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非営利法人の制度改革
平成19年～24年 公益法人制度改革

・公益社団・公益財団
要件 ①収支相償 ②遊休財産額の制限 ③公益目的事業費率

非営利型
・一般社団･一般財団

営利型

税制優遇なし
公益目的支出計画

平成29年 4月 社会福祉法人制度改革全面施行
組織体制の整備、余裕資金の明確化と使途の制限
情報公開、行政関与の在り方 等

なぜ非営利法人は制度改正を求められるのか？ 2



①地域ニーズへの不十分な対応
これらの活動が一部の社会福祉法人にとどまっている。
利用者や地域住民から十分な評価を得られていない。

社会福祉法人の役割や存在意義が認識されていない

②他の経営主体との公平性(イコールフッティング)
特別養護老人ホーム等についての参入規制
社会福祉法人と株式会社やNPO法人との財政上の優遇措置の

見直し
現状：法人税等が非課税、さらに各種補助金が交付されている。

対応策：地域(社会)貢献活動等への積極的な取り組み

｢社会福祉法人の在り方等に関する検討会(2014)｣から提起された課題
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③ガバナンスの欠如
組織体制において内部牽制が機能していない

創設者等による法人の私物化

④財務状況の不透明さ
財務諸表の開示が義務化されていない

⑤巨額な内部留保の問題
補助金・税制優遇による高い利益率にも拘らず、社会福祉事業
等への積極的な投資や地域へ還元することなく、内部留保とし
て無為に積み上げている。

対応策：ガバナンスの整備・法人運営の透明性の向上

｢社会福祉法人の在り方等に関する検討会(2014)｣から提起された課題
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(1)ガバナンスの強化

・議決機関として評議員会を必置し、理事等の選任･解任や役員報
酬の決定など重要事項を決議することにより、理事･理事長に対
する牽制機能を発揮する。

・理事･監事･理事会･評議員会の権限･責任に係る規定を整備すること
により、その役割を明確化する。

・親族その他特殊関係者の選任の制限及び兼職禁止等による牽制機能
の更なる強化を図る。

・一定規模以上の法人への会計監査人の導入
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平成28年6月20日事務連絡 「経営組織の見直しについて」より

５）評議員会の権限

・ 評議員会は、これまでの諮問機関とは異なり、法人運営の基本ルー

ル・体制を決定するとともに、役員の選任・解任等を通じ、事後的に法
人運営を監督する機関として位置付けられることとなる。

・ 従来の評議員会に対し諮問されていた業務執行に関する事項につい

ての意思決定は理事会で行うこととなり、評議員会の決議事項は法に規
定する事項及び定款で定めた事項に限定される（法第45条の8第2項）。

・ なお、法律において評議員会の決議を必要としている事項について、

理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができること
を内容とする定款の定めは、効力を有しない（同条第3項）。

参考
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平成28年11月11日事務連絡 「定款例」より

（権限）
第一〇条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事＜並びに会計監査人＞の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定め

られた事項

参考

8



(1)ガバナンスの強化…評議員会

評議員会の役割は
極めて限定的

法人の基本的なあ
り方に関して、理
事の運営等を確認
し、承認をする。

評議員会は原則と
して理事が招集し、
理事会の提案した
議題・議案につい
てのみ、審議する
ことができる。

※会計監査人に関しては除外しています。

過半数

法45条36の第1項 定款の変更 〇 法45条の9第7項の3

法46条第1項第1号 法人の解散 〇 法45条の9第7項の4

法52条
法54条の2

吸収合併契約の承認 〇 法45条の9第7項の5

法54条の8 新設合併の承認 〇 法45条の9第7項の5

法43条第1項 役員(理事・監事)の選任 〇

法45条の４第1項 役員(監事に限る)の解任 〇

法45条の４第1項 役員(監事以外)の解任 〇

法45条の35第2項 役員・評議員の報酬等の支給の基準の承認 〇

法45条の18第3項 監事の報酬総額 〇

法45条の30第2･3項
規則第2条の40
定款例第32条2項

事業報告
計算書類・財産目録の承認

〇

定款例31条(措置法適用) 事業計画書・収支予算書の承認 〇

定款例29条 基本財産の処分 〇

定款例37条 残余財産の処分 〇

法55条の2第7項 社会福祉充実計画の承認 〇

法45条の20第4項 役員等の責任の免除(一部免除) 〇 法45条の9第7項の2

法45条の20第4項 役員等の責任の免除(全部免除)

