
参 入 分 野 福祉関連業 

 

■はじめに■ 

 富山県全体の人口が減少する中、高齢者人口(65歳以上)は、平成17年の258,317人から平成30年には

332,619人と増加（高齢化率：23.3％→31.9％）しています。高齢者人口は、2020年頃にはピークを迎え

ると予測されていますが、高齢者の長寿命化等により、介護を必要とする高齢者の割合は今後も上昇する

と見込まれています。このことから、介護保険サービス利用者数や認知症高齢者数（高齢者人口の15％程

度）も増加するものと考えられます。 

 富山県は、特別養護老人ホーム等の介護保険施設については、全国に比べ高い整備率となっていますが、

特別養護老人ホームの待機者数は横ばいで推移するなど、施設への入所希望が強い状況にあります。一方、

県政世論調査（H29）によれば、県民の約７割が、介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らしたいと

考えていることから、高齢者が身近な地域で必要な医療や介護を受けられることが求められています。 

 一方、我が国の高齢化の進展を背景に、平成12年４月に介護保険制度が導入され、平成29年６月からの

一部改正により現在の制度のかたちになっています。 

 今後、この分野へ具体的に参入を検討される場合には、事業者等の取組状況のほか、介護保険制度の見

直し等の状況も見極めながら慎重に検討していく必要があります。 

 

■参入の形態・可否■ 

 介護保険サービスの中には、営利法人が参入できる事業分野と参入できない分野があります。参入を検

討する際には、関係する公的機関へ事前に相談するなど、その要件等を確認することが必要です。 

 

【図表１】施設サービスの種類と営利法人参入の可否 

介護保険施設の種類 営利法人参入の可否 営利法人参入の可否 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

入所する要介護者に対し、介護（入浴・排泄・食事等） 

その他日常生活上の世話、機能訓練等を行う。 
不可能 

介護老人保健施設 
入所する要介護者に対し、看護、医学的管理下での介護・機

能訓練その他必要な医療や日常生活上の世話を行う。 
不可能 

介護療養型医療施設 
入院する要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理

下での介護その他の世話・必要な医療を行う。 
不可能 

介護医療院 

入所する要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理

下での介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上

の世話を行う。 

不可能 

 

【図表２】居宅サービスの種類と営利法人参入の可否 
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訪問介護 可能 

訪問入浴介護 可能 

訪問看護 可能 

訪問リハビリテーション 不可能 

居宅療養管理指導 薬局のみ可能 

通所介護 可能 

通所リハビリテーション 不可能 

短期入所生活介護 可能 

短期入所療養介護 不可能 



 

居宅サービス 

特定施設入居者生活介護 可能 

福祉用具貸与 可能 

特定福祉用具販売 可能 

地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 可能 

夜間対応型訪問介護 可能 

地域密着型通所介護（H28.4創設） 可能 

認知症対応型通所介護 可能 

小規模多機能型居宅介護 可能 

認知症対応型共同生活介護 可能 

地域密着型特定施設入居者生活介護 可能 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 不可能 

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 可能 

居宅介護支援 可能 

介護予防サービス 

 

介護予防訪問入浴介護 可能 

介護予防訪問看護 可能 

介護予防訪問リハビリテーション 不可能 

介護予防居宅療養管理指導 薬局のみ可能 

介護予防通所リハビリテーション 不可能 

介護予防短期入所生活介護 可能 

介護予防短期入所療養介護 可能 

介護予防特定施設入居者生活介護 可能 

介護予防福祉用具貸与 可能 

特定介護予防福祉用具販売 可能 

介護予防支援 不可能 

地域密着型介護予防サービス 

介護予防認知症対応型通所介護 可能 

介護予防小規模多機能型居宅介護 可能 

介護予防認知症対応型共同生活介護 可能 

 

