
千葉県袖ケ浦福祉センター利用者移行支援事業補助金交付要綱 
 

                     平成２７年３月２５日制定（障第４４６６号） 
                     平成３０年３月２６日改正（障事第１５１８号） 
                     平成３０年６月１３日改正（障事第４５６号） 
                     平成３１年３月２７日改正（障事第２１５９号） 
 
（趣旨） 
第１条 知事は、市町村（一部事務組合を含む。以下同じ。）並びに社会福祉法人、医療法人、   

一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人及び特定非営利活動法人（以下、

「社会福祉法人等」という。）が、平成２７年３月３１日時点で千葉県袖ケ浦福祉センター  

（以下、「センター」という。）において入所支援又は１年を超えて短期入所を利用している  

行動障害のある障害者のうち第２条（１）又は（２）に該当する者を自法人の指定障害者支援

施設又は指定共同生活援助事業所に受け入れるに当たって支援に要した経費について、予算の

範囲内において、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例（昭和３７年千葉県条例第  

３４号）、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。） 

及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。 
（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 
（１）「センター強度行動障害者」とは、平成２７年３月３１日時点でセンター更生園において  

強度行動障害支援事業の対象である者又は、平成２７年３月３１日時点でセンター養育園第 

２寮において施設入所支援を受けている２０歳以上の者で、かつ、多動、自傷、異食等、生活

環境への著しい不適応行動を頻回に示すため、適切な指導・訓練を行わなければ日常生活を  

営む上で著しい困難があると認められる者、及び処遇により障害程度が軽減されているが、  

なお、生活環境への不適応行動を頻回に示し、適切な指導・訓練を行う必要がある者をいう。 
（２）「センター行動障害者」とは、平成２７年３月３１日時点でセンター更生園第２支援グルー

プにおいて処遇を受けている者のうち（１）を除く者をいう。 
（３）「指定障害者支援施設」とは、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。以下「法」という。）第２９条第１項の規定に基づく指定

障害者支援施設をいう。 
（４）「指定共同生活援助事業所」とは、法第３６条第１項の指定を受け、法第５条第１７項の  

規定に基づく共同生活援助を行う事業所をいう。 
（５）「移行者」とは、（１）又は（２）の者で、センター等によるマッチングを経て入所（入居）

に合意し平成２７年４月１日以降に第３条に規定する指定障害者支援施設又は指定共同生活

援助事業所に入所（入居）した者をいう。 
（対象施設等） 
第３条 この事業の対象施設等は、センター強度行動障害者又はセンター行動障害者を平成２７



年４月１日以降に受け入れ、千葉県内において設置運営されている指定障害者支援施設又は 

指定共同生活援助事業所とする。ただし、県立施設を除く。 
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（法人その他の団体にあって

は、その役員等（業務を執行する社員、理事若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の

実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体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。））が次の各号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  

その他の団体にあっては、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 
（対象施設等の要件） 
第４条 対象施設等は、次に掲げる要件を満たすものとする。 
（１）指定障害者支援施設 
 ア 医師について、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要

な数を配置していること。 
 イ 職員について、指定障害者支援施設において、通常必要な生活支援員（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に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備 

及び運営に関する基準等を定める条例（平成 24 年 12 月 21 日条例第 90 号）における人員   

配置基準上の職員及び、職員の加配が求められる給付費の加算等を受けている場合の加算等

の算定に係る職員（ただし、移行者に対する強度行動障害県単加算事業補助金等の交付の  

算定に係る職員は除く））の員数に加えて下記の人数を配置していること。 
   また、職員のうち１名以上は強度行動障害支援者養成研修（実践研修）又は強度行動障害

支援者養成研修（実践研修）と同等以上の内容の強度行動障害に関する研修を受講している

者とすること。ただし、当面の間は研修を受講していない者のみの配置も認めることとする。 
  イ）センター強度行動障害者 
    センター強度行動障害者が１名の場合は、常勤の生活支援員１名以上、センター強度  