議決に加わることができる評議
員の3分の2

議決数

評議員会決議事項

総評議員の同意による

事　　項内　　容 根　　拠

法人運営に
　かかわる事項

役員の選任解任
　役員等の報酬等

財務に関する事項

その他
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理事の職務と権限･･･理事会に出席し業務執行の意思決定を行う。
(一部の重要事項については評議員会に上程してその承認を得る。)

① 代表権･･････理事長のみ
対外的な行為全般を行う。

② 業務執行権･･理事長・業務執行理事
理事会で決定された業務を実際に執行する。

③ 理事の職務執行状況の監督
理事長･業務執行理事以外の理事は、理事長及び業務執行理事の
職務執行状況の報告を受けて、業務の執行状況を確認し、監督する。

④ 他の理事の不正･不当な職務の遂行を監督する。

(1)ガバナンスの強化…理事と理事会
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会計監査人の設置義務
平成２９年度、平成３０年度は、収益３０億円を超える法人又は負債６０億円

を超える法人 ・ 平成３１年度、平成３２年度は、収益２０億円を超える法人又
負債４０億円を超える法人 ・ 平成３３年度以降は、収益１０億円を超える法人
又は負債２０億円を超える法人 と段階的に対象範囲を拡大。29年以降の会計監査
の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討する。

平成29年10月1日時点 社会福祉法人20,655法人中

特定法人322法人(1.6％) 任意設置法人81法人 合計403法人

会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用
・財務会計に関する内部統制向上に対する支援（別添1）

法人全般の統制(ガバナンス、各種規程、予実績管理 他)
各種事業の統制(購買、固定資産管理、資金管理 他の業務)、決算の統制

・財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援（別添２）
計算書類等の会計基準との整合性の点検及び改善の支援、経理体制の現状把握
事務の効率化 その他

(1)ガバナンスの強化…会計監査人他
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12

社会福祉法人に対する指導監査に関するＱ＆Ａ

問１ 決算業務又は記帳代行業務を行う専門家が、財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を行い支援業

務実施報告書を提出した場合、所轄庁として監査周期の延長等を行うことは可能か。また、顧問契約等により会計

又は税務の相談対応や指導業務を行う専門家の場合は可能か。

（答） 決算業務又は記帳代行業務（以下「決算業務等」）を行う専門家は、法人の会計処理上の判断や意思決定、

計算書類等の作成に直接関わる者（以下「直接関与者」）と考えられる。直接関与者が「会計監査及び専門家によ

る支援について」（平成 29 年４月 27 日付け社援基発0427 第１号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知）の

１の（２）による「専門家による支援」を行うことは、自らが関与した会計処理や計算書類等について、自らが関

与した業務を自ら点検（以下「自己点検」）することとなり、法人との関係において客観的な立場により行ったも

のとならないため、所轄庁の指導監査の代替が可能となる法人の事務処理体制の向上に関する支援を行ったことと

はならず、延長等を行うことは適当でない。

 なお、顧問契約等により会計又は税務の相談対応や指導業務を行う専門家は、専門的な立場から見解を述べること

が主要な業務内容であり、間接的な関与に留まることが想定されるため、原則として自己点検には当たらず延長等

を行うことは差し支えない。 ただし、直接関与者が法人業務の自己点検の一環として当該法人に対して支援を行う

こと自体が否定されるものではない。



①定款 ※赤文字はインターネット等での公表対象

②計算書類等･･各会計年度に係る計算書類・計算書類に係る付属明細書
各会計年度に係る事業報告・事業報告に係る付属明細書
監事報告
定時評議員会の日の2週間前の日から5年間主たる事務所に備置
(従たる事務所には同日から3年間)

③財産目録等･･財産目録
役員等名簿
報酬等の支給の基準を記載した書類
現況報告書等(充実計画を含む)
毎会計年度終了後3か月以内に作成し、主たる事務所に5年間備置

(従たる事務所には同日から3年間) 

(2)事業運営の透明性の向上･･･情報開示等の対象書類
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①評議員会における役員報酬支給総額の承認 (もしくは定款で規定)

②評議員会における役員報酬基準の承認
税制優遇措置を受けているため、理事、監事、評議員等の報酬が不当に
高額であると国民からの信頼を損なう可能性がある。

③報酬等支給基準について定めるべき事項
・勤務形態に応じた報酬等の区分 (常勤or非常勤)
・その額の算出方法 (役職、在職年数他)
・支給の方法 (支給の時期 毎月or出席の都度)

