
  

情報通信利用環境整備推進交付金に関する交付対象等（参考） 

 

１ 基本要件 

・条件不利地域を含む地域での基盤整備であること。 

・公共アプリケーションの利活用を前提とした基盤整備であること。 

・電気通信基盤充実臨時措置法に基づき実施計画の認定を受けること。 

・通信に係る部分の基盤整備であること。なお、CATV による整備の場合は、放送部分

に係る部分は、按分の上交付対象から除外する。 

・すでに下り 30Mbps 以上のサービスを提供し得る基盤が存在しない地域においての整

備であること。 

・加入見込みの目標が、２年後に整備対象世帯の半数以上であること。 

 

 

２ 交付対象範囲・経費 

（ポイント） 

ⅰ 整備しようとする施設・設備が事業の目的の達成に合致しているか。 

 ・個々の事業内容にかんがみて、その事業の目的の達成に必要でない施設・設備は、

たとえ本項の①～④に該当するものであっても、交付の対象とはならない。（使

用時期が未定、使用目的や効果が不明確 等） 

ⅱ 整備した施設や設備が将来的に継続して使用が見込めるか。 

 ・市町村合併などを予定している場合には、新市町村等で整備された施設・設備が

引き続き有効活用されることを確認すること。 

・ICT 関連機器は技術革新が著しく、陳腐化も激しいため、せっかく整備しても、

十分な効果が発揮できなくなることのないように注意のこと。 

ⅲ 重複投資になっていないか。 

 ・遊休している施設・設備があるにも関わらず、同様の物を整備してしまうなど結

果として重複投資とならないように注意すること。 

ⅳ 既存のインフラを有効活用できているか。 

 ・既存の地域公共ネットワーク等を活用するなど、積極的に既存インフラを活用す

ること。 

ⅴ 用地取得費用（③）や附帯工事費（④）は、本体メニュー（①）、附帯メニュー

（②）の整備に必要最低限の費用であるかどうか。 

 ・交付金で整備しようとしている本体メニュー（①）、附帯メニュー（②）の施設・

設備に関係のない用地の取得や工事（調査設計や工事）に係る費用が含まれてい

ないように注意すること。 

   

 



  

①本体メニュー 

    地域の情報格差解消のために必要な施設又は設備であって、整備事業を実施する 

上で中核となるものの設置に要する経費 

メニュー 内容 

光電変換装置 加入者系光ファイバ網等において、光信号と電気信号を変換す

るための装置であって、局舎側や無線アクセス装置及び、加入

者宅側に設置される装置（集合メディアコンバータ、宅内メデ

ィアコンバータ、局内光終端装置（ＯＬＴ）、光加入者終端装

置（ＯＮＵ）、宅内ＷＤＭカプラ等） 

 

光成端架 光ファイバケーブルを成端処理するための架 

 

線路設備(中継装置

及び分岐装置含む) 

局舎から加入者宅までデータ等を伝送するための線路設備の

こと。 

○線路（光ファイバケーブル（注１）、メタルケーブル、同軸

ケーブル、ノード、増幅器、クロージャ、カプラ、保安器等）

○中継装置（海底中継装置 、無線中継装置等を含む) 

○分岐装置／海底分岐装置（スプリッタ等） 等 

 

送受信装置 線路設備を通じてデータや映像等のやりとりを可能にするた

めの装置のこと。事業を実施するにあたり必要なサーバ、セキ

ュリティ対策用装置及びその筐体等を含む。 

○ルータ 

○ファイアウォール 

○Ｌ２／Ｌ３スイッチ 

○サーバ 

ＷＷＷ、メール、ＤＮＳ、Ｐｒｏｘｙサーバ、ウィルス防御

サーバ等 

 

ヘッドエンド装置 放送信号と通信信号（IP パケット等）を集約・分配する装置で

あり、ケーブルインターネットサービスを提供するためにケー

ブルテレビ局舎内に設置される装置。 

無線アクセス装置 各種データや映像情報等を、電波により送受信可能な形式に変

換するなど、アンテナを経由してデータや映像情報等の送信・

送受信を行う設備で、送信・送受信設備とアンテナ設備で構成

される装置（アクセスポイント装置、加入者無線ターミナル装

置等） 



  

 

鉄塔 無線アンテナ設備を設置する設備 

 

  注１）光ファイバケーブルの整備にあたっては、別紙１「光ファイバケーブルの整備

（使用）計画について」を参照 



  

 

