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介護老人保健施設　会計経理に関するQ＆A
監修 塩原 修蔵 全老健監事･塩原公認会計士事務所所長

　全老健は平成12年4月19、20日に「介護老人保健施設の経理・会計担当者のための介護保険制
度研修会」を開催、前号の特集で講義要旨をお伝えしたところであるが、この中で数多くの受
講者から寄せられた質問に対する回答がまとまったので掲載する。
なお、介護サービス別の費用の按分基準及び勘定科目に関連する質問は次号8月号に掲載予定。

　

会計基準の適用 予算 会計の区分 税金

会計基準の適用

当施設は９月決算なのですが、４月より勘定科目を変更したほうがよいでしょう
か。

平成12年3月31日発出の介護老人保健施設会計･経理準則が定める勘定科目は、費用
に関する勘定科目は従前と同じであるが、施設運営事業収益に関する勘定科目は、
介護報酬の種類に応じて次のように設定された。

平成12年3月31日までの勘定科目

平成12年4月1日からの勘定科目



　介護保険制度の開始を理由に会計期間の中途で会計・経理準則の勘定科目が変更
されることになるが、従前の勘定科目との関連性を持った勘定科目を設定すること
が前年決算比較や介護保険開始前・開始後の比較を可能にし、経営管理の改善に資
することになる。
従前の勘定科目との関連性は次のようになる。

社会福祉法人の老健施設は、この4月から新しくスタートした「社会福祉法人会計基
準」に従うのですか。
それとも「介護老人保健施設会計・経理準則」に従うのでしょうか。
両者では計算書顛の種類も勘定科目も違いますし、国庫補助金の考え方などは根本
的に異なっているので、ただ単に勘定科目を読み替えるだけでは対応できないので
すが。

ご指摘のとおり「社会福祉法人会計基準」　と「介護老人保健施設会計・経理準
則」では、会計処理（考え方）が－・致していない　ところがある。



それは、計算体系が社会福祉法人会計基準は、公益法人や学校法人の会計処理方式
に準じているのに対し、介護老人保健施設会計・経理準則は、企業会計の処理方式
に準じているからである。
会計基準の適用については、平成12年2月17日社援310号通知の4適用の範囲等で、当
分の間、従来の会計処理によるものとするとしているので、租貪頓牡鉄人の竜健値
段は「介護老人保健施設会計・経理準則」が適用される。

社会福祉法人の老健施設なのですが、「介護老人保障施設会計・経理準則」第6条
（会計の区分）の意味を教えてください。
　会計として老健施設の勘定科目を用意していますが、経理区分としてその科目を
使いながら、入所・通所・ショートで明確にするつもりです。
第6条は、本部会計以外にもう1つ何か会計を処理しなくてはいけないということな
のですか。

　A　第6条（会計の区分）は、次のとおりである。
　「施設運営事業の会計・経理と病院事業会計、社会福祉施設等の経理とはそれぞ
れ別個の会計・経理で処理しなければならない」
　施設運営事業とは、介護老人保健施設を指すので、老健事業と病院事業と社会福
祉事　業（老健事業を除く）は、それぞれ別個の会計・経理で処理しなければなら
ない。
それぞれ別個の会計・経理を会計単位といい、社会福祉法人の経理規程において
は、一般会計と特別会計に区分され、一般会計は、事業活動の内容を明らかにする
ために経理区分を設けている。
　　老陛施設は、特別会計として別個の会計・経理で処理しなければならない。
　　会計処理と会計単位及び経理区分についての社会福祉法人の経理規程を例示す
ると次のとおりである。
（会計処理の基準）
第3条　会計処理の基準は、法令及び定款並　びに本規程に定めるもののほか、社会
福祉　法人会計基準によるものとする。
2　以下の施設については第1項の規定にか　かわらず、それぞれの会計処理の基準
を適　用するものとする。
（＝介護巷人保健施設特別会計については、介護老人保健施設会計・経理準則

3　第5条第3項に規定する公益事業については、原則として社会福祉法人会計基準を
適用するものとし、社会福祉法人会計基準を適用することが合理的でないと認めら
れるものについては、一概に公正妥当と認められる会計の基準を適用するものとす
る。
4　第5条第3項に規定する収益事業については、第1項の規定にかかわらず、一一般
に公正妥当と認められた企業会計原則を適用するものとする。