(支給の手段 現金支給or振り込み)
・支給の形態 (通常現金・通貨)

(3)財務規律の強化･･･役員報酬
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④使用人兼務理事の場合
・役員報酬は支給しない方法(職員給与のみ)

・使用人給与と役員報酬に按分して支給する方法
・使用人給与に役員手当を付加する方法
・使用人給与を支給せず、役員報酬のみを支給する方法

⑤非常勤の役員等に対する報酬もしくは費用(費用弁償)
｢報酬等｣･･職務執行の対価(源泉徴収が必要）

｢費 用｣･･職務を執行するために必要な費用(経費)
交通費相当額 (公共交通機関 自家用車／キロ数×ガソリン等単価)
いわゆる日当(一律支給になるため報酬とみなされる可能性がある)

⑥理事、監事及び評議員の区分ごとの報酬総額の公表(現況報告書)
この場合、原則として職員としての給与を含む

(3)財務規律の強化･･･役員報酬
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①社会福祉充実残額の算定

(3)財務規律の強化･･･内部留保の明確化

（計算式）　社会福祉充実残額 　＝　①　－　②　－　③　－　④

①　  活用可能な財産 ＝ 資産－負債－基本金－国庫補助金等特別積立金

②　 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

財産目録により特定した事業対象不動産等に係る貸借対照表価額の合計額

△対応基本金　△国庫補助金等特別積立金　△対応負債

③ 「再取得に必要な財産」

【ア 将来の建替に必要な費用】

建物減価償却累計額×建設単価等上昇率×一般的な自己資金比率

【イ 建替までの間の大規模修繕に必要な費用】

建物減価償却累計額×一般的な大規模修繕費用割合-過去の大規模修繕実績額

（注１）過去の大規模修繕に係る実績額が不明な法人の特例あり

【ウ 設備・車両等の更新に必要な費用】

建物以外の減価償却資産(財産目録で特定したも)の減価償却累計額の合計額

④「必要な運転資金」 ＝ 年間事業活動支出の３ヶ月分
（注２）事業用土地・建物を一切自己所有していない法人の特例あり

第三号の第一様式

当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
流動資産 38,000 ： ： 流動負債 15,500 ： ：

現金預金 30,000 ： ： 事業未払金 2,500 ： ：
有価証券 ： ： その他の未払金 ： ：
事業未収金 3,000 ： ： １年以内返済予定設備資金借入金 7,200 ： ：
未収金 ： ： 職員預り金 200 ： ：
未収補助金 4,000 ： ： 賞与引当金 5,600 ： ：
立替金 ： ： ： ：
前払金 1,000 ： ： 固定負債 30,300 ： ：

固定資産 227,600 ： ： 設備資金借入金 25,000 ： ：
　基本財産 155,000 ： ： 退職給付引当金 5,300 ： ：

土地 35,000 ： ： 負債の部合計 45,800 ： ：

建物 120,000 ： ：

　その他の固定資産 72,600 ： ： 基本金 20,000 ： ：
建物 100 ： ： 国庫補助金等特別積立金 80,000 ： ：
構築物 6,500 ： ： その他の積立金 55,000 ： ：
車輌運搬具 500 ： ： 人件費積立金 10,000 ： ：
器具及び備品 5,200 ： ： 保育所施設設備整備積立金 45,000 ： ：
退職給付引当資産 5,300 ： ： 次期繰越活動増減差額 64,800 ： ：
人件費積立資産 10,000 ： ： (1,200) ： ：
保育所施設設備整備積立資産 45,000 ： ： 219,800 ： ：

265,600 ： ： 265,600 ： ：

貸　　　借　　　対　　　照　　　表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年３月31日現在　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

資　産　の　部 負　債　の　部

勘定科目 勘定科目

純 資 産 の 部

純資産の部合計

資産の部合計 負債及び純資産の部合計

（うち当期活動増減差額）
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①充実残額がある法人は、社会福祉
事業等へ計画的に再投下計画の作成
を義務付け

②充実計画の実態は何だったのか？
園舎の建設と修繕の計画的実施
職員処遇の改善 etc.

