
                             

 

    

     

 

 

               

 

 

 保護者の経済的負担を軽減することを目的として、多様な集団活動利用支援事業費補助金の対象施設※を

利用している児童の保護者に補助金を交付します。 

※地域において重要な役割を果たしている施設等で、集団活動等時間や従事者の配置基準等、一定の基準を満たしており、

市が「多様な集団活動利用支援事業費補助金対象施設」として決定した施設等。（下記QRコードよりご確認ください） 

 

 

 

 次の要件を全て満たす方 

・対象施設に通園している時、児童及び保護者が船橋市に居住し、かつ住民登録がある。 

・満3歳以上の児童である。 

(月の初日に満3歳以上で在籍している月が補助対象月となります。) 

・対象施設等を 1日4時間以上週5日以上、年間39週以上利用している。 

(週5日未満の利用でも、年間利用日数が上記利用日数と同程度の場合は対象となります。) 

・幼児教育・保育無償化等の対象外※１である。 

※１保護者のどちらか一方または両方が就労等をしておらず、以下に該当しない保護者。 

・子どものための教育・保育給付または施設等利用費の給付を受けている 

・企業主導型保育施設を利用している 

・船橋市認可外保育施設(認証保育所)通園児補助金の交付を受けている 

 

 

 

  

保護者が負担した利用料で月額20,000円が上限※２となります。 

 利用料には、入園料、延長利用料、日用品等の購入費、食事の提供費、送迎費等は含みません。 

※2対象施設として決定した前年度以前過去3年の平均月額利用料が 

20,000円を下回る場合、上限は平均月額利用料までとなります。 

詳しくは施設にお問合せください。 

 

市ホームページはこちら 

（対象施設はこちらに掲載） 

 

 

 

 

          

 

補助金額について 

補助対象者 

令和４年度 船橋市多様な集団活動 
利用支援事業費補助金申請の手引き 

 

事業の概要 

【問い合わせ先】 

〒273-8501 船橋市湊町２－１０－２５  

船橋市 子育て支援部 保育認定課 指導係 

０４７－４３６－２３２８ 



                             

 

必要書類をご用意し、下記のとおり提出してください。 

＜在園中の方＞  

通われている施設へご提出ください。園で取りまとめのうえ、保育認定課へ提出されます。 

＜退園された方＞ 

保育認定課へ郵送でご提出ください。退園時に園から「多様な集団活動利用支援事業利用証明書兼領収

証（第2号様式）」を発行してもらい、必要な申請書類と共に申請期間中にご郵送ください。 

 

     

 

 

 

 

 

下記の申請期間は、園を介さず直接保育認定課に申請を行う場合（申請期間前に退園された方）のもので

す。在園中の方は、園が書類を取りまとめるため、申請期間が異なりますのでご注意ください。 

 

  通園月 申請期間 振込予定月 

第１期  ４月～ ６月 ７月 １日～  ７月２９日 ８月下旬～ ９月下旬 

第２期  ７月～ ９月 １０月 ３日～１０月３１日 １１月下旬～１２月下旬 

第３期 １０月～１２月 １月 ４日～  １月３１日 ２月下旬～ ３月下旬 

第４期 １月～ ３月 ３月２０日～ ４月１０日 ４月下旬～ ５月下旬 

・令和４年度の最終申請締め切りは令和５年４月１０日（月）（郵便の場合は当日消印有効）です。 

※会計処理の関係上、最終申請締め切り後には交付申請できません。第４期は申請期間が短いため十分ご注意くださ

い。 

 

 

 

〇 毎回必要なもの 

①多様な集団活動利用支援事業費補助金

申請書（第1号様式） 

申請者は相手方登録申請者と同一としてください。 

②多様な集団活動利用支援事業利用証明

書兼領収証（第2号様式） 

利用施設にて記入していただく書類です。 

 

〇 該当する場合のみ必要なもの 

③相手方登録申請書 

（新規申請時に必要） 

補助金の振り込み先を登録する書類です。 

※住所、氏名、振込口座に変更があった場合は、変更申請

をしていただく必要があります。 

④委任状 

（年度の初回申請時に必要） 

申請者名と振り込み指定の口座名義人が異なる場合提出

する書類です。 

 

申請書類について 

 

申請期間・振込時期について 

 

申請について 

（令和４年度） 

送付先：〒273-8501 船橋市湊町２－１０－２５  

船橋市 子育て支援部 保育認定課 指導係 

 



第１号様式 

 

多様な集団活動利用支援事業費補助金申請書 

船橋市長 あて 

【申請にあたって同意いただく事項】 

1. 決定にあたって必要な範囲内で、申請者の幼児が通園する施設等が有する学齢簿の類、徴収金台帳等を船橋市が閲覧及び調査すること。 

2. 申請内容や同意して得た情報を給付金受給資格審査、給付金額の算定、その他の附帯業務のために船橋市が利用すること。 

3. 要綱に規定する内容を遵守すること。 

以上のことに同意し、以下のとおり申請します。 

 

１． 申請（請求）者について記入してください。 

 

申請者 

 

