
（前年度予算額 XX百万円)
XX年度予定額 XX百
万円

成 果

臨時休業による学校給食休止に伴う諸課題への対応

学校の設置者

○学校給食費（食材費）
・キャンセルが間に合わなかった発注済み食材
費の支払い
・設置者が負担する食材費のキャンセル代 等

○調理業務等委託費
・調理業務等委託費に対する違約金

給食関係事業者

・売上の減少
・自宅待機等にかかる人件費
・施設設備の維持費

課 題

学校給食費返還等事業（予備費により新設：文科省）

・臨時休業期間中の学校給食費について、保護者への返還を要請

・上記要請に伴い、設置者が負担する食材に係る経費（キャンセル代含む）
を補助

・調理業務等委託費についても、様々な契約形態があることから、国・地方
が一体となり、状況に応じて柔軟に対応

安全・安心な給食の確保と食品ロス対策（予備費により新設）

・給食調理業者に対して研修費や消耗品購入、設備更新を支援（文科省）
・食品納入業者等に関し代替販路の確保に向け支援等（農水省）

対応策

事業活動の縮小や雇用への対応

・雇用調整助成金の特例措置の拡大（厚労省）
・強力な資金繰り対策（中小企業庁等）

（参考資料２）全給連説明会配布資料
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学校臨時休業対策費補助金交付要綱 

 
 

令和２年３月１０日 文部科学大臣裁定 
 

 

（通 則） 
第１条 学校臨時休業対策費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関しては、

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。
以下「適正化法」という。）及び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。以下「適正化法施行令」という。）の規

定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。 
 

（交付の目的） 
第２条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症対策として全国学校給食会連合

会（以下「連合会」という。）が行う、以下の事業毎に記載した内容を目的とす
る。 

①  学校給食費返還等事業 

学校の設置者が学校の臨時休業（令和 2 年 3 月 2 日から春季休業の開始日の
前日までの間における学校保健安全法第 20 条に基づく臨時休業）（以下「臨

時休業」という。）に伴う学校給食休止に係る学校給食費を保護者に対して返
還等するための経費を支援する事業（以下「補助事業①」という。）に対して

補助を行うことにより、保護者の負担軽減等に資すること。 

②  衛生管理改善事業 
 学校の設置者が、令和元年度中に契約を行い、学校の臨時休業による学校給

食休止に伴い、契約変更等を行った学校給食調理業者（パン、米飯、めん等の
最終加工・納品業者を含む）（以下「学校給食調理業者」という。）に対し、

地方公共団体が職員研修や設備等の購入に係る経費を支援する事業（以下「補
助事業②」という。）に対して補助を行うことにより、令和２年４月からの学

校給食再開に向けた新型コロナウイルス感染症も踏まえた衛生管理の徹底・改

善を図ること。 
 

（定義） 
第３条 この要綱において、適正化法第２条第３項に規定する補助事業者等とは連

合会とし、適正化法第２条第６項に規定する間接補助事業者等とは第４条第１項

の規定により連合会から補助金の交付を受けた、補助事業①に関しては学校の設
置者とし、補助事業②に関しては地方公共団体とする。 

 
（交付の対象） 

第４条 文部科学大臣（以下「大臣」という。）は、連合会が補助事業を実施する
ため、又は間接補助事業者等へ補助金を交付するために必要な経費のうち、補助

金の交付の対象として大臣が認める経費（以下「補助対象経費」という。）につ

いて、予算の範囲内で補助金を交付する。 
２ 前項の連合会が間接補助事業者等に対して行う交付の手続きは、連合会の会員

である各都道府県の学校給食会又は学校給食・食育支援センター（以下「給食会
等」という。）を通じて行うものとする。ただし、当該給食会等が原因となる補

助金の交付の手続きは、連合会が自ら行うものとする。 

別紙 
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３  補助事業に係る補助対象経費、補助対象経費の範囲及び補助金の額等は別記に

