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○田原本町保育所等運営費補助金交付要綱 

平成２９年３月２８日 

告示第２５―３号 

改正 平成３０年８月２２日告示第６０―２号 

令和元年６月２０日告示第５６―２号 

田原本町保育所運営費補助金交付要綱（平成１１年４月田原本町告示第１６―３

号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 町長は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項の保育

所のうち同法第３５条第４項の認可を受けたもの、就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第

６項の認定こども園及び児童福祉法第３４条の１５第２項の認可を受けた小規模

保育事業を実施する施設（以下「保育所等」という。）の保育内容の充実及び入

所児童の処遇の向上を図るため、保育所等を運営する者に対し、当該保育所等の

運営費に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、

その交付に関しては、田原本町補助金等交付規則（平成２４年６月田原本町規則

第９号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（補助金の交付対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす施設を運営

する者とする。 

(1) 本町の区域内に所在する施設であること。 

(2) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３１条第１項の規定に

より確認を受けた特定教育・保育施設及び同法第４３条第１項の規定により特

定地域型保育事業者として確認を受けた施設であること。 

(3) 保育を実施する児童が定員の５割以上入所している施設であること。 

(4) 保育を実施する児童のうち、３歳未満児が２割以上入所している施設である

こと。 

（補助対象経費等及び補助額） 

第３条 補助の対象となる経費等は、別表のとおりとする。 
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２ 補助金の額は、別表の補助対象経費と補助交付基準に基づいて算出した額とを

比較して、少ない方の額とする。 

３ 前項の補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、その端数を切り

捨てるものとする。 

（事業計画書の提出） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（次条において「提出者」という。）は、

事業実施予定の前年度の１０月末日までに事業計画書（様式第１号）に次に掲げ

る書類を添えて町長に提出し承認を得なければならない。ただし、災害等のため

町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 

(1) 収支予算書（様式第２号）又はこれに代わる書類 

(2) 前号の予算書に係る見積書の写し 

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（承認の通知） 

第５条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、

事業計画を承認し、当該提出者に対し事業計画承認書（様式第３号）により通知

するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 前条の規定による承認を受けた者であって補助金の交付を受けようとする

もの（以下「申請者」という。）は、田原本町保育所等運営費補助金交付申請書

（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(1) 事業実施計画書（様式第５号） 

(2) 収支予算書（様式第２号）又はこれに代わる書類 

(3) 事業計画承認書（様式第３号）の写し 

(4) 前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第７条 町長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金

の交付を決定し、当該申請者に対し、田原本町保育所等運営費補助金交付決定通

知書（様式第６号）により通知するものとする。この場合において、町長が補助

金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることが
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できる。 

（補助金の概算払） 

第８条 町長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、

当該交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。 

２ 前項の規定により、補助金の概算払を受けようとする者は、田原本町保育所等

運営費補助金概算払請求書（様式第７号）を町長に提出しなければならない。 

（記載事項変更の承認） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助

金の交付の決定を受けた事業計画について変更しようとするときは、速やかに、

事業計画変更承認申請書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、

その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りで

ない。 

(1) 事業実施計画書（様式第５号） 

(2) 収支予算書（様式第２号）又はこれに代わる書類 

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２ 前項ただし書の軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。 

(1) 補助事業の内容の著しい変更 

(2) 補助対象経費の２割を超える変更 

（指示及び検査） 

第１０条 町長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、報告書の提出を求め、又

は書類、帳簿等の検査を行うことができる。 

（事業実績の報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、事業実績報告書

（様式第９号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(1) 収支決算書（様式第１０号）又はこれに代わる書類 

(2) 前号の決算書に係る請求書及び領収書の写し 

(3) 事業の実施実績又は利用実績の分かるもの 

(4) 前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（補助金の交付及び精算） 
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第１２条 町長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付

すべき補助金の額を確定し、田原本町保育所等運営費補助金交付額確定通知書（様

式第１１号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた場合において補助金の交付を受

けようとするときは、田原本町保育所等運営費補助金精算払請求書（様式第１２

号）を町長に提出しなければならない。 

３ 町長は、前項に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、補

助金を第８条第１項の規定による概算払をした額を精算して交付するものとする。 

４ 町長は、精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の補助金の

返還を命ずるものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１３条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 第７条後段の規定により町長が付けた条件に違反したとき。 

