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医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援

臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金

の運営について

標記については、「平成26年度医療介護提供体制改革推進交付金及び地域医

療対策支援臨時特例交付金の交付について」 (平成26年 9月 12日厚生労働省

発医政0912第 2号)をもって通知されたところであるが、今般、別紙のとお

り「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」を定め、平成26年 9月 12日か

ら適用することとしたので通知する。

なお、貴管内関係者に対しては、貴職から周知されるよう御配慮願いたい。



別紙

地域医療介護総合確保基金管理運営要領

第 1 通則

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律

第 64号。以下「法」という。)第 6条に基づき、医療介護提供体制改革推進交

付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金に

より都道府県に設置された地域医療介護総合確保基金 (以下「基金」という。)

の管理、運用、取崩し等に係る事業 (以下「基金管理事業」という。)及び基金

を活用して行われる事業 (以下「基金事業」という。)については、この要領の

定めるところによるものとする。

なお、この要領は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和

30年法律第 179号 )第 7条に規定する補助金等の交付の条件である。

第2 基金管理事業の実施

(1)基金の造成

基金は、「平成26年度医療介護提供体制改革推進交付金及び地域医療対策

支援臨時特例交付金交付要綱」 (平成 26年 9月 12日厚生労働省発医政09
12第 2号厚生労働事務次官通知。以下「交付要綱」という。)等に基づき、

都道府県が国から消費税増収分を財源とする医療介護提供体制改革推進交付

金及び消費税増収分以外の税収等による地域医療対策支援臨時特例交付金及

び地域介護対策支援臨時特例交付金の交付を受けて造成するものとする。

(2)基金の造成方法

① 都道府県は、基金について次の事項を条例等において規定するものとする。

ア 基金の造成目的

イ 基金の額

ウ 基金の管理

工 運用益の処理

オ 基金の処分

② 都道府県は、別表に規定する事項について、基金を造成した日の翌日から

起算して45日 以内に自らのホームページにおいて公表しなければならない。

(3)基金の取崩し

① 都道府県は、法第4条第 1項の規定により作成した計画 (以下「都道府県

計画Jと いう。)の範囲内で、必要に応じ、基金事業に必要な経費を基金か



ら取り崩し、基金事業の財源に充てるものとする。

② 都道府県は、各年度の都道府県計画を実施するに当たり、当該年度毎に決

定された交付額 (都道府県の負担を含む。)及び運用益の範囲内で各基金事

業に充当するものとする。

なお、当該年度の交付額の一部を翌年度以降に執行することを妨げる趣旨

ではなく、その場合は、当該都道府県計画を必要に応じて変更することによ

り執行は可能である。また、当該執行の取扱いについては、別途定める。

(4)基金の運用

基金の運用については、次の方法によるものとする。

① 国債、地方債その他確実かつ有利な有価証券の取得

② 金融機関への預金

③ 信託業務を営む銀行又は信託銀行への金銭信託 (ただし、元本保証のある

ものに限る。)

基金の運用によって生じた運用益は、当該基金に繰り入れるものとする。

(5)基金の処分の制限

基金 ((4)により繰り入れた運用益を含む。)は、基金管理事業を実施す

る場合を除き、取り崩してはならない。

第 3基金事業の実施

(1)基金事業の対象

基金事業は、都道府県計画に定めるもののうち、次に掲げる事業を対象とす

る。

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事

業

② 居宅等における医療の提供に関する事業

③ 介護施設等の整備に関する事業 (別記1-1、 1-2)
④ 医療従事者の確保に関する事業

⑤ 介護従事者の確保に関する事業 (別記2)

(2)基金事業の実施主体

基金事業の実施主体は、事業者((1)の①～⑤の事業を実施する者をいう。)

又は都道府県とする。

また、都道府県は、外部の団体等へ基金事業の一部を委託することができる

ものとする。
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第4 基金事業を実施する場合の条件

(1)都道府県が基金事業を実施する場合

都道府県がこの基金を財源の全部又は一部として基金事業を実施する場合

には、都道府県に対し次の条件が付されるものとする。

① 基金事業の対象事業 (第 3の (1)に規定する事業。以下同じ。)の内容

を変更 (軽微な変更を除くc)する場合には、厚生労働大臣の承認を受けな

ければならない。ただし、基金事業の対象事業間の経費の配分の変更はして

はならないものとする。

② 基金事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに基

金事業により取得し、又は効用の増加した価格が 50万円以上の機械、器具

及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (昭和

40年大蔵省令第 15号)で定める耐用年数を経過するまでの間、厚生労働大

臣の承認を受けないで、当該基金事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

③ 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場

合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

④ 基金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、基金事業の

完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率

的な運用を図らなければならない。

⑤ 基金事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成すると

ともに、基金事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書

及び証拠書類を基金事業完了の日 (基金事業の中止又は廃上の承認を受けた

場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておか

なければならない。

⑥ 基金事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契

約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第二者に請け負わせるこ

とを承諾してはならない。

② 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合に、当該仕入控除税額の

全部又は一部を基金に納付させることがある。

③ 充当すべき基金の額が確定した場合において、既にその額を超える額を都

道府県が基金から取り崩しているときは、その超える部分について、基金に

納付しなければならない。

(2)都道府県の助成により事業者が基金事業を実施する場合

都道府県が、事業者が実施する基金事業に対して、この基金を財源の全部又

は一部として助成する場合には、事業者に対し次の条件が付されるものとす
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る (ただし、 (3)に定める場合は除く。)

① 事業者が基金事業を実施するために必要な調達を行う場合には、都道府県

の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によ

るものとする。

② 基金事業の内容を変更 (軽微な変更を除く。)する場合には、都道府県知

事の承認を受けなければならない。ただし、基金事業の対象事業間の経費の

配分の変更は承認しないものとする。

③ 基金事業を中止し、又は廃止する場合は、都道府県知事の承認を受けなけ

ればならない。

④ 基金事業に係る関係書類の保存については、次のとおりとする。

ア 事業者が地方公共団体の場合

基金事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成する

とともに、基金事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ

調書及び証拠書類を事業が完了する日 (基金事業の中止又は廃上の承認を

受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後 5年間保管

しておかなければならない。

イ 事業者が地方公共団体以外の場合

基金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び

支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了

する日 (基金事業の中止又は廃上の承認を受けた場合には、その承認を受

けた日)の属する年度の終了後 5年間保管しておかなければならない。

⑤ 基金事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに基

金事業により取得し、又は効用の増加した価格が 50万円以上 (事業者が地

方公共団体以外の者の場合は 30万円以上)の機械、器具及びその他財産に

ついては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数を経過

するまで、都道府県知事の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはな

らない。

⑥ 都道府県知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場

合には、その収入の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。

⑦ 基金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、基金事業の

完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率

的な運用を図らなければならない。

③ 基金事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契

約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第二者に請け負わせるこ

とを承諾してはならない。
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③ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合 (仕入控除税額が0円

の場合を含む。)に速やかに、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々

年度 6月 30日 までに報告しなければならない。また、この助成金に係る仕

入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を都道府県に

納付しなければならない。

⑩ 交付すべき助成金の額が確定した場合において、既にその額を超える助成

金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について都道府

県に納付しなければならない。

① 基金事業を行う者が①から⑩までにより付した条件に違反した場合には、

この助成金の全部又は一部を都道府県に納付させることがある。

(3)市町村の助成により事業者が基金事業を実施する場合

都道府県が、市町村の助成により事業者が実施する基金事業に対して、この

基金を財源の全部又は一部として助成する場合には、市町村に対し次の条件が

付されるものとする。

① 基金事業の内容を変更 (軽微な変更を除く。)する場合には、都道府県知

事の承認を受けなければならない。ただし、基金事業の対象事業間の経費の

配分の変更は承認しないものとする。

② 基金事業を中止し、又は廃止する場合は、都道府県知事の承認を受けなけ

ればならない。

③ 基金事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成すると

_と もに、基金事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書

及び証拠書類を事業が完了する日 (基金事業の中止又は廃上の承認を受けた

場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後 5年間保管しておか

なければならない。

④ 市町村が、事業者が実施する基金事業に対して、都道府県からの助成金を

財源の全部又は一部として助成する場合には、事業者に対し次の条件が付さ

れるものとする。

ア 事業者が基金事業を実施するために必要な調達を行う場合には、市町村

の助成を受けて行う事業であることに留意し、原則として―般競争入札に

よるものとする。

イ 基金事業の内容を変更 (軽微な変更を除く。)する場合には、市町村長

の承認を受けなければならない。ただし、基金事業の対象事業間の経費の

配分の変更は承認しないものとする。

ウ 基金事業を中止し、又は廃止する場合は、市町村長の承認を受けなけれ

ばならない。
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工 基金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び

支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了

する日 (基金事業の中止又は廃上の承認を受けた場合には、その承認を受

けた日)の属する年度の終了後 5年間保管しておかなければならない。

オ 基金事業により取得し、又は効用の増加 した不動産及びその従物並びに

基金事業により取得 し、又は効用の増加した価格が 30万円以上の機械、

器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

で定める耐用年数を経過するまで、市町村長の承認を受けないで、当該事

業の目的に反して使用し、譲渡し、交換 し、貸し付け、担保に供し、取り

壊し、又は廃棄 してはならない。

力 市町村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場合

には、その収入の全部又は一部を市町村に納付させることがある。

キ 基金事業により取得し、又は効用の増加 した財産については、基金事業

の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その

効率的な運用を図らなければならない。

ク 基金事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる

契約においても、契約の相手方が当該工事を―括 して第二者に請け負わせ

ることを承諾してはならない。

ケ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合 (仕入控除税額が

0円の場合を含む。)に速やかに、遅 くとも基金事業完了日の属する年度

の翌々年度 6月 30日 までに市町村長に報告しなければならない。また、

この助成金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入

控除税額を市町村に納付 しなければならない。

コ 交付すべき助成金の額が確定した場合において、既にその額を超える助

成金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について市

町村に納付 しなければならない。

サ 基金事業を行う者がアからコまでにより付 した条件に違反した場合に

は、この助成金の全部又は一部を市町村に納付させることがある。

③ ④により付した条件に基づき、市町村長が承認又は指示する場合には、あ

らかじめ都道府県知事の承認又は指示を受けなければならない。

③ ④の力により事業者から財産の処分による収入の全部又は一部の納付が

あつた場合には、その納付額の全部又は一部を都道府県に納付させることが

ある。

② ④のケにより事業者から助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額の納付があつた場合には、その納付額の全部又は一部を都道府県に
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納付させることがある。