定めるところによる。ただし、他の補助金等の補助対象となるものを除く。 
４ 間接補助事業に係る補助対象経費、補助対象経費の範囲及び補助金の額等も前

項と同様とする。ただし、事務費を除く。 
 

（申請手続） 

第５条  連合会は、この補助金の交付を受けようとする場合は、別に定める期日ま
でに、交付申請書（様式１）を大臣に提出しなければならない。 

 
（交付の決定） 

第６条  大臣は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、これを審査

の上、補助金を交付すべきと認めたものについて交付決定を行い、交付決定通知
書（様式２）にその決定の内容を交付の申請をした連合会に通知するものとする。 

２  大臣は、前項の決定をする場合において、必要に応じ条件を付すことができる
ものとする。 

３ 連合会は、補助金の交付を受けたときは、交付された補助金のうち第４条第１
項に規定する間接補助事業者等への補助金の交付に関する事業の額に相当する金

額を速やかに間接補助事業者等に交付しなければならない。 

４ 大臣は、交付申請書が文部科学省に到達した日から起算して原則として３０日
以内に交付の決定を行うものとする。 

 
（申請の取下げ） 

第７条  前条の通知を受けた連合会は、交付決定の内容又はこれに付された条件に

対して不服があることにより、交付の申請を取り下げようとするときは、交付決
定の通知を受けた日から３０日以内に、その旨を記載した書面を大臣に提出しな

ければならない。 
   

（補助事業の遂行） 
第８条 連合会は補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、

一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に

付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をす
ることができる。 

 
（計画変更） 

第９条  連合会は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ内容変

更承認申請書（様式３）を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。た
だし、交付目的を変えないで、補助金の交付決定額に影響を及ぼさない軽微な変

更の場合はこの限りではない。 
２ 第６条第１項の規定は、前項の場合について準用する。この場合の変更交付決

定通知書（様式４）によるものとする。 
３  大臣は、第１項の承認をする場合においては、必要に応じ交付決定の内容を変

更し、又は条件を付すことができる。 

４ 第６条第４項の規定は、第１項の承認をする場合において準用する。 
５ 連合会は、補助金の交付決定後、間接補助事業者等より当該決定に係る補助金

申請の取下げがあったときは、申請取下報告書（様式５）を速やかに大臣に提出
し、その指示を受けなければならない。 

６ 連合会は、補助金の決定後、間接補助事業者等に対し当該交付の決定の全部又
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は一部について取消しを行った場合及び当該取消しに係る部分に関し補助金の返

還をさせた場合においては、その内容並びに加算金及び延滞金に関する事項につ
いて、交付決定取消報告書（様式６）又は補助金返還報告書（様式７）を速やか

に大臣に提出し、その指示を受けなければならない。 
 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１０条  連合会は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、中止（廃止）
承認申請書（様式８）を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 

 
（補助事業の遅延の届出） 

第１１条  連合会は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込ま

れる場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに事業遅延
報告書（様式９）を大臣に提出し、その指示を受けなければならない。 

 
（状況報告及び調査） 

第１２条  連合会は、補助事業の遂行及び支出状況について、大臣の要求があった
ときは、速やかに状況報告書（様式１０－１）を大臣に提出しなければならない。 

２ 大臣は必要があると認めるときは、その状況を調査することができる。 

３ 連合会は、補助金の適正な執行を図るために必要があるときには、助成した事
業の実施状況等について間接補助事業者等から報告を徴し、又は実地に調査する

ものとし、速やかに状況報告書（様式１０－２）を大臣に提出しなければならな
い。 

 

（実績報告） 
第１３条  連合会は、補助事業が完了したとき若しくは補助事業の廃止の承認を受

けたときは、その日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の決定を
した会計年度の翌会計年度の４月１０日のいずれか早い日までに、補助金の交付

の決定に係る国の会計年度が終了した場合（補助事業が完了せずに国の会計年度
が終了した場合）には、補助金の交付の決定をした会計年度の翌会計年度の４月

１０日までに、実績報告書（様式１１）を大臣に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、実績報告書の提出期限について、大臣の別段の承認を受
けたときは、その期間によることができる。 

 
（補助金の額の確定等） 

第１４条  大臣は、前条第１項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、そ

の実績報告書の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の実施結果が
補助金の交付決定の内容（第９条に基づく承認をした場合は、その承認した内容）

及びこれに付された条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確
定し、額の確定通知書（様式１２）により連合会に通知するものとする。 

２  大臣は、連合会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額
を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ず

るものとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限
内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて

年利１０．９５％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 
 

（交付決定の取消し等） 
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第１５条  大臣は、第１０条の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又

は次の各号に掲げる場合には、第６条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、
又は変更することができる。 

  (1) 連合会が適正化法及び適正化法施行令その他の法令若しくはこの要綱又はこ
れらに基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合 

  (2) 連合会が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

  (3) 連合会が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合 
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続  

