
※令和２年３月５日時点の案であり、今後変更があり得る。

番号 事業区分 内容区分 質問 回答

1
①広域型施設の大規模

修繕・耐震化整備

「あわせて行

う」の定義

 補助要件において、介護施設等の新規整備（創設）にあわ

せて行う定員30名以上の広域型施設の大規模修繕・耐震化と

は、ある法人が新規に施設（A）を創設し、その同一法人が既

に所有している別の施設（B）では大規模修繕や耐震化を同時

に行う場合に補助対象となるということか。

 この場合、１～４年程度の計画を提出させるということ

は、必ずしも同一年度にA及びBに着手する必要はなく、この

１～４年程度のうちに実施すれば補助の対象となるというこ

とか。

 貴見のとおり。

 なお、１～４年度程度を期間としているのは、新規整備（創設）

と大規模修繕・耐震化の両方を同一年度に投資する場合、事業者に

とって負担となり、本事業の活用が進まないといったことがないよ

うに幅を持たせたもの。

2
①広域型施設の大規模

修繕・耐震化整備
「創設」の定義

 特別養護老人ホームについて、従来型がユニット型へ変わっ

た場合、介護保険上別指定となるが、創設（新規整備）に該

当するのか。

 新たに施設等を整備することにならないため、該当しない。

3
①広域型施設の大規模

修繕・耐震化整備
「創設」の定義

 創設には、特別養護老人ホーム併設のデイサービスを看護小

規模多機能型居宅介護事業所に転換するというような場合は、

看護小規模多機能型居宅介護事業所の「創設」と考えてよい

か。

 また、これが創設とみなされる場合は、同一建物内での

「創設」及び「大規模修繕・耐震化」であっても、本事業の対

象になると考えてよいか。

 介護離職ゼロ対象サービスの整備量拡大につながっているため、

そのように考えてよい。

4
①広域型施設の大規模

修繕・耐震化整備
「創設」の定義

 介護施設等の創設については、助成を受けているか問わな

いとあるが、既存の「地域密着型サービス施設・事業所等の

整備」の助成を受けても問題ないか。

 問題ない。

5
①広域型施設の大規模

修繕・耐震化整備
「創設」の定義

 創設する介護施設等について補助金（助成）を受けずに整備

する場合は、広域型施設の大規模修繕・耐震化整備も補助対象

外でよいか。

 助成を受けているかは問わないため、補助対象である。

6
①広域型施設の大規模

修繕・耐震化整備

「大規模修繕」

の定義

 「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」において

も、耐震化改修・大規模修繕がメニューとなっているが、「地

域医療介護総合確保基金」の新規メニューと内容は同じもの

か。

 同じものである。

 「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」の「認知症高齢者

グループホーム等における耐震改修等の防災補強改修及び利用者等

の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する

事業」は、定員29名以下の地域密着型施設等が対象である。

 一方で、本事業は定員30人以上の広域型施設が対象である。

7
①広域型施設の大規模

修繕・耐震化整備

「大規模修繕」

の定義

 下限額（最低限の修繕規模・大規模と言える基準）は設定

されるか。

 個々の施設により老朽化等の事情が様々であるため、下限額の設

定は行わない。

8
①広域型施設の大規模

修繕・耐震化整備

「大規模修繕」

の定義
 大規模修繕に改築（建替え）も含まれるか。

 総務省において地方債措置（地方財政措置）されていると承知し

ており、含まれない。

9
①広域型施設の大規模

修繕・耐震化整備
耐震化の要件

 耐震化を行う広域型施設の補助要件（耐震基準を満たしてい

ない等）はあるか。

 「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」の地域密着型施設

等の耐震化の補助要件と同様に、耐震診断の結果等で倒壊のおそれ

があると都道府県知事が認めたものとする。

10
①広域型施設の大規模

修繕・耐震化整備
設置場所

 創設する介護施設等と大規模修繕・耐震化する広域型施設の

所在地について、次のイ～二の場合、事業実施が可能なもの

はどれか。

（例）イ 創設：Ａ市、大規模修繕：Ａ市（同一敷地内）

   ロ 創設：Ａ市、大規模修繕：Ａ市（別所在地）

   ハ 創設：Ａ市、大規模修繕：Ｂ市（同一県内）

   ニ 創設：Ａ市、大規模修繕：Ｂ市（異なる都道府県）

 全て可能である。

 なお、介護施設等の創設と広域型施設の大規模修繕・耐震化の補

助主体は、それぞれの施設の所在地を管轄する都道府県となる。

 このため、補助主体が異なる場合は、関係都道府県間で、介護施

設等の種類、名称及び所在地、代表者の氏名及び職名等について、

情報共有を行う等、緊密に連携を図り、適正に事業を実施された

い。

11
①広域型施設の大規模

修繕・耐震化整備
対象施設数

 新規整備（創設）を行う介護施設等に対して認められる大規

模修繕・耐震化を行う施設数に要件はあるか。

（例）認知症高齢者グループホーム１施設創設を計画している

社会福祉法人が、同法人の特別養護老人ホーム１施設と介護老

人保健施設１施設、計２施設の大規模修繕も計画している場

合、２施設とも補助対象としてよいか。

 １の介護施設等の創設につき、１の広域型施設の大規模修繕・耐

震化が補助対象となる。

（例の場合は、特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設のいずれ

か一方が補助対象である。）

令和２年度からの地域医療介護総合確保基金（介護施設等の整備分）のメニュー拡充案に関する都道府県向けＱ＆Ａ

注）政府をあげて取り組んでいる「介護離職ゼロ」とは

 2015年度から2020年代初頭までに、介護サービスが利用できずやむを得ず離職する者をなくすとともに、特別養護老人ホームに入所が必要であるにもかかわらず自宅で待機して

いる高齢者を解消することを目指し、介護施設、在宅サービス（※）及びサービス付き高齢者向け住宅の整備量を約50万人分以上拡大すること。（以下「介護離職ゼロ」とい

う。）

※ 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス（特定施設入居者生活介護）、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型

居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（契約により利用できる24時間365日対応のサービスを選定。以下「介護離職ゼロ対象サービス」という。）（地域医療介護総合確保

基金の活用により施設整備費や開設準備経費等を支援）
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令和２年度からの地域医療介護総合確保基金（介護施設等の整備分）のメニュー拡充案に関する都道府県向けＱ＆Ａ

