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要概領

記入要領

調査対象サービスは

調査対象サービスは

介護老人福祉施設
介護老人福祉施設

または 地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設
または
です。
です。

（※調査票表紙の調査対象サービス名をご確認ください）
（※調査票表紙の調査対象サービス名をご確認ください）

※記入について、分からないことがあった場合は、まずこちらの記入
※記入について、分からないことがあった場合は、まずこちらの
要記入要領をご参照ください。
領をご参照ください。
※令和４年度介護事業実態調査（介護事業経営概況調査）では、
※令和４年度介護事業実態調査（介護事業経営概況調査）では、
イインターネット回答を推奨しております。積極的にご活用ください。
ンターネット回答を推奨しております。積極的にご活用ください。
専用ホームページ

ＱＲコード

https://r4kaigo.net/keiei/

専用ホームページ

https://r4kaigo.net/keiei/

上記ホームページには記入方法を分かりやすく解説した
上記ホームページには記入方法を分かりやすく解説した動画が
動画がありますので、そちらも併せて参照してください。
ありますので、そちらも併せて参照してください。
※裏表紙にチェックリストがありますので、提出前に記入内容をご確認ください。

※裏表紙にチェックリストがありますので、提出前に記入内容をご確認ください。

●本調査に関するお問い合わせ先●

厚生労働省老健局老人保健課
介護事業実態調査事務局
● 本調査に関するお問い合わせ先
●

厚生労働省老健局老人保健課 介護事業実態調査事務局
電話：０１２０－１５７－１６０（フリーダイヤル・通話無料）
【受付時間】９:３０～１８:００（土日、祝日は除く）
電話：0120-157-160（フリーダイヤル・通話無料）
【受付時間】9：30 ～ 18：00（土日、祝日は除く）
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［ 1 ］調査の目的
［１］調査の目的
介護保険法において、介護報酬は各サービスの平均費用の額等を勘案して設定することとしています。

１・調査の概要

1

調査の概要
１．調査の概要

この調査では、各々の介護サービスについての費用等の実態を明らかにし、介護報酬改定のための基

［ 2 ］調査対象の選定方法
［２］調査対象の選定方法
調査対象となる指定施設・事業所を、級地区分、施設・事業所規模別に層化し、1／1～1／25 の抽出率
（抽出率は調査対象サービスによって異なります）により無作為に客体を選定しました。

３・記入要領

［ 3 ］調査の主体
［３］調査の主体

２・調査についての注意事項

礎資料を得ることを目的としています。

厚生労働省が実施します。

［ 4 ］調査票提出のお願い
［４］調査票提出のお願い
・本調査では、インターネットによる回答を推奨しています。
令和 4 年 7 月 14 日（木）までに同ホームページを通じてご提出ください。

問１

電子調査票は専用ホームページ（https://r4kaigo.net/keiei/）からダウンロードできますので、入力後、
※詳細な方法は、同封の「令和４年度介護事業実態調査の回答には、ぜひインターネットをご活用く

問２

ださい！」をご覧ください。
・調査票を紙で提出する場合は同封の返信用封筒を用いて、
「厚生労働省老健局老人保健課

東京都千代田区霞が関 1-2-2 中央合同庁舎第５号館 ）

宛てに、令
令和 4 年 7 月 7 日（木）までにご投函ください。郵便料金はかかりません。
※締切日が決算期と重なる場合は、決算後速やかに提出くださるよう、ご協力をお願いいたします。

調査対象となる施設・事業所に関する以下の資料をご用意いただくと、スムーズに回答いただけます。
設問

対応する資料（代表的なもの）


施設・事業所の利用者数等が分かる資料

問２建物の状況



施設・事業所の建物面積や償却状況が分かる資料（固定資産台帳等）

問３職員数と



職員の配置が分かる資料（シフト表等）



職員の給与支給を管理している資料（賃金台帳等）

職員給与等

問４事業収入（収益）・ 

施設・事業所の決算資料（損益計算書又は事業活動計算書、キャッシ
ュフロー計算書又は資金収支計算書等）



毎月の介護料収益等が分かる資料（国民健康保険団体連合会から送ら
れてくる明細等）



利用者から徴収する保険外の利用料を管理している資料（帳簿等）
1
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参考資料

支出（費用）

問４
（３）

問１施設の概要

問４
（２）

［ 5 ］回答に必要な資料
［５］回答に必要な資料

問４
（１）

インターネットによる回答と比べ、締切が 1 週間早いのでご注意ください。

問３

（〒100-8786

介護事業実態調査事務局」

１・調査の概要

［６］調査回答の流れ
［ 6 ］調査回答の流れ

２・調査についての注意事項

３・記入要領
問１
問２
問３
問４
（１）
問４
（２）
問４
（３）

○本調査では、インターネットによる回答を推奨しています。
電子調査票（Excel ファイル）では、以下の機能が活用できます。

参考資料







回答欄には自動チェックにより誤回答を防止する機能が備わっています。
問３（２）
「職員数と職員給与」を計算するための補助機能「簡易計算シート」が使えます。
問４「事業収入（収益）
・支出（費用）
」の合計値が自動計算されるため、手元で計算する手間が
省けます。
最後までご回答いただくと、貴事業所の経営状況に関する参考指標が自動計算の上表示されます。
調査票の提出後でも、ファイルを再アップロードするだけで簡単に回答の修正ができます。
2
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［ 1 ］調査全体に関する注意事項
［１］調査全体に関する注意事項
・この調査は総務省より「特定一般統計」とされており、調査報告の秘密は厳守されます。行政上の経

１・調査の概要

2

調査についての注意事項
２．調査についての注意事項

営管理や税務調査のための資料といった、統計以外の目的に使用されることはありません。

事業と家計の両方にわたり、共通で利用されるものについては両者を区分けし、事業に利用される部
分のみを正確に記入してください。

２・調査についての注意事項

・この調査は、施設・事業所の経営に関する事項を調査するものです。したがって病院又は診療所等の

・事業の休止や廃止をした場合は、調査票表紙の活動状況欄の該当箇所に記載し、そのまま返送くださ

・調査対象サービス以外の介護保険サービスを併設している場合、1 つの施設又は事業所に、調査票が
複数届くことがありますが、調査対象サービスがそれぞれ異なっておりますので、お手数ですがすべ

３・記入要領

い。
（調査票内の回答は不要です。
）

ての調査票に記入のうえ、提出してください。ただし、併設している介護保険サービスも含めた損益
のみ同じ内容を記入して頂くことになりますので、同封の調査票に記入する場合、2 通目以降は問４

問１

計算書を作成していて、調査対象サービスのみの収入と支出を区分していない場合は、問４（１）、
（３）
（１）、
（３）のコピーを同封して頂いても構いません。ただし、問４（１）
、（３）以外のページにつ

問２

いては記入する内容が異なりますので、サービスごとに別途記入してください。
・問１～３については、問４内の各費目を調査対象サービス分とそれ以外に、正しく按分（切り分け）
するために必要な項目となりますので、お手数ですが全項目に回答をお願いします。

問３

・調査票の内容についてお問い合わせする場合がありますので、調査票は、記入したページをコピーし、

問４
（１）

お手元に保存しておいてください。

問４
（２）

問４
（３）
参考資料
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１・調査の概要

［ 2 ］調査票の記入に際しての注意事項
［２］調査票の記入に際しての注意事項
電子調査票と紙調査票に共通する注意事項

・記入すべき値が「０」（ゼロ）の場合は、
「０」
（ゼロ）を必ず記入してください。たとえば、回答す

２・調査についての注意事項

べき人数が 0 人、あるいは回答すべき金額が 0 円の場合は、無記入ではなく、必ず「０」
（ゼロ）と
記入してください。
・数字を記入する場合は、すべて算用数字（１，２，３…）で記入してください。
・金額は円単位で記入しますが、円未満の端数は四捨五入してください。

３・記入要領

紙調査票に記入する場合の注意事項

・ＨＢの黒鉛筆又は黒のボールペンを使って、楷書の書体で明確に記入してください。
・桁のある欄に数字を記入する場合は、右詰めで記入してください。

問１

・回答欄の数字に○をつける場合は、該当する番号を○で囲んでください。
【例】

１．単独会計

問２

２．一体会計

・金額の合計欄がある場合は、必ず該当する内訳の数値の合計額を記入してください。
問３

［ 3 ］調査票の記入内容に関する注意事項
［３］調査票の記入内容に関する注意事項
問４
（１）

・期間に指定のないものは、令和 4 年 4 月 30 日現在の実績について記入してください。
・記入内容について確認させていただく場合がありますので、調査票の表紙の欄に、貴施設・事業所の

問４
（２）

電話番号、FAX 番号、E メールアドレス及び回答担当者について必ず記入してください。
・開設主体である自治体等から運営の委託を受けている場合は、委託元から受ける委託費ではなく、提

問４
（３）

供した介護サービスに対する介護報酬を記入してください。介護報酬額が不明な場合は、委託元から
介護報酬等収入に関しての情報提供を受ける等して、記入してください。
・記入内容ごとに担当が異なる場合は、お手数ですが、関係部署・担当者の間で分担し、取りまとめの
上、ご回答ください。

参考資料

・ご不明な点があれば、介護事業実態調査事務局（0120-157-160）までお問い合わせください。

4
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１・調査の概要

３．記入要領
記入要領
［１］記入の流れ
［ 1 ］記入の流れ
● 記入 の 流れ ●

２・調査についての注意事項

表紙

調査対象サービスの確認、活動状況等記入

問１（１）
（
, ２）（
, 3）（
, 4）の記入
いずれかを選択
問１（5）

1. 単独会計

問１（6）

2. 一体会計

３・記入要領

施 設・事 業 所の概 要

問１

調査対象サービスのみについて記入

問１（7）

調査対象サービスと一体的に会計を
行っている併設サービスについて記入

問１

建 物の
状況

問2

問２

問3（1）

記入

問３

職員数、
職員給与等

問3

記入

調査対象サービスおよび一体的に会計を
行っている併設サービスについて記入

問4（1）

調査対象サービスについて記入

調査対象サービスおよび一体的に会計を
行っている併設サービスについて記入

問4（２）

問４
（２）

調査対象サービスについて記入

問４
（１）

問3（2）

問４
（３）

調査対象サービスについて記入

収 支 等の状 況

問4

問4（３）

調査対象サービスについて記入

調査対象サービスおよび一体的に会計を
行っている併設サービスについて記入

いずれかを
選択
指定介護老人福祉施設等
会計処理等取扱指導指針

（３）- A

参考資料

社会福祉法人
会計基準

該当する会計基準
がない

（３）- B
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１・調査の概要

［２］表紙
［ 2 ］表紙

２・調査についての注意事項

表紙に記載された調査対象サービ
ス名をご確認ください。

３・記入要領

施設・事業所の名称、所在地等に
誤りがある場合には、朱書きで修
正してください。
電子調査票の場合には正しく入力
し直してください。

問１
問２

調査専用ホームページにて電子調
査票を取得する際の ID 及びパスワ
ードです。
詳しくは、同封の「令和４年度介護
事業実態調査の回答には、ぜひイ
ンターネットをご活用ください！」を
参照してください。

