
 

 

八王子市民間保育所建設費補助金交付要綱  

平成 5年 4月 1日施行    

改正  

 平成 6年 4月 1日          平成 7年 4月 1日         平成 15年 4月 1日  

 平成 16年 11月 1日     平成 18年 2月 1日     平成 18年 9月 1日  

平成 19年 7月 13日        平成 20年 3月 10日       平成 21年 7月 1日  

平成 23年 3月 1日         平成 25年 2月 1日        平成 26年 3月 1日  

平成 27年 3月 2日         平成 27年 10月 30日    平成 29年 3月 1日  

平成 30年 2月 21日     平成 30年 11月 26日    令和元年 8月 15日  

令和 3年 3月 12日  

 

（目的）  

第１条  

この要綱は、「児童福祉法」（昭和 22年法律第 164号）第 35条第４項の規定に

よる認可を受けて設置する同法第 39条第１項に規定する保育所（以下「保育所」

という。）を設置運営する事業者（以下「事業者」という。）が行う施設整備

に要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、

補助金等の交付の手続等に関する規則（昭和 35年八王子市規則第 19号）に定め

るもののほか、必要な事項を定め、もって保育所の整備を推進し、児童福祉の

向上を図ることを目的とする。  

 

（補助対象事業）  

第２条   

この補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、別表１、２に

掲げる保育所の施設整備に係る事業で、次の各号に該当するものとする。  

(１ ) 施設の整備は、「八王子市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する

条例」（平成 26年条例第 33号）及び「八王子市保育所設置認可等事務取扱

要綱」に適合するものであること。  

(２ ) 建設に要する費用について、厚生労働省の補助金が内示決定又は交付決



 

 

定されたものであること。  

(３ ) 補助事業の計画及び方法が第１条の目的を達成するために適切であり、

十分な成果が期待し得るものであること。  

 

（補助対象経費）  

第３条   

この補助事業の対象となる経費は、補助事業の実施に必要な経費であって、

別表１又は別表２に定める経費とする。ただし、次の各号に掲げる費用は、補

助の対象としない。  

(１ ) 土地の買収又は整地に要する費用  

(２ ) 既存の建物の買収に要する費用（既存の建物を買収することが建物を新

築することよりも、効率的であると認められる場合を除く。）  

(３ ) 職員の宿舎の建設に要する費用  

(４ ) 外構整備に要する費用  

(５ ) 防音壁整備事業における、防音以外を目的とした整備に要する費用   

(６ ) その他建設費として適当と認められない費用  

 

（補助金交付額）  

第４条  補助金交付額は、次のとおりとする。  

(１ ) 「保育所等整備交付金の交付について」（令和２年６月５日付厚生労働

省発子 0605第４号）別紙「保育所等整備交付金交付要綱」のうち保育所に

係る部分の対象事業  

ア  新設、増築、増改築、改築、大規模修繕若しくは老朽民間児童福祉施設

整備を行う場合  

別表３及び別表４により算出した額の合計額と対象経費の実支出額の合  

計額を比較して少ない方の額に８分の７を乗じて得た額（その額に千円未  

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）と、別表９により算出した  

額の合計額と対象経費の実支出額の合計額を比較して少ない方の額に８分  

の７を乗じて得た額（その額に千円未満の端数があるときは、これを切り  



 

 

捨てる。）の合計額とする。  

イ  防音壁整備を行う場合  

別表５に定める基準額と対象経費の実支出額の合計額を比較して少ない  

方の額に４分の３を乗じて得た額（その額に千円未満の端数があるときは、 

これを切り捨てる。）とする。  

（２）  「保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について」（令和３年１

月 22日付厚生労働省発子 0122第２号）別紙「保育対策総合支援事業費補助

金交付要綱」のうち保育所に係る部分の対象事業   

ア  賃貸物件による保育所改修を行う場合  

別表６に定める基準額と対象経費の実支出額の合計額を比較して少ない

方の額に８分の７を乗じて得た額（その額に千円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）、別表８により算出した額の合計額と対象経費の実支

