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地域の健康増進活動支援事業 

 

令和３年度予算額（案） ７６，１８７千円 

 

１ 事業の目的 

地域において健康づくりに取り組むＮＰＯ法人等の活動を支援することに

より、社会全体が相互に支えながら、国民の健康を守る環境を整備する。 

 

２ 事業概要 

健康づくり活動に取り組む民間団体の、健康づくりの牽引役となる人材の

育成やボランティアを活用する主体的かつ自由な発想に基づく取組のうち、

全国統一的に展開する全国規模の事業、地域の特色や特性に沿った取組を実

施する事業のそれぞれについて、財政的支援（補助金の交付）を行う。 

 

３ 実施主体 

ＮＰＯ 法人等 

 

４ 補助率  

定額（１０／１０） 

 

５ 照会先 

  厚生労働省健康局健康課（厚労省内線 2971） 
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がん検診従事者研修事業 

 

令和３年度予算額（案） １５，３２４千円 

 

１．目的 

胃内視鏡検査の検診体制の整備を行うため、胃内視鏡検査に係る医師に対

する研修を実施する。 

 

２．事業内容 

胃内視鏡検査を実施する医師に対して、安全管理体制の整備に係る研修を

実施する。 

 

３．実施主体 

都道府県、公益法人、一般社団法人、一般財団法人、ＮＰＯ法人等 

 

４．補助率 

１／２（国１／２、都道府県・公益法人・ＮＰＯ法人等１／２） 

 

５ 照会先 

  厚生労働省健康局がん・疾病対策課（厚労省内線 3827） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 



ＨＩＶ感染者等のＮＧＯ等への支援事業 

                                       

令和３年度予算額（案） １３４，８０７千円 

                                       

１ 事業目的 

    ＨＩＶ感染者や同性愛者等で構成されるＮＰＯ・ＮＧＯによる活動を支援

し、効果的で当事者性のあるＨＩＶ感染予防の普及啓発や患者支援を図るこ

とを目的としている。 

 

２ 事業内容 

    ・コミュニティーセンターにおいて、男性間で性的接触を行う者（ＭＳＭ）

等向けの予防啓発活動を行う。 

    ・ＨＩＶ陽性者支援のための相談事業を行う。 

 

３ 補助率等  

    定額（１０／１０） 

 

４ 実施主体 

  ＮＰＯ法人等 

 

５ 照会窓口 

  厚生労働省健康局結核感染症課（厚労省内線 2358） 
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相談支援事業

ex
・レスパイト
【第19条の22第２項第１号】

ex
・学習支援
・身体づくり支援 等
【第19条の第22項第５号】

ex
・職場体験
・就労相談会 等
【第19条の22第２項第３号】

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市
【国庫負担率】１／２（都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市１／２）
【根拠条文】児童福祉法第19条の22、第53条

ex
・通院の付き添い支援
・患児のきょうだいへの支援 等
【第19条の22第２項第４号】

小児慢性特定疾病児等童自立支援員＜相談支援例＞
・自立に向けた相談支援
・療育相談指導
・巡回相談
・ピアカウンセリング 等

＜支援例＞
・関係機関との連絡・調整及び利
用者との橋渡し

・患児個人に対し、地域における
各種支援策の活用の提案 等

＜必須事業＞（第19条の22第１項）

＜任意事業＞（第19条の22第２項）

療養生活支援事業 相互交流支援事業

ex
・患児同士の交流
・ワークショップの開催 等
【第19条の22第２項第２号】

就職支援事業 介護者支援事業 その他の自立支援事業

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業
○ 幼少期から慢性的な疾病に罹患していることにより、自立に困難を伴う児童等について、地域支援の充
実により自立促進を図るため、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市において、自立支援事業
を実施。

○ 医療費助成とともに児童福祉法に規定されており、義務的経費として国が事業費の半額を負担している。
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患者

患者・家族会

保健所を中心に、「難病対策地域
協議会」を設置するなど、地域の
医療・介護・福祉従事者、患者会
等が連携して難病患者を支援

医療機関等
（難病指定医等）

適切な治療を受けたい
在宅療養を受けたい

働きたい

保健所

快適に
生活したい

不安

福祉サービス

療養生活環境整備事業（難病相談支援センター事業）

○各種相談支援
（生活情報提供、各種公的手続支援、日常生活支援）
○就労支援（難病患者就職サポーターと連携して実施）
（①在職中に難病を発症した方、②就労を希望する方向け）
○地域交流会等の推進
○難病患者に対する出張相談
○難病相談支援員等への研修、情報提供
○ピア・サポートの実施、ピア・サポーターの養成
○地域の様々な支援機関への紹介 等

ハローワーク

障害者就業・生活
支援センター

難病相談支援センター
（難病相談支援員／ピア・サポーター）

支援相談

「難病患者就職サポーター」
難病の特性を踏まえた職業相談、
事業主に対する難病患者の雇用
管理等に関する情報提供等
（ハローワークに配置）

連携

1

○ 難病相談支援センターは、難病の患者の療養や日常生活上の様々な問題について、患
者・家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供・助言を行う機関である。
○ 現在、都道府県・指定都市に概ね１カ所設置されており、難病の患者等の様々なニー
ズに対応するため、地域の様々な支援機関と連携して支援を実施。
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訓練受講希望者等に対するジョブ・カード作成支援推進事業費

職業相談

•職業相談におけるミスマッ
チや課題の助言

•能力開発が必要と判断さ
れる者や訓練受講希望者
を適切に民間事業者へ誘
導

ジョブ・カード作成
支援

•職業経験の棚卸し

•今後の職業生活設計や目
標の明確化

•具体的なキャリアプランの
作成等

受講のあっせん

•労働市場の状況を踏まえ
た受講の必要性の判断

•受講指示及び就職支援計
画の作成、交付

•訓練受講給付金等に係る
支給要件の確認

「新ジョブ・カード制度推進基本計画」において、公共職業訓練（離職者訓練）や求職者支援訓練への受講指
示等にあたっては、訓練受講の必要性をより明確にするために、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティ
ングを実施することが有効であり、キャリアコンサルティングの実施体制の充実・強化を図ることを求められて
いる。

このため、ハローワークにおける公的職業訓練の受講指示等に際して、訓練の受講を希望する者等に対して
キャリアコンサルティングを通じたジョブ・カード作成支援を積極的に実施するため、民間活用を推進する。

また、雇用保険法に基づく専門実践教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金の受給要件となるキャリ
ア形成を支援するためのキャリアコンサルティングを通じたジョブ・カードの作成支援を実施するため、民間活
用を推進する。

受講指示等の流れ

訓練受講希望者等のうち、訓練を受講する前に自己理解を促し、職業選択やキャリア形成の方向付けの支
援を行うことが必要な者に対し、キャリアコンサルティングを通じたジョブ・カード作成支援を民間事業者に委託
して行う。

令和３年度予算額 1,503,014（1,865,962）千円

民間活用

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
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日雇労働者等技能講習事業の概要

目的

○日雇労働者、ホームレス及び住居喪失不安定就労者に対して技能労働者として必要な知識・技能を習得
又は向上させるための講習を実施することにより、その者の就業機会等の増加を図ることを目的とする。

事業概要

ホームレスの自立の支援等に関する基本方針（平成30年7月31日厚生労働省・国土交通省告示第2号）

第３の２ 各課題に対する取組方針（１）⑥
ホームレスの就業の可能性を高めるためには、求人側のニーズやホームレスの就業ニーズ等に応じた職業能力の開発及び向上を図ることが重
要であることから、技能の習得や資格の取得等を目的とした技能講習や職業訓練の実施により、ホームレスの職業能力の開発及び向上を図る。

【実施地域】
ホームレスが集積する５都市：東京・神奈川・愛知・大阪・福岡

【委託先】
民間団体（総合評価落札方式により選定）

【講習内容】
フォークリフト、クレーン、車両系建設機械、ビル清掃、刈払機、ガス溶接、介護等

【事業の流れ】

予算額
令和３年度： 254,096千円

（予定額）
令和２年度： 301,508千円
令和元年度： 303,377千円
平成30年度：308,427千円
平成29年度：321,004千円
平成28年度：334,231千円

日雇労働者数
○全国6,968人※日雇労働被保険者数

（R2年1月 前年同月比△137人）

○コロナの影響

東京：R2年４～６月の民間求人は

前年同月比約４割減

※都が実施する特別就労事業は求人半減

大阪（あいりん）地区：

R２年４～６月の求人は前年同月比
約３割減
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刑務所出所者等就労支援事業（支給業務等） 

 

１．事業目的 

  刑務所出所者等就労支援事業のうち、職場体験講習、試行雇用助成金、セ

ミナー及び事業所見学会に要する経費の支給等を民間事業者に委託して実

施することで、円滑に事業を開始するとともに、実施後速やかに経費の支給

を行う。 

 

２．事業内容 

(1) 職場体験講習実施奨励金の審査及び支給 

   職場体験講習を行う事業主に対して、職場体験講習実施奨励金を支給す

る。 

(2) 職場体験講習受講援助費の審査及び支給 

職場体験講習受講生に対して、職場体験講習受講援助費を支給する。 

(3) 傷害賠償責任保険の加入 

職場体験講習受講生の事故等に備えて、傷害賠償責任保険に加入する。

(4) 試行雇用助成金の審査及び支給 

刑務所出所者等を試行的に雇用する事業主に対して、試行雇用助成金を

支給する。 

 (5) セミナー及び事業所見学会の必要経費の審査及び支給 

     セミナー及び事業所見学会の実施に係る費用の支払いを行う。 

 

３．実施主体  民間団体（委託） 
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刑務所出所者等就労支援事業（協力雇用主等支援業務）

○事業主に対して刑務所出所者等の雇用に係る啓発・支援を実施し、刑務所出所者等のために求人を確保するとともに、事業主からの要望や刑務所
出所者等の就労状況を把握することにより、刑務所出所者等の雇用の促進、刑務所出所者等を雇用する事業主に対する支援策の充実強化を図る。

矯正施設・保護観察所

協力雇用主等支援拠点
（東京、神奈川、愛知、大阪、福岡の５か所）
協力雇用主等支援員を配置し、以下の業務を実施
・刑務所出所者雇用に関する周知・啓発
・各種支援制度等の情報提供・助言
・刑務所出所者の雇用に関するニーズ等の情報収集
・協力雇用主名簿を活用した求人の確保

など

ハローワーク

・保護観察所の協力雇用主
に対する各種支援制度

・矯正施設における職業訓
練・取得可能資格

などに関する情報をハロー
ワークに提供

・受刑者等専用求人を矯正
施設内で周知

・事業主ニーズを訓練科目
などに反映

・その他、個別の求人状況な
どを踏まえた受刑者・保護観
察対象者への助言・指導の
実施

・受刑者等専用求人※の提出

・刑務所出所者の雇用に関する
要望

協力雇用主等

・特定分野における深刻な人手
不足への対応

・出所者雇用に関心はあるもの
の、具体的な制度・手続きが分
からない
・雇用管理上のアドバイス

・取得した要望・求人情報などを職業相談・職業
紹介などに活用するとともに、矯正施設・保護
観察所と共有

・事業主ニーズ等を踏まえ、支援策の効果を検
証し、施策をブラッシュアップ

民間団体（委託）

業務連携・情報共有
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障害者の身近な地域において就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う
「障害者就業・生活支援センター」を設置（令和２年４月現在 335センター）

障害のある方

相談

地域障害者

職業センター

専門的支援
の依頼

生活支援
（生活支援担当者1名）

就業支援
（就業支援担当者2～7名）

ハローワーク

事業主

職場適応支援

求職活動支援

特別支援学校
連携

保健所

保健サービスの

利用調整

福祉事務所
福祉サービスの

利用調整

医療機関

医療面の相談

○ 関係機関と

の連絡調整

○ 日常生活・

地域生活に関

する助言

○ 就業に関す

る相談支援

○ 障害特性を踏

まえた雇用管理

に関する助言

○ 関係機関と

の連絡調整

一

体

的

な

支

援

自立・安定した職業生活の実現

技術的支援

就労移行支援事
業者等基礎訓練の

あっせん

対象者の送り
出し

就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必
要とする障害のある方に対し、センター窓
口での相談や職場・家庭訪問等を実施しま
す。

＜就業面での支援＞

○就業に関する相談支援
・就職に向けた準備支援（職業準備訓練、
職場実習のあっせん）

・就職活動の支援
・職場定着に向けた支援

○障害のある方それぞれの障害特性を踏ま
えた雇用管理についての事業所に対する
助言

○関係機関との連絡調整

＜生活面での支援＞

○ 日常生活・地域生活に関する助言
・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理
等の日常生活の自己管理に関する助言

・住居、年金、余暇活動など地域生活、
生活設計に関する助言

○ 関係機関との連絡調整

業務内容雇用と福祉のネットワーク

障害者就業・生活支援センター
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国の機関の職員に対する障害者の職場適応支援者養成事業

「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」(平成30年10月23日公務部門における障害者雇用に関
する関係閣僚会議決定)に基づき、障害者の職場適応が円滑に進むよう個別的なサポートを行う担当者とし
て、国の機関において選任された支援者に対し、支援に必要なスキルを習得するための研修の受講機会を
厚生労働省として提供。

１ 趣旨

２ 内容

○ 開催回数： 東京２回、大阪２回
○ 研修日数： ４日間（計２５時間）
○ 研修内容： 講義、演習、事例研究、事業所実習

（科目例） 「公務部門における職場適応支援者の役割」、「障害特性と職業的課題」、
「アセスメントの視点と支援計画に関する理解」、「職場での支援方法の基礎理解」、

障害者の職場適応を容易に

するため、

・障害者に対する業務遂

行力やコミュニケーショ

ン能力の向上支援

・事業主や同僚などに対

する職務や職場環境の改

善の助言を実施

等の支援を実施

研修の概要

各府省庁等
(管理監督者・人事担当者)

障 害 者

同僚

同僚

上司 家族

・ 障害の理解に係る社内啓発
・ 障害者との関わり方に関する助言

・ 指導方法に関する助言
・安定した職業生活を送るための家族の
関わり方に関する助言

・障害特性に配慮した雇用管理に関する助言
・配置、職務内容の設定に関する助言

・業務遂行力の向上支援
・職場内コミュニケーション能力の向上支援
・健康管理、生活リズムの構築支援

職場適応支援を
行う者

職場適応支援とは
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国及び都道府県が行う公共職業能力開発施設内で行うものづくり系を中心とした訓練のほか、
多様な人材ニーズに機動的に対応するため、専修学校などの民間教育訓練機関等を活用した委託
訓練を実施しています。

１．概要

委託先 専修学校・各種学校、大学・大学院、ＮＰＯ、事業主団体 など

委託主体 都道府県（職業能力開発校）

訓練対象者 離職者（ハローワーク求職申込者） 〔受講料：無料（ただしテキスト代等自己負担）〕

主な訓練内容

① 早期再就職に必要な知識と技能を習得する職業訓練
（例：経理事務科、情報処理科、介護実務者科など））

② より高度な技能や資格取得を目指す職業訓練
（例：介護福祉士養成科、保育士養成科、プログラミング言語習得科、建設人材育成科など）

③ 訓練生の個別の事情に配慮した職業訓練

（例：定住外国人向けコース、母子家庭の母等の自立促進コース、ｅラーニングコースなど）

２．実施形態

離職者訓練（委託訓練）の概要
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（１）対象：ハローワークの求職者 主に雇用保険を受給できない方