問３
問４
（１）
問４
（２）
問４
（３）

・１～３のいずれかに○をつけてく
ださい。
・「２．休止」または「３．廃止」の場
合は、お手数ですがこのまま調
査票を返送してください。電子調
査票の場合もそのまま提出をお
願いします。

参考資料
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介護保険法の施行の有無に関わらず、
事業を開始した年月を西暦で記入くだ
さい。

☞ 調査票の 2 ～ 3 ページ
調査票の 2～3 ページ

１・調査の概要

［ 3 ］問１ 施設の概要（問１（１）～（５））
［３］問１ 施設の概要（問１（１）～（５））

２・調査についての注意事項

３・記入要領

調査対象サービスと併設するサービス
の利用者または職員に陽性者、濃厚接
触者、または感染・濃厚接触の疑いが
ある者が発生した場合にも、対応する
選択肢に○をつけてください。

問１

新型コロナウイルス感染症の影響がな
かった場合も含め、当該年度において１
～６のいずれにも該当しない場合に○を
つけてください。

問２

問３

新型コロナウイルス感染による入院や利
用控えにより、調査対象サービスの利
用者数の減少が生じた場合に○をつけ
てください。事業所運営の縮小に伴って
利用者数が減少した場合にはこちらで
はなく、１～４のうち該当するものを選択
してください。

問４
（１）

新型コロナウイルス感染症の影響がな
かった場合も含め、当該年度において１
～６のいずれにも該当しない場合に○を
つけてください。

問４
（２）

問４
（３）

調査対象サービス単独で会計を行って
いるか、その他のサービス等と一体的に
会計を行っているかについて、該当する
番号に○をつけてください。
（詳しくは、24 ページの参考資料［１］を
参照してください）

参考資料
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１・調査の概要

［ 3 ］問１ 施設の概要（つづき）
施設の概要（つづき）（問１（６）
）

［３］問１
（問１（６）
）
●

☞調査票の
調査票の44ページ
ページ

サービスの実績については、介護用品費、消耗器具備品費、給食材料費及び送迎委託費等の経費を調査対
象 サ ー ビス分 と そ れ以外 に 按 分する 際 に 利用し ま す ので、 必 ず 記入を お 願 いしま す 。

２・調査についての注意事項

・4 月 1 日～30 日までの、各日 24 時
現在の在所者の合計数を要介護度
別に記入してください。
・短期入所生活介護（空床型）の利
用者についてはここに含めずに、下
記の短期入所生活介護（空床型）の
欄に記入してください。

３・記入要領

たとえば、4 月 1 日～30 日の間、要介護 3 の在所者が 15 名で、延べ 65 日の外泊が
あった場合、｢延べ在所者数｣は、15（人）×30（日）－65（日）＝385 人となります。

問１
問２

・たとえば 1 人が 1 日に 3 食食べた場
合、「3」とカウントします。おやつ、保
存食・検食用の食数、職員給食とし
て提供した食数は除いてください。
・短期入所生活介護（空床型）の利
用者については、ここに含めずに、下
記の短期入所生活介護（空床型）の
欄に記入してください。

問３
問４
（１）

この点線内は、短期入所生活介護
（空床型）のみについて記入してくださ
い。短期入所生活介護（併設型）を
併設している場合、その利用者につい
ては、次ページの問１（7）に記入してく
ださい。

問４
（２）

4 月 1 日～30 日までの、各日 24 時
現在の利用者数の合計を、要介護度
別に記入してください。

問４
（３）

たとえば 1 人が 1 日に 3 食食べた場
合、「3」とカウントします。おやつ、保
存食・検食用の食数、職員給食として
提供した食数は除いてください。

参考資料
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●

☞ 調査票の
調査票の 55 ページ
ページ

サービスの実績については、介護用品費、消耗器具備品費、給食材料費及び送迎委託費等の経費を調査
対 象 サ ービス 分 と それ以 外 に 按分す る 際 に利用 し ま すので 、 必 ず記入 を お 願いし ま す 。

「１．単独会計」と回答した場合

下記の問１（７）は記入不要です。

「２．一体会計」と回答した場合

下記の問１（７）に関して、会計を一体的に行っている併設の介護保険サービスについ
て記入してください。

２・調査についての注意事項

●問１（５）の回答により、記入する内容が異なります。
●問１（５）において

１・調査の概要

［ 3 ］問１ 施設の概要
施設の概要
（つづき）
（問１（７）
）
［３］問１
（つづき）
（問１（７）
）

３・記入要領

介護サービスと介護予防サービスの
指定を両方受けている場合は、介護
サービスの事業所番号を記入してくだ
さい。いずれかしか指定を受けていな
い場合は、その事業所番号を記入し
てください。

問１

問２

・調査対象サービスと一体的に会計
を行っているサービスの、延べ利用
者数等、食事延べ提供数、送迎延
べ実施回数を記入してください。
・「延べ利用者数等」に記入すべき内
容については、26 ページの参考資
料［２］の説明を参照してください。
・「食事延べ提供数」と「送迎延べ実
施回数」の記入上の留意点について
は、28 ページの参考資料［３］の説
明を参照してください。
・上記の 3 項目は介護サービスと介
護予防サービスの両方の実績を合
わせた数値を記入してください。

問３

問４
（１）

問４
（２）

訪問介護、通所介護及び地域密着
型通所介護については、総合事業
（従前相当）の指定を受けた場合、総
合事業対象者分も含めてください。

問４
（３）
参考資料
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１・調査の概要

［ 4 ］問２ 建物の状況
建物の状況
［４］問２
●

２・調査についての注意事項

●
●

☞ 調査票の
調査票の 66 ページ
ページ

建物の状況（面積）については、光熱水費、土地・建物賃借料及び建物減価償却費等の経費を調査対象
サ ー ビ ス分と そ れ 以外に 按 分 する際 に 利 用しま す の で、必 ず 記 入をお 願 い します 。
床面積はすべて小数点以下第 1 位を四捨五入し、整数で記入してください。
共用部分を有する場合の記入については、次ページの例示を参照してください。

３・記入要領

1 に記入した建物の保有形態につい
て、該当する番号に○をつけてくださ
い。ファイナンスリースの場合は「１．
自己所有」を選択してください。

令和 4 年 4 月時点で調査対象サービスにおいて使用している建物の建築
年月を記入してください。建築年月の異なる建物が併存する場合には、調
査対象サービスにおいて使用している主要な建物で令和 3 年度の減価償
却費が最も大きい建物について記入してください。

保有形態が「１．自己所有」の場合、
１に記入した建物の取得価額、耐用
年数を記入してください。また、建物
の減価償却方法について、該当する
番号に○をつけてください。

問１

施設全体の延べ床面積を内のり（壁
の内側から測ったもの）で記入してくだ
さい。

問２

地域密着型通所介護の場合もこちら
に記入してください。

問３

ユニットケアに該当しない部分の「①５
人以上室」～「⑤個室」の室数をそれ
ぞれ記入し、各室の床面積の合計を
記入してください。

問４
（１）
問４
（２）

・「⑨食堂」と「⑩機能訓練室」につい
て、該当する番号に○をつけてくださ
い。共用している場合は、２項目とも
「２．他の目的室と兼用」に○をつけ
てください。
・当該部分の延べ床面積を「⑨食堂」
に記入し、「⑩機能訓練室」には記
入しないでください。

問４
（３）

ユニットケアに該当する部分の「⑪２
人室」「⑫個室」の室数をそれぞれ記
入し、各室の床面積の合計を記入し
てください。

参考資料

問１（７）で記入をした、調査対象サービスと一体的に会計を行っている併設サービスのうち、問２の 4
の入所部分、通所部分以外のサービスに係る専用延べ床面積を記入してください。ただし、当該サー
ビスに特定施設入居者生活介護が含まれる場合は、要支援・要介護者以外の利用者へのサービス
分も含みます。
※具体的にどの範囲を記入すべきか分からない場合は、調査事務局（0120-157-160）までお問い
合わせください。
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●入所部分の延べ床面積→ 35 ㎡
●通所部分の延べ床面積→ 35 ㎡
●共用部分の延べ床面積→ 35 ㎡

３５㎡

入所専用
１００㎡

共用
２０㎡

通所専用
４０㎡

●入所部分の延べ床面積→ 100+20=120 ㎡
●通所部分の延べ床面積→ 40+20=60 ㎡
●共用部分の延べ床面積→ 20 ㎡

●食堂
→ 「他の目的室と兼用」を選択 → 160 ㎡
●機能訓練室 → 「他の目的室と兼用」を選択 → 延べ床面積は未記入

３・記入要領

●例３．160 ㎡の食堂１室を、機能訓練室として共用している場合

２・調査についての注意事項

●例２．160 ㎡の食堂のうち、100 ㎡は入所専用、40 ㎡は通所専用、20 ㎡は入所部分のサービスと通所部
分のサービスで共用している場合

１・調査の概要

●例１．35 ㎡の医務室を入所と通所で共用している場合

問１

問２

問３

問４
（１）

問４
（２）

問４
（３）
参考資料
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１・調査の概要

［ 5 ］問３ 職員数と職員給与等
職員数と職員給与等
［５］問３

☞ 調査票の
調査票の 77 ページ
ページ

● 職 員 数 と職員 給 与 につい て は 、人件 費 等 を調査 対 象 サービ ス 分 とそれ 以 外 に按分 す る 際に利 用 し ますの
で 、 必 ず記入 を お 願いし ま す 。必要 な 事 項が正 し く 記入さ れ て いない 場 合 は、調 査 票 が無効 と な る可能
性 も あ ります の で 、該当 す る ページ を 参 照し、 正 確 に記入 を し ていた だ く ようお 願 い します 。

２・調査についての注意事項

● 問１（５）の回答により、記入する内容が異なります。
● 問１（５）において
「１．単独会計」と回答した場合

13 ページから 14 ページを参照してください。

「２．一体会計」と回答した場合

15 ページから 16 ページを参照してください。

３・記入要領

●
●

「換算人員の計算方法」、「よくある質問」を 29 ページ以降の参考資料に掲載しています。
電子調査票には、各職員の勤務実績（令和 4 年 4 月に勤務をした各職員の職種、勤務時間数、調査対象
サービスに従事した時間数）を入力すると、本問の回答欄に記入する数値が自動計算されるシートを用
意しています。なお、電子調査票は以下の専用ホームページから取得することが可能です。

問１

専用ホームページアドレス：https://r4kaigo.net/keiei/
※紙の調査票にて回答している場合は、お手数ですが、上記専用ホームページから電子調査票を取得いた
だき、「問 3_簡易計算シート」と書かれたシートをご利用ください。

問２

簡易計算シートのイメージ

問３
問４
（１）
問４
（２）
問４
（３）
参考資料
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２・調査についての注意事項

●下記の記入例と次ページの記入の流れに従って、常勤・非常勤の「調査対象サービス分の換算人員」、非常
勤の「実人員」、及び常勤・非常勤の「給料」を記入してください。
●配置されていない職種については、「0」（ゼロ）と記入してください。
●下記の記入例において、色がついている欄をすべて記入してください。

