
新旧表

新 旧

別紙

保育所等整備交付金交付要綱

１～３ （略）

４ この交付要綱において「保育所等」、「保育所機能部分」、「小規模保育事業所」、「防

音壁整備事業」、「防犯対策強化整備事業」とは、次の表に定める施設又は事業をいう。

区分 定義

保育所等

・児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 39 条第１項に規定する保育所（同法

第 56 条の８に規定する公私連携型保育所を含む。以下この項において同じ。）

・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18年法律第77号。以下「認定こども園法」）という。）第３条第１項に基づ

く認定を受けることができる保育所において、保育を必要とする子どもに保育

を実施する部分

・認定こども園法第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園（認定こども

園法第 34 条に規定する公私連携幼保連携型認定こども園を含む。）において、

児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設としての保育を実施する部分

・平成 10 年４月９日児発第 302 号厚生省児童家庭局長通知「保育所分園の設置運

営について」に基づき設置する保育所分園

・平成 28 年８月８日府子本第 555 号・28 文科初第 682 号・雇児発 0808 第１号内

閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長通知「幼保連携型認定こども園において新たに分園を設

置する場合の取扱いについて」に基づき設置する幼保連携型認定こども園分園・

保育所型認定こども園分園において保育を必要とする子どもに保育を実施する

部分

保育所機能部分

・認定こども園法第３条第１項及び第３項に基づく認定を受けることができる幼

稚園において、保育を必要とする子どもに保育を実施する部分（当該施設の定

員が 20 人以上の場合に限る。）

・平成 28 年８月８日府子本第 555 号・28 文科初第 682 号・雇児発 0808 第１号内

閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長通知「幼保連携型認定こども園において新たに分園を設

置する場合の取扱いについて」に基づき設置する幼稚園型認定こども園分園に

おいて保育を必要とする子どもに保育を実施する部分

小規模保育事業所 ・児童福祉法第６条の３第 10 項に規定する事業を行う事業所

防音壁整備事業
・近隣住民等への配慮から防音対策を必要とする保育所等、保育所機能部分又は

小規模保育事業所の防音壁設置に係る費用の一部を補助する事業

防犯対策強化

整備事業

・施設の防犯対策を強化する観点から、保育所等又は小規模保育事業所の防犯対

策の強化に係る費用の一部を補助する事業

５ （略）

別紙

保育所等整備交付金交付要綱

１～３ （略）

４ この交付要綱において「保育所等」、「保育所機能部分」、「小規模保育事業所」、「防

音壁整備事業」、「防犯対策強化整備事業」とは、次の表に定める施設又は事業をいう。

区分 定義

保育所等

・児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 39 条第１項に規定する保育所（同法

第 56 条の８に規定する公私連携型保育所を含む。以下この項において同じ。）

・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18年法律第77号。以下「認定こども園法」）という。）第３条第１項に基づ

く認定を受けることができる保育所において、保育を必要とする子どもに保育

を実施する部分

・認定こども園法第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園（認定こども

園法第 34 条に規定する公私連携幼保連携型認定こども園を含む。）において、

児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設としての保育を実施する部分

・平成 10 年４月９日児発第 302 号厚生省児童家庭局長通知「保育所分園の設置運

営について」に基づき設置する保育所分園

・平成 28 年８月８日府子本第 555 号・28 文科初第 682 号・雇児発 0808 第１号内

閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長通知「幼保連携型認定こども園において新たに分園を設

置する場合の取扱いについて」に基づき設置する幼保連携型認定こども園分園・

保育所型認定こども園分園において保育を必要とする子どもに保育を実施する

部分

保育所機能部分

・認定こども園法第３条第１項に基づく認定を受けることができる幼稚園におい

て、保育を必要とする子どもに保育を実施する部分（当該施設の定員が 20 人以

上の場合に限る。）

・平成 28 年８月８日府子本第 555 号・28 文科初第 682 号・雇児発 0808 第１号内

閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇

用均等・児童家庭局長通知「幼保連携型認定こども園において新たに分園を設

置する場合の取扱いについて」に基づき設置する幼稚園型認定こども園分園に

おいて保育を必要とする子どもに保育を実施する部分

小規模保育事業所 ・児童福祉法第６条の３第 10 項に規定する事業を行う事業所

防音壁整備事業
・近隣住民等への配慮から防音対策を必要とする保育所等、保育所機能部分又は

小規模保育事業所の防音壁設置に係る費用の一部を補助する事業

防犯対策強化

整備事業

・施設の防犯対策を強化する観点から、保育所等又は小規模保育事業所の防犯対

策の強化に係る費用の一部を補助する事業

５ （略）
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６ 交付金の交付の対象となる施設整備事業は、次の表の①の施設の種類ごとに、②欄に定め

る設置根拠（（4）防音壁を設置する施設及び(5) 防犯対策の強化に係る整備を行う施設を

除く。）により、③欄に定める設置主体が設置する施設に係る施設整備事業に対し、市町村

が行う補助事業（(3)小規模保育事業所については公立施設の施設整備事業を除く。）とす

る。

① 施設の種類 ② 設置根拠 ③ 設置主体

（１）保育所等 児童福祉法第35条第４項及

び同法第56条の８第３項並

びに認定こども園法第17条

第 1項及び同法第 34条第３

項

社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団

法人、公益財団法人又は学校法人（幼保

連携型認定こども園を構成 する幼稚

園及び保育所の設置者が 同一の学校

法人であって、当該保育所の施設整備

を行う場合に限る。）

（以下「社会福祉法人等」という。）

ただし、「新子育て安心プラン実施計

画」の採択を受けている市町村又は、

「新子育て安心プラン実施計画」の採

択を受けていない市町村のうち財政力

指数が 1.0 未満の市町村は、市町村が

認めた者（公立施設を除く。）とする。

（２）保育所機

能部分

認定こども園法第３条第２

項第１号及び第４項第１号

社会福祉法人又は学校法人（幼稚園型

認定こども園を構成する幼稚園の設置

者と同一の学校法人が、当該保育所機

能部分の施設整備を行う場合に限る。）

ただし、「新子育て安心プラン実施計

画」の採択を受けている市町村又は、

「新子育て安心プラン実施計画」の採

択を受けていない市町村のうち財政力

指数が 1.0 未満の市町村は、市町村が

認めた者（公立施設を除く。）とする。

（３）小規模保育

事業所

児童福祉法第 34 条の 15 第

１項及び第２項

市町村が認めた者（公立施設を含む。）

（４）防音壁を設

置する施設

－ 本表「①施設の種類」の（1）（2）(3)

に応じた「③設置主体」

（５）防犯対策の

強化に係る

整備を行う

施設

－ 本表「①施設の種類」の（1）(3)に応じ

た「③設置主体」

７ （略）

８ この交付金は、市町村に対し、整備計画、設置計画又は防犯計画（以下「整備計画等」と

いう。）に記載された施設整備事業に要する経費に充てるために交付するものとし、その交

付額は次により算出するものとする。

６ 交付金の交付の対象となる施設整備事業は、次の表の①の施設の種類ごとに、②欄に定め

る設置根拠（（4）防音壁を設置する施設及び(5) 防犯対策の強化に係る整備を行う施設を

除く。）により、③欄に定める設置主体が設置する施設に係る施設整備事業に対し、市町村

が行う補助事業（(3)小規模保育事業所については公立施設の施設整備事業を除く。）とす

る。

④ 施設の種類 ⑤ 設置根拠 ⑥ 設置主体

（１）保育所等 児童福祉法第35条第４項及

び同法第56条の８第３項並

びに認定こども園法第17条

第 1項及び同法第 34条第３

項

社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団

法人、公益財団法人又は学校法人（幼保

連携型認定こども園を構成 する幼稚

園及び保育所の設置者が 同一の学校

法人であって、当該保育所の施設整備

を行う場合に限る。）

（以下「社会福祉法人等」という。）

ただし、「子育て安心プラン実施計画」

の採択を受けている市町村又は、「子育

て安心プラン実施計画」の採択を受け

ていない市町村のうち財政力指数が

1.0 未満の市町村は、市町村が認めた者

（公立施設を除く。）とする。

（２）保育所機

能部分

認定こども園法第３条第２

項第１号及び第４項第１号

社会福祉法人又は学校法人（幼稚園型

認定こども園を構成する幼稚園の設置

者と同一の学校法人が、当該保育所機

能部分の施設整備を行う場合に限る。）

ただし、「子育て安心プラン実施計画」

の採択を受けている市町村又は、「子育

て安心プラン実施計画」の採択を受け

ていない市町村のうち財政力指数が

1.0 未満の市町村は、市町村が認めた者

（公立施設を除く。）とする。

（３）小規模保育

事業所

児童福祉法第 34 条の 15 第

１項及び第２項

市町村が認めた者（公立施設を含む。）

（４）防音壁を設

置する施設

－ 本表「①施設の種類」の（1）（2）(3)

に応じた「③設置主体」

（５）防犯対策の

強化に係る

整備を行う

施設

－ 本表「①施設の種類」の（1）(3)に応じ

た「③設置主体」

７ （略）

８ この交付金は、市町村に対し、整備計画、設置計画又は防犯計画（以下「整備計画等」と

いう。）に記載された施設整備事業に要する経費に充てるために交付するものとし、その交

付額は次により算出するものとする。
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ただし、算出された交付額に 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）６の（１）の事業（保育所等）

ア 「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が 1.0 未満

の市町村又は財政力指数が 1.0 以上であって、整備を行う年度（以下「整備年度」とい

う。）の４月１日現在の待機児童数が 10 人以上、かつ当該年度の保育拡大量が 90 人以

上の市町村に限る。）が策定する整備計画に基づく施設整備事業（創設、増築、増改築

に限る。）であって、原則として、「新子育て安心プラン実施計画」上、施設整備を行

う保育所等が所在する保育提供区域において整備年度又は整備年度の次年度の４月１

日時点の申込児童数が整備年度の４月１日現在の利用定員数を超えることが見込まれ

ている年齢区分（「０歳児」、「１，２歳児」及び「３歳以上児」の３区分。以下同じ。）

の利用定員総数が増加する施設整備事業

(ｱ) 交付金の交付の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位

ごとに、別表１－１、別表２－１で定める基準により算出した基準額の合計を交付基

礎額とする。

(ｲ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表１－１で定め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

額の合計に別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額を算出する。

(ｳ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、(ｱ)により算出した額と(ｲ)により算出した

額を比較していずれか少ない方の額の合計を交付額とする。

イ ア以外の場合

(ｱ) 交付金の交付の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位

ごとに、別表１－１、別表１－２、別表２－２で定める基準により算出した基準額の

合計を交付基礎額とする。

(ｲ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表１－１、別表１－２で定める対象経費

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

少ない方の額の合計に別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額を算出する。

(ｳ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、(ｱ)により算出した額と(ｲ)により算出した

額を比較していずれか少ない方の額の合計を交付額とする。

（２） （略）

（３）６の（３）の事業（小規模保育事業所）

ア 「新子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が 1.0 未満

の市町村又は財政力指数が 1.0 以上であって、整備年度の４月１日現在の待機児童数が

10 人以上、かつ当該年度の保育拡大量が 90 人以上の市町村に限る。）が策定する整備

計画に基づく施設整備事業（創設、増築、増改築に限る。）であって、原則として、「新

子育て安心プラン実施計画」上、施設整備を行う小規模保育事業所が所在する保育提供

区域において整備年度又は整備年度の次年度の４月１日時点の申込児童数が整備年度

の４月１日現在の利用定員数を超えることが見込まれている年齢区分の利用定員総数

が増加する施設整備事業

(ｱ) 交付金の交付の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位

ごとに、別表１－５、別表２－８で定める基準により算出した基準額の合計を交付基

ただし、算出された交付額に 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）６の（１）の事業（保育所等）