12
①広域型施設の大規模

修繕・耐震化整備
整備計画  整備計画とは、都道府県計画を指すのか。

 整備計画とは、補助事業を実施する事業者が策定する、１年から

４年程度の範囲内を期間とした、創設する介護施設等と大規模修

繕・耐震化する広域型施設の両方に係る計画を指す。当該計画は、

当然ながら、都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）に基づ

くものであることが前提である。

 具体的には、現行の補助制度において各都道府県等で定めている

補助申請書類に添付される事業（整備）計画に類するものを想定し

ており、本事業の実施に当たって、各都道府県等から補助申請者に

提出を求めるものである。

 各都道府県等においては、整備計画について厳格に審査を行うと

ともに、関係市区町村と緊密に連携を図り、適正に事業を実施され

たい。

13
①広域型施設の大規模

修繕・耐震化整備
整備計画

 創設する介護施設等は都道府県や市区町村の介護保険事業

（支援）計画に掲げたものだけが補助対象となるのか。計画外

の創設は対象外か。

 都道府県計画及び市町村計画（基金事業計画）は介護保険事業

（支援）計画と整合性を確保することとされているため、創設され

る介護施設等は、当該計画に基づいている必要がある。

14
①広域型施設の大規模

修繕・耐震化整備
遡及適用

 創設を既に着工している場合に、大規模修繕・耐震化をあわ

せて行うことになった場合は対象となるのか。

 令和２年度からの事業であり、遡及適用はできないため、対象と

ならない。

15
①広域型施設の大規模

修繕・耐震化整備
補助単価

 大規模修繕と耐震化を一体的に行う場合も、最大補助単価

は112.8万円となるか。
 貴見のとおり。

16
①広域型施設の大規模

修繕・耐震化整備
対象施設

 大規模修繕・耐震化を行う広域型施設の対象として、養護老

人ホームや特別養護老人ホームに併設するショートステイが含

まれないのはなぜか。

 本来、定員30名以上の広域型施設の大規模修繕・耐震化は、平成

18年度から一般財源化され、都道府県等において支援が行われてい

るところであるが、介護離職ゼロの実現に向けて、当該対象サービ

スの量的拡充と維持を同時に短期間で集中的に図れるよう、条件

（介護施設等の新規整備）や期限（令和５年度まで）を設けて特例

的に拡充を行うこととしたものである。

 このため、介護離職ゼロ対象サービス（介護離職防止等のため、

契約により利用できる24時間365日対応のサービス）ではない、措

置施設の養護老人ホームや短期入所施設であるショートステイは含

まれない。

17
②介護付きホームの整

備促進
追加理由

 介護付きホームを施設整備費等の補助対象に加えた理由は何

か。

 社会保障審議会介護保険部会の意見書（令和元年12月27日）にお

いて、「「介護離職ゼロ」の実現に向けて、介護施設の整備を進め

るとともに、在宅サービスの充実を図り、在宅の限界点を高めてい

くことが必要である。（看護）小規模多機能などのサービスの整備

を進めるとともに、既存の施設等による在宅支援を強化していくこ

とが必要である。また、「介護離職ゼロ」の実現に向けて、介護

サービス基盤として介護付きホーム（特定施設入居者生活介護）も

含めて、その整備を促進していくことが適当である。」と整理され

たことを踏まえたものである。

18