出額の合計額を比較して少ない方の額に８分の７を乗じて得た額（その額

に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）及び別表９に定める

基準額と対象経費の実支出額の合計額を比較して少ない方の額に８分の７

を乗じて得た額（その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。）の合計額とする。  

  イ  認可化移行改修を行う場合  

   別表７に定める基準額と対象経費の実支出額の合計額を比較して少ない  

方の額に４分の３を乗じて得た額（その額に千円未満の端数があるときは、 

これを切り捨てる。）とする。  

 

（補助金の交付申請）  

第５条   

この補助事業に係る補助金の交付を受けようとする事業者は、建設に要する

費用について「民間保育所建設費補助金交付申請書」（第１号様式）に次に掲

げる書類を添付して、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。  

(１ ) 定款又は寄附行為及び役員名簿  

(２ ) 施設整備理由書  



 

 

(３ ) 申請額算出内訳書（別表１に掲げる事業の場合は第２号様式、別表２に

掲げる事業の場合は第３号様式又は第４号様式とする）  

(４ ) 事業実施計画書（第５号様式）  

(５ ) 当該補助事業に係る歳入歳出予算書（又は見込書）抄本  

(６ ) 別に国等から助成を受け、又は、受けようとする場合には、その助成の

内容を記載した書類  

(７ ) 財産目録（法人設立中にあっては、これに代わるべき書類）  

(８ ) その他市長が必要と認める書類  

２  市長は、前項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

係書類を審査し、適当と認められたときは、別紙補助条件を付し、第６号様式

により補助金の交付を決定する。  

 

（補助事業の内容変更等）  

第６条   

事業者は、次の各号の一に該当するときは、市長の承認を受けなければなら

ない。  

(１ ) 補助事業に要する経費の配分を変更（補助事業に実質的影響のない場合

は除く。）しようとするとき。  

(２ ) 補助事業の建物の規模、構造等を変更（施設の機能を著しく変更しない

程度の軽微な変更を除く。）しようとするとき。  

(３ ) 補助事業を中止、又は、廃止しようとするとき。  

２  前項による内容の変更等をする場合は、「民間保育所建設費補助金内容変

更等承認申請書」（第７号様式）に次に掲げる書類を添付し、別に定める期日

までに市長に提出しなければならない。  

(１ ) 「申請額算出内訳書」（別表１に掲げる事業の場合は第８号様式、別表

２に掲げる事業の場合は第９号様式又は第１０号様式とする）  

(２ ) 「内容変更計画書」（第 11号様式）  

(３ ) 当該事業に関する歳入歳出予算書（又は見込書）抄本  

(４ ) その他市長が必要と認める書類  



 

 

３  市長は、前項の変更等承認申請書の提出を受けたときは、関係書類を審査

し、適当と認められたときは、「民間保育所建設費補助金内容変更等承認書」

（第 12号様式）により事業者に通知するものとする。  

 

（実績報告）  

第７条   

事業者は、補助事業が完了したときは、「民間保育所建設費補助金実績報告

書」（第 13号様式）に次の書類（２か年事業の初年度の実績報告の場合は、第

４号の「引渡書」の写し、「支払領収書」の写し及び第５号の「検査済証」を

除く。また、第６号の「完成前後の写真」は、「建設中の写真」とする。）を

添えて、事業完了後（２か年事業の初年度の場合は、当該年度の事業完了後）

速やかに市長に提出しなければならない。  

(１ ) 事業実績書（第 14号様式）  

(２ ) 建設費精算書（別表１に掲げる事業の場合は第 15号様式、別表２に掲げ

る事業の場合は第 16号様式又は第 17号様式とする）  

(３ ) 当該補助事業に係る歳入歳出決算書（又は見込書）抄本  

(４ ) 請負工事の場合は、「工事請負書」の写し、「引渡書」の写し及び「支

払領収書」の写し  

(５ ) 工事完了を確認するに必要な「検査済証」（別表２に掲げる事業の場合

で発行できない場合は工事完了届等検査済証に代わるもの）の写し  

(６ ) 建物内外主要部分の完成前後の写真及び撮影位置を示した図面  

２  市長は、提出された実績報告書の内容を審査及び現地調査を実施し、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、第 18号様式により通知する。  