ア 「子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が 1.0 未満の

市町村又は財政力指数が 1.0 以上であって、整備を行う年度（以下「整備年度」という。）

の４月１日現在の待機児童数が 10 人以上、かつ当該年度の保育拡大量が 90 人以上の市

町村に限る。）が策定する整備計画に基づく施設整備事業（創設、増築、増改築に限る。）

であって、原則として、「子育て安心プラン実施計画」上、施設整備を行う保育所等が

所在する保育提供区域において整備年度又は整備年度の次年度の４月１日時点の申込

児童数が整備年度の４月１日現在の利用定員数を超えることが見込まれている年齢区

分（「０歳児」、「１，２歳児」及び「３歳以上児」の３区分。以下同じ。）の利用定

員総数が増加する施設整備事業

(ｱ) 交付金の交付の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位

ごとに、別表１－１、別表２－１で定める基準により算出した基準額の合計を交付基

礎額とする。

(ｲ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表１－１で定め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

額の合計に別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額を算出する。

(ｳ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、(ｱ)により算出した額と(ｲ)により算出した

額を比較していずれか少ない方の額の合計を交付額とする。

イ ア以外の場合

(ｱ) 交付金の交付の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位

ごとに、別表１－１、別表１－２、別表２－２で定める基準により算出した基準額の

合計を交付基礎額とする。

(ｲ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表１－１、別表１－２で定める対象経費

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

少ない方の額の合計に別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額を算出する。

(ｳ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、(ｱ)により算出した額と(ｲ)により算出した

額を比較していずれか少ない方の額の合計を交付額とする。

（２） （略）

（３）６の（３）の事業（小規模保育事業所）

ア 「子育て安心プラン実施計画」の採択を受けている市町村（財政力指数が 1.0 未満の

市町村又は財政力指数が 1.0 以上であって、整備年度の４月１日現在の待機児童数が 10

人以上、かつ当該年度の保育拡大量が 90 人以上の市町村に限る。）が策定する整備計

画に基づく施設整備事業（創設、増築、増改築に限る。）であって、原則として、「子

育て安心プラン実施計画」上、施設整備を行う小規模保育事業所が所在する保育提供区

域において整備年度又は整備年度の次年度の４月１日時点の申込児童数が整備年度の

４月１日現在の利用定員数を超えることが見込まれている年齢区分の利用定員総数が

増加する施設整備事業

(ｱ) 交付金の交付の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位

ごとに、別表１－５、別表２－８で定める基準により算出した基準額の合計を交付基



新 旧

礎額とする。

(ｲ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表１－５で定め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

額の合計に別表１－９で定める国の負担割合を乗じた額を算出する。

(ｳ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、(ｱ)により算出した額と(ｲ)により算出した

額を比較していずれか少ない方の額の合計を交付額とする。

イ ア以外の場合

(ｱ) 交付金の交付の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位

ごとに、別表１－５、別表１－６、別表２－９で定める基準により算出した基準額の

合計を交付基礎額とする。

(ｲ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表１－５、別表１－６で定める対象経費

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

少ない方の額の合計に別表１－９で定める国の負担割合を乗じた額を算出する。

(ｳ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、(ｱ)により算出した額と(ｲ)により算出した

額を比較していずれか少ない方の額の合計を交付額とする。

（４） （略）

（５） （略）

９ 次の表に掲げる施設整備事業に係る交付金の交付額の算定にあっては、次により算定す

るものとする。ただし、対象となる「保育所等」、「保育所機能部分」及び「小規模保育事

業所」が豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37 年法律第 73 号）第２条第２項の規定に基づき指

定された特別豪雪地帯、奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29 年法律第 189 号）第 1条に

規定された奄美群島、離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第 2 条第 1 項の規定に基づき

指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79

号）第 4 条第 1 項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14

号）第 3 条第 1 項第 3 号に規定された離島のいずれかに所在する場合、８の（１）（２）

（３）、９の（２）（３）（４）の算定にあっては、算出された基準額に対して、0.08 を乗

じて得られた額を加算し、交付基礎額を算出するものとする。

（１）～（３） （略）

（４）次の表の⑤に掲げる「保育所等」及び「小規模保育事業所」の施設整備事業

８の（１）（３）、９の（１）（２）（３）に基づいて算定し、「交付基準額表」中、「待

機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合」に基づき、交付基礎額を算

出するものとする。

① 沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）第４条第１項に規定する沖縄振興計画に基づく事業と

して行う場合

② 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19 号）第８条第１項に規定する

過疎地域持続的発展市町村計画に基づく事業及び附則第５条に基づく事業として行う場合

③ 山村振興法（昭和 40 年法律第 64 号）第８条第１項に規定する山村振興計画に基づく事業として行う

場合（地方交付税法（昭和 25 年法律第 211 号）第 14 条の規定により算定した市町村の基準財政収入

礎額とする。

(ｲ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表１－５で定め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

額の合計に別表１－９で定める国の負担割合を乗じた額を算出する。

(ｳ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、(ｱ)により算出した額と(ｲ)により算出した

額を比較していずれか少ない方の額の合計を交付額とする。

イ ア以外の場合

(ｱ) 交付金の交付の対象となる施設整備事業につき、工事請負契約等を締結する単位

ごとに、別表１－５、別表１－６、別表２－９で定める基準により算出した基準額の

合計を交付基礎額とする。

(ｲ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表１－５、別表１－６で定める対象経費

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

少ない方の額の合計に別表１－９で定める国の負担割合を乗じた額を算出する。

(ｳ) 工事請負契約等を締結する単位ごとに、(ｱ)により算出した額と(ｲ)により算出した

額を比較していずれか少ない方の額の合計を交付額とする。

（４） （略）

（５） （略）

９ 次の表に掲げる施設整備事業に係る交付金の交付額の算定にあっては、次により算定す

るものとする。ただし、対象となる「保育所等」、「保育所機能部分」及び「小規模保育事

業所」が豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37 年法律第 73 号）第２条第２項の規定に基づき指

定された特別豪雪地帯、奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29 年法律第 189 号）第 1条に

規定された奄美群島、離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第 2 条第 1 項の規定に基づき

指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79

号）第 4 条第 1 項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14

号）第 3 条第 1 項第 3 号に規定された離島のいずれかに所在する場合、８の（１）（２）

（３）、９の（２）（３）（４）の算定にあっては、算出された基準額に対して、0.08 を乗

じて得られた額を加算し、交付基礎額を算出するものとする。

（１）～（３） （略）

（４）次の表の⑤に掲げる「保育所等」及び「小規模保育事業所」の施設整備事業

８の（１）（３）、９の（１）（２）（３）に基づいて算定し、「交付基準額表」中、「待

機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合」に基づき、交付基礎額を算

出するものとする。

① 沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）第４条第１項に規定する沖縄振興計画に基づく事業と

して行う場合

② 過疎地域自立促進特別措置法（平成 12 年法律第 15 号）第６条第１項に規定する過疎地域自立促進市

町村計画に基づく事業として行う場合

③ 山村振興法（昭和 40 年法律第 64 号）第８条第１項に規定する山村振興計画に基づく事業として行う

場合（地方交付税法（昭和 25 年法律第 211 号）第 14 条の規定により算定した市町村の基準財政収入
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額を同法第 11 条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で補助年度前

３か年度内の各年度に係るものを合算したものの３分の１の数値が 0.4 未満である市町村の区域内

にあるものに限る。（創設を除く。））

④ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14 年法律第 92 号）第 12 条第

１項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項第４号に基づき

政令で定める施設

⑤ 平成 28 年４月７日雇児発第 0407 第 2 号「「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について」

の対応方針について」に基づき、参加する自治体が当該事業を行う場合

１０～１８ （略）

別表１－１

算 定 基 準

（創設、増築、増改築、改築及び老朽民間児童福祉施設整備）

１ 区分 ２ 種目 ３ 基準 ４ 対象経費 ５ 負担割合

保育所等 本体工事費 別表２に掲げる１施設当たりの

交付基準額を基準とする。

※１ 沖縄振興特別措置法（平成14

年法律第 14 号）第４条第１項に

規定する沖縄振興計画に基づく

事業、過疎地域の持続的発展の支

援に関する特別措置法（令和３年

法律第 19 号）第８条第１項に規

定する過疎地域持続的発展市町

村計画に基づく事業及び附則第

５条に基づく事業、山村振興法

（昭和 40 年法律第 64 号）第８条

第１項に規定する山村振興計画

に基づく事業、南海トラフ地震に

係る地震防災対策の推進に関す

る特別措置法（平成 25 年法律第

87 号）第 12 条第１項に規定する

津波避難対策緊急事業計画に基

づいて実施される事業のうち、同

項第４号に基づき政令で定める

施設として行う事業、待機児童解

消に向けて緊急的に対応する施

策に基づく事業を含む。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭

和 37 年法律第 73 号）第２条第２

項の規定に基づき指定された特

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、

厚生労働大臣が必要

と認めた整備を含

む。）に必要な工事費

又は工事請負費（７に

定める費用を除く。）、

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

額を限度額とする。以

下同じ。）、実施設計

に要する費用、開設準

備に必要な費用、新た

に土地を賃借して整

備する場合に必要な

賃借料（敷金を除き礼

金を含む。）、定期借

地権契約により土地

を確保し整備する場

別表１－９の

とおり

額を同法第 11 条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で補助年度前

３か年度内の各年度に係るものを合算したものの３分の１の数値が 0.4 未満である市町村の区域内

にあるものに限る。（創設を除く。））

④ 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14 年法律第 92 号）第 12 条第

１項に規定する津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業のうち、同項第４号に基づき

政令で定める施設

⑤ 平成 28 年４月７日雇児発第 0407 第 2 号「「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について」

