
令和４年度世田谷区新型コロナウイルス感染症により臨時休園等をした保育施

設等に対する補助金交付要綱 

 

令和４年４月１日４世保認調第 429号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により、保育施設等が臨時休園

等をした場合において、利用者負担額を軽減する保育施設等を支援するための

令和４年度世田谷区新型コロナウイルス感染症により臨時休園等をした保育施

設等に対する補助金（以下「補助金」という。）の交付について、必要な事項を

定めるものとする。 

（通則） 

第２条 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、社会福祉法人

に対する助成の手続に関する条例（昭和 58 年３月世田谷区条例第 18 号。以下

「条例」という。）及び社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

（昭和 58年４月世田谷区規則第 21号。以下「施行規則」という。）並びに世田

谷区補助金交付規則（昭和 57 年５月世田谷区規則第 38 号）に定めるところに

よる。 
（定義） 

第３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）新型コロナウイルス感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成 10年法律第 114号）第６条第７項第３号に規定す

る新型コロナウイルス感染症をいう。 

（２）定期利用保育 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱（平成

22年８月２日 22福保子保第 910号）第３の２の定期利用保育事業であっ

て、区長が別に定める基準を満たすもの（世田谷区一時預かり事業運営費

補助要綱（平成 24年３月 31日世保育第 1674号）に基づく世田谷区一時

預かり事業運営費補助金の交付を受けて一時預かり事業（世田谷区一時

預かり事業者の認定に関する要綱（平成 24年３月 28日 23世保育第 1673

号）第２条に規定する一時預かり事業をいう。）を行う保育所において、

当該一時預かり事業を行う部屋と同一の部屋で実施するものを除く。）を

いう。 

（３）認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱（平成 13 年５月７日 12 福

子推第 1157号）の基準を満たした施設をいう。 

（４）保育施設等 第２号に掲げる事業を実施する施設若しくは事業者又は前



号に掲げる施設をいう。 

（５）施設等利用費 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０

条の１１により支給される費用をいう。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、 

保育施設等が実施する定期利用保育事業及び認証保育事業に係る利用者負担の 

軽減措置を行うこととする。 

（補助金の交付を受けることができる者） 

第５条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たすも

のとする。 

（１）区内において定期利用保育を行っていること。 

（２）世田谷区民が在籍する認証保育所の設置者であること。 

（補助金の交付額） 

第６条 令和３年４月１日から当分の間、保育施設等が臨時休園等（当該施設の

関係者が新型コロナウイルス感染症に感染したことを理由に行われる臨時休園

等に限る。）をした場合の補助金の交付額は、その利用者負担額を軽減するため

に要した経費のうち、別表１に規定する額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長が別途指定する期間において、保育施設等が

臨時休園等をし、当該保育施設等の利用者が、当該保育施設等が実施する事業を

利用しなかった場合の補助金の交付額は、当該保育施設等が行う利用者負担額

の減額に要した経費のうち、別表２に規定する額とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 区長は、補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

に令和４年度世田谷区新型コロナウイルス感染症により臨時休園等をした保育

施設等に対する補助金交付申請書（第１号様式）に必要な書類を添付して、区長

が別に定める期日までに提出させるものとする。 

（交付の決定及び通知） 

第８条 区長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、必要に

応じてその他の事項に関する調査等を行い、補助金の交付を決定したときは決

定の内容及びこれに付けた条件を令和４年度世田谷区新型コロナウイルス感染

症により臨時休園等をした保育施設等に対する補助金交付決定（変更）通知書

（第２号様式）により、補助金を交付しないことに決定したときはその旨を令和

４年度世田谷区新型コロナウイルス感染症により臨時休園等をした保育施設等

に対する補助金不交付決定通知書（第３号様式）により、申請者に速やかに通知

しなければならない。 



（補助金の交付請求） 

第９条 区長は、前条の規定による交付の決定をしたときは、同条の規定による

補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）に令和４年度世

田谷区新型コロナウイルス感染症により臨時休園等をした保育施設等に対する

補助金交付請求書（第４号様式。次項において「請求書」という。）を区長が別

に定める期日までに提出させるものとする。 

２ 区長は、請求書の提出があったときは、当該請求書に係る補助金を補助事業

者に区長が別に定める日までに補助金を支払うものとする。 

（補助事業の変更等の承認） 

第 10条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助事業者

に令和４年度世田谷区新型コロナウイルス感染症により臨時休園等をした保育

施設等に対する補助金補助事業変更・中止・廃止承認申請書（第５号様式）によ

りあらかじめその承認に係る申請をさせなければならない。ただし、第１号及び

第２号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。 

(１) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

(２) 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

(３) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 区長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、補助事業の変更又

