
福岡市待機児童支援事業補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 福岡市待機児童支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付については，

福岡市補助金交付規則（昭和 44 年福岡市規則第 35 号。以下「規則」という。）の規

定によるほか，この要綱に定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 補助金は，保育の必要性があり，認可保育施設等の利用を希望しながら利用で

きず，認可外保育施設を利用している児童の保護者に対して，認可外保育施設利用料

の一部について補助を行い，経済的負担を軽減することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の定義は，当該各号に定めるところ

による。 

（１） 児童 保育を必要とする小学校就学前の者で，福岡市に居住し，福岡市において，

住民基本台帳に記録されているもの。 

（２） 保護者 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第６条第２項に規定す

る保護者で，福岡市に居住し，福岡市において，住民基本台帳に記録されている

もの。 

（３） 認可保育施設等 子ども・子育て支援法第 27 条第１項に規定する特定教育・保

育施設及び同法第 29 条第３項に規定する特定地域型保育事業所。 

（４） 認可外保育施設 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 59 条の２第１項の規

定に基づく届出を行っている施設。ただし，同法第６条の３第 11 項に規定する業

務を目的とするものを除く。 

（５） 認可外保育施設利用料 認可外保育施設と保護者との利用契約で決められた月額

利用料。ただし，時間外利用料金，食事・おやつ代，教材費，冷暖房費，布団消

毒代，おむつ代，送迎費用など保育において提供される便宜に要する費用及び保

護者会費，寄附金など保育の提供に直接必要でない費用は除く。 

（６） 待機児童 「保育所等利用待機児童数調査について」（平成 28 年４月 26 日厚生

労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知 雇児保発第 0426 第３号）に定義する

保育所等利用待機児童（以下「待機児童の定義」という。）。ただし，待機児童

の定義において，待機児童数に含めないこととされている「企業主導型保育事業

で保育されている児童」のうち，地域枠を利用する児童については，補助金の対

象とする。 

 

（補助の対象者） 

第４条 補助金交付の対象者は，待機児童のうち，認可外保育施設を利用する児童の保

護者及び夜間利用保護者（就業形態により夜間に及ぶ就業のため，認可保育施設等

の開所時間（延長保育及び夜間保育を含む。）や地理的条件に合わず，やむを得ず認



可外保育施設を利用する児童の保護者をいう。以下同じ。）で，次の各号に該当する

ものとする。 

（１） 月 60 時間以上の利用見込みで認可外保育施設と契約していること。 

（２） 認可外保育施設利用料の支払が確認できること。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は補助対象から除くも

のとする。 

（１） 児童が福岡市第３子優遇事業の実施に関する条例（平成 17 年福岡市条例第 105

号）に定める第３子優遇事業の対象となっている児童の保護者。 

（２）福岡市子ども・子育て支援法施行細則（平成 26 年福岡市規則第 142 号）別表第３

に定める保育認定子ども利用者負担額表により算定した階層がＤ５からＤ11まで

となる児童の保護者の世帯に属する者。 

（３） 補助金の交付を受けようとする年度において，認可保育施設等の利用が決定した

が，利用を辞退した児童の保護者。ただし，市長がやむを得ない事情により利用

を辞退したと認める場合は，この限りでない。 

 

（補助金受給資格の認定申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする保護者（以下「認定申請者」という。）は，福

岡市待機児童支援事業補助金受給資格認定申請書（様式第１号）（以下「認定申請書」

という。）及び認可外保育施設利用状況証明書（様式第１号の２）を市長に提出し，

受給資格及び対象となる児童（以下「交付対象児童」という。）について市長の認定

を受けなければならない。ただし，夜間利用保護者の認定申請については別途定める。 

２ 認定申請者は，前項の規定による申請を行った後，次条第１項に規定する認定が行

われる前に，申請を取り下げるとき又は申請内容に変更が生じたときは，市長に届け

出なければならない。 

３ 寡婦（夫）控除のみなし適用を受けようとする者は，福岡市待機児童支援事業補助

金受給資格認定申請にかかる寡婦（夫）控除みなし適用申請書（様式第１号の３）を，

申請理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。 

 