②介護付きホームの整

備促進
対象地域

 介護需要の増加が顕著である都道府県以外は、開設準備経

費のみ対象、という理解でよいか。
 貴見のとおり。

19
②介護付きホームの整

備促進
対象地域  介護需要の増加が顕著である都道府県の根拠は何か。

 介護サービス利用者数が、2018年から2040年までの間のピーク年

（推計）にかけて、一定数以上増加する12都道府県を選定してい

る。

20
②介護付きホームの整

備促進
対象施設

 住宅型有料老人ホームから、介護付きホームに転換する場合

も対象となるのか。

 対象となる場合は、どの補助金が対象となるのか、補助単価

も同一でよいか。

 住宅型有料老人ホームから介護付きホーム（有料老人ホームで

あって、特定施設の指定を受けるもの）へ転換する場合、「介護離

職ゼロ」に資する契約により利用できる24時間365日対応サービス

となるため、①施設整備費、②開設準備経費、③定期借地権設定の

ための一時金支援のいずれも対象となる。補助単価については、同

一でもよいが、各都道府県で定めること。

21
②介護付きホームの整

備促進

他の補助事業と

の関係

 サービス付き高齢者向け住宅のうち、定員29人以下の介護

付きホームに該当するものは、国土交通省による①施設整備費

の補助もあるが、今後棲み分けをする予定はあるか。

 また、国土交通省の補助を受けている場合は、基金事業

（①施設整備費、②開設準備経費、③定期借地権設定のため

の一時金支援）の対象にならないのか。

 どの施設整備費の補助を受けるかは、事業者において、それぞれ

の状況に応じ自主的に判断するものであり、そのような予定はな

い。

 また、原則として、同じ施設が、国費による補助金または交付金

を重複して受けることはできない。ただし、フロアごと、室ごとな

ど、範囲を区分できる場合は、区分された範囲内で重複しなけれ

ば、本整備事業の対象になり得る。

 このため、①施設整備費は上記の整理となる一方で、②開設準備

経費、③定期借地権設定のための一時金支援は、国土交通省に類似

の補助はないため、対象となる。

22
②介護付きホームの整

備促進

他の補助事業と

の関係

 サービス付き高齢者向け住宅のうち、定員30人以上の介護

付きホームに該当する場合、①施設整備費は、サービス付き高

齢者向け住宅整備事業（国土交通省）の補助を受け、②開設

準備経費や③定期借地権設定のための一時金支援は、基金事

業の補助を受けることは可能か。

 それぞれ対象（①建物、②設備等、③土地）が異なり、同じ施設

が、国費による補助金または交付金を重複して受けることにはなら

ないため、可能である。

23
②介護付きホームの整

備促進
事業窓口

 事業窓口は、特別養護老人ホームのように、広域型施設等は

都道府県、地域密着型施設等は市区町村が窓口になるのか。
 これまでと同様に、各都道府県で定めること。

24
③介護職員の宿舎施設

整備
対象職員

 介護職員以外の職員（医師、施設⾧、看護職員、リハビリ専

門職員、事務職員等）を入居させてもよいか。

 補助対象施設に勤務する職員であれば、職種は問わず、幅広く対

象となるため、入居させてよい。
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令和２年度からの地域医療介護総合確保基金（介護施設等の整備分）のメニュー拡充案に関する都道府県向けＱ＆Ａ