は中止若しくは廃止を承認したときは、その旨を令和４年度世田谷区新型コロ

ナウイルス感染症により臨時休園等をした保育施設等に対する補助金補助事業

変更・中止・廃止承認書（第６号様式）により当該申請をした補助事業者に通知

するものとする。 

（事故報告） 

第 11条 区長は、補助事業の遂行が困難となった場合には、補助事業者にその

理由及び状況を令和４年度世田谷区新型コロナウイルス感染症により臨時休園

等をした保育施設等に対する補助金補助事業事故報告書（第７号様式）により速

やかに報告させなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその状況を調査し、

補助事業者に対して書面により適切な指示をしなければならない。 

（遂行命令等） 

第 12条 区長は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 221条第２項の規定

による調査、補助事業者が提出する報告書等により補助事業が補助金の交付の

決定の内容又はこれに付けた条件に従って遂行されていないと認めるときは、

当該補助事業者に対して令和４年度世田谷区新型コロナウイルス感染症により

臨時休園等をした保育施設等に対する補助金補助事業遂行命令通知書（第８号

様式）により補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に従って当該補



助事業を遂行すべきことを命じるものとする。 

２ 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事

業者に対して令和４年度世田谷区新型コロナウイルス感染症により臨時休園等

をした保育施設等に対する補助金補助事業停止命令通知書（第９号様式）により

当該補助事業の一時停止を命じるものとする。 

（実績報告） 

第 13条 区長は、補助事業が完了したとき（第９条第１項第３号の規定により

廃止の承認をしたときを含む。）又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了

したときは、補助事業者に令和４年度世田谷区新型コロナウイルス感染症によ

り臨時休園等をした保育施設等に対する補助金実績報告書（第 10号様式。以下

「実績報告書」という。）を区長が指定する期日までに提出させなければならな

い。 

２ 区長は、実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書を審査し、必要

があると認めたときは、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれ

に付けた条件に適合するものであるかを調査しなければならない。 

（是正のための処置） 

第 14条 区長は、前条第２項の規定による審査又は調査の結果、補助事業の成

果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件に適合しないと認めると

きは、補助事業者に対して令和４年度世田谷区新型コロナウイルス感染症によ

り臨時休園等をした保育施設等に対する補助金是正命令通知書（第 11 号様式）

により当該補助事業につき補助金の交付の決定内容又はこれに付けた条件に適

合させるための処置をとるべきことを命じるものとする。 

（交付決定の取消等） 

第 15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金

の交付の決定の一部又は全部を取り消すものとする。 

(１) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

(２) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。 

(３) 実績報告書により報告された補助事業の成果又は補助事業の事業費の実

績額が著しく第７条の規定による交付申請の内容を下回るとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに

付けた条件又は法令に違反したとき。 

２ 区長は、事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定

の一部若しくは全部を取り消し、又は当該決定の内容若しくはこれに付けた条

件を変更することができるものとする。ただし、既に終了した補助事業に係るも

のについては、この限りでない。 

３ 区長は、前２項の規定による取消しをしたときは、その内容を令和４年度世



田谷区新型コロナウイルス感染症により臨時休園等をした保育施設等に対する

補助金交付決定取消通知書（第 12号様式。次条において「取消通知書」という。）

により当該補助事業者に速やかに通知しなければならない。 

（補助金の返還） 

第 16条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、補助事業の当

該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、補助事業者に

対して取消通知書により期限を定めてその返還を命じなければならない。 

２ 前項の規定は、区長が第 10条第２項の規定による補助事業の廃止の承認を

した場合に準用する。 

（違約加算金及び延滞金） 

第 17 条 区長は、前条の規定により補助金の返還を命じたとき（第 15 条第１

項第３号の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において補助金の

返還を命じたときを除く。）は、補助事業者にその命令に係る補助金の受領の日

から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合にお

けるその後の期間については既納額を控除した額）につき年 10.95 パーセント

の割合で計算した違約加算金（100 円未満の場合を除く。）を納付させなければ

ならない。 

２ 区長は、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを納期日ま

でに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その

未納付額につき、年 10.95パーセントの割合で計算した延滞金（100円未満の場

合を除く。）を納付させなければならない。 

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても 365日

当たりの割合とする。 

（違約加算金の計算） 

第 18条 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における前条第１項の

規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に

受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、

当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日にお

いて受領したものとする。 

２ 前条第１項の規定により区長が違約加算金の納付を命じた場合において、

補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納

付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。 

（延滞金の計算） 

第 19 条 第 17 条第２項の規定により区長が延滞金の納付を命じた場合におい

て、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の

翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金



額を控除した額とする。 

（補助金の一時停止） 

第 20条 区長は、この要綱又はこの要綱以外の要綱等に基づき交付されている

補助金等の返還を命じられた補助事業者が、当該補助金等、違約加算金又は延滞

金の一部又は全部を納付しない場合において、この要綱に基づき交付すべき補

助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができる。 

（書類の保存） 

第 21条 区長は、補助金交付台帳を作成し、補助事業の完了した日の属する会

計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

２ 区長は、補助事業者に補助事業に係る収支の状況を会計帳簿によって明ら

かにさせておくとともに、当該会計帳簿及び補助事業に係る収支に関する書類

を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存させなければな

らない。 

（消費税に係る仕入控除の報告） 

第 22条 区長は、補助事業者が消費税及び地方消費税に係る申告をしたことに

より、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第 30 条の規定による仕入れに係る

消費税額が控除されたときは、その旨の報告をさせるものとする。 

２ 区長は、前項の報告があったときは、当該消費税額に相当する額の全部又は

一部の納付を求めることができるものとする。 

（委任） 

第 23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、保

育部長が別に定める。 

附 則 

（施行日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（社会福祉法人を補助事業者とする場合の読替え） 

２ 社会福祉法人を補助事業者とする場合にあっては、次の表の左欄に掲げる

規定のうち、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読

み替えるものとする。 

  

第７条 令和４年度世田谷区新型コロ

ナウイルス感染症により臨時

休園等をした保育施設等に対

する補助金交付申請書（第１

号様式） 

条例第３条各号に掲げる書類

を添付した施行規則に規定す

る補助金交付・貸付金貸付申

請書（第１号様式） 



第８条 令和４年度世田谷区新型コロ

ナウイルス感染症により臨時

休園等をした保育施設等に対

する補助金交付決定（変更）

通知書（第２号様式） 

施行規則に規定する補助金交

付・貸付金貸付可否決定通知

書（第３号様式） 

令和４年度世田谷区新型コロ

ナウイルス感染症により臨時

休園等をした保育施設等に対

する補助金不交付決定通知書

（第３号様式） 

施行規則に規定する補助金交

付・貸付金貸付可否決定通知

書（第３号様式） 

第１２条第１

項 

令和４年度世田谷区新型コロ

ナウイルス感染症により臨時

休園等をした保育施設等に対

する補助金補助事業遂行命令

通知書（第８号様式） 

施行規則に規定する助成事業

遂行命令通知書（別記第５号

様式） 

第１２条第２

項 

令和４年度世田谷区新型コロ

ナウイルス感染症により臨時

休園等をした保育施設等に対

する補助金補助事業停止命令

通知書（第９号様式） 

施行規則に規定する助成事業

停止命令通知書（別記第６号

様式） 

第１３条第１

項 

令和４年度世田谷区新型コロ

ナウイルス感染症により臨時

休園等をした保育施設等に対

する補助金実績報告書（第

10号様式。以下「実績報告

書」という。） 

施行規則に規定する補助事業

実績報告書（別記第７号様

式。以下「実績報告書」とい

う。） 

第１５条第３

項 

令和４年度世田谷区新型コロ

ナウイルス感染症により臨時

休園等をした保育施設等に対

する補助金交付決定取消通知

書（第 12号様式。次条にお

いて「取消通知書」とい

う。） 

施行規則に規定する助成決定

通知書（別記第８号様式）

（次条において「取消通知

書」という。） 

 