■参入の要件と手続■ 

 介護保険事業者としてサービスを提供するためには、次の要件を満たすほか、事業所が立地する都道府

県等の指定が必要です。また、複数の介護サービスを提供する場合は、複数の指定が必要です。 

 ≪指定を受けるための主な要件≫ 

 ①営利・非営利法人を問わず法人格を有していること 

 ②職員の知識・人員等が厚生労働省、県・市町村等の定める基準を満たしていること 

 ③厚生労働省、県・市町村等が定める設備等に関する基準に従って適正な運営を行えること など 

 

■介護保険制度の概要■ 

 介護保険制度は、我が国の急速な高齢化の進展に伴い、介護の問題が老後の最大の不安要因となってい

ることから、介護を社会全体で支えるとともに、利用者の希望を尊重した総合的なサービスが安心して受

けられる制度として平成12年４月に制度がスタートし、制度の一部改正が行われています。 

 制度の概要は、次のとおりです。 

 (1) 保険者 

   市町村が保険者となります。 

 



 (2) 被保険者 

   介護保険に加入される方は、65歳以上の方（第１号被保険者）と40歳以上65歳未満の医療保険に加

入している方（第２号被保険者）です。 

 

 (3) 介護サービスの給付手続等 

  ①介護サービスの給付対象者 

   給付対象となるのは、第１号被保険者については、寝たきりや認知症等で常に介護が必要な状態と

なったり、家事等の日常生活に支援が必要な状態となり、市町村から「要介護者」または「要支援

者」に認定された方です。 

   第２号被保険者については、初老期における認知症や脳血管疾患等の16の特定疾病により介護が必

要な状態となり、市町村から「要介護者」または「要支援者」に認定された方です。 

   なお、第１号被保険者及び要介護認定者数は図表３及び図表４のとおりです。 

【図表３】要介護認定者の状況（年齢別）  

  Ｈ12.4月(a) H27.3月 H28.3月 H29.3月 H30.3月(b) H12との比較(b/a) 

65歳以上認定者数(A) 22,757 57,786 58,931 60,070 60,307 約2.7倍  

対65歳以上人口比(A/B) 9.9% 18.1% 18.1% 18.2% 18.2% 

40～64歳認定者数 636 1,251 1,181 1,119 1,084 約1.7倍 

計 23,393 59,037 60,112 61,189 61,391 約2.6倍 

1号被保険者(65歳以上)数(B) 229,414 319,937 325,852 329,218 331,931 約1.4倍  

 

  ②要介護認定の手続 

   介護サービスの給付を受けようとするときは、市町村に申請を行います。 

   市町村では、申請者の心身の状態を調査し、要介護認定を行います。 

【図表４】要介護認定と介護保険サービスの利用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

←全国18.0%(H30.3) 



③介護給付 

   介護が必要とされた方は、状況に応じ居宅サービス又は施設サービスが受けられますが、居宅サー

ビスの場合は介護の必要度（要介護度）に応じて給付額の限度額が設定され、施設サービスの場合は

介護の必要度（要介護度）に応じて給付額が設定される仕組みです。 

   なお、給付は現物給付となります。 

 

【図表５】要介護状態区分別の利用できるサービス 

要介護状態区分 利用できるサービス 

要支援１，２ 介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス（認知症対応型通所介護、小

規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護のみ） 

要介護１～５ 居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス 

 