25
③介護職員の宿舎施設

整備
対象職員  外国人が入居しないと、補助対象とならないのか。

 外国人が入居しなくても補助対象となる。

 ①日本人のみ、②外国人のみ、③日本人と外国人の両方、のいず

れの場合も補助対象となる。

26
③介護職員の宿舎施設

整備
助成配分基準

 介護職員１定員当たりの延べ床面積３３㎡を基準とするとあ

るが、「建物延床面積÷定員数」の数値が３３㎡以上あれば

補助対象となるということか。

 介護職員１定員当たりの延べ床面積３３㎡は基準（最大）であ

り、３３㎡以下の宿舎整備を妨げるものではない。

 また、３３㎡を超える宿舎整備も妨げないが、この場合、３３㎡

分が補助対象となり、３３㎡を超える部分は補助対象外である。

27
③介護職員の宿舎施設

整備
家賃設定

 宿舎の家賃設定について、具体的に補助の上限額・下限額

があるのか。職員へ無償貸し付けは可能か。

 また、宿舎と同程度の建物が近傍にない場合は、どう比較

するのか。

 さらに、どの程度の期間、低廉家賃を継続すればよいのか。

 地域により家賃は様々であることから、上限額・下限額は設定し

ない。無償貸し付けも可能である。

 また、近傍とは、原則として本事業で整備する宿舎の所在する市

区町村内の地域内としているが、市町村内に近い建物がない場合

は、宿舎の所在地に最も近い別の市町村内の類似の建物と比較す

る。

 さらに、低廉家賃の要件は、永続的に満たすことが必要である

が、その確認頻度は各都道府県で定めること。

28
③介護職員の宿舎施設

整備
設置場所

 宿舎と補助対象施設の場所に関して、異なる都道府県に宿舎

を整備することも可能か。

 宿舎の設置場所に限定はないため、可能である。

 この場合の補助主体は、宿舎の所在地ではなく、補助対象施設の

所在地を管轄する都道府県となる。

 関係都道府県と緊密に連携を図り、適正に事業を実施されたい。

29
③介護職員の宿舎施設

整備
整備方法  借地上に建物を建築する場合も補助対象か。  補助対象である。

30
③介護職員の宿舎施設

整備
整備方法

 複数の補助対象施設を運営する法人（特別養護老人ホームと

認知症高齢者グループホームなど）が１つの宿舎を整備するこ

とも可能か。

 効率的な整備方法であり、可能である。

31
③介護職員の宿舎施設

整備
整備方法

 ２つの法人が共同で１つの宿舎を整備する場合、補助対象

か。

 対象として差し支えない。

 なお、設置費負担等については事業者間で充分協議すること。

32
③介護職員の宿舎施設

整備
整備方法

 ①補助対象施設（特別養護老人ホーム等）の一部を宿舎に改

修する場合、②既存建物の買収のみする場合、③既存建物を買

収した上で、当該建物改修する場合、④既存建物の賃貸（リー

ス契約）の場合、について補助対象となるか。

 ①補助対象となる。

 ②既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であ

ると認められる場合には、補助対象となる。

 ③上記と同様に認められる場合には買収費と当該建物の改修費の

両方とも対象となる。

 ④施設整備費であるため、資産が形成されない賃貸（リース契

約）による既存建物の活用は補助対象とならない。

33
③介護職員の宿舎施設

整備
上限額・下限額

 補助率が総事業費の１／３であるが、補助の上限額・下限

額は設けないのか。

 地域の実情（空き家やアパートの空き状況等）や利用者のニーズ

（戸建て又はシェアハウス等）に応じて柔軟に整備できるよう、上

限額・下限額は設けない。

 なお、介護職員１定員当たりの延べ床面積が３３㎡を超える場

合、３３㎡分が補助対象となり、３３㎡を超える部分は補助対象外

である。

34
③介護職員の宿舎施設

整備
対象施設  補助対象施設を限定する理由は何か。

 介護離職ゼロの実現に向けて、当該対象サービスに勤務する職員

を確保しやすくすることを目的とするものであるため。

3
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35
③介護職員の宿舎施設

整備
定員規模

 特別養護老人ホーム（補助対象施設）とデイサービス・

ショートステイ（補助対象外施設）を運営する法人が、１つの

宿舎を整備する場合、どの職員数分が補助対象になるか。定員

規模に上限はないのか。

 具体的なステップは以下のとおり。

①補助対象施設を経営している法人である。（オーナー型を除く）

②宿舎の定員規模を決める。（定員規模は問わないが、最大で補助

対象施設（建築中のものを含む。）の職員数分に限り補助対象とな

る（※））

③宿舎を整備する。（１定員当たり３３㎡以下が助成配分基準）

④整備した宿舎のうち、補助を受けた定員部分は、人事異動（夜勤

がないデイサービスの職員として訓練した後、夜勤がある特別養護

老人ホームの職員へ異動する等）があることも想定されるため、２

割以内において、デイサービス等の補助対象施設以外の職員の利用

することもできる。

※ 理論上、最大で補助対象施設の全ての職員数分の定員規模の宿

舎を整備でき得ることとなるが、整備した宿舎の利用が低調である

ことにより会計検査院等から指摘を受けるといったことがないよ

う、整備に当たっては、地域の利用ニーズを確認した上で、必要と

なる職員数や今後の入居見通し等について十分に精査を行うこと。

36
③介護職員の宿舎施設

整備
定員規模

 介護職員が、例えば、特別養護老人ホーム（補助対象施設）

とショートステイ（補助対象外施設）を兼務する場合は、職員

数を算定する（上記回答の②）際に按分する必要があるか。

 兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド数等

に基づき按分するなどの方法により当該職員数を特別養護老人ホー

ムとショートステイに割り振った上で、特別養護老人ホームについ

ての職員数を算出することが必要である。

37
③介護職員の宿舎施設

整備
負担割合

 補助率１／３とあるが、残りの２／３の内訳は、事業者負

担か、それとも市町村負担か。

 基金の留意事項通知の４（２）において、「事業者負担について

は、特に、特定の事業者の資産の形成につながる事業については、

必ず求めるものとする。ただし、政策上必要なもので、特定の事業

者の資産の形成につながらない事業については、事業者負担を求め

ないことも可能である。」とされている。

 宿舎の整備は、特定の事業者の資産の形成につながるものである

ことから、事業者負担は必ず求めるが、その水準（残りの２／３の

事業者と市区町村の内訳）は、各都道府県で定めること。

38
③介護職員の宿舎施設

整備
財産処分

 補助を受けて整備した宿舎について、補助対象施設以外に

勤務する職員が利用している場合や本来対象とならない職員が

利用する場合には、財産処分の手続が必要となるという理解で

よいか。

 当該介護施設等の職員の利用に支障のない範囲（定員規模の２割

以内）において、当該職員の家族等や補助対象施設以外の介護保険

関連施設・事業所に勤務する職員に限り、その利用を認めて差し支

えないこととしているが、この範囲を越える場合は、財産処分に該

当し、手続は必要である。

39
③介護職員の宿舎施設

整備
財産処分

 整備した宿舎の家賃収入については財産処分の対象となる

か。

 財産処分とは、補助金等の交付を受けて取得又は効用の増加した

財産を補助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付

け、担保又は取り壊すこと等をいう。

 整備した宿舎はそもそも貸し付けを前提としていることから、家

賃収入を得ることは交付の目的に反しておらず、財産処分に該当せ

ず、手続は不要である。

40
③介護職員の宿舎施設

整備
財産処分

 補助金等を受けて整備した既存の介護施設等（認知症高齢

者グループホーム等）やその一部を宿舎に転用したいという相

談を事業者から受けることがあるが、宿舎は補助金等の返還

を不要される財産処分承認基準に該当しないため、宿舎に転

用できない場合がある。

 当該事例を補助金の返還を不要される事例として、財産処分

承認基準に加えることはできないか。

 現行の規定の下記の財産処分に該当すると解釈できるため、手続

は必要であるが、補助金の返還は不要である。

 なお、介護施設等の受けた補助金が、地域介護・福祉空間整備等

施設整備交付金等の国庫補助金等ではなく、基金の場合は、財産処

分の承認や返還については、都道府県が条例や規則等を根拠として

決定するものであるため、その根拠の参考にされたい。

【厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について】

（抄）（平成20年４月17日付老発第0417001号厚生労働省老健局⾧

通知）厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準

（別添１）第３の２（１）②ア

別表「その他厚生労働省所管の補助金等（運営費補助金等を含

む。）の対象となる事業など上記に準じるものとして、厚生労働大

臣、地方厚生（支）局⾧又は都道府県労働局⾧が個別に認めるも

の」

41
③介護職員の宿舎施設

整備
事業窓口  事業窓口は、宿舎の所在地で判断するのか。

 補助主体は、宿舎の所在地ではなく、補助対象施設の所在地を管

轄する都道府県となる。

（なお、Ｑ30・31のような整備方法であって、補助対象施設の所在

地が都道府県域を跨がる場合は、主たる補助対象施設１つを選定す

ることになる。）

42
③介護職員の宿舎施設

整備
遡及適用

 既に宿舎建設に着手している介護事業者も補助対象とならな

いか。

 令和２年度からの予算であり、また、施設整備費は交付決定（内

示）前に着工することはできないため、遡及適用はできず、補助対

象外である。

43
③介護職員の宿舎施設

整備
税制措置

 社会福祉法人が設置する特別養護老人ホーム等の場合、固定

資産税が非課税であるが、当該者が整備する宿舎についてはど

うなるのか。

 課税される。

4
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44

④施設の大規模修繕の

際にあわせて行うロ

ボット・センサー、ICT

の導入支援

他の補助事業と

の関係

 広域型施設が「①介護施設等の整備にあわせて行う広域型

施設の大規模修繕・耐震化整備」の補助と併せて補助を受け

ることは可能か。

 本事業は設備整備（介護ロボット・ＩＣＴ導入）である一方、大

規模修繕への補助事業は施設整備であり、同じ施設が、国費による

補助金または交付金を重複して受けているわけではないため、可能

である。

 なお、本事業は、大規模修繕を施設の自己負担のみで行う場合も

対象となる。

45

④施設の大規模修繕の

際にあわせて行うロ

ボット・センサー、ICT

の導入支援

他の補助事業と

の関係

 １つの法人が、地域密着型施設等の創設補助（既存の施設

整備費）＋広域型施設の大規模修繕（①の補助）＋ロボッ

ト・センサー・ＩＣＴの導入支援補助（④の補助）の３つを

併せて受けることは可能か。

 可能である。

46

④施設の大規模修繕の

際にあわせて行うロ

ボット・センサー、ICT

の導入支援

他の補助事業と

の関係

