横浜市 認定 こども 園等 感染症 対策 事業 費補助 金 交付要 綱

制定

令和 ３年３ 月26日ここ 施第1137号（副 市 長決裁 ）

（趣旨 ）
第１条

こ の要綱 は、 認定こ ども 園等 の感染 症 対策に 要す る費用 に対 し、予 算の 範囲 内に

おいて 横浜 市認定 こど も園等 感染 症対 策事業 費 補助金（以下「補 助金 」とい う。）を交 付
するこ とに より、 認定 こども 園等 の感 染症対 策 を強化 し、 もって 子ど も 及び 運営 する 事
業者に おけ る感染 症を 予防す るこ と を 目的と す る。
２

補 助金 の交付 につ いては 、社 会福 祉法（ 昭 和 26年 法律 第45号 ）第58条、 社会 福祉 法人
の助成 に関 する条 例（ 昭和 35年７ 月横 浜市条 例 第 15号 ）及 び横浜 市補 助金等 の交 付に 関
する規 則（ 平成 17年11月横浜 市規 則第 139号 。 以下「 補助 金規則 」と いう。）に 定めが あ
るもの のほ か、こ の要 綱の定 める とこ ろによ る 。

（用語 の定 義）
第２条

こ の要綱 にお ける用 語の 意義 は 、補 助 金規則 及び 建築基 準法（昭和 25年 法律第 201

号）そ の他 の関係 法令 に定め るも のの ほか、 特 に定 め る場 合を除 き、 次の各 号に 定め る
ところ によ る。
(1)

認定 こど も園等 とは 、以下 の施 設を いう。
ア

認 定こ ども園 （幼 稚園型 認定 こど も園、 幼 保連携 型認 定こど も園 ）

イ

認 可保 育所

(2)

トイ レと は、認 定こ ども園 等と して 認可さ れ た施設 にお いて、 園児 及び職 員が 利
用する 便所 のこと をい う。

(3)

給食 調理 場とは 、 認 定こど も園 等と して認 可 された 施設 におい て、 園児及 び職 員
のため の食 事を調 理す る部屋 のこ とを いう。

(4)

改修 とは 、衛生 環境 の改善 を目 的と したト イ レ及び 給食 調理場 の改 修工事 等を い
う。

(5)

湿式 とは 、室内 の床 や壁が タイ ル貼 りやコ ン クリー トで 仕上げ られ 床に排 水溝 が
設けら れて いるな ど、 多くの 水量 で散 水等を 行 いなが ら掃 除をす る構 造であ る も の
をいう 。

(6)

乾式 とは 、室内 の他 の部屋 と同 様の 建材で 床 や壁が 仕上 げられ てお り、床 に排 水
溝は無 く、 拭き掃 除等 により 掃除 をす る 構造 で あるも のを いう。

（対象 者等 ）
第３条

こ の要綱 にお ける補 助の 対象 者（ 以下「補助 対象 者」とい う。）は、認定 こども 園

等の建 物を 自己所 有し 、かつ 、 現 に運 営する 者 とする 。

２

３

補 助の 対象と なる 認定こ ども 園等 は、次 の 各号の いず れかに 該当 するも のと する 。
(1)

トイ レ又 は給食 調理 場の一 部又 は全 部が湿 式 であ る こと 。

(2)

保育 室等 におい て、 衛生的 な保 育・ 教育環 境 の提供 に支 障が生 じて いるこ と 。

補 助の 対象と なる 衛生設 備等 は、 次の各 号 のすべ てに 該当す るも のでな けれ ばな らな
い。
(1)

補助 対象 者が現 に所 有して いる こと 。

(2)

既に一定年数を経過して使用している衛生設備であること。

(3)

過去10年以内に本市からの補助金を受けて設置した 機械器具その他の財産であって
価格が単価30万円以上のものではないこと。

（補助 対象 事業）
第４条

こ の要綱 にお いて補 助の 対象 となる 事 業（以 下「 補助 対象 事業 」とい う。）は 、第

３条に 定め る補助 対象 者が行 う次 の各 号のい ず れかに 定め る事業 と す る。
(1)

衛生 環境 の改善 を目 的とし たト イレ 及び給 食 調理場 の乾 式化工 事

(2)

その 他市 長が特 に必 要と認 めた 衛生 環境改 善 に資す る費 用

（補助 対象 経費 等 ）
第５条

こ の要綱 にお いて補 助の 対象 となる 経 費（以 下「 補助 対象 経費 」とい う。）は 、前

条に掲 げる 事業の 実施 に必要 な 経 費で 、別表 １ に定め るも のとし 、次 に掲げ る費 用は 含
まない もの とする 。

２

(1)

調査 又は 点検に 要す る費用

(2)

測量 又は 設計に 要す る費用

(3)

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

(4)

土地 の買 収又は 整地 に要す る費 用

(5)

