
社会福祉法人会計資料集 
 
 

一般財団法人総合福祉研究会 編 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令 和 ４ 年 度 版 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



目　　次

1　【会計基準関係】
🔗🔗 ① 社会福祉法人会計基準　～横書変換版～　

（平成２８年３月３１日 厚生労働省第７９号）（最終改正 令和３年１１月１２日 厚生労働省令第１７６号）

別表第一　資金収支計算書勘定科目（第十八条関係）

別表第二　事業活動計算書勘定科目（第二十四条関係）

別表第三　貸借対照表勘定科目（第二十八条関係）

🔗🔗 計算書類様式　

🔗🔗 ② 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて　
（平成２８年３月３１日 雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号）

（最終改正 令和３年１１月１２日 子発1112第１号・社援発1112第３号・老発1112第１号）　

別紙　社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い
別紙１　計算書類に対する注記（法人全体用）　

別紙２　計算書類に対する注記（Ａ里拠点区分用） 

別紙３ （①）～（⑲）　附属明細書　

別紙４　財産目録　

🔗🔗 ③ 社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について　
（平成２８年３月３１日 雇児総発0331第７号・社援基発0331第２号・障障発0331第２号・老総発0331第４号)

（最終改正 令和３年１１月１２日 子総発1112第１号･社援基発1112第２号･障障発1112第１号･老総発1112第１号）

別紙　社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項

🔗🔗 別添１　具体的な科目及び配分方法　

🔗🔗 別添２　減価償却資産の償却率、改訂償却率及び保証率表　

🔗🔗 別添３　 勘定科目説明　 

🔗🔗 ④ 社会福祉法人会計基準の運用上の取扱いについて（Ｑ＆Ａ）　
（平成２３年７月２７日 福祉関連４課事務連絡)

🔗🔗 ⑤ 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」の一部改正に係るＱ＆Ａ　
（令和３年３月２６日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ⑥ 介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて　
（平成２４年３月２９日 老高発0329第１号）

🔗🔗 ⑦ 他の法人形態で適用等されている会計処理等についての社会福祉法人会計基準への適用に係るＱ＆Ａの送付について　
（令和３年１１月１２日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

○ 社会福祉連携推進法人関連通知の訂正について
（令和３年１２月２３日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ⑧ 平成29年版　社会福祉法人モデル経理規程　
(全国社会福祉法人経営者協議会：平成２９年４月１日施行)

🔗🔗 ⑨ 平成29年版　社会福祉法人モデル経理規程（会計監査人設置社会福祉法人版）　
(全国社会福祉法人経営者協議会：平成２９年４月１日施行)

🔗🔗 ⑩ 平成29年版　社会福祉法人モデル経理規程　細則　
(全国社会福祉法人経営者協議会：平成２９年４月１日施行)

🔗🔗 ⑪ 「小規模社会福祉法人向け経理規程例」等の策定について（周知依頼）
（令和２年11月30日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 別添１ 小規模社会福祉法人向け経理規程例　

🔗🔗 別添２ 社会福祉法人事務事務マニュアル　

🔗🔗 ⑫ 社会福祉法人の事業展開に係るガイドラインの策定について（周知依頼）
（令和２年９月１１日　社援基発0911第２号）

🔗🔗 ⑬ 社会福祉法人の「合併・事業譲渡等マニュアル」について（周知依頼）
（令和２年９月１１日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 参考資料　合併・事業譲渡マニュアル（みずほ情報総研株式会社）

2　【社会福祉充実計画関係】　
🔗🔗 ① 社会福祉法第５５条の２の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について　

（平成２９年１月２４日　雇児発0124第１号・社援発0124第１号・老発0124第１号）

（最終改正 令和２年３月30日 子発0330第1号・社援発0330第3号・老発0330第15号）　

別添　社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準

🔗🔗 ② ｢社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準｣に基づく別に定める単価等について　
（平成２９年１月２４日　社援基発0124第１号）（最終改正 令和４年３月24日 社援発0324第２号）

