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東京都医療施設耐震化緊急対策事業補助金交付要綱 

 

 

決定 平成２２年４月１日付２１福保医救第１３１８号 

改正 平成２３年８月２６日付２３福保医救第５９６号 

       改正 平成２５年４月２５日付２４福保医救第１６１２号 

               改正 平成２８年２月１２日付２７福保医救第１１２８号 

               改正  平成２８年５月１２日付２７福保医救第１３６３号 

改正  平成２９年３月３１日付２８福保医救第１３５５号 

改正  平成３０年４月２日付３０福保医救第６７号 

                改正 令和２年４月２日付３１福保医救第１６８６号 

               改正 令和３年４月１５日付３福保医救第９７号 

 

第１ 目的 

この要綱は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）における新耐震基準

（昭和５６年６月１日施行）導入以前に建築された病棟等を有する都内の医療

機関が行う耐震診断、耐震補強、新築建替及び耐震性のある建物を活用した移

転改修に必要な経費を補助することにより、医療施設における安全性の向上を

図るとともに震災時における適切な医療提供体制を確保し、もって都民の生命

と健康を守ることを目的とする。 

 

第２ 補助対象 

補助対象者及び補助対象経費は、次に掲げる事項とする。 

１ 補助対象者   

都内病院又は東京都指定二次救急医療機関の開設者とする。ただし、国、都、

市町村又はその一部事務組合を除く。 

なお、耐震診断にあっては次の(1)を、耐震補強にあっては次の(1)から(3)

までの全てを、新築建替及び移転改修にあっては次の(1)から(8)までの全てを

満たすこと。 

(1) 事業継続計画（ＢＣＰ）を作成していること。 

(2) 「救急病院等を定める省令」（昭和３９年２月２０日厚生省令第８号）に

基づき知事から救急病院である告示を受けている病院の場合は、東京都災害

拠点病院又は東京都災害拠点連携病院の指定を受けていること。 

(3) 直近の医療監視時における医師及び看護師の現員の職員数の標準に対す

る比率が、原則として、いずれか一方が医療法上の標準を満たしており、か

つ、他方が８０パーセント以上であること。 

(4) 精神科病院にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３号）第１８条に基づく常勤の精神保健指定医が２名以上

配置されている病院であること。ただし、病床数が１００床未満の病院にあ
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っては、常勤の精神保健指定医が１名以上配置されている病院であること。 

(5) 整備後の整備区域の病棟の１床ごとの病室面積を６．４平方メートル以上、

かつ、１床当たりの病棟面積を１８平方メートル以上確保すること。 

(6) 整備後の病棟には患者食堂又は談話室を整備するとともに、スロープを設

置する等、高齢者及び身体障害者に配慮した整備をすること。  

(7) 整備区域の病棟は、最低２０床以上の病棟とすること。 

(8) 精神科病院及び精神病棟にあっては、整備後の整備区域の病棟には、畳部

屋、６床を超える病室及び原則として鉄格子を設けないこと。 

 

２ 補助対象経費 

(1) 耐震診断 

次のア及びイにより行う建築基準法における新耐震基準導入以前に建

築された病棟部門、外来診療部門、手術検査部門等の常時患者が使用する

建物（以下「病棟等」という。）の耐震診断を行うために必要となる経費。

ただし、救命救急センターを有する医療機関、東京都災害拠点病院及び東

京都指定二次救急医療機関の建物に対する耐震診断を除く。 

ア (ｱ) 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方

針」（平成１８年国土交通省告示第１８４号）別添の建築物の耐震

診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項  

   (ｲ) 同告示別添第一建築物の耐震診断の指針の各号列記以外の部分の

ただし書の規定に基づき、国土交通大臣が同指針の一部又は全部と

同等以上の効力を有すると認める方法 

イ コンクリート強度調査 

(2) 耐震補強 

 建築基準法における新耐震基準導入以前に建築された未耐震の病棟等

（未耐震と証明された建物及び耐震診断の結果Ｉｓ値が０．６未満の建

物）に対する耐震補強工事を行うため必要となる経費。ただし、耐震補強

に係る費用のうち、次に掲げる費用については除く。 

ア 土地の取得又は整地に要する費用 

イ 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用 

ウ 設計その他工事に伴う事務に要する費用 

エ 既存建物の買収に要する費用 

オ その他整備費として適当と認められない費用  

 (3) 新築建替 

建築基準法における新耐震基準導入以前に建築された未耐震の病棟等

（未耐震と証明された建物及び耐震診断の結果Ｉｓ値が０．６未満の建

物）の新築建替工事に要する工事費又は工事請負費。ただし、新築建替に

係る費用のうち、次に掲げる費用については除く。 

ア 土地の取得又は整地に要する費用 

イ 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用 
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ウ 設計その他工事に伴う事務に要する費用 

