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柏原市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、幼児教育の振興のため私立幼稚園の設置者（以下「設置者」

という。）がその設置する私立幼稚園の園児の保護者に対し保育料等を減免する措

置を行う場合に、柏原市が設置者に対して行う私立幼稚園就園奨励費補助金（以

下「補助金」という。）の交付について、柏原市補助金交付規則（昭和５１年規則

第６号）に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、次に定めるところによる。 

（１） 幼稚園  学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼

稚園をいう。 

（２） 私立幼稚園  幼稚園のうち、学校教育法第２条第２項に規定する私立

学校であるものをいい、子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号)

第２７条第１項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。 

（３） 保育所  児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条にいう保

育所であって、同法第３５条第３項の届出を行ったもの及び同条第４項の

認可を受けたものをいう。 

（４） 認定こども園  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項に規定する

認定こども園をいう。 

（５） 特別支援学校  学校教育法第１条に規定する特別支援学校をいう。 

（６） 児童心理治療施設  児童福祉法第４３条の２に規定する施設をいう。 

（７） 児童発達支援  児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する事業をい

う。 

（８） 医療型児童発達支援  児童福祉法第６条の２の２第３項に規定する事

業をいう 

（９） 家庭的保育事業等  児童福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保育
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事業等をいう。 

（１０） 保育料等  保護者が私立幼稚園に支払う入園料及び保育料をいう。 

（１１） 減免措置  設置者が、その設置する私立幼稚園に就園する園児に対

して行う保育料等を減額又は免除する措置をいう。 

（１２） 園児  住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定により本

市の住民基本台帳に記載され、かつ、その住所に現に居住する者をい

う。 

（１３） 要保護世帯等  保護者又は保護者と同一の世帯の属する者が次に該

当する世帯 

ア 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する

要保護者 

イ 母子並びに父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）に

よる配偶者のない者で現に児童を扶養している者（ただし、保護者

と同一の世帯に属する者がこれに該当する場合を除く。） 

ウ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の

規定により身体障害者手帳の交付を受けた者（在宅の者に限る。） 

エ 各都道府県及び市町村が発行する療育手帳制度による療育手帳の交

付を受けた者 （在宅の者に限る。） 

オ 精神保険及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２

３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付

を受けた者（在宅の者に限る。） 

カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４

号）による特別児童扶養手当の受給を受けている者（在宅の者に限

る。） 

キ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）による障害基礎年金を受

給している者（在宅の者に限る。） 

（補助金交付の対象及び金額） 

第３条 市長は、設置者がその設置する私立幼稚園に就園する園児の保護者（父母又

は扶養義務者をいう。以下同じ。）に対し減免措置を行う場合は、設置者に対し別表
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に定める範囲内において補助を行うことができる。 

２ 補助金の額の決定にあたり、園児が属する世帯の構成については、設置者が保護

者から申請を受けた時点を基準とする。 

（補助金の交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする設置者は、次に掲げる書類を市長に提出し

なければならない。 

（１） 「補助金交付申請・事業計画書」（様式第１号） 

（２） 「保育料等減免措置方法の報告書」（様式第２号） 

（３） 「私立幼稚園補助金に関する調書（申請書）」（様式第３号） 

（４） 「申請者名簿」（様式第４号） 

（５） 園則等の保護者から徴収している保育料等の額がわかる書類 

２ 設置者は、園児の属する世帯が次の各号に該当する場合は、当該各号に定める書

類を、「私立幼稚園補助金に関する調書（申請書）」（様式第３号）に添えて市長

に提出しなければならない。 

（１） 別表の補助の基準の判定対象となる者が事業年度の前年度の１月１日時点

で柏原市以外の市町村の住民基本台帳に記載されている場合  市町村民

税課税(非課税)証明書又は納税通知書 

（２） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護を受けている

場合  生活保護受給証明書 

（３） 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治

療施設に入所又は児童発達支援、医療型児童発達支援若しくは家庭的保育事

業等を利用する就学前の兄又は姉を有している場合  施設から発行され

る施設を利用することを証明する書類 

（４） 本来就学すべき学年が小学校第４学年以上であるが、学校教育法第１８条

の規定による就学免除若しくは就学猶予を受け、又は特別支援学校小学部

に在籍し、第３学年までの学年に就学している兄又は姉を有する場合  

学校から発行される在籍証明書で就学している学年を証明するもの 

（５） 第２条第１３号ウに該当する場合  身体障害者手帳 

（６） 第２条第１３号エに該当する場合  療育手帳 
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（７） 第２条第１３号オに該当する場合  精神障害者保健福祉手帳 

