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本手引の位置付け
公衆無線ＬＡＮ環境整備支援事業の事務手続については、
「補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律」
（昭和 30 年法律第 179 号。
）
、
「補助金等に係る予算の執行の適正化に
関する法律施行令」
（昭和 30 年政令第 255 号）
、
「総務省所管補助金等交付規則」
（平成 12 年
総理府・郵政省・自治省令第６号）及び「無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱」
（平成 17 年 11 月 25 日総基移第 380 号。以下「交付要綱」という。）によるものであるが、
その申請に当たっては、この手引を参照の上、実施するものとする。
なお、交付決定後の契約及び変更等、この手引に掲載のない事項については、別途定める
こととする。
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Ａ 交付決定及び事業実施に関すること
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１

交付決定までの主な流れ
本事業では、本申請前に、公募による申請受付を行うこととしており、公募の段階で、
補助を受けたい地方公共団体等から、本申請に向けた申請書案を提出させることとして
いる。これを審査した上で、内定した団体のみから本申請を受け付け、正式な交付決定
等を行う。
内定から事業実施、額の確定までは下記（１）～（４）のとおりを想定している。な
お、下記の流れは今後変更する可能性もある。

（１）追加資料の提出等
交付額の決定は、提出書類に基づいて行うが、必要に応じて追加資料の提出等を要請
する場合がある。
（２）内定の通知及び本申請
審査結果は、総合通信局等を経由して、申請者宛てに通知する。また、申請内容につ
いては、必要に応じて、申請者と総務省との間で調整の上、修正等を行うことがある。
本申請の受付は、内定の通知を受けた団体のみとする。

（３）本申請内容の確認・採択・修正
本申請に基づき、総務省で必要な確認を行った上で、交付決定の手続を行う。本申請
の書類については、必要に応じて、申請者と総務省との間で調整の上、修正等を行うこ
とがある。

（４）交付手続き
①

交付決定通知書の送付
交付決定を行う案件については、交付額を決定し、申請者に対して、交付決定通知

書を送付する。

②

補助事業の対象経費
交付先は、本事業の実施に必要な経費として、交付要綱別表で定められた費目につ

いて補助金の支払を受けることができる。

③

補助事業内容の変更
交付決定通知書を受けた後、補助事業の内容を変更するときは、総務大臣の承認を

受けなければならない。ただし、補助事業の目的達成のために事業構成要素の相互間
の弾力的な遂行を認める必要がある場合等、軽微な変更にあってはその限りではな
い。
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④

補助金の支払
補助金は、交付決定内容に係る通知書に定められた使途以外への使用は認めない。

また、補助金は原則として、事業終了後速やかに実績報告書の提出を受け、交付額を
確定した後、精算払いにより支払う。
２

事業実施に当たっての留意点

（１）事業実施
①

取得財産等の取扱
取得財産等については、取得財産等管理台帳によって管理すること。また、補助事

業の完了後も、善良な管理者の注意をもって管理し、補助事業の目的に従ってその効
率的な運用を図らなければならない。
総務省所管補助金等交付規則別表に定める処分制限期間内において取得財産等を
処分しようとするときは、あらかじめ大臣の承認を受けなければならない。

②

取得財産等の処分による収入の納付
取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その

収入の全部、若しくは一部を国に納付させることがある。

（２）報告
①

状況報告
補助事業の進捗状況及び収支の状況等について確認するため、状況報告を求める

ことがある。

②

実績報告
交付先は、補助事業が完了したときは、その日から起算して１か月を経過した日又

は翌会計年度の４月 10 日※のいずれか早い日までに、実績報告書を総務省に提出し
なければならない。
※令和４年４月 10 日は日曜日のため、４月８日（金）とします。
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３

整備事業の全体フローチャート

地方公共団体、第三セクター

総務本省／総合通信局
公募開始

公募開始確認
↓

公募申請受付

応募

↓
審査
↓
採択案件の内定

内示通知
↓

交付申請受理

交付申請

↓
審査
↓
交付決定通知

交付決定通知受理
↓
補助事業実施
↓

実績報告受理

実績報告

↓
審査
↓
額の確定通知

額の確定通知受領
↓

請求受理

補助金請求

↓
補助金の交付

補助金受領
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Ｂ

事業内容に関すること
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１

背景・事業概要
「日本再興戦略 2016」
（平成 28 年６月２日閣議決定）及び「世界最先端ＩＴ国家創造

宣言」
（平成 28 年５月 20 日閣議決定）に基づき、平成 29 年度から 31 年度までの３か年
における「防災等に資するＷｉ－Ｆｉ環境の整備計画」を平成 28 年 12 月に策定したと
ころ。31 年度までに約３万箇所の整備目標であったが計画を見直し、令和３年度までに
引き続き約３万箇所の整備を目標とした「防災等に資するＷｉ－Ｆｉ環境の整備計画」を
令和２年２月に改定。
本事業は、上記計画に基づき、防災の観点から、公衆無線ＬＡＮ（以下「Ｗｉ－Ｆｉ」
という。
）環境の整備を行うことで、電波の適正な利用を確保することを目的しており、
・

防災拠点（避難所・避難場所、官公署）でのＷｉ－Ｆｉ環境の整備を行うとともに、

・

災害発生時の情報伝達手段確保のため、被災場所として想定され災害対応の強化が望
まれる公的な拠点（博物館、文化財、自然公園等）

におけるＷｉ－Ｆｉ環境の整備を行う地方公共団体等に対し、その費用の一部を補助する
ものである。
（１）補助対象とする箇所
①

補助対象箇所は、下表のアからキまでとする。なお、補助対象箇所の根拠となる
個別の法令等（災害対策基本法、博物館法等）に基づく登録・指定については、運
用開始までにその手続を終えていることが原則として必要。

②

また、補助対象箇所のうち、最大収容者数や利用者数が、次に該当する場合につ
いては、当該整備に係る補助を優先するものとする。
・

避難所におけるＷｉ－Ｆｉ環境の整備であって、当該箇所の原則半径 1.3 ㎞
以内に、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備のある他の避難所※がない場合

・

Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備を行う箇所について、最大収容者数原則 300 人以下、
又は１日当たりの平均利用者数原則 200 人以下である場合

※本年度事業での整備箇所を含む。
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施設名称
ア

避難所・避難場所

詳細
◆

等

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 49 条の４第１

項の規定により指定された指定緊急避難場所

防災拠点

◆

同法第 49 条の７第１項の規定により指定された避難所

◆

地方公共団体が条例で定める指定緊急避難場所及び指定避
難所に類する施設

◆

災害対策基本法に基づき地方公共団体が定めた防災計画に
おいて位置付けられた指定緊急避難場所及び指定避難所に類
する施設

イ

官公署

◆ 本庁舎・出先庁舎
（特定の行政事務のみを処理する施設を除く）

ウ

博物館

◆

博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）第２条第１項に規定す

る博物館
◆ 同法第 29 条の規定により指定された博物館に相当する施設
エ

自然公園

◆

自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）第２条第１号に規定
する自然公園内に設置される施設であって、

（ⅰ）

自然公園法施行令（昭和 32 年政令第 298 号）第１条

第１号の道路及び橋
被災場所として想定される公的拠点

（ⅱ）

同条第２号の広場及び園地

（ⅲ）

同条第４号の休憩所、展望施設及び案内所

（ⅳ）

同条第９号の博物館、植物園、動物園、水族館、博

物展示施設及び野外劇場
オ

都市公園

◆

都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第２条第１項第２号
に規定する公園又は緑地

◆

都市公園法施行令（昭和 31 年政令第 290 号）第２条第１項

第４号に規定する
（ⅰ）主として一の市町村の区域内に居住する者の休息、観
賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的と
する都市公園
（ⅱ）主として運動の用に供することを目的とする都市公園
（ⅲ）一の市町村の区域を超える広域の利用に供することを
目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総
合的な利用に供されるもの
◆