エ 既存建物の買収に要する費用 

オ その他整備費として適当と認められない費用 

（4）移転改修（耐震性のある建物の活用） 

建築基準法における新耐震基準導入以前に建築された未耐震の医療施

設（未耐震と証明された建物及び耐震診断の結果Ｉｓ値が０．６未満の建

物）を有する医療機関が耐震性のある建物に移転する際の改修に要する工

事費又は工事請負費。ただし、移転改修に係る費用のうち、次に掲げる費用につ

いては除く。 

ア 土地の取得又は整地に要する費用 

イ 門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用 

ウ 設計その他工事に伴う事務に要する費用 

エ 既存建物の買収に要する費用 

オ 従前の建物の躯体に及ぶ改修工事（鉄筋工事、コンクリート工事、型

枠工事、鉄骨工事、既成コンクリート工事、耐震改修工事等）に要する

費用 

カ その他整備費として適当と認められない費用 

 

第３ 補助金の交付 

この補助金の交付額は、次の１、２、３及び４により算出された額を都の予

算の範囲内で交付するものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数

が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。 

１ 耐震診断 

(1) 別表の第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額とを

比較して少ない方の額を選定する。 

(2) (1)により選定された額に別表の第４欄に掲げる率を乗じて得た額を交

付額とする。 

２ 耐震補強（３又は４と併用することはできない。） 

(1) 別表の第２欄(1)に掲げる基準面積及び(2)に掲げる基準単価と、第３欄

に掲げる対象経費に係る実面積及び実単価とを比較し、それぞれ少ない方

を乗じて得た額を算出する。 

(2) (1)により算出された額と総事業費から寄附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第４欄に掲げる率を乗じて得た額

（ただし、事業が複数年度にわたる場合は当該年度の進捗率を乗じること

とする。）を交付額とする。 

３ 新築建替（２又は４と併用することはできない。） 

(1) 別表の第２欄(1)に掲げる基準面積及び(2)に掲げる基準単価と、第３欄

に掲げる対象経費に係る実面積及び実単価とを比較し、それぞれ少ない方

を乗じて得た額を算出する。 

(2) (1)により算出された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除し
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た額とを比較して少ない方の額に別表の第４欄に掲げる率を乗じて得た額

（ただし、事業が複数年度にわたる場合は当該年度の進捗率を乗じること

とする。）を交付額とする。 

４ 移転改修（２又は３と併用することはできない。） 

(1) 別表の第２欄に掲げる基準額と第３欄に掲げる対象経費の実支出額とを

比較して、少ない方の額を選定する。 

(2) (1)により算出された額と総事業費から寄附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第４欄に掲げる率を乗じて得た額

（ただし、事業が複数年度にわたる場合は当該年度の進捗率を乗じること

とする。）を交付額とする。 

 

第４ 補助金の交付申請 

 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、別に知事

が定める日までに耐震診断については別紙第１号様式、耐震補強については別

紙第２号様式、新築建替については別紙第３号様式、移転改修については別紙

第４号様式による交付申請書を知事に提出しなければならない。 

第５  補助金の交付決定 

知事は、第４の規定による補助金の交付申請があったときは、交付申請書及

び関係書類の審査並びに必要に応じての現地調査等を行い、適当と認めたとき

は第８に掲げる事項を条件に補助金の交付決定をするものとし、その決定の内

容を申請者に通知するものとする。 

 

第６ 変更申請手続 

 この補助金の交付の決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交

付申請等を行う場合には、第４に定める規定に準じて行うものとする。 

 

第７ 申請の撤回 

 申請者は、第５の規定による補助金の交付決定の通知を受けたのち、当該通

知に係る補助金の内容又は条件に異議があるときは、交付決定を受けた日から

１４日以内に申請の撤回をすることができる。 

 

第８ 交付の条件 

１ 改善計画の提出 

   耐震診断の実施により、耐震強度不足と診断された医療機関については、

診断結果報告書を受けてから６月以内に、別紙第５号様式により知事に中長

期的な改善計画書を提出しなければならない。 

２ 契約 

   耐震補強、新築建替及び移転改修に係る契約については、福祉保健局医療

政策部医療施設等施設・設備整備費等補助金に係る契約手続基準（平成１７

年４月１日付１６福保医政第１４５０号）によることとする。  
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３ 事情変更による決定の取消し等 