（２）訓練期間： ２～６か月

（３）給付金：職業訓練受講給付金

（受講期間中 月10万円＋通所手当・寄宿手当の支給（本人収入が月８万円以下等、一定の要件を満たす場合に支給））

（４）訓練の種類

・基礎コース（社会人としての基礎的能力及び短時間で習得できる技能等を付与する訓練）

・実践コース（就職希望職種における職務遂行のための実践的な技能等を付与する訓練）
（コースの例） ・介護系（介護福祉サービス科等） ・情報系（ソフトウエアプログラマー養成科等）

・医療事務系（医療・調剤事務科等） 等

（５）実施機関：民間教育訓練機関等

・訓練実施機関は、厚生労働大臣が認定

（具体的な認定事務は、訓練内容、就職実績等に関する要件に基づき、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施）

・訓練実施機関に対しては、訓練の運営費等として奨励金を支給

＜基礎コース＞受講者数に応じた定額制（６万円／人月）

＜実践コース＞訓練修了者の就職率に応じ奨励金の額に差を設け、効果的な訓練と就職支援へのインセンティブを高めている（５～７万円／人月）

※この他、託児サービスを提供する訓練実施機関に対し、児童一人当たり月６万６千円を限度に保育奨励金を支給

（６）根拠法：求職者支援法 （職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律）（平成23年10月施行）

求職者支援制度の概要

○ 国は、主に雇用保険を受給できない方（特定求職者）を対象に、求職者支援訓練を実施しています。主に雇
用保険受給者を対象とする公共職業訓練とともに、求職者のセーフティネットとなる公的な職業訓練です。

○ 受講料は無料（テキスト代等は実費）で、要件を満たす方には職業訓練受講給付金も支給されます。
○ ハローワークが訓練受講者ごとに支援計画を作成し、訓練実施機関と連携した就職支援を行います。

令和元年度実績
受講者数合計：21,020人
（基礎コース）5,753人 就職率：56.5％ （実践コース）15,267人 就職率：62.4％
※就職率は、令和元年度中に終了したコースの３ヶ月後の実績
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都道府県（職業能力開発校・障害者職業能力開発校）

ハローワーク
企業

障
害
者

受講
あっせん

職業紹介職業相談

求職
申込み

連携

特別支援学校

障害者団体

福祉・医療・保健機関

労働局・ハローワーク

委託契約

就職

＜委託先＞

＜対象者＞障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第１号に規定する障害者
・障害者手帳を有する者
・医師の診断書や意見書等により障害を有することが確認できる者

＜訓練内容＞
○ 訓練期間：原則３月以内・月１００時間が標準
○ 委 託 費：原則訓練受講生１人当たり月６万円又は９万円が上限

＜訓練コース＞
① 知識・技能習得訓練コース（知識・技能の習得） ※障害者向けデュアルシステムも実施可能
② 実践能力習得訓練コース（企業等の現場を活用した実践的な職業能力の開発・向上）
③ e-ラーニングコース（訓練施設へ通所困難者等を対象としてＩＴ技能等の習得）
④ 特別支援学校早期訓練コース（内定を得られない生徒を対象として、在学中から実践的な

職業能力の開発・向上）
⑤ 在職者訓練コース（雇用継続に資する知識・技能の習得）

就職

委託契約

委託訓練実施機関（民間団体）

（地域）

訓練修了

企 業 社会福祉法人 ＮＰＯ法人 民間教育訓練機関

職業能力開発促進法
第15条の７第3項に基づき実施

ハローワーク求職障害者の就職を実現する等のため、国と都道府県とが委託契約を結び都道府県が事業の実施主体となって、企業、社会福祉法人、Ｎ
ＰＯ法人、民間教育訓練機関等の多様な訓練委託先を活用し、障害者が住む身近な地域で多様な職業訓練を実施することにより、障害者の職業能力の開

発・向上を図る。

厚生労働省

障害者の多様なニーズに対応した委託訓練の概要 資料14



1

地域若者サポートステーション事業
○サポステ相談支援事業
・職業的⾃⽴に向けての専門的相談支援（個別相談・プログラム等）
・高校中退者等のニーズに応じたアウトリーチ型の相談

・福祉機関等へのアウトリーチ展開

・OJTとOff-JTを組み合わせた職場体験プログラム

・就職した者への定着・ステップアップ相談

○若年無業者等集中訓練プログラム事業
就職活動や職業⽣活に必要な実践的な知識・能⼒の獲得に向けた

合宿形式を含めた集中的な訓練（一部のサポステで実施）

ハローワーク

地域若者サポートステーション事業

就労に向けた支援

若者⾃⽴⽀援中央センター（全国１か所）
サポステスタッフ研修、調査・研究、情報収集・提供、 等
氷河期世代無業者一元案内・相談機能（サポステ・プラス・ナビ）
サポステにおけるオンライン相談の支援機能の強化

高校等教育機関

地域若者サポー ト ス テ ーシ ョ ン 1 7 7箇所
※ う ち 3 4 箇 所 は 常 設 サ テ ラ イ ト と し て 設 置

保健・福祉機関

・他の支援機関との連携・リファー

・高校等からの支援対象者に係る情報提供

サポステの支援がないと求職活動を⾏うのは困難なケース

地
方
自
治
体

地域社会
自治会、町内会等

商工会・商店街

○ 若者の数が減少する⼀⽅で、若年無業者（ニート）※１の数は50万人台半ばで高止まりしており、いわゆる氷河期世代を含めた無業者の数は120万人に達している。

○ これらの者の就労を支援することは、若者等の可能性を広げるだけでなく、将来生活保護に陥るリスクを未然に防⽌し、経済的に⾃⽴させ、地域社会の⽀え⼿とするとともに、我が国の産業の

担い手を育てるために重要である。

○ そのため、若年無業者等が充実した職業⽣活を送り、我が国の将来を支える人材となるよう「地域若者サポートステーション」（※２）において、地方自治体と協働し（※３） 、

職業的⾃⽴に向けた専⾨的相談⽀援、⾼等学校・福祉機関等へのアウトリーチ相談、就職後の定着・ステップアップ⽀援、若年無業者等集中訓練プログラム等を実施する。

○ 令和３年度は、就職氷河期世代の⽅々の着実な就職等の実現を強⼒に⽀援するため、対象者の個別ニーズに対応した支援メニューを複数年度に跨がって⼀体的に提供するとともに、

オンラインによる相談支援を促進する。

企業
（職場体験先）

【サポステの実績】

〜若者の職業的⾃⽴⽀援〜

職業相談・紹介

（※１ 15〜34歳で、⾮労働⼒⼈⼝のうち、家事も通学もしていない者 ※２ H18年度〜。若者支援の実績・ノウハウのあるＮＰＯ法人等 実施。15〜49歳対象 ※３ 地方自治体から予算措置等）

＊ 平成27年度より、「就職者」について雇用保険被保険者になり得る就職者に限定、さらに
平成29年度より、雇⽤保険被保険就職であることを書類により確認できる場合に限定

＊ 平成30年度より、「就職等」とし、雇⽤保険被保険者となることが⾒込まれる就職及び公的
職業訓練スキームへの移⾏も含めて評価

公⺠館NPO等

110 116

160 160 160 160
173 175 177 177

41.9% 42.2%
38.0%

52.3%
57.2%

61.9%

55.4%
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67.0%
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

設置箇所数

就職率（就職(等)者数／登録者数）

就
職
（
職
業
訓
練
等
の
進
路
決
定
）

令和３年度予定額 5,147（5,279）百万円
（厚⽣労働省事務経費を除く）

・
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
の
環
境
整
備

・
就
職
氷
河
期
世
代
に
対
す
る
複
数
年
度
に
跨
が
っ
た
支
援

（
国
庫
債
務
負
担
行
為
）

うち就職等者数(人)

11,110 10,603 15,815 67.0% 457,293 287,413 169,880

令和元年度地域若者サポートステーション事業の実績

進路決定者数(人)
登録者数(人) 就職等率(％) 総利⽤件数(件) 相談件数(件)

セミナー等
参加者数(人)
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【趣旨】
市区町村が策定する整備計画等に基づき、保育所、認定こども園及び小規模保育事業所に係る施設整備事業及び

保育所等の防音壁設置の実施に要する経費に充てるため、市区町村に交付金を交付する。

（※）市区町村が作成する保育所等の整備に関する計画（市区町村整備計画）による整備等の実施に必要な経費の
一部を支援するため、児童福祉法第56条の４の３に基づく交付金として平成27年度に創設。

◆「新子育て安心プラン」に参加する自治体についても、補助率の嵩上げ（１／２→２／３）等を引き続き実施。

【対象事業】
・保育所整備事業
・認定こども園整備事業（幼稚園型）
・小規模保育整備事業
・防音壁整備事業
・防犯対策強化整備事業

【実施主体】 市区町村

【設置主体】 社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、学校法人等
（保育所及び認定こども園については公立を除く）

【補助割合】 国１／２、市区町村１／４、設置主体１／４
※ 新子育て安心プランに参加する等一定の要件を満たす場合は、国２／３、市区町村１／１２、設置主体１／４

保育所等整備交付金

（令和２年度予算）６３８億円 → （令和３年度予算案） ４９７億円
（令和２年度３次補正予算） １５８億円）
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【事業内容】
保育所、認定こども園の整備等を促進するため、土地等所有者と保育所、認定こども園を運営する法人等のマッチングを行い、

都市部を中心とした用地不足への対応を図る。

（１）土地等所有者と保育所整備法人等のマッチング支援
土地等所有者と保育所整備法人等のマッチングを行うため、地権者から整備候補地の公募・選考等を行うとともに、当該

候補地での保育所等整備を希望する法人の公募・選考等を行う。

（２）整備候補地等の確保支援
地域の不動産事業者等を含めた協議会の設置や担当職員の配置等、整備候補地の積極的な掘り起こしを行う。

（３）地域連携コーディネーターの配置支援
保育所等の設置や増設に向けた地域住民との調整など、保育所等の設置を推進するためのコーディネーターを配置する。

【実 施 主 体】 都道府県、市区町村
※ ただし、（３）については、待機児童解消に向けて緊急に対応する取組を実施する市区町村に限る。

【補助基準額】 マッチング事業費 １自治体当たり 5,900千円
整備候補地の掘り起こし強化 １自治体当たり 4,500千円
コーディネーターの配置経費 １か所当たり 4,400千円

【補 助 割 合】 国：１／２、都道府県：１／２
※市区町村が実施する場合は 国：１／２、都道府県：１／４、市区町村：１／４

民有地マッチング事業

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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【趣旨】
賃貸物件を活用して保育所等を設置する際や、幼稚園において長時間預かり保育を実施する際、認可外保育施設が認可

保育所等の設備運営基準を満たすために必要な改修費等の一部を補助する。
(※)都市部を中心に保育所等の整備が困難な状況にかんがみ、賃貸物件等を活用して保育所等を設置するために必要な改修費等の一部を

補助するため、平成20年度に創設。

≪拡充≫

・「新子育て安心プラン」に参加する自治体についても、補助率の嵩上げ（１／２→２／３）を引き続き実施。

・ニーズに応じた受け皿整備による待機児童の解消や、地域偏在による待機児童の解消、保育環境の向上等を図る

ため、利用者の利便性向上のための改修や、よりよい保育の環境を整備するための改修等も補助対象に加える。

【対象事業】（１）賃貸物件による保育所等改修費等支援事業 （２）小規模保育改修費等支援事業
（３）幼稚園における長時間預かり保育改修費等支援事業 （４）認可化移行改修費等支援事業
（５）家庭的保育改修等支援事業

【実施主体】 市区町村

【補助基準額】 ※ ①緊急対策参加自治体、②待機児童対策協議会に参加する等一定の要件を満たす自治体
（１）新設または定員拡大の場合

１施設当たり 利用（増加）定員19名以下 15,000千円 （ ① 20,000千円、② 23,000千円 ）
利用（増加）定員20名以上59名以下 27,000千円 （ ① 32,000千円、② 35,000千円 ）
利用（増加）定員60名以上 55,000千円 （ ① 60,000千円、② 63,000千円 ）

老朽化対応の場合 １施設当たり 27,000千円 （ ① 32,000千円 ）
（２）１事業所当たり 22,000千円 （ ① 32,000千円、② 35,000千円 ）
（３）１施設当たり 22,000千円 （ ① 32,000千円、② 35,000千円 ）
（４）１施設当たり 32,000千円 （ ② 35,000千円 ）
（５）保育所で行う場合 １か所当たり 22,000千円 （ ① 32,000千円、② 35,000千円 ）

保育所以外で行う場合 １か所当たり 2,400千円

【補助割合】（１）～（４） 国：１/２、市区町村：１/４、設置主体：１/４
※ 新子育て安心プランに参加する等一定の要件を満たす場合は、国２／３、市区町村１／１２、設置主体１／４
（５） 国：１/２、市区町村：１/２
※ 新子育て安心プランに参加する等一定の要件を満たす場合は、国２／３、市区町村１／３

保育所等改修費等支援事業【拡充】

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案 ︓402億円の内数）
（令和２年度３次補正予算 ︓160億円）
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認可外保育施設改修費等支援事業

認可
施設・事業（指導監督基準満たさない） （指導監督基準満たす）

認可外施設・事業

◎︓認可基準を満たす

○︓認可外の指導監督基準を満たす

×︓ 〃 を満たさない

【事業内容】
○ 認可外保育施設について、指導監督基準のうち、職員配置基準は満たしているが設備基準を満たしていない施設に対して、認可保育所等の
設備の基準を満たすために必要な改修費や移転費等の費用を補助する。

＜補助要件＞
○ 職員配置は指導監督基準を満たしていること（有資格者の配置１／３以上）。
○ 設備基準については、改修費等の支援を受けることにより認可基準を満たすこと。
○ 「認可化移⾏計画」を策定し、
① 無償化猶予期間である2024年度までの間に指導監督基準（※）適合化を図ること
（※） 職員配置、設備基準だけではなく、職員の健康診断の実施、消防計画の策定・訓練の実施など、他の要件も満たすこと。

② 当該事業による補助を受けた後、2025年度までの間に認可化移⾏運営費⽀援事業による補助を開始し、補助を受けた時点
から５年以内に認可施設・事業への移⾏を図ること

により、段階的に認可施設・事業への移⾏を⽬指す。

【実施主体】 都道府県、市町村

【補助基準額（案）】 改修費等 １か所当たり 32,000千円、移転費等 １か所当たり 5,000千円

【補助割合】 国︓１／２、都道府県、市町村︓１／４、設置主体︓１／４

◎

◎

職員配置

設備基準

○

×

○

◎

当該事業

（５年以内）

②

認可化移⾏⽀援（運営費）

①

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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【事業内容】
（１） 賃借料が高い都市部などにおいて、賃借料が公定価格の賃借料加算の３倍を超える保育所等について、賃借料加算との