レクリエーション都市整備要綱（昭和 45 年 12 月 10 日建設

省決定）に基づき設置されるレクリエーション都市

10

カ

文化財

◆

文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第２条に規定する

被災場所として想定される公的拠点

文化財のうち、次に掲げる文化財を有する箇所
（ⅰ）

同法第 27 条第１項の規定により指定された重要文化

財のうち有形文化財
（ⅱ）

同法第 57 条第１項の規定により登録された有形文化

財
（ⅲ）

同法第 78 条第１項の規定により指定された重要有形

民俗文化財
（ⅳ）

同法第 90 条第１項の規定により文化財登録原簿に登

録された有形の民俗文化財
（ⅴ）

同法第 109 条第１項の規定により指定された史跡、

名勝又は天然記念物
（ⅵ）

同法第 132 条第１項の規定により文化財登録原簿に

登録された記念物
（ⅶ）

同法第 134 条第１項の規定により選定された重要文

化的景観
（ⅷ）

同法第 144 条第１項の規定により選定された重要伝

統的建造物群保存地区
（ⅸ）

同法第 182 条第２項の規定により指定された文化財

であって、（ⅰ）から（ⅷ）に類するもの
キ

観光案内所

◆

地方公共団体、第三セクター法人又は一般社団法人及び一
般財団法人に関する法律（平成 18 年法律 48 号）に基づいて

設立された一般社団法人若しくは一般財団法人が設置又は運
営する観光案内所（独立行政法人国際観光振興機構（ＪＮＴ
Ｏ）が「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」（平成
30 年４月観光庁改定）に基づき認定したカテゴリーⅠ、カテ
ゴリーⅡ及びⅢの観光案内所を除く。）
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（２）補助対象と補助対象外の範囲
補助対象と補助対象外の範囲は、下表アからキまでとする。なお、以下の補助対象箇所
であっても、個々の事業内容に鑑みて、その事業目的の達成に必要でない場所への整備は、
補助対象外（使用時期が未定、使用目的や効果が不明確 等）
。
○ 例：災害時に住民の避難や窓口業務等が想定されていない官公署のフロアへの整備
経費項目

補助対象

ア 避難所・

指定避難所・指定緊急避難場所等

避難場所
等
イ 官公署

※ 避難所・避難場所に指定された学
校：体育館、グラウンド

補助対象外
※

避難所・避難場所に指定された学

校：普通教室、特別教室、廊下等
公民館、図書館、病院、福祉施設等

本庁舎・出先庁舎
（特定の行政事務のみを処理する施設

（注１）

防災拠点

を除く）
※
※ 官公署
の定義：行
政組織・機

行政組織の職員（非正規職員・契 ※

約職員・嘱託職員を含む）が常勤し、

税務、公安、教育、研究、医療、福

一般行政事務を行っていることが確

祉、消防、土木等

認できる施設

関そのも
のが所在

※ 災害時に住民・来訪者が手続等の
ために来訪・待機・避難することが想

している

定されるフロア、ロビー等への設置

施設

に限られる。

ウ 博物館

一般行政事務に該当しないもの：

登録博物館、博物館に相当する施設

左記以外（博物館法上の博物館等以
外）の博物館、博物館に相当する施設

（指定）

（注１）
被災場所として想定される公的拠点（注２）

エ 自然公園

・

国立公園、国定公園、都道府県

・

立自然公園内の公園施設
 道路及び橋

左記以外（自然公園法上の自
然公園以外）の公園

・

左記以外の公園施設

 広場及び園地

 宿舎及び避難小屋

 休憩所、展望施設及び案内所
 博物館、植物園、動物園、水族

 野営場、運動場、水泳場、舟
遊場、スキー場、スケート

館、博物展示施設及び野外劇場

場、乗馬施設
 車庫、駐車場、給油施設、昇
降機
 運輸施設（自動車、船舶、水
上飛行機、鉄道、索道、一般
自動車道、係留施設等）
 給水施設、排水施設、医療救
急施設、公衆浴場、公衆便
所、汚水処理施設
 植生復元施設、動物繁殖施設
 砂防施設
 自然再生施設 （注１）
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被災場所として想定される公的拠点（注２）

オ 都市公園

都市基幹公園、大規模公園、国営公園

住区基幹公園（街区公園、近隣公園、
地区公園）、緩衝緑地等（特殊公園、
緩衝緑地、都市緑地、緑道） （注１）

カ 文化財

有形文化財

有形文化財

（重要文化財及び登録有形文化財）

（左記以外の有形文化財）

－

無形文化財
（演劇、音楽、工芸技術等）

民俗文化財

民俗文化財
無形民俗文化財（風俗慣習、民俗芸

（重要有形民俗文化財、登録有形民俗

能、民俗技術）

文化財）
（衣服、器具、家屋等）
記念物

記念物

【指定】史跡、名勝、天然記念物

（左記以外の記念物）

【登録】登録記念物
文化的景観

－

伝統的建造物群保存地区

－

－

文化財の保存技術

－

埋蔵文化財

上記の補助対象に類する文化財
キ 観光案内
所

・

上記の補助対象外に類する文化財

地方公共団体、第三セクター法 ・
人、公益法人、一般法人が運営又は
設置する観光案内所（ＪＮＴＯ認定
のパートナー施設を含む。）

左記の主体以外が運営又は設置
する観光案内所（注１）

※

JNTO が認定するカテゴリーⅠ、
Ⅱ及びⅢの観光案内所
⇒

JNTO が認定するカテゴリーⅠ

以上の観光案内所の整備は「訪
日外国人旅行者受入環境整備緊
急対策事業」が活用可能
注１） 施設等が 「ア 避難所・避難場所等」に該当する場合は補助対象となる。
注２） 特定観光地（※）に所在する公的拠点（博物館、文化財、自然公園等）については、
観光庁の「観光地の「まちあるき」の満足度整備支援事業」による整備を優先とする。
ただし、上記、観光庁事業の要件を満たさない場合は、その限りではない。
総務省補助事業への申請の可否については、所管の総合通信局に相談すること（総合
通信局経由で総務本省が補助対象か否かについて確認をする）
。
※特定観光地とは、観光振興事業費補助金交付要綱に基づき観光庁が指定する市区
町村（以下、指定市区町村）に係る観光地をいい、
「観光庁の観光地の「まちあるき」
の満足度整備支援事業」において認定された旅行環境まるごと整備計画に基づくも
のとする。指定市区町村については令和３年度観光振興事業費補助金交付要綱別添
参照。
（https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001394614.pdf）
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（３）本事業により整備予定のＷｉ－Ｆｉに係る設置の考え方
①

既存Ｗｉ－Ｆｉのカバーエリアと本事業により整備予定のＷｉ－Ｆｉのカバーエ

リアが重複し、かつ、既存Ｗｉ－Ｆｉが円滑に利用することが可能な場合は補助対象
外となる。補助対象となる既存Ｗｉ－Ｆｉの判断基準は次のとおりとする。

既存Ｗｉ－Ｆｉの判断基準例
補助対象

・2.4GHz 帯のＷｉ－Ｆｉ
・個人用Ｗｉ－Ｆｉ
・企業等の社内等向けのＷｉ－Ｆｉ
・ホテル内の宿泊者向けＷｉ－Ｆｉ
・コンビニ等店舗の利用者向けＷｉ－Ｆｉ 等

補助対象外

・地方公共団体、第三セクター法人が整備した 5GHz 帯Ｗｉ－Ｆｉ（整備主体の
判断において既存Ｗｉ－Ｆｉを災害時に開放して使用することができるた
め、フリーＷｉ－Ｆｉに限らず、パスワード等により利用者が限定されている
ものも補助対象外となる）
・通信キャリア等の事業者が整備した 5GHz 帯のＷｉ－Ｆｉで契約すれば誰でも
利用可能なもの（通信キャリアのＷｉ－Ｆｉスポット） 等

②

本事業の実施に際しては、上述のとおり、既存Ｗｉ－Ｆｉのカバーエリアの確認が

必要となるため、次のとおり、専門の知識を持つ事業者による電波の測定器を用いた
電波環境調査を行い、調査結果を実績報告にて提出する必要がある。当該調査に係る
費用については、補助対象経費の「附帯工事費」に計上すること。
・整備したＷｉ－Ｆｉのアクセスポイントごとに、そのカバーエリア内の電波強度
を測定。
・カバーエリアの重複する既存の 5GHz 帯Ｗｉ－Ｆｉがある場合には、その電波強度
を記録するとともに、5GHz 帯の既存Ｗｉ－Ｆｉが円滑に利用できる状態であるか
確認すること。5GHz 帯の既存Ｗｉ－Ｆｉが円滑に利用できない場合は、その旨及
び円滑に利用できないと判断した理由を記載。
ただし、申請時には調査費用が補助対象とならないため、例えば、スマートフォン等
の通信端末により 5GHz 帯の既存Ｗｉ－ＦｉのＳＳＩＤの状況を確認すること。
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２ 事業実施主体及び交付額

