
横浜市多機能型拠点運営費補助金交付要綱 

 

制  定 平成 24 年３月 29 日健障支第 4191 号（副市長決裁） 

最近改正 令和２年４月１日 健障支第 3677 号（局長決裁） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、医療的ケアを必要とする重症心身障害児・者等やその家族の地域での生活を支援

することを目的として設置する、横浜市多機能型拠点（以下「多機能型拠点」という。）において実施

する各種事業について、予算の範囲内で補助金（以下「補助金」という。）を交付するにあたり必要な

事項を定める。 

２ 補助金の交付については、社会福祉法（昭和26年法律第45号。）第58条及び社会福祉法人の助成に

関する条例（昭和35年７月横浜市条例第15号。以下「条例」という。）並びに横浜市補助金等の交付

に関する規則（平成17年11月横浜市規則第139号。以下｢規則｣という。）の定めによるもののほか、こ

の要綱の定めによるものとする。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、規則による。 

 

（補助対象事業者） 

第３条 この要綱における補助対象事業者（以下「事業者」という。）は、別表第１号に定めるものと

する。 

 

（補助金対象経費及び補助額） 

第４条 この要綱において補助の対象となる経費は次のとおりとする。 

 (1) 事前準備運営費補助金 

   事業者が多機能型拠点の開所準備を行うために必要な人件費及び事務費補助金  

 (2) 運営費補助金 

  ア 事業開始後３年間の運営に係る人件費補助金 

  イ 事業開始後４年目以降の運営に係る人件費補助金 

この補助金は、医療体制を強化するための人件費補助であるため、各法定事業の人員基準を満

たしていることを前提とする。 

 (3) 生活介護支援事業補助金 

   事業者が多機能型拠点で生活介護事業を行うことを支援する補助金 

２ 前項第１号及び第２号の補助対象となる経費の詳細及び補助基準額については、別表第２号及び別

表第３号並びに別表第４号に定める。 

３ 第１項第３号の補助対象の詳細及び補助基準額については、別表第５号に定め、対象者の認定につ

いては、別途定める事務取扱要領によるものとする。 

 

 

 

 



（事前準備運営費補助金の交付申請） 

第５条 規則第５条第１項の規定により、別表第２号の事前準備運営費補助金の交付を受けようとする

事業者は、事業開始前までに、横浜市多機能型拠点事前準備運営費補助金交付申請書（様式第１号）

に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 規則第５条第２項第１号に規定する事業計画書は、事前準備事業計画書（様式第２号）とする。 

３ 規則第５条第２項第２号に規定する資産及び負債に関する事項を記載した書類は、財産目録及び貸

借対照表とする。 

４ 規則第５条第２項第３号及び第４号に規定する収支予算書は、横浜市多機能型拠点事前準備運営費

収支予算書（様式第３号）とする。 

５ 規則第５条第２項第５号の規定により市長が必要と認める補助金交付申請書への添付書類は、次の

各号に定めるものとする。 

(1) 職員名簿 

(2) 資格保持職員の資格証の写し 

(3)  その他市長が必要と認める書類 

 

（事前準備運営費補助金の不交付決定通知） 

第６条 市長は、第５条第１項の補助金交付申請書を受理したときは、これを速やかに審査し、不適当

と認めた場合は、横浜市多機能型拠点事前準備運営費補助金不交付決定通知（様式第４号）により行

うものとする。 

 

（事前準備運営費補助金の交付決定通知） 

第７条 市長は、第５条第１項の補助金交付申請書を受理したときは、これを速やかに審査し、適当と

認めた場合は、横浜市多機能型拠点事前準備運営費補助金交付決定通知書（様式第５号）により行う

ものとする。 

 

（事前準備運営費補助金の申請取下げの期日） 

第８条 規則第９条第１項の規定により市長が定める補助金交付申請の取下げの期日は、事業者が決定

通知の交付を受けた日から起算して 10日以内の日とする。 

 

（事前準備の実績報告） 

第９条 事業者は、補助事業完了後 30日以内に、市長に実績報告を行なわなければならない。 

２ 規則第 14条第１項第 1号の規定により事業者が市長への報告に用いる書類は、横浜市多機能型拠点

事前準備運営事業実績報告書（様式第６号）とする。 

３ 規則第 14条第１項第２号の規定により事業者が市長への報告に用いる書類は、横浜市多機能型拠点

事前準備運営費収支決算書（様式第７号）とする。 

４ 規則第 14条第１項第６号の規定により市長が必要と認める実績報告書への添付書類は、事前準備実

績報告書（様式第８号の１及び様式第８号の２）及びその他市長が必要と認める書類とする。 

５ 規則第14条第５項第３号により補助金等の適正な執行が担保されていると市長が認める事業者は

第３条に規定する事業者とする。 

 