【図表６】居宅サービスの区分支給限度基準額 

要支援状態区分 支給限度額（１月間） 要介護状態区分 支給限度額（１月間） 

要支援１    ５０，０３０円 要介護１   １６６，９２０円 

要支援２   １０４，７３０円  要介護２   １９６，１６０円 

 要介護３   ２６９，３１０円 

要介護４   ３０８，０６０円 

要介護５   ３６０，６５０円 

                                    ※１単位＝１０円として計算 

(4) 介護サービスの種類 

   介護サービスを提供しようとする事業者は、サービスの種類毎に県又は市町村からサービス事業者

の指定を受ける必要があります。 

【図表７】サービスの種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

(5) 介護サービス計画、介護予防サービス計画 

   サービスは、利用者自らが選択することが基本となりますが、利用者のニーズに適したサービス 

を効率的・計画的に提供するため、介護サービス計画、介護予防サービス計画については、それぞれ

利用者の立場に立って、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターの介護支援専門員（ケアマネ 

ジャー）がサービス計画を作成し、サービス事業者との調整を行います。 

 (6) 保険料 

   保険料は、第１号被保険者については、市町村毎に所得段階別に定められ、年額18万円以上の老

齢・退職等の年金を受給している方は年金から天引きされます。それ以外の方は市町村へ個別に支払

います。 

   この第１号被保険者の保険料は３年に一度改定されることになっており、直近では、平成30年度に

改定されました。第２号被保険者の保険料は、加入する医療保険制度に応じて設定され、医療保険

料と一括して支払います。 

   なお、災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納した場合、第１号被保険者に対しては給付の

償還払化、一時差止、差止額から滞納保険料の控除といった措置や未納期間に応じた給付減額等が、

第２号被保険者に対しては給付の償還払化や一時差止の措置が講じられることになります。 

 

 (7) 利用者負担 

   介護サービスを利用した場合、原則として利用者は費用の１割（一定以上の所得のある者は２割又

は３割）を負担します。そのほか、介護保険施設の利用者は居住費と食費、ショートステイの利用者

は滞在費と食費、デイサービス、デイケアの利用者は食費について、利用者負担があります。 

   なお、この１割（一定以上の所得のある者は２割又は３割）負担が高額になる場合、自己負担の上

限が設定されています。（高額介護サービス費）。低所得者には、高額介護サービスや居住費・食費負

担について、低い額が設定されています。 

   

 (8) 低所得者の利用者負担の軽減 

   社会福祉法人等が、「特に生計が困難な方」へホームヘルプサービス等に対する利用者負担の減免

を行えるよう、公費（国・県・市町村）により補助が行われます。 

  ※この減免措置の具体的な取扱いは、市町村によって異なる場合があります。   

 

■施設の整備等に対する支援■ 

 建設業者が福祉分野に参入する場合には、新たに施設整備等の経費が必要となります。社会福祉施設等

の整備については、一部の利用施設を除き、公費等補助制度並びに自己負担部分について、独立行政法人

福祉医療機構の施設整備資金の貸付等の制度を活用できるものがあります。 

 

■社会福祉法人の概要■ 

 (1) 社会福祉法人とは 

   社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立

された法人です。 

 



 (2) 社会福祉事業 

   社会福祉事業には第１種社会福祉事業及び第２種社会福祉事業があり、社会福祉法第２条に限定列

挙されています。法に規定されていない事業は、ここでいう社会福祉事業にはあたりません。 

   例）サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホームは、社会福祉法で規定されていない 

→社会福祉事業ではない。 

 

【図表８】第１種、第２種社会福祉事業 

第１種社会福祉事業 第２種社会福祉事業 

利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利

用者の保護の必要性が高い事業 

比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必

要性が低い事業 

[種別] 主に、入所施設サービスの経営事業 

例：特別養護老人ホーム、 障害者支援施設 等 

[種別]主に、在宅サービスの経営事業 

例：保育所、デイサービス 等 

[経営主体] 

原則として国、地方公共団体、社会福祉法人に限り

運営できる 

[経営主体] 

特に制限は無い 

 

 (3) 社会福祉法人の設立要件 

   社会福祉法人が、安定的で適正な運営ができるように、設立の際に、評議員や役員（理事、監事）、

資産等について一定の要件があります。 

    

 

問い合わせ先 

   詳しくは、市町村介護保険担当課又は県高齢福祉課までお問い合わせください。 

  〔富山県厚生部高齢福祉課〕 

   〒930-8501 富山市新総曲輪１－７ 

         TEL 076-444-3204、FAX 076-444-3492 


