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川崎市の民間保育所の運営に係る給付費等について 

 本市においては、各施設の運営が安定的になされるよう、国の公定価格に加えて、市加

算運営費及び運営費補助金を民間保育所運営費等として支給しています。 

 以下、国の公定価格並びに市加算運営費及び運営費補助金の概略を説明します。 

なお、国の公定価格と児童単位で支給を行う市加算額について、居住地が市内にある利

用子ども数分については本市に請求、居住地が市外にある利用子ども数分については、居

住地の自治体への請求となります。 

ここでは本市への請求分について、「市内児童数分」として記載します。 

１ 国の公定価格 

認可保育所が特定教育・保育を提供するにあたり、児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準と特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を満たした

運営を行うための費用です。基本部分と加算部分と減算部分によって、構成されます。 

（１）基本分単価 

施設の所在する地域の区分と利用定員の区分並びに入所する児童の年齢の区分と保

育必要量の区分に応じて、児童１人当り月額単価を市内児童数分支給。 

≪ＰＯＩＮＴ≫

・ 地域区分は１６／１００地域。 

・ 定員区分は１０人刻み。利用定員による。 

・ 入所児童の保育必要量に応じた単価設定。 

（２）処遇改善等加算Ⅰ（要認定申請） 

基本分単価と同様の要素によって算定された児童１人当り月額単価に、職員の平均経

験年数や賃金改善・キャリアアップの取組みに応じた加算率を乗じた額を市内児童数分

支給。 

≪ＰＯＩＮＴ≫

・ 職員の平均経験年数に応じた基本分（２～１２％）と賃金改善・キャリアアップ

の取組に応じた賃金改善・キャリアパス要件分（６～７％）から構成。 

・ 職員（＝常勤職員、１日６時間以上かつ月２０日以上勤務の非常勤職員も含む）

の平均経験年数は、保育所、認定こども園、他の社会福祉施設、一時保護所及び

病院（看護師等に限る）のほか、幼稚園や地域型保育事業、学校、専修学校、認

可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付された認可外保育施設等も

加えた経験年数で算定を行う。 

（３）３歳児配置改善加算（要認定申請） 

３歳児に対する保育士の配置を１５：１とする場合に、施設の所在する地域の区分と

処遇改善等加算率に応じた児童１人当り月額単価を市内児童数分支給。 

≪ＰＯＩＮＴ≫

・ 各施設に必要な条例上の保育士（以下「条例上の保育士」という）に含まれるた

め、「その他国基準等保育士」や「市の加配保育士」に優先した配置となる。 

（４）休日保育加算（要認定申請） 

休日保育を実施する施設に対して、施設の所在する地域の区分と休日保育の年間延べ

利用児童数の区分や処遇改善等加算率に応じた金額を各月初日の児童数で割り返した

額に市内児童数を乗じた額を支給。 

≪ＰＯＩＮＴ≫
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・ 年間延べ利用児童数の区分は、過年度の利用率等を踏まえ、市の認定により決定。 

