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平成21年１月13日規則第２号
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平成22年３月31日規則第25号
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令和２年３月31日規則第58号
令和３年３月31日規則第56号
船橋市私立保育所運営費補助金交付規則
（昭62規則５・改称）
（目的）
第1条 この規則は、市内において私立保育所を設置している者（以下「設置者」という。）
に対し、私立保育所運営費補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、
私立保育所の費用負担の軽減を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。
（昭62規則25・一部改正）
（定義）
第2条 この規則において「保育所」とは、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」
という。）第35条第４項の規定により市長の認可を得て設置する法第39条に規定する保
育所をいう。
（昭62規則25・平14規則18・平15規則38・一部改正）
（交付の要件）
第3条 補助金の交付を受けることができる設置者は、市長が法第24条第１項の規定によ
り保育する必要があると認める児童を現に保育している者とする。
（平11規則17・一部改正）
（交付対象等）
第4条 補助金の交付の対象となる費用、補助金の算定基準及び補助金の額は、別表第１に
掲げるとおりとする。
（交付申請）
第5条 補助金の交付を受けようとする設置者（以下「申請者」という。）は、別表第２に
掲げる日までに船橋市私立保育所運営費補助金交付申請書（第１号様式）により、市長
に申請しなければならない。この場合において、別表第３に掲げる費用に係る申請にあ
っては、同表に定める書類を添付しなければならない。
（昭57規則20・全改、昭58規則22・昭62規則25・一部改正）
（交付可否の決定等）
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を
決定し、その旨を船橋市私立保育所運営費補助金交付可否決定通知書（第２号様式）に
より、申請者に通知する。
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（昭62規則25・平25規則71・一部改正）
（交付請求）
第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、船橋市私立保育所運
営費補助金交付請求書（第３号様式）により速やかに市長に請求しなければならない。
（昭62規則25・一部改正）
（交付の時期）
第8条 前条の規定による請求に係る補助金については、補助事業が完了した後において交
付する。ただし、市長が必要があると認めるときは、補助事業の完了前に交付すること
ができる。
（平20規則14・追加）
（報告の義務）
第9条 補助金の補助事業が完了した設置者は、補助金の使途を明確にするため補助事業が
完了した日から１箇月以内に船橋市私立保育所運営費補助金実績報告書（第４号様式）
により市長に報告しなければならない。
（昭62規則25・一部改正、平20規則14・旧第８条繰下・一部改正）
（額の確定等）
第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、前条に規定する書類の審査
により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであ
るかどうかを調査し、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、その
旨を船橋市私立保育所運営費補助金確定通知書（第５号様式）により当該設置者に通知
する。
（平20規則14・追加）
（交付決定の取消し等）
第11条 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受け
た設置者があるときは、市長は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助
金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
（平20規則14・旧第９条繰下、平31規則27・一部改正）
附 則
（施行期日）
１ この規則は、公布の日から施行し、昭和54年４月１日から適用する。
（平10規則32・旧第１項・一部改正、平25規則99・旧附則・一部改正）
（経過措置）
２ 平成26年３月31日までの間における別表第１の11の項及び12の項の規定の適用につ
いては、これらの規定中「世帯」とあるのは、「世帯（生活保護法による保護の基準（昭
和38年厚生省告示第158号）の一部を改正する告示（平成25年厚生労働省告示第174号）
により、保護を廃止された世帯を含む。）」とする。
（平25規則99・追加）
附 則（昭和55年６月30日規則第59号）
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年４月１日から適用する。