 

（補助金の交付等）  

第８条   

 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、当該補助

金を交付するものとする。ただし、補助金の交付決定後に補助事業の円滑な遂



 

 

行のため市長が特に必要があると認める経費については、概算払いをすること

ができる。  

２  事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、第 19

号様式による補助金請求書又は第 20号様式による補助金概算払請求書を市長に

提出しなければならない。  

３  事業者は、補助金の概算払を受けたときは、前条の規定による補助金の額

の確定通知書受領後、第 21号様式による補助金精算書を市長に提出し、速やか

に補助金を精算しなければならない。  

 

（財産の処分の制限）  

第９条   

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を補助金の交付

の目的及び条件に反して使用、譲渡、交換、貸付、又は担保に供しようとする

ときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。  

 

（書類の整備保管）  

第 10条    

事業者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類及

び事業に係る書類を整備し、これを事業完了後補助事業等により取得し、又は

効用の増加した財産を処分するまでの間保管しておかなければならない。  

 

（補助金制度の見直し）  

第 11条  

この補助金は、「補助金見直し方針」に基づき、見直しを行うものとする。  

 

附  則  

この要綱は、平成５年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成６年４月１日から施行する。  



 

 

附  則  

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 15年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 16年 11月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 18 年２月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 18 年９月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 19 年７月 13 日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 20 年３月 10 日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 21 年７月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 23 年３月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 25 年２月１日から施行し、平成 24 年４月１日から適用する。  

附  則  

この要綱は、平成 26年３月１日から施行し、平成 25年４月１日から適用する。  

附  則  

この要綱は、平成 27年３月２日から施行し、平成 26年４月１日から適用する。  

附  則  

この要綱は、平成 27年 10月 30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 29年３月１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 30年２月 21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 11月 26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、令和元年８月 15日から施行し、平成 31年４月１日から適用する。  

附  則  

この要綱は、令和３年３月 12日から施行し、令和２年４月１日から適用する。  

 



 

 

別紙 

 

補  助  条  件 

 

１ 事情変更による決定の取消し等 

  市長は、この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全

部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した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、この限りではない。 

２ 承認事項 

  事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の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、この限りではない。 

（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。 

３ 事故報告等 

  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補助事業の遂行が困難となった場合

には、速やかに、その理由及び遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けなけ

ればならない。 

４ 状況報告 

  市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、事業者に対し補助事業の遂

行状況に関し報告を求めることがある。 

５ 補助事業の遂行命令等 

（１）市長は、３及び４による報告、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、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って

遂行されていないと認めるときは、事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきこと

を命ずることがある。 

（２）事業者が（１）の命令に違反したときは、市長は、事業者に対し、補助事業の一時停止を命

ずることができる。 

６ 実績報告 

  事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、それらの事実

があった日から３０日以内又は別に定める日のいずれか早い日までに、別紙第 13号様式に関係書

類を添えて補助事業の実績を報告しなければならない。 

７ 是正のための措置 

（１）市長は、実績報告書の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の

内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、事業者に対し、当該補助事業につき、

これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることがある。 

（２）６の実績報告は（１）の命令により必要な措置をした場合においても、これを行わなければ

ならない。 



 

 

 

８ 決定の取消し 

（１）市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り

消すことがある。 

  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。 

  イ 補助金を他の用途に使用したとき。 

  ウ その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決  

定に基づく命令に違反したとき。 

（２）（１）の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。 

９ 補助金の返還 

（１）市長は、１又は８により補助金の交付の決定が取り消された場合において、補助事業の当該 

取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命

ずるものとする。 

（２）（１）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

が交付されているときは、その超えた額についても同様とする。 

１０ 関係書類の整理保管 

  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、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。 

１１ その他 

  市長は、この補助金を財源として認可保育所を設置運営する事業者に補助するにあたり、下記

の条件を付すものとする。 

（１）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取得価格又は効用の

増加の価格が単価５０万円以上の機械及び器具については、「補助金等により取得し、又は効

用の増加した財産の処分制限期間」（平成２０年厚生労働省告示第３８４号）に定める期間を

経過するまで、市長の承認を受けないで、この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、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。 