１・調査の概要

「１．単独会計」と回答した場合

３・記入要領

・給料に含めるべきものに関しては、30
ページの参考資料［５］「よくある質問」
を参照してください。
・給料は「調査対象サービスの換算人
員」に応じた金額であることを確認して
ください。

問１

問２

・法人内で複数の施設・事業所を保有
している場合には、貴事業所での勤続
年数ではなく、貴法人での延べ勤続年
数が 10 年以上となる介護福祉士につ
いてお答えください。
・必要に応じて、法人本部に確認する
などしてご回答ください。

問３

たとえば、施設が定めている 1 週間の
勤務時間が 40 時間で、下記のような
常勤の社会福祉士を２名（A,B）雇用し
ている場合、次のような計算を行って記
入してください。
・社会福祉士 A…１週間の勤務時間が
40 時間で、他施設・事業所との兼務は
ない。令和 4 年 4 月に支払った給与は
24 万円。
・社会福祉士 B…１週間の勤務時間が
40 時間で、うち 20 時間は調査対象サ
ービスに従事し、うち 20 時間は他事業
所に従事している。令和４年 4 月に支
払った給与は 24 万円。

問４
（１）

問４
（２）

問４
（３）
参考資料

＜計算＞
・社会福祉士の「調査対象サービスの
換算人員」
→ A：40/40(=1 人) ＋
B：20/40(=0.5 人) =1.5 人
・社会福祉士の「給料」
→ A：24 万円 ＋
B：24 万円×20/40 =36 万円
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調査対象サービスのみに従事する常勤職員の人数を、常勤の「調査対象サービス分の換算人員」欄に記
入してください。（配置されていない職種については、「0」（ゼロ）を記入）ただし、他の施設・事業所
等と兼務している者は、実際の総勤務時間に占める、調査対象サービスの勤務時間の割合に応じた人数
を計上してください。兼務していない常勤職員は必ず「1.0」になります。

②

調査対象サービスの非常勤職員の人数を、非常勤の「実人員」欄に記入してください。
（配置されていな
い職種については、「0」
（ゼロ）を記入）

③

②で記入した非常勤の「実人員」について、29 ページの参考資料［４］
「換算人員の計算方法」を用いて、
勤務時間数の実績により調査対象サービス分の換算人員を算出し、非常勤の「調査対象サービス分の換
算人員」欄に記入してください。ただし、他の施設・事業所等と兼務している者は、実際の総勤務時間
に占める、調査対象サービスの勤務時間の割合に応じて按分してください。

問１

④

調査対象サービスの常勤職員に対して４月中に支払った給料を、職種ごとに合計して、常勤の「給料」
欄に記入してください。ただし、他の施設・事業所等と兼務している者は、下記の例にならい、
「調査対
象サービス分の換算人員」に対応する金額を計上してください。

⑤

調査対象サービスの非常勤職員に対して４月中に支払った給料を、職種ごとに合計して、非常勤の「給
料」欄に記入してください。ただし、他の施設・事業所等と兼務している者は、下記の例にならい、
「調
査対象サービス分の換算人員」に対応する金額を計上してください。

⑥

「27 通勤手当（再掲）」以下の項目については、職員全員分の金額を記入してください。ただし、他の
施設・事業所等と兼務している者は、「調査対象サービス分の換算人員」に対応する金額を計上してくだ
さい。13 ページの図において色がついている欄がすべて記入されていることと、常勤の「実人員」欄、
非常勤の「換算人員」欄は記入不要のため、空欄になっていることを確認してください。

２・調査についての注意事項

①

３・記入要領

１・調査の概要

●記入の流れ（問１（５）で「１．単独会計」を選んだ場合）

問２
問３
問４
（１）
問４
（２）
問４
（３）

＜例＞単独会計を行う事業所において、医師 A（常勤・兼務なし）と医師 B（常勤・別の施設との兼務あ
り、調査対象サービス分の換算人員は 0.5 人）の 2 名の医師が在席。
令和 4 年 4 月中に、医師 A に 50 万円、医師 B に 40 万円の給与を支払った場合
50 万円

参考資料

管理者

A

B

※兼務者は、調査対象
サービス分の換算人員
に相当する額を計上

40 万円
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医師の給与額
＝医師 A：50 万円＋
医師 B：40 万円×0.5
＝50 万円＋20 万円
＝70 万円

●下記の記入例と次ページの記入の流れに従って、常勤・非常勤の「実人員」、
「調査対象サービス分の換算
人員」、非常勤の「換算人員」、及び常勤・非常勤の「給料」を記入してください。
●配置されていない職種については、「0」（ゼロ）と記入してください。
●下記の記入例において、色がついている欄をすべて記入してください。

１・調査の概要

「２．一体会計」と回答した場合

２・調査についての注意事項

３・記入要領

・給料に含めるべきものに関しては、30
ページの参考資料［５］「よくある質問」
を参照してください。
・給料は「実人員」に対して支払った金
額であることを確認してください。

問１

・法人内で複数の施設・事業所を保有
している場合には、貴事業所での勤続
年数ではなく、貴法人での延べ勤続年
数が 10 年以上となる介護福祉士につ
いてお答えください。
・必要に応じて、法人本部に確認する
などしてご回答ください。

問２

問３

たとえば、施設が定めている 1 週間の
勤務時間が 40 時間で、下記のような
常勤の社会福祉士を２名（A,B）雇用し
ている場合、次のような計算を行って
記入してください。
・社会福祉士 A…１週間の勤務時間が
40 時間で、他施設・事業所との兼務
はない。令和 4 年 4 月に支払った給与
は 24 万円。
・社会福祉士 B…１週間の勤務時間が
40 時間で、うち 20 時間は調査対象サ
ービスに従事し、うち 20 時間は会計を
一体的に行っている他事業所に従事
している。令和 4 年 4 月に支払った給
与は 24 万円。

問４
（１）

問４
（２）

問４
（３）

＜計算＞
・社会福祉士の「実人員」
→ A：1 ＋ B：１ = 2 人
・社会福祉士の「調査対象サービスの
換算人員」
→ A：40/40(=1 人)
＋ B：20/40(=0.5 人) = 1.5 人
・社会福祉士の「給料」
→ A：24 万円 ＋ B：24 万円
= 48 万円

参考資料
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１・調査の概要

●記入の流れ（問１（５）で「２．一体会計」を選んだ場合）

① 調査対象サービスと会計を一体的に行っている介護保険サービス分も含めた常勤職員の人数を、常勤の
「実人員」欄に記入してください。
（配置されていない職種については、「0」（ゼロ）を記入）

２・調査についての注意事項

３・記入要領

①で記入した常勤の「実人員」の人数について、実際の総勤務時間に占める、調査対象サービスの勤務
時間の割合に応じた人数を、常勤の「調査対象サービス分の換算人員」欄に記入してください。
兼務していない職員は必ず「1.0」になります。

③

会計を一体的に行っている、調査対象サービス以外の介護保険サービス分も含めた非常勤職員の人数を、
非常勤の「実人員」欄に記入してください。（配置されていない職種については、
「0」（ゼロ）を記入）

④

③で記入した非常勤の「実人員」の人数について、29 ページの参考資料［４］「換算人員の計算方法」
を用いて、勤務時間数の実績により換算人員を算出し、非常勤の「換算人員」欄に記入してください。

⑤

④で記入した非常勤の「換算人員」について、実際の総勤務時間に占める、調査対象サービスの勤務時
間の割合に応じて按分し、非常勤の「調査対象サービス分の換算人員」欄に記入してください。

⑥

調査対象サービスと会計を一体的に行っている介護保険サービス分も含めた常勤職員の給料（実人員に
対応する給料）を、職種ごとに合計して、常勤の「給料」欄に記入してください。

⑦

調査対象サービスと会計を一体的に行っている介護保険サービス分も含めた非常勤職員の給料（実人員
に対応する給料）を、職種ごとに合計して、非常勤の「給料」欄に記入してください。

⑧

「27 通勤手当（再掲）」以下の項目については、職員全員分の金額を記入してください。

⑨

15 ページの図において色がついている欄がすべて記入されていることを確認してください。

問１

②

問２
問３
問４
（１）
問４
（２）
問４
（３）
参考資料
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☞ 調査票の
～ 9 ページ
ページ
調査票の88～9

●問１（５）の回答により、記入する内容が異なります。
●問１（５）において
介護老人福祉施設または地域密着型介護老人福祉施設のみについて、令和 2、3
年度の収入（収益）を記入してください。

「２．一体会計」と回答した場合

会計を一体的に行っている介護保険サービスも含めて、令和 2、3 年度の収入（収
益）を記入してください。

●「よくある質問」を 32 ページの参考資料［６］に掲載しています。
●事業開始から 1 年に満たない場合には、事業開始からの経過月数に応じて 1 年分を算出してください。

３・記入要領

・国民健康保険団体連合会に請求した
介護報酬による収入と、利用者から徴
収した 1～3 割負担分の合計額を記
入してください。保険外の利用料はここ
に含めず、「５ 保険外の利用料による
収入（収益）」に計上してください。
・公費による収入がある場合はここに計
上してください。
・短期入所生活介護（空床型）（介護予
防含む）サービスに係る収入額は、こ
こに含めず「２ 居宅介護料収入（収
益）」の（４）短期入所生活介護（介護
予防を含む）内に計上してください。

問１

問２

・国民健康保険団体連合会に請求した
介護報酬による収入と、利用者から徴
収した 1～3 割負担分の合計額を記
入してください。保険外の利用料はここ
に含めず、「５ 保険外の利用料による
収入（収益）」に計上してください。
・公費による収入がある場合はここに計
上してください。

問３

問４
（１）

介護予防・日常生活支援総合事業の
収益についてはこちらには含めず、「4 介
護予防・日常生活支援総合事業費収
入（収益）」に記入してください。

問４
（２）

短期入所生活介護（空床型、介護予
防含む）サービスに係る収入額は、ここ
に計上してください。

短期入所生活介護（空
床型）の利用者分は計
上しないでください。

問４
（３）

特定福祉用具販売サービスを併設して
いる場合は、こちらに含めて計上してくだ
さい。
・国民健康保険団体連合会に請求した
介護報酬による収入を記入してくださ
い。
・公費による収入がある場合はここに計
上してください。

２・調査についての注意事項

「１．単独会計」と回答した場合

１・調査の概要

［ 6 ］問４（１）事業収入（収益）

［６］問４（１）事業収入（収益）

参考資料

介護予防・日常生活支援総合事業の
第１号訪問事業、第１号通所事業、第
１号生活支援事業、第１号介護予防支
援事業、一般介護予防事業に係る事
業費収入について、公費分と一般分を
合わせて記入してください。
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１・調査の概要

介護老人福祉施設等と一体的に会計
を行っている事業の保険外の利用料に
係る収入額を記入してください。

２・調査についての注意事項

短期入所生活介護（空床型）（介護予
防含む）サービスに係る収入額は、ここ
に計上してください。

食費、居住費には特定入所者介護サ
ービス費を含めてください。詳細は 32 ペ
ージを参照してください。
ケアハウスの生活費として処理されるも
のは除きます。

３・記入要領
問１

軽費老人ホーム、有料老人ホーム等に
おける管理費収入を記入してください。
一括徴収の償却額もここに含みます。
なお、管理費収入から特定施設入居
者生活介護(介護予防含む) の 1～3
割の利用者負担分に充当している場合
には、充当した額を除き、「５（６） 管理
費収入（収益）」に計上してください。