🔗🔗 ③ ｢社会福祉充実計画の承認等に関するＱ＆Ａ(vol.３)｣について　

目次　1

https://appdl.fleekdrive.com/pl/6XJnqQadUEk0UTCMoYAe9Cqj6x3rTDdS
https://appdl.fleekdrive.com/pl/mauhTLHE432pAoEJ3suaQ9twJ34fZm1H
https://appdl.fleekdrive.com/pl/DHLVUEA72EFZoVid9Tj4Ie0SaUuBDi2F
https://appdl.fleekdrive.com/pl/mQjFb0qSu8a13UzHUDxG8aRr5jhf4UMs
https://appdl.fleekdrive.com/pl/SSuWiVpMZngDtJdnlAxlBMukpXbsGLA7
https://appdl.fleekdrive.com/pl/FUKSiVEydGm3CYQJKkX8cVahsw2kI6m0
https://appdl.fleekdrive.com/pl/pQ6HkGxPpE5GQtZD5S2kHGUvFhA84Gvb
https://appdl.fleekdrive.com/pl/yf33gihLePqMGnj7r9k4OofAMJIG6tQ9
https://appdl.fleekdrive.com/pl/SPBBvm3bFRkRPHWpuet8RGjgjWgmHpVD
https://appdl.fleekdrive.com/pl/bJgfivEVlUZwUZkmn1YYETGmEhf0Iz0l
https://appdl.fleekdrive.com/pl/rY8XH9uQJyWXFgabyVZcHRCImslITnXE
https://appdl.fleekdrive.com/pl/bwzvfFenh9ZnlaxLKAlUYyex14muWYhH
https://appdl.fleekdrive.com/pl/HREd1gwy5IHNLyyZuGS5fOEd8eXDqZ9D
https://appdl.fleekdrive.com/pl/5OoouIh2QtKqqe9Ma4h7QfSXiTA6bJMU
https://appdl.fleekdrive.com/pl/jJgHO1AXqDsGCCeREIl9bq2EUemdinqj
https://appdl.fleekdrive.com/pl/5DHV25LCpiFyPSyMAsDUUeHGnat9St8I
https://appdl.fleekdrive.com/pl/WVcShwF50Ky7hbiRkGZLdfRfT2Bkk6np
https://appdl.fleekdrive.com/pl/YFwtnyC23DKutwcuZ4hDD2UUhg8Rb4Z2
https://appdl.fleekdrive.com/pl/1DlMqh4oLKIu5TUMJlGv84WsyGMo6EkQ
https://appdl.fleekdrive.com/pl/sgPTX7ShSS0Q7idg4ch34AyqK9x46EbB
https://appdl.fleekdrive.com/pl/gY0uckSYGLTn1ZApcnsR04Lj0IGsYAO0
https://appdl.fleekdrive.com/pl/NPI5ppzQapVAVYwiEj6KuiIoqWCPucKG
https://appdl.fleekdrive.com/pl/XUkeEpRZewRC4xoXnwSwmLVw4MJRuPGY


（平成３０年１月２３日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ④ 「社会福祉法人による多様な福祉サービスの提供体制構築支援事業」の実施について　
（平成２９年３月２８日　社援発0328第15号）

別紙　社会福祉法人による多様な福祉サービスの提供体制構築支援事業実施要綱　

別添１　一般事業実施要領　

別添２　社会福祉法人会計監査人設置モデル事業実施要領　

別添３　地域の介護等事業者の経営管理連携推進モデル事業実施要領　

🔗🔗 ⑤ 地域公益事業を含む地域における公益的な取組及び職員の処遇改善の取組の積極的な実施について　
(令和４年１月５日　社援発0105第１号)

3　【事業の概要等関係】
🔗🔗 ① 社会福祉法人が届け出る｢事業の概要等｣等の様式について　

（平成２９年３月２９日　雇児発0329第６号・社援発0329第４８号・老発0329第３０号）

（最終改正 平成３１年３月２９日　雇児発0329第９号・社援発0329第３２号・老発0329第１０号） 

別紙１　現況報告書　

別紙２　社会福祉充実残額算定シート　

🔗🔗 ② 社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について　
（平成３０年１月２３日　社援基発0123第１号）

🔗🔗 ③ ｢社会福祉法人が届け出る｢事業の概要等｣等の様式に関するＱ＆Ａ(vol.２)｣の送付について　
（令和元年６月４日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ④ 「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」による情報の提供等について（依頼）　
（平成２９年３月２９日　社援発0329第４９号）

🔗🔗 ⑤ 社会福祉法施行規則第９条による届出方法について　
（平成２９年３月２９日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

