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「高齢者介護施設における感染対策マニュアル（平成25年3月）」について HPリンク
平成１７年３月の「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」をもとに、近
年の感染症の動向や新しい知見を踏まえ改訂したものが示されました。
厚生労働省ホームページにリンクします。

○

「地域ケア会議」に関するＱ＆Ａについて ファイル 「地域ケア会議」に関する具体的な解釈がとりまとめられました ○

構造改革特区における「特養等の２階建て準耐火建築物設置事業」の全国
展開について

ファイル
構造改革特区における「特養等の２階建て準耐火建築物設置事業」が改正さ
れました

○

構造改革特区における「特養等の２階建て準耐火建築物設置事業」の全国
展開に伴うマニュアルについて

ファイル
構造改革特区における「特養等の２階建て準耐火建築物設置事業」の全国展
開に関して、標準事務処理マニュアルがとりまとめられました。

○

社会福祉施設等における防火安全体制の徹底について ファイル
長崎市内のグループホームの火災を受けて、社会福祉施設等における防火
安全体制の徹底について通知が示されました

○

居宅サービス等の対価及び訪問介護等の対価に係る医療費控除の取扱に
ついて

ファイル
介護保険制度の居宅サービス・訪問介護等の対価に係る医療費控除の取扱
にかかる通知です。

○

社会福祉施設等におけるノロウィルスの予防啓発について／今冬のインフ
ルエンザ総合対策の推進について

HPリンク 兵庫県ホームページにリンクします。 ○

障害者自立支援法の改正に係る法人の定款変更の取扱いについて ファイル 障害者自立支援法の改正に係る法人の定款変更の通知です。 ○

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

ファイル
社会福祉施設（措置施設）の運営費の弾力運用等について示されています。
（厚労省課長通知）

○

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

ファイル
社会福祉施設（措置施設）の運営費の弾力運用等について示されています。
（厚労省局長通知）

○

社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて ファイル 契約事務の取扱いについて示されています。 ○

社会福祉法人の認可について ファイル 現行の「審査基準」「定款準則」の全文が見られます。 ○

社会福祉法人会計基準に伴う関係通知集 HPリンク
社会福祉法に規定する財産目録、貸借対照表及び収支計算書の作成に当
たっての基準として、新たに定められた「社会福祉法人会計基準」を掲載して
います。

○

社会福祉法人指導監査要綱の制定について ファイル 社会福祉法人指導監査要綱です。 ○

「指定小規模多機能型居宅介護の基準に関するQ＆A」の送付について ファイル
小規模多機能型居宅介護と小規模介護老人保健施設の併設についてのＱ＆
Ａ

○

「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する
基準について」の一部改正について

ファイル 基準の一部改正に関する内容 ○
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http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/tp0628-1/
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken186.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken183.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken183.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken184.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken184.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken185.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken182.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken182.pdf
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf04/fukushi-tuuti.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf04/fukushi-tuuti.html
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken180.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken178.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken178.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken177.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken177.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken179.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken133.pdf
http://www.keieikyo.gr.jp/kaikei.html
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken166.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken160.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken159.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken159.pdf
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「社会福祉法人の認可について」の一部改正について ファイル
新会計基準及び障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設立に
おける資産要件等の改正に伴う改正です。（厚労省課長通知）

○

「社会福祉法人の認可について」の一部改正について ファイル
新会計基準及び障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設立に
おける資産要件等の改正に伴う改正です。（厚労省局長通知）

○

「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」の一部改正について ファイル 法人がISOの認証を取得している場合における指導監査の実施について ○

「保育所における感染症対策ガイドライン」について ファイル 保育所における感染症対策ガイドラインについて ○

「保育所運営費の経理等について」の運用等について ファイル
保育所運営費の弾力運用等（２９９号通知）に対するＱ＆Ａが示されていま
す。

○

「保育所運営費の経理等について」の取扱いについて ファイル
保育所運営費の弾力運用等（２９９号通知）の取扱いについて示されていま
す。

○

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

ファイル
介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会基準の取扱いについ
て見られます。新会計基準の施行に伴う通知です。

○

厚労省老健局３課長の各種運営基準の改正等について ファイル
養護老人ホーム・指定居宅サービスの運営規準の改正と事務負担の見直し
に係る事業実施上の留意事項等について

○

指定介護老人福祉施設に係る会計処理等の取扱いについて ファイル 指定介護老人福祉施設等の会計処理等取扱指導指針です。 ○

指定居宅ｻｰﾋﾞｽに要する費用の算定基準及び指定居宅介護支援に要する
費用の算定基準制定に伴う留意事項

ファイル
平成21年度介護報酬改定に伴う各種サービスに要する費用の算定に関する
基準の制定に伴う実施上の留意事項です

○

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 ファイル
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が一部改正さ
れました。（19年4月1日施行）

○

障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制整備にかかる届出等に
ついて

HPリンク
障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制にかかる届出に関する
ページです

○

新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの発生に伴う介護予防通所事業所等の休業中の介護予防
ｻｰﾋﾞｽ費の算定Q&A

