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新 旧 

警戒区域等医療施設再開支援事業実施要領 

 

第１ 趣旨        （略） 

 

第２ 再開又は開設の要件 （略） 

 

第３ 補助金の算定 

  (2) 補助金額の算定方法 

   ウ 要綱別表２のⅠ2、Ⅱ１(2)、Ⅱ2(2)及びⅢ(2)についての支援期間は、

次のとおりである。 

    (ｱ)再開又は開設後5年以内                

(ｲ)５年を超える期間であって、知事が経営の安定に必要と認める期間 

    (ｳ)本事業により運営費の補助を受けた事業者が、診療収入及びその他

の収入額の増加等により本事業の運営費補助の対象外となった年度

の後は、再び本事業による運営費の補助を申請することはできない

ものとする。 

      ただし、やむを得ないものと知事が認める事情がある場合はこの

限りではない。 

 

(3) 補助基準額 

要綱別表２の補助基準額について、人件費は次のとおりとする。 

ア 常勤雇用の場合 

以下の職種ごとの①から⑥までの月額給与に勤務月数を乗じた額を

基準額(※1)とする。 

①医師          月額給与1,646千円  

②歯科医師        月額給与  738千円  

③看護師及び准看護師   月額給与  469千円  

④医療技術員（※2）    月額給与  478千円  

⑤事務          月額給与  517千円  
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第１ 趣旨        （略） 

 

第２ 再開又は開設の要件 （略） 

 

第３ 補助金の算定 

 (2) 補助金額の算定方法 

   ウ 要綱別表２のⅠ2、Ⅱ１(2)、Ⅱ2(2)及びⅢ(2)についての支援  は、

次のとおりである。 

    (ｱ)再開又は開設後5年以内（ただし償却前経常収支が黒字の年度                

    (ｲ)その他       、知事が         認める期間 

                                    

                                    

                                    

         

                                    

             

 

(3) 補助基準額 

要綱別表２の補助基準額について、人件費は次のとおりとする。 

ア 常勤雇用の場合 

以下の職種ごとの①から⑥までの月額給与に勤務月数を乗じた額を

基準額(※1)とする。 

①医師          月額給与 1,426千円  

②歯科医師        月額給与  708千円  

③看護師及び准看護師   月額給与  485千円  

④医療技術員（※2）    月額給与  482千円  

⑤事務          月額給与  518千円  
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⑥上記以外(※3)      月額給与  417千円  

※1 再開等した医療機関のうち、個人事業主又は法人理事の基準額

については、原則として、上記の基準額に勤務月数を乗じた額

と、平成 22 年の事業所得(個人事業主の場合)又は平成 21 年

度の報酬額（法人理事の場合）を比較して低い方の額とする。 

※2 「医療技術員」には、薬剤師、診療放射線技師（エックス線技

師を含む）、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業

療法士、歯科衛生士、言語聴覚士等を含む。 

※3 「上記以外」には、栄養士、社会福祉士等を含む。 

 

ただし、警戒区域等からの避難者に対する医療等を提供するため

に、警戒区域等外で市町村が開設した医療機関の補助基準額は、以

下の職種ごとの①から⑬までの月額給与に勤務月数を乗じた額に

年間賞与その他特別給与額を加えた額とする。なお、月の途中で採

用又は退職した場合、その月の月額給与については当該月の日数に

よる採用日数で按分し、実勤務月数が 12 か月に満たない場合、年

間賞与額その他特別給与額については、実勤務月数で按分した額と

する。（当該勤務者毎に年間基準額で千円未満切捨て。） 

①  医師      月額給与883千円、年間賞与その他特別給

与額793千円 

②  歯科医師    月額給与507千円、年間賞与その他特別給

与額605千円 

③  薬剤師     月額給与382千円、年間賞与その他特別給

与額883千円 

④  看護師     月額給与332千円、年間賞与その他特別給

与額801千円 

⑤  准看護師    月額給与282千円、年間賞与その他特別給

与額614千円 

⑥  診療放射線・診療エックス線技師 

        月額給与350千円、年間賞与その他特別給

与額937千円 

⑥上記以外(※3)      月額給与  428千円  

※1 再開等した医療機関のうち、個人事業主又は法人理事の基準

額については、原則として、上記の基準額に勤務月数を乗じた

額と、平成22年の事業所得(個人事業主の場合)又は平成21年

度の報酬額（法人理事の場合）を比較して低い方の額とする。 

※2 「医療技術員」には、薬剤師、診療放射線技師（エックス線技

師を含む）、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業

療法士、歯科衛生士、言語聴覚士等を含む。 

※3 「上記以外」には、栄養士、社会福祉士等を含む。 

 