（会計単位及び経理区分）



第5条　当法人の会計単位は－般会計と特別会計とする
　2　一般会計は、法人本部及び定款に記載された社会福祉事業を一括した会計とす
る。
　3　特別会計は、定款に定める公益事業、収益事業又は持投の定めにより特別会計
とすることが求められている社会福祉事業について設定する。
　4　事業活動の内容を明らかにするために1各会計においては経理区分を設け収支
計算を行わなければならない。
　5　前項までの規規程に基づき、当法人において設定する会計単位及び経理区分は
以下のとおりとする。
（1）　　一般会計
　ア　法人本部経理区分
　イ　特別善護老人ホーム○○○○経理区分
　ウ　老人デイサービスセンター○○○○経理区分
　エ　特別養護老人ホーム○○○○経理区分
　オ　老人デイサービスセンター○○○○経理区分
　力　老人デイサービスセンター○○○○経理区分
　キ　在宅介護支援センター○○○○経理区分
　ク　在宅介護支援センター○○○○経理区分
　ケ　○○○○ヘルパーステーション経理区分
（1）特別会計
　ア　介護老人保健施設○○○○特別会計
　イ　居宅介護支援事業○○○○特別会計
　ウ　居宅介護支援事業○○○○特別会計
　エ　訪問看護ステーション○○○○特別会計
　オ訪問入浴○○○○特別会計
　カ配食サービスセンター○○○○特別会計

今まで、社会福祉法人の老健施設の固定資産（土地、建物）は本部へ属し、減価償
却できませんでした。
今度、新社会福祉法人会計基準により、減価償却を遇年分行い、それを期首残高と
してスタートさせることになりました。
よって老健施設も独立採算性として、土地・建物を老健施設会計に移せばよいので
しょうか。

また、社会福祉法人会計基準では老健施設会計は含まず、「独立会計とせよ」とい
う指導です。
社会福祉法人は2つの会計の決算が必要でしょうか。

　A　平成元年6月1日老健第35号通知老人保健　施設会計・経理準則の制定につい
て次のように記されている。
　　「老人保健施設は、医療法人、社会福祉法人等が開設することができるものと



されて　　いる。これら法人の会計・経理については、　　それぞれに適用すべき
会計・経理が示されているが、老人保健施設の会計・経理処理に当たって、そのま
ま適用した場合、支障が生ずるおそれがあるので、今般、別添のとおり、老人保健
施設会計・経理準則を制定したので、了知の上、貴管内の老人保健施設に対してご
指導願いたい。
　なお、本通知については、健康政策局指導課、社会局施設課とそれぞれ協議済み
であるので念のため申し添える。」　平成12年3月31日以前も、社会福祉法人が開設
する老健施設は、特別会計として別個の会計・経理で処理されなければならなか
った。そして、会計処理の基準は、老人保健施設会計・経理準則であるので減価償
却
費も計上できた。この未計上の減価償却費については、ご質問のように減価償却を
過年分行い、それを期首残高としてスタートすることになる。
　平成12年4月1日からの会計処理は、特別会計として貸借対照表・拐益計算書を作
成する必要上、老健施設に係わる土地、建物、借入金を移管することになる。ま
た、老健施設に適用される会計基準は、Q2で述べた
ように介護老人保健施設会計・経理準則である。

当方は社会福祉法人で、昭和弱年設立（特別養護老人ホーム）開設、平成元年老人
保健センターを開設いたしました。　
開設より、社会福祉法人経理規程準則を適用し、老健施設のみの科目については小
区分等を設けて収益の把握をしていますが、今回は、第2条にカツコ書き通り、介護
老人保健施設会計経理準則を適用しないといけないのでしょうか。
社会福祉法人の貸借が把握しにくいのですが。

Q4の説明のとおり、介護老人保健施設会計・経理準則が適用される。

社会福祉法人運営の老健施設です。
①借入金は本部でのみ可能である。
②土地・建物は本部にある。
この場合、土地・建物を老健施設会計に移管できますか

本部から老健施設への移管は、平成元年の 開設時にすべきであったが、平成１２年
４月１日付けで移管することになる。
例示として本部に計とされている老健施設の建物450，000000円（取得価額600，
000，000円）その借入金残高400，000，000円とすると移管時の仕訳は次のようにな
る。