 



（事前準備運営費補助金の額の確定通知） 

第10条 規則第15条の規定による補助金額確定の通知は、横浜市多機能型拠点事前準備運営費補助金確

定通知書（様式第９号）により行うものとする。 

 

（事前準備運営費補助金の交付時期の例外） 

第11条 規則第17条の規定により市長が補助事業の完了前に補助金の一部又は全部を交付することが

できる場合は、補助事業等の完了前に補助金を交付しなければ、補助事業等を実施できない場合とす

る。 

２ 前項の規定により補助金を交付する場合は、原則として毎月交付するものとする。 

 

（事前準備運営費補助金の剰余金の返還） 

第12条 事業者は、補助事業終了後に補助金に剰余金が発生した場合には、市長に返還しなければなら

ない。 

 

（事前準備運営費補助金の交付請求） 

第13条 規則第18条第１項の規定による補助金の交付の請求は、横浜市多機能型拠点事前準備運営費補

助金交付請求書（様式第10号）とする。 

 

（運営費補助金等の交付申請） 

第14条 規則第５条第１項の規定により、事業開始前までに、別表第３号の運営費補助金及び別表５号

の生活介護支援事業補助金の交付を受けようとする事業者は、横浜市多機能型拠点運営費補助金交付

申請書（様式第11号の１）とし、別表第４号の運営費補助金及び別表５号の生活介護支援事業補助金

の交付を受けようとする事業者は、横浜市多機能型拠点運営費補助金交付申請書（様式第11号の２）

に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。 

なお、年度の途中に４年目を迎える事業者が使用する申請書は、横浜市多機能型拠点運営費補助金

交付申請書（様式第11号の３）とする。 

２ 規則第５条第２項第１号に規定する事業計画書は、横浜市多機能型拠点運営事業計画書（様式第12

号）とする。 

３ 規則第５条第２項第２号に規定する資産及び負債に関する事項を記載した書類は、財産目録及び貸

借対照表とする。 

４ 規則第５条第２項第３号及び第４号に規定する収支予算書は、横浜市多機能型拠点運営費収支予算

書（様式第13号）とする。 

５ 規則第５条第２項第５号の規定により市長が必要と認める補助金交付申請書への添付書類は、次の

各号に定めるものとする。 

(1) 職員名簿 

(2) 資格保持職員の資格証の写し 

(3) 運営委員会規約及び運営委員会名簿 

(4) その他市長が必要と認める書類 

 

 

 



（運営費補助金等の不交付決定通知） 

第15条 市長は、第14条第１項の補助金交付申請書を受理したときは、これを速やかに審査し、不適当

と認めた場合は、横浜市多機能型拠点運営費補助金不交付決定通知（様式第14号）により行うものと

する。 

 

（運営費補助金等の交付決定通知） 

第16条 市長は、第14条第１項の補助金交付申請書を受理したときは、これを速やかに審査し、適当と

認めた場合は、横浜市多機能型拠点運営費補助金交付決定通知書（様式第15号）により行うものとす

る。 

 

（運営費補助金等の申請取下げの期日） 

第 17条 規則第９条第１項の規定により市長が定める補助金交付申請の取下げの期日は、事業者が決定

通知の交付を受けた日から起算して 10日以内の日とする。 

 

（運営状況の実績報告） 

第 18 条 運営費補助金を受けた事業者は規則第 12 条の規定により、毎月の実績を翌月末日までに月間

事業実績内訳書（様式第 16号）により、市長に報告しなければならない。 

 