（５）夜間保育加算 

夜間保育所に対して、定員区分と児童の年齢区分と処遇改善等加算率に応じた児童１

人当り月額単価を市内児童数分支給。 

（６）減価償却費加算（要認定申請） 

施設整備費補助を受けていない施設のうち、自己所有の建物を保有する施設に対して、

定員区分と施設の所在する地域の区分に応じた児童１人当り月額単価を市内児童数分

支給。 

（７）賃借料加算（要認定申請） 

賃借物件により運営する施設に対して、定員区分と施設の所在する地域の区分に応じ

た児童１人当り月額単価を市内児童数分支給。 

≪ＰＯＩＮＴ≫

・ 川崎市が該当する賃借料加算の地域区分はＡ地域の都市部。 

・ 本賃借料加算が実賃借料を上回る施設は加算対象外。 

（８）チーム保育推進加算（要認定申請） 

必要保育士数を超えて保育士を配置し、キャリアを積んだ保育士によるチーム保育の

体制を構築している場合で、職員の平均経験年数１２年以上の施設に対して、施設の所

在する地域、定員区分と処遇改善等加算率に応じた児童１人当り月額単価を市内児童数

分支給。 

（９）副食費徴収免除加算 

副食費の徴収が免除対象となる子どもの副食費免除分の補填として、副食費の徴収が

免除される児童１人当り月額単価４，５００円を市内児童数分支給。 

（10）分園減算 

分園である場合、基本分と処遇改善等加算Ⅰの合計単価を施設の所在する地域の区分

に応じた率で減算した児童１人当り月額単価を市内児童数分減額。 

（11）施設長未配置減算（要認定申請） 

専従の施設長が配置されていない場合、施設の所在する地域の区分、定員区分と処遇

改善等加算率に応じた児童１人当り月額単価を市内児童数分減額。 

（12）土曜閉所減算（要認定申請）  

土曜日に施設を閉所する場合に、基本分、処遇改善等加算Ⅰ分、３歳児配置改善加算

分、夜間保育加算の４項目の合計単価を、施設の所在する地域の区分、定員区分に応じ

た率で減算した児童１人当り月額単価を市内児童数分減額。 

（13）定員恒常的超過減算 

連続する過去５年度間常に利用定員を超過しており、かつ、各年度の年間平均在所率

が１２０％以上である場合に、基本分、処遇改善等加算Ⅰ分、３歳児配置改善加算分、

休日保育加算分、夜間保育加算分、減価償却費加算分、賃借料加算分、チーム保育推進

加算分、分園減算分、施設長未配置減算分、土曜閉所減算分の 11 項目を、定員区分に

応じた率で減算した児童１人当り月額単価を市内児童数分減額。 

（14）主任保育士専任加算（要認定申請） 

延長保育、一時保育、病児保育、乳児３人以上受入、障害児受入のうち、複数事業を
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実施する場合に、主任保育士が保育計画の立案や保護者からの育児相談、地域の子育て