③地域公益事業への取り組みは推進さ
れたのか？
ニーズの掘り起こしは単独の法人で
可能なのか？
決してノルマではなかった！

(3)財務規律の強化
･･･充実計画

第１順位：社会福祉事業 ・

・ 社会福祉事業に従事する職員に対する給与等の増額、一時金の支給

・ 社会福祉事業に従事する職員の資質向上のための研修費用の支給

・ サービスの質の向上のための新たな人材の雇入れ

・ 既存社会福祉事業の定員等の拡充に伴う人材の雇入れ、施設・設備整備

・ 新規事業所開設に伴う人材の雇入れ、施設・設備整備

・ 低所得者に対する低廉な住居の供給

・ 低所得利用者に対する利用料の減免 等

第２順位：地域公益事業 

・ 様々なニーズに対応した分野横断的かつ包括的なワンストップ相談支援拠点の設置

・ 現時点では自立している単身高齢者に対する見守り等その孤立死防止のための事業

・ 公的サービスの利用ができない者に対するゴミ出しや買い物等の軽度日常生活支援

・ 高齢者や障害者、子ども、地域住民等の共生の場づくり

・ 緊急一時的に支援が必要な者に対する宿所や食料の提供、資金の貸付け

・ 貧困家庭の子どもに対する奨学金の貸与と、自立に向けた継続的な相談支援

・ 仕事と介護や子育ての両立に向けた支援

・ 地域課題を踏まえた障害者等の職場づくり

・ 中山間地域等における移動困難者に対する移送支援

・ 高齢者や障害者等に対する権利擁護支援

・ 災害時要援護者に対する支援体制の構築 等

第３順位：その他公益事業

・ 公益事業に従事する職員に対する給与等の増額、一時金の支給

・ 公益事業に従事する職員の資質向上のための研修費用の支給

・ サービスの質の向上のための新たな人材の雇入れ

・ 既存公益事業の定員等の拡充に伴う人材の雇入れ、施設・設備整備

・ 新規事業所開設に伴う人材の雇入れ、施設・設備整備 等 17



④民間企業の資金の使途について、どこまで強制力があるのか？

⑤法人は今後の少子高齢化や介護保険や障害福祉サービスの報酬改
定に不安を持っている。

⑥残額の算出(事務処理基準)ありきではなく、法人の経営計画を優
先すべきではないだろうか？

⑦建物の建設スパンは30～40年、これに対して５or10年での計画は
矛盾しているのではないか？

⑧自法人の経営計画を明確にし、所轄庁と話し合うべきでは？

(3)財務規律の強化･･･充実計画

18



平成29年度における｢社会福祉充実計画｣の策定状況等について(1)
(平成29年7月1日現在）

第20回社会福祉保障審議会福祉部会平成29年12月18日 資料より

有効回答 17,417法人
調査対象 20,625法人

Ｎ＝17,417法人

以下



平成29年度における｢社会福祉充実計画｣の策定状況等について(２)
(平成29年7月1日現在）

第20回社会福祉保障審議会福祉部会平成29年12月18日 資料より

社会福祉

事業

地域公益

事業

公益

事業
合計

4,116 123 120 4,359

94% 3% 3%

社会福祉充実計画で実施する事業の種類

事業内容 事業数 割合

新規事業の実施 625 14%

職員給与、一時金の増額 547 13%

研修の実施 394 9%

既存事業の定員、利用者の充実 80 2%

既存事業のサービス内容の充実 283 6%

サービス向上のための新たな人材の雇入れ 324 7%

既存施設の建替、施設整備 1,692 39%

その他(職員の福利厚生) 128 3%

その他(上記以外) 286 7%

4,359 100%

社会福祉充実財産が生じた法人の社会福祉充実計画の内容



①社会福祉法人の本旨に従い他の主体ではできない福祉ニーズへの
対応を求める。

②社会福祉事業又は公益事業を行うに当たり、日常生活上支援を要
する者に対する無料又は低額の料金で福祉サービスを実施すること
を責務として規定

③社会福祉充実計画では不十分！

④実践していくためのツールは？
法人間の連携 義務化の取り組み 公表制度の徹底

(4)地域における公益的な取組 今後の課題

21



実施している社会福祉事業と｢地域における公益的な活動｣に
関する情報発信、広報

やっていることを見せて(発信して)行かなければ、伝わらない

(4)地域における公益的な取組 今後の課題

22



平成29年度からの現況報告書

11-2.　うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

②取組の名称 ③取組の場所(区域)

