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○立川市認証保育所運営費等補助金交付要綱 

平成13年10月１日要綱第26号 

改正 

平成23年４月１日要綱第８号 

平成25年10月31日要綱第117号 

平成26年11月28日要綱第144号 

平成27年３月18日要綱第24号 

平成28年２月26日要綱第６号 

平成29年２月21日要綱第９号 

平成30年２月21日要綱第６号 

平成31年３月18日要綱第21号 

令和２年２月６日要綱第12号 

令和２年９月２日要綱第131号 

立川市認証保育所運営費等補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、東京都認証保育所事業実施要綱（平成13年５月７日付け12福子推第

1157号。以下「実施要綱」という。）の規定に基づいて認証された保育所（以下「認証

保育所」という。）に交付する補助金について、立川市補助金等交付規則（昭和41年立

川市規則第１号）に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

（補助金対象事業） 

第２条 補助金の対象となる事業は、認証保育所の設置者（以下「補助対象事業者」とい

う。）が実施する次の各号に掲げる事業とする。 

(1) 認証保育所の運営事業 

(2) 認証保育所の開設準備事業 

(3) 認証保育所の修繕事業 

（補助金算定基準対象児童） 

第３条 前条第１号に掲げる事業に係る補助金の算定基準の対象となる児童は、認証保育

所に入所している児童で、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。 
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(1) 児童及び保護者又は現に児童を監護する者（以下「保護者等」という。）が、原

則として市内に居住するもの 

(2) 実施要綱に規定する認証保育所Ａ型にあっては、月160時間以上の保育を必要とす

る小学校就学始期に達するまでの児童 

(3) 実施要綱に規定する認証保育所Ｂ型にあっては、子ども・子育て支援法施行規則

（平成26年内閣府令第44号）第１条の５各号のいずれかに該当する保護者等が監護し、

保育を必要とする３歳未満の児童 

２ 前項の規定にかかわらず、毎月の保育を必要としている児童が、傷病等により一時的

に通園することができないため保育を停止する場合は、補助対象とすることができる。

この場合において、保育を停止する期間は、原則として２月以内とする。 

（補助金算定基準対象児童の年齢） 

第３条の２ 補助金の算定基準の対象となる児童の年齢は、入所した日の属する年度の初

日の前日の年齢を当該年度中の年齢として取り扱う。 

２ 前項の規定による年齢の取扱いを受けた児童が年度を超えて引き続き同一保育所に在

籍する場合の年齢は、毎年度の初日の前日の年齢を当該年度中の年齢として取り扱う。 

（事業の要件） 

第４条 補助対象事業者の行う事業には、実施要綱に定めるもののほか、次の各号に掲げ

る要件を満たすものとする。 

(1) 利用者の意見及び要望を把握し、保育の向上に努めること。 

(2) 利用する児童の保育記録を残すこと。 

(3) 利用状況を適宜報告すること。 

(4) 事故等のあったときは、速やかに報告すること。 

(5) 事業の実施にあたり知り得た個人情報等を事業目的以外に使用したり、他に漏ら

したりしないこと。 

(6) 非常災害に対する具体的計画を立て、定期的な避難訓練等を実施すること。 

(7) 不慮の事故に備え、賠償責任保険に加入すること。 

２ 実施要綱に規定する事業のほか、必要と認めた場合は特別事業の実施を求めることが

できる。 

（保育の契約） 
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第５条 補助対象事業者は、児童の保育について、保護者等と次の各号に掲げる内容を含

んだ契約を締結するものとする。 

(1) 入所する児童の生年月日及び入所時年齢 

(2) 保護者等の氏名、続柄及び住所 

(3) 保育を必要とする理由、保育時間、保育日数及び保育期間 

(4) 児童の保育料 

（補助対象経費） 

第６条 補助金を交付する対象経費は、第２条第１号に掲げる事業に係る経費（以下「運

営費」という。）、同条第２号に掲げる事業に係る経費のうち実施要綱に規定する認証

保育所Ａ型を開設するために要したもの（以下「開設準備経費」という。）及び同条第

３号に掲げる事業に係る経費（以下「修繕費」という。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第４条第２項に規定する特別事業の経費にあっては、補助