附 則（昭和56年３月31日規則第45号）
この規則は、昭和56年４月１日から施行する。
附 則（昭和57年３月31日規則第20号）
この規則は、昭和57年４月１日から施行する。
附 則（昭和57年９月25日規則第60号）
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この規則は、公布の日から施行し、昭和57年４月１日から適用する。
附 則（昭和58年３月31日規則第22号）
この規則は、昭和58年４月１日から施行する。
附 則（昭和59年３月31日規則第27号）
この規則は、昭和59年４月１日から施行する。
附 則（昭和59年９月29日規則第59号）
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の船橋市私立保育園運営費補
助金交付規則の規定は、昭和59年４月１日から適用する。
附 則（昭和60年３月20日規則第５号）
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の船橋市私立保育園運営費補
助金交付規則の規定は、昭和59年４月１日から適用する。
附 則（昭和60年３月30日規則第25号）
この規則は、昭和60年４月１日から施行する。
附 則（昭和60年８月31日規則第54号）
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の船橋市私立保育園運営費補
助金交付規則の規定は、昭和60年４月１日から適用する。
附 則（昭和61年３月25日規則第６号）
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の船橋市私立保育園運営費補
助金交付規則別表第１の９の項イの目の規定は、昭和60年７月１日から、同項ロの目の規
定は、同年４月１日から適用する。
附 則（昭和61年３月31日規則第17号）
この規則は、昭和61年４月１日から施行する。
附 則（昭和61年10月15日規則第51号）
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の船橋市私立保育園運営費補
助金交付規則別表第１の規定は、昭和61年４月１日から適用する。
附 則（昭和62年３月31日規則第25号）
この規則は、昭和62年４月１日から施行する。
附 則（昭和62年９月30日規則第49号）
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の船橋市私立保育所運営費補
助金交付規則別表第１の規定は、昭和62年４月１日から適用する。
附 則（昭和63年３月31日規則第９号）
この規則は、昭和63年４月１日から施行する。
附 則（昭和63年９月30日規則第38号）
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の船橋市私立保育所運営費補
助金交付規則別表第１の規定は、昭和63年４月１日から適用する。
附 則（平成元年３月31日規則第12号）
（施行期日等）
１ この規則は、平成元年４月１日から施行する。ただし、別表第１の９の項アの目及び
イの目の改正規定は、公布の日から施行する。
２ この規則による改正後の船橋市私立保育所運営費補助金交付規則別表第１の９の項ア
の目及びイの目の規定は、昭和63年４月１日から適用する。
附 則（平成２年１月16日規則第１号）
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の船橋市私立保育所運営費補
助金交付規則の規定は、平成元年４月１日から適用する。
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附 則（平成２年３月31日規則第14号）
この規則は、平成２年４月１日から施行する。
附 則（平成２年９月29日規則第39号）
この規則は、公布の日から施行し、改正後の船橋市私立保育所運営費補助金交付規則の
規定は、平成２年４月１日から適用する。
附 則（平成３年３月30日規則第24号）
（施行期日等）
１ この規則は、平成３年４月１日から施行する。ただし、別表第１の３の項、４の項、
５の項、９の項アの目及び10の項アの目の改正規定は、公布の日から施行する。
２ 改正後の別表第１の３の項、４の項、５の項、９の項アの目及び10の項アの目の規定
は、平成２年４月１日から適用する。
附 則（平成４年３月31日規則第25号）
（施行期日等）
１ この規則は、平成４年４月１日から施行する。ただし、別表第１の３の項、４の項及
び５の項の改正規定、同表６の項及び７の項の改正規定（「5.1箇月分」を「5.35箇月分」
に改める部分に限る。）、同表９の項アの目及びイの目の改正規定並びに同表10の項の
改正規定は、公布の日から施行する。
２ この規則（前項ただし書に規定する改正規定に限る。）による改正後の別表第１の３
の項、４の項、５の項、６の項、７の項、９の項アの目及びイの目並びに10の項の規定
は、平成３年４月１日から適用する。
附 則（平成５年３月31日規則第29号）
（施行期日等）
１ この規則は、平成５年４月１日から施行する。ただし、別表第１の３の項、４の項及