ファイル
新型インフルエンザの発生に伴う介護予防通所介護事業所等の休業期間中
の介護予防サービス費の算定等に関するQ&Aについて

○

新型インフルエンザ対策について（障害者） HPリンク 障害福祉サービス事業者等に対する新型インフルエンザ対策について ○

地域密着型ｻｰﾋﾞｽの事業の人員、設備及び運営に関する基準に規定する
自己評価・外部評価の実施等一部改正

ファイル
小規模多機能居宅介護及び認知症対応型共同生活介護に係る介護サービ
スの自己評価・外部評価の実施に関する改正です。（県課長通知）

○

特別養護老人ホームの繰越金等の取扱いについて ファイル 特別養護老人ホーム運営費の弾力運用等について示されています。 ○

http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken176.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken175.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken081.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken150.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken172.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken171.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken168.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken168.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken088.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken169.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken112.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken112.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken043.pdf
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/gyoum.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/gyoum.html
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken137.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken137.pdf
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw19/hw19_000000199.html
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken120.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken120.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken167.pdf
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特養設備・運営に関する基準、指定介護老人福祉施設の人員、設備・運営
に関する基準等の一部改正について

ファイル 基準の一部改正に関する内容 ○

保育所運営費の経理等について ファイル 保育所運営費の弾力運用等（２９９号通知）について示されています。 ○

ケアプラン点検支援マニュアルについて ファイル ケアプランを点検する場合のマニュアルが示されています。 ○

介護サービス関係Q&A集の送付について ファイル 介護保険の運用に関するQ＆Aについて、体系的な整理がされた通知です。 ○

同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱い
について

ファイル
厚労省の同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の
取扱いに関する通知です。

○

軽費老人ホームの運営基準と利用料の取扱基準について ファイル 軽費老人ホームの運営基準及利用料等の取扱基準です。 ○

社会福祉法人の公益事業の範囲について ファイル 社会福祉法人が行う公益事業の範囲を示しています。（19年4月1日施行） ○

社会福祉法人の審査要領について ファイル
社会福祉法人の審査要領が一部改正されました。（19年4月1日施行）改正後
の「審査要領」の全文が見られます。

○

社会福祉法人の定款変更について ファイル
平成１８年１０月１２日、兵庫県社会援護課より、通知が出されました。介護予
防サービス事業、地域密着型サービス、地域包括支援センター等に関する定
款変更について、兵庫県が定めた内容が記載されています。

○

社会福祉法人の定款変更について（障害者） ファイル
障害者自立支援法の施行に伴う施設関係の事業に係る定款変更に関する文
書です。（県課長通知）

○

障害者ケアホーム等における防火安全体制の徹底 ファイル
障害者ケアホーム等における防火安全体制の徹底についての依頼文書で
す。

○

養護老人ホームの運営基準について ファイル 養護老人ホームの整備及び運営に関する基準の一部改正です。 ○

「モデル重要事項説明書」の更新について ファイル
平成21年4月の介護報酬改定に伴う全社協作成の「モデル重要事項説明書」
の更新です。 １.訪問介護、 ２.介護予防訪問介護、 ３.通所介護、 ４.介護予防
通所介護、 ５.居宅介護支援、６.介護予防支援

○

「福祉施設における新型インフルエンザ対策の手引き」（全社協） HPリンク
新型インフルエンザが感染拡大することで福祉施設の運営に生じる影響を想
定し、各福祉施設が実践するべき行動の指針を示したガイドラインです。

○

介護保険事業者の業務管理体制の整備に係る届出について HPリンク
介護サービス事業者の不正事案の再発防止を図る業務管理体制の整備につ
いての通知です。

○

社会福祉事業従事者の確保措置に関する基本的指針について ファイル 福祉人材の養成確保を推進するための取組み方針（県課長通知） ○

http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken161.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken161.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken170.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken086.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken157.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken153.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken153.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken084.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken045.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken041.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken001.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken048.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken083.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken079.pdf
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken131.pdf
http://www.shakyo.or.jp/news/091224.pdf
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw18/hw18_000000077.html
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken103.pdf
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福祉サービスに関する苦情解決の仕組みについて HPリンク
社会福祉施設においては、利用者と事業者の間における苦情解決の体制整
備が求められている。

○

平成22年度社会福祉法人監事研修会資料 HPリンク
平成22年度社会福祉法人監事研修会資料（社会福祉法人の監事の手引き）
が掲示されています。

○

社会福祉法に関する権限移譲について HPリンク
社会福祉法人の認可や指導監査等の権限が県から一般市に移譲されまし
た。

○

社会福祉法人会計基準の制定について ファイル 障害者総合支援法の施行による会計基準及び運用指針の改正です。 ○

http://www.hyogo-wel.or.jp/uneitekiseika/index.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw17/hw17_000000046.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf04/kengenizyo.html
http://www.hyogo-wel.or.jp/dl/ken187.pdf