(2) 第９条の規定に違反したとき。 

(3) 第１０条の規定による町長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌

避し、若しくは妨げたとき。 

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合であっ

て既に補助金を交付しているときは、町長は、当該取消しに係る部分に関し期間

を定めて、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（関係書類の整備） 

第１４条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等

を整理し、これを補助事業が完了した日の属する年度の終了後１０年間保管して

おかなければならない。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

附 則 
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この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年８月２２日告示第６０―２号） 

この要綱は、平成３０年８月２２日から施行し、平成３０年４月１日から適用す

る。 

附 則（令和元年６月２０日告示第５６―２号） 

この要綱は、令和元年６月２０日から施行し、改正後の田原本町保育所等運営費

補助金交付要綱の規定は、平成３１年４月１日から適用する。 

別表（第３条関係） 

補助金の種別 補助の要件 補助対象経費 補助交付基準 

特別支援保育事業

補助金 

特別支援保育を実施

していること。 

特別支援保育に従事

する増員配置保育士

の人件費 

障害児保育質向上事

業費補助金交付要綱

（平成２４年４月２

日付け子育て第４２

４号通知）第５に規定

する額及び町長が別

に定める額 

災害共済加入費補

助金 

独立行政法人日本ス

ポーツ振興センター

（以下「センター」と

いう。）の災害共済に

加入していること。 

センターの災害共済

に係る事業所負担金 

センターの災害共済

に係る事業所負担金

に相当する額 

検尿・検便検査実

施事業補助金 

検尿・検便検査を実施

していること。 

児童、保育士、給食調

理員及び用務員を対

象にした蛋白尿及び

検便検査料 

検尿・検便検査の実施

費用に相当する額 

嘱託医報酬費補助

金 

園医を委嘱し児童の

健康管理の充実を図

っていること。 

内科及び歯科の園医

報酬 

特定教育・保育、特別

利用保育、特別利用教

育、特定地域型保育、

特別利用地域型保育、
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特定利用地域型保育

及び特例保育に要す

る費用の額の算定に

関する基準等（平成２

７年３月３１日付け

内閣府告示第４９号。

以下「算定基準等」と

いう。）第１条第１２

号に規定する公定価

格の算出基準を超え

る分に相当する額 

特別保育行事実施

事業補助金 

特別保育行事を実施

していること。 

児童の保育上実施さ

れる種々の特別保育

行事に係る経費 

保育を受ける児童１

人当たり年額１，５０

０円 

一般管理事業補助

金 

園舎等の適切な維持

管理を行っているこ

と。 

園舎等の維持管理に

要する経費 

（１） ６月から８月

までの水道使用料

の２分の１に相当

する額 

（２） 前号に掲げる

経費を除く園舎等

の維持管理に要す

る経費に相当する

額（１施設当たり１

５０万円を限度と

する。） 

（３） 前２号に掲げ

るもののほか、町長

が必要と認める額 

保育所等事故防止保育所等における事 国実施要綱に規定す 令和元年度（平成３０
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推進事業費補助金 故防止推進事業実施

要綱（平成３１年２月

１３日付け子発０２

１３第１号厚生労働

省子ども家庭局長通

知。以下「国実施要綱」

という。）に規定する

事業を実施している

こと。 

る事業を実施するた

めに要する経費。ただ

し、寄付金その他の収

入額があるときは、そ

の額を差し引いた額

とする。 

年度からの繰越分）保

育対策総合支援事業

費補助金（保育所等改

修費等支援事業、保育

所等業務効率化推進

事業（保育所等におけ

るICT化推進事業）及

び保育所等における

事故防止推進事業分）

交付要綱（令和元年６

月２０日付け厚生労

働省発子０６２０第

２号厚生労働事務次

官通知）３（３）に掲

げる保育所等におけ

る事故防止推進事業

に係る同要綱別表に

規定する基準額によ

り算出した額 

２歳未満児保育事

業補助金 

１歳児おおむね５人

に対し担当保育士を

１人以上配置してい

ること。 

２歳未満児保育事業

を行うために増員し

た保育士の人件費 

算定基準等第１条第

２３号に規定する３

歳児配置改善加算の

算出額に準じた額に

相当する額 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条、第６条、第９条関係） 

様式第３号（第５条、第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第６条、第９条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第９条関係） 

様式第９号（第１１条関係） 

様式第１０号（第１１条関係） 

様式第１１号（第１２条関係） 

様式第１２号（第１２条関係） 

 


