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急速な高齢化が進む中、高齢者の社会参加を促し、地域の担い手として活躍できるよう高齢

者が高齢者の地域生活を支えるための人材養成を行う事業に対し、補助金を交付し、その活動を

支援します。 
なお、本事業は「千葉県地域医療介護総合確保基金」を活用して行う事業です。 

 
 

次の（１）又は（２）の団体が応募できます。 

（１）５５歳以上の構成員を含む団体 （※(1)） 

   ※(１)特定非営利活動法人については、特定非営利活動促進法上の社員にあたる者に  

５５歳以上の者を含み、事業の遂行に必要な人員の動員を可能とし、合理的な意思決定

及び財務管理のできる体制を備えている団体。 

その他の団体については、規約又は会則等があり、当該規約又は会則等に定める者に

５５歳以上の構成員を含み、事業の遂行に必要な人員の動員を可能とし、合理的な意思

決定及び財務管理のできる体制を備えている団体。 

 

（２）次のア～ウの団体。なお、事業の実施体制の中で活動する人員（※(2)）について、５５

歳以上の構成員を含む団体と連携し活動人員として参加の協力を得ることが必要です。 

  ア 一般社団法人、一般財団法人（公益社団法人、公益財団法人含む） 

    イ 社会福祉法人 

    ウ 大学又は短期大学 

   ※(2) 事業実施主体として、本事業の実施に直接携わり本事業において活動する人。 

（本事業実施のため、臨時的雇用、有償・無償ボランティア等により共に活動する人員

を含む。） 

なお、団体は、次の要件を全て満たすことが必要です。 

 ・地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないもの

であること。 

・宗教活動や政治活動を活動目的としていないこと。 

・特定の公職者（候補者を含む）、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団

体でないこと。 

・暴力団若しくはその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）の統制下にある団 

 体でないこと。 

 

 

 

 

１ 目的・概要 

元気高齢者の活躍サポート事業 募集要項 （第２次） 
 

２ 応募対象者（事業の実施主体） 
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（１）補助対象事業の内容 

   地域生活を継続する上で高齢者が抱えている課題（例：一人暮らし高齢者の増加、閉じこ

もり防止、生きがいづくりや介護予防の取り組み等）に対し、高齢者自身がその解決に取り

組む活動若しくはそれを支援する活動等を促進するため、地域サロンの開催や見守り・安否

確認、外出支援、家事支援など、生活支援サービス等（※(3)）の担い手の養成（※(４)）等を

行う事業を補助対象とします。 

   なお、養成は高齢者を対象に行うこととし、養成に当たっては、次のア又はイに該当する

ことが必要です。 

ア． 一定程度の専門性を確保すること 

イ． 市町村をまたぐ広域的な活動や複数の市町村の高齢者を対象とするなど広域的

に行うこと 

 

   また、養成に係る実施体制（専門家等による講義の受講等や、指導体制の整備等）等が  

確保されていることが必要です。 

 

※(３) 生活支援サービス等 

介護保険法改正に伴う新たな総合事業における生活支援・介護予防サービスまたはそ

れに準じるサービス。具体的には、買い物・調理・掃除等の家事援助、介護者支援、見守

り・安否確認、外出支援、地域サロン等における支援、介護予防、閉じこもり防止等 

※(４) 養成 

・上記サービスを担う人材を養成すること。 
（養成方法の例としては、研修会等の開催による人材養成や、高齢者を中心に組織された

団体等が実施している高齢者を対象とした地域の生活支援活動（家事援助や通院支援

等）において、新たに複数の市町村の元気な高齢者に参加を呼び掛け、共に活動しなが

ら外部講師の支援を得て、新たな担い手として養成する 等） 

 

 

※留意事項 

補助対象事業の実施あたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「３つの

密を避ける」よう対策を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 募集内容 



 3

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※なお、次の事業は対象となりませんので御留意ください。 

  ・高齢者を対象としていない事業 

  ・個人で実施する事業 

  ・特定の団体のみの利益の増進に役立つ事業 

  ・政治活動や宗教活動を目的とした事業 

 

＜想定される事業の例＞ 

 