社会福祉法人が経営母体の老健施設の会計も医療法人のそれと全く同じ考えでいい
のでしょうか。
　科目も全くそのままを使用しなくてはいけないのでしょうか。

Q4で説明したとおり介護老人保健施設は、医療法人や社会福祉法人等が開設するこ
とができる。
この老健施設の会計・経理の処理にあたって適用される会計基準が介護老人保健施
設会計・経理準則であるので社会福祉法人も医療法人も同一一の会計処理となる。

む当法人は、介護報酬について定められた16種類のサービスのうち、ほとんどの
サービスに加えてケアハウス、高齢者生活福祉センターを含む社会福祉注人です。
この場合、会計区分・経理区分を分けるにしても、科目などは社会福祉会計に統－
してよいものか、また、減価償却を定率浅から定額浅に移行してよいものかアドバ
イスをいただきたいと思います。
介護保険前（平成12年4月1日以前）の研修会での全周社会福祉協議会のアドバイス
では、OKとのことでした（老健施設は、現行のものをしばらく引き継いでもよい
し、統－してもよいとの見解でした）。
Q2・3で説明したように、老健施設は、特別会計として会計処理し、その処理の基
準は、介護老人保健施設会計・経理準則である。
このため、老健施設を開設している社会福祉法人は、「社会福祉法人会計基準」と
「介護老人保健施設会計・経理準則」の2つの基準が適用されることになる。
そして、経理の現場で困惑している原因は、この2つの基準の計算二書類が一致して
いないことにある。

　このように、計算体系が－・致していないので、2つの基準を区別して会計処理す
る方法が原則であるが、実務上、日常経理事務処理は、社会福祉法人会計に統－・
して会計処理を一元化し、老健施設については決算時に老人保健施設会計・経理準
則を適用して組替処理することも認められると思われる。

社会福祉法人会計基準 介護老人保健施設会計・経理準則



　 第6条（計算書頴）
資金収支計算書及びこれに附属する資金収支内訳表
事業活動収支計算書及びこれに附属する事業
活動収支内訳表
貸借対照表
財産目録

　第2条２（適用の原則）
損益計算書
貸借対照表

利益金処分計算書又は損失金処分計算書
付属明細表

予　算

予算の組み方を教えてください。
・経理区分内訳表のように整理して予算化するのでしょうか。
・その場合、現実の執行はどう処理するのでしょうか。

A　社会福祉法人会計基準、第10条5において、「資金収支計算書は、当
該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとす
　る。」と規定していることから社会福祉法人会計基準の資金収支計算
書は、予算編成が前提条件での対比を求めている。
　これに対して介護老人保健施設会計・経理準則での計算書頚（Q8参
照）は、資金収支計算書の作成は要求していないので予算編成はないと
解する。
ただ、実務上、社会福祉法人では、理事会への予算苔として資金収支計
算書の予算に替えて予想損益計算書を作成、あるいは介護老人保健施設
会計・経理準則には求められていないが収支計算書を作成しているの
は、理事の運営責任の　観点からと思われる。

老健施設の会計中、3つに分かれる「入所」「短期入所療養介護」「通所リハビリ
テーション」の3つの経理区分は、予算・決算レハリレでのみ区分すればよいので
しょうか。
月次試算表レへリレで区分して管理しなくてはならないのでしょうか。

予算編成についてはQ9の説明のとおりであるが、理事の運営責任の観点
から予算編成が必要としたとき、経理区分については、日々の仕訳の段
階で区分するか、決算整理の段階で区分するかは任意である。

　社会福祉法人の介護老人保健施設ですが、予算青も経理区分が必要でしょうか
（理事会に提出するため）。
　また、決算書においても経理区分した損益計算書を理事会に提出する必要がある
のでしょうか。

社会福祉法人において、指定介護老人福祉施設（特別善護老人ホーム）



は事業別の経理区分を求められている（Q9参照）ことから、特別養護老
人ホームとの整合性から決算においても経理区分した揖益計算書を理事
会へ提出することが望ましいと思われる。

会計の区分
社会福祉法人で運営している事業についておたずねします。
私の施設では、特別養護老人ホーム、ショートステイ、ケアハウス、デイサービ
ス、訪問入浴、配食サービス、在宅介護、訪問介護、居宅介護をおこなっていま
す。
会計単位、会計区分、経理区分を教えてください。