事業実施主体及び交付額は、次のとおりとする。なお、交付決定額の下限は 100 万円。
事業実施主体の別
・

補助率

財政力指数（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基準財政収入額を同法第 11

補助対象経費の総額の
２分の１を交付する。

条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数
値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算した
（※１）
ものの三分の一の数値）
が 0.8 以下の都道府県、市

町村（市町村の連携主体を含む。）
注）市町村には、特別区は含まない。
・

条件不利地域の都道府県又は市町村（※２）

・

地方公共団体の出資若しくは拠出に係る「第三セクタ
（※３）
ー法人」

・

財政力指数が 0.4 以下であり、かつ、条件不利地域の
市町村

※１

補助対象経費の総額の
３分の２を交付する。

財政力指数は、令和元年度決算に基づく３か年の平均値として公表している総務省
「地方公共団体の主要財政指標一覧」を参照
https://www.soumu.go.jp/iken/shihyo_ichiran.html

※２
①

当該団体が次の①～⑦のいずれかの場合に限る。
過疎地（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 2 条第 2 項の規定により公示された過疎地域をいう。）
②

辺地（辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する
法律（昭和 37 年法律第 88 号）第２条第１項に規定する辺地をいう。）

③

離島（離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第２条第１項の規定に基づき離島振
興対策実施地域として指定された地域、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項に規定する小笠原諸島、鹿児島県の区域のうち奄美
市及び大島郡の区域並びに沖縄県の区域をいう。）

④

半島（半島振興法（昭和 60 年法律第 63 号）第２条第１項の規定に基づき半島振

興対策実施地域として指定された地域をいう。
）
⑤

山村（山村振興法（昭和 40 年法律第 64 号）第７条第１項の規定に基づき振興山

村として指定された地域をいう。）
⑥

特定農山村（特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促

進に関する法律（平成５年法律第 72 号）第２条第１項に規定する特定農山村地域
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をいう。
）
⑦

豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措置法（昭和 37 年法律第 73 号）第２条第１項の規
定に基づき豪雪地帯として指定された地域をいう。
）

※３

当該第三セクター法人が、財政力指数が 0.8 以下の都道府県、市町村（特別区を除
く。
）の地域又は条件不利地域に整備する場合に限る。

（参考１）補助対象・補助率及び費用按分の考え方
整備主体が都道府県又は市町村の場合
条件不利地域

整備拠点
整備主体（注）

全部

一部

無し

2 分の１
0.8 超

2 分の 1

（条件不利地域での

非補助対象

整備に限る）

財政力指数

0.8 以下

2 分の 1

0.4 超
都道府県

2 分の 1

3 分の 2 以下

0.4
以下

2 分の 1

市町村

3 分の 2

2 分の 1 以上

2 分の 1

（AP の箇所数に
応じて按分）

(注)

第三セクターは、表中「非補助対象」以外の地域で整備する場合に補助率 2 分の 1
となる。

（参考２）市町村の一部が条件不利地域の場合の補助率
「財政力指数 0.4 以下かつ条件不利地域を一部含む市町村」の補助率は、次のとお
り、条件不利地域内と条件不利地域外のアクセスポイント（AP）数で按分することで
算出（当該算出された補助率は、補助対象事業費の総額に適用。
）。

【按分の考え方】
補助率＝2/3 ×（条件不利地域内に整備を行う AP 数 / 補助事業で整備を行う AP 数）
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＋1/2 × （条件不利地域外に整備を行う AP 数 / 補助事業で整備を行う AP 数）

例 1：整備する AP が全て条件不利地域内にある場合
条件

補助率

・補助事業で整備を行う AP 数：11

補助率＝2/3 × 11/11 ＋ 1/2 × 0/11

・条件不利地域内に整備を行う AP 数：11

＝2/3 ＋ 0

・条件不利地域外に整備を行う AP 数：0

＝2/3

例 2：整備する AP が条件不利地域内と条件不利地域外にある場合
条件

補助率

・補助事業で整備を行う AP 数：11

補助率＝2/3 × 9/11 ＋ 1/2 × 2/11

・条件不利地域内に整備を行う AP 数：9

＝6/11 ＋ 1/11

・条件不利地域外に整備を行う AP 数：2

＝7/11

例 3：整備する AP が全て条件不利地域外にある場合
条件

補助率

・補助事業で整備を行う AP 数：11

※

補助率＝2/3 × 0/11 ＋ 1/2 × 11/11

・条件不利地域内に整備を行う AP 数：0

＝0 ＋ 1/2

・条件不利地域外に整備を行う AP 数：11

＝1/2

なお、財政力指数が 0.8 を超える地方公共団体であっても、条件不利地域を一部含む
場合は、その地域に限り 1/2 の補助率となる。

17

３ 事業実施期間及び補助対象範囲・経費
（１）単年度事業について
本事業は単年度事業であり、事業は原則として年度内に完了しなくてはならない。整備
事業の完了日とは、都道府県又は市町村が事業主体の場合は工事の検査を完了した日、第
三セクター法人が事業主体の場合は工事の竣工日を指す。また、事業完了日には、単に施
設・設備の工事が完了しているだけではなく、整備された施設・設備の運用開始の見通し
がたっている状態であることが求められる。

（２）年度内執行について
整備事業は交付申請書に記載した完了予定日までに終えることが必要である。翌年度
への繰越は原則として認められない。仮に、事業の実施上のやむを得ない事情が発生した
場合であっても、財政当局等に対して合理的な説明を求められることとなるので、事前に
総務省に相談すること。

（３）補助対象範囲の定義
次の経費（ランニングコスト等を除く。
）を補助対象とする。
経費区分
施設・設備費

内容
① 無線通信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費
（ア）鉄塔
（イ）局舎
（ウ）外構施設
（エ）受電設備（電力引込み送電線を含む。）
（オ）無線アクセス装置
（カ）送受信機
（キ）伝送用専用線
（ク）ケーブル
（ケ）中継増幅装置
（コ）電源設備（予備電源設備を含む。
）
（サ）監視装置
（シ）制御装置
（ス）測定器（(注)本事業においては測定器の購入は想定してい
ない。ｐ22参照）
（セ）その他事業を実施するために必要な経費
② ①に掲げるもののほか、附帯施設（大臣が別に定める施設・設
備）の設置に要する経費
③

用地取得費・道路費

附帯工事費 ※事業全体の一般管理費を含む。

①

前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備
に要する経費（土地造成費を含む｡）
② 附帯工事費
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（４）補助対象範囲・経費の考え方
（ポイント）
ⅰ

整備しようとする施設・設備が事業の目的達成に合致しているか。
・過剰なもの、不必要なもの等を整備していないか確認すること。

・個々の事業内容に鑑みて、その事業の目的の達成に必要でない施設・設備は、
（４）Ⅰ
①及び②に該当する場合であっても、補助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）

例：災害時に住民の避難や窓口業務等が想定されていない官公署のフロアに整備する
施設・設備
ⅱ

整備した施設・設備が将来的に継続して使用が見込めるか。
・市町村合併等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、十分な効果が発揮できな
くなることのないように注意すること。

ⅲ

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等、積極的に既存インフラを活用すること。
なお、交付金又は補助金を利用して整備した地域公共ネットワークを利用する場合、財
産処分の要否等には留意し、必要に応じて総務省に確認すること。
・民間通信事業者等のＷｉ－Ｆｉアクセスポイントや足回り回線等をできる限り活用で
きるように調整を行うこと。
ⅳ

重複投資になっていないか。
・遊休している施設・設備があるにもかかわらず、同様の物を整備してしまう等結果と
して重複投資とならないように注意すること。
・申請主体内での既存設備との重複だけでなく、都道府県と市町村、あるいは第三セク
ター法人等の所有する設備との重複に関しても、十分に留意して検討・調整を行うこ
と。また、民間通信事業者や施設所有者の有する設備との関係においても、不必要な
重複は避けること。

