療救助、

特別困窮高齢者救済･扶養､生活

困難な高齢者の救済等 

8519* その他宿舎を提

供する社会救済 
8521* 社会介護・支援

サービス 
9490* その他社会保障 

 043  0430  高齢者慈善サービス 高齢者向けに提供される慈善､

募金等の社会事業活動 
ボランティア又はボランティ

ア組織が、何らかの物質的な報酬

を得ることなく、自主的に個人的

な時間、知識、技能等を活用し、

養老サービス機関・施設、及び高

齢者に提供する各種のサービス 

8529* その他宿舎を提

供しない社会事業 

 044  0440  高齢者社会福祉 政府が経済的に困難な高齢者

及び要介護等の高齢者に対して

提供する高齢者特別手当、介護補

助金、養老サービス補助金、その

他の老齢補助金等、適度普恵型

（訳注：胡錦涛政権時代に提案さ

れた社会福祉モデルで、それまで

の「残余型（個人や家族の自助努

力が不可能な場合にのみ社会福

祉制度を活用する方式）」とは異

なり、経済発展の水準や財政的制

約の範囲内で全国民に社会保障

を行き渡らせることを目指す）社

会福祉サービス 

9224* 社会事務管理機

関 

 045  0450  養老宝くじ公益金サービ

ス 
高齢者社会福祉及び社会救済

に用いる宝くじ公益金サービス 
9042* 福祉宝くじサー

ビス 
05    高齢者関連教育訓練・人材

サービス 
  

 051   高齢者関連教育及び技能

訓練 
  

  0511  高齢者関連専門教育 職業院校（訳注：各種職業教育 8336* 中等職業学校教
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機関の総称）及び普通高校におけ

る、健康サービスと管理、中医養

生学、中医リハビリ学、高齢者医

学、高齢者サービスと管理、高齢

者保健と管理、リハビリ治療技

術、リハビリ補助器具技術、栄養

と保健、心理カウンセリングと社

会事業等の老人福祉と関係する

職業教育及び普通教育（職業院校

（技工学校を含む）の設置する養

老サービス専門課程又はその開

設する関連課程において提供さ

れる養老技能訓練活動及び養老

サービス実地訓練基地サービス

を含む） 

育  
834* 高等教育 

  0512  高齢者関連職業技能訓

練 
人力資源社会保障部門、教育部

門若しくはその他政府部門が開

設を承認した、又は養老サービス

機関、社会組織、社会活動機関、

紅十字会（赤十字社）等が実施す

る介護ケア及び応急救護に関す

る知識・技能訓練、及び社会機関

が行う養老サービスに関連した

職業技能訓練活動（養老サービ

ス、高齢者介護、高齢者リハビリ、

健康管理、保健マッサージ、公衆

栄養等の技能訓練活動を含む） 

8391* 職業技能訓練 

  0513  在宅高齢者介護訓練 高齢者自身及びその他家族（配

偶者、子、親戚等）向けに提供す

る介護技能訓練（在宅高齢者介護

技能訓練、要介護高齢者家族のケ

ア訓練等を含む） 

8399* その他未分類教

育  

 052  0520  高齢者教育 高齢者の身体的・心理的特性に

基づき、政府、社区、民間事業者

又は企業が開催する、高齢者の安

全な資金管理意識の向上、高齢者

の有意義な生活、高齢者の健康素

養向上を目的とした高齢者学校、

並びに「県（市、区）－郷鎮（街

道）－村（居民委員会）」の 3レベ
ルによる社区高齢者教育学校運

営ネットワーク及び全国高齢者

教育公共サービスプラットフォ

ームが提供する高齢者教育サー

8399* その他未分類教

育  
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ビス 
 053   高齢者向け人材サービス   
  0531  高齢者関連職業技能サ