④取組内容

①取組類型コード分類

指導監査では、現況報告書、事業報告書に記載がない場合は地域における
公益的な取り組みを実施していないとみなされるため、意識的に取組を記入
していくべきである。

例：介護保険の利用者負担減免，配食サービス，生活困窮者セーフティネット事業への参加，
学習困難児のための無料学習塾，認知症カフェ，ｅｔｃ．

(4)地域における公益的な取組 今後の課題

23



24

（制度外サービスの創出）

・ 日常生活上の支援を必要とする高齢者等に対して、サポーターとして登録された地域住民を派遣し、見守りや

　家事援助などのサービスを提供

・ 草取り、院内付添、大掃除など介護保険外のサポートの実施

・ 地域住民の参加を募り、単身高齢者に対する「雪かき応援隊」活動を実施

・ 障害のある利用者の日中活動の一環として、地域住民の日常生活の困りごとのお手伝い活動を実施

（各種相談窓口の設置）

・ 同一区内で事業を展開する26の法人が共同で無料相談窓口を開設

・ 成年後見制度活用推進窓口を設置し、週１日の頻度で相談担当者を配置

（移動支援）

・ 地域と市の中心街を結ぶ送迎バスの運行

（地域住民に対する普及啓発）

・ 地域住民を対象に、認知症の症状の改善等のノウハウを伝達する塾を開講

（地域住民相互の交流支援・ニーズ把握）

・ 地域の空き家を活用し、単身高齢者や認知症高齢者の外出・安らぎの場の提供

・ 商店街に高齢者の居場所となるサロンを開設し、地域の高齢者ニーズを把握

・ 自宅にひきこもりがちな地域住民を清掃等のボランティア活動に参加させるとともに、施設給食を無償で提供

第20回社会福祉保障審議会福祉部会平成29年12月18日 資料より 29年度実施取組事例



社会福祉法人指導監査実施要綱の発出 平成29年4月27日
・一般監査と特別監査
・一般監査の監査周期・・・・3箇年に1回
・一般監査の監査内容の明確化・・・・・・指導監査ガイドライン

(５)行政の関与の在り方

25

法人類型
会計監査、専門家の活用の場合の

指導監査上の取り扱い
活用できる書類

①会計監査人設置義務法人

②－１　会計監査人による監査(定款規定)

②－２　会計監査人監査に準ずる監査

監査周期5年に1回

｢会計管理｣に関する監査事項の省略

｢組織運営｣に関する監査事項の効率的な実施

独立監査人の｢監査報告書｣

｢会計監査実施概要及び監査結果の説明書｣

③財務会計に関する内部統制の向上に対す

る支援（別添１）

監査周期4年に1回

｢会計管理｣に関する監査事項の省略

｢組織運営｣に関する監査事項の効率的な実施

財務会計に関する内部統制の向上に対する支援

（別添１）

④財務会計に関する事務処理体制の向上に

対する支援（別添２）

監査周期4年に１回

｢会計管理｣に関する監査事項の省略

｢組織運営｣に関する監査事項の効率的な実施

財務会計に関する事務処理体制の向上に対する

支援（別添２）



社会福祉法人は他の社会からは
どのようにみられているのか？

≪イコールフッティング問題の今後≫

26

全国1万人生活者意識調査の結果
経営協 9月号 2017 より



｢平成29年税制改正大綱(与党)」より

公益法人等課税については、非収益事業について
民間競合が生じているのではないかとの指摘がある
一方で、関連制度の見直しが行われており、その効
果をよく注視する。

あわせて、収益事業への課税において、軽減税率
とみなし寄付金制度がともに適用されることが過剰
な支援となっていないかといった点について実態を
丁寧に検証しつつ、課税の在り方について引き続き
検討を行う。

イコールフッティング問題

27



公益法人について、原則課税・例外非課税とする方向で課税環境を整備すること。
＜理由＞ 現在、公益法人（別表第２に掲げられた法人。以下同じ）に対する法人
税法の適用は原則非課税であり、収益事業についてのみ例外的に課税するスキーム
となっている。これは、わが国の法人税法が法人擬制説に基づき組み立てられてい
るため、持分の定めのない公益法人に課税する理論的根拠がないからであり、収益
事業に対する課税根拠は収得課税ではなく、民間企業との競争力を考慮しての措置
であり、担税力に応じた課税は一切なされていない。 公益法人の存在は社会に必要
であり、教育、学術、芸術文化等の発展への寄与、また信教の必要性、慈善奉仕に
よる社会貢献等、その活動の重要性及びその存在理由を理解するものである。しか
しながら公益法人も本来の公益活動を遂行する上で様々な恩恵を社会や国等から受
けているのも事実である。また、原則非課税制度を利用した違法行為やずさんな経
理による濫費などの事象が散見される。 公益法人も社会の一構成員であるならば、
非公益事業から得た所得に一定の担税力が認められるなら担税力に応じて法人税を
負担するべきと考える。そのためには公益法人に対する課税根拠を法人実在説とし、
原則課税・例外（本来公益活動による所得）非課税とする方向を視野に入れるべき
と考える。 平成29年度税制改正に関する意見書（東京地方税理士会)