び５の項の改正規定、同表６の項及び７の項の改正規定（「5.35箇月分」を「5.45箇月
分」に改める部分に限る。）、同表９の項アの目及びイの目の改正規定並びに同表10の
項の改正規定は、公布の日から施行する。
２ この規則（前項ただし書に規定する改正規定に限る。）による改正後の別表第１の３
の項、４の項、５の項、６の項、７の項、９の項アの目及びイの目並びに10の項の規定
は、平成４年４月１日から適用する。
附 則（平成６年３月31日規則第17号）
（施行期日等）
１ この規則は、平成６年４月１日から施行する。ただし、別表第１の３の項の改正規定
（「16万8,000円」を「17万5,300円」に改める部分に限る。）並びに４の項、５の項、
９の項アの目及びイの目、10の項並びに22の項の改正規定は、公布の日から施行する。
２ この規則（前項ただし書に規定する改正規定に限る。）による改正後の別表第１の３
の項、４の項、５の項、９の項アの目及びイの目、10の項並びに22の項の規定は、平成
５年４月１日から適用する。
附 則（平成７年３月31日規則第36号）
（施行期日等）
１ この規則中、第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成７年４月１日から施
行する。
２ 第１条の規定による改正後の船橋市私立保育所運営費補助金交付規則の規定は、平成
６年４月１日から適用する。
附 則（平成８年３月29日規則第17号）
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（施行期日等）
１ この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成８年４月１日から施行
する。
２ 第１条の規定による改正後の船橋市私立保育所運営費補助金交付規則の規定は、平成
７年４月１日から適用する。
附 則（平成９年３月31日規則第19号）
（施行期日等）
１ この規則は、平成９年４月１日から施行する。ただし、別表第１の２の項、３の項、
６の項アの目及びイの目、７の項アの目及びイの目、10の項イの目並びに13の項の改正
規定は、公布の日から施行する。
２ この規則（前項ただし書に規定する改正規定に限る。）による改正後の船橋市私立保
育所運営費補助金交付規則の規定は、平成８年４月１日から適用する。
附 則（平成10年３月31日規則第32号）
（施行期日等）
１ この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成10年４月１日から施行
する。
２ 第１条の規定による改正後の船橋市私立保育所運営費補助金交付規則の規定は、平成
９年４月１日から適用する。
附 則（平成11年３月31日規則第17号）
（施行期日等）
１ この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成11年４月１日から施行
する。
２ 第１条の規定による改正後の船橋市私立保育所運営費補助金交付規則の規定は、平成
10年４月１日から適用する。
附 則（平成12年３月31日規則第27号）
（施行期日等）
１ この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成12年４月１日から施行
する。
２ 第１条の規定による改正後の船橋市私立保育所運営費補助金交付規則の規定は、平成
11年４月１日から適用する。
附 則（平成13年３月30日規則第25号）
この規則は、公布の日から施行し、改正後の船橋市私立保育所運営費補助金交付規則の
規定は、平成12年４月１日から適用する。
附 則（平成13年３月30日規則第26号）
この規則は、平成13年４月１日から施行する。
附 則（平成14年２月28日規則第１号）抄
（施行期日）
１ この規則は、平成14年３月１日から施行する。
附 則（平成14年３月29日規則第18号）
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第１の規定は、平成13年４月１日から
適用する。
附 則（平成15年３月31日規則第38号）
この規則は、平成15年４月１日から施行する。
附 則（平成16年３月31日規則第70号）
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この規則は、平成16年４月１日から施行する。
附 則（平成17年３月31日規則第50号）
この規則は、平成17年４月１日から施行する。
附 則（平成18年３月30日規則第10号）
この規則は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の船橋市私立保育所運営
費補助金交付規則の規定は、平成17年４月１日から適用する。ただし、第２条の規定は、
平成18年４月１日から施行する。
附 則（平成19年３月30日規則第20号）
この規則は、平成19年４月１日から施行する。
附 則（平成20年３月31日規則第14号）
この規則は、平成20年４月１日から施行する。
附 則（平成21年１月13日規則第２号）
（施行期日等）
１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の船橋市私立保育所運営費補助金交付規則
（以下「新規則」という。）の規定は、平成20年４月１日から適用する。