乖離分を補助する。

（２） 土地の確保が困難な都市部での保育所整備を促進するため、施設整備補助を受けずに保育所等の整備を行う法人に対し、
土地借料の一部を補助する。

【実施主体】 市区町村

【補助基準額】 （１） １施設当たり 22,000千円※
※ 特別区及び財政力指数が１．０を超える市区町村の場合、補助基準額の９／１０
※ 待機児童対策協議会に参加する等一定の要件を満たす場合は、保育所等を開設した年度に限り、賃借料
が公定価格の賃借料加算の２倍を超えるものについても、１施設当たり12,000千円を基準額として補助する

（２） １施設当たり 21,200千円

【補助割合】 国：１／２ 市区町村：１／４ 事業者：１／４

公定価格における
賃借料加算

乖離分

最大22,000千円
（年額）※

都市部における保育所等への賃借料等支援事業

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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【主な事業内容】

○潜在保育士に対する取組

・再就職に関する相談・就職あっせん、求人情報の提供

○人材バンク機能等の活用
・保育所への離職時に保育⼠・保育所⽀援センターに登録し、再就職⽀援（求⼈情報の提供や研修情報の提供）を実施
・また、新たに保育⼠登録を⾏う者に対しても保育⼠・保育所⽀援センターへの登録を促し、登録された保育⼠に対し、就業状況等の現況の確認
や就職⽀援等を⾏うことにより、潜在保育⼠の掘り起こしを⾏う。

【実施主体】 都道府県・指定都市・中核市

【補助基準額】

保育士・保育所支援センター運営費︓ 7,200千円
保育士再就職支援コーディネーター雇上費︓4,000千円

※マッチングの実績が年50件以上ある場合、4,000千円（１名分）を加算
※待機児童対策協議会参加⾃治体の場合、コーディネーターの更なる追加配置を⽀援

復職前研修実施経費︓469千円 離職した保育⼠等に対する再就職⽀援︓6,119千円
保育士登録簿を活用した就職促進︓3,664千円 マッチングシステム導⼊費︓7,000千円

【補助割合】 国︓1/2 都道府県・指定都市・中核市︓1/2

①卒業生に対する

連絡依頼

②卒業名簿等を活用した
OB・OGへの連絡

【保育士・保育所支援センターの取組例】

ⅱ再就職の希望等を連絡

指定保育士養成施設

卒業生
（潜在保育士等）

ハローワーク

連携

保育士

離職した保育士③再就職の希望等を連絡

ⅰ保育士登録名簿を活用した情報発信
ⅲ再就職支援機関、求人情報の提供や再就職

前研修情報の提供

ア 登録 ※保育士登録の際にセンターへの登録勧奨

ウ 研修情報提供・
就職あっせん

イ 就業状況等の現況確認

エ 就職相談

保育士・保育所支援センター
（都道府県等）

④再就職支援機関やその支援メニュー、求人情報の提供や再就職前研修情報の提供

保育士・保育所支援センター設置運営事業【拡充】

コーディネーター

＜拡充＞以下の事業の拡充を図る。
①現職保育士に対して就業継続に向けた必要な相談支援や、保育補助者や保育支援者のマッチングに係る経費を補助対象に加える。
②保育士・保育所支援センターが、シルバー人材センターと合同で実施する就職相談会に係る経費を補助対象に加える。
③保育士・保育所支援センターの情報発信機能の強化、管内の保育所等を巡回して求人情報の収集やヒアリング等を実施しマッチング機能の向上。

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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若⼿保育⼠や保育事業者等への巡回⽀援事業【拡充】

【事業内容】

保育⼠の離職防⽌や保育所等の勤務環境の改善を図るため、下記⽀援員が保育所等を巡回⽀援するために必要な費⽤の⼀部を補助する。

①「保育事業者コンサルタント」︓保育の質の向上や事故防⽌、保護者・地域住⺠等とのトラブル等に関する助⾔・指導
②「保育⼠⽀援アドバイザー」︓若⼿保育⼠等のスキルアップを図るため、保育業務全般に関する助⾔・指導
③「巡回アドバイザー」︓放課後児童クラブにおいて、⼦どもの安全の確保や⼦どもの主体的な活動を尊重しつつ、⼦どもの⾃主

性、社会性等のより一層の向上を図るための助言・指導

【実施主体】 都道府県、市区町村

【補助基準額】

保育事業者コンサルタント、保育士支援アドバイザー、放課後児童クラブ巡回アドバイザー ︓１⾃治体当たり それぞれ4,064千円

働き⽅改⾰⽀援コンサルタント、保育実践コーディネーター︓１⾃治体当たり それぞれ4,064千円

魅⼒ある職場づくりに向けた啓発セミナー、⾃⼰評価地域協議会︓１⾃治体当たり それぞれ1,624千円

【補助割合】

国︓1/2、都道府県、市区町村︓1/2

＜拡充＞
以下の事業のメニューを新たに追加する。
①社会保険労務士などが巡回し保育所等の事業者を支援する、「保育士働き方改革支援コンサルタント」のメニューを追加
②魅⼒ある職場づくりに向けた保育所等の啓発セミナーを開催
③保育所の自己評価等の充実により保育の質の確保・向上を図り、働きがいを高められるよう、「保育実践充実コーディネーター」の
メニューを追加

④公開保育実施の支援や各保育所の自己評価の促進を図るため、「地域協議会（仮称）」を開催

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）

資料22



【趣旨】
保育所等において、障害児を受け入れるために必要な改修等や病児保育事業（体調不良児対応型）を実施するために必要な設備

の整備等に必要な費用の一部について支援する。

【実施主体】 市区町村、保育所等を経営する者

【対象事業】
１．基本改善事業（改修等）
①保育所等設置促進等事業

保育需要が高い地域において、保育所等を設置するため、既存施設の改修等を行う事業
②病児保育事業（体調不良児対応型）設置促進事業

病児保育事業（体調不良児対応型）の実施に必要な改修等を行う事業
２．環境改善事業（設備整備等）

①障害児受入促進事業
既存の保育所等において、障害児や医療的ケア児を受け入れるために必要な改修等を行う事業

②分園推進事業
保育所分園の設置を推進するため、保育所分園に必要な設備の整備等を行う事業

③熱中症対策事業
熱中症対策として、保育所等に冷房設備を新規設置するための改修等を行う事業

④安全対策事業
安全対策として、睡眠中の事故防止対策に必要な機器の備品の購入等を行う事業

⑤病児保育事業（体調不良児対応型）推進事業
病児保育事業（体調不良児対応型）を実施するために必要な設備の整備等を行う事業

⑥緊急一時預かり推進事業：緊急一時預かりを実施するために必要な設備の整備等を行う事業
⑦放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業

放課後児童クラブを行う場所において、放課後児童クラブを開所していない時間等に一時預かり事業を実施するために必要
な設備の整備等を行う事業

【補助基準額】 １．基本改善事業 １事業当たり 7,200千円
２．環境改善事業（①～③、⑤）１事業当たり 1,029千円、（④）１施設当たり 500千円以内

（⑥、⑦） １施設当たり 32,000千円

【補助割合】 ２④の事業 国:1/2、都道府県・市区町村:1/4、事業者:1/4 ２⑥⑦の事業 国:1/2、市区町村:1/2
それ以外の事業 国:1/3、都道府県:1/3、市区町村:1/3 又は 国:1/3、指定都市・中核市:2/3

保育環境改善等事業

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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広域的保育所等利⽤事業【拡充】

○ 市区町村が設置するこども送迎センター等から各保育所等への⼦どもの送迎を⾏うためのバス等の購⼊費、運転⼿雇上費、駐⾞場の賃借料、
送迎センターの実施場所の賃借料及び⼦どもの送迎時に付き添う保育⼠等の雇上費等の補助を⾏う。

事業内容

１ こども送迎センター等事業

○ 各保育所等から遠距離にある屋外遊戯場に代わる場所への児童の送迎を⾏うためのバス等の購⼊費、運転⼿雇上費、駐⾞場の賃借料及び⼦ども
の送迎時に付き添う保育⼠等の雇上費等の補助を⾏う。

２ 代替屋外遊戯場送迎事業

○ 既存の建物を改修してこども送迎センターを設置する場合、建物の改修に必要な経費の補助を⾏う。

３ こども送迎センター設置改修事業（H30創設）

実施主体

○ 市区町村

○ 国︓１／２、市区町村︓１／２

＜こども送迎センター等事業＞
H30︓ 28自治体（33か所） R1︓34自治体（41か所）

＜代替野外遊技場送迎事業送迎センター等事業＞
H30︓１⾃治体（１か所） R1︓２⾃治体（７か所）

※いずれもR1年度は交付決定ベース

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）

⾃宅

送迎センター

保育所等

※平成30年度より、⾃宅から直接保育所への送迎も可能

事業イメージ

令和３年度予算における対応《拡充》

・保育士雇上費 5,000千円（加配数に応じて3,000千円を加算）

・運転手雇上費 5,000千円（加配数に応じて3,000千円を加算）

・事業費（損害賠償保険含む）

10,202千円（⾃宅送迎の場合 1,119千円）

・バス購入費 15,000千円

・バス借上費 7,500千円

・改修費 7,270千円

○ 送迎センターのか所数によらず、送迎バスの台数や保育士の配置に応
じて加算できる仕組みとする

○ こども送迎センタ－等事業を実施する委託事業者が損害保険等に加入
した場合の保険料等を補助する。

○ 保育所等への送迎後の空き時間を有効活用できるよう、保育所等への
巡回以外の時間帯において、一時預かり事業等への巡回を可能とする。

【補助基準額（案）】
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家庭支援推進保育事業【拡充】家庭支援推進保育事業【拡充】

事業内容

⽇常⽣活における基本的な習慣や態度のかん養等に配慮が必要な家庭や、外国⼈⼦育て家庭について、家庭環境に対
する配慮など保育を⾏う上で特に配慮が必要な家庭における⼦どもを多数（40%以上）受け入れている保育所に対し
て加配を⾏う。

令和３年度予算における対応（案）《拡充》

特別な配慮が必要な児童のうち外国人子育て家庭の児童が占める割合が特に高い保育所等について、加配保育士２名
分の補助基準額を適用するように拡充する。

実施主体・補助基準額（案）・補助割合

実施主体 ︓市区町村
補助基準額（案）︓１か所当たり ３，８６７千円

（外国人子育て家庭の児童が占める割合が特に高い(20%以上)場合）
１か所当たり ７，７３４千円

補助割合 ︓国︓１／２、市区町村︓１／２

事業実績

300

500

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

399
428 433 439

420 413 402 419 420 407 395 402
378

360 344

（年度）

（か所数）

※R1は交付決定ベース

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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保育利用支援事業

前年11月 当年４月 11月 翌年４月

（５か月）

育 休 期 間

（入園予定日）

① 代替保育利用支援

② 予約制導入に係る体制整備

※育児休業を中断する保護者が多い

○ 育児休業中の保護者の保育園に入園できるかどうかの不安を解消し、保護者が育児休業を中断することなく希望する

時期に復職できるよう、年度途中であっても確実に保育サービスを提供するため、以下の支援を行う。

① 育児休業明けから保育園等に入園する翌４月までの間における一時預かり保育等の代替保育利用に係る保育料を

支援

② 保育園等が予約制を導入した際に、入園するまでの間に必要となる保護者への相談支援及び自治体との連絡調整

等に対応するため、職員１人分の人件費を支援

【実施主体】市町村 【補助率】 国１／２ 市町村１／２

（出生） （12か月）

１歳児クラス

に入園

前年11月 翌年４月

（５か月）

育 休 期 間

（出生） （12か月）

入園予約制により
０歳児クラス入園

代替保育利用期間の
保護者の保育料を支援

（児童１人当たり月額２万円）

代替保育利用期間
（一時預かり保育等）

１歳児クラス

に進級

入園するまでの間に必要となる
職員1人分の人件費を支援

（施設１か所当たり年額2,406千円）

当年４月 11月
予約制を導入した園において
・保護者への相談支援
・自治体との連絡調整等を実施

（保育対策総合支援事業費補助金 令和３年度予算案：402億円の内数）
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３歳児受入れ等連携支援事業（旧サテライト型小規模保育事業）

【小規模保育事業所】

○ 小規模保育事業など、３歳未満の子どもの受け皿拡大を進める一方、当該子どもの３歳到達時における保育園等への
接続が課題となっている。

○ このため、「サテライト型小規模保育事業」を創設し、保育園等において３歳児以降の子どもの受入れを重点的に
行い、小規模保育事業所等と積極的に接続を行った場合に要する費用の一部を補助する。

【保育園等】

３歳未満児の受入れ強化

３歳到達

【実施主体】 市区町村

【補助率】 国 １／２ 市町村 １／２

【補助額】 １か所当たり 4,549千円

【保育園等】

０〜５歳児
を受入れ

３歳児以降の
受入れ重点化

★小規模保育事業所で受け入れている
子どもの３歳到達時における保育園
等への積極的な受け入れを支援

インセンティブを付与

（保育対策総合支援事業費補助金 令和３年度予算案：402億円の内数）
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医療的ケア児保育支援モデル事業【拡充】

令和３年度予算における対応（案）《拡充》

○ モデル事業として実施している医療的ケア児保育支援事業を一般事業化するとともに、喀痰吸引等研修を受講した保育士が
「医療的ケア児保育支援者」として管内保育所の巡回支援を行う場合、処遇改善を実施する。

事業内容

○ 保育所等において医療的ケア児の受入れを可能とするための体制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図る。

○ また、医療的ケアに関する技能及び経験を有した者（医療的ケア児保育支援者）を配置し、管内の保育所への医療的ケアに
関する支援・助言や、喀痰吸引等研修の受講等を勧奨するほか、市区町村等において医療的ケア児の受入れ等に関するガイド
ラインを策定することで、安定・継続した医療的ケア児への支援体制を構築する。

【補助基準額（案）】

○基本分単価
① 看護師等の配置 １施設当たり 5,３２0千円

○加算分単価
② 研修の受講支援 １施設当たり ３０0千円
③ 補助者の配置 １施設当たり ２,１６0千円
④ 医療的ケア保育支援者の配置 １市区町村当たり ２,１６0千円
（喀痰吸引等研修を受講した保育士が担う場合、１３０千円を加算）
⑤ ガイドラインの策定 １市区町村当たり 3６0千円
⑥ 検討会の設置 １市区町村当たり 560千円

○ さらに、各自治体の取組みを推進するため、
か所数の増加を図る（９０か所→１９９か所）。

実施主体・補助割合・事業実績

○ 都道府県、市区町村
○ 国：１/２、都道府県・指定都市・中核市：１/２

国：１/２、都道府県：１/４、市区町村：１/４
○ R2（公募ベース）：１０9か所（171か所）

＜基幹施設＞

医療的ケア児保育⽀援者

保育所（医ケア児受入施設）
保育所

＜管内保育所等＞

看護師等

助
言
・
支
援
等

看護師等の配置や医療的ケア児
保育支援者の支援を受けながら、
保育士の研修受講等を行い、医療
的ケア児を受入れ。

モデル事業を実施してノ
ウハウを蓄積した施設等が、
市町村内の基幹施設として、
管内保育所の医療的ケアに
関する支援を行うとともに、
医療的要因や障害の程度が
高い児童の対応を行う。