ービス 
養老介護員等の職業技能審査

及び評定サービス 
7269* その他人材サー

ビス 
  0532  高齢者関連職業就職サ

ービス 
高齢者を対象に家事、介護、リ

ハビリ等のサービスを専門に提

供する養老サービス職スタッフ

の就職サービス 

726* 人材サービス 

  0533  高齢者人材開発サービ

ス 
高齢者向けに制定される高齢

者人材開発事業を利用する特定

プロジェクトの計画、高齢者人材

データベースの設立、高齢者人材

の自主創業サポート、意欲があり

働くことが可能な貧困高齢者及

びその他高齢者が受ける職業技

能訓練や農業実用技術訓練、雇用

事業者と被雇用高齢者の法に基

づく契約書締結の推進等の人材

開発サービス 

7269* その他人材サー

ビス 

06    高齢者関連金融サービス   
 061   高齢者向け商業保険   
  0611  高齢者向け生命保険 高齢者向け生命保険（定期生命

保険、終身生命保険及び生死混合

保険等を含む） 

6811* 生命保険 

  0612  高齢者向け健康保険 健康問題又は医療行為の発生

によって保険金が給付される高

齢者向けの生命保険（疾病保険、

医療保険、介護保険、医療事故保

険を含む） 

6813* 健康保険 

  0613  高齢者向け事故傷害保

険 
高齢者の事故による死亡、身体

障害又は保険契約に約定される

その他の事故に対して給付金を

支払うことを条件とする人身保

険 

6814* 事故傷害保険  

  0614  養老機関責任保険 被保険者がその管理区域内で

養老サービスに従事する際、過失

によって事故を起こし、第三者の

死傷又は財産損失をもたらした

場合の賠償責任を保険対象とす

る保険 

6820* 財産保険 

 062   商業養老保険   
  0621  養老年金保険 民間商業保険機関が提供する、

養老保障を目的とする年金保険 
6812 年金保険（訳注：

原文に“*”がない） 
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  0622  リバースモーゲージ型

養老保険 
リバースモーゲージと養老年

金を組み合わせた商業養老保険

サービス 

6639* その他非貨幣銀

行サービス 

  0629  その他商業養老保険 保険仲介サービス、保険管理サ

ービス及び保障委託管理サービ

ス等の養老に関連する又は密接

に関連する保険活動（個人向け商

業養老年金保険商品、個人向け商

業養老年金保険プランニングを

含む） 

6830* 再保険 
6840 商業養老金（訳

注：原文に“*”がない） 
685* 保険仲介サービ

ス 
6870* 保険監督サービ

ス 
6890* その他保険活動 

 063  0630  養老資産運用サービス 銀行及び銀行の資産運用子会

社、信託銀行等の金融機関が開発

又は提供する養老型資産運用商

品、信託商品等の養老金融商品サ

ービス並びに養老活動をサポー

トするための基金管理サービス、

養老目標基金管理サービス、養老

投資・資産管理、財産権取引サー

ビス等（銀行の養老財産運用サー

ビス及び銀行の資産運用子会社

の養老資産運用サービスを含む） 

6640* 銀行資産運用サ

ービス 
6720* 公開募集証券投
資基金 
6739* その他非公開募

集証券投資基金 
6760* 資本投資サービ

ス 
6860* 保険資産管理 

 064  0640  養老金信託 養老保険取扱機関が、組織や個

人が関連する法律及び規定に基

づいて納付した養老保険金を信

託資産として金融信託期間に管

理・運用を委託し、従業員の退職

後に収益を分配する信託形式の

一種 

6911* 信託企業 

 065  0650  養老債券 高齢者を対象とする生活の世

話、リハビリ介護等のサービスを

専門に提供する営利・非営利の養

老プロジェクトが発行するシル

バー産業専門債券で、養老サービ

ス施設設備の建設及び養老サー

ビスの提供に用いられるもの 

671* 証券市場サービ

ス 
6760* 資本投資サービ

ス 
6790* その他資本市場

サービス 

 069  0690  その他養老金融サービス 営利性の養老機関が有償で取

得した土地・施設等の資産を抵当

として融資する金融サービス及

び養老融資サービス等のその他

養老金融サービス 

6790* その他資本市場

サービス 

07    養老科学技術・スマート養

老サービス 
  

 071   養老科学技術サービス   
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  0711  養老科学研究及び試験