4　【指導監査実施要綱関係】
🔗🔗 ① 社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について　

（平成２９年４月２７日 雇児発0427第７号・社援発0427第１号・老発0427第１号）

（最終改正 令和４年３月１４日 子発0314第２号・社援発0314第６号・老発0314第３号）

別添　社会福祉法人指導監査実施要綱　

別紙　指導監査ガイドライン　

🔗🔗 ② 社会福祉法人の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について　
（平成１３年７月２３日 雇児発第488号・社援発第1285号・老発第274号）

（最終改正 平成３０年３月３０日 子発0330第４号・社援発0330第18号・老発0330第５号）

🔗🔗 ③ ｢社会福祉法人に対する指導監査に関するＱ＆Ａ｣の送付について　
（平成２９年７月１１日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ④ ｢社会福祉法人に対する指導監査に関するＱ＆Ａ(vol.２)｣の送付について　
（平成２９年９月２６日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ⑤ ｢社会福祉法人に対する指導監査に関するＱ＆Ａ(vol.３)」の送付について　
（平成３０年４月１６日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ⑥ 社会福祉法人の法人監査及び施設監査の連携について（依頼）　
（平成２９年９月２６日　府子本第762号 29文科初第868号 子発0926第１号 社援発0926第１号 老発0926第１号）

🔗🔗 ⑦ 介護保険施設等の指導監督について（通知）
（令和４年３月３１日 老発00331第６号)

別添１　介護保険施設等指導指針　

別添２　介護保険施設等監査指針

5　【専門家による支援関係】
🔗🔗 ① 会計監査及び専門家による支援等について　

（平成２９年４月２７日　社援基発0427第１号）

🔗🔗 別添１　財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書  

🔗🔗 別添２　財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書　

🔗🔗 ② ｢｢会計監査及び専門家による支援等について｣のＱ＆Ａ｣の送付について　
（令和２年９月１１日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

6　【資金の弾力運用通知関係】
🔗🔗 ① 特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について　

（平成１２年３月１０日　老発第188号）（一部改正 平成２６年６月３０日　老発0630第１号）

🔗🔗 ② 子ども・子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について　
（平成２７年９月３日　府子本第254号　雇児発0903第６号）24

（最終改正 平成３０年４月１６日　府子本第367号　子発0416第３号） 

目次　2

https://appdl.fleekdrive.com/pl/oduolDiaghtFGSE6hEkI9yT22TM9aVfx
https://appdl.fleekdrive.com/pl/gCS3rRMHllgHM2o83lhX57z5HrJSpWvT
https://appdl.fleekdrive.com/pl/Kmh77ceiwEmLNo6OM9b6g6bi3HmYTlNJ
https://appdl.fleekdrive.com/pl/ll8q70wqnywEdwI5lLLm4VRmTpaDBBZt
https://appdl.fleekdrive.com/pl/FEIEUoPeFJAEpaHiKIgWCh1FvBeQtZ3E
https://appdl.fleekdrive.com/pl/1wDpizpDZ4XYqlI71Y2WK2s83mbHFJ2J
https://appdl.fleekdrive.com/pl/dyoCNGKQzey8GkJGa80deIo54a7iL7vv
https://appdl.fleekdrive.com/pl/1pupuAzD8ngRYr3vbUAsdsWdLKbkB1Dv
https://appdl.fleekdrive.com/pl/IcVoCQyYQzeor9O1vAUeARAg6fu6fOIq
https://appdl.fleekdrive.com/pl/L8WeP7gWKfvepuVsjphSG4YzD024F67j
https://appdl.fleekdrive.com/pl/FjEe8abOsyi65g5drGYu1J4hp4jc1CYJ
https://appdl.fleekdrive.com/pl/DMBlgC7ZIYL8uv9PxJ4RjcogLaSd9pq9
https://appdl.fleekdrive.com/pl/N43s2TxAIViBKJ6K8yEwfqXDhg080dJZ
https://appdl.fleekdrive.com/pl/VMrdXCsRePc1HVsLs9pspwOjZRZ5sIJw
https://appdl.fleekdrive.com/pl/TW17aqlsNZJCp1UsFQ25O9kkZzOcHJIA
https://appdl.fleekdrive.com/pl/4nNZdqvLdBMDBnupad9hPNxCkdiZL9xA
https://appdl.fleekdrive.com/pl/nsePg3RJQVqqaj7vaAkrkQQCc7Qi1jcQ
https://appdl.fleekdrive.com/pl/Y9oXSIZf3oTVJITgHXIuNzKCg5mdYt3w
https://appdl.fleekdrive.com/pl/m06JxLlnuxwu40MYX7LPzbXz5i4j8J3C
https://appdl.fleekdrive.com/pl/ZQzOAETyCHyLqYBWqtgBGjFXREMITIzE