フリガナ フナバシ タロウ 申請

幼児

との

続柄 

1父  2母 

3その他(    ) 
注）該当番号を〇で囲い、その

他の場合は()内も記載してくだ

さい。 

現

住

所 

〒〇〇〇－〇〇〇〇  

船橋市〇〇〇－〇〇－〇－〇〇 

           －〇〇 

氏名  

船橋  太郎 

電話番号※１  

０９０－〇〇〇〇－〇〇〇〇 
☑父携帯  □母携帯  □自宅  □その他(       ) 

※1電話番号は、日中連絡がとれる番号を記入してください。 

 

２． 申請幼児について記入してください。 

申 請

児童 
※２ 

フリガナ フナバシ ハナコ  

生年月日 

 

 Ｈ ○○ 年   ○○ 月  ○○ 日 

   
氏名 船橋  花子 

※2対象となる幼児が複数いる場合は、幼児ごとに作成してください。 

 

３． 利用した施設について 

施設・事業名 
 

○○○スクール 

 

４． 支給申請額について 

対象月 利用料※3 対象月 利用料 

1期 

 

4月  
 〇〇,〇〇〇 円 

3期 

10月  
 

             円 

5月 
〇〇,〇〇〇 円 

11月 
                            

円 

6月  
〇〇,〇〇〇 円 

12月  
 

円 

2期 

7月    

4期 

1月  
 

円 

8月   2月  
 

円 

9月   3月  
 

円 

※3 施設が発行する 多様な集団活動利用支援事業利用証明書兼領収証(第2号様式)より太枠内「領収した利用料」の金額をご記入ください。 

（同領収証の月額基準額と領収した利用料を比較し、低い方の額が月ごとの補助額となります。） 

令和４年度多様な集団活動利用支援事業費補助金申請の最終締め切りは、令和5年4月10日（月）です。 

担当課記入欄   宛名番号（                 ） 

申請書 領収証   
備考 住  1次  

    施  2次  

 

記載例 

印 
印 

 

訂正箇所がある場合のみ、訂正箇所に二重線を引いた上で、訂正

印を押印し、氏名の右側にも押印ください。また、使用する印鑑は相手方

登録申請書に押印したものをご使用ください。 

 消えるボールペン・修正テープ等は使用しないでください。（黒のボールペンをご使用ください。） 

 訂正がある場合は、二重線で消し、その線に重なるように訂正印を押してください。訂正印を使用する場
合は申請者氏名の右側にも押印ください。使用する印鑑は全て同一のものをご使用ください。 

 金額の記入については訂正印も不可とします。 

 

施設が記入する多様な集団活動利用支援事業利用証明書兼領収証(第2号様式)

より太枠内「領収した利用料」の金額をご記入ください。 



相手方登録（ 新規・変更・廃止 ）申請書 

  個  人  用   

船橋市長 あて                               

申請日 令和   年   月   日 

 

船橋市から受け取る支払金のうち口座振替払については、下記口座に振り込むよう申請します。 

なお、本申請の適用日または直近の支払日から５年以上支払の実績がない場合は、登録が削除されることに同意しま

す。 

１．氏名（申請者）                       ２．印鑑（契約書、申請書、請求書

に使用する印と同一のもの） 

 

 

３．住  所 

郵便番号    ○○○－○○○○  

住  所 

（ビル・マン

ション名も

記入） 

船橋市〇〇〇－〇〇－〇－○○ 

 

 電話番号 090-○○○○-○○○○ 

４．金融機関    ※ゆうちょ銀行の支店名は漢数字 3ケタで記入してください。例：〇五八支店  

ゆうちょ銀行ホームページの『振込用の店名・預金種目・口座番号のご案内』で支店を検索できます。 

金融機関 
銀行・信用金庫                                  

        ○○    農協・信用組合     ○○      支店・出張所 

預金種別 1普通  ２当座  ３その他（          ） 口座番号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

口 座 名 義 

（カタカナで記

入すること） 

フナバシ タロウ 

 

【注】変更の場合でも、すべての項目を記入し、変更箇所の番号に〇印をつけてください。 

 

受付課記入欄 

受付課名     保育認定課                 電話番号：２３２８ 

受付者名  相 手 方 番 号 

システム入力者名  種別 番号 

適用開始日            

処理区分（○を付ける） 備   考 入 力 確 認 欄 

 新規 システムの「口座枝番」の番号【   】 上記について 

・正当な債権者であること 

・債権者と口座名義が同一であること 

同一でない場合は委任状等の提出がある

こと 

・債権者の印が正しいこと 

を確認しました。 

 

 

        保育認定  課長 ㊞ 

 氏名・印鑑・住所の変更 上記申請書中で変更する項目の番号に○ 

 口座の変更 システムの「口座枝番」の番号【   】 

 口座の追加 
追加理由（システムの「摘要欄」を記入） 

【                】 

 口座の廃止 システムの「口座枝番」の番号【   】 

 廃止  

 

カ ナ フナバシ タロウ 

氏 名 船橋 太郎 

記載例 
保育認定課専用 

 

申請書の申請者と同一の保護者氏名を

ご記入ください。 

申請者と同一保護者名義の口座をご記

入ください。 

押印をお願いします。（申請書に訂正印として押印している場

合は訂正印と同様の印をお願いします。） 