開発 
高齢者疾病についての医学・介

護学的研究及びその他医学研究

及び試験開発サービス、高齢者社

会発展、高齢者心理、養老ケア等

の社会科学研究活動、高齢者向け

食品、養老ケア補助器具、高齢者

日常生活補助製品、高齢者用品、

高齢者リハビリ訓練･健康促進補

助器具等を対象とした医療製品

の研究開発活動 

7320* プロジェクト・

技術研究・試験開発 
7340* 医学研究及び試

験開発 
7350* 社会人文科学研

究 

  0712  養老科学技術推進・普

及及び応用サービス 
高齢者の健康に関連する新技

術、新製品、新技法の市場への直

接投入による技術の普及促進･譲

渡活動、知的財産権サービス、科

学技術仲介サービス、創業サービ

スプラットフォーム、及びその他

科学技術推進・普及活動（高齢者

向け食品､養老ケア補助器具、高

齢者日常生活補助製品、高齢者用

品、高齢者リハビリ訓練・健康促

進補助器具等の新製品科学技術

の推進・普及及び応用サービスを

含む） 

7512* バイオテクノロ

ジー普及サービス 
7520* 知的財産権サー

ビス 
7530* 科学技術仲介サ

ービス 
7540* 創業スペースサ

ービス 
7590* その他科学技術

推進・普及サービス業  

  0713  養老製品品質検査技術

サービス 
養老関連食品、薬品、医療用品・

器材等の健康関連製品の品質確

認、検査・測定、検査・試験、輸

出入検査・検疫、測定・試験、評

定等の活動（養老関連製品の標準

化、計量、認証認可活動を含む） 

745* 品質検査技術サ

ービス 

 072   スマート養老サービス   
  0721  インターネット養老サ

ービスプラットフォーム 
高齢者を対象としてサービス

を提供する、第三者プラットフォ

ーム上のインターネット活動（イ

ンターネット養老サービス、製品

販売プラットフォーム、インター

ネット高齢者旅行サービスプラ

ットフォーム等を含む） 

6432* インターネット

生活サービスプラット

フォーム 
6434* インターネット

公共サービスプラット

フォーム 

  0722  養老ビッグデータ及び

クラウドコンピューティン

グサービス 

養老に関連するデータ処理及

び保存、ビッグデータ処理、クラ

ウドストレージ、クラウドコンピ

ューティング、クラウド加工、ブ

ロックチェーン技術等のサービ

ス 

6450* インターネット

データサービス 
6550* 情報処理及びス

トレージサポートサー

ビス 

  0723  IoT 養老テクノロジー 養老業界向けの IoT 関連のコン 6532* IoT テクノロジー
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サービス サルティング、設計、構築、メン