②附帯メニュー 

    本体メニューの施設又は設備に付随して効用を発揮する施設又は設備の設置に要

する費用 

メニュー 内容 

局舎施設 

（注１） 

（注２） 

局舎施設とは、本事業において通信の基点及び中継拠点となる

施設を指す。 

○屋内設置型 

施設内の一部に中継機器およびラック等を設置する。 

○屋外設置型 

屋外に専用ボックスや施設を設置する。 

○鉄塔取り付け型 

中継無線などの場合、無線機器を見通しのよい場所に設置

する。 

局舎施設の整備については、新設と改修による場合があり、新

設の場合には、施設全体が支援対象となる単独建物と、支援対

象外の施設との合築により整備される合築建物がある。 

○単独建物 

事業を実施するにあたり最低限必要な局舎施設整備事業

費が支援対象となる。 

○合築他事業における局舎や役所等と「合築」する場合も支援

対象となる。 

また支援対象となる施設に係る工事項目は次のとおりである。

・床上げ工事…電源、構内伝送路等の配線を収容可能とする

二重床化、仕上げ工事等 

・空調設備工事…空調機の設置工事、配管工事等 

・電気設備工事…電源の増設工事、配線工事等 

・躯体補強工事…床荷重増加に対応するための床下の梁 

増強工事等 

・内装工事…間仕切り工事（壁等の設置）、天井工事等 

・撤去工事…配線の撤去工事、産廃処理費用等  

外構施設 局舎施設を建設する際に設置する柵、フェンス、擁壁、外部か

ら引き込まれるケーブル配管、ハンドホール、排水設備、排水

設備、舗装等。 



  

電源供給施設 局舎施設等において、各機器への電源を安定供給するための設

備のこと。 

○受電設備：受電盤、分電盤、電線引き込み送電線、ＰＳ柱等

○電源設備：予備電源、耐雷トランス、整流器、無停電電源装

置等必要十分な発電能力があること。 

構内伝送路 

 

局舎等において整備する送受信装置等の出力信号を受信する

ために必要なケーブル、配管、ケーブルラック等 

○ＬＡＮケーブル 

○構内光ケーブル 

○ＵＴＰケーブル 

○ルータ 

○Ｌ２／Ｌ３スイッチ 等 

管理測定装置 

 

通信サービスを安定して加入者に提供するために設備を管理

および測定する装置のこと。 

○ステータスモニタ 

○ネットワーク監視装置 

○測定装置 等 

大臣が別に定める

施設・設備 

上記附帯施設を設置する際、必要となる経費（交付要綱補足事

項別紙参照） 

注１）局舎施設について、他者から建物等を借り受ける場合には、目的に沿った形で相当程度の間使

用できることが明確に定められていること（長期の賃貸契約が維持されている、所有者と実施主体

の間に協定書がある等）が必要である。 

注２）局舎施設には以下のケースで整備する施設を含む。 

・簡易ＢＯＸ 

通信事業者の交換局に隣接した場所に整備する施設 

・陸揚局 

情報通信基盤を整備する離島に敷設した海底光ケーブルとサービス提供基盤に接続するための装

置などを収容する施設 

・自治体ボックス 

設備を中継地点に配置するための収容施設。 

・ＢＯＸタイプサブセンター 

ケーブルインターネットの分岐設備のみを設置する施設  等 

 



  

 ③用地取得費・道路費（本体メニュー、附帯メニュー共通） 

用地取得費・道路費 局舎、新設電柱などを建設する際に必要最低限および用地・道

路について支援対象とする。 

○用地取得費 

○取り付け道路整備費  

必ずしも最短の経路である必要はないが、合理的な必要性を

説明できる経路・距離であることが求められる。例えば、セ

ンター施設の整備に伴って必然的に発生する道路や、局舎以

外に利用されない道路等が対象として認められる。 

 

 ④附帯工事費（本体メニュー、附帯メニュー共通） 

附帯工事費 本交付金事業の工事全般に係る以下の経費のこと。 

○調査設計費（注１） 

交付決定後に実施する現場調査、詳細設計 等 

○施工・構築費（注１） 

○改修補強費 

 施設および電柱（自営柱、電力柱、ＮＴＴ柱等）等の改修・

補強に係る費用等 

○整備と一体的に実施する撤去費用（注２） 

○諸経費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等） 

（注１）調査、設計、施工に付随して必要な電柱共架許可申請、道路・官公庁手続き・申請、自営柱・

無停電電源柱用地交渉や旅費等の費用一切を含む。 

（注２）撤去費については、既存建物を撤去しなければ、施設の新増築ができない場合等新施設の建

設事業を実施するために直接必要と認められる場合、交付金の対象とする。跡地利用計画がな

く更地にする場合等、新施設の建設事業と一体として実施するものでない解体工事については

交付金の対象とならない。 

 （３）交付対象とならない経費等 

交付要綱で交付対象とされる費用であっても、実施する事業の目的に沿わないもの 

交付要綱で交付対象とされる費用であっても、使用目的や効果が不明確なもの 

事業完了後の翌年

度内において供用

されない施設 

例外として、別紙１「光ファイバケーブルの整備（使用）計画

について」を参照。 

 