③ ④のコにより事業者から納付させた場合には、その納付額の全部又は一部

を都道府県に納付させることがある。

③ ④のサにより事業者から納付させた場合には、その納付額の全部又は一部

を都道府県に納付させることがある。

(4)(2)の⑥及び (3)の⑥により事業者又は市町村から財産の処分による収

入の全部又は一部の納付があつた場合には、その納付額の全部又は一部を国庫

に納付させることがある。

(5)(2)の③及び (3)の⑦により事業者又は市町村から納付させた場合には、

その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

(6)(2)の①及び (3)の③により事業者又は市町村から納付させた場合には、

その納付額の全部又は一部を目庫に納付させることがある。

(7)(2)の①及び (3)の③により事業者又は市町村から納付させた場合には、

その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。

第 5 都道府県計画の変更

(1)都道府県は、必要に応 じて都道府県計画を変更することができるものとする。

(2)都道府県は、都道府県計画を変更 (軽微な変更を除く。)する場合には、あ

らかじめ、市町村長、医療又は分護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、

介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体 (医

師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協禽、病院団体等)、 学識経験を有する者その他

の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じるよう努めるものとす

る。

(3)都道府県は、都道府県計画の変更 (軽微な変更を除 く。)をする場合には、

当該変更につき、あらかじめ、厚生労働大臣に報告 し、協議 した後に、当該変

更 した計画を、厚生労働大臣に提出するものとする。

(4)都道府県は、都道府県計画について軽微な変更をした場合には、厚生労働大

臣に報告するものとする。

第 6基金管理事業及び基金事業の中止 B終了

(1)都道府県は、基金管理事業を中止 し、又は終了する場合には、厚生労働大臣

の承認を受けなければならない。

(2)厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、基金管理事業及び基金事業について

終了又は変更を命ずることができるものとする。

，
′



① 都道府県が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 (昭和 30年政令第 255号 )、

交付要綱若しくはこの要領又はこれらに基づく厚生労働大臣の処分若しく

は指示に違反した場合

② 都道府県が、基金を基金事業以外の用途に使用した場合

⑥ 都道府県が、基金の運営に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場

合

④ その他基金の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合

(3)厚生労働大臣は、 (2)の終了又は変更を命じた場合において、期限を付し
て、基金から支出した金額に相当する金額について、基金に充当することを命
ずることができるものとする。

(4)基金の解散は、次に掲げる精算手続が全て完了した上で行うものとする。

① 第 2の (3)の②に規定する各年度の都道府県計画における第3の (1)

の①、②及び④の全ての事業が完了した場合又は第 3の (1)の③及び⑤の

全ての事業が完了した場合、都道府県知事は、完了した年度の実績が確定し

た後、速やかに厚生労働大臣あて別葉 1又は別葉 2に より報告を行うことと

する。ただし、この厚生労働大臣への報告については、第 7の (2)の規定

による基金事業の実績及び保管額等の報告と同時となる場合はこの限りで

ない。

②  事業が完了したときに保有する基金の残余額 (運用益を含む。)がある

場合は、国からの交付金の交付年度及び交付金毎に、これに3分の2を乗

じて得た額 (1円未満の端数は切り捨てる。)を厚生労働大臣に報告し、

その指示を受けて厚生労働大臣が指定する期日までに国庫に納付しなけれ

ばならない。

③  厚生労働大臣の指示に従い、残余額の国庫納付を行うことで、精算手続

きを完了したものとする。また、残余額が無い場合においては、別葉 1又

は別葉2による報告を行うことで精算手続きを完了したものとする。

(5)精算手続き完了後において、事業者からの納付等が生じた場合は、別葉 3に

より、国からの交付金の交付年度及び交付金毎に、これに3分の2を乗じて得

た額 (1円未満の端数は切り捨てる。)を厚生労働大臣に報告し、その指示を

受け、厚生労働大臣が指定する期日までに回庫に納付しなければならない。

(6)基金を解散 (終了)する前に残余額の一部について基金事業の実施の見込み

がないなどの事実が生じた場合は、厚生労働大臣に報告し、その指示を受け、

厚生労働大臣が指定する期日までに国庫に納付しなければならない。ただし、

この厚生労働大臣への報告については、第 7の (2)の規定による基金事業の

実績及び保管額等の報告と同時となる場合はこの限りでない。

(7)基金の保管額が基金事業等の実施状況その他の事情に照らして過大であると

8



厚生労働大臣が認め、助成金の全部又は一部に相当する額の納付を命じた場合

には、厚生労働大臣が指定する期日までに国庫に納付しなければならない。

(8)(3)か ら (7)の期限内に基金への充当又は国庫納付がなされない場合に

は、厚生労働大臣は、未納に係る額に対して、その未納に係る期間に応 じて年

利5.0%の割合で計算した延滞金の基金への充当又は国庫納付を併せて命ずる

ものとする。

第7基金事業の実績報告等

(可 )事業者から都道府県知事への報告

第 4の (2)に より事業者が事業を実施 した場合については、事業者は、毎

年度、基金事業の実績報告を都道府県知事が定める様式により、都道府県知事

に提出しなければならない。

また、第 4の (3)により事業者が事業を実施 した場合については、事業者

は、毎年度、基金事業の実績報告を都道府県知事が定める様式により、市町村

を経由して都道府県知事に提出しなければならない。

(2)都道府県知事から厚生労働大臣への報告

都道府県知事は、毎年度、基金事業に係る決算終了後速やかに、当該基金事

業に係る目標の達成状況を評価 し～実績報告を作成するとともに、基金に係る

保管額等とあわせて別紙様式 1及び別紙様式 2により厚生労働大臣に提出し

なければならない。

(3)基金の経理

基金事業の実績報告 (事業者からの納付金を含む。)をする際には、国から

の交付金の交付年度毎に経理を区分しなければならない。

その際、交付金が医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時

特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金それぞれから交付された場

合には、年度の他に交付金毎に経理を区分 しなければならない。

第8その他

(1)都道府県は、基金事業に係る助成金の交付申請及び交付決定の事務に係る手

続等の助成要綱を定め、実施するものとする。

(2)都道府県は、管内市町村、関係団体等に基金事業の趣旨について十分な説明

を行うとともに、事業者との連携を十分に行い、事務処理に遺漏のないよう取

り扱われたい。

9



(別表)都道府県力`′ム政 すべき事項

基金事業の採択に当たつ

ての申請方法、申請期限

鶉 鞠

基金事業の目標

基金事業を終了する時期

基金事業鞭

国費相当額

基金の額

弾

基金の名称

基金戦 をノム蕩 により行う場合は、採択に当たっての申請方法、

申評報酬欧 籍整透勲鼠 紳 常llを識

同内容を記載した公募要領等をインターネットで公表している

舜 は当該URLの諏 式えることも吼

当該基金事業の実施の成果として数値で定量的に示される指標

を記載と定量白匂な指標を示すことができなく端 は、その理由

を記載したよ 、定性的な指標猶講魂

「地域医療介護総合確保基金は、地域における医療及び介護の

総合的な確保のための事業を実施するため、この基金を造成し

ていることから、終了する時期を設定していなし、」のように記

魂

当該基金事業の概要を3行から5行程度0講魂

今回の基金造成額及び基金設置または績み増し完了時点におけ

る基金残高のうち、国費分の金額宕講魏

※基金残高に国費以外の金額 (都道府県等の負担分や運用収

入り が含まれる場合、按分するなどの方法を用いて算出
した国費見合いの額を講魂

今回の基金遣成頴及び基金設置または績み増し完了時点におけ

る基金残高を誡

基金を白成した都適府縣 を識

基金の名称を講魂 「―魏 という名称を用いていない場合で

も、基金事業に該当する限り「OO積立釣、「××勘定」、「△

△資釣 として記載すること。
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別記 1-1

介留閉鯛賠誡D整備に日飼する事業

目的

病床の機能分化及び連携に伴つて増加する退院患者に対応しつつ、また、今後急増す

る高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域におい

て継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス (介護保険法第

8条第 14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サー

ビス提供体制の整備を促進することを目的とする。

2 対象事業

(1)地域密着型サービス等整備助成事業

次に掲げる施設等 (サテライ ト型居住施設・事業所を含む。)を整備する事業を対象

とする。

また、土地所有者 (オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する

事業も対象とする。この場合、施設等運営法人が事業実施に当たつて適当な法人であるこ

との確認を行つた上で、選定されていることを前提とし、経営が安定的 D継続的に行われ

るよう、当該法人が以下に掲げる要件を満たしていることを条件とする。

口 賞与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間

の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。

B 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借

料を支払い得る財源が確保されていること。

日 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が

当該賃借料を長期間にわたつて安定的に支払可能であると認められること。

さらに、次に掲げる施設等を合築 日併設して整備を行う場合に補助単価の加算を行

うとともに、空き家を活用した地域密着型サービス施設 “事業所等を整備する事業を

対象とする。

なお、障害者や子ども等と交流することにより高齢者が地域において自立した日常

生活を営むことができるよう支援するものである場合については、障害者や子ども等

が併せて利用する場合であつても対象とする。

ア 地域密着型 (定員29人以下)の特別養護老人ホーム及び併設されるショー トス

テイ用居室 (ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるもの

とする。)

イ 小規模 (定員29人以下)の介護老人保健施設 (ユニツト型を基本としつつ、地域



における特別の事情も踏まえるものとする。)

ウ 小規模 (定員29人以下)な介護医療院

工 小規模 (定員29人以下)な養護老人ホーム (地域で居住できる支援機能を持つ養

護老人ホーム)