支援などに専任できるよう代替保育士１人を配置するため、基本額と処遇改善等加算率

に応じた金額を各月初日の児童数で割り返した額に市内児童数を乗じた額を支給。

（15）療育支援加算（要認定申請） 

障害児を受け入れている施設に対して、主任保育士を専任化させ、地域住民等の子ど

もの療育支援に取り組むことができよう主任保育士を補助する者を配置するため、特別

児童扶養手当の支給の有無による基本額と処遇改善等加算率に応じた金額を各月初日

の児童数で割り返した額に市内児童数を乗じた額を支給。 

（16）事務職員雇上費加算（要認定申請） 

延長保育、一時保育、病児保育、乳児３人以上受入、障害児受入のうち、１事業以上

を実施する場合に、基本額と処遇改善等加算率に応じた金額を各月初日の児童数で割り

返した額に市内児童数を乗じた額を支給。 

（17）処遇改善等加算Ⅱ（要認定申請）

技能経験を積んだ職員（副主任保育士等、職務分野別リーダー）に係る追加的な処遇

改善として、対象人数に応じた金額を各月初日の児童数で割り返した額に市内児童数を

乗じた額を支給。 

≪ＰＯＩＮＴ≫

・ 人数Ａ（副主任保育士等）は算定の基礎となる職員数の１／３、人数Ｂ（職務分

野別リーダー）は同１／５を乗じた人数。 

・ 副主任保育士等に係る賃金改善額は原則として月額４万円。ただし、月額４万円

の賃金改善を行う者を１人確保した上で、その他の技能・経験を有する職員に月

額５千円以上４万円未満の範囲で賃金改善を行うことも可。 

・ 職務分野別リーダーに係る賃金改善額は原則として月額５千円。ただし、上記の

副主任保育士等に係る加算額の配分を受ける場合は、副主任保育士等に係る賃金

改善額のうち最も低い額を超えない範囲で月額５千円以上とすることも可。 

（18）冷暖房費加算 

夏季や冬季における冷暖房費を加算するもので、施設の所在する地域の区分に応じて

児童１人当り月額単価を市内児童数分支給。 

≪ＰＯＩＮＴ≫

・ 本市の区分は「その他地域」。 

（19）高齢者等活躍促進加算（要認定申請） 

延長保育、一時保育、病児保育、乳児３人以上受入、障害児受入のうち、１事業以上

を実施しており、障害者等を雇用し児童の処遇向上を図る施設に対し、対象職員の年間

勤務時間数に応じた金額を３月初日の児童数で割り返した額に３月初日の市内児童数

を乗じた額を支給。 

（20）施設機能強化推進費加算（要認定申請） 

延長保育、一時保育、病児保育、乳児３人以上受入、障害児受入のうち、複数事業を

実施する施設において、施設の総合的な防災対策の充実強化等に要した金額を３月初日

の児童数で割り返した額に３月初日の市内児童数を乗じた額を支給。 

（21）小学校接続加算（要認定申請） 

小学校との接続を見通した活動を行うための経費として、加算基準額を３月初日の児
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童数で割り返した額に３月初日の市内児童数を乗じた額を支給。 

≪ＰＯＩＮＴ≫

・ ５歳児クラスが設定されている保育所は原則、当該活動を職員及び児童について

行っているはずであり、加算対象となる想定。 

（22）栄養管理加算（要認定申請） 

栄養士を活用して給食を実施している施設に対し、その雇用費として、配置・兼務・

嘱託の区分に応じた額を各月初日の児童数で割り返した額に各月初日の市内児童数を

乗じた額を支給。 

（23）第三者評価受審加算（要認定申請） 

第三者評価を受審した施設に対し、受審費用の一部を加算。加算限度額の範囲で実施

に要した費用分を３月初日の児童数で割り返した額に市内児童数を乗じた額を加算。 

≪ＰＯＩＮＴ≫

・ 箇所数の制限はなし。ただし、加算は、５年に１回。 

２ 市加算運営費 

国が定める公定価格に加えて、入所児童の処遇向上及び施設職員の待遇改善並びに施

設経営の安定化等を図るために必要な経費を加算するものです。 

①入所児童数に応じて加算を行うことを基本とする旧市加算分と、②延長保育費と、

③市の加配職員の雇用費等と、④その他運営費補助金からの移行分の４つから構成され

ます。 

市加算運営費は全て扶助費扱いとなりますので、請求・支払は原則として国の公定価

格とあわせて執行します。 

◆◆旧市加算分◆◆

（1）給食費 

国の公定価格中に含まれる給食費に加えて、入所児童の給食内容を向上させるために

加算するもので、児童１人当り月額単価に市内児童数を乗じた額を支給。 

（2）行事用給食費 

行事時の特別給食のため加算するもので、児童１人当り月額単価に市内児童数を乗じ

た額を支給。 

（3）冷暖房費 

国の採暖費の冷暖房費化に伴い、市加算の採暖費も通年化し冷暖房費として加算する

もので、児童１人当たり月額単価に市内児童数を乗じた額を支給。

（4）特別扶助費 

保育所の職員の待遇改善を図り、もって入所児童の処遇を向上させるため、国の公定

価格中の人件費に加算をするもので、６月と１２月の児童１人当り月額単価に市内児童

数を乗じた額を支給。 

≪ＰＯＩＮＴ≫

・ 公定価格の毎月給付化に伴い、従来毎月の人件費加算とされていたものを、賞与

支給財源とするため、６月と１２月の支給に集約化。 

（5）一般生活費 

入所児童の処遇を向上させるため、国の公定価格中の一般生活費に加算をするもので、
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児童１人当りの月額単価に市内児童数を乗じた額を支給。 