 介護従事者確保分にある既存の「介護ロボット導入支援事

業」と「ＩＣＴ導入支援事業」が拡充されているが、大規模修

繕を行う際の本事業との違いは何か。

 「介護ロボット導入支援事業」と「ＩＣＴ導入支援事業」は、介

護ロボット・ＩＣＴの幅広い普及を目的としており、補助額が少額

かつ導入台数に限度ある。

 一方で、本事業は大規模修繕時に限定されるが、施設の大規模修

繕時にあわせて、介護ロボット・ＩＣＴの必要台数を一括して導入

でき、施設に効率的に必要台数を補助することができると考えてい

る（本事業は、１事業所に対する補助限度台数が利用定員の２割ま

でという要件はない）。

47

④施設の大規模修繕の

際にあわせて行うロ

ボット・センサー、ICT

の導入支援

他の補助事業と

の関係

 介護従事者確保分の「介護ロボット導入支援事業」や「Ｉ

ＣＴ導入支援事業」と本事業と同時に受けることは可能か。
 同時は不可であるが、事業年度が異なる場合は許容される。

48

④施設の大規模修繕の

際にあわせて行うロ

ボット・センサー、ICT

の導入支援

「大規模修繕」

の定義

 大規模修繕の規模について、金額の定めはあるか。金額な

ど規模要件を示さないと、ロボット・センサー、ICT導入あり

きの模様替でも補助対象となってしまうのではないか。

 個々の施設により老朽化等の事情が様々であるため、金額の設定

は行わない。また、大規模修繕に模様替は含まれない。

 なお、大規模修繕（①）と介護ロボット・ＩＣＴ導入（②）には

親和性があることを踏まえて補助することとしたものであり、例を

あげると次のとおりであるが、以下に例示する以外の取組も補助対

象となることに留意すること。

（例）

・天井等の内装改修や電気設備の改造（①）と見守りセンサーの導

入に伴うWi-Fi工事（②）

・給排水設備の改造工事（①）と排泄物の処理にロボット技術を用

いた設置位置の調整可能なトイレ（②）

・浴室の改修工事（①）とロボット技術を用いて浴槽を出入りする

際の一連の動作を支援する機器（②）

49

④施設の大規模修繕の

際にあわせて行うロ

ボット・センサー、ICT

の導入支援

リース費用

 介護ロボット・ＩＣＴのリース費用も対象となるか。対象

となる場合、補助対象時点が大規模修繕時とのことだが、複

数年度分も対象か。

 リース費用も対象とするが、対象となる期間は当該年度分（リー

ス開始から３月末までの最大１年分）に限る。

50

④施設の大規模修繕の

際にあわせて行うロ

ボット・センサー、ICT

の導入支援

現行の取扱い

 拡充とあるが、現行の開設準備経費でも介護ロボット・セ

ンサー、ＩＣＴの購入は補助対象と理解していいのか。大規模

修繕時に購入する場合のみが対象となるのか。

 現行でも、施設で必要となる設備が幅広く対象であり、介護ロ

ボット・センサー、ＩＣＴも対象となり得る。

51

⑤特養併設のショート

ステイ多床室のプライ

バシー保護改修支援

対象施設

 既に特別養護老人ホームのプライバシー保護改修を行なって

いる場合において、併設ショートステイのみプライバシー保護

改修を行うことは可能か。

 可能である。この場合、特別養護老人ホームが助成を受けている

かどうかは問わない。

 また、令和２年度以降に、特別養護老人ホームと併設ショートス

テイ両方について助成を受けようとする場合、整備床数単位の補助

単価としているため、同じ年度である必要はなく、実施順序も問わ

ず、いずれかが助成を受けていなくてもよい。

52

⑤特養併設のショート

ステイ多床室のプライ

バシー保護改修支援

対象施設

 ユニット型特別養護老人ホームに併設されるショートステイ

であっても、ショートステイ用居室が多床室であれば、対象と

なるのか。

 ショートステイの居住環境の質向上につながるため、対象とな

る。

53

⑥介護予防拠点（通い

の場等）における健康

づくりと防災の意識啓

発の取組支援

対象設備  どのようなものが備品として購入可能か。

 高齢者の防災に対する意識の共有を図るために必要な備品が対象

である。

 このため、防災教室のための映像機器、ホワイトボード、研修教

材等の購入費が対象となる。一方で、防災用ヘルメット・毛布、バ

ランスボール等の健康器具、血圧計・握力計・体温計等は対象とな

らない。

54

⑥介護予防拠点（通い

の場等）における健康

づくりと防災の意識啓

発の取組支援

対象設備

 「映像機器」には、プロジェクター、スクリーン、DVD機

器、テレビ、パソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラなどを

含めてよいか。

 高齢者の防災に対する意識の共有を図るために必要な備品と判断

できるのであれば、含めてよい。

55

⑥介護予防拠点（通い

の場等）における健康

づくりと防災の意識啓

発の取組支援

対象経費
 会場使用料（エアコン使用料なども）は、補助対象になる

か。

 体操等の介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点に、防災の意

識啓発の機能を付加するものであるため、土台となる介護予防拠点

の会場使用料や光熱水費は補助対象にならない。

56

⑥介護予防拠点（通い

の場等）における健康

づくりと防災の意識啓

発の取組支援

１箇所あたり

 「１箇所あたり10万円が最大補助単位」とあるが、この

「１箇所」は、通いの場の会場数と考えてよいか。それとも、

「日常生活圏域ごとに１箇所」などの考え方があるのか。

 複数の介護予防拠点（団体）が同一の会場を利用している場合に

は、補助を受けて購入する備品は共用が可能であるため、１箇所と