オ 小規模 (定員29人以下)の特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス

(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

力 低所得高齢者の居住対策として「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 (平

成20年厚生労働省令第 107号)」 第34条の規定に定める都市型軽費老人ホー

ム (都市型軽費老人ホームの居室面積については、10.65平 方メー トル (収納設

備を除く)以上とすることが望ましい。)

キ 認知症高齢者グループホーム

ク 小規模多機能型居宅介護事業所

ケ 定期巡回 B随時対応型訪問介護看護事業所

コ 看護小規模多機能型居宅介護事業所

サ 認知症対応型デイサービスセンター

シ 介護予防拠点 (介護保険法 (平成 9年 12月 17日 法律第 123号)第 115条の

45第 1項に規定する介護予防 。日常生活支援総合事業等の実施のために、介護予

防 口生活支援サービス事業の通所型サービス BHCや、多様な通いの場を整備する場

合を含む。)

ス 地域包括支援センター

セ 生活支援ハウス (離島振興法 (昭和28年法律第72号 )、 奄美群島振興開発特別

措置法 (昭和29年法律第 189号)、 山村振興法 (昭和40年法律第64号 )、 水

源地域対策特別措置法 (昭和48年法律第 118号 )、 半島振興法 (昭和60年法律

第63号)、 過疎地域自立促進特別措置法 (平成 12年法律第 15号)、 沖縄振興特

別措置法 (平成 14年法律第 14号 )又は豪雪地帯対策特別措置法 (昭和37年法律

第73号)に基づくものに限る。以下同じ。)

ソ 虐待のほか、要介護者の急な疾病等に対応するための緊急ショー トステイ

タ 介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設 (主 として当該

施設又は事業者の職員を対象としたものでなければならない。ただし、施設職員等

の利用に支障のない範囲において、外部の利用も認めて差し支えない。また、設置

場所については、利用の使 (近接地、通勤経路)への配慮や障害者や子ども等と交

流等の面から検討することが重要であり、個々の施設により事情が様々であること

から、敷地内の設置に限定されない。)

なお、整備区分については、創設や増築 (床)のほか、改築、増改築等も可能であ

ること。



(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

介護施設等の開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等

を支援するため、

L 施設等の開設時 (改築による再開設時を含む。)や既存施設の増床

日 また、介護療養型医療施設等から介護医療院や介護老人保健施設等への転換 (改

修等を伴わずに転換する場合を含む。)

目 さらに、訪問看護ステーシヨンの大規模化 (緊急時訪問看護の体制整備やサービ

ス提供範囲の拡大を目的に、訪問看護事業所の看護職員や事務職員を増やすこと等)

やサテライ ト型事業所の設置

の際に必要な初度経費 (設備整備、職員訓練期間中の雇上げ (最大6ヶ月間)、 職員募

集経費、開設のための普及啓発経費、その他事業の立ち上げに必要な経費)を支援する

事業を対象とする。

(3)定期借地権設定のための一時金の支援事業

施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホーム等の整備促進を図るため、用地

確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払われた一時金 (賃料の前払い

として授受されたものに限る。)を支援する事業を対象とする。

また、地域の実情に合わせて、普通借地権設定でも可能とするが、この場合、当該用

地に整備される施設等の経営が安定的 口継続的に行われるよう、当該施設等運営法人

が以下に掲げる要件を満たしていることを条件とする。

n 貸与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間

の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。

・ 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借

料を支払い得る財源が確保されていること。

日 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が

当該賃借料を長期間にわたつて安定的に支払可能であると認められること。

さらに、本体施設 (特月1養護老人ホーム等)を整備する際に、合築 口併設施設 (定期

巡回 B随時対応型訪間介護看護事業所等)を整備する場合においては、当該敷地につい

ても補助対象とする。

(4)既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

ア 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業

次に掲げる施設のユニット化改修に要する経費を支援する事業を対象とする。

(ア )特別養護老人ホーム

(イ )介護老人保健施設

(ウ )介護医療院



(工)介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設

口介護老人保健施設
Eケアハウス

ロ特別養護老人ホーム

ロ介護医療院

B認知症高齢者グループホーム

イ 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライパシー保護のための改修支援

事業

特別養護老人ホームの多床室について、居住環境の質を向上させるために、プラ

イバシー保護のための改修を行う費用を支援する事業を対象とする。

なお、改修は、各床間に問仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が進断さ

れることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切

りは認められない。また、天丼から隙間が空いていることは認めるものとする。

ウ 介護療養型医療施設等転換整備支援事業

(ア )対象事業

介護療養型医療施設から転換して次に掲げる施設を整備する事業を対象とする。

また、介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業について

も対象とする。

なお、いずれも、定員規模は問わないこととし、c、 d及びjについては特定施

設入居者生活介護の指定の有無を問わないこととする。また、本事業の助成を受

けず、転換先の介護老人保健施設等の施設基準の一部の緩和 (療養室の床面積 1

床当たり6.4 nfを維持したままの病床の転換)を適用し介護医療院又は介護老

人保健施設等に転換した療養病床等が、その後、平成 35年度末までに1床当たり

8,0∬を満たすための改修等を行う場合については、本事業の対象とする。

a 介護老人保健施設

b 介護医療院

c ケアハウス

d 有料老人ホーム (居室は個室であつて、入居者 1人当たりの床面積が 13∬

以上であるもののうち、利用者負担第3段階以下の人でも入居することが可能

な居室を確保しているものに限る。)

e 特別養護老人ホーム及び併設されるショー トステイ用居室 (社会福祉法人を設

立等する場合)

f 認知症高齢者グループホーム

g 小規模多機能型居宅介護事業所

h 看護小規模多機能型居宅介護事業所

i 生活支援ハウス



j 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成 13年法律第26号)第 5条の規

定により登録されている賃賞住宅。

(イ )整備区分

「転換」とは、次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいうこととする。

改  修

改  築

創  設

整備区分

介護療養型 を本体の身区体工事に及

ない屋内改修 (壁撤去等)で工事を伴うものであるこ

と。

既存の介護療養型 を取り壊さ 新たに

ること。

整 備 内 容

既存の介護療養型 を取り壊して,

設 こと。

(5)民有地マッチング事業

介護施設等の整備等を促進するため、土地等所有者と介護施設等を運営する法人等 (以下『介

的 人等Jと いう。)のマッチングを行うための経費の補助を行い、都市部を中心と

した用地不足への対応を図ることを目的とする。

実施主体は、都道府県及び葡町村l件男u区を含む。以下同じ。)(以下「都趨円県等」という。)

