
千葉県認定こども園施設整備交付金事業費補助金交付要綱 

 

平成２７年７月２８日制定（児第１３５２号） 

平成２８年１２月５日一部改正（子第１２６３号） 

平成２９年８月２日一部改正（子第１００５号） 

平成３０年１０月１９日一部改正（子第９５９号） 

令和２年３月１６日一部改正（子第１８８３号） 

令和２年９月２８日一部改正（子第９９５号） 

令和３年９月１５日一部改正（子第９９１号） 

令和４年９月５日一部改正（子第９４１号） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は知事が、認定こども園施設整備交付金交付要綱（平成２７年 

５月２１日２７文科初第３２３号文部科学省初等中等教育局長通知）及び認定こ

ども園施設整備交付金実施要領（平成２７年５月２１日２７文科初第３２３号文

部科学省初等中等教育局長通知）に基づき、子供を安心して育てることが出来る

体制の整備を促進するため、市町村及び第２条に定める事業を実施する事業者

（市町村を除く。以下「事業者」という。）が行う認定こども園等の施設整備に

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ことについて、千葉

県補助金等交付規則（昭和３２年千葉県規則第５３号。以下「規則」という。）

に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助の対象） 

第２条 補助の対象とする事業は、認定こども園施設整備交付金交付要綱及び認定

こども園施設整備交付金実施要領に基づき市町村及び事業者が実施する次表に定

める事業（以下「補助事業」という。）であって、補助金の交付を受けようとす

る年度内に完了するものとする。 

補助事業名 補助事業者 補助対象事業 

認定こども園

整備事業 
市町村 

認定こども園の創設、増築、増改築、改築、大

規模修繕等（各整備内容等は別表１に定めるもの

とする。） 

（１）対象施設 

① 就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律（平成 

２４年法律第６６号。以下「認定こども園

法」という。）第２条第７項に基づく幼保

連携型認定こども園において学校としての

教育を実施する部分（以下「学校教育部

分」という。） 

② 認定こども園法第３条第２項第２号に基

づく保育所型認定こども園の幼稚園機能部



分 

③ 認定こども園法第３条第２項第１号又は

第４項第１号に基づく幼稚園型認定こども

園を構成する学校教育法（昭和２２年法律

第２６条）第１条に規定する幼稚園 

（２）対象施設の設置主体 

① 対象施設が（１）①の場合 

学校法人又は社会福祉法人（幼保連携型認

定こども園の設置者である場合において当該

学校教育部分の施設整備を行う場合に限

る。） 

② 対象施設が（１）②の場合 

   学校法人又は社会福祉法人（保育所型認定

こども園を構成する保育所の設置者と同一の

社会福祉法人が当該幼稚園機能部分の施設整

備を行う場合に限る。） 

③ 対象施設が（１）③の場合 

   学校法人又は社会福祉法人（幼稚園型認定

こども園を構成する幼稚園の設置者と同一の

社会福祉法人が当該幼稚園部分の施設整備を

行う場合に限る。） 

幼稚園耐震化

整備事業 

事業者 

(対象施設の

設置主体) 