ⅴ

用地取得費や附帯工事費は、補助事業の実施に必要最低限の費用であるか。
・補助金で整備しようとしている設備に関係のない用地の取得や工事・調査設計に係る
費用が含まれていないように注意すること。

ⅵ

補助対象経費でないものが含まれていないか。
・地方公共団体等が抱える課題を、ＩＣＴを活用して解決する上で必要となる経費であ
って、補助対象経費に該当するか明確に判断出来ないものについては、申請主体は総務
省に対し協議すること。
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Ⅰ 施設・設備費
①

無線通信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費
対象となる機器・工事等

(ア) 鉄塔

具体的な機器・工事等の例

鉄柱・コンクリート柱等（Ｗｉ－Ｆ ・ ステーション用鉄柱・コンクリート
ｉステーションの設置に係るものを
柱・鋼管柱等（根かせを含む）
含む）を整備する際に必要となる設備 ・ 避雷針
・ 接地線材
・ 上記装置等に関する収容板・収容
箱、取り付け金具等
通信映像等の送受信、中継等の拠点 ・ 市役所等のセンターにサーバ等を
収容するラック新設
となる施設
○ 屋内設置型
（施設内の一部に中継機 ・ サーバ等の追加による電源設備等
の改修工事に関する設備・配線
器およびラック等を設置）
○ 屋外設置型
（屋外に専用ボックスや ・ 上記装置等に関する収容板・収容
箱、取り付け金具等
施設を設置）

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
(イ) 局舎
○ 空調設備工事…空調機の設置工
事、配管工事 等
○ 電源設備工事…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
鉄柱・コンクリート柱等を建設する ・ ステーションとセンター等を結ぶ
際に設置する柵、フェンス、擁壁、外
ケーブル配管
(ウ) 外構施
部から引き込まれるケーブル配管、ハ ・ ステーションへの接近防止用の柵
設
・ 上記装置等に関する収容板・収容
ンドホール、排水設備、舗装
箱、取り付け金具等
センター
・
局舎施設及びアクセスポ
・
受電装置（受電盤、分電盤、電線引
(エ) 受電設
き込み送電線等）の新設
イント設置施設等において、各機器へ
備(電力引込
・ 上記装置等に関する収容板・収容
の電源を安定供給するための設備
み 送 電 線 を ○ 受電装置（受電盤、分電盤、電線
箱、取り付け金具等
引き込み送電線）
含む)
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各種データを、電波により送受信可
能な形式に変換することにより、アン
テナを経由して送受信を行うための
(オ) 無線ア
送受信設備及びアンテナ設備から構
クセス装置
成される装置 等
※ いわゆるＷｉ－Ｆｉアクセスポ
イントは本項のこと。

・
・
・
・
・
・

Ｗｉ－Ｆｉ装置
Ｗｉ－Ｆｉ装置に係る設定・調整費
Ｗｉ－Ｆｉ装置用アンテナ
Ｗｉ－Ｆｉ装置用同軸ケーブル
Ｗｉ－Ｆｉ装置用同軸避雷器
上記装置等に関する収容板・収容
箱、取り付け金具等

伝送路設備又は構内伝送路を通じ ・ ルーター
てデータや映像情報等を伝送するた
Ｌ2／Ｌ3 スイッチ
(カ) 送受信
めの装置
・ ＰｏＥスイッチングハブ
機
○ ルーター
・ 上記装置等に関する収容板・収容
○ Ｌ2／Ｌ3 スイッチ
箱、取り付け金具等
センター・局舎施設から鉄柱・コン
クリート柱までの間等、各種データや
映像情報等を伝送するための線路設
備
○ 線路（光ファイバケーブル、メタ
ルケーブル、同軸ケーブル、固定無
線アクセス装置、
ノード、引込み線、
クロージャ、カプラ、保安器等）
※ 伝送路の距離について、具体的な
上限は設けていないが、事業目的に
鑑みて、
必要最低限の足回り回線の
み補助対象としており、回線の多重
化や迂回路等の整備は補助対象外。
(キ) 伝送用
※ アクセスポイントを設置する施
専用線
設内の回線（構内伝送路）は、基本
的には補助対象と考えられるが、効
率的なルートで配線を行う必要が
ある
（アクセスポイントの設置位置
の検討も必要）
。
※ 構外伝送路については、利用可能
な既設回線が無い場合、最寄りの通
信網までの回線整備は補助対象と
なり得るが
（無線設備での整備が効
率的である場合は、無線設備を整
備）
、他の事業と回線を共用する場
合は、費用按分となる。
※ 避難所・避難場所に指定された学
校に整備する場合は補助対象外。
センター・局舎施設内及びアクセス
ポイント設置施設内等において整備
する送受信装置等の各種データや映
像情報等を伝送するために必要なケ
(ク) ケーブ ーブル、配管、ケーブルラック等
○ ＬＡＮケーブル
ル
○ 構内光ケーブル
※ 屋外に設置された通信ケーブル
は、本項目ではなく、(キ) 伝送用専用
線に該当する。
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・ 屋外に設置された光ファイバケー
ブル（ケーブルを設置するために必
要な部材を含む。）
・ 建物とＷｉ－Ｆｉ装置を接続する
ＬＡＮ線（ＬＡＮ線を設置するため
に必要な部材を含む。
）
・ 通信事業者との回線契約費、工事
・ ＦＷＡ送受信機
・ ＦＷＡ送受信機用アンテナ
・ ＦＷＡ送受信機用同軸ケーブル
・ ＦＷＡ送受信機用同軸避雷器
・ 上記装置等に関する収容板・収容
箱、取り付け金具等

・ 屋内に設置された信号用のケーブ
ル（ＬＡＮケーブル、構内光ケーブ
ル等）
・ 屋内に設置された信号用のケーブ
ルを支持するための配管、ケーブル
ラック等
・ 上記装置等に関する収容板・収容
箱、取り付け金具等

(ケ) 中継増
幅装置

(コ) 電源設
備(予備電源
装 置 を 含
む。)

(サ) 監視装
置

センター・局舎施設から鉄柱・コン
クリート柱までの間等、各種データや
映像情報等を伝送するための中継装
置や増幅装置等
○ 中継装置、増幅器（海底中継装置
を含む）
○ 分岐装置／海底分岐装置（スプリ
ッタ等）
センター・局舎施設及びアクセスポ
イント設置施設等において、各機器へ
の電源を安定供給するための設備
○ 電源装置（予備電源、耐電トラン
ス、整流器、無停電電源装置、太陽
光発電設備、蓄電池等）
○電源ケーブル
※ 非常用電源（蓄電池・ＵＰＳ）に
ついては、
各事業目的に必要な時間
の対応となっており、非常通信確保
のためのガイド・マニュアル（平成
29 年 3 月）等を参照し、必要最低
限の時間とすること。また、特殊事
情がない限り、最大 72 時間を超え
ないこと。
ログ管理機能・セキュリティ対策等
を有するサーバ、システム等（パッケ
ージ購入費・ライセンス費等を含む）
※ 避難所・避難場所に指定された学
校に設置する場合は補助対象外。

・
・
・
・
・

・ 電源装置（予備電源、無停電電源装
置、太陽光発電設備、蓄電池等）
・ ＰｏＥ電源ユニット（ＰｏＥスイッ
チングハブは（カ）送受信機に区分）
・ 上記装置等に関する電源ケーブル、
収容板・収容箱、取り付け金具等

・
・
・
・
・

認証機能等を有するサーバ、システ ・
ム等（パッケージ購入費・ライセンス ・
・
(シ) 制御装 費等を含む）
※ 避難所・避難場所に指定された学 ・
置
校に設置する場合は補助対象外。
・

(ス) 測定器

(セ) その他
事業を実施

(注)測定器については、電波環境調査
等における測定時に使用するものであ
り、Wi-Fi サービス開始後に継続的に使
用するものではないことから、当該調
査等を行う専門の事業者等が自社所有
等の測定器を使用することが一般的で
あり、補助事業者が保有する物品とし
て購入することは想定していない。
事業を実施するために必要となる
設備等