の対応方針について」に基づき、参加する自治体が当該事業を行う場合

１０～１８ （略）

別表１－１

算 定 基 準

（創設、増築、増改築、改築及び老朽民間児童福祉施設整備）

１ 区分 ２ 種目 ３ 基準 ４ 対象経費 ５ 負担割合

保育所等 本体工事費 別表２に掲げる１施設当たりの

交付基準額を基準とする。

※１ 沖縄振興特別措置法（平成14

年法律第 14 号）第４条第１項に

規定する沖縄振興計画に基づく

事業、過疎地域自立促進特別措置

法（平成 12 年法律第 15 号）第６

条第１項に規定する過疎地域自

立促進市町村計画に基づく事業、

山村振興法（昭和 40 年法律第 64

号）第８条第１項に規定する山村

振興計画に基づく事業、南海トラ

フ地震に係る地震防災対策の推

進に関する特別措置法（平成 25

年法律第 87 号）第 12 条第１項に

規定する津波避難対策緊急事業

計画に基づいて実施される事業

のうち、同項第４号に基づき政令

で定める施設として行う事業、待

機児童解消に向けて緊急的に対

応する施策に基づく事業を含む。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭

和 37 年法律第 73 号）第２条第２

項の規定に基づき指定された特

別豪雪地帯、奄美群島振興開発特

別措置法（昭和 29 年法律第 189

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、

厚生労働大臣が必要

と認めた整備を含

む。）に必要な工事費

又は工事請負費（７に

定める費用を除く。）、

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

額を限度額とする。以

下同じ。）、実施設計

に要する費用、開設準

備に必要な費用、新た

に土地を賃借して整

備する場合に必要な

賃借料（敷金を除き礼

金を含む。）、定期借

地権契約により土地

を確保し整備する場

別表１－９の

とおり
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別豪雪地帯、奄美群島振興開発特

別措置法（昭和 29 年法律第 189

号）第 1 条に規定された奄美群

島、離島振興法（昭和 28 年法律

第 72 号）第 2 条第 1 項の規定に

基づき指定された離島振興対策

実施地域、小笠原諸島振興開発特

別措置法（昭和44年法律第79号）

第 4 条第 1 項に規定された小笠

原諸島又は沖縄振興特別措置法

（平成 14 年法律第 14 号）第 3条

第 1 項第 3 号に規定された離島

のいずれかに所在する場合は、上

記に定める方法により算定され

た基準額に対して 0.08 を乗じて

得た額を加算する。

合に必要となる権利

金や前払地代などの

一時金。

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。）

解体撤去工事

費及び仮設施

設整備工事費

（災害復旧に

係る仮設施設

整備工事費は

除く。）

別表２に掲げる１施設当たりの交

付基準額を基準とする。※１、※２に

ついて同上。

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

別表１－２ （略）

別表１－３

算 定 基 準

（創設、増築、増改築、改築及び老朽民間児童福祉施設整備）

１ 区分 ２ 種目 ３ 基準 ４ 対象経費 ５ 負担割合

保育所

機能部分

本体工事費 別表２に掲げる１施設当たり

の交付基準額を基準とする。

※１ 沖縄振興特別措置法（平

成 14 年法律第 14 号）第４条

第１項に規定する沖縄振興計

画に基づく事業、過疎地域の

持続的発展の支援に関する特

別措置法（令和３年法律第 19

号）第８条第１項に規定する

過疎地域持続的発展市町村計

画に基づく事業及び附則第５

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、

厚生労働大臣が必要

と認めた整備を含

む。）に必要な工事費

又は工事請負費（７に

定める費用を除く。）、

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

別表１－９の

とおり

号）第 1 条に規定された奄美群

島、離島振興法（昭和 28 年法律

第 72 号）第 2 条第 1 項の規定に

基づき指定された離島振興対策

実施地域、小笠原諸島振興開発特

別措置法（昭和44年法律第79号）

第 4 条第 1 項に規定された小笠

原諸島又は沖縄振興特別措置法

（平成 14 年法律第 14 号）第 3条

第 1 項第 3 号に規定された離島

のいずれかに所在する場合は、上

記に定める方法により算定され

た基準額に対して 0.08 を乗じて

得た額を加算する。

合に必要となる権利

金や前払地代などの

一時金。

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。）

解体撤去工事

費及び仮設施

設整備工事費

（災害復旧に

係る仮設施設

整備工事費は

除く。）

別表２に掲げる１施設当たりの交

付基準額を基準とする。※１、※２に

ついて同上。

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

別表１－２ （略）

別表１－３

算 定 基 準

（創設、増築、増改築、改築及び老朽民間児童福祉施設整備）

１ 区分 ２ 種目 ３ 基準 ４ 対象経費 ５ 負担割合

保育所

機能部分

本体工事費 別表２に掲げる１施設当たり

の交付基準額を基準とする。

※１ 沖縄振興特別措置法（平

成 14 年法律第 14 号）第４条

第１項に規定する沖縄振興計

画に基づく事業、過疎地域自

立促進特別措置法（平成 12 年

法律第 15 号）第６条第１項に

規定する過疎地域自立促進市

町村計画に基づく事業、山村

振興法（昭和 40 年法律第 64

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、

厚生労働大臣が必要

と認めた整備を含

む。）に必要な工事費

又は工事請負費（７に

定める費用を除く。）、

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

別表１－９の

とおり
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条に基づく事業、山村振興法

（昭和 40 年法律第 64 号）第

８条第１項に規定する山村振

興計画に基づく事業、南海ト

ラフ地震に係る地震防災対策

の推進に関する特別措置法

（平成 25 年法律第 87 号）第

12条第１項に規定する津波避

難対策緊急事業計画に基づい

て実施される事業のうち、同

項第４号に基づき政令で定め

る施設として行う事業を含

む。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法

（昭和 37 年法律第 73 号）第

２条第２項の規定に基づき指

定された特別豪雪地帯、奄美

群島振興開発特別措置法（昭

和 29 年法律第 189 号）第 1条

に規定された奄美群島、離島

振興法（昭和 28 年法律第 72

号）第 2 条第 1 項の規定に基

づき指定された離島振興対策

実施地域、小笠原諸島振興開

発特別措置法（昭和 44 年法律

第 79 号）第 4 条第 1 項に規定

された小笠原諸島又は沖縄振

興特別措置法（平成 14 年法律

第 14 号）第 3 条第 1 項第 3号

に規定された離島のいずれか

に所在する場合は、上記に定

める方法により算定された基

準額に対して 0.08 を乗じて

得た額を加算する。

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。）、実施設計

に要する費用。

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。）

解体撤去工事費及

び仮設施設整備工

事費（災害復旧に

係る仮設施設整備

工事費は除く。）

別表２に掲げる１施設当たりの

交付基準額を基準とする。※１、※

２について同上。

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

別表１－４ （略）

号）第８条第１項に規定する

山村振興計画に基づく事業、

南海トラフ地震に係る地震防

災対策の推進に関する特別措

置法（平成 25 年法律第 87 号）

第 12 条第１項に規定する津

波避難対策緊急事業計画に基

づいて実施される事業のう

ち、同項第４号に基づき政令

で定める施設として行う事業

を含む。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法

（昭和 37 年法律第 73 号）第

２条第２項の規定に基づき指

定された特別豪雪地帯、奄美

群島振興開発特別措置法（昭

和 29 年法律第 189 号）第 1条

に規定された奄美群島、離島

振興法（昭和 28 年法律第 72

号）第 2 条第 1 項の規定に基

づき指定された離島振興対策

実施地域、小笠原諸島振興開

発特別措置法（昭和 44 年法律

第 79 号）第 4 条第 1 項に規定

された小笠原諸島又は沖縄振

興特別措置法（平成 14 年法律

第 14 号）第 3 条第 1 項第 3号

に規定された離島のいずれか

に所在する場合は、上記に定

める方法により算定された基

準額に対して 0.08 を乗じて

得た額を加算する。

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。）、実施設計

に要する費用。

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。）

解体撤去工事費及

び仮設施設整備工

事費（災害復旧に

係る仮設施設整備

工事費は除く。）

別表２に掲げる１施設当たりの

交付基準額を基準とする。※１、※

２について同上。

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

別表１－４ （略）
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別表１－５

算 定 基 準

（創設、増築、増改築、改築及び老朽民間児童福祉施設整備）

１ 区分 ２ 種目 ３ 基準 ４ 対象経費 ５ 負担割合

小規模保

育事業所

本体工事費 別表２に掲げる１施設当たりの

交付基準額を基準とする。

※１ 沖縄振興特別措置法（平成14

年法律第 14 号）第４条第１項に

規定する沖縄振興計画に基づく

事業、過疎地域の持続的発展の支

援に関する特別措置法（令和３年

法律第 19 号）第８条第１項に規

定する過疎地域持続的発展市町

村計画に基づく事業及び附則第

５条に基づく事業、山村振興法

（昭和 40 年法律第 64 号）第８条

第１項に規定する山村振興計画

に基づく事業、南海トラフ地震に

係る地震防災対策の推進に関す

る特別措置法（平成 25 年法律第

87 号）第 12 条第１項に規定する

津波避難対策緊急事業計画に基

づいて実施される事業のうち、同

項第４号に基づき政令で定める

施設として行う事業、待機児童解

消に向けて緊急的に対応する施

策に基づく事業を含む。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭

和 37 年法律第 73 号）第２条第２

項の規定に基づき指定された特

別豪雪地帯、奄美群島振興開発特

別措置法（昭和 29 年法律第 189

号）第 1 条に規定された奄美群

島、離島振興法（昭和 28 年法律

第 72 号）第 2 条第 1 項の規定に

基づき指定された離島振興対策

実施地域、小笠原諸島振興開発特

別措置法（昭和44年法律第79号）

第 4 条第 1 項に規定された小笠

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、

厚生労働大臣が必要

と認めた整備を含

む。）に必要な工事費

又は工事請負費（７に

定める費用を除く。）、

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

額を限度額とする。以

下同じ。）、実施設計

に要する費用、開設準

備に必要な費用、新た

に土地を賃借して整

備する場合に必要な

賃借料（敷金を除き礼

金を含む。）、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。

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

別表１－９の

とおり

別表１－５

算 定 基 準

（創設、増築、増改築、改築及び老朽民間児童福祉施設整備）

１ 区分 ２ 種目 ３ 基準 ４ 対象経費 ５ 負担割合

小規模保

育事業所

本体工事費 別表２に掲げる１施設当たりの

交付基準額を基準とする。

※１ 沖縄振興特別措置法（平成14

年法律第 14 号）第４条第１項に

規定する沖縄振興計画に基づく

事業、過疎地域自立促進特別措置

法（平成 12 年法律第 15 号）第６

条第１項に規定する過疎地域自

立促進市町村計画に基づく事業、

山村振興法（昭和 40 年法律第 64

号）第８条第１項に規定する山村

振興計画に基づく事業、南海トラ

フ地震に係る地震防災対策の推

進に関する特別措置法（平成 25

年法律第 87 号）第 12 条第１項に

規定する津波避難対策緊急事業

計画に基づいて実施される事業

のうち、同項第４号に基づき政令

で定める施設として行う事業、待

機児童解消に向けて緊急的に対

応する施策に基づく事業を含む。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭

和 37 年法律第 73 号）第２条第２

項の規定に基づき指定された特

別豪雪地帯、奄美群島振興開発特

別措置法（昭和 29 年法律第 189

号）第 1 条に規定された奄美群

島、離島振興法（昭和 28 年法律

第 72 号）第 2 条第 1 項の規定に

基づき指定された離島振興対策

実施地域、小笠原諸島振興開発特

別措置法（昭和44年法律第79号）

第 4 条第 1 項に規定された小笠

原諸島又は沖縄振興特別措置法

（平成 14 年法律第 14 号）第 3条

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、

厚生労働大臣が必要

と認めた整備を含

む。）に必要な工事費

又は工事請負費（７に

定める費用を除く。）、

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

額を限度額とする。以

下同じ。）、実施設計

に要する費用、開設準

備に必要な費用、新た

に土地を賃借して整

備する場合に必要な

賃借料（敷金を除き礼

金を含む。）、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。

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

別表１－９の

とおり
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原諸島又は沖縄振興特別措置法

（平成 14 年法律第 14 号）第 3条

第 1 項第 3 号に規定された離島

のいずれかに所在する場合は、上

記に定める方法により算定され

た基準額に対して 0.08 を乗じて

得た額を加算する。

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。）

解体撤去工事

費及び仮設施

設整備工事費

（災害復旧に

係る仮設施設

整備工事費は

除く。）

別表２に掲げる１施設当たりの交

付基準額を基準とする。※１、※２に

ついて同上。

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

別表１－６ （略）

別表１－７

算 定 基 準

（防音壁整備）

１ 区分 ２ 種目 ３ 基準 ４ 対象経費 ５ 負担割合

防音壁整

備

本体工事費 防音壁の整備に係る工事費につい

て は 、 １ 施 設 当 た り 基 準 額 を

3,590,000 円（1／2相当）とする。

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、

厚生労働大臣が必要

と認めた備を含む。）

に必要な工事費又は

工事請負費（７に定め

る費用を除く。）、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

額を限度額とする。以

下同じ。）、実施設計

に要する費用。

別表１－９の

とおり

第 1 項第 3 号に規定された離島

のいずれかに所在する場合は、上

記に定める方法により算定され

た基準額に対して 0.08 を乗じて

得た額を加算する。

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。）

解体撤去工事

費及び仮設施

設整備工事費

（災害復旧に

係る仮設施設

整備工事費は

除く。）

別表２に掲げる１施設当たりの交

付基準額を基準とする。※１、※２に

ついて同上。

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

別表１－６ （略）

別表１－７

算 定 基 準

（防音壁整備）

１ 区分 ２ 種目 ３ 基準 ４ 対象経費 ５ 負担割合

防音壁整

備

本体工事 防音壁の整備に係る工事費につい

て は 、 １ 施 設 当 た り 基 準 額 を

3,527,000 円（1／2相当）とする。

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、

厚生労働大臣が必要

と認めた整備を含

む。）に必要な工事費

又は工事請負費（７に

定める費用を除く。）、

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

額を限度額とする。以

下同じ。）、実施設計

に要する費用。

別表１－９の

とおり
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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。）