認定こども園への移行を予定する幼稚園（既に

認定こども園に移行した場合を含む。）の耐震化

を促進するための増改築、改築、大規模修繕等

（大規模修繕等は幼保連携型認定こども園の整備

に限る。各整備内容等は別表１に定めるものとす

る。） 

（１）対象施設 

① 認定こども園法第２条第７項に基づく幼

保連携型認定こども園における学校教育部

分 

② 認定こども園法第３条第２項第１号又は

第４項第１号に基づく幼稚園型認定こども

園を構成する学校教育法第１条に規定する

幼稚園 

③ 認定こども園法第２条第７項に基づく幼

保連携型認定こども園への移行を予定する

学校教育法第１条に規定する幼稚園（移行

後の幼保連携型認定こども園における学校

教育部分） 

④ 認定こども園法第３条第２項第１号又は



第４項第１号に基づく幼稚園型認定こども

園への移行を予定する学校教育法第１条に

規定する幼稚園 

（２）対象施設の設置主体 

① 対象施設が（１）①の場合 

    学校法人（学校法人等以外の個人立等か

ら学校法人立等に組織変更をし、施設整備

完了年度までに設置認可がなされ、当該完

了年度又はその翌年度から幼稚園等を開設

する場合を含む。以下この項において同

じ。）又は社会福祉法人（幼保連携型認定

こども園の設置者である場合において当該

学校教育部分の施設整備を行う場合に限

る。） 

② 対象施設が（１）②の場合 

    学校法人又は社会福祉法人（幼稚園型認

定こども園を構成する幼稚園及び保育所機

能の設置者が同一の社会福祉法人である場

合において当該幼稚園の施設整備を行う場

合に限る。） 

③ 対象施設が（１）③の場合 

    学校法人又は社会福祉法人（移行を予定

する幼保連携型認定こども園の設置者であ

る場合において当該学校教育部分の施設整

備を行う場合に限る。） 

④ 対象施設（１）④の場合 

    学校法人又は社会福祉法人（移行を予定

する幼稚園型認定こども園を構成する幼稚

園及び保育所機能の設置者が同一の社会福

祉法人である場合において当該幼稚園の施

設整備を行う場合に限る。） 

防犯対策整備

事業 
市町村 

幼稚園型認定こども園における防犯対策を強化

するための整備を実施する。 

（１）対象施設   

  認定こども園法第３条第２項第１号又は第４

号第１号に基づく幼稚園型認定こども園 

（２）設置主体の対象事業者 

  学校法人又は社会福祉法人 

２ 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする事業を行う者（法人その他の

団体にあっては、その役員等（理事、監事若しくはこれらに準ずる者、相談役、

顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係



る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。））が次の各号のいずれか

に該当する者であるときは、当該事業は、補助の対象とならない。 

(１) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

(２) 次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法令上の

義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）をした者

（継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除

く。） 

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、

情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する行為 

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りな

がら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上

の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 

ウ 県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相

手方（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であることを知

りながら、当該契約を締結する行為 

(３) 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している者 

（補助額の算出方法等） 

第３条 補助額は、別表２に定める方法によって算出した額を限度とする。 

２ 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。 

（申請書の提出期日等） 

第４条 市町村及び事業者は、規則第３条の規定により補助金の交付の申請をしよ

うとするときは、知事が定める期日までに、千葉県認定こども園施設整備交付金

事業費補助金交付申請書（第１号様式）に関係書類を添えて知事に提出しなけれ

ばならない。 

２ 第１項の申請を行うに当たって、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする

場合にあっては、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

（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）に規定する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対象経費に占める補助金の割合を

乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額しなければならない。ただし、申請

時において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が明らか

でないものについては、この限りではない。 

（交付条件） 

第５条 規則第５条の規定による条件は、次のとおりとする。 

（１） 補助事業の内容の変更（補助の目的を変えないで、補助金の交付決定

額に影響を及ぼさない軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承

認を受けなければならない。 



（２） 補助事業を中止し、又は廃止（一部の中止、又は廃止を含む。）する

場合には、知事の承認を受けなければならない。 

（３） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は完了することが困難と

見込まれる場合には、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければ

ならない。 

（４） 補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収

入額と支出額等を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければな

らない。 

（５） 前号の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前号の

収支簿とともに、補助事業の完了、あるいは中止又は廃止する日の属す

る年度の翌年度から５年間保存しなければならない。ただし、財産処分

の制限のある財産に関するものについて、これにかかわらず処分終了ま

での期間保存しなければならない。 

    また、事業者が証拠書類等の保存期間が満了しない間に解散する場合

は、その権利義務を継承する者（権利義務を継承する者がいない場合は

知事）に当該証拠書類を引き継がなければならない。 

（６） 補助事業の完了後においても、補助事業により取得し、又は効用の増

加した財産（以下「取得財産等」という。）は善良な管理者の注意をも

って管理し、補助事業の目的に従ってその効率的な運用を図らなければ

ならない。 

（７） 取得財産等については、文部科学大臣が定める期間を経過するまで、

知事の承認を受けないで、この補助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。 

（８） 知事の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があり、又

はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を県に納付させる

ことがある。 
（９） 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金

等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされ
た指定寄付金を除く。 

（10） 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる

契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わ

せることを承諾してはならない。 
（11） 補助対象事業を遂行するため契約を締結し、また支払を行う場合に

は、入札に付するなど、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげ得るよ
うに経費の効率的使用に努めなければならない。 

（12） 第１号から第１１号により付した条件に違反した場合には、補助金の

全部又は一部を県に返還させることがある。 

（13） 第７号により付した条件に基づき、知事が財産の処分を承認する場合

には、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければならない。 

（14） 事業者に対し市町村が補助することにより実施する事業にあっては、

次の条件を付さなければならない。 

ア 補助事業の内容の変更（補助の目的を変えないで、補助金の交付決

定額に影響を及ぼさない軽微な変更を除く。）をする場合には、市町

村長の承認を受けなければならないこと。 

イ 補助事業を中止し、又は廃止（一部の中止、又は廃止を含む。）す



る場合には、市町村長の承認を受けなければならないこと。 
ウ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は完了することが困難
と見込まれる場合には、速やかに市町村長に報告し、その指示を受け
なければならないこと。 

