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宗像市保育対策等促進事業費補助金交付要綱の一部を改正する
告示一

円（延長時間’二

ロロ（延長時間’二

業期間が６ 両Ｕｊｊｕ－ｕにDB

宗像市保育対策当促進事業費補助金交付要綱（平成１９年５

月２８日告示第７３号）の一部を次のように改正する。
芋たニニを基準額

型を加える。同表補助対象経費の欄中に｢塑
幽臺巫遷費」を加える。

附則

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。

蓮｣冒遜宣促i隻臺叢

別表(第３条関係）中

「－時・特定保育事業」を「特定保育事業」に改め、「１－時

保育事業の場合」以下「２特定保育事業の場合」までを削除

する。同表事業名「休日保育事業」の欄中「保育所lか所当た

り年額．６３０，０００円（ただし〉事業期間が６か月未満の

施設にあっては、且１５，０００円)」を「保育所１か所当たり
年額 １，１６１，０００円 (ただし、事業期間が６か月未満

の施設にあっては、型_Ｌ－ｑ－Ｑ－Ｑ－巴)」に改め、「△３１００

１円」を「且_Ｌ＿且_9-2円」に、「１８９，０００円」を「２－全

些Q-LL円」に、ｒ旦上且Ｌ－ｑ－Ｑ－ＱＬ円」を「４０２，５００円」

に、「△△－，－９－１１－°-円」を「且-｡_ニュー且=2-2円」に、「５６７－

２－９－ｑ円」を「Z-2-全一旦-2△円」に、「型_§=－９－２２円」を

「旦旦と旦一Q-2-円」に、「且-1-2--2-9-2円」を「」，０４６と

上山L円」に改める。同表事業名に「延長保育促進事業」を加
え、補助金の限度額の欄中に「 山推進（基本灸
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象市保育対策等促進事業費補助金交付専綱新旧対照蓋宗像市保育対策等促進事業費補助金交付要綱新１日対照表
改正案 現行

別表(第３条関係）

●

事業

名

補助金の限度額
､

補助対

象経費

特定

保育

事業

（削除）

児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年４
月16日厚生省発児第59号の鋤に定める保育単価表におけるこの事
業を実施する保育所の基本分保育単価傭1欄)により次の各号に
掲げる利用の区分に応じ．当鱗各号に掲げる算式により算出した
額(10円未満の蝋数は、切り捨てる。）を合算した額とする
(1)週2日利用の塙合

（基本分保育単価(第１欄))÷3Ｘ極ぺ入所児童釦
(2)週3日利用の場合

（基本分保育単価際,欄》÷2×腱ぺ入所児童鋼

●
■

特定保

育に必

要な経
喪

別表(第３条関係)．

事業

名
補助金の限度額 補助対

象経費

定
育
業
・

二
時
特
保
亭

1-時鐸百日Ｌ蜀巨の鴇台

次表に掲げる事業の利用時間の区分に応じ､それぞれの区分に
定める単価の額に、事業の利用時間の区分Eごとの利用児童数を乗
じて得た額.ただＬ当駿額が540万円崔超えるときは540万円と
する。‐

単価

]旧の利用時間が4時間以内の場
合

１日の利用時間力３４時間を超える
蝿

900円 1.800円

２特定保育事業の場合

児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年
４月16日厚生省発児第59号の鋤に定める保育単価表におけるこの
事業を実施する保育所の基本分保育単価(第ｴ欄)により次の各号
に掲げる利用の区分に応じ、当酸各号に掲げる算式により算出し
た額(10円未満の端数は、切り捨てる。）を合算した額とする。
(1)週2日利用の掲合

（基２$E分保育単価傭1欄))÷3×極く入所児童罰
②週3日利用の場合

（基本分保育単価傭1棚)÷2ｘ腱ぺ入所児童数）
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事業

名
補助金の限度額 補助対

象経費
休日

保育

事業

次の各号の区分によりそｵTぞｵ1算出した額を合算した額

(1)基本分俘問延べ利用児童数が210人以下）
､保育所lか所当たり年額ユ・lG1pOOH
(ただし、事業期間が6か月未満の施設にあっては、 580.000円）

(2)加算分（年間延べ利用児童数が211人以上の場合、基本分I亡加
え、その人数に応じて次の単価を加期
保育所1か所当たり年額

2Ｕ人以上280人未満β0.500円
280人以上350人未満241.500円
350人以上420人未満釦2.500円
420人以上490人未満563ＭOFI
490人以上560人未潰７鰹.500円
560人以上630人未満理5.500円

630人以上700人未満loMa500H
(ただし、事業期間が6か月未満の施設にあっては、上記単価の

･そｵ1ぞれ半額を加算（千円未満切り捨て）
(3)略

休日保

育事業

に必要
な経費

鑑
蟹

・
鰹

蝿》蝋蝋腿

事業

名
補助金の限度額 補助対

象経費
休日
保育

事業一
(1)
然四合電uj匿汀によりfTL1BTu早出した額を合算した額
基本分倖間延べ利用児童数が210人以~F）
保育所lか所当たり年額li3qOOOH
(ただし、事：i潮間が6か月未浅の施設にあっては、

