
 

千葉県広域型施設等の開設準備支援等事業補助金交付要綱 
 

 

平成２２年１月１８日制定 

平成２４年４月１日改正 

平成２５年９月１２日改正 

平成２７年７月２４日改正 

          平成２８年８月２４日改正 

平成３０年９月３日改正 

令和元年９月１７日改正 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、市町村及び社会福祉法人等が整備する介護施設の開設当初から安定した、質の

高いサービスを提供するために行う準備に要する経費及び施設整備に係る用地確保のために 

定期借地権を設定した場合に授受される一時金に対し、予算の範囲内において補助金を交付 

するものとし、千葉県補助金等交付規則（昭和３２年千葉県規則第５３号。以下「規則」とい

う。）に規定するもののほか、この交付要綱の定めるところによる。 

 

 

（補助対象施設） 

第２条 この補助金の対象となる施設は、県内の定員３０名以上の以下の施設とする。 

（１）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 

（２）ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの） 

（３）介護医療院 

（４）養護老人ホーム 

 

 

（対象の事業） 

第３条 この補助金の対象となる事業は、次のとおりとする。 

（１）施設開設準備事業 
施設が開設時（改築による再開時を含む。）又は増床時から安定した質の高いサービスを

提供するための６か月前の準備に必要な経費（設備整備、職員訓練期間中の雇上げ、職員募

集軽費、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）に係るもの。 

（２）定期借地権利用事業 

施設整備に係る用地の確保が困難な場合に、用地確保を容易にする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。）

に係るもの。 

また、地域の実情に合わせて、普通借地権設定の場合も対象とするが、この場合、当該用

地に整備される施設等の経営が安定的・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。  

・ 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。  

・ 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っ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・併設施設（定期巡回・

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、当該施設の敷地についても

補助の対象とする。 

 

 



（対象外の事業） 

第４条 次に掲げる場合は、この補助金の対象としない。 

（１）施設開設準備事業 

ア 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）に定める地方公務員の給与に充てる場合 

イ 他の国庫負担（補助）制度により現に事業の経費の一部を負担し、又は補助している 

事業である場合 

ウ 事業を行うために締結する契約が、事業者の定める経理規程等に反する契約である場合 

エ 指定都市及び中核市が開設する施設及び社会福祉法人等が指定都市及び中核市内に開設

する施設に係る事業である場合 

オ その他開設準備に関する事業として適当と認められない場合 

（２）定期借地権利用事業 

ア 保証金として授受される一時金である場合 

イ 定期借地権の設定期間が５０年未満の契約に基づき授受される一時金である場合 

ウ 定期借地権の当事者が利益相反関係とみなされる場合 

エ 他の国庫負担（補助）制度により現に事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

である場合 

オ 指定都市及び中核市が開設する施設及び社会福祉法人等が指定都市及び中核市内に開設 

する施設に係る事業である場合 

カ 事業を行うために締結する契約が、事業者の定める経理規程等に反する契約である場合 

キ その他定期借地権利用に関する事業として適当と認められない場合 

２ 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする事業を行う者（法人にあっては、その   

役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問    

その他の実質的に当該法人の経営に関与している者又は当該法人の業務に係る契約を締結 

する権限を有する者をいう。以下同じ。））が次のいずれかに該当する者であるときは、当該 

事業は、補助の対象とならない。 

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

（２）次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行と

してするものその他正当な理由があるものを除く。）をした者（継続的に又は反復して当該

行為を行うおそれがないと認められる者を除く。） 

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団（以下

「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為 

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団

員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供

与又はこれらに準ずる行為 

ウ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方（法人に

あっては、その役員等）が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為 

（３）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 

 

（交付額の算定） 

第５条 この補助金の交付額は次により算出する。ただし、事業ごとに算出された交付額に   

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。 

（１）施設開設準備事業 

施設ごとに次表の第１欄に定める交付基礎単価に第２欄に定める単位の数を乗じて得た

補助基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を補助額と 

する。 

なお、交付基礎単価について、「平成３１年４月１日～令和元年９月３０日」を適用する

のか、又は「令和元年１０月１日～」を適用するのかは、各介護施設等が実施する事業に約

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。 



 

１ 交付基礎単価 ２ 単位 ３ 対象経費 

 

（平成 31 年 4 月 1 日～令和元年 9 月 30 日） 

８２３千円 

定員数 円滑な開設（改築による再開時を含む。）

又は増床の際に必要な需用費、使用料及び

賃借料、備品購入費（備品設置に伴う工事請

負費を含む。）、報酬、給料、職員手当等（市

町村の施設等に係るものを除く。）、共済費、

賃金、旅費、役務費、委託料。 

ただし、他の補助金等の交付の対象とな

る費用を除く。 

 

（令和元年 10 月１日～） 

８３９千円 

 

（２）定期借地権利用事業 

次表の第１欄に定める施設等の区分ごとに、第２欄に定める交付基準による額と第３欄に

定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に第４欄に定める交付率を乗じて得

た額を補助額とする。 

 

１．区分 ２．交付基準 ３．対象経費 ４．交付率 

【本体施設】 

当該施設等を整備す

る用地に係る国税局長

が定める路線価（路線

価が定められていない

地域においては、固定

資産税評価額に国税局

庁が定める倍率を乗じ

た額）の 2 分の 1 

定期借地権設

定に際して授受

される一時金で

あって、借地代の

前払いの性格を

有するもの（当該

一時金の授受に

より、定期借地権

設定期間中の全

期間又は一部の

期間の地代の引

き下げが行われ

ていると認めら

れるもの） 

1/2 

定員 30 名以上の広域型施設 

 ・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 

 ・介護医療院 

 ・ケアハウス（特定施設入居者生活

介護の指定を受けるもの） 

・養護老人ホーム 

【合築・併設施設】 

定員 29名以下の地域密着型施設等 

 ・定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所 

・認知症対応型デイサービス  

センター 

・介護予防拠点 

・地域包括支援センター 

・生活支援ハウス 

・緊急ショートステイ 

 

