
社会福祉施設等施設整備費国庫補助金協議優先順位設定基準 

令和２年１月１４日 

鳥取市福祉部障がい福祉課

Ⅰ 目的

令和元年度第２次補正予算（案）における社会福祉施設等施設整備費国庫補助金協議の実施

に当たり、満たすべき基準の整理と、優先順位を付すための市基準を定める。（協議数制限又

は予算制限が設定された場合は、本基準により優先順位の高いものから国庫協議を行うことと

する。なお、令和２年度の社会福祉施設等施設整備費国庫補助金協議にも本基準を適用する) 

Ⅱ  選定方法

国が設定している選定対象施設の基準を満たす事業について、市施策として優先すべき基準

により国庫協議を行う事業の優先順位を付す。 

社会福祉施設等施設整備費国庫補助金協議の実施に当たり、市の優先順位を付す必要がある

ため、国が示している留意事項及び市施策として優先すべき基準により国庫協議を行う事業の

優先順位を付す。 

１ 国留意事項 

項目 内容 

(１)障害福祉

計画との適

合性 

現行の障害福祉圏域及び市町村の障害福祉サービスの需要見込みとサー

ビスの提供体制を比較し優先度が高いと考えられるもの。 

(２)実態把握

に基づく施

設整備計画 

①単に待機者数の把握にとどまらず、施設の必要性の調査など実態を的確

に把握し、中長期的視点から真に必要性が認められること。 

②施設の整備目的、計画等が具体的であること。 

(３)関係市町

村との調整 

①関係市町村との調整が行われていることを前提とし、新たに事業所を創

設する場合には整備予定地の市町村長の意見書が添付されていること。

②施設の建設に当たっては、近隣住民に対する説明や対応を十分に行い理

解を得ること。 

(４)用地確保 建設用地の確保が確実であること。 

(５)実施主体

の適格性 

①役員構成、資金計画等が適正で、施設整備はもとより健全で安定した法

人運営が可能と考えられるもの。 

②法人の指導監督を担当する部局に対し意見を求めるなど当該施設を設置

する適格性について厳格な審査を行うこと。 

(６)他の補助金

との重複
他の補助金の申請と重複しないこと。 

(７)事業実施

の確実性 

障害福祉サービスの趣旨、利用対象者、指定基準、報酬等を十分検討し

着実に事業が実施できると考えられるもの。 

(８)立地等 
創設の場合は、障がい者が地域社会と日常的に交流出来るよう立地等で

配慮されているもの。 

(９)グループ

ホームの立

地・規模等 

① 創設の場合は、住宅又は住宅と同程度に利用者の家族や地域住民との

交流が確保される地域にあり、かつ原則として入所施設、病院の敷地外

にあること。 

② 創設の場合は１共同生活住居の定員が４人以上10人以下であるもの。
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２ 市優先項目 