テナンス、管理等のサービス、ま

た、IoT 及びリモート・スマート・

セキュリティ・モニタリング・テ

クノロジーサービス 

サービス 

  0729  その他のスマート養老

テクノロジーサービス 
養老サービス分野における人

工知能等の新世代情報テクノロ

ジー及びインテリジェント・ハー

ドウェア等製品に関するテクノ

ロジーサービス、並びにその他養

老と関連するアプリケーション・

ソフトウェア開発とマネジメン

ト、基本環境、ネットワーク、ソ

フト・ハードウェア等の運用メン

テナンス、健康情報テクノロジ

ー・コンサルティング等のサービ

ス（戸籍、医療、社会保険、社会

救援等の情報資源と連携した国

家養老サービス管理情報システ

ムに関するテクノロジーサービ

ス及びデータセキュリティが保

障される前提下での高齢者の人

口、保障、サービス、信用、財産

等の基礎データ分類に関係する

養老サービス総合 IT 化プラット

フォームの研究開発を含む） 

651* ソフトウェア開

発 
6520* 集積回路設計 
6531* 情報システム集

積サービス 
6540* 運用メンテナン

スサービス 
6560* 情報テクノロジ

ー・コンサルティング・

サービス 
6579* その他デジタル

コンテンツサービス 
659* その他情報テク

ノロジーサービス 

08    養老公共マネジメント   
 081  0810  政府養老マネジメントサー

ビス 
国及び各行政レベルの民政、教

育等の部門が養老機関及び高齢

者学校の安全等に対して行う管

理活動、並びに養老機関サービス

品質監督及び高齢者向け用品品

質監督等その他の養老関連管理・

サービス活動（長期ケアサービス

プログラム、基準、品質評価等の

業界規範の研究・制定、在宅・社

区・養老機関を連携させた長期ケ

ア専用サービスシステムの整備、

全国統一の高齢者能力総合評価

基準の整備、高齢者能力総合評価

の統一実施、経済的に困難な高齢

者・要介護高齢者に向けた補助金

制度の全面的整備、長期介護保険

パイロット事業の着実な推進、全

9224* 社会事務管理機

関 
9225* 経済事務管理機

関 
9226* 行政監督検査機

関 
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国養老サービス事業の比較評定・

表彰プロジェクトの検討と立ち

上げ、養老サービスに対するモニ

タリング・分析及び評価メカニズ

ムの開発、法に基づく消防計画の

申請・審査及び消防設備引渡検査

並びに消防に関する備案登録を

行っている養老機関に対する消

防技術に関する相談サービスの

積極的提供、養老機関の消防審査

承認サービス等の遂行を含む） 
 082  0820  養老社会組織サービス 養老サービスと関連する高齢

者協会等の社会団体及び基金会

等が提供する養老サービス 

952* 社会団体 
9530* 基金会  

09    その他養老サービス   
 091  0910  養老メディアサービス 高齢者向けの健康、文化、娯楽、

社会参加等に関連した活動のニ

ュース取材、編集・公開サービス

並びに高齢者に人気のある書籍、

新聞・定期刊行物、映画・テレビ

ドラマ、演劇、ラジオドラマ等の

優れた高齢者向け文芸作品の制

作・出版サービス（デジタルラジ

オ、テレビ、インターネット、ス

マホアプリ等モバイルデバイス、

Weibo（微博）、WeChat（微信）、

社区宣伝板等で提供する養老情

報サービス及び出版サービスを

含む） 

642* インターネット

情報サービス 
8610* 報道業 
8621* 図書出版 
8622* 新聞出版  