②加算分（年間延べ利用児童数が211人以上の場合、
｡ え、その人数に応じて次の単価を加鋼

(3)略

保育所1か所当たり年額

211人以上期0人未満Ｐ3.000円
280人以上350人未涜辿9.0DDH
350人以上蛭０人未満餌5.000円
似o人以上490人未漕４４]L輿Oqq巴
490人以上560人未演RXizOm円
560人以上630人未満鯉apo0円
630人以上700人未満219.00q曰

■

９

(ただし､事業期間が6か月未満の施設にあっては、
それぞれ半額を加算（千円未潤切り捨て）

且ﾕ旦凹旦巴）

基本分に加

上記単価の

休日保
育事業

に必要
な経費

１
１
ト
ー

０
５
口
Ｐ

・
■
Ｐ
■
Ｐ



参考資料
ゴ

○宗像市保育対策等促進事業費補助金交付要綱

平成19年５月28日

告示第73号

（趣旨）

第1条この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で

あって、保育所を設置し、又は運営する者(以下「社会福祉法人」という。）が保育対策
等促進事業の実施について(平成20年６月９日雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等･児

童家庭局長通知「保育対策等促進事業の実施について」別添実施要綱(以下「実施要綱」
という。）)に基づき実施する事業に対して予算の範囲内において交付する宗像市保育対

策等促進事業費補助金(以下「補助金」という.）について、宗像市補助金等交付規則(平
成15年宗像市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
．（平21告示３６．－部改正）

（補助対象割．

第2条補助金の交付の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第４項
の規定により、福岡県知事の認可を得て、児童福祉施設として保育所を設置している社
会福祉法人で実施要綱に定める事業を実施している者とする。

（補助金の限度額及び対象経費）

第3条補助金の限度額及び補助対象経費は、別表に定めるところによる。ただし、別表
に定める事業名の区分ごとに算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、
これを切り捨てるものとする。

２市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、補助金を交付すること
ができる。

（交付申請）

第4条補助金の交付を受けようとする社会福祉法人(以下「申請者」という。）は、申請書
に事業計画書を添えて市長に提出しなければならない。

（交付決定）

第5条市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、補
助金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

２市長は、補助金の交付の決定に際し、条件を付することができる。

（変更の承認）

第6条補助金の交付の決定を受けた社会福祉法人(以下「交付決定者」という。）が、交付
の決定を受けた事業計画の内容を変更しようとするときは、変更承認申請書を市長に提
出し、承認を受けなければならない。

（実績報告）

第7条交付決定者は、事業完了後30日以内に、実績報告書を市長に提出しなければなら
ない。

(決定の取消し）

9８



第8条市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決
定を取り消すものとする。

（１）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。
（２）補助金の交付の条件に違反したとき。

（補助金の返還）

第9条市長は､前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助
金の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
その返還を命じなければならない。

（雑則）

第10条この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は《平成19年４月１日から適用する。

附則(平成20年12月８日告示第261号）

この告示は、公示の日から施行し、改正後の宗像市保育対策等促進事業費補助金交付要
綱の規定は、平成20年４月１日から適用する．

附則(平成21年２月24日告示第36号）
この告示は、平成21年４月１日から施行する。

別表(第3条関係）
平２０ｍ，、２６１

9９

(平20告示２６１．－部改正）
事業名 補助金の限度額 補助対象経費

－時・特定保育

事業

１－時保育事業の掲合

次表に掲げる事業の利用時間の区分に応じ、それぞれの区分に定める

単価の額に、事業の利用時間の区分ごとの利用児童数を乗じて得た額。

ただし、当麟額が540万円を超えるときは540万円とする。

単価

１日の利用時間

が４時間以内の

場合

１日の利用時間

が４時間を超え

る掲合

900円 1,800円

２特定保育事業の場合

児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年４月16日

厚生省発児第59号の2)に定める保育単価表におけるこの事業を実施する

保育所の基本分保育単価(第１欄)により次の各号に掲げる利用の区分に応

じ、当該各号に掲げる算式により算出した額(］0円未満の端数は、切り捨

てる。）を合算した額とする。

(1)週2日利用の場合

－時・特定保育

に必要な経費



100

健本分保育単価(第１御)÷3X“ぺ入所児童数）

(2)週3日利用の場合

樫本分保育単価(第１欄))÷2×(延べ入所児童数）

休日保育事業 次の各号の区分によりそれぞれ算出した額を合算した額

(1)基本分桴間延べ利用児童数が210人以下）

保育所lか所当たり年額680,000円

(ただし、事業期間が6か月未満の施設にあっては、315,000円）

②加算分(年間延べ利用児童数が211入以上の場合、基本分に加え、その

人数に応じて次の単価を加期

保育所lか所当たり年額

211人以上280人未満63,000円

280人以上350人未満189,000円

350人以上420人未満315,000円

420人以上490人未満“1,000円

490人以上560人未満567,000円

560人以上630人未満693,000円

680人以上700人未満819,000円

(ただし、事業期間が6か月末満の施段にあっては、上妃単ｲ風iのそれぞ

れ半額を加算(千円未満切り捨て)）

(8)年間利用者負担額

休日保育事業に

必要な経費