（２）補助事業により取得したもの又は効用の増加した部分につき、造作買取請求権その他の権利

が生じたときは、その処分につき市長の承認を受けるものとする。 

（３）市長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は、その収入の全部又は一

部を市に納付させることがある。 

（４）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、補助事業の完了後においても、

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

（５）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（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、別紙第22号

様式により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月 30 日までに市長

に報告しなければならない。 

   なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、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、本社、本所等（以下この号において「本部等」と

いう。）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告

内容に基づき報告を行うこと。 

   また、市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に納付させること

がある。 

（６）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附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附金を除く。 

（７）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。 

（８）補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手

続きの取扱いに準拠しなければならない。 

（９）補助事業により施設整備を行う際に、過去に厚生労働省所管一般会計補助金等の交付を受け

て取得した財産について、取壊し等の財産処分を行う場合には、市長の承認を受けなければな

らない。また、東京都の補助金を受けて取得した財産については、東京都知事の承認を受けな

ければならない。 



 

 

 

 

別表１（保育所等整備交付金補助対象経費） 

区分 種目 対象経費 

補助対象経費 

本体工事費 

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び

工事事務費（工事施工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。）、工事費又は工事事務費には、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。） 

開設準備経費加算 保育所の開設準備に必要な費用 

土地借料加算 

新たに土地を賃借して保育所を整備する場合、又

は、既に土地を賃借している場合で新たな保育所

を整備する場合に必要な費用 

特殊附帯工事費 

特殊附帯工事費に必要な工事費又は工事請負費

（平成 20 年 6 月 12 日雇児発第 0612004 号厚生

労働省雇用均等・児童家庭局長通知「次世代育成

支援対策整備交付金における特殊附帯工事の取

り扱いについて」を準用） 

解体撤去工事費及び仮

設施設整備工事費（改

築・増改築の場合が対象） 

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 

 

定期借地権設定のため

の一時金加算 

定期借地権契約により土地を確保し整備する場

合に必要となる権利金や前払地代などの一時金 

地域の余裕スペース活

用促進加算 

地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、

公有地、公園などの都市施設など）を活用して保

育所等を整備する場合において、本体工事の補助

基準額に加算 

八王子市民間保育所建設費補助金交付要綱 別表 



 

 

別表２（保育対策総合支援事業費補助金補助対象経費） 

区分 種目 対象経費 

補助対象経費 

賃貸物件による保育所

等改修費等 

賃貸物件により、保育所を新設、定員の拡大、老

朽化に伴い必要となる経費（改修費等、賃借料（礼

金を含み、敷金を除く。）） 

認可化移行改修費等 

認可保育所への移行に必要な経費（改修費等、賃

借料（改修期間中の建物賃借料及び礼金を含み、

敷金を除く。）） 

 

 

備考 

 施設整備とは次の整備内容をいう。 

整 備 区 分 整 備 内 容  

新     設 新たに施設を整備すること。 

改     築 

 

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。）

をすること。 

増     築 既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。 

増 改 築 

 

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。）をすること。 

大 規 模 修 繕 

 

 

既存施設について平成２０年６月１２日雇児発第 0612002号厚生労働

省雇用均等・児童家庭局長通知「次世代育成支援対策施設整備交付金

における大規模修繕等の取扱いについて」を準用し整備をすること。 

老朽民間児童福祉

施設整備 

社会福祉法人が設置する施設について平成２０年６月１２日雇児発第

0612001 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「老朽民間児童福

祉施設等の整備について」を準用し改築整備（一部改築を含む。）をす

ること。 

防 音 壁 整 備 近隣住民の生活環境の保全が見込まれる防音壁の整備をすること。 

賃貸物件による保

育所改修 

賃貸物件により、保育所を新設、定員の拡大、老朽化に伴う改修をす

ること。 

認可化移行改修 認可保育所への移行にあたって必要な改修をすること。 

 



 

 