8623* 定期刊行物 
8624* 音楽・映像製品

出版 
8625* 電子出版物出版 
8626* デジタル出版 
8710* ラジオ 
8720* テレビ 
8730* 映画・テレビド

ラマ制作 
8740* ラジオ・テレビ

統合放送・配信 
 092   高齢者向け法律サービス

及び法律支援 
  

  0921  高齢者向け司法支援サ

ービス 
政府の設立した法律相談機関

又は法律支援機関が組織する、法

律支援弁護士が経済困難又は特

殊なニーズのある高齢者のため

に実施する無料又は優遇措置を

伴う法律サービス活動、高齢者の

法的権利維持ホットラインの設

置、及び特に高齢者グループを対

象として実施される高齢者特有

のニーズに対応した特定分野の

法律サービス活動（農村及び貧

7231* 弁護士及び関連

法律サービス 
7239* その他法律サー

ビス 
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困、高齢、空巣（訳注：家庭に高

齢者だけが残された状態になる

こと）、要介護等特殊な困難を有

する高齢者に対して提供される

法律サービス、法律支援及び司法

救済並びに高齢者の合法権益を

保証するための法律支援を含む） 
  0922  高齢者向け公益公証サ

ービス 
高齢者のために低額の費用で

手続きを行う公証サービス 
7232* 公証サービス 

 093  0930  養老関連展覧サービス 養老用品、リハビリ補助器具、

健康文化等の各種博覧会、展覧会

又は展示会等のサービス（養老、

リハビリ関連の展示スペースを

設ける国際輸入博覧会に提供す

る関連サービスを含む） 

7284* 文化展示会サー

ビス 
7289* その他会議、展

覧会及び関連サービス 

 094  0940  高齢者婚姻サービス 高齢者向けの結婚紹介、ブライ

ダル等サービス 
8070* 結婚サービス 

 095  0950  養老代理サービス 資格を備えた社会組織が計画

生育特殊家庭、身寄りがない、身

体障害等の特殊な状況にある高

齢者からの委託を受け、養老機関

への入居、受診等の事務手続きを

代行すること 

7299* その他未分類ビ

ジネスサービス業 

 099  0990  その他未分類養老サービ

ス 
高齢者向けに提供されるその

他のサービス 
8090* その他住民サー

ビス業 
10    高齢者用品・関連製品製造   
 101  1010  高齢者向け食品製造 高齢者層の栄養・健康ニーズに

適した飲食品の製造（栄養食品及

び保健食品の製造を含む） 

1491* 栄養食品製造 
1492* 保健食品製造 

 102  1020  高齢者日用品及び補助製

品製造 
高齢者用の衣服、手袋、靴下、

マフラー、帽子、靴、眼鏡、ステ

ッキ等の日用品及び補助製品の

製造 
高齢者の操作に適したコンピ

ューター及び携帯電話の製造 

1819* その他機械織衣

服製造 
1829* その他ニット又

はかぎ針編み衣服製造 
1830* 服飾製造 
195* 靴製造業 
3587* 眼鏡製造 
3922* 通信デバイス製

造 
4119* その他日用雑貨

製造 
 103  1030  高齢者フィットネス用品

製造 
高齢者の運動に適したフィッ

トネス用自転車、フィットネス用

ボール、エキスパンダー、各種ボ

ール製品、釣具、ハンドグリップ

2441* ボール類製造 
2443* フィットネス器

材製造 
2449* その他スポーツ
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及び屋外フィットネス器材等の