事業イメージ

看護師等の配置

体制整備等

検討会の設置やガイドラインの策
定により、医療的ケア児の受入れに
ついての検討や関係機関との連絡体
制の構築、施設や保護者との調整等
の体制整備を実施。

＜自治体＞
検討会の
設置

ガイドラインの
策定

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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○ 実施主体︓市区町村⼜は市区町村が適切と認めた者

○ 対象者︓認可外保育施設に勤務する保育従事者及び調理担当職員

○ 実施要件

① 感染症罹患の有無を発⾒するため、市区町村が受診の必要を認める検査項⽬について健康診断を⾏うこと

② 感染症等に係る健診については、既存の健診制度を活⽤するなどして柔軟に実施すること

認可外保育施設に従事する職員に対して健康診断を実施することにより、認可外保育施設における衛生・安全対策
を図り、もって子どもの福祉の向上を図る。

○ 補助基準額(案)︓１市区町村当たり年額 ３５４千円

○ 補助割合 ︓国︓１／３、都道府県︓１／３、市区町村︓１／３（国︓１／３、指定都市・中核市︓２／３）

認可外保育施設の衛生・安全対策事業

１．事業の目的・内容

２．実施主体及び実施要件

３．補助基準額等

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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【事業内容】

保育の供給を増やし、待機児童の解消を図るとともに、子どもを安心して育てることができる体制の整備を目的として、
①認可保育所等への移⾏を希望する認可外保育施設について、移⾏の障害となっている事由を調査・診断するほか、
②指導監督基準を満たしていない認可外保育施設への指導を⾏い、

移⾏に向けた計画書の作成・⾒直し及び移⾏までの助⾔指導を⾏うための費⽤の⼀部を補助する。

また、認可外保育施設が保育所等へ円滑に移⾏できるよう、現⾏の施設では⽴地場所や敷地⾯積の制約上、設備運営基準を満た
すことができない場合の移転等に必要な費用について支援する。

【実施主体】都道府県、市区町村

【補助基準額】 （１）認可化移⾏可能性調査⽀援 １施設当たり 587千円
（２）認可化移⾏助⾔指導⽀援 １施設当たり 524千円
（３）指導監督基準遵守助言指導支援 １施設当たり 786千円
（４）移転費等支援 １か所当たり 移転費 1,200千円、仮設設置費 3,800千円

【補助割合】 （１）〜（３）国:1/2、都道府県:1/2 ※ 市区町村が実施する場合は 国:1/2、都道府県:1/4、市区町村:1/4
（４） 国:1/2、都道府県:1/4、市区町村:1/4

認可化移⾏希望
(指導監督基準を満たす)

認可外保育施設

・調査
・助言・指導

計画書の提出

(1)認可化移⾏可能性調査⽀援
認可化の障害となってい
る事由を診断する

(2)認可化移⾏助⾔指導⽀援
認可化移⾏に必要な保育
内容や施設運営等について
助言・指導する

○指導監督基準を満たす認可外保育施設の場合

指導監督基準を
満たさない

・継続的な
助言・指導

連携

巡回支援指導員

指導監督 助言・指導

認可外保育施設

連携

都道府県等の
認可外保育施設の
指導監督担当部署

(3)指導監督基準遵守助言指導支援
都道府県等の①認可外保育施
設の担当者や②巡回支援指導員
と連携して、対象施設が指導監
督基準を満たすために必要な助
⾔指導を継続的に⾏う

○指導監督基準を満たさない認可外保育施設の場合 ○設備基準を満たさない場合

設備運営基準を
満たす建物

設備運営基準を
満たさない建物

移転

(4)移転費等支援
認可化移⾏のために設備運営
基準を満たす建物に移転する
場合の費用を支援する

認可化移行のための助言指導・移転費等支援事業

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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【研修対象者】
保育所等に勤務する保育士等や保育士以外の
職員、巡回支援指導員 等

【研修内容】
・ 保育所等が遵守・留意すべき内容
・ 保育中の事故防止、事故発生時の対応
・ 園外活動等における安全対策 等

質の確保・向上のための研修事業 質の確保・向上のための巡回支援指導事業

【主な指導内容】

・ 重大事故が発生しやすい場面、事故防止の取組、事故発生時の対応に関する助言・指導

・ 保育所等が遵守・留意すべき内容や利⽤料の便乗値上げの注意喚起

・ 指導監査・⽴⼊調査の事前準備などの実施補助や、監査後のアフターフォロー

・ 園外活動等における安全対策の実地指導

【事業内容】
保育所や認可外保育施設等の質の確保及び向上を目的として、保育所等が遵守・留意すべき内容や死亡事故等の重大

事故の防止に関する指導・助⾔を⾏う「巡回支援指導員」の配置に要する費用や、保育所職員や巡回支援指導員等に対し
て、遵守・留意すべき内容や重⼤事故防⽌に関して必要な知識、技能の修得、資質の確保のための研修の実施に要する 費
用の一部を補助する。

【実施主体】都道府県、市区町村

【補助基準額（案）】・研修事業︓１回当たり 353千円
・巡回⽀援指導事業︓指導員１⼈当たり 4,062千円

【補助割合】 国︓1/2、都道府県・市区町村︓1/2

保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業

認可外保育施設
認可外の居宅
訪問型保育事業
（ベビーシッター）

認可保育所等

巡回支援指導員

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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待機児童対策協議会参加自治体への支援施策【拡充】

待機児童対策協議会において、①待機児童の解消に向けた受け皿整備、保育人材の確保・資質の向上に係る取組の達成状況を
評価するための地域の実情に応じた評価指標（ＫＰＩ）を設定し、②⾒える化をすることで、より強⼒に待機児童対策に取組む
自治体を支援する。

(1)保育所等改修費等支援事業（市区町村）〈前掲〉
賃貸物件等による保育所等を設置するための改修費等の補助基準額
の嵩上げ
※ 補助基準額

賃貸物件による保育所改修費等支援事業(20名以上59名以下の場合)
35,000千円（通常27,000千円）

(2)都市部における保育所等への賃借料⽀援事業（市区町村）〈前掲〉
新設の場合に限り、建物借料と公定価格の賃借料加算の乖離が
２倍を超えた場合についても補助（通常は３倍）
※ 補助基準額 12,000千円（通常22,000千円）

(3)待機児童対策協議会推進事業（都道府県）
保育所等の広域利⽤調整や公有地等の保育所等設置に係る調整や
市区町村をまたぐ保育対策関係事業の取組状況の横展開を担う職員
を配置
※ 補助基準額 2,678千円
※ 補助割合 国︓１/２、都道府県︓１/２

１．受け皿整備等
(1)潜在保育士の再就職支援（都道府県、指定都市、中核市）〈前掲〉

保育士・保育所支援センターにおいて、潜在保育士の把握や保育人材の
掘り起こしを担う職員（保育士再就職支援コーディネーター）を追加配置
※ 補助基準加算額 4,000千円

(2)保育⼈材等就職・交流⽀援事業（市区町村）〈前掲〉
市区町村において、保育人材の掘り起こしを担う職員（就職支援コー
ディネーター）を追加配置
※ 補助基準加算額 4,000千円

２．保育人材の確保

○新たな待機児童対策提案型事業（都道府県、市区町村）
待機児童対策協議会に参加する自治体が実施する、待機児童解消に向け
た先駆的な取組を支援
※ 補助基準額 厚生労働大臣が認めた額（上限10,000千円の定額補助）

（事業の内容に応じて特に必要と認められる場合は上限20,000千円の
定額補助【令和３年度要求で拡充】）

※ 補助割合 国︓10/10

３．地方自治体からの提案型事業【拡充】

設定及び⾒える化するＫＰＩ項目・指標は、待機児童の解消に向けた受け皿整備、保育人材の確保・資質の向上に係る取組であって、地域の実情に応
じた達成状況の⾒える化に適したものとする。
「１．受け⽫整備等」に関するＫＰＩ（例）

✔ 待機児童数（対前年度減）（市区町村） ✔ 認可保育所等に移⾏した認可外保育施設数（市区町村）
✔ 広域利⽤に係る協定の締結を⽬指す各市区町村の施設ごとの市境を越えた受け⼊れ児童数（都道府県、市区町村）

「２．保育⼈材の確保」に関するＫＰＩ（例）
✔ 保育⼠養成校の卒業生の保育所等への就職件数の増加数（都道府県）
✔ 潜在保育⼠の「保育⼠・保育所支援センター」への新規届出件数（都道府県）
✔「保育⼠・保育所支援センター」への求人登録の件数（都道府県） ✔保育⼠の平均勤続年数（都道府県、市区町村）

ＫＰＩ項目・指標及び見える化

（保育対策総合支援事業費補助⾦ 令和２年度予算︓394億円の内数 → 令和３年度概算要求︓394億円の内数）
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保育所等におけるＩＣＴ化推進等事業【新規】

【事業内容】

（１）保育⼠の業務負担軽減を図るため、保育の周辺業務や補助業務（保育に関する計画・記録や保護者との連絡、⼦どもの登降園管理等の業務）に係
るＩＣＴ等を活用した業務システムの導入費用及び外国人の子どもの保護者とのやりとりに係る通訳や翻訳のための機器の購入にかかる費用の一部を補助する。

（２）認可外保育施設において、保育記録の⼊⼒⽀援など、保育従事者の業務負担軽減につながる機器の導⼊に係る費⽤の⼀部を補助し、事故防⽌につなげる。
（３）病児保育事業等において、空き状況の⾒える化や予約・キャンセル等のＩＣＴ化を⾏うために必要なシステムの導⼊費⽤の⼀部を補助する。
（４）都道府県等が実施する研修を在宅等で受講できるよう、オンラインで⾏うために必要なシステム基盤の整備に係る費⽤や教材作成経費等の⼀部を補助する。
（５）保育士試験の申請手続や保育士資格の登録申請の届出等について、オンラインによる手続を可能とするために必要なシステム改修費等の一部を補助する。

【実施主体】 都道府県、市区町村

【補助基準額】（１）業務のICT化等を⾏うためのシステム導⼊ １施設当たり 1,000千円 翻訳機等の購入 １施設当たり 150千円
（２）認可外保育施設における機器の導入 １施設当たり 200千円
（３）病児保育事業等の業務（予約・キャンセル等）のICT化を⾏うためのシステム導⼊

①１自治体当たり 8,000千円 ②１施設当たり 1,000千円
（４）研修のオンライン化事業 １自治体当たり 4,000千円
（５）保育士資格取得に係るオンライン手続化 総額49,820千円のうち令和元年度の各都道府県の受験者数の割合に応じて、それぞれ設定

【補助割合】 （１）国︓１／２、市区町村︓１／４、事業者︓１／４
（２）国︓１／２、都道府県・市区町村︓１／４、事業者︓１／４
（３）①国︓１／２、市区町村︓１／２ ②国︓１／２、市区町村︓１／４、事業者︓１／４

※（１）〜（３）について、地⽅⾃治体が運営する施設(＊)を対象にする場合は、国︓１／２、⾃治体︓１／２
＊（１）〜（２）は財政⼒指数が1.0未満の地方自治体が対象。

（４）国︓１／２、都道府県・市区町村︓１／２
（５）国︓１／２、都道府県︓１／２

市区町村 保育所等

【業務負担が軽減される例】
○保育に関する計画・記録

・⼿書きで作成していた各期間（年・⽉・週・⽇）ごとの指導計画や保育⽇誌
について、システムにより、関連する項⽬が⾃動的に⼊⼒される。

○登降園管理

・⼿作業で⾏っていた⼦どもの出⽋状況の集計や延⻑保育料⾦の計算について、
タッチパネル式の機器の導⼊により、登園・降園時間がシステムで管理され、
出⽋状況の集計や延⻑保育料⾦の計算が⾃動的に⾏われる。

業務支援システム・
翻訳機等

① 申請

③ 補助

② システムの導入等
による業務のＩＣＴ
化の実施

(１)業務のICT化等を⾏うためのシステム導⼊ （２）認可外保育施設における機器の導入

都道府県等
認可外
保育施設

業務支援の
ための機器

① 申請

③ 補助

② 機器の導入
による業務
負担軽減

※ 業務支援のための機器を活用することで、保育記録な
ど保育従事者の業務負担を軽減する。

（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和２年度第３次補正︓14億円）
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保育所等（保育所、認定こども園又は小規模保育事業所）において、保育士等が有する専門性を活かした保護者の状況に応じた相談支援などの業務を行う
地域連携推進員の配置を促進し、保育所等における要支援児童等（要支援児童、要保護児童及びその保護者等）の対応や関係機関との連携の強化、運営の円滑
化を図る。

１．事業目的

児童福祉法第25条の２に基づく、要保護児童対策地域協議会を設置し、構成する関係機
関等に保育所等の関係者が参加している市町村（特別区を含む。以下同じ。）及び都道府
県（以下「市町村等」という。）又は市町村等が認めた者

※市町村等が認めた者へ委託等を行うことも可

３．実施主体
１か所当たり ：4,567千円

４．補助基準額

国：１／２、都道府県：１／４、市町村：１／４
※都道府県が実施する場合は国：１／２、都道府県：１／２

５．補助割合

（１）地域連携推進員の配置

保育所等に、要支援児童等への適切な支援を図るための「地域連携推進員」を配置する。

（２）地域連携推進員の業務

①保育士等が有する専門性を活かした保護者の状況に応じた相談支援

②市町村や関係機関と連携し、子どもの状況の把握・共有及び地域の専門機関や専門職等との関係性の構築、個別ケース検討会議に参加し、情報の提
供及び共有

③他の保育所等への巡回支援などの実施

④運営の円滑化のため、地域の子育て支援や虐待予防の取組等に資する地域活動への参加等の実施

（３）地域連携推進員の要件

地域連携推進員は、保育士、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者、保健師、看護師、その他本事業を適切に実施できる者が担うものとす
る。

２．事業内容

６．事業のイメージ
【基幹保育所】 【地域連携推進員】

児童相談所

医療機関（小児科等）

市町村
民生委員・児童委

員（主任児童委
員）

関係機関

連携

相談支援の実施

【保育所】
【認定こども園】

【小規模保育事業所】

他の保育所等への巡回支援
【家庭的保育事業

所】

保育所等における要支援児童等対応推進事業
（保育対策総合⽀援事業費補助⾦ 令和３年度予算案︓402億円の内数）
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１．ひとり親家庭等生活支援事業
(1) １か所当たり最大 11,482千円
(2)地域の民間団体の活用等による出張・訪問相談、同行支援、見守り支援を行う場合に①に加算する額 4,332千円

２．子どもの生活・学習支援事業
(1) 事務費 １実施主体当たり 2,727千円
(2) 事業費（集合型） １実施主体当たり 7,674千円

実施日数に応じて①に加算する額 105～156日：3,836千円、157～208日：7,673千円、209日以上： 11,510千円
(3) 事業費（派遣型）

１回の訪問が１日の場合：10,180円 × 訪問延回数 １回の訪問が半日以内の場合： 6,570円 × 訪問延回数
(4) 実施準備経費（１実施場所当たり）

① 改修費等 4,000千円
② 礼金及び賃借料（実施前月分） 600千円

（５）新型コロナウイルス感染拡大防止 500千円（令和２年度第３次補正予算案）

【実施主体】都道府県・指定都市・中核市・市区町村（事業の全部又は一部を民間団体等に委託可）
【補助率】 国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２ 国１／２、都道府県１／４、市区町村１／４
【実施自治体数】939か所《平成30年度》