その 他整 備とし て適 当と認 めら れな い費用

第 １項 の規定 にか かわら ず、補助対 象経 費 が300万 円未 満の 場合に あっ ては対 象と しな
い。

３

第 １項 の規定 にか かわら ず、 他の 公的助 成 金及び 公的 融資を 受け る場合 にあ って は対
象とし ない 。

（交付 の申 請）
第６条

補 助金の 交付 を受け て 補 助対 象事業 を 実施し よう とする 者（ 以下「 申請 者」 とい

う。）は 、横 浜市 認定こ ども 園等感 染症 対策 事 業費補 助金 交付申 請書（第１ 号様 式）を 市
長に提 出し なけれ ばな らない 。
２

補 助金 規則第 ５条 第１項 第２ 号、 第３号 及 び第４ 号に 定める 記載 事項に つい ては 、同
条第２ 項第 １号に 規定 する事 業計 画書 に記載 す るもの とす る。

３

補 助金 規則第 ５条 第２項 第３ 号及 び第４ 号 に規定 する 書類は 、同 項第１ 号に 規定 する
事業計 画書 とする 。

４

補 助金 規則第 ５条 第３項 の規 定に より添 付 を省略 させ ること がで きる書 類は 、同 条第
２項第 ２号 に規定 する 書類と する 。

（補助 金の 算定 及 び交 付決定 通知 ）
第７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、 補助

金の交 付又 は不交 付を 決定す る。 補助 予定金 額 は次項 に規 定する 算出 方法に より 市の 予
算の範 囲内 で決定 し、 決定内 容及 び交 付条件 を 横浜市 認定 こども 園等 感染症 対策 事業 費
補助金 交付 決定通 知書 （第２ 号様 式） 又は横 浜 市 認定 こど も園等 感染 症対策 事業 費補 助
金不交 付決 定通知 書（ 第３号 様式 ）に より、 申 請者に 通知 するも のと する。
２

補助 金の額 は 、 第 ５条 に定 める 補助 対象 経 費の 実支 出額 と 、 補 助 基 準 額 とを 比 較 し低
い方に 補助 率を 乗じ て得た 額と する 。補 助基 準 額及び 補助 率は 別表 ２のと おり とす る。
いずれ も千 円未満 の端 数があ ると きは 、これ を 切り捨 てる 。

（変更 等の 承認申 請）
第８条

補 助金規 則第 ７条第 １号 又は 第２号 の 市長の 承認 を受け よう とする 者は 、市 長が

必要と 認め る書類 を提 出しな けれ ばな らない 。

（申請 の取 下げ）
第９条

補 助金規 則第 ９条第 １項 の規 定によ り 市長が 定め る補助 金交 付申請 の取 下げ の期

日は、 補助 事業者 等が 交付決 定通 知書 の交付 を 受けた 日の 翌日か ら起 算して 10日 以内 の
日とす る。

（事業 の報 告及び 補助 金額の 確定 通知 ）
第10条

補 助事業 者等 は、工 事完 了 後 、速や か に、横 浜市 認定こ ども 園等 感 染症 対策 事業

費補助 金事 業実績 報告 書（ 第 ４号 様式 ）に必 要 な書類 を添 付して 、市 長に報 告し なけ れ
ばなら ない 。
２

実 績報 告書の 提出 にあた り、 補助 対象経 費 のうち この 要綱に 基づ き交付 する 補助 金を
もって 充て る以外 には 支払い が困 難で あると 市 長が認 める 経費に つい ては、 補助 金規 則
第14条 第１ 項第２ 号に 定 める 領収 書等 の提出 は 省略で きる ものと する 。ただ し、 省略 す
る場合 であ っても 、当 該経費 の支 払い 後に受 領 した領 収書 等につ いて は、第 18条 の関 係
書類と して 保存す ると ともに 、そ の写 しを市 長 に速や かに 提出し なけ ればな らな い。

３

補 助金 規則第 14条 第４項 の規 定に より添 付 を省略 させ ること がで きる書 類は 、同 条第
１項第 ３号 及び第 ５号 に規定 する 書類 とする 。

４

補 助金 規則第 14条 第５項 ただ し書 の規定 に 基づき 市長 が必要 と認 める領 収書 等は 、補

助事業 等に 係るす べて の領収 書等 とす る。
５

補 助金 規則第 15条 の規定 によ る補 助金額 確 定の通 知は 、横浜 市 認 定こど も園 等 感 染症
対策事 業費 補助金 額確 定通知 書 （ 第５ 号様式 ） により 行う ものと する 。

（補助 金の 請求）
第11条

前 条の規 定に より補 助金 の交 付決定 額 の通知 を受 けた者 は、速 やか に、請 求書（第

６号様 式） を市長 に提 出しな けれ ばな らない 。

（届出 ）
第12条

補 助金の 交付 決定を 受け た者 は、次 の 各号の いず れかに 該当 すると きは 、遅 滞な

くその 旨を 市長に 届け 出なけ れば なら ない。
(1)

工事 に着 手した とき 。

(2)