（補助金受給資格の認定） 

第６条 市長は，前条第１項の認定申請があったときは，認定申請書及び関係書類によ

り，第４条に規定する補助金交付の対象者の要件（以下「交付要件」という。）を満

たすかについて審査し，認定を行う場合は，福岡市待機児童支援事業補助金受給資格

認定通知書（様式第２号）（以下「認定通知書」という。）により，その結果を認定

申請者に通知する。 

２ 市長は，認可保育施設等への利用申込みのため，認定申請者が市に提出している書

類又は各区福祉事務所から提出された書類に基づき調査を行うものとする。 

３ 市長は，第１項の審査の結果，認定を行わない場合は，福岡市待機児童支援事業補

助金受給資格認定却下通知書（様式第３号）により認定申請者に通知する。 

 

 



（認定期間） 

第７条 認定が効力を有する期間（以下「認定期間」という。）の始期は，認定の申請

をした日の属する月とする。ただし，新たに交付要件を満たしてから 30 日以内に市が

認定申請書を受理したときは，交付要件を満たした日が属する月からとする。 

２ 認定期間の終期は，認定期間の始期が属する年度の３月とする。ただし，認定期間

中に交付要件を満たさなくなった場合は，交付要件を満たさなくなった日の属する月

とする。この場合において，交付要件を満たさなくなった日が月の初日の場合は，当

該月の前月までとする。 

 

（補助金の額） 

第８条 補助金の月額は，交付対象児童ごとに，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各

号に定める額とする。 

（１） 認可外保育施設利用料が別表１に定める額を超えない場合 認可外保育施設利用料 

（２） 認可外保育施設利用料が別表１に定める額を超える場合 別表１に定める額 

２ 市長は，第６条第１項の認定を受けた保護者（以下「受給認定保護者」という。）

について，９月に階層の算定にかかる市町村民税の課税年度が変更されることに伴い，

認定期間中に階層を変更する場合，福岡市待機児童支援事業補助金受給資格変更申請

書（様式第２号の２）により，その内容を受給認定保護者に通知する。 

 

（補助金の交付申請） 

第９条 受給認定保護者が補助金の交付を受けようとするときは，福岡市待機児童支援

事業補助金交付申請書（様式第４号）（以下「交付申請書」という。）及び認可外保

育施設の利用にかかる支払額証明書（様式第５号）又は認可外保育施設利用料の領収

証を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に定める補助金の交付申請は，別表２で定める補助金支給対象期間の末日（以

下「交付申請期限」という。）までに行わなければならない。ただし，交付申請期限

までに交付申請を行うことができない特段の事情があると市長が認めるときは，交付

申請期限を経過した場合においても，交付申請を行うことができるものとする。 

 

（補助金の交付決定） 

第 10 条 市長は，補助金の交付申請があったときは，交付申請書及び関係書類を審査し，

補助金を交付すべきものと認めるときは，補助金の交付を決定し，福岡市待機児童支

援事業補助金交付決定通知書（様式第６号）により受給認定保護者に通知する。 

２ 前項の審査の結果，補助金を交付すべきものと認められないときは，福岡市待機児

童支援事業補助金交付却下通知書（様式第７号）により受給認定保護者に通知する。 

（調査等） 

第 11 条 市長は，第６条第１項に規定する補助金受給資格の認定及び前条第１項に規定

する補助金の交付決定を行うに当たって，認定申請者及び受給認定保護者に対し，審

査に必要な書類の提出を求めることができる。 



２ 市長は，認可外保育施設の利用状況及び認可外保育施設利用料の支払に関すること

を，児童が利用する認可外保育施設に確認することができる。 

 

（補助金の交付） 

第 12 条 市長は，補助金交付決定後，口座振替の方法により補助金を交付する。 

 ただし，口座振替の方法によることができないやむを得ない事情があると市長が認め

るときは，現金払いにより交付することができる。 

 

（補助金の交付時期） 

第 13 条 補助金の交付対象期間及び交付期月は，別表２のとおりとする。ただし，市長

がやむを得ないと認める場合は，当該交付期月に交付できなかった補助金を，それ以降

の交付期月でない月に交付することができる。 

 