イコールフッティング問題
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公正取引委員会｢介護分野における調査報告」H28.9.5より

≪提供主体等による規制≫
特別養護老人ホームの開設主体となり
うるのは社会福祉法人等のみ。
・株式会社等の倒産等による撤退への懸念
・制度改正による特別養護老人ホームの公的
性格の強化

・株式会社等の参入希望がない

上記を理由に、株式会社等である
ことをもって参入を排除する合理
性。必要性は乏しく、参入意欲の
ある株式会社等も一定程度存在。

イコールフッティング問題

調査結果等

≪提供主体等による規制≫
特別養護老人ホームの開設主体に係る参入
規制

医療法人、株式会社等が社会福祉
法人と対等の立場で参入すること
ができるようにすることが望まし
い。

段階的な緩和も考えられる
例：①社会医療法人等の医療法人

②社会福祉法人と株式会社等の共同出資
会社

③株式会社等

競争政策上の考え方
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公正取引委員会｢介護分野における調査報告」H28.9.5より

≪補助制度≫

自治体独自の補助制度
一部の自治体において、補助対象を
社会福祉法人に限定しているなど、
法人形態を理由にした不利な取扱い
があるものが存在

特別養護老人ホームに対する補助
以前は、特別養護老人ホームの施設
整備に対して高額な補助
現在は自治体によっては、補助率は

下がってきている。

イコールフッティング問題

調査結果等

≪補助制度≫

自治体独自の補助制度
法人形態を問わず公平な
補助制度とすべき

特別養護老人ホームに対する補助
公益的な役割を果たすために
必要な範囲で行われるべきで
あり、それを超える過剰な補

助は望ましくない。

競争政策上の考え方

30



公正取引委員会｢介護分野における調査報告」H28.9.5より

≪税制≫
社会福祉法人は、原則として、法人税
住民税及び事業税が非課税
株式会社等から税制上のイコール

フッティングが強く求められている。

イコールフッティング問題

調査結果等

≪税制≫
税制上の優遇措置等
制度の基本的枠組みは維持する
としても、優遇の差を狭める方
向で見直しを検討することが望
ましい。

競争政策上の考え方

≪社福軽減事業≫
社会福祉法人による生計困難者に対する利用者負
担軽減制度事業

実施を社会福祉法人等に限定する

理由は見当たらない。

≪社福軽減事業≫
実施対象

自治体は、法人形態を問わず利
用できるようにすることが望ま
しい。
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・原則非課税、法人税法上の収益事業に該当するもののみ課税
・課税の場合：軽減税率を適用
・例外：社会福祉法人が行う医療保険業は非課税

(介護保険事業、障害者自立支援事業)
・みなし寄付金制度

収益事業を営む場合でも、収益事業部門から非収益事業部門へ金銭等を
支出(繰入)た場合、収益事業部門の損金として扱うことができる。

損金算入限度額

社会福祉法人と法人税

寄付金支出前の所得金額×50％

年200万円
いずれか大き い金額

定款に記載された事業 社会福祉事業 収益事業

法人税法上の事業

公益事業

非課税となる事業 課税となる収益事業
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・法人事業税、住民税･･･収益事業を営む場合のみ課税
法人税割額・均等割額(県：21,000円 市町村：50,000円）
ただし収益事業の所得金額の90％以上の金額を、社会福祉事業
に充てた場合には住民税は課税されない。(赤字の場合を含む)

・不動産取得税、固定資産税
社会福祉事業の用に供する固定資産についてはほとんどが非課税

・自動車税、軽自動車税、自動車取得税
一定の社会福祉事業の用に供する場合は非課税

社会福祉法人と地方税

33



社会福祉法の改正は、社会福祉法人にとっては大変なことだっ
たと思いますが、社会的にはさほど認識されていません。
役割を終えた組織は消滅していかざるを得ません。社会福祉法
人にとって、社会福祉法人がいかに地域にとって必要な存在で
あるかをアピールしていくことは、今後の至上命題と考えます。

ご清聴ありがとうございました。

34


