
○羽生市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 

平成２４年５月２４日 

告示第２９号 

改正 平成２５年６月２６日告示第２４号 

平成２６年６月１８日告示第３４号 

平成２７年６月２６日告示第３２号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、保護者負担の軽減を図るとともに、幼稚園教育の振興に

資するため、在園している園児の保育料の減免を行う私立幼稚園に対し補助

金を交付することについて、羽生市補助金等の交付手続等に関する規則（平

成２３年規則第１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 私立幼稚園 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する幼

稚園で、私立のものをいう。 

（２） 保育料等 私立幼稚園が定める保育料及び入園料をいう。 

（３） 園児 満３歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児で、私立幼

稚園に在園し、市内に住所を有するものをいう。 

（４） 保護者 園児と同居し、その監護をしている者で、私立幼稚園に保

育料等を納入する義務を有するものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、保護者から徴収する保育料等を減免

する措置（以下「減免措置」という。）を行った私立幼稚園の代表者（以下

「代表者」という。）とする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、保護者の属する世帯の区分に応じ、別表第１又は別表



第２に定める補助限度額を上限とし、毎年度予算の範囲内において市長が定

める額とする。ただし、保護者が実際に支払った保育料等の額が補助限度額

を下回る場合は、当該支払額を限度とする。 

２ 前項の場合において、保護者のほか当該園児と生計を一にする者に所得が

あるときは、その所得割課税額は、合算するものとする。 

（申請手続） 

第５条 保育料等の減免を受けようとする保護者は、次に掲げる書類を当該代

表者に提出するものとする。この場合において、保護者のほかに園児と生計

を一にする者があるときは、その者の市民税の課税（非課税）証明書も添付

するものとする。 

（１） 保育料等減免措置に関する調書（様式第１号） 

（２） 市民税の課税（非課税）証明書。ただし、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にあっては、受給証

明書に代えることができる。 

２ 保護者は、前項の申請において、当該年度の前年度の１月１日現在におい

て既に市内に住所を有するときは、市民税の課税（非課税）証明書を添付し

ないことができる。 

（申請書の様式等） 

第６条 規則第５条の申請書の様式は、羽生市私立幼稚園就園奨励費補助金交

付申請書（様式第２号）のとおりとする。 

２ 代表者は、前項の申請書の提出に際しては、次に掲げる書類を添えて、当

該年度の７月３０日までに市長に提出しなければならない。 

（１） 前条の規定により保護者から受領した書類 

（２） 事業計画書（様式第３号） 

（３） 園則その他保育料等の額を明らかにする書類 

（４） その他市長が必要と認める書類 

（交付決定通知書の様式） 

第７条 規則第８条第１項の交付決定通知書の様式は、羽生市私立幼稚園就園



奨励費補助金交付決定通知書（様式第４号）のとおりとする。 

２ 市長は、前項の交付決定通知書の内容を第３条の申請をした保護者に対し

て通知するものとする。 

（交付金の交付時期等） 

第８条 交付金は、規則第１７条第１項ただし書の規定に基づき、規則第８条

第１項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を減免措置の完了前

に交付することができる。 

２ 規則第１７条第２項の交付請求書の様式は、羽生市私立幼稚園就園奨励費

補助金交付請求書（様式第５号）のとおりとする。 

（減免措置方法の報告） 

第９条 前条の規定により補助金の交付を受けた代表者は、減免措置の方法を

羽生市私立幼稚園就園奨励費補助金に係る減免措置報告書（様式第６号）に

より市長に報告しなければならない。 

２ 代表者は、前項の報告書の提出に際しては、保護者から提出を受けた保育

料等の減免を受けたことを証する書面（様式第７号）を添付するものとする。 

（変更申請書の様式等） 

第１０条 規則第１０条の申請書の様式は、羽生市私立幼稚園就園奨励費補助

金変更等交付申請書（様式第８号）のとおりとする。 

２ 規則第１０条第２項の規定による決定の取消し又は変更を行ったときは、

羽生市私立幼稚園就園奨励費補助金変更等交付決定通知書（様式第９号）に

より当該代表者に通知するものとする。 

（報告書の様式等） 

第１１条 規則第１４条の報告書の様式は、羽生市私立幼稚園就園奨励費補助

金実績報告書（様式第１０号）のとおりとする。 

２ 代表者は、前項の報告書の提出に際しては、事業報告書（様式第１１号）

を添えて、当該年度の３月末日までに市長に提出しなければならない。 

（返還命令通知書の様式） 

第１２条 規則第１９条の規定による命令は、羽生市私立幼稚園就園奨励費補



助金返還命令通知書（様式第１２号）により行うものとする。 

（関係書類の保存） 

第１３条 規則第２１条に規定する帳簿等は、減免措置の完了した日の属する

会計年度の翌会計年度から５年間保存しなければならない。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附 則（平成２５年６月２６日告示第２４号） 

