
台東区保育所等整備事業補助要綱 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、令和４年６月２３日付厚生労働省発子０６２３第４号「保育所等整備交付金の交

付について」及び「保育所等整備交付金交付要綱」に基づき、保育所を設置運営する事業者（以下「事

業者」という。）が行う保育所の創設、老朽改築による保育環境整備などの施設整備に要する費用につ

いて、区が予算の範囲内において補助することにより、保育所の設置を促進し待機児童の解消に資する

ことを目的とする。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱において、「施設整備」とは次の各号に掲げる整備内容をいう。 

(１) 創設 新たに施設を整備すること。 

 (２) 増築 既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。 

(３) 増改築 既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備

（一部改築を含む。）をすること。 

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

(５) 老朽民間児童福祉施設整備 社会福祉法人が設置する施設について、平成２０年６月１２日雇

児発第０６１２００１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「老朽民間児童福祉施設等の整備に

ついて」に準じて改築整備（一部改築を含む。）をすること。 

 

（対象施設） 

第３条 この補助金の対象となる施設は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第４項に規

定する保育所及び保育所分園の設置運営について(平成１０年４月９日児発第３０２号厚生労働省児

童家庭局長通知) に基づき設置する保育所分園とする。 

 

（補助対象事業） 

第４条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国の令和４年度保育所等整備交付

金に該当するものとする。ただし、他の公的制度の対象となっている事業及び他の制度により補助さ

れている事業は、対象から除外する。 

 

（補助対象経費） 

第５条 この補助金の交付の対象となる経費は、別表１に定める経費とする。ただし、次に掲げる費用に

ついては対象外とする。 

(１) 土地の買収又は整地に関する費用 

(２) 既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められ 

る場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

(３) 職員の宿舎に要する費用 

(４) その他施設整備費として適当と認められない費用 

 



（補助金交付額） 

第６条 この補助金は、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額（社会福祉法人においては

寄付収入額を除く。）を控除した額と別表１により算出した基準額の合計額とを比較していずれか少な

い額に別表１に定める補助率を乗じて得た額の範囲内の額を予算の範囲内において交付する。 

２ 前項の場合において、別表１の項目ごとに算出された額に１,０００円未満の端数が生じた場合には、

これを切り捨てるものとする。 

 

（要 件） 

第７条 補助事業は、次の各号の要件すべてに該当するものでなければならない。 

(１) 整備しようとする施設の設備及び運営については、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例（平成２４年東京都条例第４３号）をはじめとする各種関係法令、通知等に適合するも

のであるとともに保育所設置認可等事務取扱要綱（平成１０年３月３１日９福子推第１０４７号）に

適合するものであること。 

(２) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）等関係諸法規を遵守し必要な手続きを行うものであ

ること。 

 

（事前協議） 

第８条 この補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。)は、台東区教育委員会（以下

「教育委員会」という。)に事前に協議するために、台東区保育所等整備事業補助協議書（第１号様式）

を教育委員会に提出するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の規定による協議のあった事業について、適当と認めるときは台東区保育所等

整備事業補助金交付事前承認書(第２号様式)により申請者に通知するものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第９条 申請者は、前条第２項の規定による教育委員会の承認を受けたときは、台東区保育所等整備事

業補助金交付申請書（第３号様式。以下「申請書」という。）に、次の各号に掲げる書類を添えて教育

委員会に提出しなければならない。 

(１) 新築工事又は改修前後の図面 

(２) 設計及び工事に係る契約書の写し又は領収書の写し 

(３) 賃貸に係る契約書の写し 

(４) 当該補助事業に係る収支計画書 

(５) その他教育委員会が必要と認める書類 

２ 事業者は、補助金の交付申請をするにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を

乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して交付申請しなければなら

ない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでな

い。 



（交付決定） 

第１０条 教育委員会は、補助金の交付申請のあった事業について審査したうえ、適当と認めたときは、

補助金の交付を決定し、台東区保育所等整備事業補助金交付決定通知書（第４号様式）により申請者に

通知するものとする。 

２ 教育委員会は、前項の場合において、補助金を交付すべきものでないと認めたときは、台東区保育所

等整備事業補助金不交付決定通知書（第５号様式）により、申請者に通知するものとする。  

３ 教育委員会は、第１項の通知に際して、補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、補

助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

４ 教育委員会は、第１項の通知に際して、前項に定めるもののほか、必要な条件を付すことができる。 

 

（申請の取下げ） 

第１１条 前条第１項の規定による通知を受けた申請者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に

対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から１４日

以内に教育委員会に対し書面をもって申し出なければならない。 

 

（補助金の交付） 

第１２条 補助金の交付決定を受けた申請者が補助金の支払いを受けようとするときは、台東区保育所

等整備事業補助金請求書（第６号様式）を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の請求書の提出があった場合は、審査のうえ速やかに補助金を交付するものと 

する。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１３条 教育委員会は、この補助金の交付決定後の事情変更により特別の事情が生じたときは、当該

交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更

することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りではな

い。 

 