エ 補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の

収入額と支出額等を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなけれ

ばならないこと。 

オ 前号の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前号

の収支簿とともに、補助事業の完了、あるいは中止又は廃止する日の

属する年度の翌年度から５年間保存しなければならないこと。ただ

し、財産処分の制限のある財産に関するものについては、これにかか

わらず処分終了までの期間保存しなければならないこと。 

  また、事業者が証拠書類等の保存期間が満了しない間に解散する場

合は、その権利義務を継承する者（権利義務を継承する者がいない場

合は知事）に当該証拠書類を引き継がなければならないこと。 

カ 補助事業の完了後においても、取得財産等は善良な管理者の注意を

もって管理し、補助事業の目的に従ってその効率的な運用を図らなけ

ればならないこと。 

キ 取得財産等については、文部科学大臣が定める期間を経過するま

で、市町村長の承認を受けないで、この補助事業の目的に反して使用

し、譲渡し、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。 

ク 市町村長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があ

り、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市町村

に納付させることがあること。 
ケ 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、
寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に
対してなされた指定寄付金は除くこと。 

コ 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかな
る契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け
負わせることを承諾してはならないこと。 

サ 補助対象事業を遂行するため契約を締結し、また支払を行う場合に
は、入札に付するなど、市町村が行う契約手続の取扱いに準拠し、公
正かつ最小の費用で最大の効果をあげ得るように経費の効率的使用に
努めなければならないこと。 

シ 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、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に、速やかに市町

村長に報告しなければならないこと。 
また、市町村長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又

は一部を市町村に納付させるものとすること。 
（15） 市町村長は、第１４号により付した条件に基づき、事業者に対して承

認又は指示する場合には、あらかじめ知事の承認又は指示を受けなけれ
ばならない。 

（16） 第１４号のク及びシにより市町村が事業者から、財産処分による収入
又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の全部又は
一部の納付を受けた場合には、その納付額の全部又は一部を県に納付さ



せるものとする。 
（17） 事業者が第１４号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。 
（18) 本事業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。 

（申請の取り下げのできる期間） 

第６条 規則第７条第１項の規定により申請の取り下げのできる期間は、交付決定

の通知を受理した日から１０日を経過した日までとする。 

（変更の承認等） 

第７条 市町村及び事業者は、第５条第１号、第２号及び第１５号の規定による知

事の承認を受けようとする場合は、千葉県認定こども園施設整備交付金事業費補

助金変更（中止、廃止）承認申請書（第２号様式）を知事に提出しなければなら

ない。 

２ この補助金の交付決定後に補助対象額の変更により、変更交付申請を行う場合

には、千葉県認定こども園施設整備交付金事業費補助金変更交付申請書（第３号

様式）に関係書類を添付して知事に提出しなければならない。 
（交付決定の取り消し等） 

第８条 知事は、第５条第２号の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合

又は次の各号に掲げる場合には、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は

変更することができる。 

  （１） 市町村及び事業者が規則若しくはこの要綱又はこれらに基づく知事の

処分若しくは指示に違反した場合 

  （２） 市町村及び事業者が補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 

  （３） 市町村及び事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為

をした場合 

  （４） 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継

続する必要がなくなった場合 

２ 規則第１７条第１項第３号の知事が定める者は、第２条第２項第２号又は第３

号に該当する者（補助事業を行う者が法人その他の団体である場合にあっては、

その役員等が同項各号のいずれかに該当する者である法人その他の団体）とする。 

３ 知事は、前項の取消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に対

する補助金が交付されているときは、市町村又は事業者に対し、当該補助金の全

部又は一部の返還を命ずるものとする。 

４ 知事は、第２項の返還を命ずる場合には、規則第１９条の延滞金のほか、返還

の命令に係る補助金の受領の日から、納付の日までの期間に応じて、年利 

１０．９５％の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

（状況報告） 
第９条 規則第１０条の規定により補助事業の遂行状況を報告しようとする場合に

は、知事の定める日までに千葉県認定こども園施設整備交付金事業状況報告書（第

４号様式）を提出しなければならない。 
（遅延報告） 
第 10 条 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は完了することが困難と見込

まれる場合には、速やかに千葉県認定こども園施設整備交付金事業遅延報告書



（第５号様式）を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

（実績報告） 

第 11 条 市町村長及び事業者は、規則第１２条の規定により実績の報告をしようと

するときは、事業完了の日から起算して１か月を経過した日又は補助金の交付の

決定にかかる会計年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに千葉県認定

こども園施設整備交付金事業費補助金実績報告書（第６号様式）を知事に提出し

なければならない。 

２ 第１項の実績報告を行うに当たって、消費税及び地方消費税を補助対象経費と

する場合にあっては、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

額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告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 12条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、市町村長及