問２

（１）～（６）以外に、保険外の利用料に
よる収入がある場合は、記入してくださ
い。

問３

運営費にかかる補助金収入を記入して
ください。施設整備費にかかる補助金
収入は問４（３）内の特別収入に、借入
金利息にかかる補助金は事業活動外
収入に計上してください。

問４
（１）
問４
（２）
問４
（３）

軽費老人ホーム、有料老人ホーム等に
おける入居金収入を当該年度分に按
分して記入してください。
介護等一時金の償却額もここに含みま
す。
なお、特定施設入居者生活介護（介護
予防含む）、地域密着型特定施設入居
者生活介護の 1～3 割の利用者負担
分について充当している場合には、充
当した額を除き、「７① 入居金収入
（収益）」に計上してください。

運営費にかかる補助金収入のうち、新型コロナウイルス感染症関連の
ものを記入してください。ただし、新型コロナウイルス感染症緊急包括支
援事業（介護分）における新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労
金は含めないでください。

地域包括支援センターから受託する
「介護予防サービス計画費」も含めて記
入してください。

参考資料

以前の介護報酬請求に加算額等の誤
りがあり、報酬の査定減が生じた場合
は、こちらに計上してください。
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☞調査票の
調査票の99ページ
ページ

２・調査についての注意事項

設備（施設整備及び設備整備）資金の
借入金による元金償還額がある場合
は、調査対象サービス分をこちらに記入
してください。調査対象サービス分の按
分方法は下記を参照してください。

単独会計、一体会計いずれの場合であっても調査票には、調査対象サービス分に按分した金額を記入してく
ださい。按分に際しては、借入金の目的に鑑みて適切な按分を行ってください。按分した金額は、小数点以
下第 1 位を四捨五入し、整数で記入してください。

３・記入要領

長期運営資金（設備資金を除く。）の借
入金による元金償還額がある場合は、
調査対象サービス分をこちらに記入して
ください。調査対象サービス分の按分方
法は下記を参照してください。

●

１・調査の概要

［７］問４（２）財務活動等による支出
［ 7 ］問４（２）財務活動等による支出

問１

問２

問３

問４
（１）

問４
（２）

問４
（３）
参考資料
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１・調査の概要

［ 8 ］問４（３）事業支出（費用）

［８］問４（３）事業支出（費用）

☞ 調査票の
1010～13
～ 13 ページ
調査票の
ページ

●問１（５）の回答により、支出（費用）について記入する内容が異なります。
●問１（５）において

２・調査についての注意事項

「１．単独会計」と回答した場合

介護老人福祉施設または地域密着型介護老人福祉施設のみについて、令和 2、3
年度の事業支出（費用）を記入してください。

「２．一体会計」と回答した場合

会計を一体的に行っている介護保険サービスも含めて、令和 2、3 年度の事業支出
（費用）を記入してください。

● 事業開始から 1 年に満たない場合には、事業開始からの経過月数に応じて 1 年分を算出してください。

３・記入要領

・（３）―A,B の会計基準・指針のうち、
使用しているものを選び、該当のペー
ジに事業支出（費用）を記入してくださ
い。
・各支出費目において消費税等が別途
計上されている場合でも、消費税込み
の金額を記入してください。

（３）－Ａ 社会福祉法人会計基準等取

問１

各項目の詳しい説明は、35 ページ以降
の当該会計基準の「勘定科目一覧表」
を参照してください。

問２
問３

・退職給与引当金、賞与引当金はここ
に含めますが、本部など管理に関わる
人件費については、「Ⅵ特別費用」の
「うち法人本部に帰属する経費：役員
報酬等」に記入してください。
・新型コロナウイルス感染症緊急包括
支援事業（介護分）における新型コロ
ナウイルス感染症対応従事者慰労金
は含めないでください。

問４
（１）

派遣社員を雇い入れている場合には、
その費用を記入してください。

問４
（２）

入所者・通所者・職員用給食を委託し
た費用を記入してください。材料の仕入
れから全面的に外部委託している場合
には、給食材料費を含めて委託費とし
て記入してください。

問４
（３）

当該会計基準に規定されている勘定科
目よりも細かい単位の項目となりますの
で、留意してください。

参考資料

会議費や手数料等、費用のうち（１）～
（17）に該当しないものを記入してくださ
い。
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１・調査の概要

給食業務を外部委託している場合で、
材料の仕入れを併せて委託している場
合には記入は不要です。その場合は、
「２（１１）①給食委託費」に記入してくだ
さい。

２・調査についての注意事項

医薬品費、診療・療養等材料費、医療
費、被服費、教養娯楽費、日用品費
等、事業費のうち、（１）～（10）に該当し
ないものを記入してください。

サービス活動費用計のうち、消費税課
税対象費用の合計額を再掲してくださ
い。消費税非課税の対象項目は、34 ペ
ージの参考資料［７］を参照してくださ
い。

当該会計基準に規定されている勘
定科目よりも細かい単位の項目とな
りますので、留意してください。

問１

国庫補助金等の支出対象経費の費用
化（主として減価償却費）に伴い、取り
崩された国庫補助金等特別積立金の
金額を記入してください。

３・記入要領

建物、建物付属設備、車両船舶設備、
特殊浴槽などの固定資産の減価償却
費を記入してください。

問２

問３

法人本部に係る経費については、たと
えば、理事会、評議員会の運営に係る
経費、役員報酬等が考えられますが、
当該経費に最も密接に関連する量的
基準（※）を用いて継続的に適用するこ
ととしている配分基準に基づいて法人
本部の帰属として事業所が負担するこ
とが妥当なものを記入することになりま
す。
このため、他のサービスに属する経費
（新規サービス開設に係る施設整備費
等）はこの欄に含めないでください。
※たとえば、人数、時間、面積等による
基準、又はこれらの 2 つ以上の要素を
合わせた複合基準

問４
（１）

問４
（２）

問４
（３）

法人本部に帰属する経費のうち、消費
税課税対象費用の合計額を再掲してく
ださい。消費税非課税の対象項目は、
34 ページの参考資料［７］を参照してく
ださい。

参考資料
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１・調査の概要

（３）－Ｂ 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針
各項目の詳しい説明は、35 ページ以降
の当該会計基準の「勘定科目一覧表」
を参照してください。

２・調査についての注意事項

３・記入要領

・退職給与引当金、賞与引当金はここ
に含めますが、法人本部の管理に関
わる人件費は、「Ⅵ特別支出」の「うち
法人本部に帰属する経費：役員報酬
等」に記入してください。
・新型コロナウイルス感染症緊急包括
支援事業（介護分）における新型コロ
ナウイルス感染症対応従事者慰労金
は含めないでください。
・ 派 遣 社 員 を 雇 い入 れて い る場 合 に
は、その費用はここには含めず、「２
（２）⑬ 委託費 ア 派遣委託費」に計
上してください。

問１

給食を委託している場合で、材料の仕
入れを併せて委託している場合は、ここ
ではなく「２（２）⑬ 委託費 イ 給食委
託費」に含めてください。

問２
問３

派遣社員を雇い入れている場合には、
「１ 人件費」ではなくここに費用を計上
してください。

問４
（１）
問４
（２）

入所者・通所者・職員用給食を委託し
た費用を記入してください。材料の仕入
れから全面的に外部委託している場合
には、給食材料費を含めて委託費とし
て記入してください。
当該指針に規定されている勘定科目よ
りも細かい単位の項目となりますので、
留意してください。

会議費、渉外費、諸会費等、①～⑭に
該当しない経費を記入してください。

問４
（３）
参考資料
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１・調査の概要

当該指針に規定されている勘定科目よ
りも細かい単位の項目となりますので、
留意してください。

２・調査についての注意事項

・建物、建物付属設備、車両船舶設
備、特殊浴槽などの固定資産の減価
償却費を記入してください。
・税法上の減価償却額未満の額を「減
価償却費」として計上した場合は、そ
の金額を記入してください。

３・記入要領

国庫補助金等の支出対象経費の費用
化（主として減価償却費）に伴い、取り
崩された国庫補助金等特別積立金の
金額を記入してください。

事業活動支出計のうち、消費税課税対
象支出の合計額を再掲してください。消
費税非課税の対象項目は、34 ページ
の参考資料［７］を参照してください。

問１

問２

法人本部に係る経費については、たと
えば、理事会、評議員会の運営に係る
経費、役員報酬等が考えられますが、
当該経費に最も密接に関連する量的
基準（※）を用いて継続的に適用するこ
ととしている配分基準に基づいて法人
本部の帰属として事業所が負担するこ
とが妥当なものを記入することになりま
す。
このため、他のサービスに属する経費
（新規サービス開設に係る施設整備費
等）はこの欄に含めないでください。
※たとえば、人数、時間、面積等による
基準、又はこれらの 2 つ以上の要素を
合わせた複合基準

問３

問４
（１）

問４
（２）

法人本部に帰属する経費のうち、消費
税課税対象支出の合計額を再掲してく
ださい。消費税非課税の対象項目は、
34 ページの参考資料［７］を参照してく
ださい。

問４
（３）
参考資料
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１・調査の概要

参考資料

参考資料
［１］問１（５）会計区分の考え方
［ 1 ］問１（５）会計区分の考え方
●

２・調査についての注意事項

●

「１．単独会計」、
「２．一体会計」を選択する際は、損
損 益 計 算 書 におい て 調 査対象 サ ー ビスの 収 入 と支出 を
サービスと区分しているか、あるいは複数サービスの収入と支出をまとめているかによって、判断をしてく
ださい。
ただし、調査対象サービス分の収支が含まれる損益計算書に、他施設・事業所における調査対象サービスと
同じ種類のサービスの収支が含まれる場合は、お
お手数ですが調査事務局（0120-157-160）までご相談くだ
さい。
会計区分の説明図

３・記入要領

例：調査対象サービスが介護老人福祉施設で
介護老人福祉施設内で短期入所生活介護（空床型）を提供し、
短期入所生活介護（併設型）と通所介護を併設している場合

問１

サービスごとに損益計算書を分けてい
て、介護老人福祉施設と短期入所生
活介護（空床型）分の収入と支出を把
握している。

問２
問３

介護老人福祉施設（短期入所生活介
護（空床型）分を含む）のみについて、調
査項目を記入してください。

問４
（１）

※ただし、問２（建物の状況）については、併設サービスも含めた
施設全体に係る床面積を記入してください。

問４
（２）
問４
（３）

併設しているサービスも含めた、損益
計算書を作成しているため、介護老
人福祉施設のみの収入と支出は把握
していない。

参考資料

介護老人福祉施設以外の併設サービス
分も含めて、調査項目を記入してくださ
い。

24
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参考資料

●会計区分に関する注意事項
損益計算書をサービスごとに分けて作成していたとしても、一部の科目がサービス間で適切に按分さ
れず、特定のサービスにまとめて計上されている場合は、「「２．一体会計」を選択してください。

