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○伊達市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 

平成18年１月１日教委告示第３号 

改正 

平成18年４月１日教育委員会告示第８号 

平成19年６月20日教育委員会告示第２号 

平成20年３月10日教育委員会告示第１号 

平成20年６月17日教育委員会告示第４号 

平成21年７月15日教育委員会告示第３号 

平成22年６月10日教育委員会告示第３号 

平成23年７月13日教育委員会告示第３号 

平成24年７月12日教育委員会告示第３号 

平成25年７月11日教育委員会告示第10号 

平成26年６月26日教育委員会告示第４号 

平成26年10月７日教育委員会告示第６号 

伊達市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市は、私立幼稚園に就園する幼児の保護者の経済的負担を軽減し、幼稚園教育の振興を図

るため、保育料及び入園料（以下「保育料等」という。）を減免する私立幼稚園の設置者（以下

「設置者」という。）に対し、伊達市補助金等の交付等に関する規則（平成18年伊達市規則第40

号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金

を交付する。 

（補助の対象） 

第２条 補助金は、設置者が当該幼稚園に在園し、本市に住所を有する３歳児（幼稚園に就園して

いる幼児が、年度途中において満３歳に達した場合を含む。以下同じ。）、４歳児及び５歳児の

保護者に対して保育料等を減免する場合に、当該減免に要する経費について交付するものとする。

この場合において、保育料等の減免を受ける保護者（以下「減免対象者」という。）の世帯は、

別表第１及び別表第２の区分の欄に規定する世帯に限る。 

（補助金の額） 

第２条の２ 補助金の額は、別表第１及び別表第２に掲げる場合においてそれぞれ定める額を限度

として予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、前条第４号及び第５号並びに別表第１及
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び別表第２中の第Ⅲ階層及び第Ⅳ階層に規定する所得割課税額は、16歳未満の扶養親族が２人の

場合における額とし、それ以外の扶養親族の構成である場合においては、第Ⅲ階層及び第Ⅳ階層

の所得割課税額は、それぞれ次に掲げる計算式により算出した額に読み替えて適用するものとす

る。 

(１) 第Ⅲ階層 34,500円＋（16歳未満の扶養親族数×21,300円）＋（16歳以上19歳未満の扶養

親族数×11,100円） 

(２) 第Ⅳ階層 171,600円＋（16歳未満の扶養親族数×19,800円）＋（16歳以上19歳未満の扶養

親族数×7,200円） 

（減免対象者の認定） 

第３条 補助金の交付を受けようとする設置者は、保育料等の減免を受けようとする在園幼児の保

護者に対し、保育料減免措置に関する調書（様式第１号。以下「調書」という。）に当該保護者

に係る次の書類を添えて提出させるものとする。 

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定により保護を受けている世帯にあっては、伊達

市福祉事務所長の発行する証明書。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第１項

に規定する支援給付受給世帯にあっては、本人確認証の写し 

(２) 当該年度の市町村民税の課税（非課税）証明書又は納税通知書の写し 

(３) 入園料及び保育料の額を明らかにする書類 

(４) 兄若しくは姉が保育所又は認定こども園（認定こども園の認定を受けた認可外保育施設も

含む。）に在園しているときは、在園していることを証明する書類 

(５) 就学前児童である兄若しくは姉が特別支援学校幼稚部、児童発達支援センター及び情緒障

害児短期治療施設通所部に通う又は児童発達支援若しくは放課後等デイサービスを利用してい

るときは、利用していることを証明する書類 

２ 補助金の交付を受けようとする設置者は、毎年７月末日までに、保育料等減免措置対象者認定

申請書（様式第２号）に提出のあった調書及びその添付書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

３ 市長は、前項の申請があったときは、調書等の内容を審査のうえ、減免対象者の認定の可否を

決定し、保育料等減免対象者認定通知書（様式第３号）に私立幼稚園保育料等補助（減免措置）

該当者個人明細書（様式第４号）を添えて通知するものとする。 

（交付申請） 
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第４条 規則第５条に規定する補助金の交付の申請は、私立幼稚園就園奨励費交付補助金申請書（様

式第４号の２）により行うものとし、添付する書類は、次のとおりとする。 

(１) 補助事業等事業計画書 

ア 私立幼稚園就園奨励費補助事業計画書（様式第５号） 

イ 私立幼稚園就園奨励費補助事業計画明細書（様式第６号） 

(２) 市長が必要と認める書類 

ア 在園する幼児の名簿 

イ 園則 

２ 規則第７条第２項に規定する補助事業の完了後に従うべき事項として追加する交付の条件は、

次のとおりとする。 

(１) 入園料及び保育料の減免したことを明らかにした証拠書類を備えておくこと。 

(２) 教育委員会が補助金交付の事務処理上必要と認めるときは、前号の書類の提出を求めるこ

とがあること。 

（変更交付申請） 

第５条 規則第７条第１項第１号の規定に基づき補助事業の内容の変更を申請するときは、補助事

業等変更（中止・廃止）承認申請書に第３条に規定する調書及びその添付書類を添付するものと

する。 

（減免措置方法の報告） 

第６条 規則第13条に規定する補助事業の遂行状況の報告は、保育料等減免措置状況報告書（様式

第７号）によるものとする。 

（実績報告） 

第７条 規則第15条に規定する実績報告は、私立幼稚園就園奨励費補助金実績報告書（様式第７号

の２）により行うものとし、添付する書類は、次のとおりとする。 

(１) 補助事業等に係る収支決算書 

ア 私立幼稚園就園奨励費補助事業実績書（様式第５号） 

イ 私立幼稚園就園奨励費補助事業実績明細書（様式第６号） 

(２) 市長が必要と認める書類 私立幼稚園保育料等補助（減免措置）受領書（様式第８号） 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この要綱は、平成18年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊達町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（昭