する必要がなくなった場合 
２  大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対す

る補助金が交付されているときは、連合会に対し、当該補助金の全部又は一部の

返還を命ずるものとする。 
３ 大臣は、第１項第１号から第３号の理由による交付の決定を取り消し、前項の

返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から、納付の日までの
期間に応じて、年利１０．９５％の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずる

ものとする。 
４ 第２項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第３項

の規定を準用する。 

 
（補助金の支払） 

第１６条 補助金の支払は、原則として第１４条第１項の規定により交付すべき補
助金の額を確定した後に行うものとする。ただし、必要があると認められる場合

は、会計法（昭和２２年法律第３５号）第２２条及び予算決算及び会計令（昭和

２２年勅令第１６５号）第５８条第４号に基づく財務大臣との協議が調った際に
は、補助金の全部又は一部について概算払することができる。 

２ 連合会は、前項により補助金の支払を受けようとするときは補助金支払請求書
（様式１３）を官署支出官文部科学省大臣官房会計課長に提出しなければならな

い。 
 

（財産の管理等） 

第１７条  連合会は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取
得財産等」という。）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

注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければ
ならない。 

２  大臣は、連合会が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、又は一部を国に納付させることがある。 
３ 大臣は、間接補助事業者等が取得財産等を処分することにより、得た収入の全

部または一部について連合会に納付があった場合は、その納付額について国に納
付させることができる。 

 
（財産処分の制限） 

第１８条  取得財産等のうち適正化法施行令第１３条第４号及び第５号の規定によ

り処分を制限する取得財産等（以下「処分制限財産」という。）、並びに同第１
４条第１項第２号の規定により処分を制限する期間は、大臣が別に定める。 

２  連合会は、前項の規定により定められた期間内において、処分制限財産を処分
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。 

３ 連合会は、間接補助事業者等から財産処分の承認の申請を受けたときは、あら
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かじめ大臣の承認を受けなければならない。 

４  前条第２項の規定は、第２項及び第３項の承認をする場合において準用する。 
 

（補助金の経理） 
第１９条  連合会は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助

事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければな

らない。 
２  連合会は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項

の収支簿とともに、補助事業の完了、あるいは中止又は廃止する日の属する年度
の翌年度から５年間保存しなければならない。 

 

（補助金調書） 

第２０条 連合会は、当該補助事業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における

計上科目及び科目別計上金額を明らかにする調書（参考様式）を作成しておかな
ければならない。 

 
（間接補助金等交付の際付すべき条件） 
第２１条 連合会は、間接補助事業者等に補助金を交付するときは、本要綱第７条

から第２０条まで（第１６条から１８条までを除く。）の規定に準ずる条件を付
さなければならない。 

 

（その他） 
第２２条 前条までに定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は別に

定める。 
 

附則（令和２年３月１０日付け元文科初第１６６３号） 
 この要綱は、令和２年３月１０日から施行する。 

 

 
 

 



 

別記 
１ 補助対象経費及び補助金の額は次のとおりとする。 

 

事 業  

 

補助事業者／間接
補助事業者等 

 

補助対象経費 

 

補 助 金 の 額 

 

補助事業① 
学校給食費
返還等事業 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

全国学校給食会連
合会／学校の設置
者 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策に

係る国公私立の小学校、中学校、義

務教育学校、中等教育学校（前期課

程）、特別支援学校及び夜間課程を

置く高等学校（中等教育学校の後期

課程を含む。）（以下「夜間定時制

高等学校」という。）の臨時休業に

伴う学校給食の中止により、本来保

護者が負担することとなる経費（学

校給食法第 11 条第 2 号に基づく経

費）を学校の設置者が負担した場合

における学校給食費等に相当する

経費。 

 

【学校の設置者が負担した学校給

食費等に相当する経費】 

臨時休業の期間に対応する下記の

経費を補助対象とする。なお、本事

業開始以前より、学校給食費の全部

又は一部を学校の設置者が負担し

ている場合は、学校の設置者が負担

している臨時休業の期間に相当す

る分を本対象経費に含む。 

・学校の設置者がキャンセルせずに

事業者から購入した食材に係る

経費及びその処分に要した経費

（ただし、学校の設置者が当該食

材を転売できた場合、その売上金

額分は除くものとする） 

・事業者に対して既に発注されてい

た食材にかかる違約金等（ただ

し、事業者が当該食材を転売でき

た場合、その売上金額分は除くも

のとする） 

・その他返金等に要する経費（保護

者に返金する際の銀行振込手数

料等） 

 