別表３  

＜本体工事＞                              単位：円 

 基準額（１施設当たり） 

定員 20人以下 117,800,000 定員131人～160人 296,000,000 

定員 21人～30人 123,400,000 定員161人～190人 336,600,000 

定員 31人～40人 143,600,000 定員191人～220人 374,000,000 

定員 41人～70人 163,800,000 定員221人～250人 414,600,000 

定員 71人～100人 212,800,000 定員 251人以上 460,200,000 

定員 101人～130人 255,800,000   

特殊附帯工事 16,100,000 

設計料加算 
本体工事費に係る基準額（開設準備費加算、土地借料加算、定期借

地権設定のための一時金加算を除く）の５％ 

開設準備費加算 

次に掲げる整備後の定員区分における基準額に増加定員数を乗じて

加算 

定員 20名以下 54,000 

定員 21～30名 40,000 

定員 31～40名 32,000 

定員 41～70名 28,000  

定員 71～100名 22,000 

定員 101～130名 18,000 

定員 131～160名 18,000 

 定員 161名以上 16,000 

土地借料加算 47,600,000  

定期借地権設定のた

めの一時金加算 

保育所等の設置に必要な土地について、東京国税局長が定める路線

価に基づき相続税における評価額の算出方法により算出された額

（路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に

国税局長が定める倍率を乗じた額）の 2分の 1 

地域の余裕スペース

活用促進加算 
16,720,000 

※増築、一部改築等、定員の全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、「工事にかかる定員数＝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） 

※大規模修繕については、対象経費の実支出額を基準額とすること。 

※設計料加算の「本体工事費に係る基準額」は、補助対象経費の本体工事費、特殊付帯工事費、解体撤去

工事費及び仮設施設整備工事費に係る基準額とすること。 

※土地借料加算については、新たに土地を賃借して保育所等を整備する場合に加算すること。また、工事

着工日までの費用を含む。 



 

 

※地域の余裕スペース活用促進加算については、地域の余裕スペース（学校、公営住宅、公民館、公有地、

公園などの都市施設など）を活用して保育所等を整備する場合において、本体工事の補助基準額に加算

すること。 

 

 

別表４  

＜解体撤去工事、仮設施設整備工事＞                   単位：円 

 基準額（１施設当たり） 

解体撤去工事 仮設施設整備工事 

定員 20人以下 2,358,000 4,202,000 

定員 21人～30人 2,676,000 5,128,000 

定員 31人～40人 3,566,000 6,216,000 

定員 41人～70人 4,490,000 8,636,000 

定員 71人～100人 6,330,000 12,956,000 

定員 101人～130人 7,600,000 15,550,000 

定員 131人～160人 9,502,000 19,440,000 

定員 161人～190人 11,402,000 21,254,000 

定員 191人～220人 13,302,000 24,796,000 

定員 221人～250人 15,204,000 28,338,000 

定員 251人以上 17,104,000 31,880,000 

※一部改築等、定員の全てが工事にかからない場合は、既存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、「工事にかかる定員数＝総定員数×改築面積／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） 

 

 

 別表５ 

＜防音壁整備＞                             単位：円 

対象経費 基準額 

近隣住民等への配慮から防音対策を必要と

する保育所の防音壁設置に係る費用 

１施設あたり 

7,054,000 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表６  

＜賃貸物件による保育所改修費等＞                     単位：円 

対象経費 基準額 

賃貸物件により、保育

所を新設、又は定員の

拡大、老朽化に伴い必

要となる経費（改修費

等、賃借料（礼金を含

み、敷金を除く。）） 

本園 1施設あたり 

①利用（増加）定員 19人以下の場合 

23,000,000 

②利用（増加）定員 20人～59人の場合 

35,000,000 

③利用（増加）定員 60人以上の場合 

63,000,000 

④老朽化対応の場合  27,000,000 

分園 1施設あたり 

①利用（増加）定員 19人以下の場合 

17,000,000 

②利用（増加）定員 20人以上の場合 

24,000,000 

③老朽化対応の場合  16,000,000 

※改修費等は、令和３年３月３１日までに完了した工事の出来高に応じて補助する。 

※改修費等は建物の躯体工事費等を除く内装工事費等に限る。 

※賃借料は、内装工事等の着工日から令和３年３月３１日までに支払った額を対象とする。 

※２０人未満分園を含む。 

 