び事業者は、前条第１項による実績報告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には、

消費税仕入控除税額報告書（第７号様式）により、速やかに知事に対して報告し

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、当該仕入控除税額の全部又は一部の納

付を命ずるものとする。 

（請求書） 

第 13条 市町村長及び事業者は、規則第１５条の規定により補助金の交付を請求し

ようとするときは、千葉県認定こども園施設整備交付金事業費補助金請求書（第

８号様式）１部を知事に提出しなければならない。 

（概算払請求書） 

第 14条 市町村長及び事業者は、規則第１６条の規定により補助金の概算払を受け

ようとするときは、千葉県認定こども園施設整備交付金事業費補助金概算払請求

書（第９号様式）１部を知事に提出しなければならない。 

（電子的方法による提出及び通知等） 

第 15条 市町村長及び事業者は、第４条第１項の規定による交付の申請、第７条第

１項の規定による変更承認の申請、第７条第２項の規定による変更交付申請、第

９条の規定による状況報告、第１０条の規定による遅延報告、第１１条第１項の

規定による実績報告、第１２条第１項の規定による消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額の額の確定に伴う報告、第１３条の規定による請求、第１４条の規

定による概算払請求については、電磁的方法（補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律第２６条の３第１項の規定により大臣が定めるものをいう。）に

より行うことができる。  

２ 知事は、第５条第２号の規定による中止又は廃止の承認、第５条第７号の規定

による財産処分の承認、第５条第８号及び第８条第４項の規定による納付命令、

第８条第１項の規定による取消又は変更、第８条第３項及び第１２条第２項の規

定による返還命令（以下、「通知等」という。）について、市町村長及び事業者

が書面による通知等を受けることを予め求めた場合を除き、電磁的方法により通

知等することができる。 



   附 則 

１ この要綱は、平成２７年７月２８日から施行し、平成２７年４月９日から適用

する。 

２ この要綱は、平成２９年１月５日から施行し、平成２８年４月１日から適用す

る。 

３ この要綱は、平成２９年８月２日から施行し、平成２９年４月１日から適用す

る。 

４ この要綱は、平成３０年１０月１９日から施行し、平成３０年４月１日から適

用する。 

５ この要綱は、令和２年３月１６日から施行し、平成３１年４月１日から適用す

る。 

６ この要綱は、令和２年９月２８日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

７ この要綱は、令和３年９月１５日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

８ この要綱は、令和４年９月５日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 



別表１（第２条関係）

１　補助事業の整備内容等

　本要綱における補助事業の整備内容等は次に掲げるとおりとする。

（１）認定こども園整備事業

整備区分

創設

増築

増改築

改築

整備内容

　新たに施設を整備するもの

　既存施設の現在定員の増員を図るための整備をするもの

　既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設
の改築整備（一部改築を含む。）をするもの

　既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備（一部改築を含む。）を
するもの

大規模修繕等

①施設の一部改修
　ア　一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、
食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事
　イ　衛生環境の改善を目的としたトイレ及び給食調理場の改修工事、手洗
い場の設置・改修（1園当たり300万円以上の事業を対象とする。）
②施設の附帯設備の改造
　一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設
備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等附帯設備の改造工事
③施設の冷暖房設備の設置
　分散保育のために空き教室等を活用する際に、熱中症対策等を目的として
必要となった施設の冷暖房設備の新規設置工事及び一定年数を経過して使用
に堪えなくなり、改修が必要となった冷暖房設備の改造工事（1園当たり300
万円以上の事業を対象とする。）
④施設の模様替
　狭隘な居室を新しいニーズに合わせて拡大を図る際の間仕切り工事及び部
屋の使用目的を変えるための内部改修工事
⑤環境上の条件等により必要となった施設の一部改修
　アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事等（１園当た
り30万円以上の事業を対象とする。）
⑥消防法及び建築基準法等関係法令の改正により新たにその規定に適合させ
るために必要となる改修
　消防法設備等（スプリンクラー設備を除く。）について、消防法令等が改
正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備
⑦特殊附帯工事
　既存施設について、建物に固定して一体的に整備する工事（対象工事は本
表の２「特殊附帯工事の整備内容等」による。）
⑧土砂災害等に備えた施設の一部改修等
　県が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施
設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整備等
⑨耐震化等整備事業
　地震防災対策上必要な補強改修工事であって、既存施設について私立学校
施設整備費補助金（私立幼稚園施設整備費）交付要綱（平成11年4月1日文部
大臣裁定）別表１第３項及び別表２に準じて整備される工事（耐震補強、非
構造部材の耐震化、防災機能強化）
⑩その他施設における大規模な修繕等
　特に必要と認められる上記に準ずる工事

※交付対象は、対象工事費が500万円以上の事業とする（上記内容に定めがあ
るものを除く。）。



（留意事項）

整備区分

増改築

改築

整備要件

③　①②を前提として、幼稚園型又は保育所型の認定こども園となるために必要な施設整備につ
いても補助対象とする。
　ただし、施設整備終了後に幼稚園型又は保育所型の認定こども園として認定されなかった場合
は、原則として、補助条件違反として補助額の返還を命ずるものとする。

