
小規模保育事業改修費等補助金交付要綱 

 

(趣旨) 

第１条 この要綱は，小規模保育事業（児童福祉法第 34 条の 15 第２項に規定する小規模

保育事業をいう。ただし，家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成 26 年 4

月 30日厚生労働省令第 61号）第 27条に規定する小規模保育事業Ａ型に限る。以下同じ。）

を実施しようとする建物(以下「事業用建物」という。)を改修し，小規模保育事業実施の

基準を満たし，当該事業を実施しようとする者に対し，予算の範囲内でその費用を補助

することについて，必要な事項を定めるものとする。 

 

(対象者及び事業の制限) 

第２条 補助の対象者は，旭川市が補助事業を採択し，小規模保育事業を認可する見込み

がある者とする。 

２ 対象者が整備・実施する小規模保育事業は，別表１に掲げる基準を満たすものでなけ

ればならない。 

３ １事業用建物につき１回限りとする。 

４  当該年度中，又は翌年度４月１日に運営を開始する小規模保育事業を対象とすること。 

５ 昭和 56 年 5 月 31 日以前に工事着手している事業用建物の場合は，耐震調査を実施し

て問題がないもの又は耐震補強済みのものとする。 

 

(対象経費等) 

第３条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は，前条第２項に定める基準

を満たすために必要な事業用建物の改修等に係る費用(別表２)とし，次に掲げる費用は含

まないものとする。 

(１) 土地の買収又は整地に要する費用 

(２) 既存建物(集合住宅の場合の区分所有権を含む。)の買収に係る費用 

(３) 外構工事に要する費用 

(４) 職員の宿舎に要する費用 

(５) 設計費及び工事監理費 

(６) 保証金等の預かり金 

（７）既存施設の破損や老朽化に係る工事費用 

(８) その他整備として適当と認められないもの 

２ 既存の建物を賃借し，改修等を行う場合に限り，工事着手月から工事完了月までの賃

借料 (工期は３月を上限とし，礼金，敷金及び保証金は除く)は補助対象経費とする。た

だし，事業実施年度の 4 月 1 日以降に新規契約したものに限り，自動更新・再契約した

契約は該当しない。 



３ 第１項及び第２項の規定にかかわらず，他の補助金等の対象経費と重複する分は，

補助の対象としない。 

 

(補助金の算定) 

第４条 補助金の額は，次の各号に定めるところにより算出した額のうち，最も少ない額

に４分の３を乗じて得た額とする。なお，算出した額に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。 

(１) 補助対象経費の実支出額 

(２) 総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額 

(３) 別表３に定める基準額 

 

(交付申請) 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，補助金交付申請

書(様式第１号)に次に掲げる書類を添付して，市長に提出しなければならない。 

(１) 経費の配分調書(様式第２号) 

(２) 事業予算書(様式第３号) 

(３) 事業計画書(様式第４号)，位置図，配置図及び改修前後の平面図 

(４) 施設整備概要書（様式第４号の２） 

(５) 補助金交付申請額算出調書(様式第５号) 

(６) その他市長が必要と認める書類 

 

(交付決定通知) 

第６条 市長は，前条の規定に基づく交付申請があった場合は，その内容を審査し，適正

であると認めたときは補助金の交付を決定し，決定内容を申請者に通知するものとする。 

２ 市長は，補助事業者に補助金を交付する場合は，次の各号に規定する条件を付するも

のとする。 

 (１) 補助事業者は，補助対象経費の配分を変更するときは，市長の承認を受けなければ

ならない。 

(２) 補助事業者は，補助対象事業の内容を変更するときは，市長の承認を受けなければ

ならない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，この限りではない。 

  ア 当該変更に伴う補助対象経費の増減額が，変更前の１０分の１程度を超えないと

き。 

イ 補助金の交付の目的の達成及び事業の能率的遂行に支障を及ぼさない程度の細部

の変更と認められるとき。 

 

 



(３) 補助事業者は，補助対象事業により取得し，又は効用の増加した財産（取得価格又

は効用の増加価格が５０万円未満（児童福祉施設の整備に係る場合については，３０

万円未満とする。）の設備及び備品を除く。）を市長の承認を受けないで，補助金の交

付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸付し，又は担保に供してはならない。 

  ただし，平成１３年厚生労働省告示第２３９号で定める処分制限期間に規定する処分

制限期間を経過した場合は，この限りではない。 

(４) 補助事業者が市長の承認を得て財産を処分したことにより，収入があったときは，

市長は，その交付した補助金の全部又は一部に相当する額を納付させることができる。 

(５) 補助事業者は，補助対象事業により取得し，又は効用の増加した財産については，

事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに，その効率的

な運用を図らなければならない。 

(６) 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告補助事業完了後に，消費税及び地

方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定

した場合は，消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（様式第 14 号）により

速やかに市長に報告しなければならない。なお，市長に報告があった場合には，当該

仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。 

(７) 補助事業者は，補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，当該収入

及び支出についての証拠書類を整理し，かつ，当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了

の日の属する年度の翌年度から５年間保管しなければならない。 

(８) 補助事業者が締結する契約の相手方及びその関係者から，寄附金等の資金提供を受

けてはならない。ただし，共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。 

(９) 補助事業者は，建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても，契

約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

(10) 公平さを期するため，補助事業者は，補助事業を行うために締結する契約手続きに

ついては，市が行う公共事業に準じ，別に市が定める社会福祉法人等における施設整

備事務取扱要領及び社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて(厚生省大臣官

房障害保健福祉部企画・社会・援護局企画・施設人材・老人保健福祉局老人福祉計画・

児童家庭局企画課長連名通知(平成 12 年 2 月 17 日社援施第 7 号))に基づいて行うこと

とする。 

(11) この要綱に基づく事業用建物の改修等については，改修等を実施する各部屋におい

て，着工前及び着工後に旭川市公共事業用建物室内空気汚染対策指針及び関連マニュ

アルに基づき，室内空気中化学物質の測定を実施することとする。 

３ 前項の規定のほか，市長は，補助事業者に補助金を交付する場合，必要に応じて条件

を付することができる。 

 