１．ひとり親家庭等生活支援事業

① 相談支援事業：育児や家事、健康管理等の生活一般に係る相談に応じ、必要な助言・指導や各種支援策の情報提供等を実施する。また、地域の実情に
応じて、地域の民間団体の活用等による訪問・出張相談、同行支援や継続的な見守り支援を実施する。

② 家計管理・生活支援講習会等事業：家計管理、子どものしつけ・育児や養育費の取得手続等に関する講習会の開催等を実施する。
③ 学習支援事業：高等学校卒業程度認定試験の合格等のためにひとり親家庭の親に対して学習支援を実施する。
④ 情報交換事業：ひとり親家庭が互いの悩みを打ち明けたり相談しあう場を設け、ひとり親家庭の交流や情報交換を実施する。

２．子どもの生活・学習支援事業
ひとり親家庭の子どもに対し、放課後児童クラブ等の終了後に基本的な生活習慣の習得支援、学習支援や食事の提供等を行う。また、新型コロナウイル

スの感染拡大を防止する観点から、マスクの購入等に必要な経費を補助する。

ひとり親家庭等生活向上事業【拡充】

○ ひとり親家庭等は、就業や家事等日々の生活に追われ、家計管理、子どものしつけ・育児又は自身や子どもの健康管理など様々な面において困難に直面
することとなる。また、ひとり親家庭の親の中には高等学校を卒業していないことから希望する就業ができないことや安定した就業が難しいなどの支障が
生じている。このため、生活に関する悩み相談、家計管理・育児等に関する専門家による講習会の実施、高等学校卒業程度認定試験合格のための学習支援
等を実施することにより、ひとり親家庭等の生活の向上を図る。

目 的

事業内容

実施主体等

補助基準額（案）

【令和３年度予算案： 158億円の内数＋0.7億円（令和2年度第３次補正予算案）（母子家庭等対策総合支援事業）】
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社会的養護経験者等の孤⽴化を防ぎ、⾃⽴に向けた継続した⽀援体制を構築するため、⺠間団体等において、自治体職
員及び社会的養護経験者等を対象とした全国大会を開催する。

（内 容）

ⅰ 都道府県に対する⾃⽴⽀援に関する啓発

ⅱ 都道府県及び社会的養護経験者に対する支援団体や当事者団体の紹介

ⅱ 都道府県及び社会的養護経験者に対する⽀援制度の周知 等

※ ⺠間事業者等の提案により具体的な内容を決定。

法人（公募により選定）

国︓定額（10／10相当）

１．事業内容

２．実施主体

【令和３年度予算案】１２百万円（社会的養護出身者ネットワーク形成事業）

３．補助率

社 会 的 養 護 出 身 者 ネ ッ ト ワ ー ク 形 成 事 業 資料37



２．設置主体 都道府県、指定都市、中核市、市区町村、社会福祉法人、公益法人、日本赤十字社（児童館を除く）等

３．国庫補助率 定額（1/2相当、児童館は1/3相当）

４．令和３年度拡充内容

児童養護施設等の小規模かつ地域分散化等の推進（補助率の嵩上げ、定期借地権設定のための一時金加算の創設）

１．目的・事業概要
児童福祉施設等に係る施設整備について、都道府県・市区町村が作成する整備計画に基づく施設の整備を推進し、次

世代育成支援対策の充実を図る。

次世代育成支援対策施設整備交付金

(令和２年度当初予算額) (令和３年度予算案)

106億円 ⇒ 64億円
※令和２年度当初予算額は、臨時・特別の措置を除く。

事業概要 対象施設 整備内容

①通常整備

児童養護施設等の整備を実施する。

・助産施設 ・児童厚生施設（児童館） ・一時預かり事業所
・乳児院 ・児童相談所一時保護施設 ・地域子育て支援拠点事業所
・母子生活支援施設 ・婦人相談所一時保護施設 ・利用者支援事業所
・児童養護施設 ・婦人保護施設 ・子育て支援のための拠点施設
・児童心理治療施設 ・職員養成施設 ・市区町村子ども家庭総合支援拠点
・児童自立支援施設 ・自立援助ホーム ・産後ケア事業を行う施設
・児童家庭支援センター ・ファミリーホーム

創設、大規模修繕、増築、
増改築、改築、拡張、スプ
リンクラー設備等整備、老
朽民間児童福祉施設整備、
応急仮設施設整備

②耐震化等整備

地震防災上倒壊等の危険性のある
建物の耐震化、津波対策としての
高台への移転を図るための改築又
は補強等の整備を図る。

・助産施設 ・児童養護施設 ・児童相談所一時保護施設
・乳児院 ・児童心理治療施設 ・婦人相談所一時保護施設
・母子生活支援施設 ・児童自立支援施設 ・婦人保護施設

大規模修繕、増改築、
改築、老朽民間児童福祉施
設整備
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国：10/10（定額）

補助率

⽀援対象児童等⾒守り強化事業

目 的

市町村（特別区含む）

実施主体

市町村

学校・教育委員会

民生・児童委員

保育所・幼稚園等

警 察

医療機関
弁護士会

児童相談所

保健機関（母子保健等）

要保護児童対策地域協議会

・支援対象児童、特定妊婦等の状況の確認に関する役割分担の決定
・確認や支援に関する進捗管理、総合調整 等

民間団体等

人権擁護委員
配偶者暴力相談支援センター

・婦人相談所・婦人相談員

⼦育て⽀援を⾏う
⺠間団体等※

（⼦ども⾷堂、⼦ども宅⾷等）

⺠間団体等の⽀援スタッフが訪問等を実施

⽀援対象児童等の居宅等

食事の提供状況の把握 学習・生活指導支援等

定期的な状況把握・支援

⾒守り体制
の強化

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、子どもの見守り機会が減少し、児童虐待のリスクが高まっていることから、
市町村の要保護児童対策地域協議会が中核となって、子ども食堂や子どもに対する宅食等の支援を行う民間団体等も含めた
様々な地域ネットワークを総動員し、支援ニーズの高い子ども等を見守り、必要な支援につなげることができる体制の強化
を推進する必要がある。また、未就園児は、地域の目が届きにくく、子どもの状況を把握することが困難な場合もあること
から、母子保健施策等の必要な支援につなげるための取組を強化する必要がある。

○ そのため、要保護児童対策地域協議会の支援対象児童等として登録されている子ども等の居宅を訪問するなどし、状況の
把握や食事の提供、学習・生活指導支援等を通じた子どもの見守り体制を強化する「支援対象児童等見守り強化事業」につ
いて、安定的実施に向けて、引き続き財政支援を行う。

１か所当たり：9,723千円
※民間団体等の支援スタッフの人件費、訪問経費など事業実施に係る経費

補助基準額

※要対協の構成員に限定しない

令和２年度第３次補正予算：３６億円（児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業）
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退所予定者等が他の都道府県に帰
住を希望する場合は、当該都道府県
のセンターに調整連絡

○ 平成21年度より、高齢又は障害により支援を必要とする矯正施設退所者に対して、保護観察所と協働し
退所後直ちに福祉サービス等につなげる「地域生活定着支援センター」の整備を実施。

○ 平成23年度末に全国47都道府県への整備が完了し、平成24年度からは全国での広域調整が可能に。
○ 地域生活定着支援センターでは、①入所中から帰住地調整を行うコーディネート業務、②福祉施設等へ

入所した後も継続的に支援するフォローアップ業務、③地域に暮らす矯正施設退所者に対して福祉サービス
の利用等に関する相談支援業務を実施。

○ 令和３年度、刑事司法手続きの入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活を
営むことが困難な者に対して、釈放後直ちに福祉サービス等を利用できるように支援を行う高齢・障害被疑
者等支援業務を開始予定。

地域生活定着促進事業

Ａ県地域生活定着支援センター

厚生労働省（事業費補助）

Ａ県矯正施設

Ａ県保護観察所

法 務 省

※対象者選定にあたっては、高齢か、障害
があるか、帰住先があるか等を基準に判断

被疑者・被告人
又は退所予定者
との面会

・退所予定者等との面会

（福祉ニーズ、帰住予定地の聞き取
り等）

・帰住先の調整（市町村、福祉施設
等への利用調整等）

・出所時の同行（福祉事務所、受入
福祉施設等への同行、手続きの援
助等）

全国のセンターで広域調整を実施

帰住先の例
更生保護施設、アパート、福祉施設（救護施設、
高齢者施設、グループホーム等） など

地域生活移行後も、定着のための継続的なフォローアップを実施
（受入施設との調整、福祉サービスの相談支援など）

職員体制：９名
（社会福祉士、精神保健福祉士等）

検察庁 等

調整依頼

対象者選定
（退所予定者）

対象者選定
（被疑者・被告人）

連絡・調整

調整依頼

連絡・調整

コーディネート業務
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生活困窮者就労準備支援事業費等補助金の内数

地域社会における今日的課題に対する先駆的・試行的な取組等に対する支援を通じて、社会福祉の発展改善等に寄与

することを目的とする。

【実施主体】 申請した事業が学識経験者等から成る社会福祉推進事業評価委員会において採択された法人

【補 助 率】 定額

（１） 個別課題の設定

（２） 公募（申請受付）

（３） 申請事業に対し、社会福祉推進事業評価委員会で評価

（４） 評価後、委員会で採択、不採択の決定

（５） 採択を受けた団体は事業実施（実施事業に対して国が補助）

５．事業実施までの流れ

１．事業目的

３．実施主体及び補助率

２．令和３年度予算（案）

国が定める個別課題に該当する事業であって、その事業により得られる成果が今後の施策等に反映できる事業

４．対象事業

社会福祉推進事業 資料41



【概要】

① 事業概要

・就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じるとともに、履歴書の書き方や面接の受け方の

指導、公共職業安定所への同行訪問等、就労に向けた支援、また個別求人開拓や就労後における職場定着に

向けた支援を行う。

・本人の希望や特性に合った就労の場につなぐため、求人開拓等が円滑に実施できるよう、地域の関係機関や

団体等において、就労支援の連携体制を構築する。

② 実施主体

都道府県、市、福祉事務所設置する町村

※厚生労働省令で定める者（社会福祉法人、NPO法人等）に委託可

③ 負担率 国３／４ 都道府県、市、福祉事務所を設置する町村１／４

被保護者就労支援事業

被保護者の自立の促進を図ることを目的とし、被保護者の就労の支援に関する問題について、被保護者からの相談に応
じ、必要な情報提供及び助言を行う事業を実施する。

第五十五条の七

保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業（以下「被保護者就労支
援事業」という。）を実施するものとする。

２ 保護の実施機関は、被保護者就労支援事業の事務の全部又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することがで
きる。

３ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏
らしてはならない。

（参考）生活保護法 抜粋 （平成２７年４月施行）

資料42



【概要】

① 事業概要

一般就労に向けた準備段階の支援として、

・日常生活自立に関する支援

適切な生活習慣の形成を促すため、規則正しい起床・就寝、バランスのとれた食事の摂取などに関する助言・

指導・適切な身だしなみに関する助言、指導等を実施。

・社会生活自立に関する支援

社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援や地域の

事務所での職場見学、ボランティア活動等を実施。

・就労自立に関する支援

就労に向けた技法や知識の習得等を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供やビジネスマナー講習、

キャリア・コンサルティング、模擬面接、履歴書の作成指導等を実施。

を計画的かつ一貫して実施する。

② 実施主体

都道府県、市、福祉事務所設置する町村

※社会福祉法人、NPO法人等に委託可

③ 補助率 国２／３ 都道府県、市、福祉事務所設置する町村１／３

被保護者就労準備支援事業

就労意欲が低い者や基本的な生活習慣に課題を有する者など、就労に向けた課題をより多く抱える被保護者に対し、一般
就労に向けた準備として、就労意欲の喚起や一般就労に従事する準備としての日常生活習慣の改善を、計画的かつ一貫し
て実施する。
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企業、ＮＰＯ、市民等と行政とが協働し、社会から孤立しがちな被保護者への様々な社会経験の機会の提供を行うなど、被保
護者の社会的自立・日常生活自立を支援する取組の推進を図る。

【概要】

① 事業概要

・ 依存者を有する者に対する日常生活支援

民間団体等が実施するグループカウンセリング等への参加により、アルコール依存、ギャンブル依存等の日

常生活上の問題を抱える者が自立した日常生活を営めるよう支援する事業

・ 精神科病院退院者の居宅継続支援

精神科病院等退院者に対し、家事・服薬管理の生活指導、地域住民との交流の場の提供、社会福祉施設等

における退院後の訓練を行うこと等により、居宅生活継続を支援する事業

② 実施主体

都道府県、市、福祉事務所設置する町村

※社会福祉法人、NPO法人等に委託可

③ 補助率 国３／４ 都道府県、市、福祉事務所設置する町村１／４

生活保護受給者の「社会的な居場所づくり支援事業」 資料44



生活困窮者及び生活保護受給者のうち、居宅生活への移行に際して支援を必要とする者に対して、転居先となる居宅の確

保に関する支援、各種契約手続等に関する助言等の居宅生活に移行するための支援及び居宅生活移行後に安定した生活を

営むための定着支援を実施する。

【概要 】

①事業概要

〇居宅生活移行に向けた相談支援

生活困窮者及び生活保護受給者に対して、居宅生活に移行すること及び移行後の転居先となる住宅に関して、希望や意向を聴取すると

ともに、転居先候補の紹介や不動産業者への同行、契約手続き等に関する助言等の居宅生活の移行に向けた相談支援を行う。

〇居宅生活移行後に安定した生活を継続するための定着支援

居宅生活に移行した者に対して、居宅生活を送る上での困りごと等に関する相談や緊急時の連絡への対応を行うほか、定期的な巡回や

電話により、食事や洗濯、掃除、ゴミ出し等の生活状況及び公共料金等の支払い状況の確認並びに必要に応じた助言等を実施する。

〇入居しやすい住宅の確保等に向けた取組

・ 居住支援法人を活用した不動産業者との調整による転居先の開拓、セーフティネット住宅を含む連帯保証人を設けることを

入居条件としないなどの生活困窮者等が入居しやすい住宅のリスト化等の転居先候補となる住宅の確保に向けた取組

・ 居住支援協議会、地方公共団体の住宅部局、宅地建物取引業者、介護サービス事業者等の関係機関との連絡調整体制の構築

②実施主体

都道府県、市、福祉事務所設置する町村

※社会福祉法人、NPO法人等に委託可

③補助率

国３／４ 都道府県、市、福祉事務所設置する町村１／４

居住不安定者等居宅生活移行支援事業 資料45



家計に関する課題を抱える世帯を対象として、就労等により生活保護から脱却した場合でも家計の状況に変化に対応し、安

定した家計管理ができるよう支援を実施する。また、高校を卒業予定している者等に対して、進学費用等の今後必要となる経

費等を説明した上で、奨学金制度等について助言する。

【概要】

① 事業概要

・ 就労による自立（保護廃止）が見込まれる世帯に対し、医療費の自己負担や社会保険料の発生など

生活保護廃止を見据えた家計管理方法の提案、支援を実施

・ 大学等への進学に伴い自立が見込まれる世帯に対し、子どもの大学等への進学に向けた費用

についての相談への対応や助言、各種貸付制度の案内を実施

② 実施主体

都道府県、市、福祉事務所設置する町村

※社会福祉法人、NPO法人等に委託可

③ 補助率 国２／３ 都道府県、市、福祉事務所設置する町村１／３

被保護者家計改善支援事業 資料46



ひきこもり地域支援センター設置運営事業（平成21年度～）

補助
〈補助率：1/2）

支 援

相 談
ひきこもりを抱える
家族や本人

○ ひきこもりに特化した相談窓口（専門的な支援）

○ ひきこもり支援コーディネーター（※）が、ひきこもりの状態にある本人、

家族からの電話、来所等による相談や家庭訪問を中心とした訪問支援を行う

ことにより、早期に適切な機関につなぐ（自立への支援）

※ 社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士 等

○ 関係機関との連携（包括的な支援体制の構築）

○ ひきこもりに関する普及、啓発（情報発信）

○ ひきこもり支援機関・市町村への後方支援（市町村での支援の充実・強化）

全国

民間団体
家族会
ＮＰO法人
民間ｶｳﾝｾﾗｰ

教育関係
学校 教育委員会

保健医療関係
医療機関
保健所
保健ｾﾝﾀｰ

就労関係
地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ
ハローワーク
障害者雇用促進関連施設

関係機関との連携・
後方支援

普及、啓発

国

ひきこもり地域支援センター

福祉、行政関係
福祉事務所 市区町村窓口 地域包括支援ｾﾝﾀｰ
児童相談所 福祉施設 精神保健福祉ｾﾝﾀｰ
発達障害者支援ｾﾝﾀｰ 子ども・若者総合相談ｾﾝﾀｰ
自立相談支援機関