（８） 第２条第１３号カに該当する場合  特別児童扶養手当受給証書 

（９） 第２条第１３号キに該当する場合  年金証書 

（交付申請の変更） 

第５条 設置者は、前条に基づく申請を行った後に、途中入園や柏原市内への転入

により減免措置の対象となる園児が増えた場合は、様式第１号、様式第３号、様

式第４号、「園児異動届出書」（様式第５号）及び同条第２項に規定する書類を、

事業年度の１月３１日までに市長に提出しなければならない。 

（異動の届出） 

第６条 減免措置の対象となる園児が次の各号に定めるときに該当するときは、設

置者は、速やかに様式第５号を市長に提出しなければならない。 

（１） 退園したとき。 

（２） 柏原市から転出したとき。 

（３） 保護者又は園児の氏名が変更になったとき。 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、第４条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類等

により当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の

交付を決定し、その旨を「交付決定通知書」（様式第６号）により設置者に通知

するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による交付決定の後に、第５条による申請を受けたときは、

当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、補助金の交付決定を変更

すべきと認めたときは、交付決定の変更を行い、その旨を「交付決定変更通知書」

（様式第７号）により設置者に通知するものとする。 

（補助金の交付の請求） 

第８条 前条による通知を受けた設置者は、市長に対し「補助金交付請求書」（様

式第８号）により補助金の交付の請求をしなければならない。 

（補助金の交付） 

第９条 市長は、前条による請求を受けたときは、請求があった時から１ヶ月以内

に補助金を設置者に交付するものとする。 
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（実績報告） 

第１０条 設置者は、減免措置の完了後、事業年度の３月３１日までに次に掲げる

書類を市長に提出しなければならない。 

（１）「実績報告書」（様式第９号） 

（２）「領収書」（様式第１０号） 

（３）「保育料等の減免について」(様式第１１号)又は保護者に対して減免措置

を行ったことを示す書類 

（額の確定） 

第１１条 市長は、前条による書類の提出を受けたときは、その内容を精査し、設

置者に対して交付すべき補助金の額を確定し、「補助金交付額確定通知書」（様

式第１２号）により、設置者へ通知するものとする。 

（補助金の精算） 

第１２条 設置者は、市長が補助金を交付した後に減免の対象となった園児が次の

各号に掲げる場合に該当し、減免措置を行った額が交付額に満たなくなった場合

は、その差額を市長に返還しなければならない。 

（１） 園児が休園又は退園し、減免措置の額が減額された場合。 

（２） 柏原市から転出し、減免措置の額が減額された場合。 

（３） その他市長が認める場合。 

（書類の補正、申請の却下及び交付決定の取り消し） 

第１３条 市長は、設置者から提出された書類の内容に不備があった場合は設置者

に対して速やかにその補正を求めるものとする。 

２ 市長は、設置者から提出された書類の内容が虚偽と判明した場合はその申請を

却下するものとする。交付決定後に虚偽が判明した場合は当該申請に係る交付決

定を取り消すものとする。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年６月１日から施行し、平成２７年度の就園奨励事業から

適用する。 
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附 則 

この要綱は、平成２８年６月１日から施行し、平成２８年度の就園奨励事業から

適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年６月１日から施行し、平成２９年度の就園奨励事業から

適用する。 
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別表 

階層 補助の基準 

（事業年度市町村民税額） 

補助限度額（１人あたり：年額） 

区分 第１子 第２子 第３子以降 

１ 生活保護を受けている世帯 ３０８，０００円 ３０８，０００円 ３０８，０００円 

２ 市町村民税が非課税の世帯 ２７２，０００円 ２９０，０００円 ３０８，０００円 

２ 
市町村民税が非課税の世帯(要保護

世帯等に該当する場合) 
３０８，０００円 ３０８，０００円 ３０８，０００円 

３ 
市町村民税所得割課税額が非課税の

世帯 
２０４，０００円 ２２２，０００円 ３０８，０００円 

３ 
市町村民税所得割課税額が非課税の

世帯(要保護世帯等に該当する場合) 
３０８，０００円 ３０８，０００円 ３０８，０００円 

４ 
市町村民税所得割課税額が 

５０,０００円以下の世帯 
１３９，２００円 １９５，０００円 ３０８，０００円 

４ 

市町村民税所得割課税額が 

５０,０００円以下の世帯(要保護世

帯等に該当する場合) 