別表１－８ （略）

別表１－９

保育所等整備交付金における施設整備事業の国、市町村、事業者の負担割合

国 市町村 事業者

下記以外
1/2

1/4

（※１）

1/4

（※１）

新子育て安心プラン実施計画の採択を受けている市町

村が策定する整備計画に基づく施設整備事業（８（１）

ア又は８（３）アの事業に限る。）

2/3
1/12

（※２）

1/4

（※２）

９の表の①に基づく施設整備事業（防音壁整備、防犯対

策の強化に係る整備を除く。）
3/4

1/8

（※３）

1/8

（※３）

９の表の②③に基づく施設整備事業（防音壁整備、防犯

対策の強化に係る整備を除く。）
5.5/10

1/4

（※４）

1/5

（※４）

※１ 公立の小規模保育事業所の施設整備事業については、市町村 1/2

※２ 公立の小規模保育事業所の施設整備事業については、市町村 1/3

※３ 公立の小規模保育事業所の施設整備事業については、市町村 1/4

※４ 公立の小規模保育事業所の施設整備事業については、市町村 4.5/10

※５ 市町村は、上記の負担割合に応じて、事業者に対し、国の負担割合分と市町村の負担割

合分の合計額を補助する。

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。）

別表１－８ （略）

別表１－９

保育所等整備交付金における施設整備事業の国、市町村、事業者の負担割合

国 市町村 事業者

下記以外 1/2 1/4

（※１）

1/4

（※１）

子育て安心プラン実施計画の採択を受けている市町村が策

定する整備計画に基づく施設整備事業（８（１）ア又は８（３）

アの事業に限る。）

2/3 1/12

（※２）

1/4

（※２）

９の表の①に基づく施設整備事業（防音壁整備、防犯対策の

強化に係る整備を除く。）

3/4 1/8

（※３）

1/8

（※３）

９の表の②③に基づく施設整備事業（防音壁整備、防犯対策

の強化に係る整備を除く。）

5.5/10 1/4

（※４）

1/5

（※４）

※１ 公立の小規模保育事業所の施設整備事業については、市町村 1/2

※２ 公立の小規模保育事業所の施設整備事業については、市町村 1/3

※３ 公立の小規模保育事業所の施設整備事業については、市町村 1/4

※４ 公立の小規模保育事業所の施設整備事業については、市町村 4.5/10

※５ 市町村は、上記の負担割合に応じて、事業者に対し、国の負担割合分と市町村の負担割

合分の合計額を補助する。



別表２－１ ［８の（１）アに基づく保育所等施設整備事業：定額（2/3相当） 別表２－１ ［８の（１）アに基づく保育所等施設整備事業：定額（2/3相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

設計料加算 設計料加算
開設準備費加算 開設準備費加算
定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161名以上 定員161名以上

新 旧

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

88,700 97,500 87,200 95,800
100,900 111,200 99,200 109,200

72,700 80,000 71,400 78,600
76,200 83,900 74,900 82,400

182,800 201,200 179,600 197,600
207,600 228,500 204,000 224,400

131,300 144,400 128,900 141,900
157,900 173,800 155,100 170,700

284,100 312,600 279,100 307,100

特殊附帯工事 11,020 特殊附帯工事 10,830

230,700 253,900 226,700 249,400
255,700 281,300 251,100 276,400

本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て） 本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

37 37
29 28

14 13
12 12
11 11

23 23
20 20
16 15

2,330 2,570 2,280 2,530

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

土地借料加算 16,100 土地借料加算 16,100

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部

※５ 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。

※５ 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。

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※３ 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。工事に係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）

※３ 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。工事に係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）

※４ 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。

※４ 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。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）
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別表２－１ ［８の（１）アに基づく保育所等施設整備事業：定額（2/3相当）］ 別表２－１ ［８の（１）アに基づく保育所等施設整備事業：定額（2/3相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

設計料加算 設計料加算
開設準備費加算 開設準備費加算
定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161名以上 定員161名以上

土地借料加算 土地借料加算

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業の場合）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部

100,600 110,800 98,800 108,800
117,000 128,800 114,900 126,500

標準 都市部
96,000 105,700 94,300 103,800

208,500 229,300 204,800 225,300
241,300 265,500 237,000 260,800

133,400 146,800 131,100 144,200
173,300 190,700 170,300 187,300

337,400 371,300 331,500 364,800
375,100 412,500 368,500 405,200

274,200 301,700 269,400 296,400
304,700 335,200 299,400 329,200

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

37 37
29 28

特殊附帯工事 14,450 特殊附帯工事 14,200
本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て） 本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

14 13
12 12
11 11

23 23
20 20
16 15

2,990 3,330

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

21,400 21,400

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部
3,050 3,390

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※３ 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。工事に係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）

※３ 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。工事に係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）

※４ 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。

※４ 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。

※５ 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。

※５ 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。

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）



別表２－１ ［８の（１）アに基づく保育所等施設整備事業：定額（2/3相当）］ 別表２－１ ［８の（１）アに基づく保育所等施設整備事業：定額（2/3相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

設計料加算 設計料加算

開設準備費加算 開設準備費加算
定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161名以上 定員161名以上

新 旧

交 付 基 準 額 表
（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

88,700 97,500 87,200 95,800
100,900 111,200 99,200 109,200

72,700 80,000 71,400 78,600
76,200 83,900 74,900 82,400

182,800 201,200 179,600 197,600
207,600 228,500 204,000 224,400

131,300 144,400 128,900 141,900
157,900 173,800 155,100 170,700

284,100 312,600 279,100 307,100

特殊附帯工事 11,020 特殊附帯工事 10,830

230,700 253,900 226,700 249,400
255,700 281,300 251,100 276,400

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

37 37
29 28

土地借料加算 31,700 土地借料加算 31,700

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、当該保育所等が所在する地域を所管する国税局長が定める
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に別表１－９に定め
る国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

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、当該保育所等が所在する地域を所管する国税局長が定める
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庁が定める倍率を乗じた額）の２分の１に別表１－９に定め
る国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

14 13
12 12
11 11

23 23
20 20
16 15

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部
10,320 11,360 10,140 11,160

※４ 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。

※４ 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。

※５ 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。

※５ 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。

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※３ 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。工事に係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）

※３ 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。工事に係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）

※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）



新 旧

別表２－１ ［８の（１）アに基づく保育所等施設整備事業：定額（2/3相当）］ 別表２－１ ［８の（１）アに基づく保育所等施設整備事業：定額（2/3相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

設計料加算 設計料加算

開設準備費加算 開設準備費加算
定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161名以上 定員161名以上

土地借料加算 土地借料加算

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画かつ待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画かつ待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

117,000 128,800 114,900 126,500
133,400 146,800 131,100 144,200

96,000 105,700 94,300 103,800
100,600 110,800 98,800 108,800

241,300 265,500 237,000 260,800
274,200 301,700 269,400 296,400

173,300 190,700 170,300 187,300
208,500 229,300 204,800 225,300

375,100 412,500 368,500 405,200

特殊附帯工事 14,450 特殊附帯工事 14,200

304,700 335,200 299,400 329,200
337,400 371,300 331,500 364,800

29 28
23 23
20 20

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

37 37

11 11
41,900 41,900

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、当該保育所等が所在する地域を所管する国税局長が定める
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に別表１－９に定め
る国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

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、当該保育所等が所在する地域を所管する国税局長が定める
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庁が定める倍率を乗じた額）の２分の１に別表１－９に定め
る国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

16 15
14 13
12 12

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※３ 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。工事に係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）

※３ 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。工事に係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）

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部
13,450 14,940 13,210 14,670

※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※４ 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。

※４ 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。

※５ 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。

※５ 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。

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）



別表２－１ ［８の（１）アに基づく保育所等施設整備事業：定額（2/3相当）］ 別表２－１ ［８の（１）アに基づく保育所等施設整備事業：定額（2/3相当）］

■解体撤去工事費 単位：千円 ■解体撤去工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 1,455 1,602 1,920 2,113 定員20名以下 1,429 1,573 1,886 2,076
定員21～30名 1,650 1,815 2,179 2,398 定員21～30名 1,621 1,783 2,140 2,356
定員31～40名 2,202 2,421 2,907 3,197 定員31～40名 2,163 2,378 2,856 3,141
定員41～70名 2,770 3,047 3,657 4,022 定員41～70名 2,721 2,994 3,592 3,951
定員71～100名 3,906 4,298 5,158 5,674 定員71～100名 3,837 4,222 5,067 5,573
定員101～130名 4,689 5,159 6,189 6,810 定員101～130名 4,606 5,068 6,080 6,689
定員131～160名 5,861 6,448 7,738 8,512 定員131～160名 5,758 6,334 7,601 8,362
定員161～190名 7,035 7,739 9,286 10,216 定員161～190名 6,911 7,602 9,122 10,035
定員191～220名 8,208 9,028 10,833 11,916 定員191～220名 8,063 8,868 10,641 11,706
定員221～250名 9,380 10,319 12,382 13,620 定員221～250名 9,214 10,137 12,163 13,379
定員251名以上 10,554 11,609 13,931 15,322 定員251名以上 10,367 11,403 13,684 15,051

■仮設施設整備工事費 単位：千円 ■仮設施設整備工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 2,592 2,853 3,422 3,764 定員20名以下 2,546 2,803 3,361 3,697
定員21～30名 3,164 3,481 4,177 4,596 定員21～30名 3,108 3,420 4,103 4,514
定員31～40名 3,836 4,219 5,064 5,570 定員31～40名 3,768 4,145 4,974 5,472
定員41～70名 5,328 5,861 7,035 7,738 定員41～70名 5,234 5,758 6,911 7,601
定員71～100名 7,994 8,794 10,552 11,608 定員71～100名 7,853 8,638 10,366 11,402
定員101～130名 9,594 10,554 12,663 13,931 定員101～130名 9,425 10,367 12,439 13,684
定員131～160名 11,993 13,192 15,831 17,414 定員131～160名 11,781 12,958 15,551 17,107
定員161～190名 13,113 14,424 17,308 19,039 定員161～190名 12,881 14,169 17,002 18,703
定員191～220名 15,298 16,829 20,194 22,214 定員191～220名 15,027 16,531 19,837 21,821
定員221～250名 17,484 19,232 23,079 25,386 定員221～250名 17,174 18,892 22,671 24,937
定員251名以上 19,669 21,636 25,963 28,560 定員251名以上 19,322 21,254 25,504 28,055

新 旧

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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２－２ ［８の（１）イに基づく保育所等施設整備事業：定額（1/2相当）］ 別表２－２ ［８の（１）イに基づく保育所等施設整備事業：定額（1/2相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

設計料加算 設計料加算

開設準備費加算 開設準備費加算

定員20名以下 定員20名以下

定員21～30名 定員21～30名

定員31～40名 定員31～40名

定員41～70名 定員41～70名

定員71～100名 定員71～100名

定員101～130名 定員101～130名

定員131～160名 定員131～160名

定員161名以上 定員161名以上

土地借料加算 土地借料加算

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

66,300 73,100 65,100 71,800
75,800 83,400 74,500 81,900

54,400 59,900 53,500 58,900
57,100 62,900 56,100 61,700

137,100 150,700 134,700 148,000
155,700 171,300 153,000 168,300

98,500 108,300 96,700 106,400
118,400 130,200 116,300 127,900

213,100 234,300 209,400 230,100

特殊附帯工事 8,190 特殊附帯工事 8,050

173,000 190,400 169,900 187,000
191,700 211,000 188,300 207,300

本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て） 本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

28 27

20 20

9 9

9 9

8 8

17 16

15 14

11 11

1,720 1,950

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

12,000 12,000

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部
1,750 1,980

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※３ 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。工事に係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）

※３ 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。工事に係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）

※４ 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。

※４ 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。

※５ 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。

※５ 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。

新 旧

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）



新 旧

別表２－２ ［８の（１）イに基づく保育所等施設整備事業：定額（1/2相当）］ 別表２－２ ［８の（１）イに基づく保育所等施設整備事業：定額（1/2相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

設計料加算 設計料加算

開設準備費加算 開設準備費加算

定員20名以下 定員20名以下

定員21～30名 定員21～30名

定員31～40名 定員31～40名

定員41～70名 定員41～70名

定員71～100名 定員71～100名

定員101～130名 定員101～130名

定員131～160名 定員131～160名

定員161名以上 定員161名以上

土地借料加算 土地借料加算

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業の場合）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

87,800 96,400 86,200 94,700
100,000 110,100 98,200 108,200

72,000 79,300 70,700 77,800
75,500 83,000 74,100 81,600

180,900 199,000 177,700 195,500
205,700 226,100 202,100 222,100

130,000 143,000 127,700 140,500
156,300 171,900 153,500 168,900

281,300 309,400 276,400 303,900

特殊附帯工事 10,770 特殊附帯工事 10,580

228,600 251,300 224,500 246,900
253,000 278,400 248,500 273,500

本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て） 本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

