川崎市年度限定型保育事業実施要綱
２８川こ保第２１４６号
平成２９年３月１７日
（趣旨）
第１条

この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３

５条第４項の規定に基づき設置する保育所（以下「保育所」という。）が、保育所等を入
所保留となった児童を対象に、保育室等の空きを活用して、年度を限定して緊急的に一
時預かりを実施する年度限定型保育事業（以下「事業」という。）の円滑な実施を図るた
め、必要な事項を定めるものとする。
（実施主体）
第２条

事業の実施主体は、事業を実施する保育所（以下「事業実施保育所」という。）を

経営する者とする。
２

前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、事業の実施主体から除くものとす
る。

（1） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。
以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）
（2） 代表者又は役員のうちに暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）
に該当する者がいるもの
（実施期間）
第３条

事業の実施期間は、原則として事業の開始日から当該開始日の属する年度の末日

までとする。ただし、市長が必要と認める場合には、その実施期間を延長することがで
きる。
（対象児童）
第４条

事業の対象児童は、川崎市内在住の者で、保育所等を入所保留となった年度の初

日の前日時点で満１歳及び２歳の児童とする。ただし、事業の利用開始後、年度途中で
市外に転出した場合であって、引き続き家庭における保育が困難であるときは、市外在
住の者も対象とする。
２

事業実施保育所において、年度途中で利用定員に空きが生じた場合は、第１０条に規
定する利用期間の範囲内で年度途中からの対象児童の利用も可能とする。
（実施要件）

第５条

事業実施保育所の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

（1） 開設後１年目、２年目等の保育所で入所児童数が利用定員に達していない保育所で
あること。
（2） ４歳児及び５歳児の保育室等の空きを活用し、事業の対象児童を入所させた場合で
あっても、川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年川崎
市条例第５６号。以下「条例」という。）第４５条に規定する設備の基準その他児童の
安全な受入に必要な環境が確保されていること。
（3） 職員の配置は、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第３６条の３
５第１号ロ及びハに規定する基準を満たしていること。
（4） 事業の実施日及び実施時間は、条例第４８条の規定を準用し、併せて、川崎市延長

保育事業実施要綱第２条第３号及び第５号又は第４号に規定する延長保育を行うこと。
（5） 児童の健康診断等は、川崎市民間保育所の認可・運営基準に関する取扱要綱（以下
「取扱要綱」という。）第９条の規定に準じて実施すること。
（6） 給食は、取扱要綱第１１条の規定に準じて実施すること。
（事業の実施協議及び届出）
第６条

事業を実施しようとする者は、毎年度、市長が指定する期日までに、川崎市年度

限定型保育事業実施協議書（第１号様式）を市長に提出するものとする。
２

市長は、前項の規定による事業の実施協議があったときは、その内容を審査の上、実
施の可否を決定し、通知するものとする。

３

事業の実施の決定を受けた者は、事業開始後速やかに、川崎市年度限定型保育事業実
施届出書（第２号様式）により、市長に届け出るものとする。

４

届出内容に変更が生じたときは、速やかに、川崎市年度限定型保育事業変更届出書（第
３号様式）により、市長に届け出るものとする。
（事業の利用申請）

第７条

事業の利用を希望する者は、毎年度、市長が指定する期日までに、川崎市年度限

定型保育事業利用（変更・解除）申請書（第４号様式。以下「利用（変更・解除）申請
書」という。）に、別表第１に掲げる保護者の状況に応じて必要となる書類、川崎市子ど
も・子育て支援法施行細則（ 平成２６年川崎市規則第７１号。以下「支援法 施行細則」
という。）第６条第１項の規定に基づき交 付された支給認定証及び川崎市児童福祉法施
行細則（昭和４７年川崎市規則第６２号）第９条第５項の規定に基づき通知された利用
調整結果通知書（保留）の写し並びに利用を希望する年度の前年度分の市町村民税課税
又は非課税証明書を添えて、事業実施保育所の長が指定する方法により申請するものと
する。
（事業の利用決定）
第８条

事業実施保育所の長は、前条の規定による利用申請を受理したときは、川崎市保

育所等の利用調整実施要綱（以下「利用調整実施要綱」という。）別表に規定する利用調
整基準を参考に選考を行い、利用の内定又は保留を決めるものとし、利用の内定の場合
は、川崎市年度限定型保育事業利用調整結果通知書（第１１号の１様式）により、保留
の場合は、川崎市年度限定型保育事業利用調整結果通知書（保留）
（第１１号の２様式。
以下「利用調整結果通知書（ 保留）」という。）により、保護者に通 知す るものとする。
２