フィットネス製品の製造 
用品製造 

 104  1040  高齢者向けレジャー・娯

楽用品製造 
高齢者の娯楽に適した囲碁、中

国将棋、軍人将棋、ダイヤモンド

ゲーム、九連環（訳注：知恵の輪

の一種）、パズル、小悶盆（訳注：

パズルの一種）、トランプ等の知

的玩具、スポーツ・遊戯器材、ボ

ーリング、ビリヤード、シャッフ

ルボード、テーブルサッカー等遊

戯・娯楽場所で使用する室内・卓

上型運動･娯楽設備等の製造 

2319* 包装･装飾及び

その他印刷 
2459* その他玩具製造 
2462* 遊戯用品及び室

内遊戯器材製造  

 105  1050  高齢者向け保健用品製造 高齢者に適したリハビリ、マッ

サージ用の保健用品の製造（例え

ば艾灸枕（訳注：枕にモグサを入

れて加熱し、灸として使用できる

ようにした製品）、艾灸貼（訳注：

シールタイプの灸）、艾灸帽（訳

注：頭に被り、電気等で加熱して

灸の効果を得る製品）、活痧頭梳

（訳注：頭皮をマッサージする

櫛）、養生・理療枕（訳注：マッサ

ージ効果を備えた枕）及び竹製保

健製品等の製造） 

1830* 服飾製造 
2041* 竹製品製造 
3856* 家庭用美容、保

健介護電気器具の製造 

 106  1060  高齢者用薬品製造 高齢者の身体・心理的機能を維

持、調節、促進する有効成分、化

学薬品製剤、天然又は人工養殖・

栽培による動物・植物・鉱物を用

いた漢方薬材料の生産加工活動 

2710* 化学薬品有効成
分製造 
2720* 化学薬品製剤製
造 
2730* 漢方煎じ薬加工 
2740* 漢方製剤生産 

 107  1070  高齢者医療機器及びリハ

ビリ補助器具製造 
病棟介護、高齢者疾患のリハビ

リ理学療法等で用いる医療設備

の製造 
高齢者に適した成人用介護パ

ッド、高齢者用おむつパッド、防

水パッド、パッド型紙おむつ、紙

おむつ、褥瘡防止エアクッショ

ン、車いす、歩行補助器、補聴器、

マッサージクッション、マッサー

ジボール、足つぼマッサージ器、

指圧マッサージ器、トイレ補助器

具、認知症治療補助器具、失禁防

止補助器具、ストーマケア補助器

具、失禁訓練補助器具並びに洗

3585* 機械治療及び病

室介護設備製造  
3586* リハビリ補助器

具製造 
3589* その他医療設備

及び機器製造 
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浄、入浴、シャワー補助器具等の

製品及び部品の製造 
 108  1080  高齢者向けスマート・ウ

ェアラブルデバイス製造 
高齢者サービス又は老人ホー

ムで使用されるスマートロボッ

ト及び家庭用スマート消費者製

品、リハビリロボットの製造 
高齢者の使用に適したウェア

ラブル･スマート･デバイスの製

造 

3961* ウェアラブル･

スマート･デバイス製造 
3964* 消費者用サービ

スロボット製造 
3969* その他消費者向

けスマートデバイス製

造 
 109  1090  シニアカー製造 高齢者が外出時に使用する三

輪又は四輪の助動車（訳注：運転

免許不要の原動機付き三輪自転

車やアシストカーで、車道は走行

できない）及び車いすの製造 

3762* 身体障害者用車

両製造 
3770* 助動車製造 

11    高齢者用品・関連製品販売・

リース 
  

 111   高齢者用品及び関連製品

販売 
  

  1111  高齢者向け栄養食品及

び保健食品販売 
高齢者を対象に生産された、又

は高齢者の食用向けに提供され

る栄養食品、高齢者層に適した保

健食品の販売活動（青・壮年、少

年・児童等その他のグループを対

象とした栄養食品、及び青・壮年、

少年・児童に適した保健食品の卸

売・小売は含まない） 

5126* 栄養・保健品卸

売 
5225* 栄養・保健品小

売 

  1112  高齢者日用品及び補助

製品販売 
高齢者を対象に生産された、又

は高齢者の使用に向けて提供さ

れる衣服、手袋、靴下、マフラー、

帽子、靴、眼鏡、ステッキ等の日

用品及び補助製品、並びに高齢者

の操作に適したコンピューター

及び携帯電話の卸売・小売 

5132* 衣服卸売 
5133* 靴･帽子卸売 
5139* その他家庭用品

卸売 
5177* 通信デバイス卸

売 
5193* インターネット

卸売 
5232* 衣服小売 
5233* 靴･帽子小売 
5236* 時計・眼鏡小売 
5273* コンピュータ

ー、ソフトウェア及び補

助デバイス小売 
5274* 通信デバイス小

売 
5292* インターネット

小売 
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  1113  高齢者用保健用品販売 高齢者を対象に生産された、又