整備区分 優先項目 理由 

Ｓ 社会環境的要因

により早急に対応が

必要な改修等 

(1) ①強度行動障がい児者、②重度障が

い児者（生活介護、グループホーム、放

課後等デイサービス、短期入所に限る）

を対象とする定員を増加させる整備。

（①、②の順で優先とする。） 

入所施設、病院、自宅からの移行ニー

ズ及び在宅生活の支援のため、現在不足

している地域の受け皿となる環境の整備

が緊急的に必要であるため。 

(2)施設の防災・減災の観点から、①建築

基準法に基づく耐震化基準に満たない施

設等の耐震化整備、②安全性に問題のあ

る組織造又はコンクリートブロック造の

塀の改修整備、③災害による停電時の電

源確保のための非常用自家発電設備整

備、④グループホームにスプリンクラー

を設置する大規模改修を行うもの。（消

防法上の設置義務のある事業所に限る。

定員・面積の多い施設を優先する。）（①、

②、③、④の順で優先とする。） 

「防災・減災、国土強靭化のための３

か年緊急対策」（平成 30年 12 月 14 日閣

議決定）において、社会福祉施設等は、

耐震化整備、ブロック塀の改修及び非常

用自家発電設備整備を行うこととされ、

緊急的に対応が必要であるため。 

また、消防法施行令改正により既存グ

ループホームのうち支援区分の高い者が

大半を占めるグループホームにスプリン

クラー設置義務が生じたことによる。 

(3)地域生活支援拠点に位置づけられる

施設整備に係る経費。（定員・面積の多

い施設を優先する。） 

障がい児者の重度化等や「親亡き後」

を見据え、居住支援のための機能を地域

の実情に応じて整備し、障がい児者の生

活を地域全体で支える仕組みを構築する

必要があるため。 

Ａ 定員を増加させ

る整備 

(1) 市域におけるサービス提供体制（定

員数）の、市障害福祉計画の整備計画達

成率がより低いサービスの整備。（１件

順位を決定する度に、その整備が行われ

たものとして計画達成率を再計算す

る。） 

圏域において不足しているサービスを

充足させるため。 

(2)①重度障がい児者（Ｓ(1)②で対象の

施設以外）、②精神障がい者（グループ

ホームに限る）を対象とするもの。（①、

②の順で優先とする。） 

 重度障がい児者、精神障がい者の地域

移行を促進するため。 

(3)増加する定員がより多いもの。  地域における受け皿の拡大。 

(4) 市域におけるサービス提供体制 

（定員）の、県障害福祉計画の整備達成

率がより少ないサービスの整備。 

 市域において不足しているサービスを

充足させるため。 

(5)過去３年間における県施設整備補助

金の事業実績額がより少ない法人。 

事業の公平性を確保するため。 

(6) 整備予定が、合併前の旧鳥取市以外

に位置するもの。 

Ｂ 定員の増加を伴

わない、建替え、改

修等の整備 

(1)安全確保のために早急な改修が必要と

なる修繕等。 

利用者への影響の大きさを踏まえ、よ

り必要性の高い事業を優先的に扱う。 

(2)利用者の処遇改善のために必要となる

修繕等。 

(3) (1)、(2)以外の修繕等。 

(4)入所施設又は居住サービス事業所であ

る。 

(5)①強度行動障がい児者、②重度障がい

児者を対象とするもの。（①、②の順で

優先とする。） 

(6) 耐用年数に対する経過年数の割合が

高いもの。 

(7)過去３年間における県及び市施設整

備補助金の事業実績額がより少ない法

人。 



３ 協議順位の決定方法 

（１）整備区分の優先順位 

「Ｓ 社会環境的要因により早急に対応が必要な改修等」を最優先する。次に「Ａ 定員を増加させ

る整備」、その次に「Ｂ 定員の増加を伴わない、建替え、改修等の整備」の優先順位とする。ただ

し、「Ａ 定員を増加させる整備」について、圏域における現状のサービス提供体制（定員数）が市

障害福祉計画による計画値以上である場合は「Ｂ 定員の増加を伴わない、建替え、改修等の整備」

より後順位とする。 

※既に事業を実施しており移転するための整備を行う場合、移転前後で定員の増加がなければ「定員

を増加させる整備」には含まない。ただし、事業実施希望取りまとめ時点では事業を実施しておらず、

施設整備までの間、一時的に借家等により事業を開始することにより圏域における定員を増加させ、

整備後に移転する計画である場合は、移転時に定員の増加がなくとも「定員を増加させる整備」とし

て取り扱う。 

（２）整備区分内での優先順位 

ア 「Ｓ 社会環境的要因により早急に対応が必要な改修等」の整備区分の中で複数の申請がある場合の優

先順位は項目(1)、(2)、(3)の順とし、さらに項目の中で複数の申請がある場合は、定員の多い順、定

員が同数の場合は面積の大きい順とする。 

イ 「Ａ 定員を増加させる整備」、「Ｂ 定員の増加を伴わない、建替え、改修等の整備」それぞれの整

備区分の中で複数の申請がある場合の優先順位は、整備区分それぞれの優先項目(1)、(2)、(3)・・・

の順に、より上位の項目を満たすものを優先し、順位を決定する。 

＜例＞ 

Ａの優先項目(1)について、市域のグループホームが、市障がい福祉計画等の整備計画に対するサービス提

供体制の達成率が最も低く、短期入所のサービス提供体制がその次に低いと仮定し、市域のグループホームの

整備Ｗ・Ｘ、短期入所の整備Ｙ・Ｚが申請された場合。 

 優先 

項目 

(1) 

    優先 

項目 

(2) 

    優先 

項目 

(3) 

  順位 

W 事業 ○    W 事業 ○    W 事業 ○    W 事業 １ 

X 事業 ○    X 事業 ○    X 事業 ×    X 事業 － 

Y 事業 ×    Y 事業 －    Y 事業 －    Y 事業 － 

Z 事業 ×  Z 事業 －  Z 事業 －  Z 事業 － 

 上図のとおり段階的に(1)、(2)・・とし、各段階の項目を順次満たしたＷ事業が１位と決定。 

１位となったＷ事業の整備を行なったものとして、市域のグループホームの市障がい福祉計画等の整備計画

に対するサービス提供体制の達成率を修正。 

 これにより、グループホームのサービス提供体制がある程度満たされ、短期入所のサービス提供体制が最も

低くなったとする。 

 優先 

項目 

(1) 

    優先 

項目 

(2) 

    優先 

項目 

(3) 