保留の通知を行った場合で、その後の利用状況等の変化により利用の内定が可能とな
ったときは、前項の規定に従い選考を行い、保護者に利用の内定の結果を通知するもの
とする。

３

前２項の内定の結果通知を受けた者は、川崎市保育園在園児等の健康管理要綱に規定
する入園前健康診断を対象児童に受診させ、その結果、当該児童が特に健康管理上注意
を要する場合には、川崎市附属機関設置条例（平成２７年川崎市条例第１号）別表第１
に規定する川崎市保育所入所児童等健康管理委員会（以下「健康管理委員会」という。）
の審議を経て、その結果を受けなければならない。

４

事業実施保育所の長は、前項の規定による入園前健康診断及び健康管理委員会の結果
を受け、利用の決定又は保留を決めるものとし、利用の決定の場合は、川崎市年度限定
型保育事業利用（変更・解除 ）決定通知書（第１２号様式。以下「利用（変 更・解除）
決定通知書」という。）により、保留の場合は、利用調整結果通知書（保留）により、保

護者に通知するものとする。
（事業の利用決定後の手続）
第９条

前条の規定による利用の決定の通知を受けた者が、別表第２に掲げる利用区分に

該当する場合には、利用区分 に応じた提出書類を提出期日までに提出するも のとする。
２

事業実施保育所の長は、前項に規定する提出書類が提出期日までに提出されない場合
には、第１２条に規定する利用解除決定を行うことができる。
（事業の利用期間）

第１０条

事業の利用期間は、事業の利用開始日から当該利用開始日の属する年度の末日

までとする。ただし、その期間内であっても、原則として、子ども・子育て支援法施行
規則（平成２６年内閣府令第４４号）第８条第３号及び第５号並びに利用調整要綱第１
２条及び第１３条に保護者の状況に応じて規定した期間を超えての利用はできない。
（事業の利用変更・解除申請）
第１１条

事業の利用内容を変更し又は解除しようとする者は、変更又は解除しようとす

る月の前月の事業実施保育所の長が指定する期日までに、利用（変更・解除）申請書に、
必要な書類を添えて、事業実施保育所に申請するものとする。
（事業の利用変更・解除決定）
第１２条

事業実施保育所の長は、第１０条に規定する利用期間が終了となるとき、又は、

前条の規定による利用変更・解除申請を受理したときは、内容を審査し、利用変更又は
解除を決定するものとし、その旨を利用（変更・解除）決定通知書により、保護者に通
知するものとする。
（保護者の費用負担）
第１３条

事業実施保育所の長は、事業の実施に当たって、保護者に別表第３に掲げる階

層区分に応じて基本保育料を求めるものとし、延長保育を行った場合には、別表第４に
掲げる延長区分に応じて延長保育料を求めるものとする。
２

事業実施保育所の長は、前項に規定する基本保育料、延長保育料その他事業を実施す
る 上 で 保護 者 に 負 担 を 求 め る こ と が 適 当 と 認 め ら れ る も の を 実 費 徴 収 で き る も の と す
る。
（補助の対象及び補助金額）

第１４条

この要綱に基づき補助金の交付申請ができる者は、第６条第３項の規定による

届出を行い、市長に受理された者とする。
２

この事業の補助金額は、別表第５に掲げる事業の実施に係る基本補助額並びに別表第
６に掲げる延長保育の実施、別表第７に掲げる延長保育料の免除、別表第８に掲げる延
長保育での障害児保育の実施、別表第９に掲げる障害児保育の実施及び別表第１０に掲
げる入園前健康診断の実施に係る加算補助額とする。
（補助金の申請）

第１５条

この要綱に定める補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に定めるとこ

ろにより、その申請を行うものとする。
（1） 基本補助額を申請するときは、４月１日又は事業開始時に、年度分を一括して川崎
市年度限定型保育事業補助金（基本補助額）交付申請書（第１４号様式）を市長に提
出するものとする。
（2） 加算補助額を申請するときは、各四半期終了後速やかに、当該四半期分を一括して
川崎市年度限定型保育事業補助金（加算補助額）交付申請書（第１５号様式）を市長

