
介護人材確保に向けた具体策
～介護×○○の可能性について～

株式会社ビーブリッド (ほむさぽ代表)

代表取締役 竹下康平

介護人材確保地域戦略会議(第2回)(H27.2.27)資料2



自己紹介
竹下康平 (タケシタコウヘイ) 昭和50年生まれ(39歳)

【所属】
株式会社ビーブリッド代表取締役
一般社団法人クラウド利用促進機構(CUPA) 理事

【趣味】
介護×ITについて考える事
バイク
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事業内容(ほむさぽ)

元々は
コンピュータサポート＋コンサル
だったけど・・・

今は、
・エアコン掃除
・リフォーム
・建物の大規模修繕
・家電販売 などなど
名実共に何でも屋です

毎年毎年サービスが増えています。

介護・福祉・医療業界向け何でも屋

3

http://homesapo.com



その他公開情報
講談社「ヘルプマン! 」24巻巻末記事
異業種が見た介護産業のビジネスの種とは!?

ASCII.jp記事 「介護 IT」で検索1位
全人口の4割がお年寄りになる日本で「介護×IT」は絶対必要！
超高齢化時代を迎えた介護業界のIT化は「やりがい」がある
http://ascii.jp/elem/000/000/942/942946/
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本日お伝えしたい内容
今回取り上げる問題
◦ 介護業界への興味薄と人材流入難

介護人材を100万人増やそう！
◦ 介護人材って？
◦ 問題がなぜ起こっているのか？(分析・仮説)
◦ 他産業からの転職が少ない？
◦ 介護に興味を持つチャンスが無い！ (そもそも知らない)

他産業との接点づくり
◦ 介護業界や現在抱える超高齢社会問題の啓発
◦ 啓発活動事例 ITイベントでの講演
◦ 自治体の事例(青森県)

これからできる事
◦ 業界・組織の枠を超えて(コミュニティ活動)
◦ ハッカソン
◦ 最新ITツアー
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※最後に質疑応答タイムあります



取り上げる問題
介護業界への興味薄と人材流入難
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介護人材難
人材確保という施策(本イベント全体の趣旨)

一方、介護・高齢化というキーワードで考えると、国民全体の
関心は低くない。

例：
Yahooニュース BUSINESS検索結果 (2015/2/25検索)
少子化→184件
高齢化→553件
介護→445件
TPP→260件
原発→686件

7



介護人材を
100万人増やそう
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！？



介護人材って？
人材（じんざい）とは、才能があり、役に立つ人物。すなわち社会に貢
献する個人のこと。人才とも。

人材は、社会に役立つ存在であるが、これは個人として役立つという
よりも、組織の中で適所に配する事により能力を発揮、組織の機能を
向上させる存在である。この場合、組織が求める能力に於いて必要と
されるのは「平均的な能力」ではなく、（所謂「出る杭」のような）それを
上回る能力である。当然、組織が求めない能力は平均より低くても構
わない。

厚労省の資料を見ると・・・

介護職員→働く人？

介護労働者→働く人？
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みなさんご存知の通り
2025年問題
後期高齢者人口が、約2,200万人まで増加し、
全人口の4人に１人は後期高齢者となる

2025年には237万～249万人の就業が欠かせない。
(70-100万人程度は増やさないとマズイ)

結果
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おさらい的に・・・

労働力人口：6000万強のうち約3.9％が介護職員の世界

(現在2.4%位??)

→25人に１人は介護職員
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職業の種類
・厚生労働省
ハローワークで職業紹介や職業相談などに使用している
「職業分類表PDF」
→小分類レベルで379
→細分類レベルで2,167
「職業名索引」
→２万弱の職業名を採録

・総務省
「日本標準職業分類」
→小分類レベルで364
国勢調査の索引
→約３万の職業名
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人材は取り合いが激化
人口減社会において

これから人材は取り合いになる事が必至！！！

数ある職業の中から、介護職員に！？
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• 採用実施企業のうち3社に1社は人数を確保できていない
• 人数を確保できない企業の52.7％は、人手不足が今後解消しない
見通しを持つ

（引用：リクルートワークス研究所「人手不足の実態に関するレポート」）



ぶっちゃけ
厳しい数字だと思います
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もう一度人材とは？
人材（じんざい）とは、才能があり、役に立つ人物。すなわち社会に貢
献する個人のこと。人才とも。
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介護人材→
介護に関わる、役に立つ個人

と読み替えても良いのでは？？



そもそものいきさつ
厚労省打合せで、介護人材って何？という問いに対し

→介護職員以外も介護人材に含めて考えられま
せんか？
→たとえば私、竹下がそうな様に。

的な話だったはず・・・

違っていたらすいません。
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目標を達成するために！
業界の認知啓蒙→介護業界への「直接就労」
(私以外の方が話すでしょう・・・多分)

業界の認知啓蒙→「間接就労」(そんな言葉は無いが)
他業界から就労以外の方法で業界を支える事！
↑コッチの話
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ヘルプマンも
ヘルプマンのヘルプマンも
みんな合わせてヘルプマン！

間接的に関わる人材も

立派な

「ヘルプマン！」
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それでも中々増えない・・・
職種間・業種間人材流動がほとんど無い！！

私竹下の場合、
IT系
ITは他産業に使ってもらう事が収益源である事から、非常に多
種の産業界での引き合いがある。
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にもかかわらず



他産業からの転職が少ない？

例えば

◦ リクナビNEXT
ITエンジニア（システム開発、インフラなど）/医療・福祉関連の
求人
→０件(医療系はHIT)
◦ マイナビ

ITエンジニア/医療・福祉・介護サービスの転職・求人情報
→ ０件(医療系はHIT)
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◦ というか求人が無い！