（補助金の内払）
２ この規則の適用の日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の船橋
市私立保育所運営費補助金交付規則の規定に基づく補助金として支払われた金額は、こ
れに相当する新規則の規定に基づく補助金の内払とみなす。
附 則（平成21年３月31日規則第22号）
（施行期日）
１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。ただし、別表第１の３の項の改正規定、
同表11の項の改正規定（「1,524,000円」を「1,600,000円」に改める部分を除く。）、
同表12の項、13の項及び備考３の改正規定並びに第４号様式の改正規定は、公布の日か
ら施行する。
（経過措置）
２ 改正後の別表第１の規定は、平成21年度分以後の年度分の補助金について適用し、平
成20年度分までの補助金については、なお従前の例による。
３ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用する
ことができる。
附 則（平成22年３月31日規則第25号）
（施行期日）
１ この規則は、平成22年４月１日から施行する。ただし、別表第１の８の項の改正規定
（「一時保育事業」を「一時預かり事業」に改める部分に限る。）、同表11の項から13
の項までの改正規定、別表第２の12の項の改正規定及び別表第３の５の項の改正規定は、
公布の日から施行する。
（経過措置）
２ 改正後の別表第１の１の項、２の項、６の項及び８の項（「4.5月分」を「4.15月分」
に改める部分に限る。）の規定は、平成22年度分以後の年度分の補助金について適用し、
平成21年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附 則（平成23年３月31日規則第18号）
（施行期日）
１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。ただし、別表第１の３の項及び10の項
から13の項までの改正規定は、公布の日から施行する。
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（経過措置）
２ 改正後の別表第１の１の項、２の項、６の項及び８の項の規定は、平成23年度以後の
年度分の補助金について適用し、平成22年度分までの補助金については、なお従前の例
による。
附 則（平成24年３月30日規則第55号）
（施行期日）
１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。ただし、別表第１の12の項の改正規定
は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２ 改正後の別表第１の６の項及び10の項の規定は、平成24年度分以後の年度分の補助金
について適用し、平成23年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附 則（平成25年３月29日規則第71号）
（施行期日）
１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第６条及び別表第１の12の項
の改正規定は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２ 改正後の別表第１の11の項の規定は、平成25年度分以後の年度分の補助金について適
用し、平成24年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附 則（平成25年10月２日規則第99号）
この規則は、公布の日から施行し、改正後の船橋市私立保育所運営費補助金交付規則の
規定は、平成25年８月１日から適用する。
附 則（平成26年３月31日規則第46号）
（施行期日）
１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。ただし、別表第１の８の項の改正規定
（「並びに」を「及び」に改める部分に限る。）及び同表12の項の改正規定は、公布の
日から施行する。
（経過措置）
２ この規則（別表第１の８の項の改正規定（「２人以内」を「３人以内」に改める部分
に限る。）及び同表13の項の改正規定に限る。）による改正後の船橋市私立保育所運営
費補助金交付規則の規定は、平成26年度分以後の年度分の補助金について適用し、平成
25年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附 則（平成27年３月31日規則第29号）
（施行期日）
１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 改正後の船橋市私立保育所運営費補助金交付規則の規定は、平成27年度以後の年度分
の補助金について適用し、平成26年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附 則（平成28年３月30日規則第38号）
（施行期日）
１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 改正後の船橋市私立保育所運営費補助金交付規則の規定は、平成28年度以後の年度分