（届出の義務） 

第 14 条 受給認定保護者は，次の各号のいずれかに該当する場合は，第５条に定める認

定申請を再度行い，補助金受給資格の認定を受けなければならない。 

（１） 利用する認可外保育施設を変更したとき 

（２） 認可外保育施設の利用に係る契約内容を変更したとき 

（３） 交付対象児童の保護者が受給認定保護者ではない者に変わったとき 

２ 受給認定保護者は，次の各号のいずれかに該当する場合は，待機児童支援事業補助

金住所・氏名・金融機関等変更届（様式第８号）を，速やかに市長に提出しなければ

ならない。 

（１） 受給認定保護者又は交付対象児童の氏名又は住所に変更があったとき 

（２） 補助金の振込先の金融機関等に変更があったとき 

 

３ 受給認定保護者は，交付要件を満たさなくなった場合は，待機児童支援事業補助金

交付要件消滅届（様式第９号）を，速やかに市長に提出しなければならない。 

４ 市長は，待機児童支援事業補助金交付要件消滅届の提出があったとき又は受給認定

保護者が交付要件を満たさなくなったと認めるときは，受給資格の認定を取り消すこ

とができる。 

５ 前項の規定により認定の取消しを行った場合，市長は待機児童支援事業補助金認定

取消通知書（様式第 10 号）により交付要件を満たさなくなった者に通知を行う。 

 

（交付決定の取消し） 

第 15 条 受給認定保護者が，次の各号のいずれかに該当した場合は，市長は，交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付申請を行ったとき。 

（２） 受給認定保護者の認定が取り消されたとき。 

 

 



（補助金の返還） 

第 16 条 市長は，補助金の交付決定を取り消した場合において，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じるものと

する。 

 

（委任） 

第 17 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，こども未来局長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成 22 年６月１日から施行し，平成 22 年４月１日から適用する。 

２ この要綱の施行日前から補助金の交付要件を具備している者が施行日から 120 日以

内に受給資格の認定申請をした場合は，その者に係る受給資格の認定については，第

５条第２項の規定にかかわらず，この要綱の適用日以降で交付要件を具備するに至っ

た日の属する月から行う。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は，平成 23 年５月９日から施行し，平成 23 年４月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は，平成 25 年４月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成 26 年４月１日から適用する。 

（期間） 

２ この要綱は，平成 29 年３月 31 日をもって廃止する。 

 なお，終期到来後の継続については，その必要性の検証を踏まえた上で，終期到来ま

でに判断するもの。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は，平成 27 年４月１日から施行し，平成 27 年４月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

改正後のこの要綱は，平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成 29 年４月１日から施行し，平成 29 年４月１日から適用する。 