(1) 知事は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更に

より特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を

取り消し、又はその決定内容若しくは条件を変更することがある。ただし、

補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでな

い。 

(2) 前号の規定により補助金の交付決定を取り消すことがある場合は、天災

地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部

又は一部を継続する必要がなくなったと認める場合に限るものとする。 

(3) (1)の規定による補助金の交付決定の取消しにより特別に必要となった

事務又は事業に対しては、補助事業に係る残務整理に要する経費及び補助

事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要

する経費に係る補助金を交付する。 

(4) 前号の規定による補助金交付額の当該経費に対する割合、その他その交

付については、(1)の規定による取消しに係る補助事業についての補助金に

準ずるものとする。 

４ 承認事項 

補助金の交付決定を受けたもの（以下「補助事業者」という。）は、補助

事業が次のいずれかに該当する場合は、あらかじめその理由及びその他必要

事項を記載した書面を知事に提出し、承認を受けなければならない。ただし、

(1)及び(2)に掲げる事項のうち、軽微なものについては、その限りでない。 

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

５ 事故報告 

(1) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行

が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要事項を書面により知

事に報告しなければならない。 

(2) 前号の報告に基づき、必要な指示を与えられた場合は、直ちにその指示

に従わなければならない。 

６ 状況報告 

(1) 知事は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、必要と認めるときは、

補助事業の実施状況、経理状況及びその他必要な事項について、報告を徴

し、又は検査を行うことがある。 

(2) 耐震補強、新築建替及び移転改修にあっては、補助事業者は、毎年度１２月

末日現在の遂行状況を翌月１５日までに別紙第６号様式により、知事に報

告しなければならない。 

７ 遂行命令等 

(1) 知事は、補助事業者が提出する報告及び地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２２１条第２項の規定による調査等により、補助事業が交付決
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定の内容及び条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従

って当該補助事業を遂行するよう命ずる。 

(2) 補助事業者が前号の命令に違反したときは、当該補助事業の遂行の一時

停止を命ずることがある。 

(3) 前号の一時停止を命ずる場合において、補助事業者が補助金の交付決定

の内容及び条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないと

きは、12の規定により当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すこ

とがある。 

８ 調書の作成 

補助事業者は、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、かつ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。 

９ 実績報告 

(1) 補助事業者は、補助事業が完了したとき、及び補助事業が完了しない場

合で都の会計年度が終了したときは、耐震診断については別紙第７号様式、

耐震補強については別紙第８号様式、新築建替については別紙第９号様式、

移転改修については別紙第１０号様式による事業実績報告書を、知事が指

定する期日までに知事に提出しなければならない。 

(2) 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消

費税仕入控除税額が確定した場合は、別紙第１１号様式により速やかに知

事に報告しなければならない。この場合において、知事が当該仕入控除税

額の全部又は一部の納付を命じたときは、補助事業者は、これを納付しな

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、

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うこと。 

10 補助金額の確定等 

知事は、前項の規定による事業実績の報告があったときは、事業実績書の

審査及び現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及び

条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業

者に通知するものとする。 

11 是正のための措置 

知事は、前項の規定による調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付

決定の内容及び条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための

措置をとるべきことを命ずるものとする。 

12 決定の取消し 

(1) 知事は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決

定の全部又は一部を取り消すものとする。 

ア 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 
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イ 補助金を他の用途に使用したとき。 

ウ 補助金の交付決定の内容又は条件その他法令又はこの要綱による指示

に違反したとき。 

(2) 前項の規定は、補助金額の確定があった場合においても適用する。 

13 補助金の返還 

(1) 知事が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業者が補助

事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を受領している場合には、

指定する期日までに取り消された金額を返還しなければならない。 

(2) 前項の規定は、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を受領している場合においても適用する。  

14 違約加算金及び延滞金 

(1) 12の規定により、知事が補助金の交付決定の全部又は一部の取消しをし

た場合において、補助金の返還を命じたときは、補助事業者はその命令に

係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（そ

の一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除し

た額）につき年10.95 パーセントの割合で計算した違約加算金（100円未満

の場合を除く。）を納付しなければならない。 

(2) 知事が補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを納期日

までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応

じ、その未納付額につき年10.95 パーセントの割合で計算した延滞金（100

円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

15 違約加算金の計算 

知事が前項の規定により、加算金の納付を命じた場合において、補助事業

者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付額は、

まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。 

16 延滞金の計算 

知事が14の(2)の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、補助事

業者が返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納

付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、

その納付金額を控除した額によるものとする。 

17 維持管理 

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及び機

械器具（以下「財産」という。）については、事業終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。 

18 財産の処分 

(1) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産につい

ては、(2)に定める期間を経過するまで知事の承認を受けないで補助金の交

付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供して

はならない。 
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(2) 前(1)よる財産の処分の制限期間は、「補助事業等により取得し、又は効