・公立及び私立学校の場合は補助対
象経費の４分の３の額とする。 
（ただし、私立学校においては、
平成 30 年度学校給食実施状況等
調査（文部科学省）による給食費
平均額の４分の３を上限とす
る。） 

 
・国立学校の場合は１０／１０ 
 
・算出された総額（設置者単位）に

千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。 

 
 
 

 

 

補助事業② 
衛生管理改
善事業 
 
 
 
 

 

 

 

 

全国学校給食会連
合会／地方公共団
体 
 
 
 
 
 

 

 

 

地方公共団体による、学校給食調理

業者に対する、令和２年４月からの

学校給食再開に向けた新型コロナ

ウイルス感染症も踏まえた衛生管

理の徹底・改善を図るための職員研

修や設備等の購入の支援に必要な

経費であり、１事業者あたり、下記

の項目ごとの金額の合計。 

 

【職員研修に必要な経費】 

研修参加料やテキスト代とし、従業

員３人以下（代表者を含め４人以

 

・補助対象経費の３分の２の額とす
る。 

 
・算出された総額（事業者単位）に 

千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。 

 



 

下）の場合に限り、当該研修を開催

する場合に伴う会場借料費や業務

代替人件費についても対象とする。 

従業員規模に応じ、以下を限度額と

する。 

従業員３人以下（代表者を含め４

人以下）の場合 

 研修期間は３日 

 研修参加者は４人までとし、１

日あたり１人１８千円 

総額は２２万円 

従業員４人以上（代表者を含め５
人以上）の場合 

研修期間は１日 
研修参加者は１人までとし、１
日あたり５千円 
総額は５千円 

 

【設備等の購入に必要な経費】 

＜設備更新費＞ 

自動手洗消毒器などの衛生管理に

必要な設備の更新に係る経費（運搬

費、設置・据え付け費を含む。）。

限度額は以下のとおりとする。 

設備費：４５万円 

＜消耗品費＞ 

エプロン、帽子（落髪防止用）、手

袋、マスク、長靴（防滑性）、アル

コール溶液、デジタル温度計（食品

用非防水センサー）、室内用温度計、

ステップオンコンテナ、キャベジカ

ンドーリーなどの衛生関係消耗品

の購入。限度額は以下のとおりとす

る。 

消耗品費：３０万円 

 

事務費 

 

 

 

 

 

全国学校給食会連

合会 

 

 

 

 

全国学校給食会連合会が当該補助

事業の適正なる執行をはかるため

に必要な事務に要する経費（人件

費、旅費、借損料、消耗品費。）。 

 

・定額補助とする。 

 

・算出された総額に千円未満の端数

が生じた場合には、これを切り捨

てるものとする。 

 
 （注）補助事業②衛生管理改善事業の実施にあたっては、研修計画の提出及び研修実施報告書の提出を補

助時要件とする。（様式等については別途指示。） 



 

学校臨時休業対策費補助金に関するＱ＆Ａ 

（令和２年３月１７日時点） 

※本 Q&Aは、今後、順次更新を行います。 

 

共通事項 

○ 今回の予備費は、令和元年度予算であり、当該年度中の執行が原則であることからで

きるだけ早期の執行に努めていただくことが重要です。なお、様々な事情により年度内

の執行が困難な場合は、繰越制度の活用も考えられます。 

 

学校給食費返還等事業（補助事業①） 

【補助の流れ】 

問２ 申請は各学校設置者で行うのか。都道府県が取りまとめる必要があるか。 

○ 各学校設置者が各都道府県給食会を通じて全国学校給食連合会へ申請します。 

 

問３ 都道府県が市町村分費用の予算取りをする必要があるのか。 

○ 市町村を間接補助事業者、負担割合を４分の１としているため、都道府県の負担は想

定していません。ただし、別途、都道府県が単独事業として市町村を支援することを妨

げるものではありません。 

 

【補助金額】 

問４ 学校設置者が負担する４分の１について、国の支援はあるのか。 

○ 公立学校については、学校設置者負担分の８０％が特別交付税により措置されます。 

  私立学校については、学校設置者負担となります。 

 

【補助対象経費】 

問５ 学校給食費を全部又は一部を無償化している場合は対象となるか。 

○ 対象となります。 

 

