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厚生労 働省 社会 ・援 護局障 害保 健福 祉部 長
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
標記に つい ては 、平 成 １８ 年 １ ０月 １ 日 からの 障害 者自 立支 援法の 本格 実施 に
伴い、 従来 の支 援費 制度に おけ る事 業体 系から 障害 者自 立支 援法に 基づ く新 たな
事業体 系へ と再 編さ れたと ころ であ るが 、移行 時特 別積 立金 並びに 平成 １８ 年１
０月以 降に おけ る運 営費等 につ いて 、次 のよう に取 り扱 うこ ととし 、 １ ０ 月 １日
から適 用す るこ とと したの で、 了知 の上 、貴管 内関 係機 関及 び各施 設に 対し 周知
徹底を 図ら れた い。
なお、 「身 体障 害者 更生施 設等 にお ける 繰越金 等の 取扱 い等 につい て」 （ 平 成
１ ５年 ３ 月 ２６ 日障 発第 ０ ３２ ６０ ０２ 号厚生 労働 省社 会・ 援護局 障害 保健 福祉
部長通 知 ） は廃 止す る。
ただし 、支 援費 制度 （平成 １ ５ 年４ 月か ら平成 １８ 年 ９ 月末 までの 間 ） にお け
る資金 の使 途等 につ いては 、な お従 前の とおり とす る。 （た だし、 公益 事業 へ繰
入れる こと がで きる 範囲に つい ては 、本 通知の 第 ２ の２ の（ １） 及 び３ の（ １）
を準用 する こと とす る。 ）
第１
１

移行 時特 別積 立金の 取扱 い
対 象施 設に つい て
（１）

障 害者 自立 支援法 （平 成１ ７ 年 法律第 １２ ３ 号 ）附 則第 ３ ５条 又は
同法附 則第 ５２ 条の 規定に よる 改正 前の 身体障 害者 福祉 法及 び知的 障
害者福 祉法 に基 づく 身体障 害者 更生 施設 、身体 障害 者療 護施 設、身 体
障害者 授産 施設 （小 規模授 産施 設及 び福 祉工場 を除 く。 ）、 知的障 害
者更生 施設 、知 的障 害者授 産施 設 （ 小規 模授産 施設 及び 福祉 工場を 除
く。 ） 及び 知的 障害 者通勤 寮で あっ て、 平成 １ ４ 年 度末 まで に開所 し
た施設 。 （ 以下 「身 体障害 者更 生施 設等 」とい う。 ）

２

対 象経 費に つい て
対象と なる 経費 は、 廃止前 の「 身体 障害 者更生 施設 等に おけ る繰越 金等 の
取扱い 等に つい て」 （ 昭和 １５ 年３ 月 ２ ６ 日障 発第 ０３ ２６ ００２ 号厚 生労
働省社 会・ 援護 局障 害保健 福祉 部長 通知 )第１ の２に 規定 す る経費 であ り、
３によ り「 移行 時特 別積立 金」 （以 下、 「積立 金」 とい う。 ）及び 「移 行時
特別積立預金」（以下、「積立預金」という。）として計上したものとする。

３

積 立金 及び 積立 預金の 取り 崩し につ いて
積立金 及び 積立 預金 は、次 のい ずれ かの 経費に 充て ると きは 、あら かじ め
理事会 の承 認を 得て 取り崩 すこ とが でき る。
（１）

支 援費 制度 から障 害者 自立 支援 法に規 定す る事 業体 系への 移行 時に
おける 指定 障害 福祉 サービ ス、 基準 該当 障害福 祉サ ービ ス、 指定相 談
支援を 行う 事業 所、 指定障 害者 支援 施設 又は特 定旧 法指 定施 設 （ 以 下
「指定 障害 者支 援施 設等」 とい う。 ）の 当初の 運転 資金 （い わゆる つ
なぎ資 金を いう 。 ） として 必要 な経 費
ただし 、運 転資 金に ついて は「 障害 者自 立支援 法に 基づ く指 定旧法
施設支 援に 要す る費 用の額 の算 定に 関す る基準 」 （ 平成 １８ 年厚生 労
働省告 示第 ５２ ２ 号 ）、「 障害 者自 立支 援法に 基づ く指 定障 害福祉 サ
ービス 等及 び基 準該 当障害 福祉 サー ビス に要す る費 用の 額の 算定に 関
する基 準」 （ 平 成 １ ８年厚 生労 働省 告示 第 ５２ ３ 号 ）及 び「 障害者 自
立支援 法に 基づ く指 定相談 支援 に要 する 費用の 額の 算定 に関 する基
準」 （ 平成 １８ 年厚 生労働 省告 示第 ５２ ４ 号） に基 づき 、指 定障害 福
祉サー ビス 、基 準該 当障害 福祉 サー ビス 、指定 相談 支援 又は 指定旧 法
施設支 援に 要す る費 用の額 とし て算 定さ れる額 （ 平 成１ ８ 年 １０ 月
又は移 行月 にお ける 見込額 ） の 概ね ３か 月分を 限度 とす る。

