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岡山県特定地域看護職員確保支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、岡山県補助金等交付規則（昭和41年岡山県規則第56号。以下「規則」とい

う。）及び岡山県特定地域看護職員確保支援事業実施要綱(以下｢実施要綱｣という。)に基づ

き、一定の条件のもと、看護職員の採用にあたり就職準備金を支給している医療施設に対し、

予算の範囲内において交付する特定地域看護職員確保支援事業補助金(以下｢補助金｣という。)

の交付手続等に関して定める。 

(定義) 

第２条 この交付要綱において使用する用語の定義は、実施要綱に定めるもののほかは、以下の

とおりとする。なお、この要綱において、百分率を算出する計算に関しては、計算結果の小数

点第１位を四捨五入して算出するものとする。 

(1)就職準備金    第４条に規定する医療施設において直接雇用するために採用する看護職 

員(以下｢採用者｣という。)に対し、その採用を促す目的で、当該医療施設 

の開設者・設置者又は指定管理者(以下｢開設者等｣という。)が直接採用者 

に支給する金銭であって、補助事業年度内において支給し、かつ採用者が 

受領するものをいい、採用者に貸与する金銭及び一定の条件のもと採用者 

に貸与し、その返還を免除する金銭は含まない。 

(2)転職者     採用者のうち、前職の看護職を退職した日から第４条に規定する事業対 

象施設に採用された日までの間に、１年を経過しない者をいう。 

(3)特定地域市町村 実施要綱第４に規定する特定地域の構成市町村をいう。 

 (4)補助事業年度  ４月１日より翌年の３月３１日までの１年間をいう。 

（補助金の交付目的及び算定方法） 

第３条 この補助金は、第４条に規定する補助事業の対象となる者であって、第５条に規定する

採用者に、就職準備金を支給した者(以下｢補助事業者｣という。)に対して、当該就職準備金に

係る経費（以下「補助対象経費」という。）の一部を補助することにより、看護職員確保の取組

を支援し、特定地域市町村への看護職員の定着を図ることを目的として交付する。 

２ この補助金の額は、補助事業に要する別表の第４欄に掲げる補助対象経費と総事業費とを比

較して少ない方の額（選定額）に、同表の第６欄に定める率を乗じて得た額（交付基礎額。た

だし、同表の第５欄に定める額を限度とし、1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り

捨てるものとする。）を上限とする。 

３ 補助事業年度における補助事業者数は、予算の範囲内で決定する。 

（補助事業の対象となる者） 

第４条 補助事業の対象となる者は、原則として補助事業年度の４月１日時点で特定地域市町村

に所在する以下の医療施設(関係法令の要件を満たす施設に限る。以下｢事業対象施設｣という。)

の開設者等をいう。なお、事業対象施設は、市町村が直接運営するもの及び 50 歳未満の看護職

員の年齢構成割合が 70％以上のものを除く。 
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(1)病院(病床数 200 床未満又は病床の 80％以上が精神病床であるもの) 

(2)診療所 

(3)医療型障害児入所施設 

(4)指定発達支援医療機関 

(5)介護老人保健施設 

(6)(介護予防)訪問看護事業所 

(7)介護医療院 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第６条の申請をすることが

できない。 

 (1)暴力団員等（岡山県暴力団排除条例(平成 22 年岡山県条例第 57 号）第２条第３号に規定す 

る暴力団員等をいう。以下同じ。）に該当する者 

 (2)暴力団（岡山県暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴 

力団員等の統制下にある者 

(3)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(4)岡山県税を滞納している者 

（交付要件） 

第５条 知事は、補助事業年度内において、事業対象施設に看護職員として直接雇用され、かつ

就職準備金を受領した採用者(同一法人内での異動等により就職準備金を受領した採用者を除

く。)が、以下の要件をすべて満たす者である場合において、補助事業者からの申請により、第

３条第１項に規定する補助を行うものとする。 

 (1)採用した日（労働基準法第 15 条第１項の規定による労働条件を明示した書面における労働 

契約開始日)において、満年齢が 45 歳未満である者 

 (2)転職者である場合は、転職前の医療施設の所在地が、特定地域市町村外にあること。 

(3)事業対象施設において、常勤・非常勤の別なく勤務時間が週 32 時間以上である者 

(4)事業対象施設において、採用した日から２年間継続して看護業務に従事する予定の者 

 (5)岡山県看護学生奨学資金の貸付けを受けた者である場合は、採用した日までに貸付けの全額 

免除となった者又は貸付金の返還が終了している者 

（交付申請） 

第６条 補助事業者は、第３条第１項の各号に規定する施設ごとに、補助金交付申請書（様式第

１号）に別表の第７欄に掲げる申請添付書類を付して、採用者を採用した日から３ヵ月以内に

知事に提出しなければならない。 

（交付の条件） 

第７条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

(1)補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入

及び支出についての証拠書類及び帳簿を、補助事業の完了の日（第５条に規定する採用者が

就職準備金を受領した日とする。事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を

受けた日。）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。また、証拠書類等

の保管期間が満了する前に補助事業者が解散等する場合は、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。 
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(2)補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助事

業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遅延等報告書（様式第２号）を知事に提

出し、その指示を受けなければならない。 

(3)補助事業者は、知事の求めに応じ、この補助事業の実施状況については、事業実施状況報

告書（様式第３号）により、又、採用者の就業状況については、第 12 条の規定により、知事

に報告しなければならない。  

(4)補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消

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は、消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額報告書（様式第４号）により速やかに知事に報告しなければならない。ただし、