28 27

20 20

9 9

9 9

8 8

17 16

15 14

11 11

15,800

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部
2,330 2,570

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※３ 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。工事に係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）

※３ 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。工事に係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）

※４ 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。

※４ 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。

※５ 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。

※５ 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。

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

2,280 2,530

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

15,800



別表２－２ ［８の（１）イに基づく保育所等施設整備事業：定額（1/2相当）］ 別表２－２ ［８の（１）イに基づく保育所等施設整備事業：定額（1/2相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

設計料加算 設計料加算

開設準備費加算 開設準備費加算

定員20名以下 定員20名以下

定員21～30名 定員21～30名

定員31～40名 定員31～40名

定員41～70名 定員41～70名

定員71～100名 定員71～100名

定員101～130名 定員101～130名

定員131～160名 定員131～160名

定員161名以上 定員161名以上

土地借料加算 土地借料加算

交 付 基 準 額 表
（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

66,300 73,100 65,100 71,800
75,800 83,400 74,500 81,900

54,400 59,900 53,500 58,900
57,100 62,900 56,100 61,700

137,100 150,700 134,700 148,000
155,700 171,300 153,000 168,300

98,500 108,300 96,700 106,400
118,400 130,200 116,300 127,900

213,100 234,300 209,400 230,100

特殊附帯工事 8,190 特殊附帯工事 8,050

173,000 190,400 169,900 187,000
191,700 211,000 188,300 207,300

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

28 27

20 20

23,800 23,800

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、当該保育所等が所在する地域を所管する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に別表１－９に定める国
の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

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、当該保育所等が所在する地域を所管する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に別表１－９に定める国
の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

9 9

9 9

8 8

17 16

15 14

11 11

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部
7,730 8,510 7,590 8,360

※４ 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。

※４ 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。

※５ 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。

※５ 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。

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※３ 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。工事に係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）

※３ 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。工事に係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）

※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

新 旧



新 旧
別表２－２ ［８の（１）イに基づく保育所等施設整備事業：定額（1/2相当）］ 別表２－２ ［８の（１）イに基づく保育所等施設整備事業：定額（1/2相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

設計料加算 設計料加算

開設準備費加算 開設準備費加算

定員20名以下 定員20名以下

定員21～30名 定員21～30名

定員31～40名 定員31～40名

定員41～70名 定員41～70名

定員71～100名 定員71～100名

定員101～130名 定員101～130名

定員131～160名 定員131～160名

定員161名以上 定員161名以上

土地借料加算 土地借料加算

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画かつ待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画かつ待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

87,800 96,400 86,200 94,700
100,000 110,100 98,200 108,200

72,000 79,300 70,700 77,800
75,500 83,000 74,100 81,600

180,900 199,000 177,700 195,500
205,700 226,100 202,100 222,100

130,000 143,000 127,700 140,500
156,300 171,900 153,500 168,900

281,300 309,400 276,400 303,900

特殊附帯工事 10,770 特殊附帯工事 10,580

228,600 251,300 224,500 246,900
253,000 278,400 248,500 273,500

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

28 27

20 20

9 9

9 9

8 8

17 16

15 14

11 11

標準 都市部
10,320 11,010 10,140 10,820

31,300 31,300

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、当該保育所等が所在する地域を所管する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に別表１－９に定める国
の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

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、当該保育所等が所在する地域を所管する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庁が定める倍率を乗じた額）の２分の１に別表１－９に定める国
の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※４ 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。

※４ 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。

※５ 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。

※５ 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。

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※３ 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。工事に係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）

※３ 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。工事に係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）

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活用
促進加算



別表２－２ ［８の（１）イに基づく保育所等施設整備事業：定額（1/2相当）］ 別表２－２ ［８の（１）イに基づく保育所等施設整備事業：定額（1/2相当）］

■解体撤去工事費 単位：千円 ■解体撤去工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 1,091 1,200 1,440 1,584 定員20名以下 1,072 1,179 1,414 1,556
定員21～30名 1,237 1,362 1,634 1,798 定員21～30名 1,215 1,338 1,605 1,766
定員31～40名 1,650 1,815 2,179 2,398 定員31～40名 1,621 1,783 2,140 2,356
定員41～70名 2,076 2,286 2,742 3,017 定員41～70名 2,040 2,245 2,694 2,964
定員71～100名 2,930 3,222 3,869 4,254 定員71～100名 2,878 3,165 3,800 4,178
定員101～130名 3,517 3,869 4,641 5,106 定員101～130名 3,455 3,800 4,559 5,016
定員131～160名 4,396 4,836 5,803 6,385 定員131～160名 4,318 4,751 5,700 6,272
定員161～190名 5,275 5,804 6,965 7,661 定員161～190名 5,182 5,701 6,842 7,525
定員191～220名 6,155 6,771 8,124 8,938 定員191～220名 6,046 6,651 7,980 8,780
定員221～250名 7,035 7,739 9,286 10,216 定員221～250名 6,911 7,602 9,122 10,035
定員251名以上 7,915 8,706 10,448 11,493 定員251名以上 7,775 8,552 10,263 11,290

■仮設施設整備工事費 単位：千円 ■仮設施設整備工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 1,944 2,139 2,565 2,823 定員20名以下 1,909 2,101 2,520 2,773
定員21～30名 2,374 2,611 3,133 3,447 定員21～30名 2,332 2,564 3,077 3,386
定員31～40名 2,877 3,164 3,797 4,177 定員31～40名 2,826 3,108 3,730 4,103
定員41～70名 3,996 4,396 5,275 5,803 定員41～70名 3,925 4,318 5,182 5,700
定員71～100名 5,995 6,595 7,913 8,705 定員71～100名 5,889 6,478 7,773 8,551
定員101～130名 7,195 7,915 9,497 10,448 定員101～130名 7,068 7,775 9,329 10,263
定員131～160名 8,995 9,895 11,873 13,060 定員131～160名 8,835 9,720 11,663 12,829
定員161～190名 9,834 10,818 12,980 14,279 定員161～190名 9,660 10,627 12,751 14,027
定員191～220名 11,473 12,621 15,145 16,658 定員191～220名 11,270 12,398 14,878 16,364
定員221～250名 13,113 14,424 17,309 19,039 定員221～250名 12,881 14,169 17,003 18,703
定員251名以上 14,752 16,227 19,472 21,421 定員251名以上 14,491 15,940 19,128 21,042

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

新 旧

※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）



別表２－３ ［９の表の①に基づく保育所等施設整備事業：定額（3/4相当）］ 別表２－３ ［９の表の①に基づく保育所等施設整備事業：定額（3/4相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部
定員20名以下 81,700 90,000 定員20名以下 80,300 88,400
定員21～30名 85,700 94,400 定員21～30名 84,200 92,700
定員31～40名 99,800 109,800 定員31～40名 98,000 107,800
定員41～70名 113,700 125,100 定員41～70名 111,700 122,900
定員71～100名 147,800 162,400 定員71～100名 145,100 159,600
定員101～130名 177,500 195,500 定員101～130名 174,400 192,000
定員131～160名 205,700 226,300 定員131～160名 202,100 222,300
定員161～190名 233,800 257,100 定員161～190名 229,600 252,500
定員191～220名 259,800 285,600 定員191～220名 255,200 280,600
定員221～250名 287,700 316,400 定員221～250名 282,600 310,800
定員251名以上 319,700 351,700 定員251名以上 314,100 345,500

設計料加算 設計料加算

開設準備費加算 開設準備費加算

定員20名以下 定員20名以下

定員21～30名 定員21～30名

定員31～40名 定員31～40名

定員41～70名 定員41～70名

定員71～100名 定員71～100名

定員101～130名 定員101～130名

定員131～160名 定員131～160名

定員161名以上 定員161名以上

土地借料加算 土地借料加算
標準 都市部 標準 都市部
2,680 2,930 2,630 2,880

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

特殊附帯工事 12,270 特殊附帯工事 12,060
本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て） 本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

42 41

32 31

28 27

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

23 23

19 19

15 14

14 13

14 13

18,200 18,200

地域の余裕スペース活用
促進加算

地域の余裕スペース活用
促進加算

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

新 旧

※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※８ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※３ 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。工事に係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）

※３ 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。工事に係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）

※４ 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。

※４ 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。

※５ 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。

※５ 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２－３ ［９の表の①に基づく保育所等施設整備事業：定額（3/4相当）］ 別表２－３ ［９の表の①に基づく保育所等施設整備事業：定額（3/4相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部
定員20名以下 81,700 90,000 定員20名以下 80,300 88,400
定員21～30名 85,700 94,400 定員21～30名 84,200 92,700
定員31～40名 99,800 109,800 定員31～40名 98,000 107,800
定員41～70名 113,700 125,100 定員41～70名 111,700 122,900
定員71～100名 147,800 162,400 定員71～100名 145,100 159,600
定員101～130名 177,500 195,500 定員101～130名 174,400 192,000
定員131～160名 205,700 226,300 定員131～160名 202,100 222,300
定員161～190名 233,800 257,100 定員161～190名 229,600 252,500
定員191～220名 259,800 285,600 定員191～220名 255,200 280,600
定員221～250名 287,700 316,400 定員221～250名 282,600 310,800
定員251名以上 319,700 351,700 定員251名以上 314,100 345,500

設計料加算 設計料加算

開設準備費加算 開設準備費加算

定員20名以下 定員20名以下

定員21～30名 定員21～30名

定員31～40名 定員31～40名

定員41～70名 定員41～70名

定員71～100名 定員71～100名

定員101～130名 定員101～130名

定員131～160名 定員131～160名

定員161名以上 定員161名以上

土地借料加算 土地借料加算

標準 都市部 標準 都市部
11,600 12,760 11,400 12,530

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

特殊附帯工事 12,270 特殊附帯工事 12,060

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

42 41

32 31

28 27

交 付 基 準 額 表
（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

23 23

19 19

15 14

14 13

14 13

35,800 35,800

※５ 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。

※５ 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。

※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

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、当該保育所等が所在する地域を所管する国税局長が定める
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に別表１－９に定め
る国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

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、当該保育所等が所在する地域を所管する国税局長が定める
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庁が定める倍率を乗じた額）の２分の１に別表１－９に定め
る国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

地域の余裕スペース活用
促進加算

地域の余裕スペース活用
促進加算

※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

新 旧

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※３ 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。工事に係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）

※３ 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。工事に係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）

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※８ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※４ 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。 ※４ 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。



別表２－３ ［９の表の①に基づく保育所等施設整備事業：定額（3/4相当）］ 別表２－３ ［９の表の①に基づく保育所等施設整備事業：定額（3/4相当）］

■解体撤去工事費 単位：千円 ■解体撤去工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 1,637 1,801 定員20名以下 1,608 1,769
定員21～30名 1,858 2,042 定員21～30名 1,826 2,006
定員31～40名 2,477 2,724 定員31～40名 2,433 2,676
定員41～70名 3,115 3,428 定員41～70名 3,060 3,368
定員71～100名 4,395 4,835 定員71～100名 4,317 4,750
定員101～130名 5,275 5,804 定員101～130名 5,182 5,701
定員131～160名 6,595 7,254 定員131～160名 6,478 7,126
定員161～190名 7,913 8,706 定員161～190名 7,773 8,552
定員191～220名 9,233 10,155 定員191～220名 9,070 9,976
定員221～250名 10,554 11,609 定員221～250名 10,367 11,403
定員251名以上 11,872 13,060 定員251名以上 11,662 12,829

■仮設施設整備工事費 単位：千円 ■仮設施設整備工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 2,917 3,209 定員20名以下 2,865 3,153
定員21～30名 3,561 3,915 定員21～30名 3,498 3,846
定員31～40名 4,316 4,748 定員31～40名 4,240 4,664
定員41～70名 5,995 6,595 定員41～70名 5,889 6,478
定員71～100名 8,995 9,893 定員71～100名 8,835 9,718
定員101～130名 10,792 11,872 定員101～130名 10,601 11,662
定員131～160名 13,493 14,841 定員131～160名 13,254 14,579
定員161～190名 14,752 16,227 定員161～190名 14,491 15,940
定員191～220名 17,211 18,931 定員191～220名 16,906 18,597
定員221～250名 19,669 21,635 定員221～250名 19,322 21,253
定員251名以上 22,127 24,340 定員251名以上 21,736 23,910