⑤　幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園の整備において一体的に幼稚園部分の改
築等を行う場合、また、既存の幼保連携型施設が、認定こども園としての機能を更に拡充させる
ために行う施設整備についても、対象となり得る。
⑥この補助金により施設整備を行う際に、過去に私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設整
備費）又は厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受け取得した財産について、取り壊し等の
財産処分を行う場合には、市町村は県に事前に相談すること。

①　整備を行う施設は交付申請を行う時点で、原則として、幼稚園、保育所、幼保連携型認定こ
ども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園のいずれかで
あること。
②　保育所型認定こども園の幼稚園機能部分については、認定こども園法第３条第１項に基づく
県の認定を受けること。
　ただし、交付決定をした年度内に上記の要件を満たさなかった場合は、原則として、補助条件
違反として補助額の返還を命ずるものとする。

⑦その他取扱いに関して必要な事項については別に通知するものとする。

　既存施設の現在定員の増員を行わな
いで改築整備（一部改築を含む。）を
するもの

④　幼保連携型認定こども園において児童福祉施設としての保育を実施する部分及び保育所型認
定こども園の認可保育所部分（認可保育所を新設することにより、新たに幼保連携型認定こども
園及び保育所型認定こども園の認可・認定を受ける場合を含む。）、幼稚園型認定こども園の保
育所機能部分（保育所機能部分を新設することにより、新たに幼稚園型認定こども園の認可・認
定を受ける場合を含む。）については、保育所等整備交付金により整備すること。

　新耐震基準施行（昭和５６年６月
１日）前の基準により建築された園
舎のうち、次の要件を満たすものの
増改築及び改築に限る。
①非木造建築に係る構造耐震指標
（以下「Is値」という。）がおおむ
ね0.7に満たない、若しくは、保有水
平耐力に係る指数（以下「q値」とい
う。）がおおむね1.0（またはCtuSd
値がおおむね0.3）に満たない非木造
園舎
②木造建築物に係る構造耐震指標
（以下「Iw値」という。）がおおむ
ね1.1に満たない木造園舎

整備内容

（２）幼稚園耐震化整備事業

　既存施設の現在定員の増員を図るた
めの増築整備をするとともに既存施設
の改築整備（一部改築を含む。）をす
るもの



大規模修繕等

　耐震化等整備事業
　地震防災対策上必要な補強改修工事
であって、既存施設について私立学校
施設整備費補助金（私立幼稚園施設整
備費）交付要綱（平成11年4月1日文部
大臣裁定）別表１第３項及び別表２に
準じて整備される工事（耐震補強、非
構造部材の耐震化、防災機能強化）

（耐震補強）
　新耐震基準施行（昭和５６年６月
１日）前の基準により建築された園
舎に係る次の要件を満たす耐震補強
に限る。
①Is値がおおむね0.7に満たない、若
しくは、q値がおおむね1.0（または
CtuSd値がおおむね0.3）に満たない
非木造園舎について、当該耐震補強
工事後の当該園舎のIs値が0.7を超
え、かつq値が1.0（またはCtuSd値が
0.3）を超え、または当該耐震補強工
事によってこれと同程度の耐震性能
が得られると認められるもの
②Iw値がおおむね1.1に満たない木造
園舎について、当該耐震補強工事後
のIw値が1.1を超え、または当該耐震
補強工事によってこれと同程度の耐
震性能が得られると認められるもの
（非構造部材の耐震化及び防災機能
強化）
　非構造部材の耐震化、防災機能強
化が必要と認められるものに限る。



（留意事項）

（３）防犯対策整備

整備区分

防犯対策整備

（留意事項）

２　特殊附帯工事の整備内容等

　本要綱における特殊附帯工事は次に掲げるとおりとする。

整備区分

資源有効活用整備

屋外教育環境整備

　私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設整備費）交
付要綱（平成11年4月1日文部大臣裁定）別表１第２項及び
別表２に準じて整備されるもので、設置工事等を伴うも
の。

　幼保連携型認
定こども園等の
創設、増築、増
改築及び改築と
同一年度に整備
を行うものに限
る。

整備内容 整備要件

①水の循環・再利用に係る整備
　施設から排出される生活雑排水等の循環・再利用のため
の整備
②生ゴミ等処理に係る整備
　施設から出るゴミの有効利用及び排出量の抑制等ゴミ処
理のための整備
③ソーラーの整備
　光熱水費等の節減及び地域の環境保全のためのソーラー
の整備
④その他
　資源の有効活用及び地域の環境保全のための整備であっ
て必要と認められるもの

①　整備を行う施設は交付申請を行う時点で、幼稚園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定
こども園のいずれかであること。