対象、交付額、申請方法等を別に定める。 

（補助金額） 

第７条 補助金の額は、別表に掲げる項目に応じて同表に定める基準額の合計額とし、予

算の範囲内で交付するものとする。 

第８条 削除 

（交付申請） 

第９条 運営費に係る補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、毎月指定する日

までに、認証保育所運営費等補助金交付申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）

に次の各号に掲げる書類を添付して申請するものとする。 

(1) 認証保育所運営費等補助金交付申請内訳書（第１号様式の２） 

(2) 児童名簿（第１号様式の３） 

(3) 認証保育所職員名簿（第１号様式の４） 

(4) その他市長が必要と認めるもの 

２ 開設準備経費に係る補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、申請書に次の

各号に掲げる書類を添付して申請するものとする。 

(1) 理由書 

(2) 収支予算書 
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(3) 事業計画書 

(4) 建物の案内図及び平面図 

(5) その他市長が必要と認めるもの 

３ 修繕費に係る補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、申請書に次の各号に

掲げる書類を添付して申請するものとする。 

(1) 修繕費の金額を明らかにするもの 

(2) その他市長が必要と認めるもの 

（交付決定） 

第10条 申請書を受けたときは、速やかに可否を決定し、認証保育所運営費等補助金交付

決定通知書（第２号様式）により当該申請をした者に通知するものとする。 

（交付請求） 

第10条の２ 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象事業者（以下「補助事

業者」という。）は、運営費に係るものにあっては毎月指定する日までに、開設準備経

費及び修繕費に係るものにあっては事業が完了した後に、認証保育所運営費等補助金交

付請求書（第３号様式）により請求するものとする。 

（基準額の変更に伴う精算） 

第10条の３ 補助事業者は、年度の途中に別表に定める基準額が変更された場合において、

既に交付を受けた補助金の額に差額が生ずるときは、速やかに精算するものとする。 

（実績報告） 

第11条 第10条の２の規定により交付請求を行った補助事業者は、運営費に係るものにあ

っては指定する日までに、開設準備経費及び修繕費に係るものにあっては事業が完了し

た後速やかに、認証保育所運営費等補助金実績報告書（第４号様式）により報告するも

のとする。 

（補助金額の確定） 

第12条 前条の規定による報告があったときは、その内容を調査し、補助金の額を確定す

るとともに、認証保育所運営費等補助金確定通知書（第５号様式）により補助事業者に

通知するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第13条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定
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の全部又は一部を取り消すものとする。 

(1) 認証保育所の認証が取り消されたとき。 

(2) 補助金をその交付決定に係る用途以外に使用したとき。 

(3) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。 

（補助金の返還） 

第13条の２ 前条に規定する補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに

係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求め

るものとする。 

（委任） 

第14条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成13年10月１日から適用する。 

附 則（平成14年４月１日） 

この要綱は、平成14年４月１日から適用する。 

附 則（平成15年４月１日） 

この要綱は、平成15年４月１日から適用する。 

附 則（平成16年４月１日） 

この要綱は、平成16年４月１日から適用する。 

附 則（平成17年４月１日） 

この要綱は、平成17年４月１日から適用する。 

附 則（平成18年４月１日） 

この要綱は、平成18年４月１日から適用する。 

附 則（平成19年４月２日） 

この要綱は、平成19年４月２日から施行する。 

附 則（平成19年12月５日） 

１ この要綱は、平成19年12月５日から施行する。 

２ この要綱による改正後の立川市認証保育所運営費補助金交付要綱別表の規定は、平成

19年４月分の補助金から適用し、同年３月分までの補助金については、なお従前の例に
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よる。 

附 則（平成21年１月１日） 

１ この要綱は、平成21年１月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の立川市認証保育所運営費補助金交付要綱別表の規定は、平成

20年４月分の補助金から適用し、同年３月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21年10月１日） 

１ この要綱は、平成21年10月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の立川市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成21年

４月分の補助金から適用し、同年３月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22年８月１日） 

１ この要綱は、平成22年８月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の立川市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成22年

４月分の補助金から適用し、同年３月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１月１日） 

１ この要綱は、平成23年１月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の立川市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、平成22年

４月分の補助金から適用し、同年３月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４月１日要綱第８号） 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年10月31日要綱第117号） 

１ この要綱は、平成25年11月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の立川市認証保育所運営費等補助金交付要綱の規定は、平成25