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※４ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して
０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

※４ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して
０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村
については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村
については、標準の基準額を適用する。

新 旧

※２ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※２ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※２ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村
については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村
については、標準の基準額を適用する。

※２ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※４ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して
０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

※４ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して
０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）



別表２－４ ［９の表の②③に基づく保育所等施設整備事業：定額（5.5/10相当）］ 別表２－４ ［９の表の②③に基づく保育所等施設整備事業：定額（5.5/10相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

設計料加算 設計料加算

開設準備費加算 開設準備費加算

定員20名以下 定員20名以下

定員21～30名 定員21～30名

定員31～40名 定員31～40名

定員41～70名 定員41～70名

定員71～100名 定員71～100名

定員101～130名 定員101～130名

定員131～160名 定員131～160名

定員161名以上 定員161名以上

土地借料加算 土地借料加算

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

73,100 80,300 71,800 78,900
83,400 91,800 81,900 90,100

59,900 65,900 58,900 64,700
62,900 69,100 61,700 67,900

150,700 165,900 148,000 163,000
171,300 188,300 168,300 185,000

108,300 119,100 106,400 117,000
130,200 143,200 127,900 140,700

234,400 257,700 230,300 253,100

特殊附帯工事 9,030 特殊附帯工事 8,870

190,500 209,500 187,100 205,800
210,900 232,100 207,200 228,000

本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て） 本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

31 30

22 22

10 10

10 10

9 9

19 19

16 15

12 12

1,950 2,070

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

13,400 13,400

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部
1,980 2,110

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※３ 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。工事に係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）

※３ 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。工事に係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）

※４ 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。

※４ 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。

※５ 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。

※５ 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。

新 旧

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）



新 旧

別表２－４ ［９の表の②③に基づく保育所等施設整備事業：定額（5.5/10相当）］ 別表２－４ ［９の表の②③に基づく保育所等施設整備事業：定額（5.5/10相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

設計料加算 設計料加算

開設準備費加算 開設準備費加算

定員20名以下 定員20名以下

定員21～30名 定員21～30名

定員31～40名 定員31～40名

定員41～70名 定員41～70名

定員71～100名 定員71～100名

定員101～130名 定員101～130名

定員131～160名 定員131～160名

定員161名以上 定員161名以上

土地借料加算 土地借料加算

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業の場合）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

96,500 106,200 94,800 104,300
110,100 121,100 108,200 119,000

79,100 87,000 77,700 85,500
83,000 91,300 81,600 89,700

198,900 219,000 195,400 215,100
226,100 248,900 222,100 244,500

142,900 157,400 140,400 154,600
171,800 189,400 168,800 186,100

309,400 340,200 303,900 334,200

特殊附帯工事 11,930 特殊附帯工事 11,720

251,300 276,400 246,900 271,500
278,400 306,300 273,500 300,800

本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て） 本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

31 30

22 22

10 10

10 10

9 9

19 19

16 15

12 12

17,500

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部
2,570 2,800

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※３ 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。工事に係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）

※３ 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。工事に係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）

※４ 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。

※４ 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。

※５ 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。

※５ 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。

2,530 2,750

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

17,500



別表２－４ ［９の表の②③に基づく保育所等施設整備事業：定額（5.5/10相当）］ 別表２－４ ［９の表の②③に基づく保育所等施設整備事業：定額（5.5/10相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

設計料加算 設計料加算

開設準備費加算 開設準備費加算

定員20名以下 定員20名以下

定員21～30名 定員21～30名

定員31～40名 定員31～40名

定員41～70名 定員41～70名

定員71～100名 定員71～100名

定員101～130名 定員101～130名

定員131～160名 定員131～160名

定員161名以上 定員161名以上

土地借料加算 土地借料加算

新 旧

交 付 基 準 額 表
（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

73,100 80,300 71,800 78,900
83,400 91,800 81,900 90,100

59,900 65,900 58,900 64,700
62,900 69,100 61,700 67,900

150,700 165,900 148,000 163,000
171,300 188,300 168,300 185,000

108,300 119,100 106,400 117,000
130,200 143,200 127,900 140,700

234,400 257,700 230,300 253,100

特殊附帯工事 9,030 特殊附帯工事 8,870

190,500 209,500 187,100 205,800
210,900 232,100 207,200 228,000

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

31 30

22 22

26,100 26,100

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、当該保育所等が所在する地域を所管する国税局長が定める
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に別表１－９に定め
る国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

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、当該保育所等が所在する地域を所管する国税局長が定める
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に別表１－９に定め
る国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

10 10

10 10

9 9

19 19

16 15

12 12

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部
8,510 9,350 8,360 9,180

※４ 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。

※４ 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。

※５ 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。

※５ 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。

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※３ 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。工事に係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）

※３ 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。工事に係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）

※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）



新 旧

別表２－４ ［９の表の②③に基づく保育所等施設整備事業：定額（5.5/10相当）］ 別表２－４ ［９の表の②③に基づく保育所等施設整備事業：定額（5.5/10相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

設計料加算 設計料加算

開設準備費加算 開設準備費加算

定員20名以下 定員20名以下

定員21～30名 定員21～30名

定員31～40名 定員31～40名

定員41～70名 定員41～70名

定員71～100名 定員71～100名

定員101～130名 定員101～130名

定員131～160名 定員131～160名

定員161名以上 定員161名以上

土地借料加算 土地借料加算

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画かつ待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画かつ待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

96,500 106,200 94,800 104,300
110,100 121,100 108,200 119,000

79,100 87,000 77,700 85,500
83,000 91,300 81,600 89,700

198,900 219,000 195,400 215,100
226,100 248,900 222,100 244,500

142,900 157,400 140,400 154,600
171,800 189,400 168,800 186,100

309,400 340,200 303,900 334,200

特殊附帯工事 11,930 特殊附帯工事 11,720

251,300 276,400 246,900 271,500
278,400 306,300 273,500 300,800

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算 次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

31 30

22 22

34,400 34,400

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、当該保育所等が所在する地域を所管する国税局長が定める
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に別表１－９に定め
る国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

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、当該保育所等が所在する地域を所管する国税局長が定める
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庁が定める倍率を乗じた額）の２分の１に別表１－９に定め
る国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

10 10

10 10

9 9

19 19

16 15

12 12

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※２ 幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、保育所型認定こども園分園において
児童福祉施設としての保育を実施する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。

※３ 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。工事に係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）

※３ 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。工事に係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）

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部
11,010 12,470 10,820 12,250

※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※７ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※９ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※４ 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。

※４ 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。

※５ 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。

※５ 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。

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※６ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）



別表２－４ ［９の表の②③に基づく保育所等施設整備事業：定額（5.5/10相当）］ 別表２－４ ［９の表の②③に基づく保育所等施設整備事業：定額（5.5/10相当）］

■解体撤去工事費 単位：千円 ■解体撤去工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 1,200 1,322 1,583 1,744 定員20名以下 1,179 1,299 1,555 1,713
定員21～30名 1,362 1,498 1,798 1,978 定員21～30名 1,338 1,472 1,766 1,943
定員31～40名 1,815 1,998 2,398 2,637 定員31～40名 1,783 1,962 2,356 2,591
定員41～70名 2,285 2,513 3,017 3,318 定員41～70名 2,244 2,469 2,964 3,260
定員71～100名 3,222 3,547 4,254 4,680 定員71～100名 3,165 3,484 4,178 4,597
定員101～130名 3,869 4,256 5,106 5,617 定員101～130名 3,800 4,181 5,016 5,518
定員131～160名 4,836 5,320 6,385 7,022 定員131～160名 4,751 5,226 6,272 6,898
定員161～190名 5,803 6,385 7,661 8,427 定員161～190名 5,700 6,272 7,525 8,278
定員191～220名 6,771 7,448 8,938 9,832 定員191～220名 6,651 7,317 8,780 9,658
定員221～250名 7,739 8,514 10,216 11,238 定員221～250名 7,602 8,364 10,035 11,039
定員251名以上 8,705 9,577 11,492 12,641 定員251名以上 8,551 9,408 11,289 12,418

■仮設施設整備工事費 単位：千円 ■仮設施設整備工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 2,138 2,353 2,823 3,105 定員20名以下 2,100 2,311 2,773 3,050
定員21～30名 2,611 2,873 3,448 3,791 定員21～30名 2,564 2,822 3,387 3,724
定員31～40名 3,164 3,481 4,177 4,596 定員31～40名 3,108 3,420 4,103 4,514
定員41～70名 4,396 4,836 5,803 6,385 定員41～70名 4,318 4,751 5,700 6,272
定員71～100名 6,595 7,254 8,705 9,576 定員71～100名 6,478 7,126 8,551 9,407
定員101～130名 7,915 8,705 10,448 11,492 定員101～130名 7,775 8,551 10,263 11,289
定員131～160名 9,895 10,883 13,060 14,365 定員131～160名 9,720 10,690 12,829 14,111
定員161～190名 10,818 11,899 14,278 15,709 定員161～190名 10,627 11,689 14,026 15,431
定員191～220名 12,621 13,883 16,659 18,325 定員191～220名 12,398 13,638 16,365 18,001
定員221～250名 14,424 15,866 19,039 20,944 定員221～250名 14,169 15,586 18,703 20,573
定員251名以上 16,227 17,850 21,421 23,562 定員251名以上 15,940 17,535 21,042 23,146

新 旧

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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２－５ ［８の（２）アに基づく保育所機能部分施設整備事業：定額（1/2相当）］ 別表２－５ ［８の（２）アに基づく保育所機能部分施設整備事業：定額（1/2相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

新 旧

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）
38,000 37,400
39,900 39,200
46,500 45,600
53,000 52,100
68,800 67,600
82,900 81,500
95,900 94,200
109,000 107,100
121,100 119,000
134,100 131,700
149,100 146,400

※１ 幼稚園型認定こども園、幼稚園型認定こども園分園における保育所機能部分の定員規模に該当する基準額とすること。 ※１ 幼稚園型認定こども園、幼稚園型認定こども園分園における保育所機能部分の定員規模に該当する基準額とすること。

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

※３ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

※３ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業の場合）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）
50,100 49,200
52,700 51,800
61,400 60,400
69,900 68,600
90,800 89,200
109,500 107,500
126,600 124,400
143,900 141,300
159,800 157,000
177,000 173,900
196,700 193,300

※１ 幼稚園型認定こども園、幼稚園型認定こども園分園における保育所機能部分の定員規模に該当する基準額とすること。 ※１ 幼稚園型認定こども園、幼稚園型認定こども園分園における保育所機能部分の定員規模に該当する基準額とすること。

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

※３ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

※３ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。



別表２－５ ［８の（２）アに基づく保育所機能部分施設整備事業：定額（1/2相当）］ 別表２－５ ［８の（２）アに基づく保育所機能部分施設整備事業：定額（1/2相当）］

■解体撤去工事費 単位：千円 ■解体撤去工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

■仮設施設整備工事費 単位：千円 ■仮設施設整備工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

新 旧

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

1,155 1,525 1,135 1,498
1,454 1,918 1,428 1,884

762 1,007 749 989
866 1,142 851 1,122

3,077 4,062 3,022 3,990
3,693 4,874 3,627 4,788

2,049 2,708 2,013 2,660
2,459 3,249 2,416 3,192

5,541 7,311 5,443 7,182

※１ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※１ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

4,309 5,689 4,233 5,588
4,924 6,500 4,837 6,385

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

1,361 1,797 1,337 1,765

※２ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※２ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

2,796 3,693 2,747 3,627
4,198 5,541 4,123 5,443

1,661 2,192 1,632 2,153
2,014 2,657 1,978 2,610

6,882 9,085 6,760 8,924
8,031 10,600 7,889 10,413

5,036 6,648 4,947 6,530
6,295 8,310 6,184 8,164

※１ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※１ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※２ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※２ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

