（改正後全文）
介護人材確保推進事業費補助金交付要綱
（趣旨）
第１

知事は介護人材の確保を図るため、介護人材確保推進事業に要する経費に対し、予

算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県補助金等交
付規則（昭和 32 年新潟県規則第７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この
要綱の定めるところによる。
（交付対象事業）
第２ この補助金は、介護人材確保推進事業のうち次に掲げる事業を交付の対象とする。
(1) キャリア形成訪問支援事業
(2) 現任者向け資格取得支援事業
(3) 介護事業所等紹介動画作成支援事業
(4) 潜在介護人材再就職準備金貸付事業
(5) 介護福祉士等修学資金貸付事業
(6) 処遇改善アップグレード支援事業
(7) 介護事業所ネットワーク化推進事業
（補助額の算出方法等）
第３ 補助額は、次により算定する。
(1) 別表の事業区分ごとに、基準額と補助対象経費の実支出額とを別表の交付対象者ご
とに比較して少ない方の額を選定する。
(2) (1)により選定した額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較
して少ない方の額に別表の補助率を乗じて得た額（算定された額に 1,000 円未満
の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額）を補助額とする。
（交付の条件）
第４ この補助金は次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 経費の配分の変更又は事業の内容の変更をする場合には、知事の承認を受けること。
ただし、第８に定める軽微な変更は除く。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、知事の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速
やかに知事に報告してその指示を受けること。
(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証
拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管しておかなければな
らないこと。
また、証拠書類等の保存期間が満了しない間に補助事業者が解散する場合は、その
権利義務を承継する者（権利義務を承継する者がいない場合は知事）に当該証拠書類

等を引き継がなければならない。
(5) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得
し、又は効用の増加した価格が 50 万円以上（事業者が地方公共団体以外の者の場合は
30 万円以上）の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭
和 40 年大蔵省令第 15 号）で定めている耐用年数を経過するまで、知事の承認を受け
ないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、
取壊し又は廃棄してはならないこと。
(6) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の
全部又は一部を県に納付させることがあること。
(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善
良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければなら
ないこと。
(8) 事業主体が、次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団（新潟県暴力団排除条例（平成 23 年新潟県条例 23 号。以下「条例」とい
う）第２条。第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
イ 暴力団員（条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
ウ 役員等（法人である場合には役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これら
と同等の責任を有する者を、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他こ
れらと同等の責任を有する者をいう。）が暴力団員である者
エ 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者
オ 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的
又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
カ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど暴力団の
維持運営に協力し、又は関与している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
ク その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
ケ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第
２条第１項（風俗営業）及び第５項（性風俗関連特殊営業）の規定に該当する業種
でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者
コ

事業申請日、又は補助金交付決定日の時点で、破産、清算、民事再生手続若しく

は会社更生手続開始の申立てがなされている事業者
(9) 事業に係る消費税及び地方消費税相当額については、消費税及び地方消費税に係る
仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税
法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部
分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税
の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。
）が明
らかになった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するこ
ととなること。また、事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方
消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、知事に報告すること。

(10) 前各項により付した条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を県に納
付させることがある。
（交付申請書の提出期日等）
第５

規則第３条第１項の規定による申請書は、別記第１号様式によるものとし、別途指

示する日までに知事に提出しなければならない。ただし、補助金の額の変更の場合は、別
記第２号様式による変更交付申請書を別途指示する日までに知事に提出しなければならな
い。
２

前項の交付申請を行うに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該金額が明
らかでない場合は、この限りではない。
（交付決定における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱）
第６

知事は、前条第２項により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたとき
は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。
２

知事は、前条第２項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額
を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
（変更の承認申請）
第７ 第４の(1)の規定により知事の承認を受けようとする場合には、別記第３号様式によ
る申請書を知事に提出しなければならない。
（軽微な変更の範囲）
第８ 第４の(1)に規定する軽微な変更は、交付決定額に影響を及ぼさない範囲内で、次に
掲げる変更とする。
(1) 補助対象事業費の 20 パーセント以内の経費の配分の変更
(2) 補助金交付の目的及び条件に違反しない事業計画変更
（事業の中止又は廃止の承認申請）
第９ 第４の(2)の規定により知事の承認を受けようとする場合には、別記第４号様式によ
る申請書を事業を中止し、又は廃止しようとする日の 60 日前までに知事に提出しなければ
ならない。
（事業が予定の期間内に完了しない場合等の報告）
第 10 第４の(3)の規定により知事の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了し
ない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を知事に
提出しなければならない。

（申請の取下げ）
第 11 規則第７条の規定による期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して
15 日を経過した日とする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げ
ることがある。
（実績報告）
第 12 規則第 12 条の規定による実績報告書は、別記第５号様式のとおりとし、別途指示す
る日までに知事に提出しなければならない。
（補助金の交付方法）
第 13 補助金の交付は、規則第 13 条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に行
うものとする。ただし、知事が必要があると認める場合には、補助金の全部又は一部につ
いて概算払をすることができる。
２