会計単位とは、新会計基準の中で、社会福祉法人のおこなう本来事業は
社会福祉事業及び公益事業にそれぞれ会計を分ける。
これを社会福祉事業会計、公益事業会計、収益事業会計といい、それぞ
れが会計単位である。

経理区分とは、定款に記載した事業ごとにその事業の内容を区分するこ
とを言う。
そこで、新会計基準では、計算書類は一つでよいが、資金収支計算書、
事業活動収支計算書については、当該事業ごとに内訳を示すことになっ
た。
この内訳に示す事業ごとの経理区分である。

次に会計区分とは、指定介護老人福祉施設の人員・設備及び運営に関す
る基準（平成11年3月31日厚生省令第39号）の第36条（会計の区分）に関
する概念で、指定か介護老人福祉施設等においては、指定介の老人福祉
施設等においては、指定介護老人福祉施設等においては、指定介護老人
福祉施設がおこなう施設介護サービス等を含めて一つの会計として取り
扱うこととした。

この会計の区分を会計区分という。
会計区分は、原則として建物の単位で区分している。

居宅介護支援センターを施設内に作った場合の会計処理は訪問看護ステーションの
ように会計区分を別にするのでしょうか。また、在宅介護支援センターも医療法人
全体の中の会計区分の中の1つとして入れてよいのでしょうか。

Q12で、社会福祉法人の会計単位、会計持　分、経理区分について説明



した。
社会福祉法人会計基準においては、社会福祉事業を1つの会計単位として
いるので事業の内省ごとに経理区分することになる
医療法人は、社会福祉法人会計基準が適用されないので指導指針で示さ
れているように、建物を単位とした会計区分をもって会計処理をするこ
とが妥当といえる。
それゆえに、施　設内に事務所が設置されていれば、老健施設の会計の
内で「会計の区分」がされる。
なお、訪問看護ステーションは、原則として老健施設の会計から独立し
た会計単位で会計処理されるが同一建物内で実施されている場合は、老
健施設の会計の内で、「会計の区分」をすることも指導指針は認めてい
る。

（注）指導指針とは、「厚生省老人保健福祉局平成12年3月発出指定介護
老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」をいい、「会計の　　区分」
について取り扱いを定めている。

当施設では平成11年10月1日より居宅介護支援事業を行っております。経理は事業所
ごとに区分するということでしたが、新会計・経理準則には指定居宅介護支援は居
宅介護支援介護料収益とが設定されています。
　平成11年度分について居宅介護支援事業についてどう処理するべきかおたずねし
ます。

平成11年度分については、介護保険制度の開始前であったので会計を独
立させ、老健施設の会計の外で処理する。
平成12年度からの会計処理についてはQ15を参照いただきたい。

老健施設では市町村からの委託を受けて、居宅介護支援センターの事業を行ってい
るところが多いと思われますが、この委託料及びコストの会計は、老健施設P／L内
に入るのでしょうか。
別途で処理されるのでしょうか。

老健施設の建物内に事務所を置いて実施する場合、介護報酬は、「居宅
介護支援介護料収益」に計上し、市町村からの受託分については、その
他の「施設運営事業収益」に計上する。
コストについては、一定の按分基準で配賦する。
なお、受託事業については市町村から独立の会計を求められたときは、
それに従うことになる。
また、独立の事業所の場合は、老健施設から独立した会計で処理するこ
とになる。
なお按分基準については、別途（次回）説明する。



訪問看護で複数の拠点がある場合、拠点ごとの会計処理が必要ですか。

　「会計の区分」は介護サービス事業の種類ごとに区分することを求め
ているので、拠点ごとの会計の区分を設けるかどうかは任意であるが、
「指定老人訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」では老人訪問
看護ステーションごとに経理を区分することを求めているので拠点ごと
の事業の損益状況を明確に把握する内訳表は必要となる。

老健施設、支援センター、指定居宅介護支援事業所、別のB/S、P／Lは必要です
か。

指定居宅介護支援事業所について、独立の会計とするかどうかは、Q15
を参照。老健施設と支援センターは、それぞれ独立した会計となる。独
立した会計にはB／SとP／Lが必要となるが、B／Sの取り扱いについては
Q23のAのなお書き（P．55）を参照していただきたい。