年４月分の補助金から適用し、同年３月分までの補助金については、なお従前の例によ

る。 

３ この要綱の施行前に調製された帳票で、現に残存するものは、平成25年度に限り、所

要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成26年11月28日要綱第144号） 
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１ この要綱は、平成26年12月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の立川市認証保育所運営費等補助金交付要綱の規定は、平成26

年４月分の補助金から適用し、同年３月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18日要綱第24号） 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年２月26日要綱第６号） 

１ この要綱は、平成28年３月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の立川市認証保育所運営費等補助金交付要綱の規定は、平成27

年４月分の補助金から適用し、同年３月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２月21日要綱第９号） 

１ この要綱は、平成29年３月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の立川市認証保育所運営費等補助金交付要綱の規定は、平成28

年４月分の補助金から適用し、同年３月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２月21日要綱第６号） 

１ この要綱は、平成30年２月21日から施行する。 

２ この要綱による改正後の立川市認証保育所運営費等補助金交付要綱の規定は、平成29

年４月分の補助金から適用し、同年３月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18日要綱第21号） 

１ この要綱は、平成31年３月18日から施行する。 

２ この要綱による改正後の立川市認証保育所運営費等補助金交付要綱の規定は、平成30

年４月分の補助金から適用し、同年３月分までの補助金については、なお従前の例によ

る。 

３ この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の立川市認証保育所運営費等補助金

交付要綱の様式により使用されている申請書その他の書類は、この要綱による改正後の
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立川市認証保育所運営費等補助金交付要綱の様式によるものとみなす。 

附 則（令和２年２月６日要綱第12号） 

１ この要綱は、令和２年２月６日から施行する。 

２ この要綱による改正後の立川市認証保育所運営費等補助金交付要綱の規定は、平成31

年４月分の補助金から適用し、同年３月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９月２日要綱第131号） 

１ この要綱は、令和２年10月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の立川市認証保育所運営費補助金交付要綱の規定は、令和２年

４月分の補助金から適用し、同年３月分までの補助金については、なお従前の例による。 

別表（第７条関係） 

項目 基準額 

運 営

費 

次に掲げるとおりとする。 

(１) 毎月初日に在籍する児童数に、次に定める基本額（４月から翌年３月までの

間は、冷暖房費として100円を加算する。）を乗じて得た額とする。 

  年齢 

０歳児 １～２歳児 ３歳児 ４歳児以上 

 

 定員   

 40人以下 166,400円 119,920円 84,780円 80,250円  

 41人以上50人以下 131,740円 85,260円 50,290円 45,770円  

 51人以上60人以下 126,040円 79,560円 44,740円 40,220円  

 61人以上70人以下 122,050円 75,570円 40,790円 36,260円  

 71人以上80人以下 119,130円 72,650円 37,800円 33,270円  

 81人以上90人以下 116,750円 70,270円 35,620円 31,100円  
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 91人以上100人以下 112,830円 66,350円 31,650円 27,130円  

 101人以上110人以下 111,510円 65,030円 30,350円 25,820円  

 111人以上120人以下 110,360円 63,880円 29,200円 24,670円  

       

(２) ３歳児配置改善加算 

当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、３歳児に係る保育従事職員を20人に

つき１人から、15人につき１人に改善した場合に、当該月の初日に在籍する３歳児

の数に、3,900円を乗じて得た金額を加算するものとし、配置改善した日が月の途

中の場合は、翌月から加算の対象とする。この場合において、要件に適合しなくな

った場合には、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月から加算の対象外と

し、要件に適合しなくなった日が月の初日の場合には、その月から加算の対象外と

する。 

(３) 減価償却費加算 

アからエまでの要件全てに該当する場合に、当月初日に在籍する児童数に次に定め

る金額を乗じて得た額を加算する。 

ア 認証保育所の用に供する建物が自己所有であること。この場合において、施設

の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50

パーセント以上であること。 

イ 建物を整備し、又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生しているこ

と。 

ウ 建物の整備に当たって、施設整備費又は改修費等の補助を受けていないこと。

ただし、施設整備費等の補助を受けて建設した建物について、整備後一定年数を経

過した後に、（ア）から（ウ）までの要件全てに該当する改修等を行った場合に

は、前段に該当することとして差し支えない。 

（ア） 老朽化等を理由として改修等が必要であったと市が認める場合 

（イ） 当該改修等に当たって補助を受けていないこと。 
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（ウ） 一施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体