②　幼保連携型認定こども園又は幼稚園型認定こども園に移行する計画を有し、実施期限までに
認定こども園法第３条第４項第１号に基づく幼保連携型認定こども園、認定こども園法第３条第
２項第１号又は第４項第１号に基づく幼稚園型認定こども園のいずれかの機能を備えること。
　ただし、交付決定をした年度内に上記の要件を満たさなかった場合は、原則として、補助条件
違反として交付額の返還を命ずることとなる。

②　幼稚園についても補助対象とする。
　ただし、施設整備終了後に認定こども園法第３条第２項第１号又は第４項第１号に基づく幼稚
園型認定こども園の認定を受けなかった場合は、原則として、補助条件違反として補助額の返還
を命ずるものとする。

③　この交付金により施設整備を行う際に、過去に私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設
整備費）等の交付を受け取得した財産について、取り壊し等の財産処分を行う場合には、事業者
は県に事前に相談すること。

　施設の防犯対策を強化するため、非常通報装置・防犯カメラ設置や外構等
の設置修繕等必要な安全対策に係る整備をするもの

④その他取扱いに関して必要な事項については別に通知するものとする。

　認定こども園
等について、建
物に固定して一
体的に整備する
ものに限る。

④その他取扱いに関して必要な事項については別に通知するものとする。

③この補助金により施設整備を行う際に、過去に私立学校施設整備費補助金（私立幼稚園施設整
備費）又は厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受け取得した財産について、取り壊し等の
財産処分を行う場合には、市町村は県に事前に相談すること。

①　整備を行う施設は交付申請を行う時点で、原則として、幼稚園、幼稚園型認定こども園のい
ずれかであること。

整備内容



※幼保連携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分と児童福祉施設としての保
育を実施する部分の両方に特殊附帯工事の基準額を計上する場合、以下の算出方法で得た額を基
準額とすること。
１．特殊附帯工事対象事業のうち「資源有効活用整備」を行う場合
　整備後の幼稚園部分（１号認定の子どもに係る部分）の定員数を整備後の総定員数で除して得
た数を、基準額に乗じて得た額（千円未満切捨）を認定こども園施設整備交付金の基準額とする
こと。
２．特殊附帯工事対象事業のうち「屋外教育環境整備」のみを行う場合
　「屋外教育環境整備」は認定こども園施設整備交付金における対象事業であるため、基準額に
ついては認定こども園施設整備交付金に計上すること。
３．特殊附帯工事対象事業のうち「資源有効活用整備」及び「屋外教育環境整備」を行う場合、
次の手順により、基準額の按分を行うこと。
①「屋外教育環境整備」に係る対象工事費を特殊附帯工事全体に係る対象工事費で除して得た数
を基準額に乗じて得た額（千円未満切捨）を算定し、「屋外教育環境整備」に係る基準額とする
こと。
②整備後の幼稚園部分（１号認定の子どもに係る部分）の定員数を整備後の総定員数で除して得
た数を、基準額から上記①の「屋外教育環境整備」に係る基準額を引いた額に乗じて得た額（千
円未満切捨）を算定し、「資源有効活用整備」に係る基準額（１号認定子ども分）とすること。
③「屋外教育環境整備」に係る基準額と「資源有効活用整備（１号認定子ども分）」に係る基準
額の合計を認定こども園施設整備交付金の基準額とすること。



別表２（第３条関係）

（通則）

イ　算定されたそれぞれの額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

種目

本体工事費

特殊附帯工事費

設計料

解体撤去工事費及び
仮設施設整備工事費

種目

本体工事費

仮設施設整備工事費

１　補助金の算定基準

ア　各事業における補助金の算定基準及び算定方法等については、本表のとおりとする。

ウ　本表における都市部とは、助成決定年度又はその前年度における４月１日現在の人口密度が、
1,000人／k㎡以上の市町村をいう。

（１）創設、増築、増改築、改築に係る算定基準

基準

※土地の買収又は整地に関する費用、職員の宿舎に要する費用、その他施設整備費として適当と認められない費用につい
ては、補助対象外とする。

　本表の２の「補助金の算定
方法等」に掲げる１施設当た
りの補助基準額を基準とす
る。

　大規模修繕等（耐震化等整
備事業を含む。）について
は、知事が必要と認めた額と
する。

　仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事
請負費

（２）大規模修繕等に係る算定基準

基準 対象経費

　大規模修繕等（耐震化等整
備事業を含む。）その他特別
な工事費については、次のい
ずれか低い方の価格を基準に
知事が必要と認めた額とす
る。
（１）公的機関（市町村の建
築課等）の見積額
（２）工事請負業者の見積額

　施設の整備（施設の整備と一体的に整備される
ものであって、知事が必要と認めた整備を含
む。）に必要な工事費又は工事請負費及び工事事
務費。（工事施行のため直接必要な事務に要する
費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印
刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工
事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額
とする。以下同じ。）
　ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種
目において別途交付対象とする費用を除き（以下
同じ。）、工事費又は工事請負費には、これと同
等と認められる委託費、分担金及び適当と認めら
れる購入費等を含む。（以下同じ。）