（６）児童災害共済掛金 

入所児童の保育所の管理下における災害に備えて、災害共済給付制度等の掛金を、国

の公定価格中の事業費に加算するもので、児童１人当りの単価に市内児童数を乗じた額

を支給。 

≪ＰＯＩＮＴ≫

・ 転園前・転園後の園がいずれも日本スポーツ振興センターに加入している場合は、

転園等により園が変わっても再加入の必要がないため、転園後の園では原則不支

給。 

（７）市主任保育士専任加算（要認定申請） 

平成２３年度以降に開設した保育所のうち、０歳児受入を行っていない６０人以上定

員の施設に対して、国の公定価格上の主任保育士専任加算と同要件により、主任保育士

専任加算相当分を加算するもの。 

≪ＰＯＩＮＴ≫

・ 国において主任保育士専任加算の適用要件が拡大されたことに伴い、上記条件を

満たす場合であっても、障害児受入を実施したことにより、国の主任保育士専任

加算対象となった場合は、本加算は適用対象外。 

（８）障害児保育費（要認定申請） 

障害を有する児童や特別な支援が必要な児童に対して、保育士等の加配を行い、対象

児童の処遇向上を図るための加算で、軽度・中度・重度の区分に応じた月額単価に認定

児童数を乗じた額を支給。 

（9）補足給付費 

生活保護世帯の児童に対して、保護者が支払うべき日用品・文房具等の購入や行事の

参加に要する費用等の実費徴収額を減免する場合に、月額１人当りの限度額の範囲内で

実費相当分を支給。 

◆◆延長保育費◆◆

（10）延長保育費 

延長保育を実施する施設に対して、各施設の実延長保育時間と土曜延長の実施有無に

応じて、利用者６人分までの基本額と７人目以降の加算額、短時間認定児の延長保育加

算額並びに保育料免除分、障害児受入分の加算を支給。 

◆◆市職員雇用費等◆◆ 

（11）休憩休息保育士雇用費 

各施設に必要な条例上の保育士（３歳児配置改善加算対象施設にあっては当該配置職

員数分を含む。）４人につき１人の休憩休息保育士を常勤で配置した場合に、その分の

雇用費を職員１人当り月額単価（基本分＋処遇改善等加算Ⅰ分）に対象人月数（賞与分

含む）を乗じた額を加算。 

なお、配置にあたっては「条例上の保育士」、「その他国基準等保育士」の順に満たし

た上で行うものとする。 

≪ＰＯＩＮＴ≫

・ 本月額単価中の処遇改善等加算Ⅰについては、国の公定価格中の処遇改善等加算

Ⅰを基本としつつも、基本分、賃金改善要件分について別段の取扱いを設定。 
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（年休代替保育士雇用費、調理員雇用費の算定にあたっても同じ） 