の延べ面積に２を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が

10,000,000円以上であること。 

エ 賃借料加算の対象となっていないこと。 

  年齢 

０歳児 
１～２歳

児 
３歳児 

４歳児

以上 

 

 定員   

 40人以下 3,900円  

 41人以上50人以下 2,150円  

 51人以上60人以下 1,800円  

 61人以上70人以下 1,550円  

 71人以上80人以下 1,750円  

 81人以上90人以下 1,550円  

 91人以上100人以下 1,400円  

 101人以上110人以下 1,500円  

 111人以上120人以下 1,400円  

    

(４) 賃借料加算 

アからエまでの要件全てに該当する場合に、当月初日に在籍する児童数に次に定め

る金額を乗じて得た額を加算する。 

ア 認証保育所の用に供する建物が賃貸物件であること。この場合において、施設

の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50
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パーセント以上であること。 

イ アの賃貸物件に対する賃借料が発生すること。 

ウ 第６条に規定する開設準備経費のうち、建物賃借料に係る補助の対象となる月

でないこと。 

エ 減価償却費加算の対象となっていないこと。 

  年齢 

０歳児 
１～２歳

児 
３歳児 ４歳児以上 

 

 定員   

 40人以下 8,800円  

 41人以上50人以下 4,900円  

 51人以上60人以下 4,050円  

 61人以上70人以下 3,550円  

 71人以上80人以下 3,950円  

 81人以上90人以下 3,550円  

 91人以上100人以下 3,100円  

 101人以上110人以下 3,400円  

 111人以上120人以下 3,100円  

        

(５) 技能及び経験に着目した加算 

当該認証保育所（市内のものに限る。）において、キャリアアップの仕組みを構築

し、一定の技能及び経験を有する職員について処遇改善を行う場合に、次に定める

職層区分に応じた職員１人当たり単価に、職層区分に応じた加算額の算定に用いる
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職員数を乗じて得た金額を加算する。 

 
職層区分 職員１人当たり単価 

加算額の算定に用いる

職員数 

 

 第３職層（専門リーダ

ー等） 
24,430円 人数Ａ 

 

 第４職層（職務分野別

リーダー等） 
3,050円 人数Ｂ 

 

       

ア 職層区分は、４職層以上からなり、第１職層の職員は施設長、第２職層の職員

は施設長以外の管理職、第３職層の職員は施設長等の管理職を支えるライン職又は

高い専門性を複数持つスタッフ職（専門リーダー等）、第４職層の職員は少なくと

も１つの分野に専門性を持つ職員（職務分野別リーダー等）とする。 

イ 職員１人当たり単価には、法定福利費等の事業主負担額を含む。 

ウ 加算額の算定に用いる職員数は、エに定める年齢別配置基準による職員数の合

計に、定員40人以下の場合は4.2、定員41人以上90人以下の場合は5.2、定員91人以

上120人以下の場合は5.0を加えた数に、人数Ａについては３分の１、人数Ｂについ

ては５分の１を乗じて得た数とする。 

エ 年齢別配置基準による職員数は、４歳以上児の数に30分の１を乗じて得た数

（小数点第２位以下切り捨て）に３歳児の数に20分の１（３歳児配置改善加算を受

けている場合は、15分の１）を乗じて得た数（小数点第２位以下切り捨て）を加え

た数に１歳児及び２歳児の合計数に６分の１を乗じて得た数（小数点第２位以下切

り捨て）を加えた数に０歳児の数に３分の１を乗じて得た数（小数点第２位以下切

り捨て）を加えた数（小数点第１位以下四捨五入）とする。この場合において、年

齢別の児童数は、当該年度の４月時点又は各月の平均の児童数とする。 

開 設 認証保育所Ａ型を開設するために必要な改修経費等で、施設ごとに次に掲げる金
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準 備

経費 

額を比較していずれか少ない金額とする。 

(１) 補助対象経費に係る設置者の実支出額の100分の50の額 

(２) 30,000,000円 

修 繕

費 

開設後10年が経過した認証保育所の建物及び設備の老朽化に対応するため、施設

及び設備の修繕に必要な経費で、施設ごとに次に掲げる金額を比較していずれか少

ない金額とする。 

(１) 補助対象経費に係る設置者の実支出額の100分の50の額 

(２) 2,500,000円 

 