従来の委託事業が今後もありますが、これは特別会計で処理をしなければならない
のですか。　

委託先との契約で独立の会計（特別会計）が求められているときは、そ
れに従うことになる（Q15参照）。

現在、B／S、P／Lを診療所、訪問者護、老健施設、支援センター、ヘル!ト事業、
配食サービスと6つに分けて作成しています。
居宅介護支援事業を老健施設と支援センターの内に事業所として増やしましたが、
その2つもB／S、P／Lを別に作成しないといけないのでしょうか。
　以上の8つのサービスごとの内訳も必要となるのでしょうか。

同一の施設内に設置した居宅介護支援事業について新たに会計単位を増
やしてB／S、P／Lを作る必要はない。
この場合は、老健施設の会計の内で「会計の区分」、そして支援セン
ターの会計の内で「会計の区分」をする。
この「会計の区分」に必要な基礎資料は準備することが必要であるが、8
つの内訳を作成するかどうかは任意である。

医療法人の中に病院、診療所、老健施設があり、このたび、老健施設の中で居宅
サービス・訪問看護事業を始めました。この居宅サービス・訪問看護事業に関して
も試算表、各帳表等の用意が必要でしょうか。
　今は3事業合併の分での申告になっています。　



老健施設の中に設置された居宅サービス・訪問看護事業であるので、独
立した会計としての試算表の作成は必要としない。
Q19のとおり介護サービス種類別に「会計の区分」をする基礎資料の整
備は必要。
なお、3事業合併で税務署へ申告する決算書には、介護サービス種頚別の
会計の区分を省略しても差し支えない。

経理区分内訳表で介護保険施設サービス短期入所療養介護、適所リハビリ、訪問介
護、居宅介護支援事業を内訳としているが、銀行口座もそれぞれ作らなくてはいけ
ないのでしょうか。
1つであっても振込みで区分ごとになるので銀行口座は1つでよいでしょうか。

介護サービスの種類別に銀行口座を分ける必要はない。

医療法人の中に病院、診療所、老健施設があり、このたび、老健施設の中で居宅
サービス・訪問看護事業を始めました。この居宅サービス・訪問看護事業に関して
も試算表、各帳表等の用意が必要でしょうか。
　今は3事業合併の分での申告になっています。　

老健施設の中に設置された居宅サービス・訪問看護事業であるので、独
立した会計としての試算表の作成は必要としない。
Q19のとおり介護サービス種類別に「会計の区分」をする基礎資料の整
備は必要。
なお、3事業合併で税務署へ申告する決算書には、介護サ｝ビス種頚別の
会計の区分を省略しても差し支えない。

老健施設、支援センター、指定居宅介護支援事業所、別のB/S、P／Lは必要です
か。

指定居宅介護支援事業所について、独立の会計とするかどうかは、Q15
を参照。
老健施設と支援センターは、それぞれ独立した会計となる。独立した会
計にはB／SとP／Lが必要となるが、B／Sの取り扱いについてはQ23のA
のなお書き（P．55）を参照していただきたい。

当社会福祉法人は、平成3年から老人保健施設、平成5年から知的障害者施設、平成9年
から特別養護老人ホームを経営しています。
会計は老人保健施設会計と社会福祉法人会計とで行われていますが、法人本部のあり
方はどうあるべきか教えてください。

　今までは（平成11年度）…会計の区分第6条



・老健施設会計（拐益計算の本部費で処理）
・社会福祉法人会計
・本部会計（収支計算書（法人本部の運営）
・施設会計（収支計算書より本部繰入金で処理）

平成12年度からは下記の方法でよいのでしょうか。

本部の運営を本部費で処理してもよいのでしょうか。

老健施設を開設している社会福祉法人について、老健施設に対して適用
される会計処理の塵準は、「介護老人保健施設会計・経理準則」であ
り、それ以外は「社会福祉法人会計基準」が適用される。
そして、この2 つの会計基準の計算書類は一致していない（P．50、Q8参
照）。
そのため、ご質問の「平成12年度からは下記の方法でよいのでしょう
か」については次のようになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1社会福祉法人の全体を表す計算書類は財産目録のみである。
2　貸借対照表は、名稀は同じであるが、拐益計算構造の適いからくる資
本の部・純資産の部が相違する結果、様式も異なり合算する意義がな
い。
3　事業活動収支計算卦ま、拐益計算書の体系に近いが一致はしていな
い。
次に、老健施設会計の拐溢計算書に「本部の運営を本部費で処理しても
よいのでしょうか」については、財務諸表科目の説明に記載されている
とおり、施設の負担に属する本部費用は本部費として計上できる。