🔗🔗 ③ ｢子ども・子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について｣の取扱いについて　
（平成２７年９月３日　府子本第255号　雇児保発0903第１号）

🔗🔗 ④ ｢子ども・子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について｣の運用等について　
（平成２７年９月３日　府子本第256号　雇児保発0903第２号）

（最終改正 平成２９年４月６日　府子本第228号　雇児保発0406第１号）

🔗🔗 ⑤ ｢｢子ども･子育て支援法附則第６条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について｣の運用等について｣の取扱いについて　
（平成２９年９月２２日　事務連絡）

🔗🔗 ⑥ 障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて　
（平成１８年１０月１８日　障発第1018003号）（一部改正 平成１９年３月３０日　障発第0330003号）　

🔗🔗 ⑦ 指定障害児入所施設等における障害児入所給付費等の取扱いについて　
（平成２４年８月２０日　障発0820第８号）

🔗🔗 ⑧ ｢指定障害児入所施設等における障害児入所給付費等の取扱いについて｣の通知の施行について　
（平成２４年８月２０日　障障発0820第２号）

🔗🔗 ⑨ 社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について
（平成１６年３月１２日　雇児発第0312001号　社援発第0312001号　老発第0312001号）

（最終改正 平成２９年３月２９日　雇児発0329第５号　社援発0329第４７号　老発0329第３１号）

🔗🔗 ⑩ 社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について　
（平成１６年３月１２日　雇児福発第0312002号　社援基発第0312002号　障障発第0312002号　老計発第0312002号）　

（最終改正 平成２９年３月２９日　雇児福発0329第４号　社援基発0329第２号　障障発第0329第１号　老高発0329第２号）

7　【処遇改善等加算関係】
🔗🔗 ① 施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅰ及び処遇改善等加算Ⅱについて　

（令和２年７月３０日 府子本第761号 ２文科初第643号 子発0730第２号）

（最終改正 令和３年７月１６日 府子本第772号 ３文科初第691号 子発0716第２号）

🔗🔗 「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」の取扱いについて　
（平成27年８月28日　内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）事務連絡）

🔗🔗 技能・経験に応じた追加的な処遇改善（処遇改善等加算Ⅱ）に関するよくあるご質問への回答　
（平成29 年 5 月29 日）

（最終改正 令和 3 年 9 月13 日）

🔗🔗 施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件について
（令和3年9月13日時点）

🔗🔗 ② 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について　
（令和３年３月 16 日 老発0316第４号）（最終改正令和４年３月11日 老発0311第４号）

🔗🔗 ③ 福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について　
（令和３年３月25日障障発0325第１号） （最終改正 令和４年３月18日 障障発0318第１号）

🔗🔗 ④ 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するＱ＆Ａの送付について　
（令和３年６月２９日　老健局老人保健課　事務連絡）

🔗🔗 ⑤ 「福祉・介護職員処遇改善加算等に関するＱ＆Ａ（令和３年３月 29 日）」の送付について　
（令和３年３月２９日　障害保健福祉部障害福祉課　事務連絡）

🔗🔗 ⑥ 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について　
（令和３年１２月２３日 府子本第1203号）

🔗🔗 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ（ver.4・令和４年4月19日時点版）

🔗🔗 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ（ver.４・令和４年４月19日時点版）（追加問）

🔗🔗 ⑦ 「介護職員処遇改善支援補助金に関するＱ＆Ａ（令和４年１月31日）」の送付について　
（令和４年１月３１日　老健局老人保健課　事務連絡）

🔗🔗 ⑧ 「介護職員処遇改善支援補助金に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（令和４年２月22日）」の送付について　
（令和４年２月２２日　老健局老人保健課　事務連絡）

🔗🔗 ⑨ 「介護職員処遇改善支援補助金に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和４年３月23日）」の送付について　

🔗🔗 ⑩ 「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するＱ＆Ａ（令和４年２月２日）」の送付について　
（令和４年２月２日　障害保健福祉部障害福祉課　事務連絡）