（２）

当 該施 設の 決算処 理に 当た って 、欠損 金の 補填 経費

（３）

当 該施 設を 経営す る社 会福 祉法 人が次 に掲 げる 事業 を経営 す る ため
に、当 該事 業の 用に 供する 施設 及び 設備 の整備 並び に用 地の 取得に 要
する経 費並 びに 当該 事業の 運営 に要 する 経費 （ ただ し、 旧社 会福祉 ・
医療事 業団 から の借 入金 （ 平成 １０ 年９ 月以前 に借 り入 れた ものに 限
る。 ） の繰 上償 還の ための 経費 を除 く。 ）
①

社 会福 祉法 （ 昭 和２６ 年法 律第 ４５ 号）第 ２ 条 に定 める 第一種 社
会福祉 事業 及び 第二 種社会 福祉 事業

②
第２
１

社 会福 祉法 第 ２ ６条第 １ 項 に規 定す る公益 事業

平 成 １８ 年 １ ０ 月以 降に おけ る運 用上の 取扱 い
対 象施 設及 び事 業所に つい て
対象と なる 施設 は、 指定障 害者 支援 施設 等とす る。

２

資 金の 運用 につ いて
指定障 害者 施設 支援 等に支 給さ れる 自立 支援給 付費 （ 自 立支 援医療 費を 除
く。以 下同 じ。 ） は 、支援 費と 同様 、指 定障害 福祉 サー ビス 等を利 用者 に提
供した 対価 とし て自 立支援 給付 費を 得る ことと なる ので 、こ れを主 たる 財源
とする 施設 等の 運営 に要す る経 費な どの 資金の 使途 につ いて は、原 則と して
制限を 設け ない 。た だし、 指定 障害 者支 援施設 等は 障害 者自 立支援 法第 ５ 条
に規定 する 事業 を行 う施設 等で ある こと から、 当該 指定 障害 者支援 施設 等に
帰属す る収 入を 次に 掲げる 経費 に充 てる ことは でき ない 。
（１）

当 該指 定障 害者支 援施 設等 を経 営する 社会 福祉 法人 が行う 社会 福祉
法第 ２ ６ 条 第 １ 項に 規定す る収 益事 業に 要する 経費

（２）

当 該指 定障 害者支 援施 設等 を経 営する 社会 福祉 法人 外への 資金 の流
出 （貸 付を 含む 。 ） に属す る経 費。 ただ し、欠 損金 を補 填す る場合 を
除く。

（３）
３

役 員報 酬な ど実質 的な 剰余 金の 配当と 認め られ る経 費

運 用上 の留 意事 項につ いて
（ １ ） 資金 の繰 入れ
自立支 援給 付費 を主 たる財 源と する 資金 の繰入 れに つい ては 、健全 な
施設運 営を 確保 する 観点か ら、 当該 指定 障害者 支援 施設 等の 経常活 動資
金収支 差額 に資 金残 高が生 じ、 かつ 、当 期資金 収支 差額 合計 に資金 不足
が生じ ない 範囲 内に おいて 、他 の社 会福 祉事業 又は 公益 事業 へ資金 を繰
り入れ ても 差し 支え ない。
なお、 当該 法人 が行 う当該 指定 障害 者支 援施設 等以 外の 指定 障害者 支
援施設 等へ の資 金の 繰入に つい ては 、当 期末支 払資 金残 高に 資金不 足が
生じな い範 囲内 にお いて、 資金 を繰 り入 れても 差し 支え ない 。
（ ２ ） 資金 の繰 替使 用
自立支 援給 付費 を主 たる財 源と する 資金 を他の 社会 福祉 事業 又は公 益
事業若 しく は収 益事 業へ一 時繰 替使 用す ること は、 差し 支え ない。 ただ
し、繰替えて使用した資金は、当該年度内に補てんしなければならない。
（ ３ ） 役 員 等の 報酬
自立支 援給 付費 を主 たる財 源と する 法人 役員及 び評 議員 の報 酬につ い
て、そ の役 員報 酬が 当該社 会福 祉法 人の 収支の 状況 から みて あまり に多
額にな ると 、実 質的 配当と みな され 、国 民の信 頼と 期待 を損 なうお それ
がある 。
社会福 祉法 人は 、き わめて 公共 性の 高い 法人で ある こと から 、この 様
な法人 に属 する 役員 等の報 酬が 、社 会的 批判を 受け るよ うな 高額又 は多
額なも ので あっ ては ならな い。

４

そ の他 の事 項
（１）

適 正な 会計 処理

ア

指 定障 害者 支援 施設等 の会 計は 、そ の施設 の経 営状 況を 明らか に
するた め、 適正 な会 計処理 を行 うこ と。

イ

各 会計 年度 にお ける事 業活 動収 支及 び資金 収支 は、 長期 的かつ 継
続的な 事業 運営 の確 保に留 意し つつ 、収 入、支 出の 均衡 を図 り、当
該指定 障害 者支 援施 設等の 健全 な運 営に 必要な 額以 上の 収支 差額を
生じな いよ うに する こと。

（２）

「 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」 通知 との関 連
平成１８年１０月以降の指定障害者支援施設等の運営に当たっては、
「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 ０３ １２ ００ １ 号・ 社
援発第 ０３ １２ ００ １ 号 ・ 老発 第 ０ ３１ ２００ １ 号 ３局 長連 名通知 ）
及びこ れに 関連 する 通知は 、適 用さ れな い。