医療法人で病院併設の介護老人保健施設と介護療養型医療施設がありますが、貸借
対照表はそれぞれに区分しなければなりませんか。

社会福祉法人の計算書類の作成のルールとして「社会福祉法人会計基
準」が平成12年2月に制定され、4月1日から適用されているが、医療法人
には同様な会計基準は現在制定されていない。

医療法人の開設する病院事業には「病院会計準則」が適用されて計算書



類が作成される。
この病院会計準則と介護老人保健施設会計・経理準則は、しせつを会計
単位として貸借対照表・損益計算書を作成し、その計算体系も一致して
いるので下の図のような医療法人全体のP/L・B/Sも作成できる。

　なお、医療法人の決算の届何等（平成7年4月　20目指第26号各都道府
県衛生主管部（局）長あて厚生省健康政策局指導課長通知）によれぼ病
院・老健施設・診療所ごとに所定の様式でB／S・P／Lの届出を求めてい
るので、仮に日常は本部で一括処理していても最終的（決算）には施設
ごとのB／S・P／Lを省略することはできない。

税　金

介護保険サービスに対する消費税の取り扱いを教えてください。

介護報酬は、表１の１６種類のサービスについて定められ、消費税方も
この分類に準じた形で規定され、介護保険サービスに対して原則非課税
とされている。
原則非課税の例外は表2のとおりである。
ここで注意しなければならないことは、表2の選定した利用料以外は、消
費税は非課税であるので利用者負担金で処理される上乗せ横出しサービ
スも非課税である。

表１介護報酬

【在宅サービス～１２種類】
訪問介護（ホームヘルパーの訪問）
訪問看護（看護婦等の訪問）
訪問リハビリテーション（リハビリ
の専門職の訪問）
訪問入浴（入浴チームの訪問）
居宅療養管理指導（医師、歯科医
師、薬剤師当による指導）
通所介護（日帰り介護施設等への通
所。機能訓練、食事、入浴等）
通所リハビリテーション（老人保健
施設等への通所）
短期入所生活介護（特別養護老人
ホーム等への短期入所）

福祉用具貸与
痴呆対応型共同生活介護
特定施設入所者生活介護

【居宅介護支援】
居宅介護支援

【施設サービス】
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設（介護職員
が手厚く配置された病院等）



短期入所療養介護（東京都当への短
期入所）

表2

区分 資産の譲渡 「基準省令」
（一）　介護保
険法（平成9年法
律第123号）第7
条第6項（定義）
に規定する訪問
介護

指定居宅サービスの事業の人
員・設備及び運営に関する基準
（平成11年厚生省令大37号。
以下この表において「基準省
令」という。）第20条第3項
（利用料等の受領）に規定する
交通費を対価とする資産の譲渡
等。

指定介護事業者は前２項の支払いを受け
る額のほか、利用者の選定により通常の
事業の事業に実施訪問介護をおこなう場
合は、それに要した交通費の額の支払い
を利用者から受けることが出来る。

（二）　介護保
険法第7条第7項
に規定する訪問
入浴介護

基準省令第66条第3項第1号（利
用料の受領）に規定する交通費
を対価とする資産の譲渡等およ
び同項第2号に掲げる特別な浴
槽等の提供

利用者の選定により通常の事業の実施
地域以外の居宅において指定訪問入浴介
護をおこなう場合のそれに要する交通費
利用者の選定により提供される特別な浴
槽水等にかかる費用

（三）　介護保
険法第7条第8項
に規定する訪問
介護

基準省令第66条第3項（利用料
等の受領）に規定する交通費を
対価とする資産の譲渡等

指定訪問看護事業者は、前二項の支払い
を受ける額のほか、利用者選定により通
常の事業の実施地域以外の地域の居宅に
おいて指定訪問看護を行う場合は、それ
に要した交通費の額の支払いを利用者か
ら受けることが出来る

（四）　介護保
険法第7条第9項
に規定する訪問
リハビリテー
ション

基準省令第78条第3項（利用料
等の受領）に規定する交通費を
対価とする資産の譲渡等

指定訪問リハビリテーション事業者は、
前二項の支払いを受ける額のほか、利用
者の選定により通常の事業の実施地域以
外の地域の居宅において指定訪問リハビ
リテーションを行う場合は、それに要し
た交通費の額の支払いを利用者から受け
ることが出来る