の補助金について適用し、平成27年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附 則（平成29年３月31日規則第54号）
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（施行期日）
１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 改正後の船橋市私立保育所運営費補助金交付規則の規定は、平成29年度以後の年度分
の補助金について適用し、平成28年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附 則（平成30年３月30日規則第51号）
（施行期日）
１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 改正後の船橋市私立保育所運営費補助金交付規則の規定は、平成30年度以後の年度分
の補助金について適用し、平成29年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附 則（平成31年３月29日規則第27号）
（施行期日）
１ この規則は、平成31年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 改正後の船橋市私立保育所運営費補助金交付規則の規定は、平成31年度以後の年度分
の補助金について適用し、平成30年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附 則（令和２年３月31日規則第58号）
（施行期日）
１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 改正後の船橋市私立保育所運営費補助金交付規則の規定は、令和２年度以後の年度分
の補助金について適用し、令和元年度分までの補助金については、なお従前の例による。
附 則（令和３年３月31日規則第56号）
（施行期日）
１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ 改正後の船橋市私立保育所運営費補助金交付規則の規定は、令和３年度以後の年度分
の補助金について適用し、令和２年度分までの補助金については、なお従前の例による。
別表第1
（平15規則38・全改、平16規則70・平17規則50・平18規則10・平19規則20・平
20規則14・平21規則２・平21規則22・平22規則25・平23規則18・平24規則55・
平25規則71・平25規則99・平26規則46・平27規則29・平28規則38・平29規則54・
平30規則51・平31規則27・令２規則58・令３規則56・一部改正）
区分
補助金の算定基準
補助金の額
1 職員の処遇 毎月1日在職の正規職員の ア 保育士
正規職員1人当たり月
向上に要す 数。ただし、当該正規職員 イ 保健師
額32,470円
る費用
の数が市長の認める数を ウ 助産師
超える場合にあっては、市 エ 看護師
長が認める数
オ 栄養士
正規職員1人当たり月
額24,980円
カ 事務長
正規職員1人当たり月
キ 事務員の職務に従事 額16,470円
する者
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ク

アからキまで、ケ及び
コに掲げるもののほか、
保育に従事する者
ケ 調理員の職務に従事 正規職員1人当たり月
する者
額15,280円
コ 用務員の職務に従事
する者
期末手当の支給月1日在職の正規職員の数。ただし、正規職員1人当たり
当該正規職員の数が市長の認める数を超える場合に 1回目支給分37,910円
あっては、市長が認める数
2回目支給分37,910円
（期末手当が年1回支
給される場合は、
75,820円）
2 主食給食に 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する 正規職員1人当たり月
関する調理 基準等の実施上の留意事項について（平成28年8月 額157,600円以内。た
員の雇用に 23日付け府子本第571号・28文科初第727号・雇児発 だし、期末手当分とし
要する費用 0823第1号）別紙2に規定する充足すべき職員数を超 て、1年につき、月額
えて雇用する正規職員の調理員1人又は臨時的雇用 の4.45月分を限度に加
職員の調理員1人及び勤務時間数。ただし、1日4時間 算する。
を超える場合は4時間とする。
臨時的雇用職員1時間
当たり880円以内
3 延長保育事 延長保育事業の実施について（平成27年7月17日付 正規職員1人当たり月
業に要する け雇児発0717第10号）別紙延長保育事業実施要綱に 額190,400円以内。た
費用
規定する延長保育事業を実施し、開所時間を超えて だし、期末手当分とし
30分以上の延長保育を実施する保育所において、毎 て、1年につき月額の
月1日現在に特定教育・保育等に要する費用の額の算 4.45月分を限度に加算
定に関する基準等の実施上の留意事項について別紙 する。
2に規定する充足すべき職員数を超えて雇用する正 臨時的雇用職員1時間
規職員の保育士若しくは保育に従事する者又は臨時 当たり1,270円以内か