・ 毎月初日の在籍児童数と利用定員数で、対象職員数を算出し、より多くの配置数

となる方を対象職員数とする。 

（本項と次項については、年休代替保育士雇用費、週４０時間勤務保障保育士雇

用費の算定に当っても同じ） 

・ なお、対象職員数の算定式は、従前のとおり在籍児童数・利用定員数いずれの場

合も年齢区分ごとに端数処理はせず基準職員数を算出し、それらを合算した後、

小数点第２位以下切捨て第１位を切上げた人数の多い方の数を４で割り返し、小

数点以下切上げた人数とする。 

・ 賞与分の支給月数の計算についてはそれぞれ６月と１２月の初日を支給基準日と

し支給基準日を含む前後１か月間継続して雇用している者のうち、賞与支給がな

されている対象職員となる常勤職員数に応じて、支給する。 

（年休代替保育士雇用費、看護師雇用補助費、調理員雇用費の算定にあたっても

同じ） 

（12）年休代替保育士雇用費 

各施設に必要な条例上の保育士と休憩休息保育士を配置した上で、１施設につき年休

代替保育士１人を常勤で配置した場合に、その分の雇用費を職員１人当り月額単価（基

本分＋処遇改善等加算Ⅰ分）に対象人月数（賞与分含む）を乗じた額を加算。 

なお、配置にあたっては「条例上の保育士」、「その他国基準等保育士」「休憩休息保

育士」の順に満たした上で行うものとする。 

（13）看護師雇用補助費 

施設に看護師が常勤で配置されている場合に、その雇用補助費として、職員１人当り

月額単価に対象人月数（賞与分含む）を乗じた額を加算。 

（14）調理員雇用費 

国の公定価格中の基準調理員数に加えて、市が定める利用定員数に応じた調理員数を

常勤で配置する場合に、その雇用費を職員１人当り月額単価（基本分＋処遇改善等加算

Ⅰ分）に対象人月数（賞与分含む）を乗じた額を加算。 

（15）事務職員雇用費 

本市独自の事務作業に対応するため、国の公定価格中の基本分単価及び加算上の事務

職員雇上費に更に加算するものとして、利用定員の区分に応じた職員１人当り月額単価

に対象人月数を乗じた額を加算。 

（16）週 40 時間勤務保障保育士雇用費 

常勤保育士の週４０時間勤務を保障するため、利用定員が６０人以上の施設に対し、

臨時的任用保育士雇用費を加算するもので、対象職員１人当りの月額単価に対象人月数

（（条例上の保育士＋１人）×１２月）を乗じた額を加算。 

（17）産休明け保育対応保育士雇用費 

産休明け（生後５か月未満、以下同じ）の児童を入所させている施設に対し、産休明

け保育対応保育士を対象児童２人につき１人加配するための経費を加算するもので、対

象職員１人当りの月額単価に対象人月数を乗じた額を加算。 

≪ＰＯＩＮＴ≫

・ 実際に産休明けの児童を毎月初日時点で何人入所させ、加配を行っているかによ
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り月額支給。 

・ 配置にあたっては「条例上の保育士」、「その他国基準等保育士」の順に満たした

上で行うものとする。 

（18）産休等代替臨時職員雇用費（要認定申請） 

有給による産休・病休制度を有する事業者が運営する施設に対し、常勤職員が産休・

病休時に、代替の臨時職員を雇用する場合に加算するもので、対象職員１人当りの日額

単価に対象人日数を乗じた額を加算。 

≪ＰＯＩＮＴ≫

・ 日額単価は、代替臨時職員の職種に応じた上限とする日額の賃金及び交通費の範

囲内で、別途認定。 

（19）市処遇改善等加算Ⅱ（要認定申請） 

公定価格上の処遇改善等加算Ⅱにおいて、十分に賃金改善額の配分を行えない場合に、

賃金改善額を補完するもの。公定価格上の処遇改善等加算Ⅱの配分可能額に対し、処遇

改善等加算Ⅰの算定基礎となる職員の経験年数が３～６年目の者に５千円及び最低４

万円の保障対象とならない７年以上の者に４万円を配分した場合、不足する額を加算。 

≪ＰＯＩＮＴ≫

・ 経験年数が３～６年目の者と７年以上の者が公定価格上の処遇改善等加算Ⅱの各

加算対象人数の 1.5 倍以上いる施設等が対象。 

（20）指導用給食費 

入所児童の給食指導のため、保育士の指導用として用意する給食の費用を加算するも

ので、その月の初日の児童に対する条例上の保育士数＋２人に対象職員１人当りの月額

単価を乗じた額を加算。 

（21）嘱託医手当 

児童の健康管理のため、毎月の定期健康診断の実施等に伴う保育園嘱託医への手当を、

国の公定価格中の手当に加算するもので、定員規模に応じた単価を月額で加算。 

（22）入園前健康診断手当 

新たに入所する児童の健康状況の把握のため、４月一斉入所前に健康診断を実施する

ための保育園嘱託医への手当を加算するもので、定員規模に応じた単価を２月に加算。 

（23）歯科検診事業費 

入所児童の歯科検診を実施するため、国の公定価格中の人件費に加算するもので、定

員規模により年に１度加算。 

≪ＰＯＩＮＴ≫

・ 加算額の範囲内で実支払額を支給する。 

（24）市第三者評価受審加算（要認定申請） 

第三者評価の受審を促進するため、国の公定価格中の第三者評価受審加算に加え、な

お、不足する受審料がある場合に、一定額の範囲内で、公定価格と同時（３月）に加算。 

≪ＰＯＩＮＴ≫ 

・ ５年に１回加算。 

（25）地域活動事業費（要認定申請） 

地域のニーズに対応した地域活動を複数種類、実施する施設に対し、その費用を一定
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額の範囲内で、２～３月に年額で加算。 