介護に興味を持つチャンスが無い！
(そもそも知らない)
◦ 先日のIT業界向けイベントで

◦ 「自分の祖母が要介護状態でした。自分達の技術で何かでき
るとか考えたことが無かった」

◦ 「そもそも情報がどこにあるかわからなかった」
◦ 介護のイベントがある事を知っているかという質問に対して
「全く知らなかった」「探したことが無い」etc
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他産業との接点作り
介護業界や現在抱える超高齢社会問題の啓発
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他業界での啓発活動
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2015/1/29
横浜
大さん橋ホール

CROSS2015エンジニアの為の1000人イベント



他業界での啓発活動
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エンジニアサポート CROSS 2015 レポート

「超高齢化社会到来！介護の現状とこれから我々IT業が出来る事と
は？」レポート (gihyo.jpより引用)
http://gihyo.jp/news/report/01/cross2015/0004



JAWS FESTA東北2014
2014/9/6仙台
http://jft2014.jaws-ug.jp/
タイトル：JAWS-UG初代代表 (株)ビーブリッド創業者が
介護業界に没頭している訳
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各イベント参加者に聞くと…
◦出席者の知識レベルは介護事業≒老人ホーム
◦参加者の８割に響いた
→自分の技術で何かやれるかも・・・
◦参加者の半数は身内で介護サービスを受けた
ことがある人
→それ以外の人にしっかりとアプローチを！
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自治体の事例(青森)
主催：青森県(商工労働部新産業創造課)

介護×ＩＴ マッチングワークショップを開催しました
http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/energy/IT_WS_01daycare.html

⻘森県では、今年度、新時代ＩＴビジネス推進事業の⻘環として、地域課題を抱え
る事業者とＩＴ企業が連携して、ＩＴを活用した課題解決策（ソリューション）を検
討する「地域課題ＩＴソリューション提案ワークショップ」を開催しています。

第 1 回は、「介護」をテーマとしたハッカソンを 9 月 27 日から 3 日間かけて
開催しましたので、結果概要を報告します。

１．開催概要
（１）日時：2013 年 9 月 27 日(⻘)13:00〜9 月 29 日(日)17:00
（２）場所：⻘森公⻘⻘学
（３）主催：⻘森県▼企画運営：株式会社 CCL（業務委託先）
（４）協 ⻘：Fandroid EAST JAPAN ⻘森県⻘部
（５）参加者：55 名（IT 関連 30 名/介護関連 15 名、ゲスト・スタッフ 10 名）
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イベント当日の模様
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報告抜粋
大変遅くなりましたが、9月に開催した「介護×ＩＴ マッチングワーク
ショップ」について、開催結果の報告をいたします。

青森県では初の本格的なハッカソン開催でしたが、お陰様で

７２ものアイディアと
５つの試作品が作成
されるなど、実りの多いワークショップとなりました。
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ハッカソンとは？

質問

ハッカソンって知ってますか？
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ハッカソンとは？

質問

ハッカソンに参加したことがあ
る方？

(どんなハッカソンでしたか？)
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ハッカソンとは？

32

引用：株式会社CCL 「アイデアソン・ハッカソン運営ガイドブック」



アイデアソンとは？
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引用：株式会社CCL 「アイデアソン・ハッカソン運営ガイドブック」



ハッカソンイベント
青森県の 一例

介護×IT ワークショップ
介護×ハードウェア ハッカソン

地域資源×IT ハッカソン
農業×IT ワークショップ
サッカー×IT ハッカソン

もはや何でもありの様相・・・
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ハッカソンの良さ(介護×ITの場合)
エンジニア側

生の声での業界知識の習得

技術を用いて社会貢献出来ることへの気付き

介護業界側

自分たちの悩みの一部が短時間で解決出来ることの気付き

技術の進化と技術の簡単さという意外な事実を発見

共通

普段接しないキャラとの密なコミュニケーションによる新しい発見

いきなり使えるもの(ソフトウェア)が出来る
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青森県で起こっている事
青森県では、この様なイベントを年間で90本以上行っています。
(平成26年度)

IT業界では青森県は変(スゴイ)という評判に！

介護業界に興味を持ち、アプリ開発を開始した事例も！

「独居老人と親族向け安否確認ITサービス」は県の実証対象として採択
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これから出来る事！
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業界・組織の枠を超えて・・・
(コミュニティ活動の重要性)
共通の興味・理念を持った者が集まりやすい

共通の興味（悩み）を持つ者が集まる事で、連帯感、共感が強まり、
よりその関心事(業界)に留まる可能性が高まる

そこに利害関係は基本的に無い為、目上や目下、他業種の者であっ
ても、フラットにコミュニケーションが出来る。
→業務となると利害関係が発生

何よりも楽しい
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参考
経済産業省 関東経済産業局

平成27年3月1日(日）・22日（日）
「認知症×IT＠八王子」開催のご案内

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/joho/20150301hackathon_it_hac
hioji.html
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参考
例えば、来年度、株式会社ビーブリッド(竹下)は、
以下の活動を行う予定です。

介護×ITハッカソンの実施

介護業界向け
→ITセミナー
→最新IT展示会へのツアー企画

IT業界向け
→介護情報セミナー
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最後に
本日は私の育った畑がITということで、介護×ITの
話題が中心でしたが、「介護×〇〇」と考えて行く
と、色々イメージが膨らむと思います。

他産業（他産業の人材）と交流が活性化する事で、
介護業界にも新しい人の流れと、それに伴う新し
い風が吹くのではないでしょうか？
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頑張りましょう！
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介護業界へ興味を持ってもらう

介護業界へ就職
介護業界向けの

サービス・製品等の提供

240万人の介護人材(100万人増)



質疑応答
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