🔗🔗 ⑪ 「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するＱ＆Ａ（Vol.２）（令和４年２月24日）」の送付について　

8　【法人認可等関係】
🔗🔗 ① 社会福祉法人の認可について（通知）　

目次　3

https://appdl.fleekdrive.com/pl/Iw5mXmgD3yodSfxWiV8Fnhuz6SXxrtQW
https://appdl.fleekdrive.com/pl/1t4GgJfvhhNituMJTi4V0VQfbEzsWpkD
https://appdl.fleekdrive.com/pl/1GXTHtS3cWnYNMgpKXHWjFNylOuKSMHA
https://appdl.fleekdrive.com/pl/YNbLcuwVY7lQsjysI7BW3ss2WTZzU8iC
https://appdl.fleekdrive.com/pl/n5glpWkeLBaADHSkJ3hpWJJKSO6n7lQJ
https://appdl.fleekdrive.com/pl/i98oW9LDG64zx7ddBKMjHnFnr6piDAdO
https://appdl.fleekdrive.com/pl/mfxbaSFGfwhLwu8SKwa6nfHRDmdvJrJh
https://appdl.fleekdrive.com/pl/wG4yJXiHwBK15wnumlhe67a3rDwJlXLs
https://appdl.fleekdrive.com/pl/D0HEFxGCmMlbFMcSjtCnOnoFJPO6wMEG
https://appdl.fleekdrive.com/pl/F1o9xUhKFGIT1uG7RRvdYjiJfQIpnxeE
https://appdl.fleekdrive.com/pl/f4BIJqmFfdOlYnoRE6HT6Zzhaw02V75z
https://appdl.fleekdrive.com/pl/3S0U33Cml2RpGUHgPkWgXTpIfwSpIY1G
https://appdl.fleekdrive.com/pl/nz5yvVqOFK00w5nh5ZJOipPF50iJ2EWF
https://appdl.fleekdrive.com/pl/NuqiZHEz8FXV3pFlg1mwZSadGHutbrMc
https://appdl.fleekdrive.com/pl/nIqFZAgBaaCtwdwoogX4GcTAdLcIc50x
https://appdl.fleekdrive.com/pl/6akKLvbtM9La38G9c66zP6umV1wNCWTG
https://appdl.fleekdrive.com/pl/Yt2c3QungCIGAcXFnPkpbf7ZFJRrQdRc
https://appdl.fleekdrive.com/pl/brCsSvVgVfTQz7eaB1F7hpohah50Ds42
https://appdl.fleekdrive.com/pl/O1LHozMrnacj9qcPTkEZF2v0ps1zJapg
https://appdl.fleekdrive.com/pl/0QkYVqvA3uVbL9Ob0herPj5eqTPN5yPJ
https://appdl.fleekdrive.com/pl/aDUYum7dUhq088lqZzLE1X5DQqijjeuZ
https://appdl.fleekdrive.com/pl/oRiZ1BH0qKisiyUs79hFItlyfKdyMlRN
https://appdl.fleekdrive.com/pl/V3pnur5NcCBSNFhxjRj6GM89CLFGRPuF
https://appdl.fleekdrive.com/pl/oxeCW8wFrkTMSJRwCoPCacrzI9hIfoBM
https://appdl.fleekdrive.com/pl/VkPayyocMRrIPYom1hLBCxLUJHgx4cdY


（平成１２年１２月１日　障第890号　社援第2618号　老発第794号　児発第908号）　

別紙１　社会福祉法人審査基準　

🔗🔗 別紙２　社会福祉法人定款例　

🔗🔗 ② 社会福祉法人の認可について（通知）
（平成１２年１２月１日　障企第59号　社援企第35号　老計第52号　児企第33号）　

別紙　社会福祉法人審査要領　

🔗🔗 ③ 社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について （経営組織の見直しについて）　
（平成２８年６月２０日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）（平成２８年１１月１１日改訂）

🔗🔗 ④ 「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」等に関する Ｑ＆Ａ　
（平成２８年６月２０日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）（平成２８年１１月１１日改訂）

🔗🔗 ⑤ 社会福祉法人制度改革の施行に伴う定款変更に係る事務の取扱いについて　
（平成２８年１１月１１日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ⑥ 社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第40条の適用に関するＱ＆Ａについて　
（平成２９年１月２４日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ⑦ 租税特別措置法施行令（昭和32年政令第43号）第25条の17第６項第１号の要件を満たす社会福祉法人の定款の例について　