【実施主体】都道府県、指定都市（NPO等への事業委託可能）

平成21年度から整備を開始
平成30年度に全ての都道府県・
指定都市へ設置が完了

ひきこもり地域支援センター
資料47
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ひきこもりサポート事業

○ 利用可能なひきこもりの相談窓口、支援機関の情報発信

○ 関係機関とのネットワーク、ひきこもり支援拠点（居場所、

相談窓口）づくり

○ ひきこもりサポーター派遣

ひきこもりの状態にあ
る本人、家族

ひきこもり支援に携わる人材の養成研修事業
【目的】

ひきこもり支援が適切に行える人材を養成することにより、ひきこもり支援の質の向上を図る。

ひきこもり支援に携わる人材の養成研修・ひきこもりサポート事業

市町村

都道府県・市町村

研修修了者名簿の提供

情報発信
訪問支援

相 談

地 域

ひきこもり支援従事者養成研修

【研修対象者】

ひきこもり支援を担当する市町村職員

ひきこもり支援関係機関の従事者 など

【研修内容】

ひきこもり支援に必要な知識・技術等

ひきこもりサポーター養成研修
【研修対象者】

ひきこもり本人や家族等に対する支援に関心のある者
※資格等の要件はない

【研修内容】

ひきこもりに関する基本的な知識に関すること
（ひきこもりの概要（状態像等）、支援方法、支援を行う上での

留意点等）

平成25年度～
（30年度より拡充）
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○ 経済状況や心身の状況如何に関わらず、誰もが安心して地域で生活を営み続けることができるよう、
・ 地域におけるインフォーマル活動の活性化を図るなど、できるだけ公費に頼らない共助による取組の活性化を図るとともに、
・ こうした共助の基盤を基礎とし、生活困窮者自立支援制度など、既存制度のサービスメニューでは対応が困難な福祉ニーズ
に対応するための地域サービスの創出、人材の養成
などに取り組むことを通じて、自助や公助に加え、既存制度を下支えする共助の基盤を整備し、生活困窮者など、要支援者を可
能な限り身近な地域で支える体制の構築を目的とする。

市区町村等
(補助率1/2)

○ 増大する高齢者等の福祉ニーズへの対応

○ 軽度者に対する日常生活支援や社会的孤
立など多様化する福祉ニーズへの対応

○ 地域における担い手の育成・確保

○ 既存の社会保障・社
会福祉制度を着実に
実施するとともに、公
費に頼らない共助の取
組の活性化が必要。

【地域住民の福祉ニーズ把握】
地域住民のニーズを踏まえ、その対応方針を

地域福祉計画等に反映

※ 特に策定率が低い町村部（Ｈ31.4月現在 66.4％）の計画策定を後押し

○ 買物弱者に対する買物支援やちょっとした困り事への対
応など地域サービスの創出に向けた検討

○ 電気・ガス事業者などの民間事業者と連携した見守り体
制の構築

○ 地域サービスの担い手に対する研修の実施 等

○ 企業等による社会貢献活動への働きかけ
○ インフォーマル人材の地域サービス等への参画の働きかけ
○ インフォーマル活動を行う活動拠点の確保、初期設備の

導入
○ 寄付金の確保推進等を通じた自主財源の確保 等

【新たな地域サービスの創出】【地域インフォーマル活動の活性化】

○ これらの取組を通じて、地域における社会資源や人材の育成・確保が図られ、地域活性化にも資する。

【地域における課題】【我が国が直面する課題】

○ 少子高齢化の進行

○ 人口減少

○ 地域のつながりの希薄化

○ 単身世帯・生活困窮世帯の増加

地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業

【実施主体】
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被災者見守り・相談支援事業について

被災者は災害救助法に基づく応急仮設住宅に入居するなど、被災前とは大きく異なった環境に置かれることとなる。
このような被災者が、応急仮設住宅に入居する期間、それぞれの環境の中で安心した日常生活を営むことができるよう、孤立防止等のための見守り支援や、日常生活

上の相談を行ったうえで被災者を各専門相談機関へつなぐ等の支援を行う。

高齢者、障がい者、生活困窮者、子育て世帯等

みなし仮設仮設住宅

見守り・相談支援等

・社会福祉法人
・NPO等民間支援団体
・ボランティア団体
・民生委員・児童委員
・自治会 等

各市町村センターの支援
（研修実施、アドバイザー派遣等）

市町村センター（事業所）
・生活困窮者自立支援機関

・地域包括支援センター

・在宅支援診療所

・こころのケアセンター

・地域生活支援拠点

（障がい者）

・デイサービス事業所

・保育所、こども園

・ハローワーク 等

都道府県センター（事業所）

支援

◆総括生活支援相談員等を配置

◆主任生活支援相談員、生活支援相談員、生活支援補助員
（地域住民等）等を配置

・見守り安否確認
・相談の受付
・各専門支援機関へのつなぎ
・コミュニティづくり 等

【実施主体】

都道府県、市町村 等（委託可）

【補 助 率】 １／２（※）

※特定非常災害の場合
発災年度を含み３年 10/10
４～５年目 ３/４
６年目以降 １/２

つなぎ

関係支援機関

・専門職団体
（県社会福祉士会、県ケアマネ協会、
県介護福祉士会、県弁護士会等）

・主要NPO等民間支援団体 等

連携・協力

連携・協力
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◆認定就労訓練事業 （いわゆる「中間的就労」）
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労
の場の育成（社会福祉法人等の自主事業について都道府県等

が認定する制度）

◆家計改善支援事業
・家計の状況を「見える化」するなど家計の状況を把握することや利用者の家計の改善
の意欲を高めるための支援（貸付のあっせん等を含む）

◆住居確保給付金の支給
・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆子どもの学習・生活支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援
・生活困窮世帯の子ども・その保護者に対する生活習慣・育成環境の改善、教育及び就
労に関する支援等

◆自立相談支援事業
（全国905福祉事務所設置自治体で1,336機関（令
和２年４月時点）

〈対個人〉
・生活と就労に関する支援員を配置し、ワンストップ型の相談窓口
により、情報とサービスの拠点として機能

・一人ひとりの状況に応じ自立に向けた支援計画（プラン）を作成

〈対地域〉
・地域ネットワークの強化・社会資源の開発など地域づくりも担う

包括的な相談支援

◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援

就労に向けた準
備が必要な者

◆就労準備支援事業
・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練
※就労のみならず居場所づくりなど幅広い社会参加を支援する機能の明確化 （R2）
（就労準備支援事業を１年を超えて利用できるケースの明確化（省令改正））（事項）

緊急に衣食住の
確保が必要な者

貧困の連鎖
の防止

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提供シェルター等
利用者や居住に困難を抱える者に対する一定期間の訪問による見守りや生活支援

・地域居住支援事業における居住支援法人との連携強化（事項）

なお一般就労が困難な者

就労支援

居住確保支援

子ども支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
（※

）

緊急的な支援

※ 法に規定する支援（◆）を中心に記載しているが、これ以外に様々な支
援（◇）があることに留意

家計から生活
再建を考える者

家計再建支援

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援
◇就労準備支援事業等の実施体制の整備促進 等

その他の支援

柔軟な働き方を
必要とする者

就労に向けた準
備が一定程度
整っている者

国費３／４

国費２／３

国費１／２,２／３

国費１／２

国費３／４

生活困窮者自立支援制度関係事業

◆福祉事務所未設置町村による相談の実施
・希望する町村において、一次的な相談等を実施

国費３／４

◆都道府県による市町村支援事業

・ 市等の職員に対する研修、事業実施体制の支援、市域を

越えたネットワークづくり等を実施

◇都道府県による企業開拓
・ 就労体験や訓練を受け入れる企業等の開拓・マッチング

国費１／２

再就職のため居住

の確保が必要な者

国費２／３
◇アウトリーチ等の充実
ひきこもりなどの社会参加に向けてより丁寧な支援を必要

とする方に対するアウトリーチなど、自立相談支援機関にお

ける機能強化
国費10/10

国費10/10

国費10/10

農業分野等との連携強化

事業

就労体験や訓練の場

の情報収集・マッチング

のモデル事業（国事業）
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事業名 経費概要 実施主体 補助率

包括的相談支援事業

○ 以下の事業に必要な経費
・地域包括支援センターの運営（介護分野）
・基幹相談支援センター等機能強化事業等（障害分野）
・利用者支援事業（子ども・子育て分野）
・生活困窮者自立相談支援事業、福祉事務所未設置町村による相談事業（生活困窮分野）

市町村
各法に基づく
負担率・補助率

地域づくり事業

○ 以下の事業に必要な経費
・地域介護予防活動支援事業、生活支援体制整備事業（介護分野）
・地域活動支援センター機能強化事業（障害分野）
・地域子育て支援拠点事業（子ども・子育て分野）
・地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業（生活困窮分野）

市町村
各法等に基づく
負担率・補助率

多機関協働事業等 ○ 多機関協働事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、参加支援事業に必要な経費 市町村
国：3/4
市町村：1/4

○ 令和２年６月に改正された社会福祉法に基づき、市町村において、地域住民の複合・複雑化した支援ニー
ズに対応する包括的な支援体制を整備するため、対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地
域づくりに向けた支援を一体的に行う重層的支援体制整備事業を実施する。

重層的支援体制整備事業 資料51



【要旨】

○ 令和２年６月に成立した改正社会福祉法に基づき、市町村において相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的
に行う重層的支援体制整備事業が創設される（令和３年４月施行）。

○ 今後、重層的支援体制整備事業の実施を希望する市町村が円滑に移行できるよう、各相談支援機関等との連携体制の構
築をはじめ、多機関協働、アウトリーチ等を通じた継続的支援、参加支援の本格実施に向けた必要な取組を行う。

○ 市町村において、改正社会福祉法における重層的支援体制整備事業への移行準備に必要な取組を行う。具体的には、
これまでのモデル事業（地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業）の取組内容を基本としつつ、介護、障害、
子ども・子育て、生活困窮分野をはじめとする行政機関、民間団体等との連携体制の構築、重層的支援体制整備事業への
移行に向けた計画の策定、多機関協働、アウトリーチ等を通じた継続的支援、参加支援の本格実施に向けた必要な取組を
行う。

（主な取組内容）
○ 介護、障害、子ども・子育て、生活困窮分野の相談支援機関間等の連携を推進するための取組
○ 重層的支援体制整備事業への移行計画の策定、市町村の庁内連携体制の構築
○ 多機関協働による包括的支援体制構築の取組
○ アウトリーチ等を通じた継続的支援体制構築の取組
○ 参加支援体制構築の取組 など

事業内容

重層的支援体制整備事業への移行準備事業

市町村
実施主体

国 ３／４、市町村 １／４

補助率

※（目）生活困窮者就労準備支援等事業費補助金
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【要旨】

○ 地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、複合課題や狭間のニーズに対応していくことが必要であり、市町村におい
ては、社会福祉法第106条の３により包括的な支援体制の整備を進めているところ。

○ また、市町村において重層的支援体制整備事業や地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が
適正かつ円滑に行われるよう、国及び都道府県において必要な助言、情報の提供等の援助を行う責務がある。このため、市
町村が推進する包括的な支援体制整備の後方支援として、都道府県が行う各種取組に必要な支援を行う。

○ 重層的な支援体制を整備する市町村の創意工夫ある取組を支援するため、都道府県において市町村の後方支援として、以
下の取組を実施する。

（主な取組内容）
○ 市町村本庁内連携促進のための支援（市町村の関係部局横断的な説明会の実施など）
○ 市町村間の交流・ネットワーク構築支援（情報共有の場づくり）
○ 重層的支援体制整備事業への移行促進等を目的とした研修の実施
○ 重層的支援体制整備事業の周知・広報
○ 重層的支援体制構築のための実態調査
○ 都道府県域内における法律相談等の専門家の派遣調整 など

事業内容

重層的支援体制構築に向けた都道府県後方支援事業

都道府県

実施主体

国 ３／４、都道府県 １／４

補助率

※（目）生活困窮者就労準備支援等事業費補助金
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地域の多様な社会資源を活用し、複数の団体が連携やネットワー

ク化を図り、社会福祉諸制度の対象外のニーズその他地域の様々な

福祉のニーズに対応した地域に密着した事業

（一つの都道府県内で他の団体と連携して実施）

全国又は広域的な普及・充実等を図るため、複数の団体が連携や

ネットワーク化を図り、相互にノウハウを共有し、社会福祉の振興

に資する創意工夫ある事業又は社会福祉施策等を補完若しくは充実

させる事業

（二つ以上の都道府県内で他の団体と連携して実施）

①地域連携活動支援事業（限度額50万円～700万円）

②全国的・広域的ﾈｯﾄﾜｰｸ活動支援事業（限度額50万円～2,000万円）

政策動向や国民ニーズを踏まえ、民間の創意工夫ある活動や地域に密着したきめ細かな活動等に対し助成を行い、高齢者・障害者が自立

した生活を送れるよう、また、子どもたちが健やかに安心して成長できるよう必要な支援等を行う。

事業の目的

独立行政法人福祉医療機構法

（業務の範囲）

第十二条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

七 社会福祉振興事業を行う者に対し、助成を行うこと。

根拠規定 仕組み

助成対象事業

０

地域の連携による福祉課題の解決

医療法人

民間企業

自治体

社会福祉法人

ボランティア団体 等

NPO

中核団体
(助成先)