  順位 

W 事業 －    W 事業 －    W 事業 －    W 事業 － 

X 事業 ×    X 事業 －    X 事業 －    X 事業 － 

Y 事業 ○    Y 事業 ○    Y 事業 ○    Y 事業 ２ 

Z 事業 ○  Z 事業 ○  Z 事業 ×  Z 事業 － 

 同様に、段階的に(1)、(2)・・とし、各段階の項目を順次満たしたＹ事業を２位と決定。 

 ２位となったＹ事業の整備を行ったものとして、市域の短期入所の市障がい福祉計画等の整備計画に対する

サービス提供体制の達成率を修正し、その後は、市障がい福祉計画等の整備計画に対するサービス体制が一番

低いものを優先とする。 



社会福祉施設等施設整備費国庫補助金協議優先順位設定基準について 

鳥取市福祉部障がい福祉課 

 令和元年度第２次補正予算（案）における施設整備費補助金の国庫補助協議にあたり、そ

の優先順位を決定するための基準について、鳥取市社会福祉審議会に諮るものである。 

なお、令和２年度の社会福祉施設等施設整備費国庫補助金協議にも本基準を適用する。

１ 制度概要 

 社会福祉法人、医療法人、ＮＰＯ法人等が設置する障がい福祉サービス事業所や障害者支援施

設等について、創設、修繕等の施設整備を行う事業に対し、国と市が協調（国 1/2、市 1/4、事

業者 1/4）して補助。各法人へ申請要望を照会し、応募があったものに優先順位を設定した上で

国に協議を行い、内示を受ける。 

〈令和元年度事業スケジュール〉 令和元年度補正予算分 

令和元年  ９月   市から事業所へ要望照会 

令和元年 １２月   国から第２次補正国庫協議案件照会 

令和２年  １月   市社会福祉審議会（心身障がい福祉専門分科会）において 

優先順位設定基準決定及び優先順位決定 

令和２年  １月   市から国（中四国厚生局）へ協議書提出 

令和２年  ２月   補正予算成立後、国から市へ内示、内示後事業着手、交付申請 

〈令和２年度事業スケジュール〉 令和２年度当初予算分 

令和元年 ９月   市から事業所へ要望照会 

令和２年 １月   市社会福祉審議会（心身障がい福祉専門分科会）において優先順位設定

基準決定及び優先順位決定 

令和２年 ６月   国から市へ内示、内示後事業着手 

令和２年 ７月   市から国へ交付申請 

２ 社会福祉施設等施設整備費補助金の優先順位設定基準について 

強度行動障がい児者及び重度障がい児者の受入れ先が不足しており、早急に整備する必要があ

るため、「Ａ 定員を増加させる整備」から、「Ｓ 社会環境的要因により早急に対応が必要な改

修等」の区分の最優先項目へ変更する。 

また、「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」が平成３０年１２月１４日に閣議

決定され、社会福祉施設等の耐震化整備、ブロック塀の改修及び非常用自家発電設備整備を緊急

的に行う必要があるため、新たに優先項目に追加し、スプリンクラーの整備と合わせてＳの区分

に追加する。また、「Ａ 定員を増加させる整備」の移転を伴う場合の整備の考え方を新たに明

記する。令和元年度以降も鳥取県と協調しながら施設整備を進めていく必要があるため、県と同

じ優先順位設定基準とする。

【概要】（詳細は別紙設定基準を参照。昨年度からの主な変更点は太字で記載。） 

・受入れ先が不足している強度行動障がい児者及び重度障がい児者の定員を増加させる整備を最

優先項目とする。 

・施設の防災・減災の観点から、耐震化整備・ブロック塀の改修・非常用自家発電設備整備・ス

プリンクラー整備を行う整備を次の優先項目とする。引き続き、地域生活支援拠点の整備も優

先的に行う。

・その他については、障害福祉計画におけるサービス需要見込に対し、現サービス提供体制が不

足しているサービスの定員を増やす整備を優先する。 

３ その他 

 国通知により、施設整備補助金の国庫補助協議を行なう場合には、鳥取市社会福祉審議会の審

査を経ていることが条件となっている。 

参考 



社会福祉施設等施設整備事業　実施希望一覧

【Ａ　定員を増加させる整備】 （単位：千円）

1 A法人 共同生活援助 大規模修繕

・本整備事業を活用して、民家を改修整備し、地
域で要望の多い共同生活援助事業を実施する。
・買い物や交通、金融機関、公営住宅など日々の
生活に制約、不便を迫られている過疎地にあっ
て、障がい者が住み慣れた地域の中で自立的に
生活していくひとつのあり方としてGHを提供す
る。

共同生活援助
５（０）
短期入所
１（０）

鳥取市 20,935 7,500 5,000 13,435

2 B法人 就労継続支援事業所 増築

平成29年にA型就労継続支援施設を設立した。
新たにB型就労支援施設を設立し、従来の電気
部品加工の受注とともに、県内の特産物（農産
物）を活用した、都市圏においても競争力のある
加工食品を生産する。地域の使用されていない
物件を改築し事業を行い地域の活性化にも貢
献。

30（20） 鳥取市 26,735 25,200 16,800 1,535

47,670 32,700 21,800 14,970

【Ｂ　定員の増加を伴わない立て替え、改修等の整備】

4 C法人 障がい者支援施設 改築

法人が運営するD施設とE施設を統合し、新たな
障害者支援施設（生活介護＋就労継続B型・施
設入所支援・短期入所併設）を、現在の解体敷地
に創設する。
両施設とも建築後45年以上経過し、老朽化著し
く、利用者の高齢化重度化に伴い居住環境に支
障が出ている。

障害者支援施設 鳥取市 948,607 533,700 355,800 414,907

948,607 533,700 355,800 414,907

996,277 566,400 377,600 429,877
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