１・調査の概要

参考資料

２・調査についての注意事項

３・記入要領

問１

問２

問３

問４
（１）

問４
（２）

25
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参考資料

● 問１（５）で「２．一体会計」と回答していただいた場合、調査対象サービス分のみの収入（収益）及び支
出（費用）を切り分けるための按分処理をしています。
● この按分処理にあたっては、以下の情報を用いるため、これらの調査項目についても正確な記入をお願いし
ます。
・「延べ利用者数（延べ訪問回数・実利用者数）」
…問１（６）、（７）から取得
・「食事延べ提供数」（※一部サービスのみ）
…同上
・「送迎延べ実施回数」（※一部サービスのみ）
…同上
・「建物延べ床面積」
…問２から取得
・「職員の人件費（職員配置から算出）」
…問３（２）から取得

問４
（３）

＜問１（５）で「２．一体会計」と回答した調査票に記載していただく収入（収益）及び支出（費用）の
按分処理について＞

１・調査の概要

参考資料

参考資料

［２］問１（７）
「延べ利用者数等」の欄に記入する内容
［ 2 ］問１（７）
「延べ利用者数等」の欄に記入する内容

２・調査についての注意事項

「延べ利用者数等」の欄は、サービスの種類により記入する内容が異なります。以下の表で確認のうえ、対応
する内容を記入してください。
併設サービス名
記入内容
訪問介護
（旧介護予防含む）

訪問入浴介護

３・記入要領

（介護予防含む）
訪問看護
（介護予防含む）
訪問リハビリテーション

4 月 1 日～30 日までの各日の訪問回数の合計を記入してください。旧介護予防訪問介
護に相当する総合事業対象者、非該当の人であって自費でサービスを利用している人や
要介護認定申請中の人も含めます。出張所等（サテライト事業所）を設置している場合
は、出張所等（サテライト事業所）も含めて記入してください。
4 月 1 日～30 日までの各日の訪問回数の合計を記入してください。非該当の人であっ
て自費でサービスを利用している人や要介護認定申請中の人も含めます。
4 月 1 日～30 日までの各日の訪問回数の合計を記入してください。健康保険法の利用
者（併給者含む）、非該当の人であって自費でサービスを利用している人や要介護認定申
請中の人も含めます。出張所等（サテライト事業所）を設置している場合は、出張所等（サ
テライト事業所）も含めて記入してください。

（介護予防含む）
問１

居宅療養管理指導
（介護予防含む）

問２

通所介護
（旧介護予防含む）

問３

通所リハビリテーション

問４
（１）

短期入所生活介護

問４
（２）

短期入所療養介護

問４
（３）

（介護予防含む）

（介護予防含む）

（空床利用分を除く）

4 月 1 日～30 日までの実利用者数（利用日数に関係なく、1 日利用した者も複数日利
用した者も「１」とカウントする）を記入してください。非該当の人であって自費でサービスを利
用している人や要介護認定申請中の人も含めます。
4 月 1 日～30 日までの延べ利用者数を記入してください。旧介護予防通所介護に相当
する総合事業対象者、非該当の人であって自費でサービスを利用している人や要介護認
定申請中の人も含めます。出張所等（サテライト事業所）を設置している場合は、出張所
等（サテライト事業所）も含めて記入してください。
4 月 1 日～30 日までの延べ利用者数を記入してください。非該当の人であって自費で
サービスを利用している人や要介護認定申請中の人も含めます。
4 月 1 日～30 日までの、各日 24 時現在の利用者の合計を記入してください。非該当の
人であって自費でサービスを利用している人や要介護認定申請中の人は含めますが、空
床型利用者については含めないでください。

（介護予防含む）

（介護予防含む）
特定施設入居者生活介護

福祉用具貸与
（介護予防含む）

参考資料

居宅介護支援
（介護予防含む）

4 月 1 日～30 日までの、各日 24 時現在の利用者の合計を記入してください。非該当
の人であって自費でサービスを利用している人や要介護認定申請中の人も含めます。
4 月 1 日～30 日までの、各日 24 時現在の利用者の合計を記入してください。指定特
定施設以外の有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等の入居者や、要介
護認定申請中の人も含めます。
4 月 1 日～30 日までの実利用者数（貸与した用具の数や利用日数に関係なく、利用者
１人を「１」とカウントする）を記入してください。非該当の人であって自費でサービスを利用し
ている人や要介護認定申請中の人も含めます。特定福祉用具販売サービスを併設してい
る場合は、その実利用者数もこちらに計上してください。
4 月 1 日～30 日までの実利用者数（利用日数に関係なく、１日利用した者も複数日利
用した者も「１」とカウントする）を記入してください。非該当の人であって自費でサービスを利
用している人や要介護認定申請中の人、ケアプランの依頼を受けたが給付管理に至らな
かった利用者も含めます。
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定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

参考資料
4 月 1 日～30 日までの実利用者数を記入してください。健康保険法の利用者（併給者
含む）、非該当の人であって自費でサービスを利用している人や要介護認定申請中の人も
含めます。出張所等（サテライト事業所）を設置している場合は、出張所等（サテライト事業
所）も含めて記入してください。

地域密着型通所介護

4 月 1 日～30 日までの延べ利用者数を記入してください。旧介護予防通所介護に相当
する総合事業対象者、非該当の人であって自費でサービスを利用している人や要介護認
定申請中の人も含めます。出張所等（サテライト事業所）を設置している場合は、出張所
等（サテライト事業所）も含めて記入してください。

認知症対応型通所介護

4 月 1 日～30 日までの延べ利用者数を記入してください。非該当の人であって自費で
サービスを利用している人や要介護認定申請中の人も含めます。出張所等（サテライト事
業所）を設置している場合は、出張所等（サテライト事業所）も含めて記入してください。

（介護予防含む）

３・記入要領

4 月 1 日～30 日までの各日の訪問回数の合計を記入してください。非該当の人であっ
て自費でサービスを利用している人や要介護認定申請中の人も含めます。出張所等（サ
テライト事業所）を設置している場合は、出張所等（サテライト事業所）も含めて記入してく
ださい。

２・調査についての注意事項

夜間対応型訪問介護

１・調査の概要

参考資料

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護
（介護予防含む）

入居者生活介護

4 月 1 日～30 日までの、各日 24 時現在の利用者の合計を記入してください。指定地
域密着型特定施設以外の有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等の入
居者や、要介護認定申請中の人も含めます。

介護老人福祉施設

4 月 1 日～30 日までの、各日 24 時現在の施設在所者の合計を記入してください。短
期入所生活介護の空床型利用者も含めます。

介護老人保健施設

4 月 1 日～30 日までの、各日 24 時現在の施設在所者の合計を記入してください。

介護療養型医療施設

4 月 1 日～30 日までの、各日 24 時現在の介護保険適用病床の在院者の合計を記
入してください。

介護医療院

4 月 1 日～30 日までの、各日 24 時現在の療養床の在所者の合計を記入してくださ
い。

問４
（３）

4 月 1 日～30 日までの延べ利用者数を記入してください。健康保険法の利用者（併給
者含む）や、非該当の人であって自費でサービスを利用している人、要介護認定申請中の
人も含めます。出張所等（サテライト事業所）を設置している場合は、出張所等（サテライト
事業所）も含めて記入してください。

問４
（２）

看護小規模多機能型居宅介護

問４
（１）

4 月 1 日～30 日までの、各日 24 時現在の施設在所者の合計を記入してください。短
期入所生活介護の空床型利用者も含めます。

問３

地域密着型介護老人福祉施設

問２

地域密着型特定施設

4 月 1 日～30 日までの延べ利用者数を記入してください。非該当の人であって自費で
サービスを利用している人や要介護認定申請中の人も含めます。

問１

（介護予防含む）

参考資料
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１・調査の概要

参考資料

参考資料

［３］問１（７）
「食事延べ提供数」
、「送迎延べ実施回数」の記入上の留意点
［ 3 ］問１（７）
「食事延べ提供数」
、「送迎延べ実施回数」の記入上の留意点
食事延べ提供数、送迎延べ実施回数については、以下の留意点を確認してください。
記入上の留意点

２・調査についての注意事項

食事延べ提供数

・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護（空床利用分を除く）
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型通所介護

３・記入要領

・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
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設

問１

・看護小規模多機能型居宅介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設

問２

・介護療養型医療施設
・介護医療院

問３

上記のいずれかが、調査対象サービスと一体的に会計を行っている併設サービスに該当する場合
は、4 月中の食事の延べ提供数を記入してください。
食数は、たとえば１人が１日に３食食べた場合、「３」とカウントします。おやつ、保存食・検食用の食
数、職員給食として提供した食数は除いてください。

問４
（１）

総合事業（従前相当）の指定を受けた通所介護事業所及び地域密着型通所介護事業所の場合、
総合事業対象者分も含めてください。
送迎延べ実施回数

・通所介護

問４
（２）

・通所リハビリテーション

問４
（３）

・地域密着型通所介護

・短期入所生活介護（空床利用分を除く）
・短期入所療養介護

・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

参考資料

上記のいずれかが、調査対象サービスと一体的に会計を行っている併設サービスに該当する場合
は、4 月中に送迎を実施した回数を記入してください。たとえば、1 人に対して片道送迎した場合を 1
回と数え、往復送迎した場合は 2 回と数えます。
総合事業（従前相当）の指定を受けた通所介護事業所及び地域密着型通所介護事業所の場合、
総合事業対象者分も含めてください。

28
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１・調査の概要

参考資料

参考資料
［ 4 ］問３（２）換算人員の計算方法
［４］問３（２）換算人員の計算方法

施設が定めている 1 週間の勤務時間
※1 ヶ月に数回の勤務である場合
職員の 1 ヶ月の勤務時間
施設が定めている 1 週間の勤務時間×4（週）

●例１．調査対象サービスが、1 週間の勤務時間を 40 時間と定めている介護老人福祉施設で、
会計を一体的に行っている通所介護と兼務する看護師が１名いる。
1 週間のうち介護老人福祉施設に 25 時間、通所介護に 15 時間勤務している場合
25 時間

通所介護

15 時間

５時間

５時間

５時間

３時間

３時間

8 時間

8 時間

介護老人
福祉施設

介護老人
福祉施設

介護老人
福祉施設

短期入所
生活介護

非常勤介護職員の実人員：１人
換算人員：(8 時間×4 日)/40 時間=0.8 →0.8 人
調査対象サービス分の換算人員：(8 時間×3 日)/40 時間=0.6 →0.6 人

29
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参考資料

8 時間

問４
（３）

8 時間

問４
（２）

●例３．調査対象サービスが介護老人福祉施設で、会計を一体的に行っている併設の短期入所生活介護を
兼務する非常勤の介護職員が 1 名いる。各日 8 時間（所定労働時間は、1 週間の勤務時間を 40 時
間と定めている）の勤務で、介護老人福祉施設に週 3 日、併設の短期入所生活介護に週 1 日勤務
している場合

問４
（１）

非常勤の介護職員の実人員：２人
換算人員：｛(3 時間×2 日×1 人)+(5 時間×3 日×1 人)｝/40 時間=0.525
→0.5 人
調査対象サービス分の換算人員：0.5 人

