
札幌市認可外保育施設の認可化移行支援費補助金交付要綱  

（平成 30 年５月 31 日子ども未来局長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内に設置されている認可外保育施設が保育所等に移行

する場合に、その障害となる要因を解消するために必要な経費の一部を補助す

ることについて必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 認可外保育施設 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 59 条の２第

１項に規定する施設のうち、同法第 39 条第１項に規定する業務を目的と

するものをいう。 

(2) 保育所 児童福祉法第 35 条第４項の認可を受けた保育所をいう。 

(3) 小規模保育事業所Ａ型 児童福祉法第 34条の 15 第２項の認可を受けた

家庭的保育事業等のうち、札幌市児童福祉法施行条例（平成 24 年条例第

62 号。以下「条例」という。）第 138 の 23 条第８号に規定する小規模保

育事業Ａ型を行う事業所をいう。 

(4) 保育所等 保育所又は小規模保育事業所Ａ型をいう。  

(5) 認可化移行計画 保育所等への移行に係る計画をいう。  

（補助対象事業者） 

第３条 補助の対象となる事業者は、認可外保育施設が移行する保育所等の種

類に応じ、次の各号に掲げる要件を満たす法人とする。 

(1) 保育所 認可化移行計画の期間内に条例第 181条に規定する保育所に係

る設備基準及び条例第 182条に規定する保育所の職員配置基準を満たす認

可外保育施設を経営する法人 

(2) 小規模保育事業所Ａ型 認可化移行計画の期間内に条例第 138 条の 46

に規定する小規模保育事業Ａ型に係る設備基準及び条例第 138 条の 47 に

規定する小規模保育事業Ａ型の職員配置基準を満たす認可外保育施設を

経営する法人 



（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、認可外

保育施設が移行する保育所等の種類に応じ、次の各号に掲げる経費（改修費

等及び賃借料（改修期間中の建物賃借料及び礼金を含み、敷金を除く。）を

いう。以下この条において同じ。）とする。  

(1) 保育所 条例第 181 条に規定する保育所に係る設備基準を満たすため

に必要な経費 

(2) 小規模保育事業所Ａ型 条例第 138 条の 46 に規定する小規模保育事業

Ａ型に係る設備基準を満たすために必要な経費  

２ 次に掲げる場合に係る経費については、前項の規定に関わらず補助対象経

費としないものとする。 

(1) 国が別に定める国庫負担金、補助金、交付金の対象となる場合 

(2) 施設整備を目的とする場合（土地又は既存建物の買収、土地の整地等を

含む。） 

（補助金の額） 

第５条 補助額は、次の各号に掲げる額を比較していずれか少ない方の額に４

分の３を乗じて得た額とし、予算の範囲内で補助する。 

(1) 100 万円 

(2) 補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額  

２ 前項の規定により算出した額に 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。 

（交付の条件） 

第６条 補助金の交付に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和 30 年法律第 179 号）及び補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）に定める条件のほか、次

の各号に定める条件を付すものとする。  

(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった

場合には、速やかに札幌市長に報告してその指示を受けなければならない。 

(2) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業

により取得し、又は効用の増加した価格が単価 50 万円以上の機械、器具



及びその他の財産については、札幌市長の承認を受けないで、この補助金

の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、

又は廃棄してはならない。 

(3) 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

営を図らなければならない。 

（認可化移行計画の承認等） 

第７条 補助を受けようとする者は、市長が別に定める書類により、認可化移

行計画を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、

札幌市子ども・子育て会議認可・確認部会の意見を聴いた上で、当該認可化

移行計画を承認するか、又は承認しないかを決定し、当該補助を受けようと

する者に対して文書をもって通知するものとする。  

（補助の申請等） 

第８条 前条の規定により認可化移行計画の承認を受けた者は、市長が別に定

める期日までに、様式１「札幌市認可外保育施設の認可化移行支援費補助金

交付申請書」に必要な資料を添付して市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助

を実施する決定をしたときは、様式２「札幌市認可外保育施設の認可化移行

支援費補助金交付決定通知書」により当該申請をした者に通知するものとす

る。 

（補助の変更申請等) 