とする。なお、都道府県等が認めた者へ委託等を行うことができる。

委託により事業を実施する場合は、適切な地域で允護施設等の整備が行われるよう、都道府

県等において地域の介護の需給状況を十分に把渥した上で委託すること。

ア 土地等所有者と介       等のマッチング支援

土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチングを行うため、土地等F所有者から整備候

補地等を募集し、当
―

し等での介護施設等整備を希望する法人の公募 E選考等を行う。

(ア)介護施設等の整備のために提供が可能な土地等について公募等により募集し、介護施設

等の実施に適当な場所 (地域の介護ニーズの状況、立地、土地の広さ、各種関係法令との

整合性に問題がない等)であることの確認を行つた上で、選定を行うこと。

(イ)(ア)で選定された介         牛において、介護施設等の整備を希望する法

人を公募等により募集し、事業実施に当たつて適当な法人 (過去の決算書、監査の結果に

重大な指摘がない等)であることの確認を行つた上で、選定を行うこと。

(ウ)土地等所有者及         人等の公募に当たつてIよ ′ム`募鋼牛やマッチング後

き等について、予め同知しておくこと。

(工)選定した土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチングを行い、交渉可能な物件及

び連絡先等について紹介をすること。

(オ)本事業の趣旨は、介護の需要の多い地域及び利便性の高い朋 での整備を推進する目的

で、土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチングを行うものであるため、両者の選

定 H交渉可能な相手の紹介後の具体の契約締結については、当事者間で実施することを原

則とする。



イ 鞠 等の確保支援

介護施設等の設置が可能な土地等の確保のため、地域の不動産事業者。金融繊関 B関係団

体等と連携するな日こより、土地等の所有者を与日屋し、中 用に供する土地等とし

ての活用に向けた働きかけを行うことにより、整備候補地等の確保に向けた取細を行う。

(ア)介護施設等の用に供する土地等の騨 白旬な掘り起こしを行うため、地域の不動産事業者・

金

―

B うこと。

(イ)介護施設鋳の用に供する土地等としての活用に向けた働きかけを行う際には、市町村の

整備計画と整合するよう、立地や土地の広さ等、必要な要件を明ら力可こした上で行うこと。

(ウ)実施に当たつては、地域の不動産事業者・金融満関 日関陳団体等と連携し適切な整備候

補地等を把握した上で個々に当― 等の所有者に動きかけるほか、民間事業者の資産活

用セミナー、個別相談会、説明会 E施設見学会を活用するなど効率的な事業実施に努める

こと。

(工)土地等の所有者への説明に当たつては、弁護施設等の用に供することが決定した後の手

続きや、各種の補助制度や税制等について説肌を行うことが望ましいこと。

(オ)介護施設等の用に供することが決定した際には、アの活用その他適切な方法で分護施設

等設置法人等とのマッチングや紹介を行うとともに、介護施設等の整備が円滑に進むよう

支援すること。

ウ 地域連携コーディネーターの配置支援

介護施設等の設置や増設に向けた地域住民との調整、        における施設利用

希         接続支援、地域活動Aの参加、利用者等への相談援助の実施など、

中 設置、運営の円滑化を推進するためのコーディネーター客都道府県、市町村又

は命H閉翼賂割専研雪する。

(ア)本事業の実施に当たつては、担当職員を配置すること。

(イ )コーデイネーターは、地域住民との調隆や施設利用希望者の分護施設等への接続支援等

の実施に当たつては、都道府県及び市町村の整備計画や地域の介護の受け皿の状況に関す

る情報の共有など都道府県及ぴ市町村と連携するととともに、都道府県及び市町村は必要

に応じ介護施設等の支援を行うこと。

(ウ)他の翻叛金等により人イ牛費の補月力ん的 ている職員については、働 助闘象と

はしない。

3 助成額の算定方法

(1)算定方法

都道府県計画に記載された事業について、別表 1-1の第 1襴に定める施設等の区

分ごとに、第 2欄に定める配分基礎単価に第 3欄に定める単位の数を乗じて得た領と

第 4欄に定める対象経費の実支給額とを比較して少ない方の額を助成額とする。

ただし、「定期借地権設定のための一時金の支援事業」については、別表 1-1の



(3)の第 1相に定める施設等の区分ごとに、第2欄に定める配分基準により算定し

た額と第4襴に定める対象経費の実支給額とを比較して少ない方の額に、第3欄に定

める補助率を乗じて得た額を助成額とする。

また、19000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

なお、配分基礎単価について、 「2019年 4月 1日 ～2019年 9月 30日 」を適用する

のか、又は「2019年 10月 1日 ～Jを適用するのかは、各介護施設等が実施する基金事

業の目的物の全てを完成し相手方に引き渡した日、又は約した役務の全ての提供を完

了した日を基準日として判定する。

(2)財政上の特別措置

上記 2の対象事業のうち (1)及び (4)の事業の助成額については、次表の第 1欄

に定める区分につき、第 2欄に定める対象施設が都道府県計画に記載される場合には、

当該施設の種類ごとに、3の (1)により算定した額に第 3欄に定める加算率を乗じて

得た額を加算することができるものとする。

ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

地震防災対策特別措置法 (平成7年法

律第111号)第 2条に規定する地震防

災緊急事業五箇年計画に基づいて実施さ

れる事業のうち、同湖 u表第1に掲げる

社会福祉施設 鉢韓前殿の改築として行

う増脇針)

こおける爛

策緊急整備事業に係る国の財政上の特別

措置に関する法律 l昭不口55年法律第6
3号)第 2条に規定する地震対策緊急整

備事業計画に基づいて実施される事業の

うち、同湖 J表第lI弱I祐終 紹 醜

設 傍譴説理の改築として行う場合)

沖縄振興特別措置法 (平成14年法律

第14号)第4条I競 る沖縄振興計

画に基づく事業として行う場合

公害の防止に関する事業に係る国の財

政上の特別措置に関する法律 (昭和46
年法律第70号)第 2条R規定する公害

防止対策事業として行う場合

1区 分

口特男嘔難 老人ホーム

・生活支援ハウス

Bケアハウス
ロ生活支援ハウス

2 中

別表1-1の第2欄に定め

る配分基礎単価に0.30を
乗じて得た額

別表1-1の第2欄に定め

る配い基礎単価に0。 10を
乗じて得た額

3 カ]算額

別表1-1の第2欄に定め

る配分基礎単価にO.30を
乗じて徹 額

別表1-1の第2欄に定め

る蝉 価にO.50を
乗して得た額



トラフ地震に係る地震防災対策の

推進に関する特別措置法 (平成25年法
律第37号)第12条第1項に規定する

毬 づいて実

施される事業のうち、耐 4号に基づ

き政令で定める施設 (取壊し費用含む)

鰤
B特月ll離老人ホーム
・ケアハウス
B認知症高齢者グループ

,十、―ム
日認知症対応型デイサー
ビスセンター
B静 よヽ離 郷
鰤
H介護老人保健施設
田生活支援ハウス

別表1-1の第2欄に定め
る的 にO.32を
乗じて得た額

(3)豪雪地帯対策特別措置法及び離島等による特例

豪雪地帯対策特別措置法 (昭和37年法律第73号)第 2条第2項の規定に基づき

指定された特別豪雪地帯又は離島振興法 (昭和28年法律第72号 )、 奄美群島振興開

発特別措置法 (昭和29年法律第189号 )～ 小笠原諸島振興開発特別措置法 (昭和4

4年法律第79号)若 しくは沖縄振興特別措置法 (平成14年法律第14号)に基づく離島

等に所在する場合は、 (1)及び (2)により算定された当該額にO.03を乗じて得

た額を加算することができるものとする。

ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 その他

介護施設等の整備に関する事業に係る都道府県計画及び市町村計画の事業の選定に当

たつては、次のものを優先的に盛り込むよう配慮するものとする。

ア 施設利用者に対するサービス提供に止まらず、広く地域に開かれた在宅福祉の推進

拠点としての機能を果たすもの。

イ 都市部における用地取得の困難性に鑑み、地方公共団体が土地を貸与するものや施

設の高層化を図るなど高齢者が利用する施設を中心市街地等の利用しやすい場所に整

備するものや、文教施設等の利用も含め各種施設の合築、併設を行うこと等により上

地の有効活用等を図るもの。

ウ 過疎、山村、離島等において、適切な入所者処遇と効率的な施設運営が確保できるも

の 。

工 地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転改築整備を行うもの。

オ 入所者等の精神的なゆとりと安らぎのある生活環境づくりや資源循環型社会の構築

に寄与していくため、施設の木造化、内装等への本材の利用、木製品の利用等を行うも

の 。

力 内閣府による地域再生計画の評価結果を踏まえ、地域経済の活性化、地域における

雇用機会の創出その他の地域の活力の再生の総合的かつ効果的な推進に資するものと



認められるもの。

キ 都市再生特別措置法を踏まえ、医療 日福祉 E商業等の生活サービス機能や居住の集

約 日誘導により持続可能なまちづくりを進めるためのコンパクトンティ形成に向けた

取組に資するもの。



別表 1-1 配分基礎単価 (2019年 4月 1日 ～2019年 9月 30日 )

注,生鋲 ●住ぞ勁戌する造霊■について、書嘉□H時に一虔助成を受けている看合であ●ても_増宋する増合に止.E分と

程阜住を平均利用たRぞ萬 るなど、台理翻傘方法を用いて
=出

した機て勘臓することができる。

‐認知鎖 応基デイサービスセンター

を歳小腕凛多操セ聾屋壱分畿事楽所

小競嶺多織歯豊を宅分議事業所

認知
=喜

備 グループ本一A

‐】鳴41-1の 2の (1)の事象綿 館段
と合婁 Ⅲ伊設

協議内手育遠数

‐緊aン ,― トステイの霊0

・生活支撮ハウス

・地壌a活寅岳センター

分戯予紡観点

露御歳斉お4デイサービスセンウー

韓 小嘉横多観曽墨丹宅介議韓 所

‐え翻進口・斑韓対を翌訪瓢4-手 彙

…小鶏連多戦 聖彗宅ザ腱 事表断

‐認如盛
=備

タループ本―ム

3市墨軽量七八ホ‐ム

・小鼠線なケ7ハウス (特定建設入層寺主

‐小轟換な歳滋をA本一A

・幅 雛 娘 E競

^小綴操な介議を入保亀建設

班 B昔曇特用豊強を入ホーム及び軒教
ショー トス

1 区  分

3.740千 円
0れ題ても殖府鰤 事が定わる

合筆 ‐伊設するれ最それぞれととの

嘉分と前 に1

11.700子円

1.170千阿

弱.090手円

1,1'0千円

3.740千

11,700千円

1乱 010‐笠,000子円

5.嚇 爾

1霊 000‐乾 ,300千阿

可&000～乾,a働子円

1,7SO子円

2.000-4,390千 開

2.340子 岡

を■000～

“

.800千同

2■ 000‐S4,

20ω～4.

2 砲分喜t■価

協置致

室書憲を君用したm

上記に奉手
る

介凛堪鋒 0合鎌等

観 数

離働床数

湾設撤

建設歳

協改虫

建設儀

協
‐
よ歳

協設虫

島設致

歯コィ虫

と0昧敗

壼缶床徴

垂奮蕉歳

悔設教

極設敬

節 織

聰壌書お翌チービス歯激等の強韓

こ ■性

地増芭昔奎持瓢会議を入

磯 設0垂色
と―捧働に垂骨きれるもので

0道府桑知事由Cお 要ヽ
認めたと構を全七.)に必

(工事歯10た
め直

―
■事務に雲予心量

用であうて、歳晨、消軽岳
量Ⅲ通ほ扇無 、印

― ■
浪び激計重E料等をいい.そ |
0螢は、こ奉量XはI韓 皇
費の2.69`に権当する領を
晨建ことする。).
た言と、郎0負担 〔種1と )

全奪において嘉違情駒対とと

する員用を繰き、二事二叉は
二事搬 ■には、これと同等
と露あられる長託■及び分担
全嵐礎 当とユわられ`●鸞入
講 を言むB

4声繰 銀



‐ケアハウス
・有彗老

^本
―ム

・ 特別疑 を大本―ム農碑 説きれる
ショー トステイ用層素
・盟知筑 鯰 グJレープ本―ム

・小親
―

柱翌8宅介鶴手余所

・考工嘘 寝鶉 t望居もrr郵皇所
・生′者衰鰭ハウス
・高齢わ B住め安定建爛に属する法持

(平成 13年送祥算 26■)=6肇 D巖
によりこ揉されている資食住宅

介霊を入鼻健施蟄
介歳

―

・ 施議内保膏触

‐小振額を秦凛を入ネーム

・与市
―

人本=ム

‐定朗速口。
―

応里訪闘介霊お羞手象

・モー
捜

―

宅介欝 奈所

‐小規
―

触霞を雑 表所

・ 露知燃 脩 グループ本―ム

〔

―

騨

・ ■
Ⅲ
娘 雑 丁 躍  

「

離

小― ●
‐
J「蔽を入毎― r

・ 誌間謳 ステーシヨン 伏 規篠化やサテ

・委壺を大ホーム

・ ケアハウス

“ 煙 盛

嬢 鷲 施設

・ 特別榎 右人ネ=ム及て賠 徴される

1 区 分

214千伺

■ 120孝爾

■12千阿

412千円

1■ 700千円

こ23千何

t120千何

323手田

2 4分雑 阜編

定良象
〔嶺注詢床
数 )

介盛法善聖I― め介歳をA毎住融 等への建 強曹 f必要孝経費

(Jr― を
―

設の介EE― の転換と持に必晏孝経費を含む .〕

麟

定員数

麟

あつては、

定具20名以下の地崩書を翌歯段簿

ぬ散数

造員数

定員99客域 い0広撃翌れ敵等

3単 位

特男呼
―

A本‐ム等の需

講 瑶所や環専撤 榜増求、

分
―

E― ら姪

七八繰
―

へ囃 0碑E
嫌 婦■、胡 嘉五び賃

皓料、働晶嘉入■ (登昌教霞

に祥 う
=事

苗魚費各台む)、

組日、綸斜、魯異手当等、失

講■、資金、擁■、
―

、

妻話器又薩
―

.