 



(申請の取下げ) 

第７条 交付申請者は，前条の規定による通知を受けた場合において，当該通知に係る決

定の内容に不服があるときは，補助金交付申請取下書(様式第６号)により，補助金の交付

を取り下げることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは，当該申請に係る補助金の交付の決定

はなかったものとみなす。 

 

(補助対象事業の内容の変更等) 

第８条 補助事業者は，補助金の交付の決定後において，補助対象事業を中止，廃止，又

は補助対象事業の内容を変更しようとするときは，遅滞なく，補助事業中止(廃止)承認

申請書(様式第７号)又は補助事業変更承認申請書(様式第８号)を市長に提出し，承認を

受けなければならない。ただし，軽微な変更で市長が認めるものについては，この限り

ではない。 

２ 市長は，前項の申請書の提出があった場合において，承認する旨，又は承認しない旨

を決定したときは，補助事業者に対し通知するものとする。 

３ 市長は，第１項の申請書の提出があった場合において，必要があると認めるときは補

助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。 

 

(状況報告及び調査等) 

第９条 市長は，補助事業の適正な執行を図るため必要と認めるときは，補助事業者に対

し，当該補助事業の執行に関して報告を求め，又は実地調査等を行うものとする。 

２ 市長は，前項の規定による報告等に基づき，補助対象事業が補助金の交付の決定の内

容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは，補助事業者に対し，

これらに従って遂行するよう指示するものとする。 

 

(事業の実績報告及び補助金額の確定) 

第 10 条 第６条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は，補助対象事業が完了した

とき，又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときは，補助対象事業が完了した日若し

くは当該廃止の承認を受けた日から起算して１月を経過した日又は当該年度の末日のい

ずれか早い日までに，補助事業実績報告書(様式第９号)に，次に掲げる書類を添付して市

長に報告しなければならない。 

(１) 事業決算(見込)書(様式第 10 号) 

(２) 事業実績報告書(様式第 11 号) 

(３) 精算額算出内訳書(様式第 12 号) 

(４) その他市長が必要と認める書類 

 



２ 実績報告にあたり市長が必要と認める請求書，領収書及び契約書等は，補助事業等に

係るすべてのものとする。 

３ 市長は，第１項の事業実績の報告を受けたときは実地検査等を行い，適正であると認

めるときは交付すべき補助金の額を確定し，補助事業者に通知する。 

 

（是正のための措置） 

第 11 条 市長は，前条の報告書の提出があった場合において，当該報告書に係る補助対象

事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるとき

は，補助事業者に対し，これに適合させるための措置を講ずるよう指示するものとする。 

 

(交付の時期) 

第 12 条 補助金の交付は，第 10 条の規定により補助金の額を確定した後において行うも

のとする。ただし，市長が認めるときは，概算払いにより交付することができる。なお，

概算払いを受けようとする補助対象事業者は，市長に補助金概算払申請書(様式第 13 号)

を提出しなければならない。 

２ 市長は，前項ただし書の規定により申請があったときは，当該申請の内容を審査し，

概算払の適否及び概算払額，概算払の回数を決定し，その旨を通知するものとする。 

 

(補助金の返還等) 

第 13 条 市長は，補助申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には補助金の交付決定

を取消し，又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

(１) 補助金の交付条件に違反したとき。 

(２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(３) 市長が補助の目的を達するとことができないと認めたとき。 

(４) その他この要綱に違反したとき。 

２ 前項の規定は補助事業について，交付すべき補助金の額の確定があった後においても

適用するものとする。 

 

(委任) 

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は，平成 28 年４月１日から施行する。 



＜整備基準＞（第２条第２項）

＜補助対象経費＞（第３条第１項）

＜補助基準額＞（第４条第１項第３号）

　小規模保育事業A型の設備及び運営に関し，旭川市家庭的保育事業等の設備
及び運営の基準に関する条例に適合する計画であること。

設備及び運営

別表１

基準額（千円未満切捨て） 改修費等：6,667千円

別表２

別表３

補助対象経費

別表１に掲げる「設備及び運営」基準を満たすために必要な工事に係る経費
　・保育専用室を設置するための改修工事
　・調理スペースの設置
　・冷暖房器具（クーラー，暖房器具，床暖房等）の設置
　・幼児用トイレの設置
　・幼児用シンクの設置
　・幼児用バス（沐浴槽の設置）
　・調乳ユニットの設置
　・玄関スロープ，玄関ベンチの設置
　・畳替え，障子の張り替え，壁紙の張り替え，網戸の設置（張り替え）
　・カメラ付きインターフォン
　・オートロック，防犯カメラの設置
工事期間中の賃借料
　・工期は３月を上限とし，礼金，敷金及び保証金は除く
工事後の室内空気中化学物質の測定に係る経費
　・必ず工事諸経費として見込むこと
備品購入費
　・センサー付きベッド
　・業務省力化に係る備品（パソコン，プリンター，ＦＡＸ付き電話機）