行動障害者が２名の場合は、常勤の生活支援員１名に、生活支援員を常勤換算方法で１名

を加えて得た数以上、センター強度行動障害者が３名の場合は、常勤の生活支援員２名に、

生活支援員を常勤換算方法で１名を加えて得た数以上、センター強度行動障害者が４名の

場合は、常勤の生活支援員３名に、生活支援員を常勤換算方法で１名を加えて得た数以上、

センター強度行動障害者が４名を超える場合は、常勤の生活支援員４名に、センター強度

行動障害者が１増すごとに生活支援員を常勤換算方法で１名を加えて得た数以上配置して

いること。 
  ロ）センター行動障害者 
    センター行動障害者が１名から３名までの場合は、１増すごとに生活支援員を常勤換算

方法で０．５名を加えて得た数以上、センター行動障害者が４名の場合は、常勤の生活  

支援員２名以上、センター行動障害者が４名を超える場合は、常勤の生活支援員２名に、

センター行動障害者が１増すごとに常勤換算方法で０．５名を加えて得た数以上配置して

いること。 
 ウ 心理療法を担当する職員を１名以上配置していること。 
 エ 居室は原則として個室とすること。 
 オ 行動改善室、観察室等の行動障害の軽減のための各種指導、訓練等を行うために必要な  

設備を設けていること。ただし、構造上設置が困難な場合はこの限りではない。 
（２）指定共同生活援助事業所 
 ア 原則として介護サービス包括型指定共同生活援助事業所であること。 
 イ 職員について、指定共同生活援助事業所において、通常必要な生活支援員（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に基づく指定障害福祉サービスの事業等の

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成 24 年 12 月 21 日条例第 88 号）に  

おける人員配置基準上の職員及び、職員の加配が求められる給付費の加算等を受けている 

場合の加算等の算定に係る職員（ただし、移行者に対する重度障害者支援加算の算定に係る

職員は除く））の員数に加えて下記の人数を配置していること。 
   また、職員のうち１名以上は強度行動障害支援者養成研修（実践研修）又は強度行動障害

支援者養成研修（実践研修）と同等以上の内容の強度行動障害に関する研修を受講している

者とすること。ただし、当面の間は研修を受講していない者のみの配置も認めることとする。 
  イ）センター強度行動障害者 
    センター強度行動障害者が１名の場合は常勤の生活支援員１名以上、１名を超える場合

は、１増すごとに常勤の生活支援員１名を加えて得た数以上配置していること。 
  ロ）センター行動障害者 
    センター行動障害者が１名の場合は、生活支援員を常勤換算方法で０．５名以上、セン

ター行動障害者が２名の場合は、常勤の生活支援員１名以上、センター行動障害者が３名

の場合は、常勤の生活支援員１名に、生活支援員を常勤換算方法で０．５名を加えて得た

数以上、センター行動障害者が４名の場合は、常勤の生活支援員２名以上、センター行動

障害者が４名を超える場合は、常勤の生活支援員２名に、センター行動障害者が１増す  

ごとに常勤換算方法で０．５名を加えて得た数以上配置していること。 



 ウ 夜間の支援体制が整っていること。 
  イ）センター強度行動障害者 
    原則としてセンター強度行動障害者が居住する共同生活住居において夜勤又は宿直を 

行う体制となっていること。 
  ロ）センター行動障害者 
    当該事業所において夜勤又は宿直を行う体制となっていること。 
 エ 必要に応じて日常生活上の健康管理を行うための体制が整っていること。 
 オ 利用者への心理的ケアについて必要に応じて生活支援員が専門の者に相談できる体制等が

とれること。 
 カ センター強度行動障害者又はセンター行動障害者に対応できる設備環境が整っていること。 
  イ）共同生活住居に職員の宿直時又は夜勤時に必要なスペースがあること。 
  ロ）居室は個室とし、収納設備を除き 7.43 ㎡以上の面積を有すること。ただし、センター  

強度行動障害者の居室は、収納設備を除き 9.90 ㎡以上の面積を有すること。 
  ハ）障害特性に応じた構造上の工夫がなされていること。 
  ニ）センター強度行動障害者の入居する共同生活住居に入居する強度行動障害者の人数は 

１ユニット当たり５名を超えないこと。 
（交付の対象） 
第５条 この補助金の交付の対象は、次に掲げるものとする。 
（１）移行者を受け入れた指定障害者支援施設が移行者の支援に要した経費 
（２）移行者を受け入れた指定共同生活援助事業所が移行者の支援に要した経費 
（交付額の算定方法） 
第６条 この補助金の補助基準額及び補助率等は別表一のとおりとする。 
（交付の申請） 
第７条 補助金の交付を受けようとする指定障害者支援施設又は指定共同生活援助事業所の設置