前項ただし書の規定により概算払を受けようとするときは、別記第６号様式による概

算払請求書を知事に提出しなければならない。
（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）
第 14 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方
消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別記様式第７号により速やかに知事に報
告しなければならない。
２

知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額の全額又は一部の返還を命ずる。
（検査の実施）
第 15 知事は、補助対象者に対し、必要に応じて検査を実施することができる。
（交付決定の取り消し）
第 16 知事は、補助対象の事業として継続することが不適当と認める場合は、交付決定
を取り消すことができる。
（その他）
第 17 この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、その都度別に
定めるものとする。
附

則

この要綱は、平成 21 年４月１日から実施し、平成 24 年 3 月 31 日をもって廃止する。
附 則
この要綱は、平成 21 年５月 29 日から実施し、平成 24 年 3 月 31 日をもって廃止する。

附 則
この要綱は、平成 21 年 12 月１日から実施し、平成 25 年 3 月 31 日をもって廃止する。
附 則
この要綱は、平成 25 年３月 31 日から実施し、平成 26 年３月 31 日をもって廃止する。
ただし、平成 25 年３月 31 日以前に交付決定を受けた事業については、従前の例による。
附 則
この要綱は、平成 26 年３月 31 日から実施し、平成 27 年３月 31 日をもって廃止する。
附 則
この要綱は、平成 27 年７月 27 日から施行し、平成 27 年４月１日から適用する。
附 則
この要綱は、平成 28 年４月 14 日から施行し、平成 28 年４月１日から適用する。
附 則
この要綱は、平成 29 年４月 20 日から施行し、平成 29 年４月１日から適用する。
附 則
この要綱は、平成 30 年４月 27 日から施行し、平成 30 年４月１日から適用する。
附 則
この要綱は、平成 31 年４月５日から施行し、平成 31 年４月１日から適用する。
ただし、平成 31 年３月 31 日以前に交付決定を受けた事業については、従前の例による。

別表

事業区分及び交付対象者
補助対象事業
対象者

基準額

対象経費

補助率

事業区分
報酬、賃金、報償費、旅費、
１ キャリア形成訪問支援事
業

養成施
設等

上限額：30 千円/１回

需用費（消耗品費、印刷製

県１/２、

本費に限る）、役務費（通

（介護サー

信運搬費に限る）、委託料、 ビス事業所
使用料及び賃借料
①

②
介護サ

上限額：

２ 現任者向け資格取得支援

ービス

①

１人 10 万円

事業

事業所

②

１人 15 万円

等

③

１人５万円

③

等１/２）

介護職員初任者研修の
受講費用

県２/３ま

介護職員実務者研修の

たは１/３

受講費用

（介護サー

介護福祉士受験対策講

ビス事業所

座及び介護福祉士試験

等１/３ま

受験費用

たは２/３）

（受講費用や対策講座に教
材費（テキスト代等）等が
含まれている場合はそれを
除いた額）
３

魅力情報発信事業

介護サ

上限額：20 万円/１介

動画作成を行うために必要

介護事業所等紹介動画

ービス

護サービス事業者等

な経費（詳細は要領に記載）

作成支援事業

事業者

４ 介護福祉士等修学資金貸
付事業
(1)介護福祉士等修学資金
(2)再就職準備貸付金

団体等

詳細は実施要領に記載

県 10/10

補助対象事業

対象者

基準額

対象経費

補助率

事業区分
①

５ 処遇改善アップグレード
支援事業

介護サ
ービス
事業所
等

上限額：①、②ごとに
20 万円/１介護サービ
ス事業所等

・キャリア段位制度のアセ

①

ッサー講習受講料

県２/３、

・新人介護職員に対するエ

（介護サー

ルダーメンター制度導入に

ビス事業所

よる人材育成のための研修

等１/３）

受講料等

②

・専門的な相談員（社会保

県

険労務士など）による加算

※ 原則とし

の取得等にかかる個別の助

て、介護職員

言・指導等のための経費

処遇改善加算

②

の新規取得又

・専門的な相談員（社会保

はより上位区

険労務士など）による加算

分の加算を取

の取得等にかかる個別の助

得する場合

言・指導等のための経費

10/10

補助対象事業

対象者

基準額

対象経費

補助率

介 護 サ

①

ネットワーク化

①

①

ー ビ ス

事業

・職員採用の共有化や合同

県２/３、

事 業 者

上限額：240 万円

面接会の開催

（介護サー

大規模ネットワ

・合同研修会の開催による

ビス事業者

ーク化事業

効率的な職員教育の実施

等１/３）

上限額：400 万円

・人事交流の推進や人事異

②

動の共有化

県 10/10

事業区分
６

介護事業所ネットワーク

化推進事業

等

②

・経営労務管理体制の強化
・各法人の強みを活かした
共同事業
②
・法人間連携プラットフォ
ームを設置し、地域課題に
関する討議等を行う費用
・複数法人の連携による地
域貢献のための協働事業の
立ち上げに係る費用
・福祉・介護人材の確保・
定着のための取組の推進に
係る費用
・その他、本事業の目的を
達成するため、必要と認め
られる取組に係る費用