別表１ 

区分 補助金の交付額 



定期利用保育 (１) 施設等利用費又は一時預かり事業・定期利用保育事業

費補助金交付要綱（平成30年12月10日30福保子子第4563

号）に基づく無償化（以下「施設等利用費等」という。）

の支給対象者でない場合 

以下のアからエまでの金額を比較し最も少ない額 

ア 以下の計算式により算出した額 

その月の利用者負担額－（その月の利用者負担額÷

25）×その月の臨時休園等を除く開所日数 

イ その月の臨時休園等となった日の利用者負担額（利用

者負担額が日額の場合） 

ウ １月当たり １、２歳児 50,000円 

３歳児 40,500円 

エ 臨時休園等に伴い利用者負担額に対して減額又は返金

した額 

(２) 施設等利用費等の支給対象者の場合 

以下のアからエまでの金額を比較し最も少ない額 

ア 以下の計算式により算出した額 

（その月の利用者負担額－その月の施設等利用費等を

引いた額（マイナスの場合は０円とする））－｛（その

月の利用者負担額－その月の施設等利用費等を引いた額

（マイナスの場合は０円とする））÷25｝×（その月の

臨時休園等の日を除く開所日数 

イ その月の臨時休園等となった日の利用者負担額（利用

者負担額が日額の場合） 

ウ １月当たり １、２歳児 50,000円 

３歳児 40,500円 

エ 臨時休園等に伴い実費負担額に対して減額又は返金し

た額 

認証保育所 

 