的雇用職員の保育士若しくは保育に従事する者であ つ月額151,130円以内
って市長が認めるもの1人
延長保育事業の実施について別紙延長保育事業実施 1月当たり別表第4に
要綱に規定する延長保育事業を実施し、開所時間を より算定した額以内
超えて30分以上の延長保育を実施する保育所
4 施設の運営 保育所の利用定員
児童1人当たり月額
管理に要す
2,430円
る費用
毎月1日在職の正規職員の数。ただし、当該正規職員 正規職員1人当たり月
の数が市長が認める数を超える場合にあっては、市 額2,187円
長が認める数
保育所又は保育所分園の建物及び設備の整備・修繕、一箇所当たり月額
環境の改善等に要する費用。ただし、市が貸し付け 150,000円以内
ている保育所又は保育所分園の建物及び設備の整
備・修繕、環境の改善等に要する費用を除く。
市長が必要と認めた運営管理に要する費用
市長が必要と認めた
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額
5 児童の処遇 毎月1日在籍の児童の数
総児童分
向上に要す
児童1人当たり月額
る費用
1,150円
年齢別
3歳未満児1人当たり
月額3,600円 3歳以
上児1人当たり月額
1,350円
6 産休明け保 産休明け保育を実施する保育所において保健師、助 月額202,500円以内。
育に伴う看 産師又は看護師であって市長が認めるもの1人
ただし、期末手当分と
護師の雇用
して、1年につき、月
に要する費
額の4.45月分を限度に
用
加算する。
7 保育所地域 市長が認める保育所地域活動事業を実施する保育所 1保育所当たり年額
活動事業に
200,000円以内
要する費用
8 予備保育士 毎月1日現在において特定教育・保育等に要する費用 保育士1人当たり月額
の雇用に要 の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項につ 190,400円以内。ただ
する費用
いて別紙2に規定する充足すべき職員数を超えて雇 し、期末手当分とし
用する保育士であって市長が認めるもの3人以内
て、1年につき、それ
毎月1日現在において特定教育・保育等に要する費用 ぞれ月額の4.45月分を
の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項につ 限度に加算する。
いて別紙2に規定する充足すべき職員数を超えて雇
用する保育士のうち市長が認めるものであって、1
歳児及び2歳児5人につき保育士1人を配置する場合
に追加で必要となるものの数以内
9 障害児保育 毎月1日在籍の特別児童扶養手当等の支給に関する 正規職員1人当たり月
に要する費 法律（昭和39年法律第134号）に基づく特別児童扶 額202,500円以内（1日
用
養手当の支給対象児（所得により手当の支給を停止 につき8時間を超える
されている場合を含む。）、身体障害者福祉法（昭 時間について臨時的
和24年法律第283号）第15条第4項の規定により身体 雇用職員を配置する
障害者手帳の交付を受けた児童、千葉県療育手帳制 場合には、当該臨時的
度実施要綱（昭和62年千葉県要綱）の規定により療 雇用職員に係る費用
育手帳の交付を受けた児童又は市長が認めた障害児 を含む。）。ただし、
のための保育に従事する正規職員の保育士、保健師、正規職員に係る期末
助産師若しくは看護師又は市長が認めるもの
手当分として、1年に
つき、それぞれ月額の
4.45月分を限度に加算
する。
10 休日保育 市長が別に定める休日保育事業を実施する保育所 基本分 1保育所当た
事業に要す
り年額2,000,000円以
る費用
内 加算分 生活保
護法（昭和25年法律第
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144号）の規定による
保護を受けている世
帯の利用児童1人当た
り 利用料相当額と
して市長が認める額
11 一時預か 一時預かり事業の実施について（平成27年7月17日 基本分 (1)に(2)を加
り事業に要 付け27文科初第238号・雇児発0717第11号）別紙一 えた額。ただし、別表
する費用
時預かり事業実施要綱（以下「一時預かり実施要綱」第5の左欄に掲げる場
という。）に規定する一時預かり事業のうち、一般 合にあっては、基本分
型を実施する保育所であって、市長が認めるもの から同表の右欄に掲
げる額を控除した額。
(1) 月額分
月額380,800円
以内。ただし、配
置する保育従事
者が1人である場
合には、年間計画
における利用人
数に応じた年間
基準額を12月と
期末手当分の月
数を合算した額
で除した額（1円
未満の端数があ
るときは、これを
切り捨てた額）以
内とする。
(2) 期末手当分
1年につき、月
額分の4.45月分
（配置する保育
従事者が1人であ
る場合には、年間
基準額から月額
分に12を乗じて
得た額を差し引
いた額）を上限と
する。ただし、年
度の途中で配置
した保育従事者
の数を変更した
場合には、2人以
上を配置した月
数と1人を配置し
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12 分園推進
事業に要す
る費用
13 土地の賃
借に要する
費用

14 栄養士の
雇用に要す
る費用

た月数でそれぞ
れ按分した額を