は高齢者に向けて提供されるリ

ハビリ又はマッサージ用の保健

用品（例えば艾灸枕、艾灸貼、艾

灸帽、活痧頭梳、養生・理療枕及

び竹製保健製品等）の卸売・小売 

5212* スーパーマーケ

ット小売 

  1114  高齢者用文化・スポーツ用

品販売 
高齢者を対象に生産された、又

は高齢者の運動に適したフィッ

トネス用自転車、フィットネス用

ボール、エキスパンダー、各種ボ

ール用品、釣具、ハンドグリップ

等のフィットネス製品の卸売・小

売、並びに高齢者の娯楽に適した

囲碁、中国将棋、軍人将棋、ダイ

ヤモンドゲーム、九連環、パズル、

小悶盆、トランプ等の知的玩具、

スポーツ･遊戯器材、ボーリング、

ビリヤード、シャッフルボール、

卓上サッカー等遊戯・娯楽場所で

使用する室内・卓上型運動･娯楽

設備等の卸売・小売（養老関係の

図書、新聞・定期刊行物、音楽・

映像製品、電子・デジタル出版物

等の文化用品の卸売・小売も含

む） 

5143* 図書卸売 
5144* 定期刊行物卸売 
5145* 音楽・映像製品、

電子・デジタル出版物卸

売 
5242* スポーツ用品及

び機材小売 
5243* 図書、定期刊行

物小売 
5244* 音楽・映像製品、

電子・デジタル出版物小

売 
5247* 楽器小売 
5249* その他文化用品

小売 
5271* 家庭用オーディ

オビジュアル機器小売 

  1115  高齢者用薬品販売 高齢者疾患に使用される化学

薬品、生物薬品、漢方製剤、生薬・

漢方煎じ薬（顆粒調剤を含む）の

卸売・小売 

5151* 西洋医薬卸売 
5152* 漢方薬卸売 
5251* 西洋医薬小売 
5252* 漢方薬小売 

  1116  高齢者医療機器及びリ

ハビリ補助器具販売 
高齢者疾患のリハビリ理学療

法等に用いる医療機器の卸売・小

売 
高齢者に適した成人用介護パ

ッド、高齢者用おむつパッド、防

水パッド、パッド型紙おむつ、紙

おむつ、褥瘡防止エアクッショ

ン、車いす、歩行補助器、補聴器、

マッサージクッション、マッサー

ジ球、足つぼマッサージ器、指圧

マッサージ器、トイレ補助器具、

認知治療補助器具、失禁防止補助

器具、ストーマケア補助器具、失

禁訓練補助器具並びに洗浄、入

浴、シャワー補助器具等の製品及

5154* 医療用品及び機

材卸売 
5254* 衣料用品及び機

材小売 
5255* 保健補助治療機

材小売 



~ 22 ~ 
 

び部品の卸売・小売 
  1117  高齢者向けスマート・

ウェアラブル･デバイス販

売 

高齢者を対象として生産され

た、又は高齢者の使用のために提

供されるウェアラブル･スマート

デバイスの卸売・小売 
高齢者向けサービス又は老人

ホームで使用されるスマートロ

ボット及び家庭用スマート消費

者製品の卸売・小売 

5137* 家庭用オーディ

オ・ビジュアル機器卸売 
5138* 日用家電卸売 
5179* その他機械設備

及び電子製品卸売 
5271* 家庭用オーディ

オ・ビジュアル機器小売 
5272* 日用家電小売 
5279* その他電子製品

小売 
  1118  シニアカー販売 高齢者が外出時に使用する三

輪又は四輪の助動車及び車いす

の販売 

5238* 自転車等歩行補

助機器販売 

 112  1120  高齢者関連製品リース 高齢者の基本的生活、レジャ

ー・娯楽、文化・スポーツ等にお

けるニーズを満たすために提供

される各種製品のリースサービ

ス（養老機関や都市・農村社区が

提供するリハビリ補助器具等高

齢者関連製品のリース・回収等の

サービスを含む） 

7115* 医療機器オペレ

ーティングリース 
7121* レジャー・娯楽

用品設備リース 
7122* スポーツ用品設

備リース  
7123* 文化用品設備リ

ース 
7124* 図書リース 
7125* 音楽・映像製品

リース 
7129* その他文化・ス

ポーツ設備及び用品リ

ース 
7130* 日用品リース 

12    養老施設建設   
 121  1210  養老施設の建設、改造及び

内装・メンテナンス 
高齢者向けに住居、生活ケア、

医療・健康等の面において専門的

又は総合的なサービスを提供す

る高齢者養護院（訳注：医療面で

の人材や設備が求められ、衛生局

が管轄・認可する介護院に対し、

民政局が認可する、ケアを主体と

する施設）、老人ホーム、高齢者デ

イケアセンター等の各種養老施

設とそのサービス用施設、敷地及

び付属施設が新築、改築又は増築

される場合の建設及び改造活動

並びに建築装飾、内装、メンテナ

ンス等の活動（特別困窮者扶養サ

4330* 専用設備修理  
4790* その他建物建築

業  
4920* 配管及び設備取

付 
5011* 公共建築装飾及

び内装 
5013* カーテンウォー

ル設置及び装飾 
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ービス施設（高齢者施設）の改良

工事を含む） 
 122  1220  住宅の高齢者向けリフォ

ーム及びバリアフリー改造 
高齢者の生活の特徴や安全面

のニーズに対応した住宅の内装、

家具・設備、補助設備等の建設、

設置及び改造（古い多層住宅（訳

注：1960～70 年代に建てられた

4-6 階建ての集合住宅）へのエレ

ベーター設置を含む） 
高齢者の居住環境に対する安

全評価の実施、基本設計、施工改

造、補助器具の設置、設備設置等

の方式による、高齢者の居住環境

改善及びバリアフリー設備化に

向けた高齢者向け改造 

4999* その他の建築・

取付 
5012* 住宅装飾及び内

装  

 123  1230  公共施設の高齢者向け改

装及びバリアフリー改造 
公共施設に対する高齢者向け

改装の実施・バリアフリー改造、

局部的高齢者向け改装・バリアフ

リー環境機能改善活動（水辺や転

落の可能性のある活動場所、階

段、スロープ等への安全ガード、

手すり及び照明設備の設置、高齢

者が自律的かつ安全に通行でき

る通路、出入りできる関連建築

物、アクセス可能な公共交通機関

及び交流情報の提供、社区サービ

スと密接に関連する公共施設の

バリアフリー設計及び改造の実

施、スロープ、階段、エレベータ

ー、手すり等居住区の公共施設の

バリアフリー改造、公衆トイレの

高齢者向け改造、並びに高齢者生

活圏付帯施設の設置及び改善を

含む） 

4910* 電気設備取付 
4999* その他の建築・

取付 

 