（期間） 

２ この要綱は，平成 33 年３月 31 日をもって廃止する。 

附 則 



（施行期日） 

改正後のこの要綱は，平成 31 年４月１日から施行する。  



別表１ 

交付対象児童の属する世帯の階層区分 補助金額（月額） 

階層 区 分（税 額） ３歳未満児 ３歳以上児 

A 生活保護等 25,000 円 25,000 円 

B 
Ａ階層を除き，
前年度分の市町
村民税(９月以
降は当該年度分
の市町村民税)
の額の区分が次
の区分に該当す
る世帯 

市町村民税非課税世帯 25,000 25,000 

C1 
市町村民税のうち所得割非課税
世帯（均等割のみの課税世帯） 

20,000 15,000 

C2 
市町村民税のうち所得割が 
48,600 円未満 

17,000 13,000 

D1 
〃 
48,600 円～61,000 円未満 

14,000 11,000 

D2 
〃 
61,000 円～73,000 円未満 

11,000 9,000 

D3 
〃 
73,000 円～85,000 円未満 

8,000 7,000 

D4 
〃 
85,000 円～97,000 円未満 

5,000 5,000 

D5 
〃 
97,000 円～126,000 円未満 

対象外 

D6 
〃 
126,000 円～149,000 円未満 

D7 
〃 
149,000 円～169,000 円未満 

D8 
〃 
169,000 円～255,000 円未満 

D9 
〃 
255,000 円～301,000 円未満 

D10 
〃 
301,000 円～397,000 円未満 

D11 
〃 
397,000 円以上 

 備考 

 １ C1～D11 階層における「所得割」とは，地方税法の規定による市町村民税

の同法第 292 条第 1項第 2号に掲げる所得割の額 

 ２ 所得割を算定する場合においては，認定申請者を指定都市以外の市町村の

区域内に住所を有する者とみなして，所得割を算定するものとする。 

 ３ 所得割を算定する場合においては，認定申請者が地方税法第 292 条第１項

第 11 号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又

は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によら

ないで母となつた女子であつて，現に婚姻（届出をしていないが，事実上婚

姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしていないもの」と読み替えた



場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第 12 号中「妻と死別

し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでな

い者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子で

あつて，現に婚姻（届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る場合を含む。）をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所

得割の納税義務者であるときは，同法第 314 条の２第１項第８号に規定する

額（その者が同法第 292 条第１項第 11 号イ中「夫と死別し、若しくは夫と

離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定

めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて，現に婚

姻（届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）

をしていないもの」と読み替えた場合に同法第 314 条の２第３項に該当する

者であるときは，同項に規定する額）に同法第 314 条の３第１項に規定する

率を乗じて得た額を控除するものとする。 

 ４ Ｂ階層における「市町村民税非課税世帯」とは，認定申請者が市町村民税

を課されない者（福岡市子ども・子育て支援法施行細則第 18 条の規定によ

り当該市町村民税を免除された者並びに地方税法第 292 条第１項第 11 号イ

中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死

の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母と

なつた女子であつて，現に婚姻（届出をしていないが，事実上婚姻関係と同

様の事情にある場合を含む。）をしていないもの」と読み替えた場合に同法

第 295 条第１項（第２号に係る部分に限る。以下この項において同じ。）の

規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第12

号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生

死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父

となつた男子であつて，現に婚姻（届出をしていないが，事実上婚姻関係と

同様の事情にある場合を含む。）をしていないもの」と読み替えた場合に同

法第295条第１項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を

含むものとし，当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有

しない者を除く。）である世帯をいう。 

 ５ C1 階層における「所得割非課税世帯」とは，認定申請者が所得割を課され

ない者（福岡市子ども・子育て支援法施行細則第 18 条の規定により当該所

得割を免除された者並びに地方税法第 292 条第１項第 11 号イ中「夫と死別

し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでな

い者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子で

あつて，現に婚姻（届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る場合を含む。）をしていないもの」と読み替えた場合に同法附則第３条の

３第４項の規定により当該所得割が課されないこととなる者及び同法第 292

条第 12 号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又

は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によら

ないで父となつた男子であつて，現に婚姻（届出をしていないが，事実上婚



姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしていないもの」と読み替えた

場合に同法附則第３条の３第４項の規定により当該所得割が課されないこ

ととなる者を含むものとし，当該所得割の賦課期日において同法の施行地に

住所を有しない者を除く。）である世帯をいう。 

 ６ 満３歳に達する日以後の 初の３月 31 日までの間にある交付対象児童に

係る補助金額は，満３歳未満児の欄により認定する。 

 

別表２ 

補助金交付対象期間 補助金交付期月 

4 月～ 7 月 9 月 

8 月～11 月 1 月 

12 月～3 月 5 月 

 



(様式第１号）

(宛先）福岡市長

１　申請者（保護者）

〒

携帯

自宅

※振込を希望する口座の名義人を記入してください。

２　対象児童

　認可保育施設等に利用申込をしている児童のうち，待機児童支援事業補助金の申請を行う児童を記入してください。

名  称

名  称

名  称

３　申込（待機）している第一希望の認可保育施設等

　　施設等名称（  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　確認事項（必ずお読みください）

※福岡市記入欄

□第３子優遇事業の対象外
□
□利用調整
□階層の確認（D4以下）
□認可外保育施設の確認

（児童福祉法に基づく届出を行っているか）

（企業主導型保育施設の場合，地域枠か）

□認可外保育施設の利用形態の確認
（月６０時間以上）

3

年　　　月　　　日 　　年　　月から

生年月日 年　　　月　　　日 　　年　　月から

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 施設所在地 契約(在園)期間

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

生年月日

氏  名

年　　　月　　　日

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 施設所在地

利用する（している）認可外保育施設

施設所在地 契約(在園)期間

　　年　　月から

　　　年　　月　　日

支給認定通知書兼支給認定証の写し

　（１）この補助金は，支給認定（保育認定）を受け，認可保育施設等の利用申込を行ったが利用できず
　　　  待機児童となり，認可外保育施設を利用している期間のみ交付するものです。