合算した額を上
限とする。
加算分 0歳児1人当
たり 2,200円 1歳
以上児1人当たり
1,600円（生活保護法
の規定による保護を
受けている世帯の利
用については、これに
利用料相当額として
市長が認める額を加
算した額）
保育所分園の設置運営について（平成10年4月9日付 1保育所当たり年額
け児発第302号）により設置された分園を運営する保 1,800,000円以内
育所
保育所又は保育所分園の土地（市若しくは当該保育 1箇所当たり年額200
所を経営する法人と利害関係を有する者が所有する 万円を上限として、年
土地又は公定価格の算定に当たり賃借料に係る加算 間賃借料の総額の2分
の対象となる保育所若しくは保育所分園の土地であ の1の額（1,000円未満
って、市長が定めるものを除く。）の賃借に要する の端数があるときは、
費用
これを切り捨てた
額）。ただし、賃借期
間が12月に満たない
場合にあっては、1箇
所当たり年額200万円
に賃借期間の月数を
12で除した額を乗じ
て得た額（1,000円未
満の端数があるとき
は、これを切り捨てた
額）を上限として、年
間賃借料の総額の2分
の1の額（1,000円未満
の端数があるときは、
これを切り捨てた額）
特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する 正規職員1人当たり月
基準等の実施上の留意事項について別紙2に規定す 額190,400円以内。た
る充足すべき職員数を超えて雇用する正規職員の栄 だし、期末手当分とし
養士1人
て、1年につき、月額
の4.45月分を限度に加
算する。

備考
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１
２
３
４

正規職員とは、１日６時間以上、月20日以上勤務する者をいう。
臨時的雇用職員とは、１に掲げる以外の者をいう。
保育士とは、法第18条の４に規定する者をいう。
保健師とは、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第２条に規定する
者をいう。
５ 助産師とは、保健師助産師看護師法第３条に規定する者をいう。
６ 看護師とは、保健師助産師看護師法第５条に規定する者をいう。
７ 栄養士とは、栄養士法（昭和22年法律第245号）第１条第１項に規定する者をい
う。
８ 保育従事者とは、一時預かり実施要綱４⑴④の保育従事者をいう。
９ 年間基準額とは、子ども・子育て支援交付金交付要綱（平成28年７月20日付け府
子本第474号）別紙一時預かり事業の項３基準額の欄における１運営費⑴一般型ア
（ア）基本分①又は②の表に掲げる基準額をいう。
10 公定価格とは、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第27条第１項に規
定する特定教育・保育に要する費用をいう。
11 当該保育所を経営する法人と利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいう。
(1) 当該法人の役員
(2) 当該保育所の施設長
(3) その他市長が定める者
別表第2
（平15規則38・全改、平16規則70・平17規則50・平18規則10・平19規則20・平
21規則22・平22規則25・平26規則46・平27規則29・平28規則38・一部改正）
区分
申請期限
1 職員の処遇向上に要する費用
1.2.3月分 3月31日
4.5.6月分 7月15日
7.8.9月分 10月15日
10.11.12月分 1月15日
2 主食給食に関する調理員の雇用に 1.2.3月分 3月31日
要する費用
4.5.6月分 7月15日
7.8.9月分 10月15日
10.11.12月分 1月15日
3 延長保育事業に要する費用
1.2.3月分 3月31日
4.5.6月分 7月15日
7.8.9月分 10月15日
10.11.12月分 1月15日
4 施設の運営管理に要する費用
1.2.3月分 1月15日
4.5.6月分 4月15日
7.8.9月分 7月15日
10.11.12月分 10月15日
5 児童の処遇向上に要する費用
1.2.3月分 3月31日
4.5.6月分 7月15日
7.8.9月分 10月15日
10.11.12月分 1月15日
6 産休明け保育に伴う看護師の雇用 1.2.3月分 3月31日
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に要する費用

4.5.6月分 7月15日
7.8.9月分 10月15日
10.11.12月分 1月15日
7 保育所地域活動事業に要する費用 3月31日
8 予備保育士の雇用に要する費用
1.2.3月分 3月31日
4.5.6月分 7月15日
7.8.9月分 10月15日
10.11.12月分 1月15日
9 障害児保育に要する費用
1.2.3月分 3月31日
4.5.6月分 7月15日
7.8.9月分 10月15日
10.11.12月分 1月15日
10 休日保育事業に要する費用
4.5.6.7.8.9月分 10月15日
10.11.12.1.2.3月分 3月31日
11 一時預かり事業に要する費用
1.2.3月分 3月31日
4.5.6月分 7月15日
7.8.9月分 10月15日
10.11.12月分 1月15日