ただし、警戒区域等からの避難者に対する医療等を提供するため

に、警戒区域等外で市町村が開設した医療機関の補助基準額は、以

下の職種ごとの①から⑬までの年額給与に勤務年数を乗じた額に

年間賞与その他特別給与額を加えた額とする。なお、月の途中で採

用又は退職した場合、その月の月額給与については当該月の日数に

よる採用日数で按分し、実勤務月数が 12 か月に満たない場合、年

間賞与額その他特別給与額については、実勤務月数で按分した額と

する。（当該勤務者毎に年間基準額で千円未満切捨て。） 

① 医師      月額給与948千円、年間賞与その他特別給

与額719千円 

② 歯科医師    月額給与 539千円、年間賞与その他特別給

与額606千円 

③ 薬剤師     月額給与 376千円、年間賞与その他特別給

与額824千円 

④ 看護師     月額給与 326千円、年間賞与その他特別給

与額804千円 

⑤ 准看護師    月額給与 284千円、年間賞与その他特別給

与額664千円 

⑥ 診療放射線・診療エックス線技師 

月額給与 337千円、年間賞与その他特別給

与額862千円 
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⑦  臨床検査技師  月額給与316千円、年間賞与その他特別給

与額808千円 

⑧  理学療法士、作業療法士 

月額給与 282千円、年間賞与その他特別給

与額662千円 

⑨  栄養士      月額給与245千円、年間賞与その他特別給

与額562千円 

⑩  歯科衛生士   月額給与275千円、年間賞与その他特別給

与額512千円 

⑪  歯科技工士   月額給与305千円、年間賞与その他特別給

与額492千円 

⑫  介護支援専門員（ケアマネージャ） 

月額給与 272千円、年間賞与その他特別給

与額586千円 

⑬  上記以外    月額給与274千円、年間賞与その他特別給

与額663千円 

イ 非常勤雇用の場合 

上記アの職種ごとの月額給与の１／２１（千円未満切捨て）を日額

単価とし、それに勤務日数を乗じて得た額を基準額とする。なお、以

下の職種の日額単価は、この算出方法によらず、以下に定める額とす

る。ただし、勤務時間又は診療時間のいずれかが 4時間以下の勤務日

（以下、半日以下の勤務日という。）の単価は日額単価を 1/2で乗じた

額として当該従事者の年間基準額（千円未満切捨て）を算出する。 

①医師    日額単価100千円 

 

第４ 交付申請書の提出 （略） 

 

第５ 実績報告     （略） 

 

 

 

⑦ 臨床検査技師  月額給与 302千円、年間賞与その他特別給

与額891千円 

⑧ 理学療法士、作業療法士 

月額給与278千円、年間賞与その他特別給

与額658千円 

⑨ 栄養士      月額給与247千円、年間賞与その他特別給

与額631千円 

⑩ 歯科衛生士   月額給与 251千円、年間賞与その他特別給

与額470千円 

⑪ 歯科技工士   月額給与 285千円、年間賞与その他特別給

与額388千円 

⑫ 介護支援専門員（ケアマネージャ） 

月額給与 266千円、年間賞与その他特別給

与額643千円 

⑬ 上記以外    月額給与 270千円、年間賞与その他特別給

与額707千円 

イ 非常勤雇用の場合 

上記アの職種ごとの月額給与の１／２１（千円未満切捨て）を日額

単価とし、それに勤務日数を乗じて得た額を基準額とする。     

                                    

      ただし、勤務時間又は診療時間のいずれかが 4時間以下の勤務日

（以下、半日以下の勤務日という。）の単価は日額単価を 1/2で乗じた

額として当該従事者の年間基準額（千円未満切捨て）を算出する。 

                     

 

第４ 交付申請書の提出 （略） 

 

第５ 実績報告     （略） 
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  附 則 

 （令和３年９月１４日施行以前省略） 

   

  附 則 

 この要領は、令和４年１０月  日から施行し、改正後の要領の規定は、令

和４年度分の補助金から適用する。 

 

   附 則 

  （令和３年９月１４日施行以前省略） 

  

       

                                    

                  

 