　（２）支給認定（保育認定）の有効期間が終了となった場合は，交付対象外となります。

　（３）認可保育施設等への利用が決定したが，辞退された場合は，当該年度は補助金の交付対象外となります。

　（４）補助金の交付を受けるには，受給資格の認定後，別途「交付申請」が必要です。【期限：７月末，11月末，３月末】
　　　　交付申請に必要な書類は認定通知書とともに郵送しますので，内容をよくご確認ください。

　（５）「第３子優遇事業」の対象となる児童は，本制度の対象外です。

　　　以上を確認し，受給資格の認定を申請します。

　　　　　　　　　（申請者署名）

受付印 待機となった日 受付担当者名

氏  名

生年月日

2

契約(在園)期間

氏  名

（父）

（母）

1

住所
区

年度  福岡市待機児童支援事業補助金　受給資格認定申請書

  福岡市待機児童支援事業補助金交付要綱第５条第１項の規定により，次のとおり待機児童支援事業補助金の受給資格の認定に
ついて，関係書類を添えて申請します。なお，認定にあたり所得状況及び資産状況について地方税法等に係る諸帳簿，台帳等に
より確認されることを承諾します。

＊太枠内を記入してください。

(ﾌﾘｶﾞﾅ)
印

(ｼｬﾁﾊﾀ不可)

氏名

申請日 　 　　　年　 　　　月　　　 　日 認定番号

連絡先

氏名及び生年月日



(様式第１号の２）

太枠内について，利用している認可外保育施設から証明を受けてください。

（宛先）福岡市長

　認可外保育施設の利用状況について，上記のとおり相違ありません。

　　　　　年　　　月　　　日

※１　月毎利用料（保育料），※２　印につきましては裏面をご参照ください。

児童氏名

利用定員枠
(企業主導型保育施設のみ)

※該当する方に〇をつけてください。

地域枠　　　　・　　　　従業員枠

2

児童氏名

利用定員枠
(企業主導型保育施設のみ)