工事 を完 了した とき 。

（消費 税及 び地方 消費 税に係 る仕 入控 除税額 の 確定に 伴う 補助金 の返 還）
第13条

補 助金の 交付 を受け た者 は、 事業完 了 後に消 費税 及び地 方消 費税の 申告 によ りこ

の補助 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 後、速 やか に、 消
費税及 び地 方消費 税に 係る仕 入控 除税 額報告 書 （第７ 号様 式）に 必要 な書類 を添 付し 、
市長へ 提出 しなけ れば ならな い。
なお 、事 業者が 全国 的に事 業を 展開 する組 織 の一支 部（ 又は一 支社 、一支 所等 ）で あ
って、 自ら 消費税 及び 地方消 費税 の申 告を行 わ ず、本 部（ 又は本 社、 本所等 ）で 消費 税
及び地 方消 費税の 申告 を行っ てい る場 合は、 本 部の課 税売 上割合 等の 申告に 基づ き報 告
を行う こと 。
また、 市長 に報告 を行 った 後、横 浜市 認定こ ど も園等 感染 症対策 事業 費補 助金額 再確
定通知 書（ 第８号 様式 ）に基 づき 、当 該仕入 控 除税額 を市 に納付 する こと。

（補助 金の 返還等 ）
第14条

市 長は補 助金 の交付 を受 けた 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)

不正 な手 段をも って 補助金 の交 付を 受けた と き。

(2)

補助 金の 交付条 件に 違反し たと き。

(3)

補助 金規 則、こ の要 綱その 他関 係法 令 に違 反 したと き。

（警察 本部 への照 会）
第 15 条

市 長は 、必要 に応 じ、申 請者 又は第 ７条の 交付 の決定 を受 けた者 が、暴力団 経営

支配法 人等 に該当 する か否か を神 奈川 県警察 本 部長に 対し て確認 を行 うこと がで きる 。

（入札 又は 見積書 の徴 収）
第16条

本 要綱の 対象 となる 補助 事業 等に係 る 工事の 請負 、物品 の購 入、業 務の 委託 等を

行うと きは 、補助 金規 則第 24条第 ２号 の規定 に より、 民間 児童福 祉施 設建設 費等 整備 に
係る契 約指 導要綱 に定 める方 法に より 行わな け ればな らな い。 た だし 、同要 綱の 規定 に
かかわ らず 、最低 ３者 以上の 市内 事業 者から の 見積書 を徴 収しな けれ ばなら ない 。

（財産 処分 の制限 ）
第17条

補 助金規 則第25条の 規定 によ り市長 が 定める 財産 の処分 の制 限がか から なく なる

ために 必要 な期間 は、 補助事 業 等 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 に補 助事業 等に より取 得し 、又 は効用 の 増加し た価 格が単 価 30万円以 上の 機械 器
具につ いて は、補 助事 業等に より 取得 し、又 は 効用の 増加 した財 産の 処分制 限期 間（ 平
成20年 厚生 労働省 告示 第 384号）に 定め ると お りとす る。

（情報 公開 及び関 係書 類の保 存）
第18条

こ の要綱 によ り、補 助金 の交 付を受 け た事業 に係 る書類 は情 報公開 の対 象と し、

補助金 の交 付を受 けた 者は、 関係 書類 を額の 確 定の日 （事 業の中 止又 は廃止 を受 けた 場
合には 、そ の承認 を受 けた日 ）の 属す る年度 の 終了後 ５年 間保存 しな ければ なら ない 。
２

前 項の 規定に かか わらず 、事 業によ り取 得 し、又は 効用 の増 加した 財産 があ る場合 は、
前項の 期間 経過後 、当 該財産 の財 産処 分が完 了 する日 又は 処分制 限期 間を経 過す る日 の
いずれ か遅 い日ま で保 存しな けれ ばな らない 。

（委任 ）
第 19 条

こ の要 綱に定 める ものの ほか 、この 要綱の 実施 につい て必 要な事 項は 、こど も青

少年局 長が 定める 。

附

則

この要 綱は 、令和 ３年 ４月１ 日か ら施 行し、 令 和３年 度の 予算に 係る 補助金 から 適用 す
る。

別表１ （第 ５条第 １項 ）
対象経 費
工事費
工事事 務費

物品購 入費

内

容

既存施 設の 改修に 必要 な工事 請負 費
工事施 工に 直接必 要な 監理費 （補 助対象 工事 費 の２． ６％に 相
当する 額を 限度と する 。）
既存施 設の 改修 に 必要 と認め られ る購 入費 （改 修工事 が発 生す
る場合 のみ 対象と する 。）

別表２ （第 ７条第 ２項 ）
対象工 事

補助基 準額

(1)トイ レの 乾式 化工事

600 万 円

(2)給食 調理 場の 乾式化 工事

600 万 円

(3)その 他市 長が 特に必 要と 認めた 衛生 環境 改 善に資 する 改修工 事

300 万 円

補助基 準額 の上限
補助率

(1)～(3)の 基準額 の合 計
※ただ し、 １施設 当た りの 上 限は 1,200 万円 と する。
３／４