用の増加した財産の処分制限期間」（平成２０年７月１１日付厚生労働省

告示第３８４号）で定める処分制限期間とする。 

(3) 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納付させることがある。 

19 二重補助の禁止 

この補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けては

ならない。 

 

第９ その他 

１ 特別の事情により、第３・第４・第６及び第８の９に定める算定方法、手

続によることができない場合には、あらかじめ知事の承認を受けてその定め

るところによるものとする。 

２ ここに定めるもののほか、この補助金の交付については、「東京都補助金

等交付規則」（昭和３７年東京都規則第１４１号）の定めるところによるもの

とする。 

 

附 則 

この要綱は、決定の日から施行し、平成２２年４月１日より適用する。 

 

この要綱は、決定の日から施行し、平成２３年７月１日より適用する。 

 

この要綱は、決定の日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

 

この要綱は、決定の日から施行する。 

 

この要綱は、決定の日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

この要綱は、決定の日から施行する。 

 

この要綱は、決定の日から施行する。 

 

この要綱は、決定の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 
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別表 

 

１ 区分 ２ 基準額 ３ 対象経費 ４ 補助率 

耐震診断  ５，６００千円  医療施設の病棟等の耐震診

断に必要な請負費 

 ５分の４ 

耐震補強 (1) 基準面積 

  ８，６３５㎡ 

(2) 基準単価 

  １２２，０００円 

 

 建築基準法における新耐震

基準導入以前に建築された未

耐震（未耐震と証明された建物

及び耐震診断の結果Ｉｓ値が

０．６未満の建物）の病棟等に

対する耐震補強工事を行うた

め必要となる経費で次に掲げ

るもの。 

 (1) 耐震補強工事費又は工

事請負費 

 (2) 耐震補強工事を行うた

めに必要となる既存仕上

げ等の撤去及び再仕上げ

等に要する工事費 

 (3) 工事管理費 

(1) 救命救急セン

ターを有する医

療機関、東京都災

害拠点病院、東京

都指定二次救急

医療機関及び東

京都災害拠点連

携病院  

  ０．８３ 

(2) (1)以外の病院 

  ０．５ 

新築建替 (1) 基準面積 

２５㎡×整備後の整

備区域の病床数 

ただし、整備区域の

整備後の病床数は１病

院１５０床を限度と

し、増床を伴う場合は、

許可病床数の増加分を

除く。 

(2) 基準単価 

 ア 鉄筋コンクリート 

    １６８，０００円 

 イ ブロック 

    １４６，７００円 

 建築基準法における新耐震

基準導入以前に建築された未

耐震（未耐震と証明された建物

及び耐震診断の結果Ｉｓ値が

０．６未満の建物）の病棟等の

新築建替に要する工事費又は

工事請負費のうち、病棟部門

（病室、診察室、処置室、記録

室、患者食堂、談話室、機能訓

練室、浴室、リネン室、バルコ

ニー、廊下、便所、暖冷房、附

属設備等）に係るもの。 

(1) 救命救急セン

ターを有する医

療機関、東京都災

害拠点病院、東京

都指定二次救急

医療機関及び東

京都災害拠点連

携病院  

  ０．６６ 

(2) (1)以外の病院 

  ０．５ 
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１ 区分 ２ 基準額 ３ 対象経費 ４ 補助率 

移転改修

（耐震性

のある建

物の活

用） 

 １床当たり３，２１４千円 

 ただし、整備区域の整備後

の病床数は１病院１５０床

を限度とし、増床を伴う場合

は、許可病床数の増加分を除

く。 

 建築基準法における新耐震

基準導入以前に建築された未

耐震（未耐震と証明された建物

及び耐震診断の結果Ｉｓ値が

０．６未満の建物）の医療施設

を有する医療機関が耐震性の

ある建物に移転する際の改修

に要する工事費又は工事請負

費のうち、病棟部門（病室、診

察室、処置室、記録室、患者食

堂、談話室、機能訓練室、浴室、

リネン室、バルコニー、廊下、

便所、暖冷房、附属設備等）に

係るもの。 

 

(1) 救命救急

センターを有

す る 医 療 機

関、東京都災

害拠点病院、

東京都指定二

次救急医療機

関及び東京都

災害拠点連携

病院  

０．６６ 

(2) (1)以外

の病院 

 ０．５ 

 