第９条 前条第２項の規定による補助を実施する決定を受けた者（以下「補助

事業者」という。）は、次の各号のいずれかに該当する場合は、様式３「札

幌市認可外保育施設の認可化移行支援事業費補助金変更交付申請書」により

市長に申請しなければならない。ただし、第１号及び第２号に該当する場合

であって、軽微な変更である場合はこの限りでない。  

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。  

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。  

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。  



２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該

変更を承認するときは、様式４「札幌市認可外保育施設の認可化移行支援事

業費補助金変更交付決定通知書」により、当該申請をした者に通知するもの

とする。 

（事業の実績報告) 

第 10 条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了後 30 日以内（事業の中

止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認に係る通知を受理した日から

起算して 30 日以内）又は当該年度の３月 31 日のいずれか早い日までに、必

要な資料を添付して、様式５「札幌市認可外保育施設の認可化移行支援費補

助金実績報告書」により市長に報告しなければならない。  

（補助金の交付額の確定) 

第 11 条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該事業が補助決

定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これ

らに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、様

式６「札幌市認可化外保育施設の認可化移行支援費補助金交付額確定通知書」

により補助事業者に通知するものとする。  

（補助金の交付） 

第 12 条 市長は、前条の規定により確定した額を、前条の規定により通知

を受けた補助事業者の請求に基づき交付するものとする。ただし、市長が

必要と認めたときは、事業の執行状況に応じて概算により補助金を交付す

ることができる。 

２ 市長は、前項の規定により、概算により交付した補助金の額が、前条の

規定により確定した補助金の交付額を超えている場合は、期限を定めて、

その超える部分について返還を命じるものとする。  

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告）  

第 13 条 補助金の交付を受けた者は、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、様式７「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額報告書」により速やかに市長に報告しなければならない。  

２ 市長に前項の報告があった場合は当該仕入税額控除した消費税及び



地方消費税に係る補助金相当額の全部又は一部を札幌市に納付させる

ことがある。  

（補助事業に係る調査等） 

第 14 条 市長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた者に

対し、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 221 条第２項の規定に基

づき、随時状況の調査を行い、又は必要な事項について報告を求めるこ

とができる。 

（補助金の取消し） 

第 15 条 市長は、補助の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき

は、補助金の交付決定又は確定について、その全部又は一部を取消す

ことができる。  

(1) 補助条件に違反したとき  

(2) 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  

(3) 法令又はこれに基づく処分に違反したとき  

(4) その他市長が補助することを不適当と認めたとき  

２  市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付してそ

の旨を当該申請者に通知するものとする。  

３  市長は、第１項の規定により補助金の取消しをした場合において、

補助対象事業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、その返還を命じることができる。  

（財産を処分した場合の収入の扱い） 

第 16 条  市長は、補助金の交付を受けた者が、この事業により取得し、

又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、そ

の収入の全部又は一部を本市に納付させることができる。  

（加算金及び延滞金） 

第 17 条  補助金の交付を受けた者は、補助金の返還を命ぜられたときは、

その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当

該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間につい

ては、既納額を控除した額）につき、年 10.95 パーセントの割合で計

算した加算金を本市に納付しなければならない。  



２  補助金の交付を受けた者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期

日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日

数に応じ、その未納額につき年 10.95 パーセントの割合で計算した延

滞金を本市に納付しなければならない。  

３  市長は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認める

ときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。  

（他の補助金等の一時停止等） 

第 18 条 市長は、補助金の交付を受けた者が補助金の返還を命ぜられ、

当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合にお

いて、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助

金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は

当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。  

（委任） 

第 19 条 この要綱の実施に当たりその他の必要な事項は支援制度担当部長

が定める。 

  附 則 

１ この要綱は、平成 30 年５月 31 日から施行する。 