助成先団体のネットワーク・連携イメージ

○ 地域の様々な主体が連携してそれぞれの得意分野を活かしなが

ら、限られた助成金の助成効果を最大化。

○ 加えて、助成金の配分にとどまらず、事業評価を通じて、

・助成先団体の活動継続や発展のため、助成終了後の評価結果

を助成先団体にフィードバック。

・福祉医療機構が開催するシンポジウムやセミナー等の活用し

て優良事例を幅広く普及。

多様化・複雑化する福祉課題
社会的孤立 孤独死 東日本大震災 児童虐待 貧困・格差

評価結果のフィードバック 優良事例の普及

優良事例（団体）の育成支援 全国的な広がりの醸成

（令和３年度予算案：607,699千円）

社会福祉振興助成事業の概要 資料54



自殺防止対策事業

相談・支援

厚

生

労

働

省

補助

活動内容の

評価により

補助先を選定

【根拠条文】自殺対策基本法 第22条(民間団体の活動の支援)

国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の親族等の支援等に関する活動を支援するため、
助言、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

民間ボランティア団体
（ＮＰＯ法人等）

応募

 自殺予防の活動を行っている民間団体に対して、財政支援を行う。

事業概要
令和３年度予算（案）27.8億円の内数

✓ 新規性のある先駆的な取組、全国
的な自殺対策の基盤となる取組など、
国が特に支援を行う必要があると認
められる事業

✓ 複数の都道府県にまたがり実施さ
れる事業、または、複数の都道府県
の住民を対象とした事業

自
殺
念
慮
者
・
未
遂
者

そ
の
他
生
活
困
窮
者
な
ど
、

自
殺
の
危
険
の
あ
る
者

等
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樺太等残留邦人集団一時帰国事業 

１ 事業概要 

樺太等残留邦人に対する一時帰国の援助を行うとともに、樺太等残留邦人の永住帰国に

関する意向及び永住帰国時期の調査等を行い、帰国希望者が円滑に帰国できるよう支援 

するものです。 

 

２ 具体的な事業内容 

（１）樺太等残留邦人の一時帰国及び永住帰国希望についての実態の把握 

    ・樺太現地事務所による残留邦人の帰国についての意向調査の実施  

    ・調査結果をもとに帰国日程等の調整  

（２）一時帰国した残留邦人の身元を引き受け、親族に代わって滞在期間中の世話を行う 

    ・一時帰国の日程の立案、交通機関の予約 

    ・出入国の際の送迎、上陸地オリエンテーションの実施 

    ・在日親族訪問に係る連絡調整、引率、通訳の派遣  

    ・関係自治体や関係機関との連絡調整 

    ・宿泊・訪問先、見学施設等への引率、通訳 

 

３ 事業受託の条件等 

（１） 本事業は、①ロシア語が堪能な職員を確保できること、②樺太の現地に事務所

を置くことができること等を条件とし、ＮＰＯ法人等に委託して実施することと

しています。 

（２） 令和３年度の年間帰国予定人数は、概ね 32世帯 64人です。 

４ 予算額等 

（単位：百万円） 

予算額 対象ＮＰＯ法人数 

備考 

令和元年度 令和２年度 令和３年度予算案 

令和元年度 令和２年度 
合計 

うちＮＰＯ法

人活用分 

（委託契約

額） 

合計 

うちＮＰＯ法

人活用分 

（委託契約

額） 

合計 
うちＮＰＯ

法人活用分 

33 33 34 34 33 － １ １   
公募により選

定 

 

５ 問い合わせ先 

社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室帰国・受入援護係 

TEL03-5253-1111（内線 3465） 
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中国残留邦人等地域生活支援事業 

 

１ 事業概要 

地方自治体が実施主体となり、中国残留邦人等が地域において生き生きと暮らすこと

ができるよう、地域における多様な施設や活動等をネットワーク化し、身近な地域での

日本語教育支援事業等の地域支援を促進する事業です。 

 

２ 具体的な事業内容 

ＮＰＯ法人等と連携をとりながら以下の事業等を行っています。 

（１）身近な地域での日本語教育支援事業 

・中国残留邦人等が日本語学習を希望する場合に、安定的な日本語学習教室等の 

開催や学習内容の充実を図るための支援を行います。 

（２）地域で実施する日本語交流事業 

・中国残留邦人等が地域で孤立することを防止すること等を目的とした日本語交

流事業の開催を支援します。  

 

３ 事業受託の条件等 

 本事業は、日本語が不自由なため地域社会にうまくとけ込めないなど、中国残留邦人

等の方々の抱える事情を理解し、その心情に配慮した支援、取組を行うことができるＮ

ＰＯ法人等に委託することとしています。 

 

４ 予算額等 

（単位：百万円） 

予算額 対象ＮＰＯ法人数 

備考 

令和元年度 令和２年度 令和３年度予算案 

令和元年

度 

令和２年

度 合計 

うちＮＰ

Ｏ法人活

用分 

合計 

うちＮＰ

Ｏ法人活

用分 

合計 

うちＮＰ

Ｏ法人活

用分 

43,628の

内数 

43,628の

内数 

46,213の

内数 

46,213の

内数 

38,328の

内数 

38,328の

内数 
－ － 

地方自治体

が選定 

 

５ 問い合わせ先 

最寄りの都道府県市区町村担当窓口 
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地域生活支援推進事業 

 

１ 事業概要 

  全国７か所に設置している中国帰国者支援・交流センターでは、より一層、地域に定着

した中国残留邦人等への支援が行われるよう、地域で活動するＮＰＯ法人等との連携を推

進し、活動を援助しています。 

 

２ 具体的な事業内容 

ＮＰＯ法人等と連携・協力し、次に掲げるような取組を行います。 

①  中国帰国者等の健康増進、介護予防を目的とする活動 

②  中国帰国者等に対する交流・学習支援  等 

 

３ 事業受託の条件等 

(1) 本事業は、日本語が不自由なため地域社会にうまくとけ込めないなど、中国残留邦

人等の方々の抱える事情を理解し、その心情に配慮した支援、取組を行うことができ

るＮＰＯ法人等に委託することとしています。 

(2) 各中国帰国者支援・交流センターがＮＰＯ法人等の選定を行っています。 

 

４ 予算額等 

（単位：百万円） 

予算額 対象ＮＰＯ法人数 

備考 
令和元年度 令和２年度 令和３年度予算案 

令和元年度 令和２年度 
合計 

うちＮＰＯ 

法人活用分 
合計 

うちＮＰＯ 

法人活用分 
合計 

うちＮＰＯ 

法人活用分 

７ ７ ７ ７ ７ ７ ８ ６ 各センターが選定 

 

５ 問い合わせ先 

各中国帰国者支援・交流センター 
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本事業は、「障害者総合支援法」を踏まえ、障害者施策全般にわたり引き続

き解決すべき課題や新たに生じた課題について、現地調査等による実態の把握
や試行的取組等を通じた提言を得ることを目的とする。

障害者総合福祉推進事業

事業目的

地方公共団体、社会福祉法人、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人その他
法人

事業主体

公募を行った上で、外部有識者による評価検討会において審査を行い、適当

と認められた事業について採択を行う。

採択方法

○補助率：定額（10／10相当）
○補助上限額：指定課題に応じて設定（令和3年度：予算案400百万円）

補助率等
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地域⽣活⽀援事業費等補助⾦ ５１３億円 ○地域生活支援事業 ４５１億円 ○地域生活支援促進事業 ６２億円
（令和２年度予算額） （５０５億円） （４５１億円） （５４億円）

○ 地域生活支援事業 （障害者総合支援法第77条・第77条の2・第78条）
(1) 事業の実施主体である市町村等が、地域の特性や利⽤者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効果的・効率的な事業
実施が可能である事業
［地域の特性］ 地理的条件や社会資源の状況
［柔軟な形態］ ① 委託契約･広域連合等の活用 ② 突発的なニーズに臨機応変に対応可能

③ 個別給付では対応できない複数の利⽤者に対応可能
(2) 地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む事業（事業の実施内容は地方が決定）
(3) ⽣活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利⽤することも可能。

・ 補助率 ※統合補助⾦
市町村事業︓国１／２以内･都道府県１／４以内で補助、 都道府県事業︓国１／２以内で補助

○ 地域生活支援促進事業 （平成29年度に創設）
発達障害者支援、障害者虐待防止対策、障害者就労支援、障害者の芸術文化活動の促進等、国として促進すべき事業につ
いて、特別枠に位置づけ、５割又は定額の補助を確保し、質の高い事業実施を図る。
・ 補助率 国１／２又は定額（10／10相当）

障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
地域の特性や利⽤者の状況に応じ、実施主体である市町村等が柔軟な形態により事業を計画的に実施。

概要

予算案

事業内容

令和３年度予算案
５１３億円

地域生活支援事業等について

令和２年度予算額
５０５億円
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（令和３年度予算案）地域生活支援事業（市町村事業）

必須事業

1 理解促進研修・啓発事業

2 自発的活動支援事業

3 相談支援事業

(1) 基幹相談支援センター等機能強化事業

(2) 住宅入居等支援事業（居住サポート事業）

4 成年後見制度利用支援事業

5 成年後見制度法人後見支援事業

6 意思疎通支援事業

7 日常生活用具給付等事業

8 手話奉仕員養成研修事業

9 移動支援事業

10 地域活動支援センター機能強化事業

任意事業

1 日常生活支援

(1) 福祉ホームの運営

(2) 訪問入浴サービス

(3) 生活訓練等

(4) 日中一時支援

(5) 地域移行のための安心生活支援

(6) 巡回支援専門員整備

(7) 相談支援事業者等（地域援助事業者）における退院支援体制確保

(8) 協議会における地域資源の開発･利用促進等の支援

(9) 児童発達支援センター等の機能強化等

2 社会参加支援

(1) レクリエーション活動支援

(2) 芸術文化活動振興

(3) 点字・声の広報等発行

(4) 奉仕員養成研修

(5) 複数市町村における意思疎通支援の共同実施促進

(6) 家庭・教育・福祉連携推進事業

3 就業・就労支援

(1) 盲人ホームの運営

(2) 知的障害者職親委託

（参考） 交付税を財源として実施する事業
・ 相談支援事業のうち障害者相談支援事業 ・ 地域活動支援センター基礎的事業
・ 障害支援区分認定等事務 ・ 自動車運転免許取得・改造助成 ・ 更生訓練費給付

資料60・61



（令和３年度予算案）地域生活支援事業（都道府県事業）
必須事業

1 専門性の高い相談支援事業

(1) 発達障害者支援センター運営事業

(2) 高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業

2 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業

(1) 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業

(2) 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業

(3) 失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業

3 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業

(1) 手話通訳者・要約筆記者派遣事業

(2) 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

(3) 失語症者向け意思疎通支援者派遣事業

4 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業

5 広域的な支援事業

(1) 都道府県相談支援体制整備事業

(2) 精神障害者地域生活支援広域調整等事業

(3) 発達障害者支援地域協議会による体制整備事業

任意事業

１ サービス・相談支援者、指導者育成事業

(1) 障害支援区分認定調査員等研修事業

(2) 相談支援従事者等研修事業

(3) サービス管理責任者研修事業

(4) 居宅介護従業者等養成研修事業

(5) 障害者ピアサポート研修事業

(6) 身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業

(7) 音声機能障害者発声訓練指導者養成事業

(8) 精神障害関係従事者養成研修事業

(9) 精神障害支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業

(10) その他サービス・相談支援者、指導者育成事業

任意事業

2 日常生活支援

(1) 福祉ホームの運営

(2) オストメイト（人工肛門、人工膀胱造設者）社会適応訓練

(3) 音声機能障害者発声訓練

(4) 児童発達支援センター等の機能強化等

(5) 矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行促進

(6) 医療型短期入所事業所開設支援

(7) 障害者の地域生活の推進に向けた体制強化支援事業

3 社会参加支援

(1) 手話通訳者の設置

(2) 字幕入り映像ライブラリーの提供

(3) 点字・声の広報等発行

(4) 点字による即時情報ネットワーク

(5) 都道府県障害者社会参加推進センター運営

(6) 奉仕員養成研修

(7) レクリエーション活動等支援

(8) 芸術文化活動振興

(9) サービス提供者情報提供等

(10) 障害者自立（いきいき）支援機器普及アンテナ事業

(11) 企業ＣＳＲ連携促進

4 就業・就労支援

(1) 盲人ホームの運営

(2) 重度障害者在宅就労促進（バーチャル工房支援）

(3) 一般就労移行等促進

(4) 障害者就業・生活支援センター体制強化等

(5) 就労移行等連携調整事業

5 重度障害者に係る市町村特別支援

6 障害福祉のしごと魅力発信事業

（参考） 交付税を財源として実施する事業
・ 障害児等療育支援事業
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（令和３年度予算案）地域生活支援促進事業

市町村事業

1 発達障害児者地域生活支援モデル事業 19 発達障害児者及び家族等支援事業

4 障害者虐待防止対策支援事業 24 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業

10 医療的ケア児等総合支援事業 27 地域生活支援事業の効果的な取組推進事業（※）

13 成年後見制度普及啓発事業 新 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援事業

都道府県事業

1 発達障害児者地域生活支援モデル事業 15 薬物依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業

2 かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業 16 ギャンブル等依存症に関する問題に取り組む民間団体支援事業

3 発達障害者支援体制整備事業 17 「心のバリアフリー」推進事業

4 障害者虐待防止対策支援事業 18 身体障害者補助犬育成促進事業

5 障害者就業・生活支援センター事業 19 発達障害児者及び家族等支援事業

6 工賃向上計画支援等事業（※） 20 発達障害診断待機解消事業

8 障害者芸術・文化祭開催事業（※） 21 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業

9 障害者芸術・文化祭のサテライト開催事業 22 障害者ICTサポート総合推進事業

10 医療的ケア児等総合支援事業 23 意思疎通支援従事者キャリアパス構築支援事業

11 強度行動障害支援者養成研修事業（基礎研修、実践研修） 25 聴覚障害児支援中核機能モデル事業（※）

12 障害福祉従事者の専門性向上のための研修受講促進事業 26 地域における読書バリアフリー体制強化事業

13 成年後見制度普及啓発事業 27 地域生活支援事業の効果的な取組推進事業（※）

14 アルコール関連問題に取り組む民間団体支援事業

（注） （※）の事業は定額（10/10相当）補助を含む。
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連携事務局全国レベル

都道府県
レベル

ブロック担当

各都道府県内における活動支援

ブロック
レベル

＜事業展開イメージ＞

ブロック担当

実施県 未実施県

各県に対する支援（未実施県含む）

障害者芸術文化活動普及支援事業
（令和３年度予算案 3.4億円）

○ 都道府県レベル 国：１／２ 都道府県：１／２
ブロックレベル、全国レベル 国：１０／１０

○ 都道府県、社会福祉法人、NPO法人等

○ 地域における障害者の自立と社会参加の促進を図るため、全国に障害者の芸術文化活動に関わる支援センター等の設置
を行い、支援の枠組みを整備することにより、障害者の芸術文化活動（美術、演劇、音楽等）の普及を支援する。
（１）都道府県レベルにおける活動支援（都道府県内の相談支援、人材育成等、関係者のネットワークづくり等）
（２）ブロックレベルにおける広域支援（実施都道府県・未実施都道府県の支援、ブロック研修等）
（３）全国レベルにおける支援（全国の情報収集・発信、ネットワーク体制の構築等）