予備機器 但し、法令等で予備機器の設置が義務付けられているなど必要

性が認められる場合を除く。 

交付決定前に実施

した工事費用等 

事前着工については、交付決定日（間接整備事業にあっては、

直接整備事業者から間接整備事業者に交付決定された日）より

前に締結された契約及び工事着工をいう。（交付決定日前に締



  

結された契約とは、契約日又は仮契約日が交付決定日前のこと

を指す。） 

アプリケーション

システム 

公共アプリケーションを提供するシステム関連の経費（ハー

ド、ソフトウェア） 

ソフトウェア 但し、別紙２参照 

ランニングコスト ○共架費（電柱使用料） 

○光ファイバケーブル、各種機器等の保守・維持管理費用 

○光ファイバケーブル等の共架やＦＷＡ機器設置のための電

柱使用料、支障移転費用 

○管路使用料 

○コロケーション（通信事業者の局内に通信機器を設置する）

費用 

○電波利用料 

○海底ケーブル等敷設に伴う漁業補償費（障害対応等、作業時

の漁業補償等） 

○地方公共団体が住民に対してブロードバンドを提供する場

合の市町村外のインターネット接続事業者との接続に係る費

用 

○リース（リース会社からサーバなどの機器をリースして設置

する等）によるもの 

加入一時金 プロバイダーへの申込み費用 等 

 



 

光ファイバケーブルの整備（使用）計画について 

 

１ 将来使用計画分の整備について 

光ファイバケーブルについては、将来計画が明確であれば、事業完了の翌年度内に供用されていなくて

も交付金の対象として認められる。例えば、１期目でＡ地区、２期目でＢ・Ｃ地区を整備する場合、セン

ター局～地点Ａまでの光ファイバケーブル８０芯のうち、２８芯は２期目に使用することとなるが、光フ

ァイバケーブルの敷設費の追加投資を避けるために、１期目に整備することが可能としたものである。こ

の場合、可能となるのは、２期目のケーブルのうち、１期目と同一ルートに敷設する部分である。ここで

注意しなければならないのは、将来計画があれば何から何まで認めるというものではない。したがって、

１期目のケーブルと同一ルート上にないケーブルについては、使用計画が明確であっても交付対象となら

ないので注意が必要である（別紙１－２、１－３参照） 

 

２ 必要芯線（テープ）数の積算について 

必要芯線数の算出にあたっては、世帯数や接続施設数等を基本に、利用目的別（通信・放送・公共サー

ビス（地域公共ネットワーク）※予備芯も含む）を積上げ、その上でテープ数を算出すること。したがっ

て、整備したテープを「使用」としてカウントする場合は、全部の芯線（テープ）が使用されることが原

則である。但し、既製品を使用した結果余剰が生じる場合等には「使用」とカウント可能。（具体的には

Ⅶを参照） 

 

区間 敷設数 交付対象数 使用数 未使用数 備考 

（１） 
○○市情報センター 

～01 

200芯 

（50T） 

100芯 

（25T） 

60芯 

（15T） 

40芯 

（10T） 

100芯は単独

事業整備分

（２） 01～02 ― ― ― ― 
既設のファ

イバを利用

（３） 02～03 
80芯 

（20T） 

80芯 

（20T） 

40芯 

（10T） 

40芯 

（10T） 
 

･･･ ･･･～･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･  

（＊１）芯線については、テープ数についても記載すること。（上記の例は４芯＝１テープ（Ｔ）の場合） 

(＊２) 光系統図（例としてⅡ７別紙５参照）と一致させること。 

 

光ファイバ未使用芯線使用計画 

 

区間 

 

未使用数 使用計画数 残数 使用計画 

 

○○市情報センター～01 40芯 

（10T） 

40芯 

（10T） 

0 ○○地区エリア拡大用 

【平成○年度】 

02～03 40芯 

（10T） 

40芯 

（10T） 

0 ○○地区エリア拡大用 

【平成○年度】 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･  

（＊１）先に作成した光ファイバケーブルの整備（使用）計画において未使用数が存在する場合に、当該未

使用数が存在している区間ごとに記入すること。 

（＊２）使用計画欄には、使用する年度を記載すること。 

 

別紙１－１



Ｃ地区

局舎

Ｂ地区

１６芯１２芯

５２芯６８芯８０芯

別紙１－２ 交付対象の考え方

Ａ地区

地点Ａ

１期目でＡ地区、２期目でＢ、Ｃ地区
を整備する場合、局舎～地点Ａまで
の光ファイバ８０芯のうち、２８芯は２
期目に使用することとなるが、光ファ
イバの敷設労務費の追加投資を避
けるためは、１期目に整備すること
が可能。

