
福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱 新旧対象表 

新（改正後） 旧（現行） 

第１条～第１６条（略） 

 

附則 

（略） 

   附則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度の補助金から適用

する。 

 

 

 

 

別表１ 

（１） 医療関連事業 
事 業 名 事業者等名 補助対象経費 補助基準額 補助率 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略）    

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

第１条～第１６条（略） 

 

附則 

（略） 

   附則 

この要綱は、令和元年 11月 日から施行し、平成 31年度の補助金から適

用する。 

 

 

 

 

別表１ 

（１） 医療関連事業 
事 業 名 事業者等名 補助対象経費 補助基準額 補助率 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 



福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱 新旧対象表 

新（改正後） 旧（現行） 

（２）介護施設等の整備に関する事業 

 

 

 

事業名 事業者等名 補助対象経費 補助基準額 補助率 

地域密着型サ

ービス等整備

等助成事業 

市町村、民間

事業者 

(1)地域密着型特別養護老人ホーム

等の整備（施設の整備と一体的に整

備されるものであって、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

（工事施工のために直接必要な事務

に要する費用であって、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

事費又は工事請負費の２．６％に相

当する額を限度額とする。）。 

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。 

(2)広域型施設の大規模修繕又は耐

震化整備（施設の整備と一体的に整

備されるものであって、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

（工事施工のために直接必要な事務

に要する費用であって、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

事費又は工事請負費の２．６％に相

当する額を限度額とする。）。 

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。 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（２）介護施設等の整備に関する事業 

 

 

 

事業名 事業者等名 補助対象経費 補助基準額 補助率 

地域密着型サ

ービス等整備 

 助成事業 

市町村   

    

 地域密着型特別養護老人ホーム等

の整備（施設の整備と一体的に整備

されるものであって、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

（工事施工のために直接必要な事務

に要する費用であって、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

事費又は工事請負費の２．６％に相

当する額を限度額とする。）。 

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。 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

     

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 



福島県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱 新旧対象表 

新（改正後） 旧（現行） 

（３）介護人材確保対策事業 

 

別表２ 
事 業 名 事業者等名 補助対象経費 補助率 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （削除） 
 

事業名 事業者等名 補助対象経費 補助基準額 補助率 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（３）介護人材確保対策事業 

 

別表２ 
事 業 名 事業者等名 補助対象経費 補助率 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 
 

事業名 事業者等名 補助対象経費 補助基準額 補助率 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 