和63年伊達町教育委員会訓令第４号）、梁川町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（平成14年

梁川町教育委員会訓令第３号）、保原町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（平成15年保原町

教育委員会告示第２号）又は霊山町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（平成３年霊山町教育

委員会要綱第10号）の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当

規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成18年４月１日教委告示第８号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。 

附 則（平成19年６月20日教委告示第２号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。 

附 則（平成20年３月10日教委告示第１号） 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年６月17日教委告示第４号） 

この要綱は、平成20年７月１日から施行する。 

附 則（平成21年７月15日教委告示第３号） 

この告示は、公布の日から施行し、平成21年４月１日から適用する。 

附 則（平成22年６月10日教委告示第３号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年４月１日から適用する。 

附 則（平成23年７月13日教委告示第３号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年４月１日から適用する。 

附 則（平成24年７月12日教委告示第３号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。 

附 則（平成25年７月11日教委告示第10号） 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の伊達市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定

は、平成25年度分の補助金から適用する。 

附 則（平成26年６月26日教委告示第４号） 

この告示は、公布の日から施行し、改正後の伊達市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定
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は、平成26年度分の補助金から適用する。 

附 則（平成26年10月７日教委告示第６号） 

この告示は、公布の日から施行し、改正後の伊達市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定

は、平成26年度分の補助金から適用する。 

別表第１（第２条関係） 

同一世帯から複数園児が同時に就園している場合 

  

区分 補助対象経費 

補助限度額 

１人就園の場合及

び同一世帯から２

人以上就園してい

る場合の最年長者 

（第１子） 

同一世帯から２人

以上就園している

場合の次年長者 

（第２子） 

同一世帯から３人

以上就園している

場合の左欄及び中

欄の園児以外の園

児 

（第３子以降） 

第Ⅰ階層 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

る世帯又は

中国残留邦

人等の円滑

な帰国の促

進並びに永

住帰国した

中国残留邦

人等及び特

定配偶者の

入園料、保育

料の合算額 

年額 308,000円 年額 308,000円 年額 308,000円 
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自立の支援

に関する法

律（平成６

年法律第30

号）第14条

第１項に規

定する支援

給付受給世

帯 

第Ⅱ階層 当該年度に

納付すべき

市町村民税

が非課税と

なる世帯 

年額 199,200円 年額 253,000円 年額 308,000円 当該年度に

納付すべき

市町村民税

の所得割が

非課税とな

る世帯 

第Ⅲ階層 当該年度に

納付すべき

市町村民税

の所得割課

税 額 が

77,100円以

下の世帯 

年額 115,200円 年額 211,000円 年額 308,000円 

第Ⅳ階層 当該年度に

納付すべき
年額 62,200円 年額 185,000円 年額 308,000円 
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市町村民税

の所得割課

税 額 が

211,200 円

以下の世帯 

上記区分以外の世帯   年額 154,000円 年額 308,000円 

備考 

１ 世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、それぞれの所得割課税額を合算する。 

２ 途中入園又は途中退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度

額は、次の計算式により減額して適用する。 

上記の単価×（保育料の支払月数＋３）÷15（100円未満を四捨五入） 

３ 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。 

４ 市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除の適用前の額とする。 

別表第２（第２条関係） 

同一世帯に小学校１年生から３年生までの兄又は姉を有する園児の場合 

  

区分 
補助対象経

費 

補助限度額 

小学校１年生から３年生ま

での兄又は姉を有しており、

就園している場合の最年長

者 

（第２子） 

小学校１年生から３年生ま

での兄又は姉を１人有して

おり、同一世帯から２人以上

就園している場合の左欄以

外の園児及び小学校１年生

から３年生までに兄又は姉

を２人以上有している園児 

（第３子以降） 

第Ⅰ階層 生活保護法

（昭和25年

法 律 第 144

号）の規定

入園料、保

育料の合算

額 
年額 308,000円 年額 308,000円 
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による保護

を受けてい

る世帯又は

中国残留邦

人等の円滑

な帰国の促

進並びに永

住帰国した

中国残留邦

人等及び特

定配偶者の

自立の支援

に関する法

律（平成６

年法律第30

号）第14条

第１項に規

定する支援

給付受給世

帯 

第Ⅱ階層 当該年度に

納付すべき

市町村民税

が非課税と

なる世帯 

 

年額 253,000円 年額 308,000円 

当該年度に

納付すべき

市町村民税

の所得割が
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非課税とな

る世帯 

第Ⅲ階層 当該年度に

納付すべき

市町村民税

の所得割課

税 額 が

77,100円以

下の世帯 

 

年額 211,000円 年額 308,000円 

第Ⅳ階層 当該年度に

納付すべき

市町村民税

の所得割課

税 額 が

211,200 円

以下の世帯 

 

年額 185,000円 年額 308,000円 

上記区分以外の世帯  年額 154,000円 年額 308,000円 

備考 

１ 世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、それぞれの所得割課税額を合算する。 

２ 途中入園又は途中退園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度

額は、次の計算式により減額して適用する。 

上記の単価×（保育料の支払月数＋３）÷15（100円未満を四捨五入） 

３ 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。 

４ 市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除の適用前の額とする。 

様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第３条関係） 

様式第４号の２（第４条関係） 
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様式第５号（第４条及び第７条関係） 

様式第６号（第４条及び第７条関係） 

様式第７号（第６条関係） 

様式第７号の２（第７条関係） 

様式第８号（第７条関係） 