は１会場と捉えること。

5
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57

⑥介護予防拠点（通い

の場等）における健康

づくりと防災の意識啓

発の取組支援

補助財産の所有

者

 備品は市区町村の備品となるのか。事業を委託している場

合、委託先の備品とすることもできるのか。

 実施主体は、市区町村としているため、直接事業を実施する場合

は、市区町村となる。市町村の助成により事業者が事業を実施する

場合は、事業者となる。

 いずれにしても、補助財産は、適切に管理いただきたい。

58
⑦介護施設等における

看取り環境の整備推進
静養室の改修

 既存の静養室の改修（リニューアル）を対象にしてよいの

か。

 施設等における看取りに対応できる環境を整備するためには、

ハード面（基金）とソフト面（介護報酬）の両面から支援すること

が必要であることから、本事業は、基本的に看取り介護（ターミナ

ルケア）に関する介護報酬上の加算・施設基準がある施設等を補助

対象としている。

 介護報酬上の看取り介護加算の算定要件においても、「看取りを

行う際に個室又は静養室の利用が可能となるよう配慮を行うこ

と。」とされており、静養室を看取りのために使用することもあり

得ることから、対象にしてよい。

59
⑦介護施設等における

看取り環境の整備推進

設備基準・下限

額

 看取りを行う個室について、居室面積・設備基準や補助下

限額は設定するのか。

 補助対象施設等ごとに元々、居室定員や１人当たりの居室面積基

準が異なること、また、静養室に面積基準がないこと等を踏まえれ

ば、施設等の状況に応じて、様々な改修、設備整備が考えられるた

め、居室面積・設備基準や補助下限額は設定しない。

 ただし、看取り及び家族等が宿泊できるスペースが充分に確保で

きているか都道府県が判断することは必要である。

60
⑦介護施設等における

看取り環境の整備推進
対象施設

 どのような施設を補助対象施設として判断するのか。看取り

の実績は必要か。

 看取りの実績は必ずしも必要ないが、例えば、施設が介護報酬上

の看取り介護（ターミナルケア）加算の届出としているか等、改修

した看取りを行う個室について、その稼働が見込めるかどうか都道

府県が判断することは必要である。

61
⑦介護施設等における

看取り環境の整備推進
対象部屋数

 １施設あたり350万円が補助単価（最大）の範囲であれば、

必要に応じて複数の部屋を改修してもよいのか。
 貴見のとおり。

62
⑦介護施設等における

看取り環境の整備推進
一時利用

 看取りとして利用がない期間において、入所者の静養や家族

等の一時的な宿泊等に使用できるとあるが、職員の休憩室な

ど職員が使用することも可能か。

 可能であるが、看取りの必要が生じた際に速やかに使用できるよ

う担保しておく必要がある。

63
⑦介護施設等における

看取り環境の整備推進

他の補助事業と

の関係

 「①介護施設等の整備にあわせて行う広域型施設の大規模

修繕・耐震化整備」の補助と併せて補助を受けることは可能

か。

 いずれも施設整備費であるため、原則として、同じ施設等が、国

費による補助金または交付金を重複して受けることはできない。た

だし、フロアごと、室ごとなど、範囲を区分できる場合は、区分さ

れた範囲内で重複しなければ、併せて補助を受けることは可能であ

る。

64
⑦介護施設等における

看取り環境の整備推進

他の補助事業と

の関係

 既存の開設準備経費の補助と併せて補助を受けることは可

能か。

 開設準備経費は、施設等の開設時、増築（床）時、改築（再開

設）時に必要な設備整備等を支援するものである。

 改修時は開設準備経費支援の要件に該当しないこと、また、本事

業では、施設の改修に加えて、ベッド等の設備整備についても補助

対象としていることから、不可である。

65
⑦介護施設等における

看取り環境の整備推進
財産処分

 施設整備時に補助金を受給している施設が実施する場合、補

助金返還及び転用の手続きは必要か。

 現行の規定の下記の財産処分に該当すると解釈できるため、手続

は必要であるが、補助金の返還は不要である。

 なお、介護施設等の受けた補助金が、地域介護・福祉空間整備等

施設整備交付金等の国庫補助金等ではなく、基金の場合は、財産処

分の承認や返還については、都道府県が条例や規則等を根拠として

決定するものであるため、その根拠の参考にされたい。

【厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について】

（抄）（平成20年４月17日付老発第0417001号厚生労働省老健局⾧

通知）厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準

（別添１）第３の２（１）②ア

別表「その他厚生労働省所管の補助金等（運営費補助金等を含

む。）の対象となる事業など上記に準じるものとして、厚生労働大

臣、地方厚生（支）局⾧又は都道府県労働局⾧が個別に認めるも

の」

66
⑧共生型サービス事業

所の整備推進
指定要件

 補助要件にある「共生型サービスの指定」について、既に

指定を受けている場合も対象となるか。

 また、新規で指定を受ける事業所の場合、補助金額の確定

は指定後となるのか。

 ①既に指定を受けている事業所、②本事業完了の日までに指定を

受ける見込みの既存の事業所、③本事業完了の日までに指定を受け

る見込みの新規整備（創設）の事業所、のいずれの場合も対象とな

る。

 なお、③について、新規整備（創設）する事業所が（看護）小規