9,178 12,115 9,016 11,901
10,326 13,630 10,143 13,389



別表２－６ ［９の表の①に基づく保育所機能部分施設整備事業：定額（3/4相当）］ 別表２－６ ［９の表の①に基づく保育所機能部分施設整備事業：定額（3/4相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

■解体撤去工事費 単位：千円 ■解体撤去工事費 単位：千円

■仮設施設整備工事費 単位：千円 ■仮設施設整備工事費 単位：千円

新 旧

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

79,600 78,200
103,200 101,400
124,100 121,900

57,100 56,100
59,900 58,900
69,600 68,400

201,400 197,800

223,600 219,700

※１ 幼稚園型認定こども園、幼稚園型認定こども園分園における保育所機能部分定員規模に該当する基準額とすること。 ※１ 幼稚園型認定こども園、幼稚園型認定こども園分園における保育所機能部分定員規模に該当する基準額とすること。

144,000 141,400
163,600 160,700
181,700 178,500

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※４ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

※４ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

定員31～40名 1,733 定員31～40名 1,703
定員41～70名 2,181 定員41～70名 2,143

定員20名以下 1,144 定員20名以下 1,124
定員21～30名 1,300 定員21～30名 1,277

定員131～160名 4,616 定員131～160名 4,535
定員161～190名 5,541 定員161～190名 5,443

定員71～100名 3,077 定員71～100名 3,022
定員101～130名 3,693 定員101～130名 3,627

定員251名以上 8,310 定員251名以上 8,164

※１ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※１ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

定員191～220名 6,463 定員191～220名 6,349
定員221～250名 7,387 定員221～250名 7,256

定員20名以下 2,041 定員20名以下 2,005
定員21～30名 2,492 定員21～30名 2,448

※２ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※２ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※３ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

※３ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

定員71～100名 6,296 定員71～100名 6,185
定員101～130名 7,554 定員101～130名 7,421

定員31～40名 3,020 定員31～40名 2,967
定員41～70名 4,197 定員41～70名 4,122

定員191～220名 12,047 定員191～220名 11,834
定員221～250名 13,768 定員221～250名 13,524

定員131～160名 9,443 定員131～160名 9,276
定員161～190名 10,325 定員161～190名 10,142

※２ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※２ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※３ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

定員251名以上 15,489 定員251名以上 15,215

※１ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※１ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

※３ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）



別表２－７ ［９の表の②③に基づく保育所機能部分施設整備事業：定額（5.5/10相当）］ 別表２－７ ［９の表の②③に基づく保育所機能部分施設整備事業：定額（5.5/10相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

新 旧

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）
41,900 41,200
43,900 43,100
51,100 50,200
58,300 57,300
75,700 74,400
91,000 89,400
105,600 103,700
119,900 117,800
133,200 130,800
147,700 145,000
164,100 161,200

※１ 幼稚園型認定こども園、幼稚園型認定こども園分園における保育所機能部分の定員規模に該当する基準額とすること。 ※１ 幼稚園型認定こども園、幼稚園型認定こども園分園における保育所機能部分の定員規模に該当する基準額とすること。

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

※３ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

※３ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業の場合）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）
55,200 54,200
58,000 57,000
67,600 66,400
76,900 75,500
100,000 98,200
120,300 118,100
139,200 136,800
158,200 155,400
175,900 172,800
194,800 191,400
216,600 212,800

※１ 幼稚園型認定こども園、幼稚園型認定こども園分園における保育所機能部分の定員規模に該当する基準額とすること。 ※１ 幼稚園型認定こども園、幼稚園型認定こども園分園における保育所機能部分の定員規模に該当する基準額とすること。

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

※３ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

※３ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。



別表２－７ ［９の表の②③に基づく保育所機能部分施設整備事業：定額（5.5/10相当）］ 別表２－７ ［９の表の②③に基づく保育所機能部分施設整備事業：定額（5.5/10相当）］

■解体撤去工事費 単位：千円 ■解体撤去工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

■仮設施設整備工事費 単位：千円 ■仮設施設整備工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下
定員21～30名 定員21～30名
定員31～40名 定員31～40名
定員41～70名 定員41～70名
定員71～100名 定員71～100名
定員101～130名 定員101～130名
定員131～160名 定員131～160名
定員161～190名 定員161～190名
定員191～220名 定員191～220名
定員221～250名 定員221～250名
定員251名以上 定員251名以上

新 旧

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

1,270 1,677 1,248 1,648
1,600 2,111 1,571 2,074

839 1,109 824 1,089
953 1,259 936 1,236

3,383 4,468 3,323 4,389
4,062 5,362 3,990 5,267

2,254 2,978 2,215 2,926
2,708 3,573 2,660 3,510

6,093 8,044 5,986 7,902

※１ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※１ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

4,739 6,256 4,655 6,146
5,418 7,150 5,322 7,023

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

1,497 1,976 1,471 1,941

※２ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※２ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

3,077 4,062 3,022 3,990
4,616 6,093 4,535 5,986

1,827 2,412 1,795 2,369
2,215 2,922 2,175 2,871

7,571 9,993 7,438 9,816
8,834 11,662 8,678 11,455

5,541 7,311 5,443 7,182
6,925 9,140 6,803 8,979

※１ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※１ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※２ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※２ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

10,095 13,326 9,917 13,091
11,358 14,992 11,158 14,727



別表２－８ ［８の（３）アに基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（2/3相当）］ 別表２－８ ［８の（３）アに基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（2/3相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下

設計料加算 設計料加算

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下

設計料加算 設計料加算

土地借料加算 土地借料加算

新 旧

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て） 本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

開設準備費加算
次に掲げる交付基準額に増加定員数を乗じて加算

開設準備費加算
次に掲げる交付基準額に増加定員数を乗じて加算
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72,700 80,000 71,400 78,600

特殊附帯工事 11,020 特殊附帯工事 10,830

2,330 2,570 2,280 2,530

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

土地借料加算 16,100 土地借料加算 16,100

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

96,000 105,700 94,300 103,800

特殊附帯工事 14,450 特殊附帯工事 14,200

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業の場合）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部
3,050 3,390

本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て） 本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算
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※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

2,990 3,330

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

21,400 21,400

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部



新 旧

※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）



別表２－８ ［８の（３）アに基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（2/3相当）］ 別表２－８ ［８の（３）アに基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（2/3相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下

設計料加算 設計料加算

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下

設計料加算 設計料加算

土地借料加算 土地借料加算

新 旧

72,700 80,000 71,400 78,600

特殊附帯工事 11,020 特殊附帯工事 10,830

交 付 基 準 額 表
（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

土地借料加算 31,700 土地借料加算 31,700

定期借地権設定のため
の一時金加算

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を所管する
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に
別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

定期借地権設定のため
の一時金加算

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を所管する
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庁が定める倍率を乗じた額）の２分の１に
別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

開設準備費加算
次に掲げる交付基準額に増加定員数を乗じて加算

開設準備費加算
次に掲げる交付基準額に増加定員数を乗じて加算
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地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部
10,320 11,360 10,140 11,160

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画かつ待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画かつ待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

特殊附帯工事 14,450 特殊附帯工事 14,200

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

標準 都市部

96,000 105,700 94,300 103,800

41,900 41,900

定期借地権設定のため
の一時金加算

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を所管する
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に
別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

定期借地権設定のため
の一時金加算

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を所管する
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庁が定める倍率を乗じた額）の２分の１に
別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

37 37

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活
用促進加算

標準 都市部
13,450 14,940 13,210 14,670



新 旧

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。



別表２－８ ［８の（３）アに基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（2/3相当）］ 別表２－８ ［８の（３）アに基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（2/3相当）］

■解体撤去工事費 単位：千円 ■解体撤去工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 1,455 1,602 1,920 2,113 定員20名以下 1,429 1,573 1,886 2,076

■仮設施設整備工事費 単位：千円 ■仮設施設整備工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 2,592 2,853 3,422 3,764 定員20名以下 2,546 2,803 3,361 3,697

新 旧

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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２－９ ［８の（３）イに基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（1/2相当）］ 別表２－９ ［８の（３）イに基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（1/2相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下

設計料加算 設計料加算

土地借料加算 土地借料加算

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下

設計料加算 設計料加算

土地借料加算 土地借料加算

新 旧

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て） 本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

28 27

54,400 59,900 53,500 58,900

特殊附帯工事 8,190 特殊附帯工事 8,050

12,000 12,000

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部
1,750 1,980

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合
は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合
は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

1,720 1,950

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業の場合）

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て） 本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

28 27

72,000 79,300 70,700 77,800

特殊附帯工事 10,770 特殊附帯工事 10,580

2,280 2,530

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

15,800 15,800

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部
2,330 2,570

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。



新 旧

※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合
は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合
は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）



別表２－９ ［８の（３）イに基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（1/2相当）］ 別表２－９ ［８の（３）イに基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（1/2相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下

設計料加算 設計料加算

土地借料加算 土地借料加算

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下

設計料加算 設計料加算

土地借料加算 土地借料加算

新 旧

54,400 59,900 53,500 58,900

特殊附帯工事 8,190 特殊附帯工事 8,050

交 付 基 準 額 表
（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

23,800 23,800

定期借地権設定のため
の一時金加算

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を所管する
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に
別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

定期借地権設定のため
の一時金加算

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を所管する
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庁が定める倍率を乗じた額）の２分の１に
別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

28 27

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部
7,730 8,510 7,590 8,360

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画かつ待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画かつ待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

特殊附帯工事 10,770 特殊附帯工事 10,580

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

標準 都市部

72,000 79,300 70,700 77,800

31,300 31,300

定期借地権設定のため
の一時金加算

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を所管する
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に
別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

定期借地権設定のため
の一時金加算

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を所管する
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庁が定める倍率を乗じた額）の２分の１に
別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

28 27

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部
10,320 11,010 10,140 10,820



新 旧

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。



別表２－９ ［８の（３）イに基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（1/2相当）］ 別表２－９ ［８の（３）イに基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（1/2相当）］

■解体撤去工事費 単位：千円 ■解体撤去工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 1,091 1,200 1,440 1,584 定員20名以下 1,072 1,179 1,414 1,556

■仮設施設整備工事費 単位：千円 ■仮設施設整備工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 1,944 2,139 2,565 2,823 定員20名以下 1,909 2,101 2,520 2,773

新 旧

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村については、
標準の基準額を適用する。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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２－１０ ［９の表の①に基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（3/4相当）］ 別表２－１０ ［９の表の①に基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（3/4相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 81,700 90,000 定員20名以下 80,300 88,400

設計料加算 設計料加算

土地借料加算 土地借料加算
標準 都市部 標準 都市部
2,680 2,930 2,630 2,880

新 旧

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

特殊附帯工事 12,270 特殊附帯工事 12,060
本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て） 本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

42 41

18,200 18,200

地域の余裕スペース活用
促進加算

地域の余裕スペース活用
促進加算

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※５ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※５ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※６ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※６ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※７ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※７ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）



別表２－１０ ［９の表の①に基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（3/4相当）］ 別表２－１０ ［９の表の①に基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（3/4相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 81,700 90,000 定員20名以下 80,300 88,400

設計料加算 設計料加算

土地借料加算 土地借料加算

標準 都市部 標準 都市部
11,600 12,760 11,400 12,530

新 旧

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

開設準備費加算

特殊附帯工事 12,270 特殊附帯工事 12,060

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

交 付 基 準 額 表
（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

42 41

35,800 35,800

定期借地権設定のため
の一時金加算

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を所管する
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に
別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

定期借地権設定のため
の一時金加算

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を所管する
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庁が定める倍率を乗じた額）の２分の１に
別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

地域の余裕スペース活用
促進加算

地域の余裕スペース活用
促進加算

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

※６ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※６ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※７ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※７ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※５ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※５ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）



別表２－１０ ［９の表の①に基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（3/4相当）］ 別表２－１０ ［９の表の①に基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（3/4相当）］

■解体撤去工事費 単位：千円 ■解体撤去工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 1,637 1,801 定員20名以下 1,608 1,769

■仮設施設整備工事費 単位：千円 ■仮設施設整備工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 2,917 3,209 定員20名以下 2,865 3,153

新 旧

※２ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村
については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村
については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村
については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村
については、標準の基準額を適用する。