するために
必要な経費
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中継装置
増幅器
分岐装置
海底分岐装置
上記装置等に関する収容板・収容
箱、取り付け金具等

運用管理用サーバ
ネットワークコントローラ
運用管理用サーバ設定
ファイアーウォール等セキュリテ
ィソフト
上記装置等に関する収容板・収容
箱、取り付け金具等
認証管理サーバ
認証に係わる設定
認証システムの構築
認証クラウドに接続するための契
約料
上記装置等に関する収容板・収容
箱、取り付け金具等
－

・ Ｗｉ－Ｆｉステーションに搭載す
る街路灯、サイネージ
※ 監視カメラ・防災スピーカーは
補助対象外

②

①に掲げるもののほか、附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費

（これらについては、交付要綱上の補足事項別紙に掲載している）
下記に定める施設（※）のうち、補助目的に合致するもののみを補助対象とする。
※「１から 21 までの施設・設備及びそれらに類する施設・設備」が附帯施設(大臣が
別に定める施設・設備)に該当する。
１

電柱

２

接地線

３

屋外照明施設

４

マンホール

５

空調設備

６

監視設備

７

航空標識灯設備

８

消火設備

９

水道施設

10

貯水タンク

11

ろか器

12

洗面・手洗施設

13

仮眠施設

14

モニターテレビ

15

修理工具

16

混信対策防止装置

17

ゴーストキャンセラー

18

中継用固定無線装置

19

地下埋設備

20

構内柱

21

１から 20 までに掲げるものに類する施設・設備

③ 附帯工事費
①に掲げた施設・設備に係る設置費・調整費・工事費等
事業の工事全般に係る以下の経費
○無線アクセス装置や認証システム等の設定調整費等
○調査設計費
○交付決定後に実施する現場調査・詳細設計（図面製作、完成図書作成費等）
○施工・構築費
○改修補強費
○施設及び電柱等の改修・補強に係る経費
○一般管理費
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Ⅱ 用地取得費・道路費
①

前項の施設・設備を設置するために必要な用地の取得及び道路の整備に要する経費
(土地造成費を含む)
センター・局舎施設、電柱等を整備する際に必要最低限の用地取得及び道路の整
備に要する経費
○用地取得費（用地の購入費）
○道路費（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、鉄柱・コンクリート柱の整備に伴って
必然的に発生する道路等、合理的な必要性を説明できる経路・距離であること。

（５）補助対象とならない経費等
交付要綱で補助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。
交付要綱で補助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
事業完了後に継続的に使用されることのない測定器
ポータルサイト構築費
アプリ開発のための機器や開発費
一般管理費以外の共通経費（共通仮設費、現場管理費、機器管理費、技術者管理費等）
交付決定前に実施し

事前着工とは、
交付決定日より前に締結された契約及び工事着工

た工事費用等

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。
）

ランニングコスト

○ 通信回線利用料
○ 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・修繕
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
○ 認証クラウドの使用料（一括払いも含む）
○ アクセスポイントの保守契約料
○ 管路使用料
○ コロケーション
（通信事業者等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）
○ 番組ソフト制作費
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等

４

本事業により整備するＷｉ－Ｆｉアクセスポイントの考え方

（１）Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントについて
Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントは、固定式のもの（Ｗｉ－Ｆｉステーション及び壁面等
に固着されたもの）を条件とする。可搬型のアクセスポイントは、補助対象としては認
めない。
また、電波の有効活用の観点からＷｉ－Ｆｉアクセスポイントの仕様は、5GHz 帯
（IEEE802.11ac 又は IEEE802.11ax）に対応していることが条件である（5GHz 帯及び
2.4GHz 帯の両方に対応している機種についても認められる）。
なお、本事業が防災目的であることを踏まえ、災害発生時にはＷｉ－Ｆｉアクセスポ
イントの開放を行い、原則として、誰でも認証なしで利用できるようにすることとする。

（２）Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントの認証方法（利用手続）
Ｗｉ－Ｆｉ環境の不正利用の防止が一定程度必要と考えられる場合において、本事
業を活用して、Ｗｉ－Ｆｉを整備する場合、一定程度の本人性が確認できる認証方法が
必要（※１）。
このため、総務省が公表している「Ｗｉ－Ｆｉ提供者向けセキュリティ対策の手引き」
（令和２年５月）等も参照しつつ、不特定かつ多数の者の利用を目的としてＷｉ－Ｆｉ
環境を整備する場合、不正利用防止及び利用者の利便性の観点から、①による認証方式、
②及び③の認証方式併用のいずれかを原則として求める（※２）。
①

SMS（ショートメッセージ）
・電話番号を利用した認証方式

・利用開始時に電話番号を入力
・システムから SMS で通知された利用コード
を入力することで利用可能
②

SNS アカウントを利用した認証方式

・利用開始時に自身が利用している
SNS サービスにログインすることで利用可能
③

利用していることの確認を含めたメール認証方式（※３）
・利用開始時にメールアドレスを登録し、登録したアドレス
に返信される利用コードの入力や認証ＵＲＬのクリック等で利用可能

（※１）上記認証方式を適用しなくてもよいケース
・災害時におけるＷｉ－Ｆｉの開放時
・屋内外問わず、利用者の容姿又は氏名の確認を取ることが可能な場所での使用時
・その他、上記認証基準が適用できない特別の事情がある場合
（※２）いずれかの方式で実施することが困難と認められる場合、対面配布方式や②又
は③の認証方式の単独実施でも利用者を目視で確認できる場合などには認める場
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合がある。
（※３）メール認証方式については、メールアドレスの登録だけでなく、利用している
ことの確認も含めた認証が必要。
（３）Ｗｉ－Ｆｉステーション（必要な場合に整備可能）
本事業において「Ｗｉ－Ｆｉステーション」とは、屋外に設置した鉄柱、コンクリー
ト柱等の独立柱にＷｉ－Ｆｉを搭載した施設を総称したものをいう。

整備可能なＷｉ－Ｆｉステーションのイメージ（例）

Ｗｉ－Ｆｉステーション搭載設備について、電源装置（太陽光パネル・蓄電池等）
は、他用途に電源供給するものでなければ鉄柱等に接着していなくても補助対象と
なるが、その他の設備であるサイネージや街路灯については、原則、鉄柱等に接着さ
せる等で一体的な運用が図られなければ補助対象としては認められない。

（４）その他
既設Ｗｉ－Ｆｉのアクセスポイントの更新・入替えや、監視カメラ・防災スピーカー
は補助対象外。
Ｗｉ－Ｆｉステーションによらないアクセスポイントの設置の場合の周辺設備とし
ては、停電に備えるための無停電電源装置（ＵＰＳ）等は、補助対象とする。それ以外
の周辺機器については、原則、補助対象とはしない。

５

災害時の利用の確保について
本事業の実施に当たっては、各申請主体の実情に応じ、次の各種基準例等も参照し、当
該設備機器等の設置に当たって活用可能な基準等を用いて、所定の方法に基づく耐震設
計の実施等により、災害時に必要な設備機器等が利用できるよう対応する必要がある（※
１）
。なお、平成 28 年度までに事業が終了している案件については、本件の対象外とす
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る。
【施工に当たっての各種基準例（※２）
】
・公共建築工事標準仕様書(電気工事編)[国土交通省]
・建築電気設備の耐震設計・施工マニュアル[一般社団法人日本電設工業協会・一般社
団法人電気設備学会]
・建築設備耐震設計・施工指針[国土交通省国土技術政策総合研究所及び独立行政法人
建築研究所監修]
・各種合成構造設計指針・同解説[一般社団法人日本建築学会編集]
※１

等

設備機器等について、当該機器を既設のラック等に収容する予定である場合は、

ラックが災害時に転倒せずに利用できるか（ラックがアンカーボルト等で固定さ
れており、災害時にボルトが抜けて転倒しないか 等）を事前に確認すること。
※２ 施工に当たってはこれら全ての基準を満たす必要はなく、またここに挙げたも
の以外のものを採用しても問題ない。各申請主体において、災害時の利用確保の
観点から、どのような措置が必要であるかを検討・判断し、想定している災害時
に利用できるよう必要と考える基準に則り施工すること。