　施設の整備（施設の整備と一体的に整備される
ものであって、知事が必要と認めた整備を含
む。）に必要な工事費又は工事請負費及び工事事
務費。（工事施行のため直接必要な事務に要する
費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印
刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工
事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額
とする。以下同じ。）
　ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種
目において別途交付対象とする費用を除き、工事
費又は工事請負費には、これと同等と認められる
委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を
含む。（以下同じ。）

　本表の２の「補助金の算定
方法等」に掲げる１施設当た
りの補助基準額を基準とす
る。

　特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費

　本表の２の「補助金の算定
方法等」に掲げる１施設当た
りの補助基準額を基準とす
る。

　解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮
設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負
費

　本表の２の「補助金の算定
方法等」に掲げる１施設当た
りの補助基準額を基準とす
る。

　事業を行うにあたり必要な設計費

対象経費



種目

２　補助金の算定方法等

（１）認定こども園整備事業

　①補助金の算定方法

　●補助対象事業に対する補助金の額は、次の（a）により算出した額（以下「交付基礎額」とい
う。）の合計額と（b）により算出した額の合計額を比較していずれか小さい方の額とする。
（a）補助金の対象となる事業につき、工事請負契約等を締結する単位ごとに、本表１の「補助金の算
定基準」及び本表２の②「補助基準額」に定める基準により算出した交付基礎額
（b）工事請負契約等を締結する単位ごとに、本表１の「補助金の算定基準」における対象経費の実支
出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額に２分の
１を乗じた額

※土地の買収又は整地に関する費用、職員の宿舎に要する費用、その他施設整備費として適当と認められない費用につい
ては、補助対象外とする。

　●市町村が域内の学校法人等による認定こども園整備事業に対し対象経費の１／４以内で補助を行
うとき、補助対象事業に対し、対象経費の１／２以内を補助金の額として交付する。
　　なお、市町村が域内の学校法人等による認定こども園整備事業について、補助対象経費の１／４
を超える補助を行うものについても同様とする。

（３）防犯対策整備に係る算定基準

基準

本体工事費

　防犯対策の整備に係る工事
費については、次の取り扱い
とする。
ア　門、フェンス等の外構の
設置、修繕等
　　次のいずれか低い方の価
格に２分の１を乗じた額を基
準に知事が必要と認めた額と
する。
（１）公的機関（市町村の建
築課等）の見積額
（２）工事請負業者２社の見
積額

ただし、（１）、（２）のい
ずれかの見積り額が300,000
円未満の場合は、本事業の対
象としない。

イ　非常通報装置等の基準
　次のいずれか低い方の価格
に２分の１を乗じた額と
900,000円を比較して少ない
方の価格を基準に知事が必要
と認めた額とする。
（１）公的機関（市町村の建
築課等）の見積額
（２）工事請負業者２社の見
積額

ただし、（１）、（２）のい
ずれかの見積り額が300,000
円未満の場合は、本事業の対
象としない。

　防犯対策に必要な工事費又は工事請負費及び工
事事務費。（工事施行のため直接必要な事務に要
する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬
費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額
は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を
限度額とする。
　ただし、別の補助金等又はこの種目とは別の種
目において別途交付対象とする費用を除き、（以
下同じ。）工事費又は工事請負費には、これと同
等と認められる委託費、分担金及び適当と認めら
れる購入費等を含む。（以下同じ。）

対象経費



　②補助基準額

単位：千円

標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 1,107 1,217 1,971 2,169

定員21～30名 1,254 1,381 2,407 2,647

定員31～40名 1,673 1,841 2,917 3,208

定員41～70名 2,105 2,318 4,052 4,458

定員71～100名 2,971 3,267 6,079 6,687

定員101～130名 3,566 3,923 7,296 8,025

定員131～160名 4,458 4,904 9,120 10,034

定員161～190名 5,349 5,885 9,972 10,969

定員191～220名 6,241 6,866 11,633 12,797

定員221～250名 7,134 7,847 13,296 14,626

定員251名以上 8,025 8,828 14,958 16,454

特殊附帯工事

設計料加算 本体工事費及び特殊付帯工事費に係る基準額の5％

　●幼保連携型認定こども園において学校としての教育を実施する部分の整備

　●幼稚園型認定こども園を構成する認可幼稚園部分の整備

※本体工事について、増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定
員数で除して得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事にかかる定員
数が算定できない場合は、「定員数＝総定員数×整備する面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点
以下切捨て）

※幼保連携型認定こども園における学校としての教育を行う部分及び幼稚園型認定こども園における認可幼稚園部分を整
備する場合、当該部分の定員規模に該当する基準額とすること。