（交付決定の変更等の承認） 

第１４条 第１０条第 1項の規定により補助金の交付決定を受けた事業者（以下「補助事業者」という。）

は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに台東区保育所等整備事業補助金交付決定変更等承

認申請書（第７号様式）により教育委員会に申請しなけなければならない。 

(１) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

(２) 補助事業の建物の規模、構造、用途又は入所定員を変更しようとするとき。 

(３) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 教育委員会は、前項に規定する申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、承認す

べきものと認めたときは、台東区保育所等整備事業補助金交付決定変更等承認通知書（第８号様式）に

より補助事業者に通知するものとする。 

３ 第１０条第３項及び第４項の規定は、前項の通知について準用する。 

 



（事故報告等） 

第１５条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合には、速やかに、その理由、遂行の見通し等を書面により教育委員会に報告し、その指示を受け

なければならない。 

 

（状況報告） 

第１６条 教育委員会は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対し

て補助事業の遂行状況に関し報告を求めることができる。 

 

（補助事業の遂行命令等） 

第１７条 教育委員会は、前２条の規定による報告を審査した結果、補助事業が補助金の交付決定の内

容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対してこれらに従

って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。 

２ 補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、教育委員会は補助事業者に対し、補助事業

の一時停止を命ずることができる。 

 

（交付決定の取消し） 

第１８条 教育委員会は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 

(１) 補助金を他の用途に使用したとき 

(２) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(３) 補助対象施設において、政治活動または布教活動を行ったとき。 

(４) その他補助金の交付が不適当であると教育委員会が認めたとき。 

２ 教育委員会は、前項の規定により、補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、台東区保育

所等整備事業補助金交付決定取消通知書（第９号様式）により事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１９条 教育委員会は、第１３条又は前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し

た場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは期限を

定めて、台東区保育所等整備事業補助金交付決定取消通知書により、その返還を命じるものとする。 

２ 前項の規定は、第２７条の規定により交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときも同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 



（違約加算金） 

第２０条 補助事業者は、前条第１項の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消され、そ

の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領日（補助金が２回以上に分けて交付されてい

る場合においては、返還を命ぜられた額に相当する補助金は最後の日に受領したものとし、当該返還を

命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。）から

納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間において

は、既納付額を控除した額）につき、年１０.９５％の割合で計算した違約加算金(１００円未満の場合

を除く。)を納付しなければならない。 

 

（延滞金） 

第２１条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、教育委員会が定めた納期日までに

納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０.９

５％の割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

 

（他の補助金等の一時停止等） 

第２２条 補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞

金の全部又は一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金

等があるときは、教育委員会は相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額

を相殺するものとする。 

 

（関係書類の整備保管） 

第２３条 補助事業者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算の収支を明らかにした帳簿及び証拠書

類を整備し、教育委員会の求めに応じて提出できるようにしなければならない。 

２ 前項の帳簿及び証拠書類は、補助金の交付に係る会計年度終了の日から５年間保管しておかなけれ

ばならない。ただし、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」とい

う。）がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助事業等により

取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（平成２０年厚生労働省告示第３８４号。以下「処分

制限期間」という。）に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

 

（財産処分等の制限） 

第２４条 補助事業者は、取得財産等について、処分制限期間に定める期間を経過するまで、教育委員会

の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保

に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。 

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

他の権利が生じたときは、その処分につき教育委員会の承認を受けるものとする。 

３ 承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付

させることができる。 

 

 



（財産の管理義務） 

第２５条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意を

もって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

 

（事業を廃止した場合の補助金の返還） 

第２６条 補助事業者は、開設後５年未満に事業を廃止した場合は、補助金の交付額に下記の率を乗じ

た額を返還すること。 

事業廃止 

までの期間 
１年未満 

１年以上２年未

満 

２年以上３年未

満 

３年以上４年未

満 

４年以上５年未

満 

率 ５０％ ４０％ ３０％ ２０％ １０％ 

 

（事業実績報告） 

第２７条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、それら

の事実があった日から６０日以内又は別に定める日のいずれか早い日までに、台東区保育所等整備事

業補助金実績報告書（第１０号様式）に関係書類を添えて補助事業の実績を報告しなければならない。 

２ 前項に規定する期限内に実績報告がなされない場合は、教育委員会は交付決定を取り消し、既に交

付されている補助金があるときは返還を命じることができる。 

３ 第１８条第２項の規定は、前項の取消しについて準用する。 

４ 第２１条の規定は、第２項の返還について準用する。 

５ 事業者は、第１項の実績報告を行うにあたって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場

合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第２８条 教育委員会は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、実績報告の審査及び必要

に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれ

に付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確

定し、台東区保育所等整備事業補助金確定通知書（第１１号様式）により補助事業者に通知する。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第２９条 事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕

入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書（第１２号様式）によ

り速やかに教育委員会に報告し、必要に応じ補助金を返還しなければならない。 

２ 第２１条の規定は、前項の返還について準用する。 

 

（委 任） 

第３０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

 

 



付 則 

この要綱は、平成２９年２月１日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

 

付 則 

この要綱は、平成３０年２月１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

 

付 則 

この要綱は、平成３１年３月２５日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 

付 則 

この要綱は、令和４年３月１日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 

付 則 

この要綱は、令和５年３月２０日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 