【上記アの事業例（専門性）】 

○新しい総合事業における基準を緩和した訪問介護型サービス（ホームヘルパー旧 

３級課程程度の家事援助）を担う人材の養成 

○今後広く担い手を増やすため、活動実績がある方等を対象に、担い手養成研修を  

行うことができる講師を養成 

○高齢者活動団体等に対し、自ら生活支援サービス等の担い手を養成できるように 

ノウハウの提供支援やプログラム開発 等 

 

【上記イの事業例（広域的）】 

○複数の市町村の高齢者を対象とした人材養成。 

・住民主体のサロン等の通いの場における体操やレクの指導者の養成 

・通院、買い物、サロンへの移動支援や付添者の養成 

・傾聴、話し相手の養成  等 

 ○広域的な移動（輸送）サービスを行う人材の養成 

・福祉車両の特性の理解、乗降時の介助実習 

＜想定される人材養成の取組方法と対象経費＞ 

 

○研修会等の開催により養成する取組 

・複数の市町村の高齢者を対象に、県内各地域で研修会の開催や実習等を行う。 

  （研修会開催に係る経費（講師謝金、チラシ印刷、会場費等、準備経費 等） 

 

○共に活動しながら養成する取組 

・高齢者活動団体等が実施している高齢者を対象とした地域の生活支援活動（家事

援助や通院支援等）において、新たに複数の市町村の元気な高齢者に参加を呼び掛

け、共に活動しながら外部講師の支援を得て、新たな担い手として養成する。  

  （外部講師の研修に要する経費、有償ボランティア、準備経費等） 

                                    など 
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（２）事業実施期間  交付決定日から令和３年２月末日まで 

（３）補助金額    ７００千円以内とします。（千円未満切り捨て） 

※精算払いが基本ですが、補助金額の２分の１まで概算払い可能です。 

（４）補助率     対象経費の１０分の１０とします。 

（５）補助対象経費  事業を実施するため必要な経費で適正に計上されているもの。 

           なお、詳細は、別紙を参照してください。 

 

 

別紙「元気高齢者の活躍サポート事業補助金交付要望書」に必要事項を記入し、必要書類を  

添付の上、持参または郵送により提出してください。 

（１）応募期限 

令和２年８月３１日（月）必着 

（２）質問の受付 

応募に係る質問については、以下のとおり対応します。 

  ア 受付期間・方法 

   令和２年８月２０日（木）午後５時までに電子メールで問合せてください。 

   その際、件名を「元気高齢者の活躍サポート事業質問（団体名）」とし、本文中に質問を

簡潔に記載してください。 

  イ 質問の回答 

   質問のあった事項とそれに対する回答は、随時、千葉県ホームページに掲載します。 

（３）提出書類 

ア 補助金交付要望書（第１号様式） 

イ 事業実施計画書（別記様式１） 

   ・経費内訳書（別紙１） 

   ・想定している支払いの相手方について（別紙２） 

   ・団体目的等についての確認書（別紙３） 

ウ 誓約書（別記様式２） 

エ 役員等名簿（別記様式３） 

オ ５５歳以上の構成員を含む団体にあっては、団体の規約・会則等及び構成員の年齢が 

わかる名簿等 

カ 事業の実施主体の要件を満たしているＮＰＯ法人又は公共・公的な事業を実施してい

る団体にあっては、所轄官庁等の認可・認証書の写し 

キ その他事業に関して参考となる資料 

ク その他知事が必要と認める書類 

（４）提出部数 ２部（正本１部、副本１部） 

 