法人（以下「事業者」という。）は知事が定める期日までに、交付申請書（別記第１号様式）に

必要書類を添えて知事に提出しなければならない。 
２ この補助金の交付決定後の事情の変更により、補助事業の内容を変更して交付申請を行う 

事業者は、知事が別に定める期日までに、変更交付申請書（別記第２号様式）に必要書類を   

添えて知事に提出しなければならない。 
（交付の条件） 
第８条 規則第５条の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。 
（１）補助事業の内容を変更する場合は、知事の承認を受けること。 
（２）補助事業を中止又は廃止する場合は、知事の承認を受けること。 
（３）センター強度行動障害者を受け入れた場合は、受入後概ね２年経過以降、援護実施機関  

又は知的障害者福祉法に基づく知的障害者更生相談所による強度行動障害に関する判定を 

受け、その結果を速やかに、遅くとも交付対象期間内に知事に報告すること。 
（変更の承認） 
第９条 前条の規定により承認を受けようとするときには、変更（中止・廃止）承認申請書   



（別記第３号様式）を知事に提出しなければならない。 
（実績報告） 
第１０条 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、翌年度の４月１０日まで

に、実績報告書（別記第４号様式）を知事に提出しなければならない。 
（交付の請求） 
第１１条 規則第１５条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、交付請求書 

（別記第５号様式）を知事に提出しなければならない。 
（概算払の請求） 
第１２条 規則第１６条第２項の規定による補助金の概算払の請求は、千葉県袖ケ浦福祉センタ

ー利用者移行支援事業補助金概算払請求書（別記第６号様式）を知事に提出して行うものと 

する。 
（交付の期間） 
第１３条 補助金の交付対象期間は、下記のとおりとする。 
（１）センター強度行動障害者が指定障害者支援施設に入所した日又は指定共同生活援助事業所

に入居した日から３年間。ただし、第８条（３）の援護実施機関又は知的障害者更生相談所

による強度行動障害に関する判定が、厚生労働大臣が定める基準（平成 18年厚生労働省告示

第 543 号）別表二における行動関連項目の点数の合計が１８点以上である場合は、この限り

ではない。点数の合計が１８点以上である場合の交付対象期間等については別に定める。 
（２）センター行動障害者が指定障害者支援施設に入所した日又は指定共同生活援助事業所に 

入居した日から１年間。 
（帳簿の整備） 
第１４条 事業者は、事業に係る収入及び支出についての証拠書類及び帳簿等を整備保管して 

おかなければならない。 
２ 前項に規定する証拠書類及び帳簿等は、事業完了後５年間保管しなければならない。   
（暴力団密接関係者） 

第１５条 規則第１７条第１項第３号の知事が定める者は、第３条第２項第２号又は第３号に 

該当する者（補助事業を行う者が法人その他の団体である場合にあっては、その役員等が同項

各号のいずれかに該当する者である法人その他の団体）とする。 

 
附  則 
 この要綱は、平成２７年４月１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３０年３月２６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、平成３０年６月１３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、平成３１年３月２７日から施行する。 

  



 
別表一 
対象者 対 象 施

設 等 の

種類 

補助基準

額 
対象経費 補助率等 補助期間 

センター

強度行動

障害者 

指定障害

者支援施

設 

対象者 

1 人あたり

日額 

14,430 円 

対象者の

支援にあ

たる職員

の人件費

等 

補助基準額と補助対象経費の実支出

額から寄付金その他の収入額を控除

した額とを比較して、少ない方の額。 
ただし、強度行動障害県単加算事業補

助金等の交付がある場合は、少ない方

の額から当該補助金額等を控除した

後の額 

センター

強度行動

障害者の

入所・入

居日から

３ 年 間

（改善状

態を判定

して見直

し） 

指定共同

生活援助

事業所 

補助基準額と補助対象経費の実支出

額から寄付金その他の収入額を控除

した額とを比較して、少ない方の額。

ただし、重度障害者支援加算が算定さ

れている場合は、少ない方の額から当

該加算額を控除した後の額 
センター

行動障害

者 

指定障害

者支援施

設 
 

対象者 

1 人あたり

日額 

4,600 円 

対象者の

支援にあ

たる職員

の人件費

等 

補助基準額と補助対象経費の実支出

額から寄付金その他の収入額を控除

した額とを比較して、少ない方の額。 
ただし、強度行動障害県単加算事業補

助金等の交付がある場合は、少ない方

の額から当該補助金額等を控除した

後の額 

センター

行動障害

者 の 入

所・入居

日から１

年間 

指定共同

生活援助

事業所 

補助基準額と補助対象経費の実支出

額から寄付金その他の収入額を控除

した額とを比較して、少ない方の額。

ただし、重度障害者支援加算が算定さ

れている場合は、少ない方の額から当

該加算額を控除した後の額 
 
 
 