６

事業で整備した施設等の運用に関すること
補助事業は、補助の効果を最大限に生かせる運用が重要となる。
運用に当たっての方針は、申請に当たって提出する「補助事業の概要」（交付要綱様式
第１号別紙１）の添付書類（整備計画）として提出すること。当該整備計画については、
「Ｃ

申請に関すること」中「１

申請関係書類の作成と確認のポイント」を参照するこ

と。
また、運用に当たっては、以下に掲げる点に留意すること。
○

整備した設備は、災害時の活用だけでなく平時の利活用も併せて推進すること。

○

整備や運用に当たって、民間事業者（通信事業者や整備箇所の施設所有者等）と
適切に連携し、官民の役割分担を整理すること。

○

整備した設備は、利用者が無料で利用手続を行えるようにすること。

事業で整備した施設等の運用に関する具体例は次のとおり。
（１）平時の利活用の推進
整備した設備の平時における利活用については、来訪者向けの観光情報の提供や地
域のプログラミング学習等での利用等、設置場所や運営主体の状況も踏まえて推進し
ていくことが望ましい。

（２）民間事業者との連携
Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備･運用に当たっては、限られた予算で大きな効果を生み出す
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ためにも、運営主体や運営方法等、整備後における体制・方法等を含め、民間事業者
との協力がポイントである。主な留意点は以下のとおり。
①

例えば、民間事業者に呼びかけることにより共通のプラットフォームの構築を
図ること（例として、共通ＳＳＩＤの採用により、一旦利用登録すれば域内でシ
ームレスにＷｉ－Ｆｉを利用できる環境の構築）や、民間施設等へのＷｉ－Ｆｉ
環境の拡大を呼びかけていく（例として、ホテルや観光施設、商業施設等、Ｗｉ
－Ｆｉ環境を整備することが施設価値の向上につながる場所においては、施設所
有者に整備を呼びかける、域内でのＷｉ－Ｆｉ環境の向上に向け官民で話し合う
場の設定等）等の対応を取ることが望ましい。

②

情報配信用のサーバをクラウド化して民間事業者のサービスを利用すること
等も可能である（ただし、こうした手法をとる場合において、利用料等の費用は
補助対象外である。また、補助対象経費と利用料等の明確な区分が必要である）。

③

整備したＷｉ－Ｆｉの運用に当たっては、地方公共団体自らが情報配信、運用
等を行うことも可能であるが、セキュリティや運用経費等を踏まえ、民間事業者
に運用を委託することも有効な手法である。

④

事業の持続可能性を高めるためには、ランニングコストの負担に関して、民間
事業者等との連携・協力や広告モデルの構築について検討することが望ましい。

７

その他運用開始までに行う事項

・電波法及び電気通信事業法の規定に基づく手続き
補助事業で整備した設備により、不特定多数に対してＷｉ－Ｆｉ通信を無料提供する場
合は、原則として、電気通信事業法第 165 条第１項の規定に基づく事前の「届出」（営利を
目的としない電気通信事業を行う地方公共団体による届出）の手続が必要となる（以前に別
件で当該「届出」をしている場合は、電気通信事業法施行規則第 10 条第１項に基づく「報
告」
（届出済みの電気通信役務の変更の報告）を事後に遅滞なくすることで足りる。
）ので、
手続に遺漏のないよう留意するとともに、所轄の総合通信局・総合通信事務所から手続の進
捗について報告を求められた場合は、状況を整理して回答すること。
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C 申請に関すること
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１ 申請関係書類の作成と確認のポイント
（交付申請にあたっての留意点）
交付申請及びそれに伴う交付決定は補助事業の実施内容と事業費を決定するもの
である。したがって、交付決定後に実施内容及び事業費を変更することは、原則とし
て交付要綱に基づく変更承認を得ずしては認められないので、その点を念頭におい
て作成すること。
また、本事業は防災目的であるとともに、平時には整備した機器の観光や教育目
的での利用も想定されることを踏まえ、申請に当たっては地方公共団体内の防災・
観光・教育関係部署での連携を取って対応すること。

（１）公募申請と交付申請について
本事業では、本申請の前に、公募による申請受付を行うこととしている。
公募の段階にあっては、
「公募申請書」と、次の（２）③イからコまでに記載してい
る申請書類の案を提出すること。
なお、公募申請及び交付申請ともに、押印を不要とする（※１）。また、原則として、プ
ロポーザル以外の随意契約を行う場合を除き複数事業者の相見積書を取得することと
するが、この見積書については、下見積りで差し支えない。なお、見積書への押印は任
意（※２）とするが、押印を省略する場合、事業者から申請者への提出は、従前から継続
的なやり取りのある者（部署）からの提出を求めること。
公募段階では、公募申請書に基づいて審査を行い、事業採択の内示を行う。採択の内
示を受けた団体のみを対象として、正式な交付申請書に基づく本申請を受け付けるも
のとする。
※１ 押印不要に伴い、電子メール等で申請書類を提出する場合は、公募審査等で継続
的にやりとりのある担当者（課）のメールアドレスから提出を行うこと。
※２

見積書への押印については、各自治体等の見積書への押印の取扱に準ずるもの

とする。

（２）申請書の作成について
①

基本的考え方
交付要綱様式第 1 号により作成する申請書、同様式別紙１第 13「補助事業の概要」、

添付書類「整備計画」及び別紙２「工事概要書」、見積積算書及びその他提出する書
類等は内容を必ず一致させること。
申請を行おうとする補助金以外に、関連する国庫補助事業又は単独事業を一体的
に実施している（予定も含む）場合は、補助金と別事業の区分が分かるようにするこ
と。また、見積積算書等の添付資料については、事業ごとに対象事業が分かるよう記
載もしくは色分け等をすること。
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②

本事業と他事業を併せて実施する場合の費用の切り分け
本事業と他事業（単独事業、他省庁国庫補助事業等）を併せて実施する場合の費用

の切り分けについては、費用を按分することが原則である。その際は、総務省と協議
し、それぞれの事業内容等を勘案し合理的な方法を採用すること。また、他省庁の国
庫補助事業等と併せて実施している場合は、当該省庁と調整をする必要がある。

③ 申請関係書類の構成について
交付要綱様式第１号に基づき、次の資料を順番に編さんし、提出すること。
なお、次のアからコまでに加えて、総務省から審査の過程において、資料等の提出
を求めることがある。

ア 公募申請書（公募の段階のみ）
イ 交付申請書（交付要綱様式第１号）
ウ 補助事業の概要（交付要綱様式第 1 号別紙１第 13）及び要綱に定める添付書類
エ 整備計画（交付要綱様式第１号別紙１第 13 の添付書類）及び参考資料
オ

工事概要書（交付要綱様式第１号別紙２）

カ

見積積算書（補助事業に要する経費の見積書）

キ 補助事業を連携主体が行う場合に必要な資料
ク

契約予定内容に関する調査表

ケ

口座設置届出書

コ

その他参考資料

④

主な書類の作成と確認のポイント
上記③ウ 補助事業の概要（交付要綱様式第 1 号別紙１第 13）及び要綱に定める添

付書類
（補助事業の概要）
○

事業費は、補助対象事業費を記載し、地方公共団体の場合は税込み価格、第
三セクター法人の場合は、可能な限り、税抜き価格とすること。また、千円未
満は切捨てること。

○

事業費合計金額と経費区分ごとに算出した事業費合計金額に相違が発生し
た場合の処理の方法について、特に希望がない場合は、施設・設備費へ相違額
を配分すること。なお、「用地取得費・道路費」に相違額を配分するときは、
備考欄に「用地傾斜希望」と記載すること。

○

国庫補助金申請額は、事業費に補助率を乗じて算出し、千円未満を切捨てる
こと。

○

国庫補助金申請額で、事業費合計金額から算出した補助金と経費区分ごと
に算出した補助金合計額に相違が発生した場合の処理の方法について、特に
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希望がない場合は、施設・設備費へ相違額を配分すること。なお、「用地取得
費・道路費」に相違額を配分するときは、備考欄に「用地傾斜希望」と記載す
ること。（添付書類）
○