問６ 学校に寄宿舎がある場合、朝食と夕食分の食材についても対象となるか。 
○ 本補助金は、臨時休業期間の学校給食（学校給食法第３条、夜間課程を置く高等学校

における学校給食に関する法律第２条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学

校給食に関する法律第２条で定める学校給食をいう）の休止への対応であり、対象とな

りません。 

 

 

 

問１ 年度内にどこまで交付決定を行うのか。学校設置者（補助事業①）や地方公共団体

（補助事業②）として、今年度中の予算化が必要か。 
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問７ 「違約金等」について、事業者との契約書にキャンセル料に係る規定がない場合で

も対象になるのか。 

○ 現行の契約にキャンセル料に係る規定がない場合でも、臨時休業期間に係るものであ

ることなど客観的に分かるよう、業者と学校設置者との間で調整の上、変更契約等を行

い、違約金等を学校設置者が支払った場合は対象となります。 

 

問８ 「違約金等」について、既存の規定を持っていない場合などは、金額設定をどのよ

うに考えればよいか。どこまで認められるのか。 

○ 各学校設置者と事業者との間で協議の上、変更契約等にて合意いただければと思いま

す。その際、臨時休業期間に係る合理的な金額となるよう留意願います。 

 

問９ キャンセルに係る違約金等の対象となる食材は、既に納入したものでなければいけ

ないのか（納入前の食材は対象にならないのか）。 

○ 事業によって納入の有無は問いませんが、個々の契約に従って取り扱うことになりま

す。但し、転売等の状況については確認が必要です。 

 

問 10 学校設置者が既に買い入れた食材のうち、保存可能なため、4 月以降に活用予定の

食材は、補助の対象となるか。 

○ 対象外です。 

 

問11 学校設置者が、寄付にあたって要した費用については、処分に要した費用と見なさ

れるか。また、証明書等、申請にあたり何が必要になるのか。 

○ 見なされます。申請にあたっては、寄付を行った事実と寄付に要した費用がわかる資

料が必要と考えています。 

 

問 12 4 月以降の在学生には、5 月分の給食費は 3 月の納入分を相殺した額を徴収予定で

あり、3月に卒業する者には、4月以降に振り込みで返納を予定している。その旨を保

護者に周知し、承諾を取る際の郵送料や振り込み手数料も対象となるか。 

○ 対象となります。 

 

問 13 既に学校給食費を保護者に返還しており、その際、返還手数料は保護者負担として

いたが、本事業の補助対象経費となることを受け、当該手数料も保護者に返還したい

と考えている。但し、「返還する手数料」より、そのために要する経費のほうが高く

なるところ、問題ないか。 

○ 対象となりますが、返還にかかる事務的負担や費用等も含め総合的に勘案し、適切に

判断いただければと考えています。 
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衛生管理改善事業（補助事業②） 

【補助の流れ】 

問 14 県学校給食会への申請は各学校設置者で行うのか。都道府県がとりまとめるの

か。 

○ 都道府県・市町村が、業者に補助を行う場合、全国学校給食会連合会（各都道府県学

校給食会）が都道府県・市町村に補助を行います。 

 

問 15 業者が複数の市町村や県全体で研修を実施する場合、窓口となる地方公共団体はど

こになるのか。 

○ 県でおとりまとめいただくか、関係市町村で協議して決めていただくことが考えられ

ます。 

 

【スケジュール】 

問16 設備購入や職員研修を令和元年度内に行わなければいけないのか。 

○ 今回の予備費は、令和元年度予算であり、当該年度中の執行が原則であることからで

きるだけ早期の執行に努めていただくことが重要です。なお、様々な事情により年度内

の執行が困難な場合は、繰越制度の活用も考えられます。 

 

【補助金額】 

問 17 地方公共団体が負担する３分の１について、国の支援はあるのか。 

○ 地方公共団体負担分の８０％が特別交付税により措置されます。 

   

【補助対象経費】 

問18 特に契約変更をしていない業者に対し、学校設置者が自主的に衛生管理の改善のた

めに設備更新等を支援した場合も対象となるか。 

○ 今回の臨時休業に伴った影響を受けている業者に対する支援であれば、対象となりま

す。 

 

問19 業者主催ではなく、他者主催の研修に参加するための費用も補助対象となるか。そ

の際、旅費も認められるか。 

○ 補助の対象となる研修の実施形態や対象項目に制限はありません。ただし、実施日数

や対象人員数、総額に限度額があります。 
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