概要

補助率

実施主体
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障害者の芸術文化活動（美術、演劇、音楽等）を
行う事業所を支援する「支援センター」を設置し、
次の事業を行う。

ア 都道府県内における事業所等に対する相談支援
（支援方法、権利の保護、鑑賞支援等）

イ 芸術文化活動を支援する人材の育成等

ウ 関係者のネットワークづくり

エ 発表の機会の確保

オ 情報収集・発信（都道府県内の実態把握、
情報発信）

○ 地域における障害者の自立と社会参加の促進を図るため、全国に障害者の芸術文化活動に関わる支援センター等の設置を
行い、支援の枠組みを整備することにより、障害者の芸術文化活動（美術、演劇、音楽等）の普及を支援する。

１．対象事業等

（１）都道府県レベル

各支援センターをブロック単位で支援する
「広域センター」を設置し、次の事業を行う。

ア 都道府県の支援センターに対する支援（支
援センターへ関係機関や専門機関の紹介、
アドバイス、実態把握を通じた好事例の紹
介等）

イ 支援センター未設置都道府県の事業所等に
対する支援

ウ 芸術文化活動に関するブロック研修開催

エ ブロック内の連携の推進

オ 発表の機会の確保

カ 自治体における基本計画策定の推進

（２）ブロックレベル

全国の支援センター及び広域センターを横断
的に支援する「連携事務局」を設置し、次の事
業を行う。

ア 広域センター等に対する支援（広域セン
ターや支援センターへ関係機関や専門家の紹
介、アドバイス等）

イ 全国連絡会議の実施

ウ 全国の情報収集・発信

エ 全国のネットワーク体制の構築、成果報告
とりまとめ、公表等

オ 障害者団体、芸術団体等との連携

２．実施団体の選定の流れ

外部有識者から構成される『評価委員会』において総合的な

評価を⾏い、予算の範囲内で実施団体を決定

事

業

内

容

（評価依頼）

障害者芸術文化活動普及支援事業の概要

（３）全国レベル

厚⽣労働省

（事業応募）

（評価）

事業実施団体

ブロックレベル・

全国レベルのみ

（都道府県レベルは

各都道府県で実施）2
評価委員会
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○ 地方自治体が策定する整備計画が着実に実施されるよう障害児・者の障害福祉サービス等の基盤整備を図る。
（補助率：国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／４、設置者１／４）

主な整備区分：創設…新たに施設を整備すること。
増築…既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。
改築…既存施設の改築整備（一部改築及び耐震化等整備を含む。）をすること。
大規模修繕等…老朽化した施設の改修や入所者等のニーズに合わせた施設の改修等整備をすること。

社会福祉施設等施設整備費補助金
令和２年度予算額 → 令和３年度予算（案）額

６８億円 ４８億円
（＋臨時・特別の措置分 １０６億円）

【令和２年度 1次補正予算 10億円、３次補正予算（案）82億円】

○ 障害児支援の充実を図るため、地域
の障害児支援の拠点となる児童発達支
援センター等の整備や小規模な形態に
よるきめ細やかな支援体制の整備を推
進する。

障害児支援の充実

○ 障害者の社会参加支援及び地域移行支援
を更に推進するため、就労移行支援、就労
継続支援事業所等の日中活動系サービス事
業所やグループホーム等の整備促進を図る。

日中活動系サービス等の充実・
地域移行の推進

○ 障害児・障害者が利用する施設の安
全・安心を確保するため、「防災、減災、
国土強靱化のための５か年加速化対策」
に基づき、耐震化対策、ブロック塀等対
策、水害対策強化対策及び非常用自家発
電設備対策を推進する。

耐震化・防災対策の推進
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国庫補助を受ける場合

１．補助内容
○ 社会福祉法人等が障害福祉サービス等を開始するために施設等を整備する場合、老朽化した施設や入所者等のニーズに合わせ

た施設の改修等（※１）を行う場合に、その施設整備費等について、補助する。

※１ 対象事業：①施設の一部改修、②附帯設備の改造、③冷暖房設備の設置等、④施設の模様替、
⑤環境上の条件等により必要となった施設の一部改修、
⑥消防法及び建築基準法等関係法令の改正により新たにその規定に適合させるために必要となる改修、
⑦介護用リフト等特殊附帯工事、⑧土砂災害等に備えた施設の一部改修等、⑨生産設備近代化整備 等

※２ 設置者負担分については、独立行政法人福祉医療機構から低利の融資を受けることができる。

・社会福祉法人及び医療法人など（※）が障害者総合支援法等に基づく障害福祉施設等を整備しようとする場合、各都道府県、指定都市、
中核市及び市町村の障害福祉計画に合致すれば、国庫補助を受けることができる。（土地の買収又は整地に要する費用は対象外）

※ 社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特例民法法人、ＮＰＯ法人、営利法人等

①負担割合 国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／４、設置者１／４

②国庫補助の手続き

社会福祉法人等

設置者
都道府県
指定都市
中核市

補助者
書類提出 国庫補助協議

厚生労働省
（地方厚生（支）局）

内容の審査 内容の審査

ア 施設建設を予定している設置者は、建設予定年度の前年度の早い時期に、建設計画、資金計画及び土地の確保の状況等を明らかにし
た事業計画書を都道府県等に提出し、内容の審査を受ける。

イ 内容の審査後、都道府県等の施設整備計画に合致していれば、都道府県等において必要な予算措置が行われ、厚生労働省（地方厚生
(支)局）に対する国庫補助協議を行う。

ウ 厚生労働省（地方厚生(支)局）においては、都道府県等から事業計画のヒアリングを行い、内容の審査を行う。

エ 社会福祉法人を新たに設立して施設経営を始めようとする場合は、都道府県、指定都市又は中核市（所轄庁）から社会福祉法人の設
立認可を受けることが必要である。
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３月上旬 ：厚生労働省から地方自治体に対する事前の協議額調査

３月末 ：国庫補助協議書の提出（地方自治体 → 地方厚生（支）局）
（地方厚生（支）局における地方自治体ヒアリング）

４月下旬 ：国庫補助協議書の提出（地方厚生（支）局 → 厚生労働省）

６月中旬～下旬：厚生労働省から地方自治体へ内示

※ 都道府県等においては、国庫補助協議の提出前に、整備事業の審査等を行っているが、個々の都道府県等
におけるスケジュール等は把握していない。

２．例年のおおよその国庫補助協議スケジュール（当初予算分）

参考：対象施設 ※ 公立施設については、平成18年度に一般財源化したため補助対象外。

＜障害者総合支援法上のサービス＞
日中活動系： ・短期入所（ショートステイ） ・療養介護 ・生活介護
居住支援系： ・自立生活援助 ・共同生活援助（グループホーム）
訓練系・就労系：・自立訓練（機能訓練） ・自立訓練（生活訓練） ・就労移行支援

・就労継続支援（Ａ型＝雇用型） ・就労継続支援（Ｂ型＝非雇用型） ・就労定着支援
施設系： ・施設入所支援
相談系： ・相談支援事業所

＜児童福祉法上のサービス＞
障害児通所支援：・児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援
障害児入所支援：・障害児入所施設

＜その他＞
保護施設 ：・救護施設 ・更生施設 ・授産施設 ・宿所提供施設
身体障害者社会参加支援施設：

・補装具製作施設 ・盲導犬訓練施設 ・視聴覚障害者情報提供施設
その他 ：・社会事業授産施設 ・福祉ホーム ・応急仮設施設

・日中生活支援住居施設 ・無料低額宿泊所
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３９，６１６千円（３９，６１６千円） 

 

 

 

１．事業目的 

  全国的な民間団体支援ネットワークの構築や依存症者・家族を対象とした

相談支援、講演等を通じた依存症に関する普及啓発等に全国規模で取り組む

民間団体（自助グループ等）を支援する。 

 

 

２．事業内容 

 ① 依存症者等相談支援事業 

   民間団体の設立支援を含めた全国的な民間団体支援ネットワークの構

築、依存症者やその家族を対象とする相談事業、研修等の実施 

 

 ② 依存症者等活動支援事業 

   全国への講演等普及啓発の実施に要する講師派遣経費支援、フォーラム

等による国内研究会の開催 

 

 

３．実施主体  公募（民間団体へ委託） 

 

 

４．補助率   １０／１０ 

 

依存症民間団体支援事業 
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○ 地域包括ケアシステムの実現に向けて、高齢者の社会参加・介護予防に向けた取組、配食・見守り等の生活支援体制の整備、在宅生活を
支える医療と介護の連携及び認知症の方への支援の仕組み等を一体的に推進しながら、高齢者を地域で支えていく体制を構築するため、市
町村において「地域支援事業」を実施。

○地域支援事業の事業内容 ※金額は積算上の公費 （括弧書きは国費）

（１）介護予防・日常生活支援総合事業
① 介護予防・生活支援サービス事業

ア 訪問型サービス
イ 通所型サービス
ウ その他の生活支援サービス（配食、見守り等）
エ 介護予防ケアマネジメント

② 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業

（２）包括的支援事業・任意事業
① 包括的支援事業
ア 地域包括支援センターの運営

ⅰ）介護予防ケアマネジメント業務
ⅱ）総合相談支援業務
ⅲ）権利擁護業務（虐待の防止、虐待の早期発見等）
ⅳ）包括的・継続的マネジメント支援業務

※支援困難事例に関するケアマネジャーへの助言、
地域のケアマネジャーのネットワークづくり 等

イ 社会保障の充実
ⅰ）認知症施策の推進
ⅱ）在宅医療・介護連携の推進
ⅲ）地域ケア会議の実施
ⅳ）生活支援コーディネーター等の配置

② 任意事業
・介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業 等

○地域支援事業の事業費

市町村は、政令で定める事業費の上限の範囲内で、介護保険事業計画にお

いて地域支援事業の内容、事業費を定めることとされている。

【事業費の上限】

① 介護予防・日常生活支援総合事業

○ 事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた額

② 包括的支援事業・任意事業

○ 「26年度の介護給付費の２％」×「高齢者数の伸び率」

○地域支援事業の財源構成

○ 費用負担割合は、第２号は負担せず、

その分を公費で賄う。

（国：都道府県：市町村＝２：１：１）

介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援事業・任意事業

【財源構成】 【財源構成】

○ 費用負担割合は、居宅給付費の
財源構成と同じ。

１号
２３％

１号
２３％

２号
２７％

都道府県
１２．５％

国
２５％

市町村
１２．５％

市町村

１９．２５％

都道府県

１９．２５％

国
３８.５％

地域支援事業の概要 令和３年度予算案 公費3,884億円、国費1,942億円

1,980億円 （990億円）

1,902億円 （951億円）

うちイ、社会保障充実分
534億円 （267億円）

（財源構成の割合は第７期以降の割合）
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地域医療介護総合確保基金を活用した介護施設等の整備

１．地域密着型サービス施設等の整備への助成
○ 可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域密着型サービス施設・事業所等の整備（土地所有者（オーナー）が施設運営法人に有償で
貸し付ける⽬的で整備する場合や、改築・増改築を含む）に対して⽀援を⾏う。
（対象施設） 地域密着型特別養護老人ホーム（併設されるショートステイ用居室を含む）、小規模な老人保健施設、小規模な介護医療院、小規模な養護老人ホーム、小

規模なケアハウス、都市型軽費老人ホーム、小規模な特定施設（介護付き有料老人ホーム）、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、定
期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、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（離島・奄美群島・山村・水源地域・半島・過疎地域・沖縄・豪雪地帯に係る振興法や特別措置法に基づくものに限る）、緊急ショートステイ、施設内
保育施設

※定員30人以上の広域型施設の整備費については、平成18年度より一般財源化され、各都道府県が支援を行っている（介護医療院を含む）。

○ 上記対象施設を合築・併設を⾏う場合に、それぞれ補助単価の５％加算を⾏う。
○ 空き家を活⽤した地域密着型サービス施設・事業所等の整備について⽀援を⾏う。
○ 介護離職ゼロ50万⼈受け⽫整備と⽼朽化した特別養護⽼⼈ホーム等の広域型施設の⼤規模修繕を同時に進めるため、介護離職ゼロ対象サービス(※)
を整備する際に、あわせて⾏う広域型特養等の⼤規模修繕・耐震化について⽀援を⾏う。＜令和５年度までの実施＞

※特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護
看護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設（介護付き有料老人ホーム）（いずれも定員30人以上の広域型施設を含む）

２．介護施設の開設準備経費等への支援
○特別養護⽼⼈ホーム等の円滑な開設のため、施設の開設準備（既存施設の増床や再開設時、⼤規模修繕時を含む）に要する経費の⽀援を⾏う。

※定員30人以上の広域型施設を含む。広域型・地域密着型の特別養護老人ホームに併設されるショートステイ用居室を含む。
※「大規模修繕時」は、施設の大規模修繕の際に、あわせて行うロボット・センサー、ICTの導入に限る。＜令和５年度までの実施＞
※通いの場の健康づくりや防災に関する意識啓発のための設備等についても支援を行う。

○ 在宅での療養⽣活に伴う医療ニーズの増⼤に対応するため、訪問看護ステーションの⼤規模化やサテライト型事業所の設置に必要な設備費⽤等につ
いて⽀援を⾏う。

○ 土地取得が困難な地域での施設整備を支援するため、定期借地権（一定の条件の下、普通借地権）の設定のための⼀時⾦の⽀援を⾏う。

○ 施設整備候補地（⺠有地）の積極的な掘り起こしのため、地域の不動産事業者等を含めた協議会の設置等の⽀援を⾏う。また、⼟地所有者と施設整
備法⼈のマッチングの⽀援を⾏う。

○ 介護施設で働く職員等を確保するため、施設内の保育施設の整備、介護職員⽤の宿舎の整備＜令和５年度までの実施＞に対して⽀援を⾏う。

３．特養多床室のプライバシー保護のための改修等による介護サービスの改善
○ 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における多床室のプライバシー保護のための改修費⽤について⽀援を⾏う。

○ 特別養護⽼⼈ホーム等のユニット化に係る改修費⽤について⽀援を⾏う。

○ 介護療養型医療施設等の⽼⼈保健施設等（介護医療院を含む）への転換整備について⽀援を⾏う。

○ 施設の看取りに対応できる環境を整備するため、看取り・家族等の宿泊のための個室の確保を⽬的として⾏う施設の改修費⽤について⽀援を⾏う。

○ 共⽣型サービス事業所の整備を推進するため、介護保険事業所において、障害児・者を受け⼊れるために必要な改修・設備について⽀援を⾏う。

対象事業

※１〜３を⾏う施設・事業所等が、特別豪雪地帯⼜は奄美群島・離島・⼩笠原諸島に所在する場合は、補助単価の８％加算が可能。

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、都道府県計画に基づき、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の
整備を促進するための⽀援を⾏う。

令和３年度予算案：公費618億円
（国費412億円） 資料66
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