２０４，０００円 ３０８，０００円 ３０８，０００円 

５ 
市町村民税所得割課税額が 

７７,１００円以下の世帯 
１３５，０００円 １８７，５００円 ３０８，０００円 

５ 

市町村民税所得割課税額が 

７７,１００円以下の世帯(要保護世

帯等に該当する場合) 

２０４，０００円 ３０８，０００円 ３０８，０００円 

６ 
市町村民所得割課税額が 

１４０,０００円以下の世帯 
６２，２００円 １８０，０００円 ３０８，０００円 

７ 
市町村民税所得割課税額が 

２１１,２００円以下の世帯 
６２，２００円 １５３，６００円 ３０８，０００円 

８ 上記区分以外の世帯 ０円 １３９，２００円 ３０８，０００円 

 

備考 

１ 実際の支払額（入園料及び保育料）が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を

限度とする。 
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２ 別表の補助の基準は、「生活保護を受けている世帯」及び「市町村民税が非課税の

世帯」を除き、園児の属する世帯において生計を同じくする者の地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含

む。）の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割の額（ただし、子ども子育て支

援法施行規則第２０条に規定する地方税法上の控除額がある場合は、当該金額を加

算した額とする。）を合算した額によって判定する。 

３ 階層区分が６、７及び８に該当する場合の「第３子以降」とは、次の各号に定め

る兄又は姉を２人以上有する園児をいう。 

（１） 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治

療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援若しくは家

庭的保育事業等を利用する兄又は姉 

（２） 小学校第１学年、第２学年若しくは第３学年に在籍する兄又は姉 

（３） 特別支援学校小学部に在籍する、小学校第 1学年、第２学年若しくは第３

学年と同じ就学年齢の兄又は姉 

（４） 就学免除若しくは就学猶予のため、本来就学すべき学年が小学校４年生以

上であるにもかかわらず、小学校３年生までの学年に在籍する兄又は姉 

４ 階層区分が６、７及び８に該当する場合の「第２子」とは、前項各号に定める兄

又は姉を１人有する園児をいう。 

５ 階層区分が６、７及び８に該当する場合の「第１子」とは、前２項以外の園児を

いう。 

６ 事業年度の途中において入園し、入園料を支払っている保護者に対して減免措

置を行う場合における当該園児に係る補助金の額は、次の式により算定する。た

だし、１００円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入するものとする。 

補助限度額×（保育料の支払い月数＋３）÷１５ 

７ 事業年度の途中において退園した園児（当該事業年度に入園し、入園料を支払

っている者を除く）の保護者に対して減免措置を行う場合における当該園児に係

る補助金の額は、次の式により算定する。ただし、１００円未満の端数が生じた

ときはこれを四捨五入するものとする。 

補助限度額×保育料の支払い月数÷１２ 

８ 私立幼稚園を退園した園児が、他の私立幼稚園に入園しその設置者から減免措

置を受ける場合、その園児に対する減免措置に係る補助金の補助限度額は、補助

限度額から前項によって支払われた補助金額を控除した額とする。 
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９ 事業年度の途中において就園する幼稚園は変わらず柏原市から転出した又は柏

原市に転入した園児の保護者に対し減免措置を行う場合における当該園児に係る

補助金の額は、次の式により算定するものとする。ただし、１００円未満の端数

が生じたときはこれを四捨五入するものとする。 

補助限度額×柏原市に居住しかつ保育料を支払っていた月数÷１２ 

１０ 前項の場合において、減免措置の対象となる園児が事業年度に入園し入園料

を支払っている場合における当該園児に係る補助金の額は、第６項に掲げる式

により算定する。 

１１ 階層区分が１から５までに該当する場合の「第３子」とは、保護者と生計を

同一にする者で、次の各号に定める兄又は姉を２人以上有する園児とする。 

（１） 保護者に現に監護されている者 

（２） 保護者に現に監護されていた者 

（３） 保護者又はその配偶者の直系卑属 

１２ 階層区分が１から５までに該当する場合の「第２子」とは、前項各号に定め

る兄又は姉を１人有する園児とする。 

１３ 階層区分が１から５までに該当する場合の「第１子」とは、前２項以外の園

児をいう。 

１４ 第１１項各号に規定する者が保護者と別居している場合は、所定の申立書に

よって保護者がその者を監護していることが証明された場合にのみ生計を同一

にしているとみなす。 
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