（平成２９年３月２９日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ⑧ 社会福祉法人制度改革に伴う消費税の申告に関するＱ＆Ａについて　
（平成２９年３月２９日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ⑨ 社会福祉法人が民間金融機関から融資を受ける際の理事長等の個人保証について　
（平成２９年４月２８日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ⑩ 社会福祉法人に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例の承認特例について　
（平成２９年４月２８日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ⑪ 社会福祉法人に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税について　
（平成３０年４月２６日　社援基発0426第２号）

🔗🔗 ⑫ 社会福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて（通知） 
（平成２９年２月２３日 法務省民商第２９号）

🔗🔗 ⑬ 監事の監査報告書の様式例について　
（平成３０年４月２７日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）　※令和２年12月25日一部修正

参考情報　監事監査報告書の様式例の解説　

別紙１　監事監査報告書の文例（会計監査人非設置法人）　

別紙２　監事監査報告書の文例（特定社会福祉法人）　

別紙３　監事監査報告書の文例（特定社会福祉法人以外の会計監査人設置法人）　

🔗🔗 ⑭ 社会福祉法人の設立・運営に係る手続における押印の廃止について　
（令和２年１２月２５日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

別紙１　監事監査報告書（会計監査人非設置法人の文例）　

別紙２　監事監査報告書（特定社会福祉法人の文例）　

別紙３　監事監査報告書（特定社会福祉法人以外の会計監査人設置法人の文例）　

🔗🔗 ⑮ 社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて　
（平成２９年３月２９日　雇児総発0329第１号　社援基発0329第１号　障企発0329第１号　老高発0329第３号）　

🔗🔗 ⑯ 評議員の改選（評議員選任・解任委員会の開催時期の取扱い等）に係る留意事項について　
（令和３年１月２７日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ⑰ 平成29年版　社会福祉法人モデル定款（会計監査人設置法人・租税特別措置法第40条特例を受けない法人版）　
(全国社会福祉法人経営者協議会：平成２９年４月１日施行)

9　【社会福祉協議会関係】
🔗🔗 ① 生活福祉資金貸付事業を行う社会福祉協議会に対する会計監査人の会計監査の取扱いについて　

（平成２９年２月１３日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ② 生活福祉資金貸付事業を行う社会福祉協議会及び基金の勘定科目を用いて会計処理を行う
社会福祉協議会における会計処理の取扱等について　

（平成３０年４月２７日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ③ 社会福祉協議会における退職共済事業の会計処理に関する基本的な考え方について　
（平成２９年５月２９日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ④ 新たな貸付制度の会計処理に関する基本的な考え方について　
（平成２９年５月２９日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）
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🔗🔗 ⑤ 平成29年版　社会福祉協議会モデル経理規程　
(全国社会福祉法人経営者協議会：平成２９年４月１日施行、平成29年5月15日版)

10【社会福祉連携推進法人関係】
🔗🔗 ① 社会福祉連携推進法人会計基準　～横書変換版～　

（令和３年１１月１２日 厚生労働省第１７７号）

🔗🔗 第一号様式　貸借対照表（第十四条関係）

第二号第一様式　損益計算書（第十九条関係）

第二号第二様式　損益計算書内訳表（第十九条関係）

🔗🔗 ② 社会福祉連携推進法人の認定等について　
（令和3年11月12日社援発1112第1号）

別添　社会福祉連携推進法人認定・運営基準　

🔗🔗 ③ 社会福祉連携推進法人会計基準の運用上の取扱いについて
(令和３年11月12日社援発1112第２号)

🔗🔗 ④ 社会福祉連携推進法人会計基準の運用上の留意事項について　
(令和３年11月12日社援基発1112第１号)

🔗🔗 ⑤ 法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人の要件を満たす社会福祉連携推進法人の定款の取扱い等について　
(令和３年11月12日社援基発1112第３号)

🔗🔗 ⑥ 社会福祉連携推進法人関連通知の訂正について　
（令和３年12月23日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

🔗🔗 ➆ ｢社会福祉連携推進法人制度の施行に向けたＦＡＱ（NO.1）｣について　
（令和４年２月10日　社会・援護局福祉基盤課　事務連絡）

令和５年１月３１日現在
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