本体工事 仮設施設整備工事

152,800

157,900

175,400 193,000

194,400 213,900

139,000

※解体撤去工事及び仮設施設整備工事について、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既設施設の工事
にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額
とすること。工事にかかる定員数が算定できない場合は、「定員数＝総定員数×解体面積／既存施設の総面積」で算定す
ること。（いずれも、小数点以下切捨て）

173,700

8,310

63,700

67,200

216,100 237,600

※特殊附帯工事の取扱いについては別表１のとおりとする。

99,800 109,800

120,100 132,000

76,900 84,500

（創設、増築、増改築、改築）

標準 都市部

55,200 60,800

基準額（１施設当たり）

解体撤去工事

74,100

57,900



定員20名以下

定員21～30名

定員31～40名

定員41～70名

定員71～100名

定員101～130名

定員131～160名

定員161～190名

定員191～220名

定員221～250名

定員251名以上

負担割合

（２）幼稚園耐震化整備事業

　①補助金の算定方法

　●対象経費の１／２以内を補助金の額として交付する。

　●補助対象事業に対する補助金の額は、次の（a）により算出した額（以下「交付基礎額」とい
う。）の合計額と（b）により算出した額の合計額を比較していずれか小さい方の額とする。
（a）補助金の対象となる事業につき、工事請負契約等を締結する単位ごとに、本表１の「補助金の算
定基準」及び本表２の②「補助基準額」に定める基準により算出した交付基礎額
（b）工事請負契約等を締結する単位ごとに、本表１の「補助金の算定基準」における対象経費の実支
出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額に２分の
１を乗じた額

市町村

補助事業者

8,143

9,306

6,383

県

 1/2

市町村

 1/4

事業者

 1/4

5,106

2,078

解体撤去工事 仮設施設整備工事

2,494

1,171

1,474

1,684

6,978

3,120

3,744

4,369

4,993

110,600

基準額（１施設当たり）

本体工事

③負担割合について

122,800

135,900

151,100 5,618

※本体工事について、増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定
員数で除して得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事にかかる定員
数が算定できない場合は、「定員数＝総定員数×整備する面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点
以下切捨て）

※保育所型認定こども園の幼稚園機能部分を整備する場合、当該機能部分の定員規模に該当する基準額とすること。

10,470

※解体撤去工事及び仮設施設整備工事について、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既設施設の工事
にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額
とすること。工事にかかる定員数が算定できない場合は、「定員数＝総定員数×解体面積／既存施設の総面積」で算定す
ること。（いずれも、小数点以下切捨て）

69,700

2,042

4,256

40,400

2,835

1,380

84,100

38,600

53,800

97,200

　●保育所型認定こども園の幼稚園機能部分の整備

773

47,100

878



　②補助基準額

単位：千円

標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 1,107 1,217 1,971 2,169

定員21～30名 1,254 1,381 2,407 2,647

定員31～40名 1,673 1,841 2,917 3,208

定員41～70名 2,105 2,318 4,052 4,458

定員71～100名 2,971 3,267 6,079 6,687

定員101～130名 3,566 3,923 7,296 8,025

定員131～160名 4,458 4,904 9,120 10,034

定員161～190名 5,349 5,885 9,972 10,969

定員191～220名 6,241 6,866 11,633 12,797

定員221～250名 7,134 7,847 13,296 14,626

定員251名以上 8,025 8,828 14,958 16,454

特殊附帯工事

設計料加算

負担割合

99,800

（増改築、改築）

基準額（１施設当たり）

本体工事 解体撤去工事 仮設施設整備工事

標準 都市部

216,100

※解体撤去工事及び仮設施設整備工事について、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、既設施設の工事
にかかる定員数を整備前の総定員数で除して得た数を、整備前の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額
とすること。工事にかかる定員数が算定できない場合は、「定員数＝総定員数×解体面積／既存施設の総面積」で算定す
ること。（いずれも、小数点以下切捨て）

55,200 60,800

57,900 63,700

67,200 74,100

76,900 84,500

193,000

139,000

※保育所型認定こども園の幼稚園機能部分の整備について、当該機能部分の定員規模に該当する基準額とすること。

109,800

120,100 132,000

※本体工事について、増築、一部改築等、定員のすべてが工事にかからない場合は、工事にかかる定員数を整備後の総定
員数で除して得た数を、整備後の総定員数の規模における基準額に乗じて得た額を基準額とすること。工事にかかる定員
数が算定できない場合は、「定員数＝総定員数×整備する面積／整備後の総面積」で算定すること。（いずれも、小数点
以下切捨て）

本体工事費及び特殊付帯工事費に係る基準額の5％

194,400

157,900

213,900

補助事業者

事業者

県

 1/2  1/2

③負担割合について

173,700

事業者

175,400

237,600

8,310

152,800