４ 応募方法等 
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（１）審査方法 

資格及び要件を確認します。 

その上で、提出書類をもとに審査を行います。 

（２）審査基準 

審査に当たっては、以下の項目について審査を実施し、総合的に評価し選定します。 

審査項目 審査基準 

趣旨 高齢者の現状や課題を的確に把握しており、事業計画や目的が妥当であるか。 

実施体制 
提案した事業を確実に遂行できるための実施体制が整っているか。 

提案した事業を問題なく遂行できるに足る実績、経験等を有するか。 

妥当性 

提案した事業内容が的確であるか。（高齢者の人材養成に該当するか。専門性、

又は広域性に該当するか。） 

提案の内容が優れているか。（令和元年度からの継続事業でも差し支えない。そ

の場合、実施地域の変更や専門性の向上が認められるなど、より効果的なものと

なっていることが望ましい。） 

事業の実現性が高いか。 

市町村の生活支援サービスの担い手として活躍が期待できる人材を養成できる

か。 

養成された人材を活躍の場へ繋げる工夫があるか。 

ニーズ 
実施地域における高齢者の課題にあっているか。 

課題に対する解決の方向性を持っているか 

経費 

経費の積算が適正であり、妥当性があるか。 

費用対効果に優れているか。 

（例：講師の謝金は妥当であるか） 

（３）選定結果 

選定結果は、応募者全員に通知します。 

なお、選考に当たって、一部提案内容の変更や修正をお願いした上で採択するなど「条件

付き採択」を行うことがあります。 

また、応募者が多数の場合、採択になっても補助金交付額が要望額に満たない場合があり

ますので御了承ください。 

 

（４）その他 

審査に関する異議には一切応じられません。 

  

５ 選定等 
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（１）事業の状況報告について 

県が実施主体に対し補助事業の状況報告を求めた場合、所定の報告書等を提出いただき

ます。 

（２）事業の成果発表について 

実績報告書を御提出いただいた後、成果発表会の開催を予定しています。実施団体は当

該発表会に出席するとともに、事業結果等について報告を行っていただきます。 

（３）経理等 

実施団体は、補助金の適正な経理に努めるとともに、経費について収支の事実を明確に

した書類等を補助事業が完了した年度終了後５年間保存する必要があります。 

また、事業実施の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

契約手続の取扱いに準じてください。 

（４）提出書類の取り扱いについて 

・提出された書類等は、返却しません。 

・採択された応募書類等の著作権は千葉県に帰属します。 

・提案等において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限ります。 

・応募書類等の作成及び提出に対する報酬はありません。 

 

 

日  程 実 施 内 容 

令和２年８月３１日 募集締切り 

令和２年９月～ 審査結果通知、交付申請書の提出、交付決定、事業開始 

令和２年１０月～ 事業開始（概算払手続） 

 令和３年２月末日 事業終了、実績報告書の提出 

 令和３年３月上旬 成果発表会 

  令和３年３月下旬 額の確定、通知 

額の確定後 補助金交付請求書の提出、精算払い 

 

６ 留意事項 

７ スケジュール 

問合せ・提出先：千葉県 健康福祉部高齢者福祉課 生きがい活動推進班 

         住所 〒260-8667 千葉市中央区市場町 1-1 

         TEL 043-223-2328  FAX 043-227-0050 

         E-mail kourei8@mz.pref.chiba.lg.jp 
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【別紙】 

補助対象経費は次のとおりです。 
区分 内容 説明（例） 

事業費 

賃金 アルバイト、有償ボランティア 等 
謝金 講師謝金 等 
旅費 交通費 等 

需

用

費 

消耗品費 事務用品や材料費等の消耗品費 等 
食糧費 講師の飲料に限る 
印刷費 資料やチラシの印刷代 等 
燃料費 ガソリン代 等 

役

務

費 

保険料 ボランティア保険料 等 
通信費 郵便料、通信電話料 等 
手数料 振込手数料、クリーニング代 等 

委託料 調査委託 等 
使用料及び賃借料 会議室使用料 等 

事務費 
人件費 当該業務に係る職員の人件費 等 
旅費 当該業務に係る職員の交通費 等 

 

なお、次の経費は対象としません。 

 ・補助対象事業者が経営する団体の恒常的職員に係る人件費 

・効果が団体の一部に帰属し、かつ、公益性を欠く経費 

・国、県等による補助金、委託費等が別に支給されている場合の当該取組部分に係る経費 

・既存債務や補助対象事業以外の活動に伴い発生した債務の償還に充てる経費 

・補助対象事業を実施する者が経営する組織に対する財政支援と認められる経費 

・施設等の設備・整備費 

・備品購入費 

 

 

 

 

 

 

 