4-



・緊急ショー トステイ

・生活支機ハウス

・壇鞄 撼支援センター

・介霞予防終魚

副知症対廊翌デイサービスセンター

・定″起回・磁時対応勤 閲介題看観報
所

定員20名 以下の地域密着聾遠設等

【合魚・伊&滝副

・施設内保育施設

′Jヽ隷 な婁霞を人ホーム

導市聖軽量を人ホーム

。看護小規機,横建翌居宅介湧事業所

・′lヽ燃 多機鵡翌層宅介霞事黒所

・認角虚吉‖ グループホーム

,Jヽ餓 な弁護臣露戯

ハウス

・′,ヽ難 な介亜を人― 設

―トステイ

定員20名 以下の烙Htお襲 説等

・善騒を人ホーム

・ケアハウス

・分顧騒霞読

・介種を人保健施設

ショートステイ用居室

定員90名 期上の広増翌施駁

〔本体建設】

1区 分

した観等、3造府果知事がためる合理
よる額)の 2分の 1

2 配分基準

1/2

3補助事

定翔曽地亀縦 に隠して観
受される―嚇とであつて、構
絶代の言払いの性格を■する
もの (当議■強 の最受によ
り、定翔借増権離 翔固中の
全期間長は一誨の翔円0地代
のこ1き下lfbt行われていると
認められるもの

't

4韓



・ 介 盛 大保強臨 改

・ JI置 盛 磯

・ケアハウス
・有器を人ホーム
・構】嘩 離 人ホーム濃び俳観きれる
ショー トステイ用居章
,副知た蔦齢をグループホーム

・アJヽ娘楓多後籠望EttJ卜部 筋
・を

'fヽ

燃 多機緯望E宅介観事表所
・生活支援ハウス
・菖いなの居住の安定強保に関する法常

(平成 13年法律第 26号)第 0彙め雄
により登録されている費難 も

特】ll藝議を人ネー ム (多床 豊)の プ ライ

パ シー倶産の ための 改修

ユ ニ ッ ト1と」改停r多煙

ユニッ ト化」改停「 但 室

呵 区  分

改 静  1.ω 5千 円

2,720千

720千日

め 臨 銅 でも む 海 里釦 こ が 定 め `乙 迫

1,170千 円

め缶翻でヽ と薄 颯知 事が定め るJ

2 B分観 単価

転換前床数

介 縦療養霊 区療施 散の 介置 を人 保儀 施
―

の転換 建値

(ア

ー
翌を 人

―

|お ら`転換 して介 議霊猿能 を整 備 す る亭彙 につ いて

も舛象 とする 。 )

強強 競

豊常態

介虚を大毎儘施設のユニット化
JttE療院のユニッ ト化

介謹饉 望医療拍段の改修により転換される次の施設

ア
イ
ウ

エ

厨書館設のユニッ ト化改停

翻知走お いを グルー プホーム

特別獲農老人ホーム
ザト農霞腺院

ザ巌 も大保健施設
ケアハウス

ッ ト1ヒ

3単 位 4対 象極隻

特別 装理 を 大ホーム 等の ユ

ニ ッ トt等 の改修 (施設 0塾
構 と一体 的 にと 備 され る も0
であ って、観 虐黒知事が必

要 と露め た盛構 を含Ⅲ )に
必要 充猛E事貴ユ は T補 競

及び工事 事務費 く工事遠 工め

ため直搬必 要な事務 に要 する

■用であ つて、旅農 、消鶏品

豊、通信遍 れ費 、即日翌 粒

よ び猥針 建窪 4等 といい、そ

の観 は、工事 長又は工事 綸負

虫の 2.6%に 相 当す る歯 を

限皮領 とす る。),
た だ し、別の負担 (拍助 )

錯 にお いて別違構 助対象 と

す る費用 を陰き、工強 又は

工事欝負長 には 、 これ と同等

と轟 め られ る装 置 及 び分担

金 及 び重 当 と認め られ る購入

貴 等 を含 む .

地域速協コーディネーターの理置支援

・彗常候補進等の強保支援

・土造等所有者と,錘絶設等聖皓法人等の

マッチシゲ支優

1区 分

1,400千円

の毎日で都道府県知事が定める鍾

1,600千円

の範囲で都道府県知事が定める額

S,S00子円

の範囲で都道府県知事が定める銀

2 配分基礎卑獨

1か所

自治体

自治体

3単位

民有逸マッチング事票を冥施

するために必要な資金、旅

費、謝全.会議貴。印月l嚢本
横品感入費等

民有絶マッチング事累

4対象経費



別表 1-1 配分基礎単価 (2019年 10月 1日 ～)

注,廊設数単注で駒減する建n等について、新掘田数時に一駐助茂を量けている場合であつても、増凛する娼合には、配分と
建単位省平均当用定員で胡心など、合理

"な
方叢を用いて草出したaで駒歳することおくてきる.

・海知筵計応ミデイサ=どスセンター

む歯かれ犠多機能甕居宅分議事察所

4■汐.猿多捧鮨聾居宅分鎮事宗所

・協知起蔦いとグループホーム

・房翻 1‐ 202の (1)の事森対象と設
と金策・停段

雄 内昇帝建設

・雲患`ノ
a― トスティの強●

・生活支霞′ヽウス

・地増包悟支猥ヤンター

介議予防亀点

・

“

知起対序霊デイサービスセンター

・■歳小経犠多糧機覆居宅介議事魚所

小規犠多機能奎層宅介議事素所

・海洵建萬麟きグループホーム

・3市聖軽数を人ホーム

・小緯機なケダハウス (特定歯段入居看生

。P卜経捏な登豊を八ホーム

小掘擦な分離医歳院

・小れ樹な分豫を人朧 協設

ショー ト

1区 分

の車日で3適府県知事方碇 め
3.

合祭・併設すると最それぞれ上目の
配分と職単嶺に1“を祭した額

11,909千 円

靴

1.190千 円

の範□てう道府県知事が定

11,900千 口

00日で多道府県知事が定める盤

lS,008…調J田千円

15.080～ 33.6m千円

1丘

1,790千門

2.090～■

ぞi900～ 55.000千 阿

25,009～ 5丘 080千Π

2,000～4,180千 阿

2 用分と豊単標

ね設象

室昔求を着用した建●

上霊に手ザ
る

分韻お段等の合彙毒

L設数

歳●床歌

迪殿

ね設数

れ触

と設数

歯識教

建設数

始激数

造激歳

盤0床敦

豊0床歳

建常床数

亀設虫

ね設歳

霊●床数

地域彦お■サービスれ設等の建色

3準機

建増密を鞘 溺婁議を人
ホーム等の盤

“

(造設の霊僣

と4めた奎とを含む.)に必
要な工事費Xは工事詩負良及
び工韓 鶏貴 (工事とこのた
め直機必要な事増に要する■
用であつて、鎌費、消耗品
費、避信題搬資、印B勢 費
及び豪B卜監七料学といい、そ
の壼は、工事負又は工事議負
費の2,896に相当する額を
鼠虚観とする.).
ただし、翔の負担 (嶺助)

歳等において舅途構助対患と
する歳用を除き、工事費ヌは
工事議負費には、これと画等
とといられる登誌裁及び分笹
と及び適当と海められもおλ
費等を會む,

4対象機食



・介駐七人係健施設
・介護藤療院
・ケアハウス
・有料老人ホーム
・狩朋曇蘊老人本―ム及び録設される
ショートステイ用居室
・認知注蔦齢をグループホーム

・小規機多機能望居宅介縦事崇所
。お護小規模多機能翌居宅介農事業所
,生活支援ハウス
・君齢者の層住め安定確保1=囲する法律

(平成13年嵐律第28号)第 5祭の規定

よりと捺されている賃負住宅

・施設内保青施敏

。小規模な養震を大本―ム

与市望軽費を入ホーム

・定翔遵口。

・を霊小規嶺多後機望居宅介議事業所

,小規楳多機能望居宅介議事棄所

・露知注高齢者グループホーム

`′|ヽ規穣なケアハウス (待定法改入層を生

もの)

・小規模な介譲区表院

・小寂模な介譲を人鼻健施徹

シ トステイ用居室

・地域書寺翌特別義護老八ホーム及

・訪間考註ステーシヨン (大歳様化やサテ

ライト

・姦農老人ホーム

・ケアハウス く特定ね散八居者生活介産の
るもの)

・介霞区森院

・介議を大保強施識

,特別4謹老人ネーム及び併設される
ショートステイ用居室

1区 分

の範囲で都道府県知事が定め
219千円

4,200千円

の範

14.000千円

4.200千円

の範囲でう道府県知事が定め
839千円

2 用分と礎尊悟

定員数
(転換前床

数)

分震療秦翌唇―
の分震を大得健施設等への転鰻 備に必要な経食

(分譲療秦翌老人保健施設の分護医療院への転換と億に必要な経費を含む.)

施設教

定員数

誌設数

る。

定員29名以下の麹壊密着翌施設等

施設数

定員教

定員30名以上の広域里舶散等

3単位

持】鴨叢霊君人ホーム等の円

滑な開所や既存機 の増床、
介甑 泰望藤療施設から分護

必要な需用費、使用料及び費
借料、強贔購入費 (常品段a
に伴う工事欝負費を含む)、

報醸、措料、構員手当等、共
済費、資金、旅費、役霧費、

委籠料又は工事請負費.

