
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３年度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。 

 

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。 

〈スケジュール〉 

令和２年１０月    要望照会締切 

令和２年１２月   市社会福祉審議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３年６月    国から内示（内示後、事業開始可能） 

令和３年７月    交付申請 

 

２ 近年の国予算と鳥取市への国補助金配分額（単位：千円） 

 国予算（Ｒ３は概算要求額） 鳥取市国補助金配分額 

Ｒ３当初 ７，１００，０００ 未定 

Ｒ２当初 １７，４４０，２６２ ３７６，２４５ 

Ｒ１補正 ８，３２０，３８７ １３，０７６ 

Ｒ１当初 １９，５０９，８７５ １９９，７４５ 

 

３ 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の優先順位設定基準について 

新型コロナウイルス感染症が全国で発症していることを受け、入所系施設において、感染拡大防

止のため、多床室の個室化に関する整備をＳの区分に追加する。 

「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、昨年度、災害による断水時に、飲料水・生活用水の確保の必要性が高い入所施設等の給水設

備、洪水浸水想定区域及び地すべり防止区域等危険区域に所在する施設の移転改築整備が新たに国

の優先順位に設定されたため、市の優先項目に追加し、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、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、スプリンク

ラーの整備と合わせてＳの区分に追加する。 令和３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、県と同様の優先順位設定基準とする。 

 

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

・引き続き、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。 

・新型コロナウイルス感染症が全国で発症していることを受け、入所系施設において、感染拡大防

止のため、多床室の個室化に関する整備を優先的に行う。 

・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に加え、災害による断水時に、飲料水・生活用水の確保の必要性が高

い入所施設等の給水設備、洪水浸水想定区域及び地すべり防止区域等危険区域に所在する施設の

移転改築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。 

 

資料４ 



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１２月１０日  
鳥取市福祉部障がい福祉課 

 

Ⅰ 目的 

  令和３年度分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。(今後の国庫協議方針は現時点で不明であるが、

一市当たりの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年度に国の補正予算で本国庫補助金が措置された場

合も本基準を適用するものとする。) 

 

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 

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。 

(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。

 



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)ウイルス性感染症等の感染拡大を防止する観

点から、入所施設等において多床室の個室化改修

整備。 

新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止ため、現在１部屋を２

人以上で利用している居室の改修

を推奨する。 

(3)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、③災害による断水時に、飲

料水・生活用水の確保の必要性が高い入所施設等

の給水設備、④洪水浸水想定区域及び地すべり防

止区域等危険区域に所在する施設の移転改築整

備、⑤安全性に問題のある組積造又はコンクリー

トブロック造の塀の改修整備、⑥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、⑤、⑥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。 

(4)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、

市障がい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。） 

市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)過去３年間における市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。 

(5) 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、市域における現状のサービス提供体制（定員数）が市障がい

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)、(4)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事業　実施要望一覧

【S　社会環境的要因により早急に対応が必要な改修等】 （単位：千円）

1 A社 共同生活援助 創設

・木造2階建て、バリアフリーのグループホーム。
2階は音や人に敏感な方でも暮らしやすいように
完全個室型（ユニットバス付き）。
・施設からの地域移行の場、またアパート等への
ステップアップを目指すグループホームとすべく、
入所期限を設定。
・親亡き後を見据え、自立への体験場所、緊急
時対応ができるよう短期入所施設1室（車椅子対
応）を1階に整備。

共同生活援助
５
（０）

短期入所
１
（０）

旧市内 79,002 30,000 20,000 49,002

【Ａ　定員を増加させる整備】 （単位：千円）

2 B社
放課後等デイサービス
生活介護

大規模修繕
（改修）

・現在、一軒家を賃貸し放課後等デイサービスを
実施しているが、医療的ケアの必要な障害児者
に対応できる広い賃貸物件を改修し、移転する。
・利用者から入浴の要望も多いため、新たに入
浴サービスを実施するべく、肢体不自由な方が
入浴できるストレッチャー浴を整備する。

２０
（１０）

旧市内 4,950 3,712 2,474 1,238

3 C社 生活介護

増築
及び

大規模修繕
（改修）

・玄関アプローチの段差解消のため、スロープを
拡張。
・一般トイレをバリアフリートイレに改修。
・入浴のニーズに対応し、入浴設備を増設。
・専門性・個別性の高いリハビリを提供するため
のリハビリ室の増設。

３０
（２５）

旧市内 30,879 23,159 15,439 7,720

4 D社 共同生活援助 創設
・利用者一人ひとりの生活・プライバシーを重視
した個室型のグループホーム。

７
（０）

旧市内 37,400 28,050 18,700 9,350

73,229 54,921 36,613 18,308

優先
順位

法人名
種別

（）は、整備後追加
整備区分 整備概要

定員
（カッコ内は整備

前）
所在地

対象経費の
実支出額

市補助金 うち国費 法人負担

優先
順位

法人名
種別

（）は、整備後追加
整備区分 整備概要

定員
（カッコ内は整備

前）
所在地

対象経費の
実支出額

市補助金 うち国費 法人負担

小　　　計

資料２



社会福祉施設等施設整備事業　実施要望一覧

【Ｂ　定員の増加を伴わない建替え、改修等の整備】

5 E社 放課後等デイサービス
大規模修繕
（改修）

・安心・安全性を高めるための改修。
・2階の窓からの落下防止のため、特殊鍵と外側
格子の設置。
・階段の手すりの設置。
・1階の窓と玄関からの飛び出し防止のため、差
し込み式の鍵へ変更。

１０
（１０）

南部
地域

440 330 220 110

6 F社 就労継続支援B型 創設

・貸主より退去の申し出があり、必要に迫られた
事業所の移転に伴う創設。
・現在2階建ての手狭な建物であるため、利用者
の安全性と作業のしやすさを重視し、高齢者も生
きがいを持って生産活動に取り組める場とする。

２０
（２０）

旧市内 10,703 8,027 5,351 2,676

11,143 8,357 5,571 2,786

163,374 93,278 62,184 70,096

優先
順位

法人名
種別

（）は、整備後追加
うち国費 法人負担

小　　　計

合　　　計

整備区分 整備概要
定員

（カッコ内は整備
前）

所在地
対象経費の
実支出額

市補助金



令和2年11月末現在

　　　　令和３年度のサービス需要見込と現在のサービス提供体制との比較

サービス種類 サービス内容 項目 利用者数/月

R3計画値 320人

現ｻｰﾋﾞｽ提供体制 202人

-118人

63.20%

R3計画値 668人

現ｻｰﾋﾞｽ提供体制 592人

-76人

88.70%

R3計画値 1,083人

現ｻｰﾋﾞｽ提供体制 1,360人

277人

125.60%

R3計画値 234人

現ｻｰﾋﾞｽ提供体制 308人

74人

131.70%

就労継続支援（Ｂ型）

年齢、心身の状態その他の事情により一般企業等
での就労が困難な者のうち、適切な支援によって
も雇用契約に基づく就労が困難な人に、生産活動
の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要
な訓練などを行います。 比較

共同生活援助
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常
生活上の援助に加えて、入浴、排せつ、食事の介
護などを行います。

比較

第６期鳥取市障がい福祉計画及び第2期鳥取市障がい児福祉計画（R3～R5）
における令和３年度のサービス需要見込と現在のサービス提供体制との比較表

放課後等デイサービス
就学児を対象に授業の終了後又は学校の休業日
に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会と
の交流の促進その他必要な支援を行います。

比較

生活介護
常時介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事
等の介護、または創作的活動及び生産活動の機会
を提供します。

比較