この告示は、公布の日から施行し、平成２５年４月１日より適用する。 

附 則（平成２６年６月１８日告示第３４号） 

この告示は、公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２７年６月２６日告示第３２号） 

この告示は、公布の日から施行し、改正後の羽生市私立幼稚園就園奨励費補

助金交付要綱の規定は、平成２７年４月１日から適用する。 

別表第１（第４条関係） 

区分 補助限度額（年額） 

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

の左以外の園児（第

３子以降） 

１ 生活保護法の

規定による保

護を受けてい

る世帯 

３０８，０００円 ３０８，０００円 ３０８，０００円 



２ 当該年度に納

付すべき市民

税が非課税と

なる世帯 

２７２，０００円 ２９０，０００円 ３０８，０００円 

３ 当該年度に納

付すべき市民

税の所得割が

非課税となる

世帯 

２７２，０００円 ２９０，０００円 ３０８，０００円 

４ 当該年度に納

付すべき市民

税の所得割課

税額が３４，５

００円に下記

①の額を加算

した額以下の

世帯 

１１５，２００円 ２１１，０００円 ３０８，０００円 

５ 当該年度に納

付すべき市民

税の所得割課

税額が１７１，

６００円に下

記②の額を加

算した額以下

の世帯 

６２，２００円 １８５，０００円 ３０８，０００円 

６ 上記区分以外

の世帯 

― １５４，０００円 ３０８，０００円 

①１６歳未満の扶養親族の数×２１，３００円＋１６歳以上１９歳未満の扶



養親族の数×１１，１００円 

②１６歳未満の扶養親族の数×１９，８００円＋１６歳以上１９歳未満の扶

養親族の数×７，２００円 

・扶養親族の年齢と人数は、平成２６年１２月３１日現在におけるものと

する。 

・市民税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。 

・年度途中の入退園により、保育料が在園期間に応じて支払われる場合の

補助限度額は、以下の算式により減額する。〈１００円未満四捨五入〉 

【途中入退園児に係る計算方法】 

入園料がある場合：補助限度額（年額）×〔保育料の支払い月数＋３〕÷

１５ 

入園料がない場合：補助限度額（年額）×保育料の支払い月数÷１２ 

別表第２（第４条関係） 

区分 補助限度額（年額） 

小学校１年生から３年生ま

での兄・姉を１人有してお

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・姉を１人有しており、

同一世帯から２人以上就園し

ている場合の左以外の園児及

び小学校１年生から３年生ま

でに兄・姉を２人以上有して

いる園児（第３子以降） 

１ 生活保護法の

規定による保

護を受けてい

る世帯 

３０８，０００円 ３０８，０００円 

２ 当該年度に納 ２９０，０００円 ３０８，０００円 



付すべき市民

税が非課税と

なる世帯 

３ 当該年度に納

付すべき市民

税の所得割が

非課税となる

世帯 

２９０，０００円 ３０８，０００円 

４ 当該年度に納

付すべき市民

税の所得割課

税額が３４，５

００円に下記

①の額を加算

した額以下の

世帯 

２１１，０００円 ３０８，０００円 

５ 当該年度に納

付すべき市民

税の所得割課

税額が１７１，

６００円に下

記②の額を加

算した額以下

の世帯 

１８５，０００円 ３０８，０００円 

６ 上記区分以外

の世帯 

１５４，０００円 ３０８，０００円 

①１６歳未満の扶養親族の数×２１，３００円＋１６歳以上１９歳未満の扶

養親族の数×１１，１００円 



②１６歳未満の扶養親族の数×１９，８００円＋１６歳以上１９歳未満の扶

養親族の数×７，２００円 

・扶養親族の年齢と人数は、平成２６年１２月３１日現在におけるものと

する。 

・市民税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。 

・年度途中の入退園により、保育料が在園期間に応じて支払われる場合の

補助限度額は、以下の算式により減額する。〈１００円未満四捨五入〉 

【途中入退園児に係る計算方法】 

入園料がある場合：補助限度額（年額）×〔保育料の支払い月数＋３〕÷

１５ 

入園料がない場合：補助限度額（年額）×保育料の支払い月数÷１２ 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第９条関係） 

様式第８号（第１０条関係） 

様式第９号（第１０条関係） 

様式第１０号（第１１条関係） 

様式第１１号（第１１条関係） 

様式第１２号（第１２条関係） 

 