に提出するものとする。
（補助金の交付決定）
第１６条

市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査の上、速やか

に補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
（基本補助額の変更交付）
第１７条

基本補助額に変更が生じたときは、３月末日までに、川崎市年度限定型保育事

業補助金（基本補助額）変更交付申請書（第１６号様式）により、市長にその申請を行
わなければならない。
２

前条の規定は、前項の場合において準用する。
（利用状況等の報告）

第１８条

事業実施保育所の長は、毎月、市長が指定する期日までに、川崎市年度限定型

保育事業利用状況報告書（第１７号様式）により、報告を行うものとする。
２

市長は、前項に規定するもののほか、必要があると認められるときは、事業実施保育
所の長に、事業の実施状況について報告を求めることができる。
（実績報告）

第１９条

この補助金の交付を受けた者は、事業終了後速やかに、川崎市年度限定型保育

事業補助金実績報告書（第１８号様式）により、市長に実績報告を行わなければならな
い。
（補助金の交付決定の取消及び返還）
第２０条

市長は、補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、補助事業等の当該取消しに係
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、その返還を命ずる
ものとする。
（1） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
（2） 補助金を他の用途に使用したとき。
（3） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき市長が行っ
た指示若しくは命令に違反したとき。
（書類の整備等）
第２１条

この補助金の交付を受けた者は、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、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保管しておかなけれ
ばならない。
２

前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度
の翌年度から、５年間保管しなければならない。
（委任）

第２２条

この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、こども未来

局長が別に定める。
附

則

この要綱は、平成２９年３月 １７日から施行し、平成２９年３月１５日から 適用する。

別表第１（第７条関係）

保護者の状況
居宅外労働の場合
自営の場合
疾病、負傷又は精神 もしくは身体
に障害がある場合
親族を介護している場合
求職活動又は起業準 備を行ってい
る場合
利用内定となった際 に育児休業を
切り上げることに同意する場合
別表第２（第９条関係）
利用区分
育児休業からの復帰の場合

就労内定の場合
求職活動・起業準備中の場
合

提出書類
川崎市年度限定型保育事業就労・所得証明書（第５
号様式。以下「就労・所得証明書」という。）
川崎市年度限定型保育事業就労状況申告書（第６号
様式）
川崎市年度限定型保育事業疾病・障害状況申告書
（第７号様式）
川崎市年度限定型保育事業介護状況申告書（第８号
様式）
川崎市年度限定型保育事業求職活動・起業準備状況
申告書兼誓約書（第９号様式）
川崎市年度限定保育事業育児休業期間に関する同
意書（第１０号様式）

提出書類
川崎市年度限定型保育事業育
児休業復帰証明書（第１３号様
式）
就労・所得証明書
就労・所得証明書

別表第３（第１３条関係）
階層区分

提出期日
利用開始後１か月以内
利用開始後１か月以内
利用開始後２か月以内

基本保育料（月額）

Ａ〜Ｃ１２
Ｃ１３〜Ｃ１８
Ｃ１９〜Ｃ２３

２０，０００円
４０，０００円
６０，０００円

Ｃ２４〜Ｃ２５

８０，０００円

※この表における階層区分は、支援法施行細則別表第２に規定する階層区分の定義による
ものとする。ただし、同表中「教育・保育のあった月の属する年度分」とあるのは、
「利用
のあった月の属する年度の前年度分」とし、年度中は変更しないものとする（以下「別表
第５」において同じ。）。
※月途中の利用開始又は終了の者の基本保育料は、月額料金に利用期間日数を乗じ２５日
で除して１０円未満を切捨てた額とする（以下「別表第５」において同じ。）。
別表第４（第１３条関係）
延長区分

延長保育料（月額）

３０分延長

１，０００円

１時間延長

２，０００円

１時間３０分延長

３，０００円

２時間延長
４，０００円
※別表第３における階層区分がＡ又はＢ階層となる者については、この表に掲げる延長保
育料は免除とする。

別表第５（第１４条関係）
階層区分

基本補助額（児童１人当たり月額）

Ａ〜Ｃ１２

１２５，０００円

Ｃ１３〜Ｃ１８

１０５，０００円

Ｃ１９〜Ｃ２３

８５，０００円

Ｃ２４〜Ｃ２５

６５，０００円

別表第６（第１４条関係）
延長区分

加算補助額（児童１人当たり月額）

３０分延長

１，６００円

１時間延長

３，２００円

１時間３０分延長

４，８００円

２時間延長

６，４００円

別表第７（第１４条関係）
延長区分

加算補助額（児童１人当たり月額）

３０分延長

１，０００円

１時間延長

２，０００円

１時間３０分延長

３，０００円

２時間延長

４，０００円

別表第８（第１４条関係）
延長区分
３０分延長
１時間延長
１時間３０分延長
２時間延長

加算補助額（児童１人当たり月額）
５，３００円
１０，６００円
１５，９００円
２１，２００円

別表第９（第１４条関係）
障害児区分
重度
中度
軽度

加算補助額（児童１人当たり月額）
２１２，０００円
１６９，６００円
１０６，０００円

別表第１０（第１４条関係）
区分
入園前健康診断

加算補助額（児童１人当たり１回）
２，０００円