問３

●例２．1 週間の勤務時間を 40 時間と定めている介護老人福祉施設で、週 2 日（各日 3 時間）勤務の非常
勤の介護職員が 1 人と、週 3 日（各日 5 時間）勤務の非常勤の介護職員が 1 人いる場合

問２

常勤看護師の実人員：１人
調査対象サービス分の換算人員：25 時間/40 時間=0.625 →0.6 人

問１

介護老人福祉施設

３・記入要領

・上記計算式によって得られた数値を、小数点以下第 2 位を四捨五入して、小数点第 1 位まで
計上してください。
・得られた結果が 0.1 に満たない場合は「0.1」と計上してください。

２・調査についての注意事項

【計算式】
職員の 1 週間の勤務時間

１・調査の概要

参考資料

参考資料

［５］問３（２）職員数と職員給与に関するよくある質問
［ 5 ］問３（２）職員数と職員給与に関するよくある質問
○よくある質問

２・調査についての注意事項

●職員とは具体的にどのような人をさしますか？育児休業中の人は含めるのでしょうか。
→職員数には、施設に雇用されており、令和 4 年 4 月中に給与を支払われた者を含みます。
令和 4 年 4 月中の新規採用者及び休暇中の者（産前・産後休暇を含む）、欠勤者、育児休業の代替職員、退
職者は含みますが、休職・休業中の者（育児休業・介護休業の者）は含みません。
●常勤、非常勤の区別はどのような基準で分ければ良いでしょうか。

３・記入要領

→｢常勤｣とは、原則として施設及び事業所で定めた勤務時間（所定労働時間）のすべてを勤務する者をい
います。施設の勤務時間数のすべてを勤務しているパートタイマーは、
「常勤」に含みます。逆に、所定労
働時間を満たさない勤務時間の人は「非常勤」としてください。ただし、1 週間の所定労働時間が 32 時間
未満の場合は、32 時間以上勤務している者を「常勤」とし、その他は「非常勤」としてください。
●給料には何が含まれますか。残業代や交通費は計上して良いのでしょうか。

問１

→給料には、扶養手当、時間外勤務手当、夜勤手当、危険手当、役付手当、通勤手当など、令和 4 年 4 月
中に職員に支払ったすべてのものが含まれます。また、職員のうち看護師等養成施設に通っている者の授
業料等を支払っている場合には、その金額を含めてください。なお、賞与については「賞与または賞与引
当金繰入」欄に記入してください。

問２

●常勤の職員の残業時間は考慮して計算するべきでしょうか。

問３

→本調査において「常勤」とは、施設及び事業所で定めた勤務時間（所定労働時間）以上の勤務をしてい
る者をさしますが、この場合、残業時間等を考慮する必要はありません。たとえば、１週間の所定労働時
間が 40 時間で、調査対象サービス以外の施設・事業所等との兼務がない場合、ある常勤職員の週の勤務時
間が 50 時間であっても、実人員、換算人員ともに「１．０」と記入してください。

問４
（１）

●管理者をしているが、それ以外の職種として働く勤務時間の方が長い。こうした職員はどのように記入
すれば良いのでしょうか。

問４
（２）

→複数の職種を兼務している職員については、
「主として従事している職種」のいずれか 1 つに分類のうえ
記入してください。このとき「主として従事している職種」は、給与体系がどの職種に見合ったものとな
っているかで判断します。管理者としての給与体系であれば、勤務時間の長短は関係なく管理者の欄に記
入してください。
※以上の説明を踏まえても、複数の職種を兼務している職員の記入先を決めがたい場合は、お手数ですが、
調査事務局（0120-157-160）までお問い合わせください。

問４
（３）

●賞与を令和 4 年 4 月中には支払っていないのですが、記入しなくて良いでしょうか。

参考資料

●確定拠出年金を導入しているのですが、その金額はどこに記入すれば良いですか。

→賞与については、令和 3 年度に職員に支払った賞与、または賞与引当金繰入の 1/12 の金額を記入してく
ださい。なお、職員を兼務する役員への賞与は賞与額に含まれますが、専従役員に対する役員賞与は含め
ません。

→「29 退職給与引当金の実施、退職金に関わる共済等への加入(複数回答可)」の「(4)その他共済制度に加
入」の欄に記入してください。
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参考資料

●「30 法定福利費」とは何をさしますか。

●保健師や助産師は、どの職種に計上すれば良いですか。
→「看護師」の欄に計上してください。
●調理業務を外部に委託しているのですが、この場合「調理員」の欄は何を書けば良いですか。

●介護支援専門員・計画作成担当者は、1～24 のどの職種として計上したら良いですか。

問１

→介護支援専門員・計画作成担当者は、各々の有する基礎資格のうち、その給与体系が最も近いものを 1
～24 の職種からひとつ選び、計上してください。
（給与体系をもとに選択が出来ない場合は、調査事務局ま
でご相談ください）さらに「25 1～24 のうち介護支援専門員・計画作成担当者（再掲）」に再掲してください。

３・記入要領

→調理業務のすべてを外部委託していて、施設・事業所として「調理員」を雇用していない場合は、「調理
員」の欄は「０」（ゼロ）と記入してください。調理業務の一部を外部委託していて、「調理員」を１名以
上、施設・事業所として雇用している場合は、その実人員、及び換算人員を記入してください。

２・調査についての注意事項

→法令に基づいて支払った健康保険、年金保険、児童手当等の事業主負担額、医療保険及び労働保険料（雇
用保険、労災保険）の事業主負担額をさします。記入の際は、令和 3 年度もしくは令和 3 年に支払った合
計額の 1/12 の金額を計上してください。

１・調査の概要

参考資料

●職員が有給休暇を取得した場合、その時間については、含めて良いのでしょうか。

問４
（１）

問４
（２）

→調査対象サービスに専従している職員の場合、研修受講にかかる時間とそれに対応する給料は、調査対
象サービスの欄に含めて記入してください。兼務をしている職員の場合、研修内容や受講の目的が調査対
象サービスのみに関するものである場合は、研修受講にかかる時間を「調査対象サービスの換算人員」に
上乗せして記入してください。研修内容や受講の目的が調査対象サービスのみに関するものではなく、介
護事業全般に関するものである場合は、調査対象サービスとそれ以外のサービスへの従事時間数の割合に
もとづいて、研修受講にかかる時間を按分したうえで、調査対象サービスの換算人員に上乗せして記入し
てください。

問３

●職員が研修を受講した場合、その時間については、含めて良いのでしょうか。

問２

→調査対象サービスに専従している職員の場合、有給休暇時間は、「調査対象サービスの換算人員」に含め
て記入してください。兼務をしている職員の場合、当該職員の調査対象サービスとそれ以外のサービスへ
の従事時間数の割合にもとづいて、有給休暇分の時間を按分したうえで、「調査対象サービスの換算人員」
に上乗せして記入してください。

問４
（３）
参考資料
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１・調査の概要

参考資料

参考資料

［６］問４
［ 6 ］問４ 事業収入（収益）に関するよくある質問
事業収入（収益）に関するよくある質問
○よくある質問

２・調査についての注意事項

●5（３）の食費収入（収益）とは、具体的に何をさしますか。
→介護老人福祉施設等と一体的に会計を行っている事業の利用者が支払う食費、食費に係る特定入所者介
護サービス費、利用者が選定した特別な食事料をさします。
●5（４）居住費収入（収益）には、何が含まれますか。

３・記入要領

→介護老人福祉施設等の入所者が支払う居住費、短期入所生活介護の利用者が支払う滞在費、特定施設入
居者生活介護事業所等の利用者が支払う家賃又は宿泊費、居住費に係る特定入所者介護サービス費、利用
者が選定した特別な室料をさします。
●介護予防・日常生活支援総合事業分の収入については、どこに記入すれば良いですか。

問１

→「４ 介護予防・日常生活支援総合事業費収入（収益）
」に、介護予防・日常生活支援総合事業に関す
る省令・告示等に規定する第１号訪問事業、第１号通所事業、第１号生活支援事業、第１号介護予防支援
事業、一般介護予防事業に係る事業費収入について、公費分と一般分を合わせて記入してください。
●給付限度額を超えるサービスの収入や、自由契約に基づくサービスによる収入は、どこに含めれば良い
ですか。

問２

→「５

保険外の利用料による収入（収益）」に含めて記入してください。

●要介護認定調査事務による収入は、どこに記入すれば良いですか。
問３

→要介護認定調査事務による収入は、「６
に含めて記入してください。

問４
（１）

●措置費収入は、どの項目に記入すれば良いですか。
→「措置費収入（収益）
」については、「７

その他の事業収入（収益）
」のうち「（３）受託収入（収益）」

その他の収入（収益）」に含めて記入してください。

問４
（２）

●「５（7）その他の利用料収入（収益）」の「うち認知症対応型共同生活介護に係るその他の利用料収
入（収益）」及び「うち特定施設入居者生活介護（介護予防含む）に係るその他の利用料収入（収益）」と
は、何をさしますか。

問４
（３）

→５（１）～（６）の保険外の利用料以外に、特定施設入居者生活介護（介護予防含む）及び認知症対応
型共同生活介護利用者から徴収している実費等の保険外の利用料を再掲してください。
●要介護認定者以外の利用者も含めた利用者の日常生活品費や光熱水費等を、事業所の管理費収入（収益）
や入居金収入（収益）に含めて徴収している場合は、どのように記入すればよいでしょうか。

参考資料

→要介護認定者以外の利用者も含めた利用者の日常生活品費や光熱水費等を、事業所の管理費収入（収益）
や入居金収入（収益）に含めて徴収している場合は、その金額も含めて記入してください。
ただし入居金・前払金・一時金等を一括して徴収している場合は、預かった総額ではなく、各年度の１
年分の償却額を記入してください。
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参考資料

●「５（６）管理費収入（収益）
」の「うち特定施設入居者生活介護（介護予防含む）の保険外の利用料
に係る収入（収益）」とは、何をさしますか。

●「７ ①入居金収入（収益）」の「うち特定施設入居者生活介護（介護予防含む）の保険外の利用料に
係る収入（収益）」とは、何をさしますか。

●特定施設入居者生活介護のいわゆる「上乗せ介護サービス」や「横出し介護サービス」分の収入はどこ
に記入すればよいでしょうか。

問３

→外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の場合、外部の介護サービス事業者への委託対象サービス
分の収入も含めて、「２ 居宅介護料収入（収益）」のうち「（５）特定施設入居者生活介護（介護予防を
含む）」に記入してください。

問２

●外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護を実施しています。この場合、指定居宅サービスの介護
報酬による収入は、特定施設入居者生活介護の欄ではなく、訪問介護等の当該サービスの欄に分けて記入
したほうが良いでしょうか。

問１

→「５（７）その他の利用料収入（収益）」に含めるのが一般的ですが、
「上乗せ介護サービス」や「横出
し介護サービス」分の収入（収益）を、管理費収入（収益）に含めている場合は「５（６）管理費収入（収
益）」に、入居金収入（収益）に含めている場合は「７ ①入居金収入（収益）」に含めて記入してくださ
い。

３・記入要領

→利用者の日常生活品費等、運営基準上で定められている特定施設入居者生活介護（介護予防含む）の保
険外の利用料を、入居金収入（収益）に含めて徴収している場合は、その金額を再掲してください。