（申請） 

第６条 市町村及び社会福祉法人等が規則第３条の規定によりこの補助金の交付を申請しよう

とするときは、千葉県広域型施設等の開設準備支援等事業補助金交付申請書（別記第１号様式）

を知事に提出しなければならない。 

 

 



（交付の条件） 

第７条 規則第５条に規定する必要な条件は、次のとおりとする。  

（１）社会福祉法人等が実施する事業 

ア 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受けなければ  

ならない。ただし、施設開設準備事業と定期借地権利用事業との間の経費の配分の変更は

承認しないものとする。 

イ 事業を中止し、又は廃止（一部の中止、又は廃止を含む。）する場合には、知事の承認を

受けなければならない。 

ウ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに

知事に報告してその指示を受けなければならない。 

エ 事業により取得し又は効用の増加した価格が３０万円以上の機械及び器具については、 

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）で定めている 

耐用年数を経過するまで知事の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し､貸し付け、担保に供し又は廃棄してはならない。  

オ 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った場合には、その収入の全部 

又は一部を県に納付させることがある。 

カ 事業により取得し又は効用の増加した財産については、事業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。 

キ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助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。）は、

仕入控除税額報告書（別記第４号様式）により速やかに、遅くとも事業完了日の属する

年度の翌々年度 6 月 30 日までに知事に報告しなければならない。なお、事業者が全国

的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消費税及び

地方消費税の申告を行わず本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を

行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、

知事に報告があった場合には、当該仕入控除額の全部又は一部を県に納付させることが

ある。 

ク 事業者は、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  

ついての証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止

又は廃止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。 

ケ 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受け

てはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

コ 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行う契約  

手続きの取り扱いに準拠するほか、社会福祉法人等の規程を遵守しなければならない。 

サ 事業者は、定期借地権契約が借地権の存続期間の満了前かつ賃料の前払いとしての一時金

充当期間の終了前に解約された場合に土地所有者が一時金のうちの未充当期間相当額を

借地権者である事業者に返還する旨、定期借地権契約書に定めなければならない。 

土地所有者より返還があった場合には、知事へ報告するとともに、返還額の全部又は一部

を県に納付しなければならない。 

なお、事業者の事由による定期借地権契約の解約であっても、事業者は、返還額の全部 

又は一部を県に納付しなければならない。 

シ 事業者がア～コにより付した条件に違反した場合には、補助金の全部又は一部を県に納付

させることがある。 

（２）市町村が実施する事業 

ア 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受けなければな

らない。 

イ 事業を中止し、又は廃止（一部の中止又は廃止を含む。）する場合には、知事の承認を  

受けなければならない。 



ウ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに

知事に報告してその指示を受けなければならない。 

エ 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、器具及びその他の  

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知事の承認を受けないで、この事業の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し､貸し付け、担保に供し又は廃棄してはならない。 

オ 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った場合には、その収入の全部 

又は一部を県に納付させることがある。 

カ 事業により取得し又は効用の増加した財産については、事業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。 

キ 事業者は、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、 

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完了の

日（事業の中止又は廃止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。 

ク 事業者がア～キにより付した条件に違反した場合には、補助金の全部又は一部を県に納付

させることがある。 

 

 

（承認申請） 

第８条 第７条の規定により、承認又は指示を受けようとするときは、内容及び理由を記載した

書面を知事に提出しなければならない。 

  

（実績報告） 

第９条 市町村及び社会福祉法人等が規則第１２条の規定により実績報告をしようとするときは、

事業の完了の日から起算して１か月を経過した日又は事業当該年度の３月３１日のいずれか 

早い日までに千葉県広域型施設等の開設準備支援等事業補助金実績報告書（別記第２号様式）

を知事に提出しなければならない。 

 

（交付の請求） 

第１０条 市町村及び社会福祉法人等が規則第１５条の規定によりこの補助金の交付を請求しよ

うとするときは、千葉県広域型施設等の開設準備支援等事業補助金請求書（別記第３号様式）を

知事に提出しなければならない。 

 

（暴力団密接関係者） 

第１１条 規則第１７条第１項第３号の知事が定める者は、第４条第２項（２）又は（３）に   

該当する者（補助事業を行う者が法人である場合にあっては、その役員等が同項（１）から（３）

までのいずれかに該当する者である法人）とする。 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成２２年１月１８日から施行し、平成２１年度予算から平成２３年度予算に  

係る補助まで適用する。なお、平成２１年度については、平成２１年５月２９日以降に実施された

事業を対象とする。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行し、平成２４年度分の予算に係る補助金から適用  

する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年９月１２日から施行し、平成２５年度分の予算に係る補助金から適用  

する。 



附 則 

この要綱は、平成２７年７月２４日から施行し、平成２７年度分の予算に係る補助金から適用  

する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年８月２４日から施行し、平成２８年度分の予算に係る補助金から適用  

する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年９月３日から施行し、平成３０年度分の予算に係る補助金から適用  

する。 

附 則 

この要綱は、令和元年９月１７日から施行し、令和元年度分の予算に係る補助金から適用する。 

 