※該当する方に〇をつけてください。

地域枠　　　　・　　　　従業員枠

契約（在園）期間

月毎利用料(保育料)※１ 月額　　　　　　　　　　　　　　　円　　　　　　　　　　

　　　　年　　　月　　　日　から　　　　　年　　　月　　　日（予定）まで

保育時間

　週　　　日　　　　　時　　　　分　から　　　　　時　　　　分　まで

※土日等，上記と異なる保育時間がある場合のみ記入してください。

　週　　　日　　　　　時　　　　分　から　　　　　時　　　　分　まで

月利用予定時間 　　　　　　　時間

契約（在園）期間 　　　　年　　　月　　　日　から　　　　　年　　　月　　　日（予定）まで

保育時間

　週　　　日　　　　　時　　　　分　から　　　　　時　　　　分　まで

施設名称

法人名
（設置者が個人の場合は

記入不要です）

代表者職名

　　　　　　　時間

月毎利用料(保育料)※１ 月額　　　　　　　　　　　　　　　円　　　　　　　　　　

3

※該当する方に〇をつけてください。利用定員枠
(企業主導型保育施設のみ) 地域枠　　　　・　　　　従業員枠

保育時間

　週　　　日　　　　　時　　　　分　から　　　　　時　　　　分　まで

※土日等，上記と異なる保育時間がある場合のみ記入してください。

　週　　　日　　　　　時　　　　分　から　　　　　時　　　　分　まで

月利用予定時間

代表者氏名・印
※２

　　　　　　　　　　　印

施設所在地

認可外保育施設利用状況証明書

1

児童氏名

契約（在園）期間 　　　　年　　　月　　　日　から　　　　　年　　　月　　　日（予定）まで

　週　　　日　　　　　時　　　　分　から　　　　　時　　　　分　まで

※土日等，上記と異なる保育時間がある場合のみ記入してください。

月利用予定時間 　　　　　　　時間

月毎利用料(保育料)※１ 月額　　　　　　　　　　　　　　　円　　　　　　　　　　



※１　月毎利用料について

月毎利用料の対象とならない費用（例）

時間外利用料金

一時利用料金

食事代，おやつ代（基本的な利用料（保育料）に含まれていないもの）

教材費，絵本代（基本的な利用料（保育料）に含まれていないもの）

施設費，冷暖房費（基本的な利用料（保育料）に含まれてないもの）

布団消毒，おむつ，消耗品代

送迎費用

保護者会費

寄附金

※２　印について

１　保育施設の代表者（園長等）に証明していただく場合

２　法人の代表者（代表取締役等）に証明していただく場合

　月毎利用料とは基本的な利用料（保育料）のみで，下記のような費用は対象となりません。

課外保育，お稽古ごと

　証明書にご使用いただく印については，証明していただく方により，下記のいずれかの印を
ご使用いただきますようお願いいたします。

または

代表者の私印 または 施設の

○
○
○

保
育
園

左のどちらかを押印してください。

代表者私印及び社印（角印） または 代表者印（丸印）

または 左のどちらかを押印してください。



（様式第１号の３） 
 

福岡市待機児童支援事業補助金受給資格認定申請にかかる寡婦（夫）控除みなし適用申請書 

 

  年  月  日 

（宛先）福岡市長 

（申請者）住  所 福岡市   区 

              

氏  名                

電話番号                (※) 

（※）本人が手書きしない場合は，記名押印してください。 

私は，福岡市待機児童支援事業補助金の受給資格認定申請について寡婦（夫）控除のみなし適用を申請します。 

児童氏名 
及び 

児童生年月日 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

  年  月  日生  

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 
  年  月  日生  

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

  年  月  日生  

 
私は所得を計算する対象となる年の１２月３１日現在及び申請日現在で，次の１から３のいずれかに該当

することを申し立てます。（該当番号を○で囲んでください。）  

 
１ 婚姻によらずに母となり，その後，婚姻（事実婚を含む）をしておらず，生計を一にする 20 歳未満の

子がいる者 
２ １であり，かつ合計所得金額が 500 万円以下である者 
３ 婚姻によらずに父となり，その後，婚姻（事実婚を含む）をしておらず，生計を一にする 20 歳未満の 
子がおり，合計所得金額が 500 万円以下である者 

 
 ※上記１から３の子は，総所得金額等が 38 万円以下で，他の人の控除対象配偶者や扶養親族となってい 
ない者に限ります。 

 
 私は，寡婦（夫）控除のみなし適用に関して，要件確認を行うために必要な範囲で，児童扶養手当に関す 
る情報，並びに申請者及びその児童に関する課税状況，住民票の世帯状況，及び戸籍状況を調査することに 
同意します。 
 また，この申請内容に虚偽があった場合，寡婦（夫）控除のみなし適用の取り消し，当該申請において適 
用された利用料の減額分を全額納付することに同意します。 

 