２・調査についての注意事項

→利用者の日常生活品費等、運営基準上で定められている特定施設入居者生活介護（介護予防含む）の保
険外の利用料を、事業所の管理費収入（収益）に含めて徴収している場合は、その金額を再掲してくださ
い。

１・調査の概要

参考資料

問４
（１）

問４
（２）

問４
（３）
参考資料
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１・調査の概要

参考資料

参考資料

［ 7［７］問４（３）消費税非課税となる費用一覧
］問４（３）消費税非課税となる費用一覧
科目

一般的に消費税非課税となるもの

・福利厚生費

慶弔費、団体生命保険料

・旅費交通費

海外渡航費・滞在費

３・記入要領

・通信運搬費

国際通信、国際郵便料金

・保険料、損害保険料

すべて非課税

・賃借料

土地賃借料

・租税公課

すべて非課税

・雑費

行政手数料、寄付金

問１

２・調査についての注意事項

○人件費（支出）

給料、賞与、退職金、法定福利費（通勤手当は課税）

○経費、事務費（支出）

○事業費（支出）
問２
問３
問４
（１）
問４
（２）

・保険料

すべて非課税

・賃借料

土地賃借料

・教育指導費

すべて非課税

・就職支度費

すべて非課税

・雑費

行政手数料、寄付金

○減価償却費

すべて非課税（減価償却資産の購入代金は、購入時に一括して課税）

○徴収不能額

すべて非課税

○引当金繰入

すべて非課税

問４
（３）
参考資料
34
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［８］問４（３）勘定科目一覧表
［ 8 ］問４（３）勘定科目一覧表

（３）－A 社会福祉法人会計基準
科目
人件費

 当該施設・事業所に従事する職員の給与等の合計を計上してください。
 退職給与引当金、賞与引当金は含めますが、本部など管理に関わる人件費については、
「Ⅵ特別費用」の「うち法人本部に帰属する経費：役員報酬等」に記入してください。
 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）における新型コロナウイルス感染
症対応従事者慰労金は含めないでください。

３・記入要領

Ⅱ１

勘定科目の内容・記入上の注意

２・調査についての注意事項

・記入にあたっては、令和 2、3 年度の決算期（あるいは本調査票上においてそれに対応する会計の期間）の
費用をご記入ください。
・事業開始から 1 年に満たない場合には、事業開始からの経過月数に応じて 1 年分を算出してください。
・各支出費目において消費税等が別途計上されている場合でも、税込み方式（各支出費目に消費税額を算入し
た値）で記入してください。

１・調査の概要

参考資料

参考資料

【うち派遣職員費】派遣社員を雇い入れている場合には、その費用を記入してください。

研修研究費

役職員に対する教育訓練に直接要した費用を記入してください。ここには、研究・研修のため
の旅費を含みます。

(4)

事務消耗品費

事務に必要な用紙、文房具等の消耗品のうち、固定資産の購入に該当しないものの消費額
を記入してください。

(5)

印刷製本費

事務に必要な書類、諸用紙、関係資料などの印刷代及び製本代を記入してください。

(6)

水道光熱費

事務用の電気、ガス、水道等の使用料を記入してください。

(7)

燃料費

事務用の灯油、重油等の燃料費（車輌費で計上する燃料費を除く）を記入してください。

(8)

修繕費

建物、器具及び備品等の修繕又は模様替えの費用を記入してください。ただし、建物、器具
及び備品等を改良し、耐用年数を延長させるような資本的支出は含みません。

(9)

通信運搬費

電話、電報、ファックスの使用料、インターネット接続料及び切手代、葉書代その他通信・運
搬に要する費用を記入してください。

(10)

広報費

施設及び事業所の広告料、パンフレット作成等に要する費用を記入してください。

(11)

業務委託費

洗濯、清掃、夜間警備及び給食(給食材料費を除く)など施設の業務の一部を他に委託する
ための費用を記入してください。

①給食委託費

入所者・通所者・職員用給食を委託した費用を記入してください。材料の仕入れから全面的
に外部委託している場合には、給食材料費を含めて委託費として記入してください。

②送迎委託費

入所・通所者の送迎を委託した費用を記入してください。
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参考資料

(3)

問４
（３）

業務に係る役員・職員の出張旅費及び交通費を記入してください。ただし、研究、研修のた
めの旅費を除きます。

問４
（２）

旅費交通費

問４
（１）

(2)

問３

役員・職員が福利施設を利用する場合における事業主負担額、健康診断その他福利厚生
のために要する法定外福利費を記入してください。

問２

福利厚生費

問１

Ⅱ２(1)

１・調査の概要

参考資料

２・調査についての注意事項

(12)

３・記入要領

(13)

(14)

参考資料

③清掃委託費

清掃を委託した費用を記入してください。

④その他の委託費

業務委託費のうち、①～③に該当しない、その他の費用を記入してください。

保険料

生命保険料及び建物、車輌運搬具、器具及び備品等にかかる損害保険契約に基づく保険
料を記入してください。ただし、福利厚生費に該当するものは含めないでください。

①自動車保険料 （自
動車損害賠償責任保
険料含む）

損害保険料のうち、自動車保険料分を記入してください。

②その他の保険料

保険料のうち、①に該当しない、その他の費用を記入してください。

賃借料

固定資産に計上を要しない器機等のリース料、レンタル料を記入してください。

①設備器械

賃借料のうち、設備機械の金額を記入してください。

②その他の賃借料

賃借料のうち、①に該当しない、その他の費用を記入してください。

土地・建物賃借料

 土地、建物等の賃借料を記入してください。

問１

 施設・事業所内でサービスを提供する場合（施設サービスや通所介護等）、一般的に「賃
借料」又は「減価償却費」のいずれかには費用が計上されます。
賃借料のうち、土地分の金額をさし、構築物を賃借している場合には、構築物分についても
土地に含めて記入してください。

②建物及び建物付属
設備

 賃借料のうち、建物及び建物付属設備分の金額を記入してください。

(15)

租税公課

法人が負担する租税公課を記入してください。

(16)

保守料

建物、各種機器等の保守・点検料等を記入してください。

(17)

雑費

事務費のうち他のいずれにも属さない費用を記入してください。

(18)

その他経費（(1)～(17)
に該当しないもの）

費用のうち、(1)～(17)に該当しない、その他の経費（会議費、手数料など）を記入してくださ
い。

給食費

食材及び食品の費用を記入してください。なお、給食業務を外部委託している施設にあって
は、材料費を記入してください。ただし、材料の仕入れを併せて委託している場合には記入は
不要です。その場合は、「２（１１）①給食委託費」に記入してください。

(2)

介護用品費

利用者の処遇に直接使用するおむつ、タオル等の介護用品の費用を記入してください。

(3)

保健衛生費

利用者の健康診断の実施、施設内の消毒等に要する費用を記入してください。

(4)

水道光熱費

利用者に直接必要な電気、ガス、水道等の使用料を記入してください。

(5)

燃料費

利用者に直接必要な灯油、重油等の燃料費（車輌費で計上する燃料費を除く）を記入してく
ださい。

問２

①土地

問３
問４
（１）
問４
（２）

Ⅱ３(1)

 建物付属設備とは、電気照明、冷暖房設備、エレベーター等をいいます。

問４
（３）
参考資料
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参考資料

(7)

保険料

利用者に対する損害保険契約に基づく保険料を記入してください。

(8)

賃借料

利用者が利用する器具及び備品等の賃借料の金額を記入してください。

①設備器械

賃借料のうち、設備機械の金額を記入してください。

②その他の賃借料

賃借料のうち、①に該当しない、その他の費用を記入してください。

(9)

車輌費

乗用車、送迎用自動車等の燃料費、車輌検査等の費用を記入してください。

(10)

雑費

事業費のうち、他のいずれにも属さない費用を記入してください。

(11)

その他経費（(1)～(10)
に該当しないもの）

事業費のうち、（１）～（10）に該当しない、その他の経費（医薬品費、診療・療養等材料費、
医療費、被服費、教養娯楽費、日用品費など）を記入してください。

Ⅱ４

減価償却費

 建物、建物付属設備、車輌船舶設備、特殊浴槽などの固定資産の減価償却費について、
令和 2、3 年度末現在の資産総額に基づいて算定された総額を記入してください。令和 2、
3 年度に税法上の減価償却額未満の額を「減価償却費」として計上した場合は、実際に計
上した金額を記入してください。

問１

利用者の処遇に直接使用する消耗品のうち、固定資産の購入に該当しないものの消費額を
記入してください。

３・記入要領

消耗器具備品費

２・調査についての注意事項

(6)

１・調査の概要

参考資料

 施設・事業所内でサービスを提供する場合（施設サービスや通所介護等）、一般的に「賃
借料」又は「減価償却費」のいずれかには費用が計上されます。

減価償却費のうち、車両船舶設備分の金額を記入してください。

(3)

特殊浴槽減価償却費

減価償却費のうち、特殊浴槽分の金額を記入してください。

(4)

その他の減価償却費

減価償却費のうち、(1)～(3)に該当しない、その他の費用を記入してください。

Ⅱ５

国庫補助金等特別積
立金取崩額

国庫補助金等の支出対象経費の費用化（主として減価償却費）に伴い、取り崩された国庫
補助金等特別積立金の金額を記入してください。

Ⅱ６

徴収不能額

金銭債権のうち徴収不能として処理した額を記入してください。

Ⅱ７

徴収不能引当金繰入

徴収不能引当金に繰入れる額を記入してください。

Ⅲ

サービス活動外収益

令和 2、3 年度の実績を記入してください。
【うち借入金利息補助金収益】設備投資借入金利息に係る地方公共団体からの補助金収
入を記入してください。

サービス活動外費用

令和 2、3 年度の実績を記入してください。
【うち支払利息】設備資金借入金、長期運営資金借入金及び短期運営資金借入金の利
息、及び支払リース料のうち利息相当額として処理するものを記入してください。

Ⅴ

特別収益

令和 2、3 年度の実績を記入してください。
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参考資料

Ⅳ

問４
（３）

車両船舶設備減価償
却費

問４
（２）

(2)

問４
（１）

減価償却費のうち、建物及び建物付属設備分の金額を記入してください。建物付属設備と
は、電気照明、冷暖房設備、エレベーター等をいいます。

問３

建物及び建物付属設
備減価償却費

問２

(1)

１・調査の概要

参考資料
Ⅵ

特別費用

参考資料
令和 2、3 年度の実績を記入してください。

２・調査についての注意事項

【うち拠点区分間繰入金費用】他の会計区分外への繰入金費用を記入してください。
【うち法人本部に帰属する経費：役員報酬等】拠点区分間繰入金費用から、当該調査対象
サービスが負担する役員報酬と法人本部に帰属する経費を繰り入れている場合は、当該経
費を記入してください。理事会、評議員会の運営に係る経費、法人役員の報酬等、法人本
部の帰属とすることが妥当なものとし、他の事業やサービスに属する経費（例：新規サービス
開設に係る施設整備費等）はこの欄に含めないでください。

３・記入要領
問１
問２
問３
問４
（１）
問４
（２）
問４
（３）
参考資料
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参考資料