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、一支所等）であって、自

ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費

税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わなけれ

ばならない。なお、知事は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

除額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

(5)その他、規則及びこの要綱の定めに従わなければならない。 

（申請の取下げのできる期間） 

第８条 補助事業者が規則第８条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の日

の翌日から起算して 15 日を経過する日までとする。 

（変更承認申請等） 

第９条 補助事業者は、この補助金の交付決定後の事情により、事業の内容の変更等をしようと

する場合には、別表の第７欄に掲げる申請添付書類に準じる書類を付して、変更（中止、廃止）

承認申請書（様式第５号）により、知事の承認を受けなければならない。ただし、規則第 10 条

の規定による軽易な変更については次のとおりとする。 

(1)20%を越えない対象経費又は補助金の減額を行う場合 

(2)補助の目的及び内容に影響を及ぼさない場合 

（実績報告） 

第 10 条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、第７条第１号に規定する補助事業完了の日

の属する月の翌月の 15 日までに（第８条により中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承

認通知を受理した日から１ヵ月以内）又は補助金の交付決定のあった年度の３月 31 日のいずれ

か早い日までに、補助事業実績報告書（様式第６号）に別表の第８欄に掲げる実績添付書類を

付して知事に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定等）  

第 11 条 知事は、前条の規定による補助事業実績報告書の提出があった場合には、必要な検査を

行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に

適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により当該補助事業者

に通知するものとする。 

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える

補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内に納付がない
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場合、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額について年 10.95％の割合で

計算した額の延滞金を徴するものとする。 

（就業状況の報告及び補助金の返還）  

第 12 条 補助事業者は、採用者を採用した日から１年を経過する日以降及び２年を経過する日以

降において知事が指定する日(補助金の確定時に指定するものとする。以下｢報告指定日｣とい

う。)までに、採用者の就業状況について、採用者就業状況報告書(様式第７号)に知事が別途指

定する書類を付して、知事に報告しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、採用者が、補助金の交付後、採用した日から２年の間において、

離職、休職又は勤務時間の変更等により、第５条第３号及び第４号に規定する要件(以下｢就業

要件｣という。)を満たさなくなった場合は、補助事業者は、報告指定日を待たずに、採用者就

業状況報告書(様式第７号)に知事が別途指定する書類を付して、速やかにその旨を知事に報告

しなければならない。 

３ 前２項に規定する報告により、採用者が、採用した日から２年の間において、就業要件を満

たさなくなったことが判明した場合にあっては、補助事業者は、補助金返還申出書（様式第８

号）に知事が別途指定する書類を付して提出した上で、当該採用者に係る補助金を全額返還し

なければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、採用者が、採用した日から２年の間において、以下の様な状況と

なった場合においては、原則として、補助事業者は当該採用者に係る補助金を全額返還しな

くてもよいものとする。 

 (1)本人の死亡の場合 

(2)就業規則等に定められた休暇の取得等による勤務時間の変更の場合 

(3)特定地域市町村に所在し、かつ同一補助事業者が開設・設置又は指定管理者として管理する 

事業対象施設へ異動して週３２時間以上の看護業務に継続して従事する場合 

 (4)就業規則等に定められた育児休業又は介護休業を開始した場合 

（雑則） 

第 13 条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、この補助金の交付手続等について必要な事項

は、知事が別に定める。 

 

附 則 

   この要綱は、平成 30 年４月１日から施行し、平成 30 年度分の補助金から適用する。 

附 則 

   この要綱は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度分の補助金から適用する。 
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別表 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

番

号 

補 助 

事業名 

事業実施主体 補助対象

経  費 

基準額 

 

補助率 申請添付書類 

 

実績添付書類 

 

１ 岡山県

特定地

域看護

職員確

保支援

事業 

(1)病院(200 床

未満又は病床の

80%以上が精神病

床であるもの) 

(2)診療所 

(3)医療型障害児

入所施設 

(4)指定発達支援

医療機関 

(5)介護老人保健

施設 

(6)(介護予防)訪

問看護事業所 

(7)介護医療院 

 

採用者に

直接支給

する就職

準備金 

採用者１

人当たり

200 千円

を限度と

する。 

1/2 

以内 

(1)様式第 1-1 号 

(2)様式第 1-2 号 

(3)様式第 1-3 号 

(4)様式第 1-4 号 

(予算書) 

(5)採用者の年齢を 

証する書類の写し 

(6)採用者の履歴書の 

写し 

(7)労働基準法第 15 条

の規定による採用者の

労働条件を明示した書

面の写し 

(8)事業実施主体におけ

る就職準備金の制度が

わかる規則等の写し 

(9)採用者に就職準備金

を支給したことがわか

る書類及び採用者が就

職準備金を受領したこ

とがわかる書類の写し

(就職準備金が既に支給

済みの場合) 

(10)暴力団排除措置に

係る誓約書及び役員等

名簿 

(11)県税の完納証明書

(補助金交付申請書の医

療推進課到達日前３ヵ

月以内のもの｡) 

 

 

(1)様式第 1-5 号 

(2)様式第 1-6 号 

(3)様式第 1-7 号 

(4)様式第 1-8 号

(決算書) 

(5)採用者に就職

準備金を支給し

たことがわかる

書類及び採用者

が就職準備金を

受領したことが

わかる書類の写

し(申請に未添付

の場合) 

(6)採用者の雇用

が確認できる以

下の書類の写し

①資格取得確認

通知書 

②直近の標準報

酬設定通知書 

③賃金台帳 

④雇用保険被保

険者資格取得通

知書 

 