4対象経費



魏 ショートステイ

`生活貢援ハウス

・地域包括寅援センター

・弁護予防提点

認知症対応翌デイサービスセンター

断

定朗運回

定員29名 以下の地域密着襲 設寺

【台築・併離 :翻

・鐵 F内保曹施設

・′】ヽ規模雄 議を入本―ム

線市聖紙 を入ホーム

・魂 小離 多機鰹 居宅すド霞事素所

・】璃礎超開田雪亀唐宅介隷 所

・議』症熱 グループト ム

の)

小規捜なケアハウス (構掟施設入居を生

・″】ヽ燈検な介題躍僚院

・′】ヽ規模テょJr目跨人
―

て

定員29宿 以下の増蝦密着
―

去観を人ホーム

・ケアハウス (特定お設ス居者生活弁護の

・分題医鯨

J通老人保健趣設

・特癖と議 人ホ=ム及び併設される
ショートステイ月居室

定員30名 以上の広城聾海設

【本体施設】

1区 分

局長が花める離 価 (田犠価が定めら
ていない増痢こおいては、

した盛 魯競 黒釦事がためる合塁
的な方溜こよる霞)の 2分の1

る用逸に係る圏寝

2 配分基準

1/2

3構盛

定期倍増施設定日藤して授
受される―難 であつて、借
地+その露払IIの性書を有する
もの (当議

「

崎全の長受によ
り、え翔醜

―
間中の

全期間スは一部の期間の地代
の引會下げが行われていると
認められるもの)。

4-



・介温を人保健籠設
・介置医猥硯
・ケ7ハウス
・ 有料を大ホーム
・件別4隆老人ホーム浸び9,設 される

・露知五奮命をグルージホーム
・小規模多繰他翌居宅分垂事鼻所
。■護小規嶺多機能聖居宅介縦事業所

・生活支機ハウス
・葛1缶者の居住の安定確保に関する法律

(平臓 13年法得第26号)第 5彙の競足
によりと換されている■歳住宅

ョー トステイ用居室

特別養隆老人ホーム (多床皇)のプライ
バシー保連のための改棒

f多床室 → ユニット化J改停

ra室 ―  ユニ ッ ト化」改停

1 区 分

改停 1.115千 円
の範目て導道府県知事が定める■

改業 2.770千 円

の協園て都道府民知事が定める観

蕩設 2.240千 田

734子 口
の範囲で部道府県知事が定める額

2.390千 円

1_100千 円
の常隠ぜ葛■麻建4E葛おくをおる額

2 配分吾礎単価

重 後前床数

望に床嶺

介縦機善型医無施設の分盤を人保健建設等への転換豊常

(分連表秦型を入保健歯設から転換して介温医療院を豊●する事素について

も対象とする。)

霊信 床散

介観著人保健施設のユニットt
介騒医盛院のユニット化
介観患基型医療施設の改毎により上榛される次の施設
・ 分観お人保健施設
・ ケ7′ ウヽス
・ 特別妻観を人ホーム
・ 介理E雲院
・ お知症葛齢者グループホーム

イ

ウ

エ

既専五餃のユニット化改修

ニ ッ

3単 位

特別垂護老人ホーム等のユ
ニット化等の改鬱 (施設の豊
Eと一体的に里働されるもの

てあって、都道府県知事が必
■と経めた霊雪を含む。)に
必要な工■雲又は工事請負量
及び工事事務■ (工事湾工の

ためE標必要4事議に要する
■用であつて、熊盪、消耗品
■、通傾超掘重、印刷襲本愛

及び設計重轡碧等をいい、そ
の観は、工事景又は二事議員

長の2 69`に福当する額を
農度観とする。).

ただし、男爾の負担 〈構助〉

全等において別造構助対象と

する量用を除き、工手置叉は
二事講負■にとよ、これと同等
と語められる曇議■及び分彊
全及び通当と経められる日入

■年を含む。

4対象墨■

地域連絡コーデイネーターの口置文撮

・整備候指地等の確保支援

・土地等所有者と弁護施設等整備法人等の

マッチング支援

1区 分

4,400千円

の疑日で都道府県知事が定める額

4,500千円

の範風で都道府県知事が定める起

5,G10子円

の範囲で都道府県知事が定める颯

2 配分基礎単価

1か所

自治体

自治体

3単位

民有地マッチング事業を実施

するために必要な賃金、旅

費、謝金、会議費、印阿l製本

備品購入費等

民有地マッチング事業

4ェ村象経費



別記 1-2

に関する事業 (在宅口施設サービスの整備の加速化分)

1 目的

病床の機能分化及び連携に伴つて増加する退院患者に対応しつつ、また、今後急増す

る高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域におい

て継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス (介護保険法第

8条第 14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サー

ビス提供体制の整備を促進するとともに、一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施す

べき対策等として、平成27年度国補正予算措置による在宅 g施設サービスの整備の加

速化 B支援を拡充することを目的とする。

2 対象事業

(1)地域密着型サービス等整備助成事業

次に掲げる施設等 (サテライト型居住施設 B事業所を含む。)を整備する事業を対象

とする。

また、土地所有者 (オーナー)が施設等運営法人に有使で貸し付ける目的で整備する

事業も対象とする。この場合、施設等運営法人が事業実施に当たつて適当な法人であるこ

と蠅 を行つた上で、選定されていることを前提とし、経営が安定的B継続的に行われ

るよう、当該法人が以下に掲げる要件を満たしていることを条件とする。

・ 賞与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間

の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。

日 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借

料を支払い得る財源が確保されていること。

B 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が

当該賃借料を長期間にわたつて安定的に支払可能であると認められること。

さらに、次に掲げる施設等を合築 B併設して整備を行う場合に補助単価の加算を行

うとともに、空き家を活用した地域密着型サービス施設 日事業所等を整備する事業を

対象とする。

なお、障害者や子ども等と交流することにより高齢者が地域において自立した日常

生活を営むことができるよう支援するものである場合については、障害者や子ども等

が併せて利用する場合であつても対象とする。

ア 地域密着型 (定員29人以下)の特別養護老人ホーム及び併設されるショー トス

テイ用居室 (ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるもの

とする。)



イ 小規模 (定員29人以下)の介護老人保健施設 (ユニット型を基本としつつ、地域

における特別の事情も踏まえるものとする。)

ウ 小規模 (定員29人以下)な介護医療院

工 小規模 (定員29人以下)な養護老人ホーム (地域で居住できる支援機能を持つ養

護老人ホーム)

オ 小規模 (定員29人以下)の特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス

(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

力 低所得高齢者の居住対策として「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 (平

成20年厚生労働省令第 107号 )」 第 34条の規定に定める都市型軽費老人ホー

ム (都市型軽費老人ホームの居室面積については、10.65平 方メー トル (収納設

備を除く)以上とすることが望ましい。)

キ 認知症高齢者グループホーム

ク 小規模多機能型居宅介護事業所

ケ 定期巡回 D随時対応型訪問介護看護事業所

コ 看護小規模多機能型居宅介護事業所

サ 介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設 (主として当該

施設又は事業者の職員を対象としたものでなければならない。ただし、施設職員等

の利用に支障のない範囲において、外部の利用も認めて差し支えない。また、設置場

所については、利用の便 (近接地、通勤経路)への配慮や障害者や子ども等と交流等

の画から検討することが重要であり、個々の施設により事情が様々であることから、

敷地内の設置に限定されない。)

なお、整備区分については、創設や増築 (床)のほか、改築、増改築等も可能である

こと。

(2)介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

介護施設等の開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備等

を支援するため、

B 施設等の開設時 (改築による再開設時を含む。)や既存施設の増床

。 また、介護療養型施設から介護医療院や介護老人保健施設等への転換 (改修等を

伴わずに転換する場合を含む。)

・ さらに、訪問看護ステーションの大規模化 (緊急時訪間看護の体制整備やサービ

ス提供範囲の拡大を目的に、訪問看護事業所の看護職員や事務職員を増やすこと等)

やサテライ ト型事業所の設置

の際に必要な初度経費 (設備整備、職員訓練期間中の雇上げ (最大 6ヶ月間)、 職員募

集経費、開設のための普及啓発経費、その他事業の立ち上げに必要な経費)を支援する



事業を対象とする。

(3)定期借地権設定のための一時金の支援事業

施設等用地の確保を容易にし、特別養護老人ホーム等の整備促進を図るため、用地

確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払われた一時金 (賃料の前払い

として授受されたものに限る。)を支援する事業を対象とする。

また、地域の実情に合わせて、普通借地権設定でも可能とするが、この場合、当該用

地に整備される施設等の経営が安定的 日継続的に行われるよう、当該施設等運営法人

が以下に掲げる要件を満たしていることを条件とする。

・ 貸与を受けている不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間

の地上権又は賃借権を設定し、かつ～これを登記すること。

日 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借

料を支払い得る財源が確保されていること。

E 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、施設等運営法人が

当該賃借料を長期間にわたつて安定的に支払可能であると認められること。

さらに、本体施設 (特別養護老人ホーム等)を整備する際に、合築 D併設施設 (定期

巡回 B随時対応型訪問介護看護事業所等)を整備する場合においては、当該敷地につい

ても補助対象とする。

(4)民有地マッチング事業

介護施設鮮の整備等を促造するため、土地等所有者と介護施設等を離 する法人等 (以下「介

護施設等整備法人鞠 という。)のマッチングを行うための経費の補助を行い、都市部を中心と

した用地不足への対応を図ることを目的とする。

実施主体は、都道府県及ぴ葡町村(靭1区を含む。以下同じ。)(以下「都道府県等」という。)