（３）－B 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針

科目
人件費

勘定科目の内容・記入上の注意
 当該施設・事業所に従事する職員の給与等の合計を計上してください。
 退職給与引当金、賞与引当金は含めますが、法人本部の管理に関わる人件費は、「Ⅵ特
別支出」の「うち法人本部に帰属する経費：役員報酬等」に記入してください。
 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（介護分）における新型コロナウイルス感染症
対応従事者慰労金は含めないでください。

Ⅱ2

利用者の処遇に直接使用する介護用品以外の消耗品、器具備品で、固定資産の購入に該
当しない消費額を記入してください。

⑤車輌費

乗用車、送迎用自動車等の燃料費、車輌検査等の費用を記入してください。

⑥光熱水費

電気、ガス、水道等の使用料を記入してください。

⑦燃料費

灯油、重油等の燃料費（自動車等の燃料費を除く）を記入してください。

⑧その他の直接介護支
出

直接介護支出のうち、①～⑦に該当しない、その他の費用（本人支給金、葬祭費など）を記
入してください。

Ⅱ2

①福利厚生費

役員・職員の健康診断、その他福利厚生のための費用を記入してください。

(2)

②旅費交通費

業務に係る役員・職員の出張旅費及び交通費を記入してください。

③研修費

役員・職員に対する教育訓練に直接要する費用を記入してください。

④通信運搬費

電話、電報、ファックスの使用料、インターネット接続料、及び切手代、葉書代その他通信・
運搬に要する費用を記入してください。

⑤事務消耗品費

事務に必要な用紙、文房具等の消耗品のうち、固定資産の購入に該当しないものの消費額
を記入してください。

⑥印刷製本費

事務用に必要な書類、諸用紙、関係資料などの印刷及び製本に要する費用を記入してくだ
さい。

⑦広報費

施設及び事業所の広告料、パンフレット作成等に要する費用を記入してください。

⑧修繕費

建物、器具及び備品等の修繕又は模様替えの費用を記入してください。ただし、建物、器具
及び備品等を改良し、耐用年数を延長させるような資本的支出は含みません。
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参考資料

④消耗器具備品費

問４
（３）

利用者の健康診断の実施、施設内の消毒等に要する費用を記入してください。

問４
（２）

③保健衛生費

問４
（１）

利用者の処遇に直接使用するおむつ、タオル等の介護用品の費用を記入してください。

問３

②介護用品費

(1)

問２

食材及び食品の費用を記入してください。材料費には、保存食や検食分、職員給食分の材
料費を含むものとします。また、給食を委託している場合で、材料の仕入れを併せて委託し
ている場合には、「２（２）⑬ イ 給食委託費」に記入してください。

問１

①給食材料費

３・記入要領

 派遣社員を雇い入れている場合には、その費用はここに含めず、「２（２）⑬ 委託費 ア 派
遣委託費」に記入してください。

２・調査についての注意事項

Ⅱ１

１・調査の概要

参考資料

１・調査の概要

参考資料

参考資料

⑨保守料

建物附属設備、各種機器等の保守・点検料等を記入してください。

⑩賃借料

 器具備品等のリース料・レンタル料、事業所等の借上等の賃借料を記入してください。

２・調査についての注意事項

【ア：土地】賃借料のうち、土地分の金額をさします。構築物を賃借している場合には、構築
物分についても土地に含めて記入してください。
【イ：建物及び建物付属設備】賃借料のうち、建物及び建物付属設備分の金額を記入してく
ださい。建物付属設備とは、電気照明、冷暖房設備、エレベーター等をいいます。
【ウ：設備器械】賃借料のうち、設備機械の金額を記入してください。
 施設・事業所内でサービスを提供する場合（施設サービスや通所介護等）、一般的に「賃
借料」又は「減価償却費」のいずれかには支出（費用）が計上されます。

３・記入要領

⑪保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険料等の費用を記入してください。
【ア：自動車保険料】保険料のうち乗用車、送迎用自動車等の自動車保険料（自動車損害
賠償責任保険料含む）の費用を記入してください。
施設又は事業所が負担する租税公課を記入してください。

⑬委託費

給食、送迎、寝具、洗濯、廃棄物処理、事務、清掃など令和 2、3 年度中に委託した業務の
対価としての費用を記入してください。

問１

⑫租税公課

【ア：派遣委託費】派遣社員を雇い入れている場合には、その費用を記入してください。

問２

【イ：給食委託費】入所者・通所者・職員用給食を委託した費用を記入してください。材料の
仕入れから全面的に外部委託している場合には、給食材料費を含めて委託費として記入し
てください。
【ウ：送迎委託費】入所者・通所者の送迎を委託した費用を記入してください。

問３

【エ：清掃委託費】清掃を委託した費用を記入してください。

問４
（１）

Ⅱ３

一般管理支出のうち他のいずれにも属さない費用を記入してください。

⑮その他の一般管理支
出（①～⑭に該当しな
いもの）

一般管理支出のうち、①～⑭に該当しない、その他の経費（会議費、渉外費、諸会費など）
を記入してください。

減価償却費

 建物、建物付属設備、車輌船舶設備、特殊浴槽などの固定資産の減価償却費について、
令和 2、3 年度末現在の資産総額に基づいて算定された総額を記入してください。令和 2、
3 年度に税法上の減価償却額未満の額を「減価償却費」として計上した場合は、実際に計
上した金額を記入してください。

問４
（２）

⑭雑費

問４
（３）

 施設・事業所内でサービスを提供する場合（施設サービスや通所介護等）、一般的に「賃
借料」又は「減価償却費」のいずれかには支出（費用）が計上されます。

参考資料

(1)

建物及び建物付属設
備減価償却費

減価償却費のうち、建物及び建物付属設備の減価償却費を記入してください。建物付属設
備とは、電気照明、冷暖房設備、エレベーター等をいいます。

(2)

車両船舶設備減価償
却費

車両船舶設備の減価償却費を記入してください。

(3)

特殊浴槽減価償却費

特殊浴槽の減価償却費を記入してください。なお、特殊浴槽を設置している浴室にかかる減
価償却費は含みません。

(4)

その他の減価償却費

減価償却費のうち、(1)～(3)に該当しない、その他の費用を記入してください。
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参考資料
国庫補助金等の支出対象経費の費用化（主として減価償却費）に伴い、取り崩された国庫
補助金等特別積立金の金額を記入してください。

Ⅱ５

徴収不能額

金銭債権のうち徴収不能として処理した額を記入してください。

Ⅱ６

引当金繰入

引当金に繰入れる額を記入してください。ただし退職給与引当金と賞与引当金はここに含め
ず、「Ⅱ１ 人件費」に含めてください。

(1)

徴収不能引当金繰入

徴収不能引当金に繰入れる額を記入してください。

(2)

修繕引当金繰入

修繕引当金に繰入れる額を記入してください。

(3)

退職給与引当金繰入

退職給与引当金に繰入れる額を記入してください。

(4)

賞与引当金繰入

賞与引当金に繰入れる額を記入してください。

Ⅲ

事業活動外収入

令和 2、3 年度の実績を記入してください。

３・記入要領

国庫補助金等特別積
立金取崩額

２・調査についての注意事項

Ⅱ４

１・調査の概要

参考資料

【うち借入金利息補助金収入】設備投資借入金利息に係る地方公共団体からの補助金収
入を記入してください。
事業活動外支出

令和 2、3 年度の実績を記入してください。

問１

Ⅳ

【うち借入金利息】設備資金借入金、長期運営資金、短期運営資金等の借入金利息を記
入してください。
特別収入

令和 2、3 年度の実績を記入してください。

Ⅵ

特別支出

令和 2、3 年度の実績を記入してください。

【うち法人税等】法人税等に係る額について、令和 2、3 年度実績を記入してください。

問４
（１）

【うち法人本部に帰属する経費：役員報酬等】会計区分外繰入金支出から、表紙に記載の
調査対象サービスが負担する役員報酬と法人本部に帰属する経費を繰り入れている場合
は、当該経費を記入してください。理事会、評議員会の運営に係る経費、法人役員の報酬
等、法人本部の帰属とすることが妥当なものとし、他の事業やサービスに属する経費（例：新
規サービス開設に係る施設整備費等）はこの欄に含めないでください。

問３

【うち会計区分外繰入金支出】会計区分外への繰入金支出を記入してください。

問２

Ⅴ

問４
（２）

問４
（３）
参考資料
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介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設 チェックリスト
介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設
チェックリスト
提出前に、記入漏れ等がないか確認の上、ご提出ください。
設問

チェック項目



中央のラベルに記載された、「調査対象サービス」を確認しましたか。



ラベル下の（１）電話番号から（５）調査対象サービスの活動状況のすべてに記入しましたか。

問１（５）



会計区分の説明図を参照し、「１．単独会計」または「２．一体会計」を選び、○をつけましたか。

問１（６）



調査対象サービスの令和 4 年 4 月（１か月分）の実績について、記入しましたか。



実績がなかった項目については「０」（ゼロ）と記入しましたか。

問１（７）



調査対象サービスと会計を一体的に行っている併設の介護保険サービスについて、事業所番号
と令和 4 年 4 月（１か月分）の各実績を記入しましたか。

問２



入所部分について、「ユニットケア以外」に該当する部分と「ユニットケア」に該当する部分に分け
て記入しましたか。



入所部分と通所部分の両方に床面積を書いた項目については、共用部分を記入しましたか。

表紙

問３（２）

【問１（５）で「１．単独会計」を選んだ場合】



常勤・非常勤の「調査対象サービス分の換算人員」欄と、非常勤の「実人員」欄と給料の欄を記
入しましたか（常勤の「実人員」、非常勤の「換算人員」の欄は記入は不要です）。



配置していない職種については、「０」（ゼロ）と記入しましたか。



給料は「調査対象サービスの換算人員」に対応する金額になっていますか。

【問１（５）で「２．一体会計」を選んだ場合】

問４（１）

問４（３）



常勤・非常勤の「実人員」欄、常勤・非常勤の「調査対象サービスの換算人員」欄、非常勤の「換
算人員」欄、給料の欄のすべてに記入をしましたか。



配置していない職種については、「０」（ゼロ）と記入しましたか。



給料は「実人員」に対応する金額になっていますか。



合計欄に、該当する内訳の合計額を記入しましたか。



「１ 介護老人福祉施設介護料収入（収益）」「２ 居宅介護料収入（収益）」「３ 居宅介護支援
介護料収入（収益）」に、利用者から徴収した１～3 割負担分を計上しましたか。



保険外の利用料についてはすべて「５ 保険外の利用料による収入（収益）」に計上しましたか。



A,B のいずれかひとつの会計基準又は指導指針のページに記入しましたか。



合計欄に、該当する内訳の合計額を記入しましたか。

調査へのご協力ありがとうございました。
電子調査票は、専用ホームページ（https://r4kaigo.net/keiei/）にて７
７月１４日（木）までにご提出ください。
なお、紙調査票は同封している返信用封筒にて７
７月７日（木）までに投函してください。
※１ 締切日が決算期と重なる場合は、決算後速やかに提出くださるよう、ご協力をお願いいたします。
※２ やむを得ない事由により、締切日に間に合わない場合は、調査事務局（0120-157-160）までご相談ください。