事業の概念図
事業の概念図には、事業の目的、事業の概要、総事業費、国庫補助金申請額、
整備箇所数、アクセスポイント設置台数、Ｗｉ－Ｆｉステーション設置台数を
記載する。また、局舎・センター設備の設置場所（設置する場合に限る）やク
ラウド型システムを利用する場合はその旨、及びアクセスポイントやＷｉ－
Ｆｉステーションの設置箇所がわかる概念図を作成すること。
なお、補助対象として申請するものとそれ以外のものがある場合、判別できる
ようにすること。

○

システム構成図・回線系統図等
システム構成図・回線系統図等には、ルーター、サーバ等の送受信装置や構内

伝送路等についての構成図等、整備するシステムや回線設計の全体像がわかるも
のを作成すること。
なお、補助対象機器として申請するものとそれ以外のものがある場合、判別で
きるようにすること。

上記③エ

整備計画（交付要綱様式第１号別紙１第 13 の添付書類）及び参考資料

（整備計画）
○

事業を実施するに当たっては、地方公共団体が整備計画を作成すること。整備
計画の様式は、「【別紙１添付】整備計画」のとおりとする。

○

なお、申請主体が第三セクター法人である場合でも、整備計画の作成主体は該
当地域の地方公共団体であることに留意すること。
主な記載事項は次のとおり
ア)

Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント等を整備する箇所

イ)

整備に当たっての民間通信事業者等との協力に係る考え方

ウ)

災害時及び平時の利活用手法や、アクセスに当たっての認証方法（利用
手続）、利用制限等の手法。なお、本事業における認証方法（利用手続）
の要件は P25 に示すとおり。

エ)

自主財源による整備の状況

オ)

本事業にあわせて実施する民間連携の状況 等

カ) その他必要な事項（補助事業が地方公共団体の意向を反映したものであ
る場合（地方公共団体が定める国土強靱化地域計画に沿ったものである
場合、地方公共団体に事業の必要性を確認したものである場合等）は、そ
の内容を記載するとともに、その内容がわかる資料（国土強靱化地域計画

32

の抜粋、地方公共団体の確認書等）を添付すること。）
※なお、地方公共団体において、国土強靭化地域計画を策定済である場合
は、補助申請を優先的に受け付けることとする。申請時においては策定予
定時期の明示等でも可（交付決定時までには策定済であることが必要）。

（参考書類）
○

整備箇所一覧
整備計画の添付資料として、整備箇所一覧に整備箇所等を記載すること。また、

整備箇所一覧の参考書類として、整備するＷｉ－Ｆｉアクセスポイント及びス
テーションの整備箇所について、全体図（調査日又は作成日、スケールバーの記
載を含む）を作成すること（下図参照）
。
整備箇所全体図の例

（令和３年○月○日作成）

２
３

１

2km
○

当該整備箇所等が補助対象の要件を満たしていることを証する書類（地域防
災計画、関連する条例、ホームページの抜粋 等）
※

申請時に、登録・指定が済んでおらず、運用開始までにその手続きを終える
こととする場合は、実績報告書を提出する際に併せて提出すること。
なお、以下に該当する場合は、参考資料を必ず添付すること。

◆ 「指定緊急避難場所及び避難所に類する施設※」にＷｉ－Ｆｉ環境を整備する
場合
※
地方公共団体が条例で定める指定緊急避難場所及び指定避難所に類
する施設
※
災害対策基本法に基づき地方公共団体が定めた防災計画において位
置づけられた指定緊急避難場所及び指定避難所に類する施設
⇒

当該整備箇所が要件を満たしていることを証する書類
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（例：規定のある条例及び地域防災計画の当該部分に係る抜粋と、当該条例
等により指定する施設の一覧等）
◆ 申請主体以外が所有する施設等にＷｉ－Ｆｉ環境を整備する場合
⇒

施設所有者とＷｉ－Ｆｉ環境を整備することに関して協議を行い、施設所
有者から了承を得ていることを証する書類

（例：申請主体と施設所有者間での申し合わせ書等）
◆

場所を動かすことのできる文化財を有する箇所にＷｉ－Ｆｉ環境を整備する
場合
⇒

Ｗｉ－Ｆｉネットワーク等の運用期間中において、当該文化財を移動しな
いということを証する書類

（例：Ｗｉ－Ｆｉネットワーク等の運用期間中において、移動しないことが明
確となっている期間に関する資料等。当該文化財に関して、申請主体以
外が所有する文化財である場合には、当該所有者との間で取り交わした
申し合わせ書等）

◆

Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備を行う箇所が、最大収容者数原則 300 人以下、又は１日
当たりの平均利用者数原則 200 人以下である場合
⇒

当該整備箇所が要件を満たしていることを証する書類
（例：地域防災計画やホームページ等で当該部分に係る記載の抜粋等）

◆

財政力指数が 0.8 を超える場合又は財政力指数が 0.4 以下の市町村が条件不

利地域に整備する場合
⇒

◆

整備箇所が条件不利地域内であることを証する書類

事業実施主体が地方公共団体の出資若しくは拠出に係る第三セクター法人で
ある場合
⇒

地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人であることを証する書類
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上記③オ 工事概要書（交付要綱様式第１号別紙２）
○

資金計画については、国庫補助対象事業費に該当する金額についてのみ記載
すること。

○

添付図面として、「用地付近の見取図」及び「設計の概要図（配置図、各階
平面図及び立面図の概略）」を添付すること。それぞれの例は以下のとおり。

【用地付近の見取図（例）】

○○中学校

××公園

【設計の概要図（配置図、各階平面図及び立面図の概略）（例）】
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上記③カ 見積積算書（補助事業に要する経費の見積書）
○

見積積算書は総括表及び内訳表の２つを必ず作成すること。見積積算書の作
成は、申請主体が自ら作成すること。

○

見積積算書は、事業費算出の根拠となることから、正確な積算であるかどう
か、必ず検算を行うこと。

○

見積積算書に記載されている費目が、P19 の補助対象範囲や経費に合致して
いるか必ず確認すること。

○

消費税に１円未満の端数が生ずる場合は、切り捨てて計上すること。

○

経費に関して費用按分を行った場合、適宜、その考え方等を示す補足説明資
料等を添付のこと。

例）他事業との費用按分整理ペーパー（単独事業等と一体的に実施している場
合）、○○○を当該事業で整備する理由

等

下見積りに際して取得した資料を添付すること（カタログの写しやホームペー
ジ、公的な単価資料等）。
○

見積内訳の算出根拠として正確な積算を行ったものであることを確認する

ために、機器等の単価や人件費単価・日数等、積算根拠の詳細がわかる「見積内
訳」を必ず事業者より取得すること（○○一式△△円といった計上は認められな
い）。また、見積内訳の数字をどのように計上したかがわかるよう、計算式等を
算出根拠資料に記載すること。※実績報告時も提出を求めるため必ず行うこと。
○

見積額に人件費を含む場合は、人件費単価及び日数の根拠となる資料の提出
を事業者に対し求めること。具体的には、人件費の算出根拠となる資料として
『職種（電工等）・役職（プロジェクトマネジャー等）と時間単価の関係がわか
る資料』（国交省の労務単価等）などを添付すること。また、見積内訳の数字を
どのように計上したかがわかるよう、計算式等を算出根拠資料に記載すること。
※実績報告時も提出を求めるため必ず行うこと。