とする。なお、都道府県等が認めた者へ委託等を行うことができる。

委託により事業を実施する場合は、適切な地域で介護施設等の整備が行われるよう、都道府

県等において地域の介護の需給状況を十分に把渥した上で委託すること。

ア 土地等所有者と        等のマッチング支援

土地等所有者と介護施設等整備法人等のマッチングを行うため、土地等F新有者から整備候

補地等を募集し、 る法人の公募口選考等を行う。

(ア)介護施設等の整備のために提供が可能な土地等について公募等により募集し、介護施設

等― に適当な場所       パの状況、立地、土地の広さ、各種関係法令との

整合性に問題がない等)であることの階認を行つた上で、選定を行うこと。

(イ)(ア)で選定された           において、         を希望する法

人を公募等により募集し、事業実施に当たつて適当な法人 (過去の決算書、監査の結果に

重大な指摘がない等)であることの磁認を行つた上で、選定を行うこと。



(ウ)土地等所有者及び介護施設等整備法人等の公募に当たつては、公募条件やマッチング後

の整備要件や手続き等について、予め同知しておくこと。

(工)選定した土地等所有者と         等のマッチングを行い、交渉可能な物件及

び連絡先等について紹介をすること。

(オ)本事業の趣旨は、介護の需要の多い地域及び利便性の高い鵬 での整備を推進する目的

で、土地等所有者と        人等のマッチングを行うものであるため、両者の選

定 B交渉可能な相手の紹介後の具体の契約締結については、当事者間で実施することを原

則とする。

イ 整備候補地等の確保支援

介護施設等の母嗣 痢朧な土地等の確保のため、地域の不ヽ

―

・金融機関 。関係団

体等と連携するなどにより、土地等の所有者を把経し、介護施設等の用に供する土地等とし

ての活用に向けた働きかけを行うことにより、蜘 等の確保に向けた取組を行う。

(ア)申 用に供する土地等の欄臣的な掘り起こしを行うため、地域の不動産事業者・

金副機関・関係団体等を含めた協議会の設置や担当職員の配置各行うこと。

(イ )介譲施設等の用に供する土地等としての活用に向けた働きかけを行う際には、市町村の

整備計画と整合するよう、立地や土地の広さ等、必要な要件を明ら力Wこ した上で行うこと。

(ウ)実施に当たつては、地域の不動産事業者 B金融機関 。関係団体等と連携し適切な整備候

補地等を把握した上で個々に当該土地等の所有者に働きかけるほか、民間事業者の資産活

用セミナー、個男ll相談会、説朋会・施設見学会を活用するなど効率的な事業実施に努める

こと。

(工)土地等の所有者への説朋に当たつては、介護施設等の用に供することが決定した後の手

続きや、各種の補助制度や税制等について説明を行うことが望ましいこと。

(オ)介護施設等の用に供することが決定した際には、アの活用その他適切な方法で介護施設

等設置法人等とのマッチングや紹介を行うとともに、介護施設等の整備が円滑に進むよう

支援すること。

ウ 地域連携コーディネーターの配置支援

麟 の設置や増設に向けた地域住民との調整、         における施設利用

希望散房瀾醜殿争ND機4赦援、地囃諄″切疹加、利用群静望廂融開珈幅説ぬよ

介護施設等の設置、運営り円滑化を推進するためのコーデイネーターを都殖府県、市町村叉

はn鷲閉翼賂宇I車瑠雪する。

(ア)本事業の実施に当たつてIよ 担当職員を配置すること。

(イ )コーデイネーターIよ 地域住民との調隧や施設利用希望者の         援等

の実施に当たつては、都道府県及び葡町村の整備計画や地域の介護の受け皿の状況に関す

る情報の共有など都道府県及び市町村と連携萌るととともに、都道府県及び市町村は必要

に応じ介護施設等の支援を行うこと。

(ウ)嚇 目鵬解宇:こより人件費の補助力賄昨瀬ている職員についてIよ 辞 の補助闘象と



はしない。

3 助成額の算定方法

(1)算定方法

都道府県計画に記載された事業について、別表 1-2の第 1相に定める施設等の区

分ごとに、第 2欄に定める配分基礎単価に第 3欄に定める単位の数を乗じて得た額と

第4欄に定める対象経費の実支給額とを比較して少ない方の額を助成額とする。

ただし、「定期借地権設定のための一時金の支援事業」については、別表 1-2の
(3)の第 1欄に定める施設等の区分ごとに、第 2欄に定める配分基準により算定し

た額と第4欄に定める対象経費の実支給額とを比較して少ない方の額に、第 3欄に定

める補助率を乗じて得た額を助成額とする。

また、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

なお、配分基礎単価について、 「2019年 4月 1日 ～2019年 9月 30日 」を適用する

のか、又は「2019年 10月 1日 ～」を適用するのかは、各介護施設等が実施する基金事

業の目的物の全てを完成し相手方に引き渡した日、又は約した役務の全ての提供を完

了した日を基準日として判定する。

(2)財政上の特別措置

上記 2の対象事業のうち (1)の事業の助成額については、次表の第 1欄に定める区

分につき、第 2欄に定める対象施設が都道府県計画に記載される場合には、当該施設

の種類ごとに、3の (1)により算定した額に第3欄に定める加算率を乗じて得た額を

加算することができるものとする。

ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

地層競蕩鱗協齢釘幽 における爛

策緊急整備事業に係る国の財政上の特別

措置に関する法律 ぐ昭和55年法律第6
3号)第 2条に規定する地震対策緊急整
備事業計画に基づいて実施される事業の

うち、同法別表第1に掲げる社会福祉施
設 (木造施設の改築として行う場合)

1-2 2

る蝉 価にO
乗じて得た額

30を

第14号)第4条に規定する沖縄振興計
画に基づく事業として行う場合

(平成14年法律

公害の防止に関する事業に係る国の財
政上の特別措置に関する法律 (聯口46
年法律第70号)第 2条に規定する公害
防止対策事業として行う場合

1区 分

可ケアハウス

2 中

別表1-2の第2欄に定め
る配跨基礎単価に0.50を
乗じて徹 額

別表1-2の第2襴に定め

る配分基礎単価にO.10を
乗じて得た領

3カ田算額



南海トラ

推進に関する特別措置法 (平成25年法

律第37号)第 12条第1項に規定する

津波避難対策緊急事業計画に基づいて実

施される事業のうち、同項第4号に基づ

き政令で定める施設 (取嬢し費用含む)

(平成7年法

律第111号)第 2条に規定する地震防

災緊急事業五箇年計画に基づいて実施さ

れる事業のうち、同法別表第1に掲げる

社紳 鉢罐説慰の改築として行

う増雅)

―
新

・特男雌 人ホ=ム
"ケアハウス
B認知症高齢者グループ

ホーム
D畠酸面封腿 デイサー

ビスセンター

・尋窮慰1離多機能型居
宅介鰈 所
・▼鮮議老人

―
費

日

的

別表1-2の第2欄に定め

る配歩コ離 単イ西にO.32を
乗じて得摺額

1-2 2

る配介謁陶判面にO.30を
乗じて得担額

(3)蒙雪地帯対策特別措置法及び離島等による特例

豪雪地帯対策特別措置法 (昭和37年法律第73号)第 2条第2項の規定に基づき

指定された特別豪雪地帯又は離島振興法 (昭和28年法律第72号)、 奄美群島振興開

発特別措置法 (昭和29年法律第 189号 )、 小笠原諸島振興開発特別措置法 (昭和 4

4年法律第79号)若 しくは沖縄振興特別措置法 (平成14年法律第14号)に基づく離島

等に所在する場合は、 (1)及び (2)に より算定された当該額に0.08を乗じて得

た額を加算することができるものとする。

ただし、11000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 その他

介護施設等の整備に関する事業に係る都道府県計画及び市町村計画の事業の選定に当

たっては、次のものを優先的に盛り込むよう配慮するものとする。

ア 施設利用者に対するサービス提供に止まらず、広く地域に開かれた在宅福祉の推進

拠点としての機能を果たすもの。

イ 都市部における用地取得の困難性に鑑み、地方公共団体が土地を賞与するものや施

設の高層化を図るなど高齢者が利用する施設を中心市街地等の利用しやすい場所に整

備するものや、文教施設等の利用も含め各種施設の合築、併設を行うこと等により上

地の有効活用等を図るもの。

ウ 過疎、山村～離島等において、適切な入所者処遇と効率的な施設運営が確保できるも

の 。



工 地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転改築整備を行うもの。

オ 入所者等の精神的なゆとりと安らぎのある生活環境づくりや資源循環型社会の構築

に寄与していくため、施設の木造化、内装等への木材の利用、木製品の利用等を行うも

の 。

力 内閣府による地域再生計画の評価結果を踏まえ、地域経済の活性化、地域における

雇用機会の創出その他の地域の活力の再生の総合的かつ効果的な推進に資するものと

認められるもの。

キ 都市再生特別措置法を踏まえ、医療 日福祉 H商業等の生活サービス機能や居住の集

約 g誘導により持続可能なまちづくりを進めるためのコンパクトシティ形成に向けた

取組に資するもの。



別表 1-2 配分基礎単価 (2019年 4月 1日 ｀2019年 9月 30日 )

注)建設致単位で助成する施設等について、新規閉設時に一度助成を受けている場合であつても、増床する器合には、配分基

礎単位を平均利用足員で割るなど、合理的な方法を用いて年出したこで助威することができる。

露知建対応聖デイサービスセンター

・看惣 lヽ規模多性能型居宅弁護手菜所

・小規模多機能型居宅介謹事棠所

=露知症蔦齢者グループホーム

,別記1-2の 2の (再 )の事実対象施設
と合祭・併設

・た設内保育施設

t看静Jヽ規模多機能型居宅介議事業所

`定鶏運回・臨時対応避訪問介誼看諄 菜

t小規模多機能聖居宅介證事業所

t認知症高齢者グループホーム

・都市型軽費を大ホーム

e小規模なケアハウス (特定施設入居を生

・小規模な養護老人ホ■ム

t小規観な介議医雲院

t′
lヽ規模な介謹老大保健施設

ョートス

・地域密着聖特″l秦霊老人ホーム及び併設

1区 分

の範囲で都道府県知事が定める
&740千円

配分基礎単価に1_05を素
合無e耕設す

11

1,000-32

駐鶴鮮

転 000～32000千円

15000を32900千円

1,75鮮円

の範囲で毎遺府

2,000～■390千用

2.340千田

2岳 000を乳 900千田

25,000～乳 900千口

2.000-1

2 配分基礎単福

施設教

空き家を活用した登桂

る

上記に率ず

介護施設等の合崇等

施設敏

施設数

施設数

施設数

施設数

整常床数

豊常床数

整備床数

施設敬

施設数

整備床散

始壕密着聖サービスね設等の霊常

9単位

鼈載密着型特別養謹老人

ホーム等の螢常 (施設の豊構
と一体的に整強されるもので

あって、魯道府県知事が必要
と認めた整構を含むa)に必

要な工事費ヌは工事路負■及

び工事事務費 (工事施工のた

めこ機必要な事務に要する費

用であつて、旅貴、消耗品

食、通信運蟄費、印刷雲本費

及び設計監警料等をいい、そ

の観は、工事貴又は工事講負
資の2 69もに相当する霞を

限度霞とする。)。

ただし、別の負担 (構助)