（26）市休日保育（障害児受入）加算（要認定申請） 

休日保育事業において、障害を有する児童や特別な支援が必要な児童の受入れを行い、

保育士等の加配を行って、対象児童の処遇向上を図っている場合の加算で、対象児童１

人当りの日額単価に認定児童数を乗じた額を支給。 

（27）市賃借料加算（要認定申請） 

賃借物件により運営する施設に対して、川崎市域を３つの地域に分け６０人未満定員

の施設（６０人以上定員の経過措置施設を含む）の場合には、月額の地域ごとの加算基

準額と実賃借料との比較により、６０人以上定員の施設の場合には、定員区分に応じた

１人当り園舎面積に定員数を乗じたものに低年齢児受入及び一時保育併設の加算園舎

面積を加えたものと実園舎面積の小さい方の面積、並びに、２歳以上定員数に応じた加

算園庭面積と実園庭面積の小さい方の面積に、１㎡当りの月額の地域ごとの加算基準単

価を乗じた額と実賃借料との比較によって、少ない方の額から、国の公定価格中の賃借

料加算を除いた額を加算。 

３ 運営費補助金 

従来からある運営費補助金のうち、国の公定価格や市加算運営費への移行に馴染まず、

引き続き運営費補助金として取り扱うものです。 

請求・支払にあたっては、従来どおり補助金の交付申請・交付決定が必要であり、ま

た、支払時期・回数等も国の公定価格及び市加算運営費とは別に行うこととなります。 

（1）土地借地料助成金 

土地の貸与を受けて運営する保育所に対し、その借地料を補助。 

（2）施設整備借入金返済助成 

社会福祉法人及び公益財団法人が、市が認めた整備計画（内部改修による場合を除く）

に基づき、施設整備を行った場合で、当該施設整備に係る借入金の返済費を基準額の範

囲内で助成。 

（3）一時保育事業補助金 

一時保育事業にかかる経費を年間の利用児童数に応じた基本分と１歳未満児受入や

９時間超実施、土曜・休日実施、利用料免除、障害児受入などの加算分を補助。 

（4）開設時入園前健康診断手当補助金 

新規開設等する保育所に対し、開設時の入園前健康診断に要する経費を定員規模に応

じて補助。 

（5）定員超過補助者雇上費補助金 

年度初日時点で０歳児から２歳児までの合計利用児童数が０歳児から２歳児までの

合計利用定員数に対し、108％以上の受入となっている施設を対象に、定員超過による

保育士の負担軽減のため給付上の職員配置以外で対象となる保育補助者を雇い上げる

費用を補助。 

（6）年度限定型保育事業補助金 

開設間もない保育所等における４・５歳児室等の空きスペースを活用し、保育所等入

所保留児童（原則１・２歳児）を１年度限定で預かる施設に対し、利用児童数に応じた
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基本分と延長保育実施、障害児受入等の加算分を補助。 

（7）宿舎借上げ支援事業補助金 

法人が保育士の確保と就業継続のために常勤（正規）の保育士の宿舎を借り上げるた

めの費用の一部を補助。 

（８）ICT 化推進事業補助金 

法人が職員の業務負担を軽減するために、電算システム等を新たに導入した際に、導

入に要した費用の一部を補助。 

（９）サテライト型小規模保育事業補助金

保育所等がサテライト施設と位置付けた小規模保育所事業所等の保育内容を支援す

るため、連携支援コーディネーターを配置する経費を補助するとともに、３歳到達によ

る卒園児の受入れを重点的に行うため、２歳児の受入抑制に係る経費補填を行う補助。 