（五）　介護保
険法第7条第11項
に規定する通所
介護

基準省令第96条第3項第1号（利
用料等の受領）に掲げる送迎

一　利用者の選定により通常の事業の実
施地域以外の地域に居住する利用者に対
して行う送迎に要する費用

（六）　介護保
険法第7条第12項
に規定する通所
リハビリテー
ション

基準省令第109条（準用）の規
定により準用される同令第96条
第3項第1号に掲げる送迎

一　利用者の選定により通常の事業の実
施地域以外の地域に居住する利用者に対
して行う送迎に要する費用

（七）　介護保
険法第7条第13項
に規定する短期
入所生活介護

基準省令第127条第3項第1号
（利用料当の受領）に掲げる特
別な居室の提供及び同項第2号
に掲げる送迎

一　厚生大臣の定める基準に基づき利用
者が選定する特別な居室（国もしくは）



（八）　介護保
険法第7条第14項
に規定する短期
入所療養介護

基準省令第145条第3項第1号
（利用料当の受領）に掲げる特
別な居室の提供及び同項第2号
に掲げる送迎

一　厚生大臣の定める基準に基づき利用
者が選定する特別な療養室等の提供を
行ったことに伴い必要となる費用
二　送迎に要する費用（厚生大臣が別に
定める場合を除く）

（九）　介護保
険法第7条第16項
に規定する特定
施設入所者生活
介護

基準省令第145条第3項第1号
（利用料当の受領）に掲げる費
用を対価とする資産の譲渡等

一　利用者の選定により提供される介護
その他の日常生活上の便宜に要する費用

施設サービス

区分 資産の譲渡等 「基準省令」　
（一）　介護保
険法第7条第21項
に規定する介護
福祉施設サービ
ス

指定介護福祉施設の人員、設備
及び運営に関する基準（平成11
年厚生省令第39号）第9条第3項
第1号（利用料等の受領）に掲
げる特別な居室の提供及び同項
第2号に掲げる特別な食事の提
供

一　厚生大臣の定める基準に基づき入所
者が選定する特別な居室（国もしくは地
方公共団体負担若しくは補助又はこれら
に準ずるものを受けて建築され、買収さ
れ、又は改造されたものを除く）の提供
を行ったことに伴い必要となる費用
二　入所者が選定する特別な食事の提供
を行ったことに伴いひつようとなる費用

（二）　介護保
険法第7条第22項
に規定する介護
老人保健施設
サービス

指定介護療養型医療施設の人
員、設備並びに運営に関する基
準（平成11年厚生省令第40号）
第11条第3項第1号（利用料等の
受領）に掲げる特別な療養室の
提供及び同項第2号に掲げる特
別な食事の提供

一　厚生大臣の定める基準に基づき入所
者が選定する特別な療養室の提供を行っ
たことに伴い必要となる費用
二　入所者が選定する特別な食事の提供
を行ったことに伴い必要となる費用

（三）　介護保
険法第7条第23項
に規定する介護
療養施設サービ
ス

指定介護療養型医療施設の人
員、設備並びに運営に関する基
準（平成11年厚生省令第41号）
第12条第3項第1号（利用料等の
受領）に掲げる特別な病室の提
供及び同項第2号に掲げる特別
な食事の提供

一　厚生大臣の定める基準に基づき入院
患者が選定する特別な病室の提供を行っ
たことに伴い、必要となる費用
二　入所者が選定する特別な食事の提供
を行ったことに伴い、必要となる費用

老健施設と利用者と利用者との間で作成する契約書及び老健施設が発行する領収証
に係る印紙税の取り扱いについて教えてください。

介護サービス事項のみを定める契約書は、原則として、民法上の請負契
約書には該当せず、また、その他のいずれの課税文書にも該当しないの
で非課税となる。

次に、領収書は売上代金に係る金銭の受け取り書に該当するか、地方公



共団体、公益法人、NPO法人の作成する領収書は非課税文書となる。
老健施設の開設は、社会福祉法人、医療法人、財団法人、社団法人、地
方公共団体であるので非課税となる。

機関誌『老健』平成12年7月号

おむつ代
インフルエンザ予防注射