(１) 契約時間が月220時間以下の場合（施設等利用費の支

給対象者でない場合） 

以下のアからウまでの金額を比較し最も少ない額を補助

基準額とする。 

ア 以下の計算式により算出した額 

実費負担額－（実費負担額÷25）×（その月の臨時休

園等を除く開所日数） 

イ 以下のうち該当する額 



(ア)３歳未満児の場合 

１月当たり 104,000円 

(イ)３歳以上児の場合 

１月当たり 101,000円 

ウ 臨時休園等に伴い実費負担額に対して減額又は返金し

た額 

(２) 契約時間が月220時間以下の場合（施設等利用費の支

給対象者の場合） 

以下のアからウまでの金額を比較し最も少ない額。 

ア 以下の計算式により算出した額 

（実費負担額－施設等利用費（マイナスの場合は０円

とする））－｛（実費負担額－施設等利用費（マイナス

の場合は０円とする））÷25｝×（その月の臨時休園等

を除く開所日数） 

イ 以下のうち該当する額 

(ア)３歳未満児の場合 

１月当たり 104,000円 

(イ)３歳以上児の場合 

１月当たり 101,000円 

ウ 臨時休園等に伴い実費負担額に対して減額又は返金し

た額 

(３) 契約時間が月220時間を超える場合（施設等利用費の

支給対象者でない場合） 

以下のアとイの額を比較し少ない方の額を実費負担額

（月220時間あたり）とする。その上で、ウとエの額を比

較し少ない方の額。 

ア 以下の計算式により算出した額 

実費負担額÷契約時間数×220 

イ 以下のうち該当する額 

(ア)３歳未満児の場合 

１月当たり 104,000円 

(イ)３歳以上児の場合 

１月当たり 101,000円 

ウ 以下の計算式により算出した額 

ア、イの少ない方の額－（ア、イの少ない方の額÷

25）×（その月の臨時休園等を除く開所日数） 



エ 臨時休園等に伴い実費負担額に対して減額又は返金し

た額 

(４) 契約時間が月220時間を超える場合（施設等利用費の

支給対象者の場合） 

以下のアとイの額を比較し少ない方の額を実費負担額

（月220時間あたり）とする。そのうえで、ウとエとの額

を比較し少ない額 

ア 以下の計算式により算出した額 

実費負担額÷契約時間数×220 

イ 以下のうち該当する額 

(ア)３歳未満児の場合 

１月当たり 104,000円 

(イ)３歳以上児の場合 

１月当たり 101,000円 

ウ 以下の計算式により算出した額 

（ア、イの少ない方の額－施設等利用費（マイナスの

場合は０円とする））－｛（ア、イの少ない方の額－施

設等利用費（マイナスの場合は０円とする））÷25｝×

（その月の臨時休園等を除く開所日数） 

エ 臨時休園等に伴い実費負担額に対して減額又は返金した

額 

別表２ 

区分 補助金の交付額 

定期利用保育 (１) 施設等利用費等の支給対象者でない場合 

以下のアからエまでの金額を比較し最も少ない額 

ア 以下の計算式により算出した額 

その月の利用者負担額－（その月の利用者負担額÷

25）×（対象期間の登園日数＋対象期間外の施設開所日

数） 

イ その月の臨時休園等となった日の利用者負担額（利用

者負担額が日額の場合） 

ウ １月当たり １、２歳児 50,000円 

３歳児 40,500円 

エ 臨時休園等に伴い利用者負担額に対して減額又は返金

した額 

(２) 施設等利用費等の支給対象者の場合 



以下のアからエまでの金額を比較し最も少ない額 

ア 以下の計算式により算出した額 

（その月の利用者負担額－その月の施設等利用費等を

引いた額（マイナスの場合は０円とする））－｛（その

月の利用者負担額－その月の施設等利用費等を引いた額

（マイナスの場合は０円とする））÷25｝×（対象期間

の登園日数＋対象期間外の施設開所日数） 

イ その月の臨時休園等となった日の利用者負担額（利用

者負担額が日額の場合） 

ウ １月当たり １、２歳児 50,000円 

３歳児 40,500円 

エ 臨時休園等に伴い実費負担額に対して減額又は返金し

た額 

認証保育所 

 

(１) 契約時間が月220時間以下の場合（施設等利用費の支

給対象者でない場合） 

以下のアからウまでの金額を比較し最も少ない額を補助

基準額とする。 

ア 以下の計算式により算出した額 

実費負担額－（実費負担額÷25）×（対象期間の登園

日数＋対象期間外の施設開所日数） 

イ 以下のうち該当する額 

(ア)３歳未満児の場合 

１月当たり 104,000円 

(イ)３歳以上児の場合 

１月当たり 101,000円 

ウ 臨時休園等に伴い実費負担額に対して減額又は返金し

た額 

(２) 契約時間が月220時間以下の場合（施設等利用費の支

給対象者の場合） 

以下のアからウまでの金額を比較し最も少ない額。 

ア 以下の計算式により算出した額 

（実費負担額－施設等利用費（マイナスの場合は０円

とする））－｛（実費負担額－施設等利用費（マイナス

の場合は０円とする））÷25｝×（対象期間の登園日数

＋対象期間外の施設開所日数） 

イ 以下のうち該当する額 



(ア)３歳未満児の場合 

１月当たり 104,000円 

(イ)３歳以上児の場合 

１月当たり 101,000円 

ウ 臨時休園等に伴い実費負担額に対して減額又は返金し

た額 

(３) 契約時間が月220時間を超える場合（施設等利用費の

支給対象者でない場合） 

以下のアとイの額を比較し少ない方の額を実費負担額

（月220時間あたり）とする。その上で、ウとエの額を比

較し少ない方の額。 

ア 以下の計算式により算出した額 

実費負担額÷契約時間数×220 

イ 以下のうち該当する額 

(ア)３歳未満児の場合 

１月当たり 104,000円 

(イ)３歳以上児の場合 

１月当たり 101,000円 

ウ 以下の計算式により算出した額 

ア、イの少ない方の額－（ア、イの少ない方の額÷

25）×（対象期間の登園日数＋対象期間外の施設開所日

数） 

エ 臨時休園等に伴い実費負担額に対して減額又は返金し

た額 

(４) 契約時間が月220時間を超える場合（施設等利用費の

支給対象者の場合） 

以下のアとイの額を比較し少ない方の額を実費負担額

（月220時間あたり）とする。そのうえで、ウとエとの額

を比較し少ない額 

ア 以下の計算式により算出した額 

実費負担額÷契約時間数×220 

イ 以下のうち該当する額 

(ア)３歳未満児の場合 

１月当たり 104,000円 

(イ)３歳以上児の場合 

１月当たり 101,000円 



ウ 以下の計算式により算出した額 

（ア、イの少ない方の額－施設等利用費（マイナスの

場合は０円とする））－｛（ア、イの少ない方の額－施

設等利用費（マイナスの場合は０円とする））÷25｝×

（対象期間の登園日数＋対象期間外の施設開所日数） 

エ 臨時休園等に伴い実費負担額に対して減額又は返金し

た額 

備考 

１ 別表１及び別表２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。 

 ⑴ 利用者負担額 一時預かり事業については東京都一時預かり事業実施要

綱６に規定する費用、都単独型一時預かり事業及び定期利用保育事業につ

いては東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱第５の２に規定

する費用をいう。 

⑵ 実費負担額 施設と利用者との間で契約している月額保育料をいう。 

⑶ 対象期間  第６条第２項に規定する区長が別途指定する期間のうち、 

その月に係る期間を言う。 

 

２ その月の臨時休園等を除く開所日数が 25 日を超える場合は、25 日とする。 