模多機能型居宅介護の場合、基金の既存の施設整備費、開設準備経

費の対象となるが、原則として、同じ事業所が、国費による補助金

または交付金を重複して受けることはできないため、本事業の対象

とならない。

 また、補助金額の確定等の交付業務の具体的な運用は、各都道府

県で定めること。

67
⑧共生型サービス事業

所の整備推進
指定要件

 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護は

「通い」、「宿泊」ごとに共生型障害福祉サービスの指定を受

けることになるが、両方の指定を受けなければ対象にならな

いのか。いずれかの指定だけでも対象になる場合、補助内容は

変わるのか。

 いずれかの指定があれば、補助対象となる。補助内容は変わらな

い。

6
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68
⑧共生型サービス事業

所の整備推進
対象事業所

 地域密着型通所介護事業所の一類型である療養通所介護事

業所は、補助対象となるのか。

 下記の事務連絡の基準を満たす療養通所介護事業所については、

「共生型サービス」と称して差し支えないこととされているため、

補助対象となる。

【児童福祉法に基づく主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援

の事業等を介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において実施

する場合の取扱について】（抄）（平成30年３月30日付厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、老健局老人保健課事務連

絡）

69
⑧共生型サービス事業

所の整備推進
対象設備

 設備購入費として、障害福祉サービスの報酬請求に係る機

器、ソフト等の購入は補助対象となるか。

 障害者や障害児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に支援するための事業である

ことから、補助対象とならない。

70
⑧共生型サービス事業

所の整備推進
対象設備  補助対象となる設備の基準や補助下限額はあるのか。

 事業所の実情や受け入れる障害児・者の特性に応じて、様々なも

のが考えられるため、設備の基準や補助下限額は設けない。

 参考までに以下に例をあげるが、これ以外の設備も幅広く対象と

なる。

（設備購入の例）

 頭部保護のためのヘッドギアや地べたで過ごすことが多い障害

児・者に対応するための畳、エアマット等の購入が考えられる。

71
⑧共生型サービス事業

所の整備推進
財産処分

 補助を受けて整備した介護保険事業所について、本事業を

実施して障害児・者が利用することになる場合、財産処分の手

続が必要となるという理解でよいか。

 現行の規定の下記の財産処分に該当するため、手続は必要である

が、補助金の返還は不要である。

 なお、介護施設等の受けた補助金が、地域介護・福祉空間整備等

施設整備交付金等の国庫補助金等ではなく、基金の場合は、財産処

分の承認や返還については、都道府県が条例や規則等を根拠として

決定するものであるため、その根拠の参考にされたい。

【厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について】

（抄）（平成20年４月17日付老発第0417001号厚生労働省老健局⾧

通知）

厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準（別添

２）１（６）

 経過年数が１０年未満の老人福祉施設等の補助施設等であって、

当初の補助事業を継続しつつ、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第７２条の２、第７８条の２の２、第１１５条の２の２若しく

は第１１５条の１２の２又は障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４１条の

２又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４）第２１条の５の１７

に基づく指定を受けて当該指定事業を行う場合の一部の転用

72 ⑨その他
過年度基金の充

当

 今回の拡充メニュー案の財源として過去の基金残高（平成

27年度補正予算分を含む）を活用することは可能か。

 原則として、可能である。

 例外として、平成27年度補正予算分の基金（管理運営要領の別記

１−２）は、介護離職ゼロ対象サービスの整備量拡大に資するメ

ニューに限定しているため、拡充メニュー案のうち下記４つ（介護

サービスの質の向上関連）以外には活用することが可能である。

・特養併設のショートステイ多床室のプライバシー保護改修支援

・介護予防拠点（通いの場等）における健康づくりと防災の意識啓

発の取組支援

・介護施設等における看取り環境の整備推進

・共生型サービス事業所の整備推進

73 ⑨その他 時限措置

 補助要件に「令和５年度までの実施」との記載があるメ

ニューは、時限措置ということか。その場合、令和６年度以

降に取扱いについて考えはあるか。

 貴見のとおり。なお、令和６年度以降の取扱いは、その時の予算

編成過程で検討されるものであり未定である。

74 ⑨その他 時限措置
 「令和5年度までの実施」といった期限の記載のない事業に

ついては、現時点では実施期限はないという理解でよいか。
 貴見のとおり。
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