（運営費補助金等の実績報告） 

第 19条 事業者は、補助事業完了後 30日以内に、市長に実績報告を行なうものとする。 

２ 規則第 14条第１項第 1号の規定により事業者が市長への報告に用いる書類は、別表第３号及び別表

第５号の補助金の交付を受けた事業者は、横浜市多機能型拠点運営事業実績報告書（様式第 17号の１）

とし、別表第４号及び別表第５号の補助金の交付を受けた事業者は、横浜市多機能型拠点運営事業実績

報告書（様式第 17号の２）とする。 

なお、年度途中に４年目を迎えた事業者が使用する実績報告書は、横浜市多機能型拠点運営費事業実

績報告書（様式第 17 号の３）とする。 

３ 規則第 14条第１項第２号の規定により事業者が市長への報告に用いる書類は、横浜市多機能型拠点

運営費補助金収支決算書（様式第 18 号）とする。 

４ 規則第 14条第１項第６号の規定により市長が必要と認める実績報告書への添付書類は、年間事業実

績内訳書（様式第 19 号）、運営委員会の活動報告書及びその他市長が必要と認める書類とする。 

５ 規則第14条第５項第３号により補助金等の適正な執行が担保されていると市長が認める事業者は

第３条に規定する事業者とする。 

 

（運営費補助金等の額の確定通知） 

第20条 規則第15条の規定による補助金額確定の通知は、横浜市多機能型拠点運営費補助金確定通知書

（様式第20号）により行うものとする。 

 

（運営費補助金等の交付時期の例外） 

第21条 規則第17条の規定により市長が補助事業の完了前に補助金の一部又は全部を交付することが

できる場合は、補助事業等の完了前に補助金を交付しなければ、補助事業等を実施できない場合とす

る。 



２ 前項の規定により補助金を交付する場合は、原則として毎月交付するものとする。 

 

（運営費補助金等の剰余金の返還） 

第22条 事業者は、補助事業終了後に補助金に剰余金が発生した場合には、市長に返還しなければなら

ない。 

 

（運営費補助金等の交付請求） 

第23条 規則第18条第１項の規定による補助金の交付の請求は、横浜市多機能型拠点運営費補助金交付

請求書（様式第21号）とする。 

２ 前項の規定に関わらず、定期支出の申込みを行なう場合は、横浜市多機能型拠点運営費補助金交付

請求書（様式第21号）を省略することができる。 

 

（財産処分の制限） 

第24条 規則第25条ただし書きの規定により市長が定める財産の処分の制限がかからなくなるために

必要な期間は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業によ

り取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械器具等については、補助事業等により取

得し、又は効用の増加した財産処分制限期間（平成20年厚生労働省告示第384号に規定する処分制限

期間）とする。 

 

（関係書類の保存期間） 

第 25条 規則第 26条の規定により市長が定める関係書類の保存期間は、５年とする。 

 

（委任） 

第 26条 この要綱に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額の報告等） 

第 27条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の申告に

より当該補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が生じた場合には、消費税等に係る仕入控除税額

報告書（様式第 22号）により、すみやかに市長に対して報告しなければならない。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部又は一支社及び一支所等であって、自ら消

費税等の申告を行わず、本部等（又は本社、本所等）で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課

税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。 

２ 市長は、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仕入控除税額の全部又は一部を

納付させることができる。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 24年４月１日から施行し、平成 24年度予算に係る補助金から適用する。 

    附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成28年12月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成29年３月10日から施行し、平成29年度予算に係る補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度予算に係る補助金から適用する。 

  



別表第１号（第３条第１項） 事業者 

名 称 運営法人 所在地 

南西部多機能型拠点 社会福祉法人 訪問の家   栄区桂台中４番７号 

北西部多機能型拠点 社会福祉法人 キャマラード 緑区青砥町２２０番１ 

西部多機能型拠点 社会福祉法人 横浜市社会事業協会 泉区下飯田町３５５番地 

 

 

別表第２号（第４条第１項第１号） 事前準備運営費補助金 

補助対象 単価 数量 職務及び内容 

事前準備 

運営費補助金 

 

（開所前の対

象月に対する

補助） 

看護師 616,000円/月 ３人×３か月 開所準備、事前相談支援 

社会福祉職 564,667円/月 １人×３か月 開所準備、事前相談支援 

生活支援員 513,250円/月 ２人×１か月 開所準備 

看護師(非常勤) 260,667円/月 １人×１か月 開所準備 

医師 871,742円/月 １人×１か月 開所準備 

施設長 616,000円/月 １人×１か月 開所準備 

事務員 410,667円/月 ２人×１か月 開所準備 

運転士（非常

勤） 
66,666円/月 １人×１か月 開所準備 

事務経費 1,465,167円 １式 開所準備費 

注）施設長が別表２の職種を兼務する場合は、一方のみ算定できる。 

 

  



別表第３号（第４条第１項第２号のア） 事業開始後３年間の運営に係る人件費補助金 

補助対象 単価 数量 職務及び内容 

運営費補助金 

 