12 分園推進事業に要する費用
3月31日
13 土地の賃借に要する費用
3月31日
14 栄養士の雇用に要する費用
1.2.3月分 3月31日
4.5.6月分 7月15日
7.8.9月分 10月15日
10.11.12月分 1月15日
別表第3
（平15規則38・全改、平16規則70・平17規則50・平18規則10・平19規則20・平
21規則22・平22規則25・平26規則46・平27規則29・平29規則54・令３規則56・
一部改正）
区分
添付書類
1 職員の処遇向上に要する費用
ア 職員名簿
イ 保育士証、栄養士免許証、保健師免許証、助産
師免許証又は看護師免許証の写し
注 2回目以降の申請にあっては、職員に変更が生
じた場合にのみ当該職員に係る書類を添付する
こと。
2 延長保育事業に要する費用
延長保育実施状況報告書
3 産休明け保育に伴う看護師の雇用 保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写
に要する費用
し
注 2回目以降の申請にあっては、職員に変更が生
じた場合にのみ当該職員に係る書類を添付する
こと。
4 障害児保育に要する費用
保育士証、保健師免許証、助産師免許証又は看護師
免許証の写し
注 2回目以降の申請にあっては、職員に変更が生
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5 休日保育事業に要する費用
6 一時預かり事業に要する費用
7 土地の賃借に要する費用

8 栄養士の雇用に要する費用

じた場合にのみ当該職員に係る書類を添付する
こと。
休日保育実施状況報告書
一時預かり実施状況報告書
ア 当該土地の賃借契約書の写し
イ 当該土地の登記事項証明書
ウ 当該保育所を経営する法人と貸主が利害関係
を有しないことを誓約する書面
エ その他市長が必要と認める書類
栄養士免許証の写し
注 2回目以降の申請にあっては、職員に変更が生
じた場合にのみ当該職員に係る書類を添付する
こと。

別表第4
（平17規則50・全改、令３規則56・一部改正）
単価
平均対象児童数
1時間延長
2時間延長
3時間延長
0人～5人
62,500円
169,000円
181,500円
6人～9人
252,500円
338,250円
363,250円
10人～19人
296,250円
447,500円
497,500円
20人～29人
369,000円
629,500円
721,000円
30人～39人
441,750円
811,500円
944,500円
40以上にあっては、10
72,750円
182,000円
223,500円
人ごとに加算
備考
１ 対象児童数とは、11時間の開所時間の前後の時間において、１時間延長にあって
は30分を超える時間、２時間延長にあっては１時間30分を超える時間、３時間延長
にあっては２時間30分を超える時間の延長保育を利用した児童の数をいう。ただし、
２時間延長の対象児童数は１時間延長として算定された対象児童数を、３時間延長
の対象児童数は２時間延長及び１時間延長として算定された対象児童数を除いた数
とする。
２ 平均対象児童数とは、月の各週ごとの最も多い対象児童数をもって平均し、小数
点以下第１位を四捨五入して得た数をいう。
３ ２時間延長を実施している保育園において、２時間延長の対象児童数には算定さ
れないが、１時間延長の対象児童数に算定される場合は、１時間延長の平均対象利
用児童数により算定された単価を加算する。
４ ３時間延長を実施している保育園において、３時間延長の対象児童数には算定さ
れないが、２時間延長及び１時間延長の対象児童数に算定される場合は、２時間延
長及び１時間延長の平均対象利用児童数により算定された単価を加算する。
５ 11時間の開所時間の前後の時間において、30分以上１時間未満の延長保育を実施
する場合は、平均対象児童数にかかわらず単価は62,500円とする。
別表第5
（平28規則38・追加、令３規則56・一部改正）
区分
控除額
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1 1月当たりの事業の実施日数が1日に満た 基本分を12で除して得た額に、事業の実施日
ない月がある場合
数が1日に満たない月数を乗じて得た額（1円
未満の端数があるときは、これを切り捨てた
額）
2 1月当たりの事業の実施日数が1日以上15 基本分に2分の1を乗じて得た額を12で除し
日未満である月がある場合
て得た額に、事業の実施日数が1日以上15日
未満であった月数を乗じて得た額（1円未満
の端数があるときは、これを切り捨てた額）
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第1号様式
（昭62規則25・平３規則24・平17規則50・一部改正）
第2号様式
（昭56規則45・全改、昭62規則25・平６規則17・平22規則25・平28規則38・平
31規則27・一部改正）
第3号様式
（昭62規則25・平３規則24・平11規則17・平17規則50・一部改正）
第4号様式
（昭62規則25・平３規則24・平17規則50・平21規則22・一部改正）
第5号様式
（平20規則14・追加、平22規則25・一部改正）
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