※２ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※４ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

※４ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

※２ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※３ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※４ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

※４ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に
対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。（千円未満切捨て。）

※２ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）



別表２－１１ ［９の表の②③に基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（5.5/10相当）］ 別表２－１１ ［９の表の②③に基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（5.5/10相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下

設計料加算 設計料加算

土地借料加算 土地借料加算

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下

設計料加算 設計料加算

土地借料加算 土地借料加算

新 旧

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て） 本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

31 30

59,900 65,900 58,900 64,700

特殊附帯工事 9,030 特殊附帯工事 8,870

13,400 13,400

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部
1,980 2,110

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合
は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合
は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

1,950 2,070
※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、

その他の市町村については、標準の基準額を適用する。
※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、

その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画に基づく事業の場合）

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て） 本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

31 30

79,100 87,000 77,700 85,500

特殊附帯工事 11,930 特殊附帯工事 11,720

2,530 2,750
※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、

その他の市町村については、標準の基準額を適用する。
※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、

その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

17,500 17,500

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部
2,570 2,800

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。



新 旧

※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合
は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合
は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、開設準備費加算、土地借料加算を除く。千円未満切捨て。）



別表２－１１ ［９の表の②③に基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（5.5/10相当）］ 別表２－１１ ［９の表の②③に基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（5.5/10相当）］

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下

設計料加算 設計料加算

土地借料加算 土地借料加算

■本体工事費 単位：千円 ■本体工事費 単位：千円

定員20名以下 定員20名以下

設計料加算 設計料加算

土地借料加算 土地借料加算

新 旧

59,900 65,900 58,900 64,700

特殊附帯工事 9,030 特殊附帯工事 8,870

交 付 基 準 額 表
（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部 標準 都市部

26,100 26,100

定期借地権設定のため
の一時金加算

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を所管する
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に
別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

定期借地権設定のため
の一時金加算

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を所管する
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に
別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

本体工事費に係る交付基準額（開設準備費加算、土地借料加算を除く。）の５％（千円未満切り捨て）

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

31 30

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部
8,510 9,350 8,360 9,180

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画かつ待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

交 付 基 準 額 表
（津波避難対策緊急事業計画かつ待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策に基づく事業の場合）

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

標準 都市部

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

特殊附帯工事 11,930 特殊附帯工事 11,720

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

本体工事費に係る交付基準額（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％（千円未満切り捨て）

標準 都市部

79,100 87,000 77,700 85,500

34,400 34,400

定期借地権設定のため
の一時金加算

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を所管する
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に
別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

定期借地権設定のため
の一時金加算

小規模保育事業所の設置に必要な土地について、当該小規模保育事業所が所在する地域を所管する
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に
別表１－９に定める国の負担割合を乗じた額（千円未満切捨て）

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

開設準備費加算
次に掲げる整備後の定員区分における交付基準額に増加定員数を乗じて加算

31 30

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、
その他の市町村については、標準の基準額を適用する。

地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部 地域の余裕スペース活用
促進加算

標準 都市部
11,010 12,470 10,820 12,250



新 旧

※２ 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。工事に係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）

※２ 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。工事に係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）

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※３ 土地借料加算については、新たに土地を賃借して小規模保育事業所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。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※７ 特殊附帯工事については、「次世代育成支援対策施設整備交付金における特殊附帯工事の取扱いについて」（平成20年６月
12日雇児発第0612004号）を準用して整備すること。

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※８ 幼保連携型認定こども園の保育所部分と幼稚園部分の施設整備を同時に行い、かつ特殊附帯工事対象事業のうち
「資源有効活用整備」・「消融雪設備整備」を行う場合の特殊附帯工事の基準額については、
「保育所等整備交付金の基準額＝基準額－幼稚園部分の基準額（注）」で算定すること。
（注）幼稚園部分の基準額：認定こども園施設整備交付金の特殊附帯工事の基準額（又は認定こども園整備事業（文部科学省関係分）の

特殊附帯工事の基準額に国庫負担割合を乗じた額）

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※４ 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）を活用して小規模保育事業所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。

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※５ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発
特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に
基づき指定された離島振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された
小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、
基準額に対して０．０８を乗じて得られた額を加算すること。
（設計料加算、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。千円未満切捨て。）

※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※６ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。



別表２－１１ ［９の表の②③に基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（5.5/10相当）］ 別表２－１１ ［９の表の②③に基づく小規模保育事業所施設整備事業：定額（5.5/10相当）］

■解体撤去工事費 単位：千円 ■解体撤去工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 1,200 1,322 1,583 1,744 定員20名以下 1,179 1,299 1,555 1,713

■仮設施設整備工事費 単位：千円 ■仮設施設整備工事費 単位：千円

標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部 標準 都市部

定員20名以下 2,138 2,353 2,823 3,105 定員20名以下 2,100 2,311 2,773 3,050

交 付 基 準 額 表 交 付 基 準 額 表

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

右記以外
津波避難対策緊急事業
計画に基づく事業の場合

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村
については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村
については、標準の基準額を適用する。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

新 旧

※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村
については、標準の基準額を適用する。

※１ 整備を行う年度の４月１日現在の人口密度が、1,000人/㎢以上の市町村については、都市部の基準額を適用し、その他の市町村
については、標準の基準額を適用する。

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※２ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地域、奄美群島振興開発特別措置法
（昭和29年法律第189号）第1条に規定された奄美群島、離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき指定された離島
振興対策実施地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定された小笠原諸島又は沖縄振興特別措置法
（平成14年法律第14号）第3条第1項第3号に規定された離島のいずれかに所在する場合は、基準額に対して０．０８を乗じて得られた額
を加算すること。（千円未満切捨て。）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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×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）

※３ 一部改築等、定員のすべ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。工事に係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）

※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。 ※４ 前年度から繰越を行った事業については、前年度に設定された交付基準額を適用する。

基準額（１施設当たり） 基準額（１施設当たり）



新旧表

新 旧

別紙１

（様式１－１）

第 号

年 月 日

地方厚生（支）局長 殿

市町村の長

（元号） 年度保育所等整備交付金の交付申請について

（以下省略）

別紙１

（様式１－２）

保育所等整備計画書・防音壁設置計画書・防犯対策強化整備計画書

市町村名： 県 市

整備計画等の概要 （単位：千円）

施 設 名
施設

種別

設 置

主 体
所 在 地

整備

区分

対象経費

の支出予

定額

交付金

申請額

年次

計画

抵当権

設定の

有無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

合計

（注）抵当権設定の有無は、防音壁整備事業及び防犯対策強化整備事業以外の場合に記入すること。

但し、建物に係る根抵当権は設定できない。

別紙１

（様式１－１）

第 号

年 月 日

地方厚生（支）局長 殿

市町村の長 印

（元号） 年度保育所等整備交付金の交付申請について

（以下省略）

別紙１

（様式１－２）

保育所等整備計画書・防音壁設置計画書・防犯対策強化整備計画書

市町村名： 県 市

整備計画等の概要 （単位：千円）

施 設 名
施設

種別

設 置

主 体
所 在 地

整備

区分

対象経費

の支出予

定額

交付金

申請額

年次

計画

抵当権

設定の

有無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

合計

（注）抵当権設定の有無は、防音壁整備事業及び防犯対策強化整備事業以外の場合に記入すること。



新 旧

別紙１

（様式１－３）

別紙２

（様式１－１）

第 号

年 月 日

地方厚生（支）局長 殿

市町村の長

（元号） 年度保育所等整備交付金の事業実績報告について

（以下省略）

別紙１

（様式１－３）

別紙２

（様式１－１）

第 号

年 月 日

地方厚生（支）局長 殿

市町村の長 印

（元号） 年度保育所等整備交付金の事業実績報告について

（以下省略）



新 旧

別紙２

（様式１－２）～（様式１―３） （略）

別紙２

（様式１－４）

別紙２

（様式１－２）～（様式１―３） （略）

別紙２

（様式１－４）

事 業 実 績 報 告 書

１．実施施設の概要

（１）市町村名

（２）施設の名称及び所在地（交付申請時から施設の名称に変更がある場合は交付申請時の名

称も併記すること。）

（３）施設種別

（保育所、保育所分園、幼保連携型認定こども園、幼保連携型認定こども園分園、保育所型認定こども園、

保育所型認定こども園分園、幼稚園型認定こども園、幼稚園型認定こども園分園、小規模保育事業所の別）

（４）設置主体及び経営主体（交付申請時から変更がある場合は交付申請時の主体名も併記す

ること。）

（５）利用定員

現在定員（人） 増加定員（人） 合計（人）

２．施設整備に係る事業内容

（１）施設の規模及び構造

ア 整備事業（解体撤去工事費、仮設施設工事費を除く。）

（ア）敷地面積

（イ）敷地の所有関係（自己所有、借地、買収（予定）地の別）

（ウ）施設整備の区分

（創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等、老朽民間児童福祉施設整備、防音壁整備、防犯対策の

強化に係る整備（門、フェンス等の外構の設置、修繕等）、防犯対策の強化に係る整備（非常通報装

置等の設置）の別）

（エ）建物の面積 建築面積 ㎡、延面積 ㎡

（オ）建物の構造 （ 造）

イ 解体撤去工事（既存施設に係るもの）

（ア）建物の面積 建築面積 ㎡、延面積 ㎡

（イ）建物の構造 （ 造）

（ウ）建築年月日

（エ）補助金の区分（（元号） 年度：国庫・民間・自己資金・その他）

（オ）処分（取り壊し）年月日

ウ 仮設施設工事

（ア）建物の面積 建築面積 ㎡、延面積 ㎡

（イ）建物の構造 （ 造）

（２）支出済事業費総額



新 旧

総事業費

単位（円）

対象経費の

実支出額

単位（円）

ア 本体工事費（イ～ケの合計）

イ 工事費

ウ 特殊付帯工事費

エ 外構工事費

オ 工事事務費

カ 実施設計費等

キ 開設準備にかかる経費等

ク 土地賃借料

ケ 定期借地権設定のための一時金

コ 解体撤去工事費

サ 仮設施設整備工事費

合計（ア、コ、サの合計）

（注１）当年度における支出済事業費及び対象経費の実支出額を記入すること。

（注２）工事仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書を添付すること。

（３）施行期間

ア 契約年月日

イ 着工年月日

ウ 竣工年月日

エ 竣工後の事業開始年月日

オ 解体撤去工事関係

（ア）着工年月日

（イ）完了年月日

カ 仮設施設工事関係

（ア）工事期間

（イ）仮設施設の使用期間

（４）その他参考事項

（添付書類）

ア 請負の場合は、工事請負契約書の写し

直営の場合は、支払領収書の写し

賃貸借の場合は、賃貸借契約書の写し（仮設施設整備のみ）

イ 工事完了を確認するに足りる検査済証の写し

（建築基準法第７条第５項又は第 18 条第 18 項の規定による検査済証）

ウ 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表

エ 建物平面図（建物面積を明記したもの）及び立面図

オ 建物内外主要部分の写真

カ 工事契約金額報告書（別紙２様式１－５）

キ その他必要な書類



新 旧

別紙２

（様式第２号－１）～（様式１－５） （略）

別紙３～５ （略）

別紙６

第 号

年 月 日

地方厚生（支）局長 殿

市町村の長

（元号） 年度保育所等整備交付金の年度終了実績報告について

（以下省略）

（別紙） （略）

別紙２

（様式第２号－１）～（様式１－５） （略）

別紙３～５ 略

別紙６

第 号

年 月 日

地方厚生（支）局長 殿

市町村の長 印

（元号） 年度保育所等整備交付金の年度終了実績報告について

（以下省略）

（別紙） （略）



新 旧

別紙７

第 号

年 月 日

地方厚生（支）局長 殿

市町村の長

（元号） 年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

（以下省略）

別紙７

第 号

年 月 日

地方厚生（支）局長 殿

市町村の長 印

（元号） 年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

（以下省略）


	03_1_新旧対照表（交付要綱～別表1-9）.pdf
	03_2_新旧対照表（別表２）【R3】基準額一覧（R2→R3）.pdf
	03_3_新旧対照表（別紙１～７）.pdf