○

見積書の作成を依頼する際、「04 見積積算書」の各項目に合うような記載

で見積書の項目を作成するよう依頼すること。その際には、見積書に「04 見積
積算書」のどの項目と合致するか項番を付けるよう依頼すること。
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（見積積算書の作成作業の具体的な流れ）
申請書に添付する整備費用の見積積算書は作業が複雑で、整備規模によっては作
成に時間を要する場合がある。作業に間違いがあると修正作業に大きな負担が発生
するため、参考として具体的な作業の流れの例を次のとおり示す。
【例】
１：事業全体の整備規模の把握
工事業者等と相談し、整備施設ごとにアクセスポイントやルーター等の設置
台数を把握した上で、事業全体の整備規模を把握する。
２：整備内容（仕様）を揃えた相見積の依頼
整備に必要な機器購入費や工事費用の適正価格を確認するために、複数事業
者に対し、整備内容（仕様）を揃えた相見積を依頼する。特に工事費用につい
ては作業員の労務単価及び工数を明確にするよう注意すること。
３：価格の公的基準の確認
整備内容の価格に公的基準を適用できるもの（労務単価等）があれば調べる。
４：見積積算書の単価の説明資料
申請書に添付する見積積算書の単価を決めるため、相見積書と公的基準を比
較し、単価を説明する資料を作成。
５：見積積算書の内訳資料の作成
単価を説明する資料を基に、見積積算書の内訳資料を作成していき、補助対
象と補助対象外を区分けする。
６：見積積算書の総括表の作成と予算確認
見積積算書の内訳資料を基に、総括表を作成し、整備に必要な総事業費（補
助申請額と自己負担額）を確認し、予算上に問題があれば、作業を戻して必要
な調整を行う。問題がなければ体裁を整えて完成。
（見積積算書の作成及び確認留意点）
ⅰ 表紙
（ⅰ）日付
（ⅱ）件名
（ⅲ）事業名
ⅱ 内訳表
（ⅰ）経費の分類及び金額の積算を審査しやすいよう、大項目、中項目、小項
目等、段階に分けて小計、合計を明示すること。
（ⅱ）経費の明細が把握可能なレベルで、その項目を盛り込むこと。
・補助対象、補助対象外の費目が細かくなる場合には、別表でまとめる
こと。
・○○一式△△円となっている場合は内訳表にその具体的な内容を記載
すること。内訳表では○○一式という内容での記載は、認められない。
（ⅲ）見積りが複数になる場合は経費の取りまとめ表を添付すること。
（ⅳ）機器の個別単価を審査し、社会一般的な物価等に対して著しく乖離して
いないか確認すること。補助金の費用が著しく乖離している場合には必ず
その理由を確認すること。
（ⅴ）購入機器と取付数量等の対応について確認すること。
（ⅵ）工事費は、以下の図のとおり、原則、労務区分ごとに「人件費単価×人
日」によって算出すること。また、小計は工事費ごとに記載すること。
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【○ 労務区分ごとに記載のある例】

【× 労務区分ごとに記載されていない例】

（ⅶ）見積積算書の金額算出方針は原則以下のとおりとする。
①複数事業者から提出された相見積りを比べ、見積額の合計が最も安い見
積り（最安見積り）を確認。
②各機器費について、「建設物価」等の公的な根拠資料で算出できる機器
費を確認し、最安見積りと公的な根拠資料で算出した機器費を比較し、
安い方の各機器費を採用。
③各工事費について、最安見積りと公的基準で算出できる工事費を確認
し、安い方の各機器等の工事費を採用。
※いずれの場合も、下見積りに際して取得した資料を添付すること。（機器の
単価等が非常に高い下見積り額を採用する場合は、同一又は同等製品
の価格相場をカタログやＷｅｂサイトで確認すること）
（ⅷ）公的基準について
・適用する公的基準は可能な限り直近に公表されたものを使用することとす
る。
・「人件費単価」の公的基準は、地方公共団体が独自に定める人件費単価又
は国土交通省等が定める単価（公共工事設計労務単価等）等がある。
・「数量（人日、日数等）」の公的基準は、地方公共団体が独自に定める基準
又は国土交通省等が定める単価（土木工事標準積算基準書（電気通信編）
等）等がある。
・公的基準で算出できる工事費が人件費単価のみで、数量（人日、日数等）
が無い場合は、人件費単価のみを比較し、各機器等の工事費ごとで最安見
積りの人件費単価と公的基準の人件費単価のうち安い人件費単価を採用
し、数量（人日、日数等）は最安見積りを採用すること。
（ⅸ）一般管理費について
一般管理費は、直接経費に一般管理費率（10 分の１を上限）を乗じた額
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とする。一般管理費率は内訳表の備考欄に記載すること。
なお、再請負による作業等は間接経費であるため、一般管理費の算出には
加えないよう注意すること。
（ⅹ）他事業との費用按分について
他事業と一体的に整備する場合には、費用の按分計算方法を示すこと。
（ⅺ）センター・局舎施設について
センター・局舎施設の整備については、最低限必要な施設の補助事業費が
対象経費となる。センター・局舎施設（各部屋等）の使用目的を明確にす
ること。
（ⅻ）撤去費については、既存建物を撤去しなければ、新施設の建設事業を実
施することができない等直接必要と認められるのかどうかを確認すること
（補助対象とする撤去工事の範囲を図面等で確認すること）。
※積算の根拠とした公的な根拠資料、公的基準、積算資料等は別途まとめて提出
すること。
※主な公的基準
・国土交通省土木工事標準積算基準
・国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編）
・建設物価
・公共工事設計労務単価
・電気通信関係技術者等単価
・公共建築工事共通費積算基準
・設計業務委託等技術者単価
上記③キ
○

補助事業を連携主体が行う場合に必要な資料
連携主体の構成団体一覧

（その連携主体を構成する全団体を列記したもの）
○

連携主体の代表承認書
（申請書を提出する市町村が、連携主体の代表団体であることが確認できる
もの）

２ 書類の提出方法
公募申請時は、申請者の所在地を管轄区域とする総合通信局又は沖縄総合通信事務所
あてに書類の電子データを１通提出すること（注）。
なお、電子データについては、Ｅメール又は総務省が指定する大容量ファイル転送シス
テム等を利用して提出すること。
（注）交付申請時には、書類の電子データを１通（書面の場合は２通）提出すること。
また、公募申請にあたっては J グランツ（補助金システム）を利用し、提出することも
可能である。
J グランツの操作方法やよくあるご質問等については、以下を参照のこと。
https://jgrants.go.jp/faq
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○

書類・電子データの提出先及び担当窓口の一覧（総合通信局及び事務所）
■北海道
北海道総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒060-8795 札幌市北区北 8 条西 2 丁目 1-1 札幌第 1 合同庁舎
電話：011-709-2311（内線 4716）／FAX：011-709-2482
e-mail：chousei-k@soumu.go.jp

■青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
東北総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒 980-8795 宮城県仙台市青葉区本町 3-2-23 仙台第２合同庁舎
電話：022-221-0711／FAX：022-221-0613
e-mail：seibi-toh@ml.soumu.go.jp
■茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
関東総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒102-8795 東京都千代田区九段南 1-2-1 九段第 3 合同庁舎 23 階
電話：03-6238-1694／FAX：03-6238-1699
e-mail：kanto-suisin@soumu.go.jp

■新潟県、長野県
信越総合通信局 情報通信部 情報通信振興室
住所：〒380-8795 長野県長野市旭町 1108 長野第１合同庁舎
電話：026-234-9974／FAX：026-234-9999
e-mail：shinetsu-chiikishinko@soumu.go.jp

■富山県、石川県、福井県
北陸総合通信局 情報通信部 情報通信振興室
住所：〒920-8795 石川県金沢市広坂 2-2-60 金沢広坂合同庁舎 6 階
電話：076-233-4430／FAX：076-233-4499
e-mail：hokuriku-shinkou@soumu.go.jp

■岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
東海総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒461-8795 名古屋市東区白壁 1-15-1 名古屋合同庁舎第三号館 6 階
電話：052-971-9404／FAX：052-971-3581
e-mail：tokai-shinko@soumu.go.jp
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■滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
近畿総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒540-8795 大阪市中央区大手前 1-5-44 大阪合同庁舎第 1 号館 4 階
電話：06-6942-8521／FAX：06-6920-0609
e-mail：ict-kinki@ml.soumu.go.jp

■鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
中国総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒730-8795 広島市中区東白島町 19-36
電話：082-222-3325／FAX：082-502-8152
e-mail：chugoku-shinko@ml.soumu.go.jp
■徳島県、香川県、愛媛県、高知県
四国総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒790-8795 愛媛県松山市味酒町 2-14-4
電話：089-936-5061／FAX：089-936-5014
e-mail：shikoku-chiiki@soumu.go.jp

■福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
九州総合通信局 情報通信部 情報通信振興課
住所：〒860-8795 熊本市西区春日 2-10-1
電話：096-326-7833／FAX：096-326-7829
e-mail：h-shinkou@soumu.go.jp

■沖縄県
沖縄総合通信事務所 情報通信課
住所：〒900-8795 沖縄県那覇市旭町 1-9 カフーナ旭橋 B 街区 5 階
電話：098-865-2304／FAX：098-865-2311
e-mail：okinawa-sinko@ml.soumu.go.jp
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