⇒２期目のファイバのうち、１期目と
同一ルートに敷設する部分について
は１期目に交付対象とすることが可
能

１期目

２期目
１期目の光ファイバケーブル（交付対象）

２期目の光ファイバケーブル（交付対象外）

Ｂ



別紙１－３ 芯線（テープ）の使用について

予備芯（テープ）

ループ用など緊急時にいつでも切替できる（ホット スタンバイ）状態等にある芯線
が該当し、交付対象となる。

余剰芯（テープ）

在庫品（既製品）を使用する方が、必要芯線（テープ）と同数のケーブルを整備する
よりもコストが安くなる場合等によって、必然的に余剰芯（テープ）が発生する場合
に限り交付対象となる。



別表１ 

交付対象とする具体的なソフトウェア（ＰＣ、サーバ） 

原則、ソフトウェアの開発経費、ソフトウェア購入費等は交付対象外となる。ただし、交付金事業で整備するハードに導入するソフトのうち、当該事業のネットワーク及びシステ

ムの機能の確保のために必要最小限のソフト及びこれらに附属するソフト。また、ファイアウォール専用機等必要な機能と専用の筐体が一体化されている装置については、一体

的に交付対象とする。 

区分 対象ソフト 必要な機能の概要 備考 

①各サ
ーバの
管 理 ・
運 用 に
必 要 な
ソフト 

ＵＰＳソフト 
電池や発電機を内蔵し、停電時でもしばらくの間コンピュータに電気を供給する装置を
管理する。 

UPS：Uninterruptible Power Supply（無停電電源装置） 

ウイルス対策ソ
フト 

コンピュータウイルスを検出、駆除等する。（個別サーバ用）【ウィルス検出／駆除／キッ
クバック機能】 

 

ＲＡＩＤソフト 複数のハードディスクをまとめて 1 台のハードディスクとして管理する。 
RAID：Redundant Arrays of Inexpensive Disks 
別名：ディスクアレイ 

システムバック
アップソフト 

サーバに保存されたプログラムを、破損やコンピュータウイルス感染などの事態に備
え、バックアップする。 

 

② ネ ッ
ト ワ ー
ク 及 び
シ ス テ
ムの管
理 ・ 運
用 に 必
要 な ソ
フト 

Ｐｒｏｘｙソフト 
内部ネットワークとインターネットの境にあって、直接インターネットに接続できない内部
ネットワークのコンピュータに代わって、「代理」としてインターネットとの接続を行なう。
【代理アクセス／キャッシュ機能】 

 

FireWall ソフト 
（ネットワーク監
視ソフト） 

外部ネットワーク等を通じて第三者が侵入し、データやプログラムの盗み見・改ざん・破
壊などが行なわれることのないように、外部との境界を流れるデータを監視し、不正なア
クセスを検出・遮断する。【セキュリティ／ウィルス対策／認証機能】 

ウィルス対策用ソフトとしては、ゲートウエイ用、ネットワー
ク用等個別のハード向けのウイルス対策ソフト以外が該
当。 

ネットワーク管
理ソフト 

構成管理、 障害管理、 性能管理等ネットワーク全体の管理を行う。  

ＦＴＰソフト クライアントとサーバ間のファイル転送を行う。【大容量データの送受信機能】 FTP：File Transfer Protocol 

暗号化ソフト 
ネットワークを通じて文書や画像等データをやり取りする際に、通信途中で第三者に盗
み見られたり改ざんされたりされないよう、決まった規則に従ってデータを変換する。【暗
号化によるデータ保護通信機能】 

 

負荷分散ソフト 
各種サーバへのアクセスを、複数のサーバに振り分けるなど負荷分散を行う。【アクセ
ス集中時のレスポンス低下回避機能】 

SLB（Server Load Balancing）等 

ＬＤＡＰソフト 
イントラネットなどの TCP/IP ネットワークで、ディレクトリデータベースにアクセスを可能
とする。【合併及び広域連携活用でのドメイン管理機能】 

LDAP：Lightweight Directory Access Protocol 
ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ･ｻｰﾋﾞｽ：ﾈｯﾄﾜｰｸ上の資源とその属性とを記憶
し、検索できるようにしたシステム。ﾕｰｻﾞやﾈｯﾄﾜｰｸ資源
の管理を一括化し、負担軽減が可能。 

ＭＣＵソフト 多拠点間におけるテレビ会議を実現する。 MCU：Multi point Control Unit 

 

別紙２ 