金等において射途梱助対象と

する費用を除き、工事豊又は
二喜請負貴には、これと同等
と認められる委岳毛費及び分担

金及び通当と認められる購入

費等を含むe

4対象経費



=施設内保百施設

小規模な養護老人ホーム

都市型軽費老人ホーム

・定期巡回・随時対応翌訪間介護者議事業

=看護小規模多機能聖居宅介語事素所

・小規模多崚能整居宅介議事業所

・認知症高齢看グループホーム

・小規模なケアハウス(特定施設入居者生
の指定を受けるもの)

=小規模な介護医預院

t小規模な介護老人保健施設

・地域密着型特用養議老人ホーム及び併設
れるショートステイ用居室

t養議老人ホーム

・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の

るもの)

介護医療院

・介議老人保健施設

・特用泰譲老人ホーム及び併設される
ョートステイ用居室

1区 分

11

のれ口で都道府県知事が定

の範口で榔道府県知事が定

の範囲で榔道府県知事が定

823子円

の範囲で都道府県知事が定

2 避分基礎単優

施設致

定員数

施設歳

る。

護

　

宿

と

定員20名以下の地域密着聖施設等

定員敬

定員80名以上の広域望施設等

3単位

特隅秦議を大ホーム等の円

滑な開所や既存施設の増床、
介護服養聖医療施設から弁護
を大保健施設への転換の際に

必要な需用費、使用料及び賓
借料R僚品驚入賞(備品設置
に伴う工事詩負費を含む)、

報酬、給料、璃員手当等、失
済費、賃金、旅費、役務費、
委託料又は工事議員費。

4対象経費



・緊急ショートステイ

・生活支撮ハウス

絶績包括寅撮センター

・分盤予防拠点

・認知症対応聖デイサービスセンター

・定鶏遵回・隆時対応聖訪間介霊看盟手棄

定員20名 以下の増嬢密着型施設等

【合祭・性設拒設】

・施設内保育施設

t小規横な養盗を大ホーム

・導市堅軽■を人ホーム

。■霊′Jヽ観漢多様催型居宅介證事集所

・小規模多織れ整層宅介議事祟所

・銀知注高い者グループホーム

・小規極なケアハウス (特定施設入居を生

活介との指定を受〔するもの)

・小規根な介縦雷森院

,小規穣な介趣老人保健建設

・麹域密着聖特別奉観老人ホーム及び併設
されるショートステイ用居室

定員20名 以下の増黛密着聖建設等

・義雄老人ホーム

・ケ7ハウス (特定施設入居者生活介饉の

t介翌医療院

・介護七人保健施設

,特別蓋置を人ホーム及びB争設される

定員30名 以上の広壊聖施設

【本体施留r】

H区 分

当講施設等を建強する月亀に係る国税

局長がためる薦趣幅 (欝機価がためら

れていない地域においては、固定資産

税瞬価額に国税局庁がためる借軍を素

した韻等、も道府県知事が定める合理

的な方法による額)の 2分の 1

2 E分と争

1/2

3補助軍

定鶏借麹程設定に籐して援

長される一時全であつてゃ倍
建代の前Jといの性格を有する

もの (当 漱―備金の援愛にホ

リ、定窮借珀程設定翔間中の

全期間又は―部の期間の増代
の引き下げが行われていると

認められるもの)。

4対象経費



・地域連携コーデイネーターの配置支援

・_尊信候構逸等の確保支援

・土地等所有者と介議施設等整信法人等の
マッチング支晨

1区 分

4.400千円
の範日で再道府黒知事が定める騒

t醐千用
の種日で榔道府黒知事が定める額

5,500千円
の範日で都道府県知事が定める想

2 配分基礎単価

1か所

自治体

自治体

3単位

ッ手ング事業を実施
するために必要な資金、旅

食、講全4会議曳、甲用裏本
信二簿入歳等

民有逸マッチング串崇

4対象経喪



別表 1-2 配分基礎単価 (2019年 10月 1日 ～)

注)施設数単位て助成する施設等について、新規開設時に一度助成を受けている場合であつても、増床する場合には、配分基

陰単位を平均利用定員で割るなど、合理的な方法を用いて算出した霞で助成することができる。

認知症対応型デイサービスセンタ…

看護小規模多機能聖居宅介護事業所

,小規模多機能型居宅介議事業所

認知症高齢者グループホーム

・別記1-2の 2の (1)の事業対象施設
と合築・併設

・施設内保育施設

・看護小規模多機能型居宅介膜事業所

・定期巡回 =

・小規模多機能型居宅介護事業所

t認知症高齢者グループホーム

都市型軽費老人ホーム

t小規模なケアハウス (特定施設入居者生

けるもの)

小規模な養護老人ホーム

・小規模な介護医療院

・小規模な介護老人係健施設

・地域密着型特別養護老人ホーム及

されるショートステイ用居室

1区 分

8,910千円

配分基礎単価に1,05を 乗じ
合築・併段す

11,900千円

の範囲で再道府県知事が定め

15,000～3316∞子円

の範囲

5,940千円

の範囲

151000～ 33〕 600千円

の範囲で都道府県知事が定める
15,000～ 33,

2,mO～ 41400千円

2,380千日

の範囲で吾道府県知事が定める額

25,000～56,WO千円

251000～5G,000千円

2,000～1480千 円

2 配分基礎単価

施設致

空き家を活用した整備

る

上記に準ず

介醸施設等の合築等

施設致

施設数

施設数

施設数

施設数

整備床致

整備床数

整備床数

施設数

施設致

整備床致

地域密着型サービス施設等の整備

3単位

地域密着型特別養護老人

ホーム等の整備 (穂設の整備
と一体的に整備されるもので

あって、都道府県知事が必要
と認めた整備を含む。)に必

要な工事費又は工事請負費及

び工事事務費 (工事施工のた

め直接必要な事務に要する費
用であつて、旅費、消耗品

費.通信運搬費、印刷製本費
及び設計監督料等をいい、そ
の額は、工事費ヌは工亭請負

資の2.6,色 に相当する額を

限慶額とする。)。

ただし、別の負担 (補助)

金等において別途補助対象と

する費用を除き、工事費又は
工事請負費には、これと同等
と認められる委託費及び分担
金及び適当と認められる購入

費等を含む。

4対象経費



施設内保百施設

・小規模な養護老人ホ…ム

・都市型軽費を大ホーム

・定期巡回・

所

・看護小規模多機能霊居宅介議事業所

小規模多機能翌居宅介護事業所

・小規模な介護属療院

・認知盛高働者グループホーム

・小規模なケアハウス
る

,小規模な介護老人保健施設

,地域密着型特阿養護老人ホーム及び併設
されるショートステイ用居室

,養護老人ホーム

tケアハウス (特定施設入居者生活弁護の

を受けるもの)

・弁護医療院

・介議を入保健施設

,特用養護老人ホーム及び併設される
ショートステイ用居室

1区 分

420千円

420千円

14.000千 円

の範囲で都道府県知事が定める

鮒9千円

2 配分基礎単価

施設数

定員数

施設数

あつては、
油定員数と

員数

る。

定員20名 以下の地域密着型施設等

定員数

定員30名 以上の広域聖施設等

3単位

特別養護老人ホーム等の円

老入保健施設への転換の際に

必要な需用費.使用料及び賃
借料～倍品隔入費 (備品設置
に伴う工事講負費を含む)、

報酬、給料、職員手当写、共
済費、賃金、旅費、役務費、
委託料又は工事詩負費。

ら介議

4対象経費



・緊急ショー トステイ

・生活支援ハウス

・地域色播支援センター

・分離予防拠点

・認知盛対応翌デイサービスセンター

定幻巡回・

顔

定員29名以下の地域窟着翌施設等

【台表・併徹施調

・施設内保育施設

・小規穣な秦議を入ホーム

・都市翌軽負を入ホーム

・考霊′Jヽ規嶺多構朧餞居宅介縦転 所

。小規議多様儀翌層宅介農事業所

アハウス (特定滋設入暦を生

・隠知症菖齢をグループホーム

小類槙な介譲医療院

・小融 な介霊老人保健施設

・地― 翌特別義霊を人ホーム及び併設

されるシヨートス

定員20・日以下の地域窟着翌施設等

。藝酪 人本一ム

指定

ケアハウス く特定施設入居者生活分離め

・分護詈森院

分離を入保戯施設

ショートステイ用層室

定R30名 メ上の広壕望施設

【本体施設】

1 区 分

当旗施設等を整備する用地に標る国税

局長が定める湾檬価 く路繰価が建めら

れていない地域においては、固定養虚

税諄価機に国税局庁が定める倍事を乗

じた儀等、都道府県知事が定める合理

的な方法による領)の 2分の 1

2 配′分と掌

1/2

S補助率

定鶏借抱権設定に際して援
受される一時 であつて、借
増代の前払いの性おを有する
もの (当麟一時金の経受によ
り、定期憎地絶設定期間中の

全翔岡ユは一部0翔間の地代
の引き下げが行われていると
認められるもの).

4対象経貴



4対象程貴

民有地マッチング韓 を実施
するために必要な賃金、旅
費、織 こ会議費、q】用l霰本
貴、備品層入費等

3単位

齢 体

自治体

1か所

2 避分経 単傾

丘610千円
の範囲で都道府県知事がためる額

1590千円
の範日で都道府県知事お錠める霞

1400千円
の霊口で都道府県知事お碇める領

と土地等所有者と介讀施設等整備法人等の
ッチング支援

・整備候補地等の確保支援

t地域連携コーディオ、―ターの口置支援

1区 分

民有地マッチング事菜