 

別表７ 

＜認可化移行改修費等＞                         単位：円 

対象経費 基準額 

認可保育所へ移行するために必要な経費（改

修費等、賃借料（改修期間中の建物賃借料及

び礼金を含み、敷金を除く。）） 

１施設あたり 

35,000,000 

※改修費等は、令和３年３月３１日までに完了した工事の出来高に応じて補助する。 

※賃借料は、内装工事等の着工日から令和３年３月３１日までに支払った額を対象とする。 

※改修費等は建物の躯体工事費等を除く内装工事費等に限る。 

 

 

 

 



 

 

別表８ 

＜開設準備経費＞                            単位：円 

対象経費 基準額 

既存建物を借り上げて保育所の本園・分園を

設置し、保育を実施する場合に貸主に対して

支払う礼金及び建物賃借料（敷金を除く。）

にかかる費用（開設前の改修等期間に係る賃

借料に限る。）のうち、別表６に定める基準

額を超えて事業者が支払う費用 

１施設あたり 

41,000,000 

※令和２年４月１日以降に新たに締結した賃貸借契約に係る経費に限る。 

※賃借料は、内装工事等の着工日から令和３年３月３１日までに支払った額を対象とする。 

※社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人又は公益財団法人又は学校法人に限る。 

 

別表９ 

＜高騰加算（本体工事）＞                        単位：円 

対象経費 基準額（１施設当たり） 

別表３に定める工事費に

係る基準額を超えて事業

者が支払う費用（大規模

修繕を除く。） 

定員 20人以下 29,450,000 

定員 21人～30人 30,850,000 

定員 31人～40人 35,900,000 

定員 41人～70人 40,950,000 

定員 71人～100人 53,200,000 

定員 101人～130人 63,950,000 

定員 131人～160人 74,000,000 

定員 161人～190人 84,150,000 

定員 191人～220人 93,500,000 

定員 221人～250人 103,650,000 

定員 251人以上 115,050,000 

特殊附帯工事 4,025,000 

地域の余裕スペース活用促進

加算 
4,180,000 

別表６に定める工事費に

係る基準額を超えて事業

者が支払う費用 

本園 ①利用（増加）定員 19人以下の場合 

5,750,000 

②利用（増加）定員 20人～59人の場合 

8,750,000 

③利用（増加）定員 60人以上の場合 

15,750,000 

④老朽化対応の場合  6,750,000 



 

 

分園 ①利用（増加）定員 19人以下の場合 

4,250,000 

②利用（増加）定員 20人以上の場合 

6,000,000 

③老朽化対応の場合  27,000,000 

※増築、一部改築等、定員の全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、「工事にかかる定員数＝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） 

※社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人又は公益財団法人又は学校法人に限る。 

 

 

＜高騰加算（解体撤去工事、仮設施設整備工事）＞             単位：円 

対象経費 
基準額（１施設当たり） 

 解体撤去工事 仮設施設整備工事 

別表４に定める工事

費に係る基準額を超

えて事業者が支払う

費用（大規模修繕を

除く。） 

定員 20人以下 589,000 1,050,000 

定員 21人～30人 669,000 1,282,000 

定員 31人～40人 891,000 1,554,000 

定員 41人～70人 1,122,000 2,159,000 

定員 71人～100人 1,582,000 3,239,000 

定員 101人～130人 1,900,000 3,887,000 

定員 131人～160人 2,375,000 4,860,000 

定員 161人～190人 2,850,000 5,313,000 

定員 191人～220人 3,325,000 6,199,000 

定員 221人～250人 3,801,000 7,084,000 

定員 251人以上 4,276,000 7,970,000 

※一部改築等、定員の全てが工事にかからない場合は、既存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、「工事にかかる定員数＝総定員数×改築面積／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） 

※社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人又は公益財団法人又は学校法人に限る。 