（年度内の運営

月数に対する

補助） 

社会福祉職 564,667円/月 １人×月数 相談支援機能担当 

（登録者に対し常時支援可

能とする） 看護師(非常勤) 260,667円/月 １人×月数 

看護師 616,000円/月 ２人×月数 

短期入所事業担当 

生活支援員 513,250円/月 １人×月数 

看護師 616,000円/月 １人×月数 

日中一時事業担当 

生活支援員 513,250円/月 １人×月数 

看護師（非常勤） 260,667円/月 １人×月数 

生活介護事業担当 

看護師 616,000円/月 ２人×月数 

事務員 410,667円/月 １人×月数 運営事務担当 

医師 871,742円/月 １人×月数 診療所運営担当 

※ 事業開始の日の属する月から当該事業を開始した日から起算して３年を経過する日の属する月 

※ 生活介護事業は、定員を20名以上とした場合に限り、補助対象とする。 

 

 

別表第４号（第４条第１項第２号のイ） 事業開始後４年目以降の運営に係る人件費補助金  

補助対象 単価 数量 職務及び内容 

運営費補助金 

 

（年度内の運営

月数に対する

補助） 

社会福祉職 564,667円/月 １人×月数 
相談支援機能担当 

（登録者に対し常時支援可

能とする） 看護師(非常勤) 260,667円/月 １人×月数 

看護師 616,000円/月 ３人×月数 事業の医療業務 

看護師 616,000円/月 １人×月数 

生活介護事業担当 

看護師（非常勤） 260,667円/月 １人×月数 

医師 871,742円/月 １人×月数 診療所運営担当 

※ 事業開始の日の属する月から当該事業を開始した日から起算して３年を経過する日の属する月の翌

月以降 

注）指定障害福祉サービスの報酬に係る算定基準が大幅に変更になり、多機能型拠点の事業が安全に機能

しなくなると市長が判断したときは補助金を見直すものとする。 



別表第５号（第４条第３項） 横浜市多機能型拠点生活介護支援事業補助金 

優

先

順

位 

事

業

区

分 

対象者の区分 留意事項 

助成金額及び人

員体制 

（利用対象者：

支援者） 

１ 

要

医

療

ケ

ア

Ａ 

次のすべてに該当する者 

 

①最重度の知的障害があ

る者 

②１級の肢体不自由の身

体障害者手帳を有する

者 

③日常的に医療行為が必

要な者 

「最重度の知的障害がある者」とは、更生

相談所で最重度と判定された者。又は A1の

愛の手帳（療育手帳）を有する者。 

 

「日常的に医療行為が必要」とは、経管栄

養、吸引、酸素吸入、気管切開部の衛生管理、

人工呼吸器の使用及び管理、中心静脈栄養、

エアウェイの挿入、導尿、ぼうこう洗浄、摘

便等の医療行為が日常的に必要であり、施

設内においてこれらの行為を実施する必要

があることをいう。 

4,780円/１日 

（1.7：1） 

２ 

要

医

療

ケ

ア

Ｂ 

次のすべてに該当する者 

 

①重度または最重度の知

的障害がある者 

②１級又は２級の肢体不

自由の身体障害者手帳

を有する者 

③日常的に医療行為が必

要な者 

「重度の知的障害がある者」とは、更生相

談所で重度と判定された者。又は A2の愛の

手帳（療育手帳）を有する者 

 

「日常的に医療行為が必要」とは、経管栄

養、吸引、酸素吸入、気管切開部の衛生管理、

人工呼吸器の使用及び管理、中心静脈栄養、

エアウェイの挿入、導尿、ぼうこう洗浄、摘

便等の医療行為が日常的に必要であり、施

設内においてこれらの行為を実施する必要

があることをいう。 

4,060円/１日 

（1.7：1） 

３ 

要

医

療

ケ

ア

Ｃ 

日常的に医療行為が必要

な者 

「日常的に医療行為が必要」とは、経管栄

養、吸引、酸素吸入、気管切開部の衛生管

理、人工呼吸器の使用及び管理、中心静脈

栄養、エアウェイの挿入、導尿、ぼうこう洗

浄、摘便等の医療行為が日常的に必要であ

り、施設内においてこれらの行為を実施す

る必要があることをいう。 

3,130円/１日 

（1.7：1） 

注）上記の補助金の申請に必要な書類は横浜市多機能型拠点生活介護支援事業認定事務取扱要領に定めた

ものとし、医師意見書の意見書料については事業者負担とする。 