  年  月  日    申請者（署名）                 

【添付資料】 

１ 発行から３か月以内の戸籍全部事項証明書（戸籍謄本） 

２ このほか必要に応じてみなし適用に必要な書類の提出を求めることがあります。 

【注意事項】 

 １ 寡婦（夫）控除のみなし適用については，待機児童支援事業補助金における受給資格の認定に使用する 

もので，実際の税額の算定に控除が適用されるものではありませんので，税額は変わりません。 

 ２ 本申請は待機児童支援事業補助金のみの適用となりますので，他事業での適用については別途手続きが必

要となります。 

 ３ 寡婦（夫）控除のみなし適用を行っても，受給資格の認定に影響がない場合があります。 

 ４ 申請内容に変更があった場合，直ちに申請窓口に申し出てください。 



（様式第２号）

第　号

　　年　月　日

　　　　　　様

福岡市長　　　　　　　　　

　年　月　日

【待機児童支援事業補助金の認定内容】

対象児童氏名

利用施設名称

利用施設所在地

認定期間 　　年　月 ～ 　　年　月

補助上限額(月額) 円

認定番号

【交付申請書提出期限】 補助金交付予定月

　　　年７月末 　　　年９月

　　　年11月末 　　　年１月

　　　年３月末 　　　年５月

交付申請書提出期限
及び

補助金交付予定月

対象施設利用期間

待機児童支援事業補助金受給資格認定通知書

記

年４月～　　年７月

年８月～　　年11月

年12月～　　年３月

付で申請のありました待機児童支援事業補助金の受給資格について，

下記のとおり認定しましたのでお知らせいたします。

つきましては，「福岡市待機児童支援事業補助金交付申請書」及び「認可外保育施設の利

用にかかる支払額証明書」（利用料の支払額のわかる書類など）を，下記【交付申請書提出

期限】までに提出してください。

なお，認可保育施設等の利用が決定した場合や支給認定（保育認定）の有効期間が終了し

た場合は，当該補助金の認定期間にかかわらず，補助対象外となりますので予めご了承くだ

さい。



○受給資格認定を受けた皆さまへ

１ 確認事項（必ずお読みください）

（１）この補助金は，保育の必要性があり，認可保育施設等の利用を希望しながら利用

できず，待機児童となって認可外保育施設を利用している期間のみ支給するものです。

（２）次の場合は補助金の支給対象外となります。

① 認可保育施設等の利用が決定したが，利用を辞退した場合

② 支給認定（保育認定）の有効期間が終了した場合

（３）補助金を受給するためには，交付申請が必要です。

同封の「福岡市待機児童支援事業補助金交付申請書」，「認可外保育施設の利用

にかかる支払額証明書」を，交付申請期限までに提出してください。

２ 次の場合には再度認定申請が必要です。補助金の認定申請を行った区の子育て支援課

にご連絡ください。

（１）利用する認可外保育施設を変更するとき

（２）認可外保育施設の利用に係る契約内容を変更するとき

（３）交付対象児童の保護者が受給認定保護者ではないものに変わったとき

（４）年度を越えてこの補助金の申請を継続するとき

３ 次の場合には届出が必要です。補助金の認定申請を行った区の子育て支援課にご連絡

ください。

（１）交付対象児童に変動があったとき（転出，死亡，幼稚園･認可保育所等への入園など）

（２）受給認定保護者に変動があったとき（転出，死亡など）

（３）補助金の振込先を変更するとき

（４）その他補助金の交付要件を欠くこととなる事由が生じたとき



（様式第２号の２）

第　号

　　年　月　日

　　　　　　様

福岡市長　　　　　　　　　

【待機児童支援事業補助金の認定内容】

対象児童氏名

利用施設名称

利用施設所在地

認定期間 　　年　月 ～ 　　年　月

４月～８月 円

９月～翌３月 円

認定番号

【交付申請書提出期限】 補助金交付予定月

　　　年７月末 　　　年９月

　　　年11月末 　　　年１月

　　　年３月末 　　　年５月

交付申請書提出期限
及び

補助金交付予定月

対象施設利用期間

福岡市待機児童支援事業補助金受給資格変更通知書

補助上限額(月額)

記

年４月～　　年７月

年８月～　　年11月

年12月～　　年３月

待機児童支援事業補助金の受給資格について， 年度市町村民税に基づき世帯の所得

階層区分を再確認したところ， 年9月以降の補助金上限額が下記のとおり変更となり

ましたのでお知らせいたします。

補助金の交付申請につきましては，当初の認定通知書に同封の「福岡市待機児童支援事業

補助金交付申請書」及び「認可外保育施設の利用にかかる支払額証明書」（利用料の支払額

のわかる書類など）を，下記【交付申請書提出期限】までに提出してください。

なお，認可保育施設等の利用が決定した場合や支給認定（保育認定）の有効期間が終了し

た場合は，当該補助金の認定期間にかかわらず，補助対象外となりますので予めご了承くだ

さい。



(様式第３号) 

第      号 

    年    月    日 

 

  様 

                  福岡市長         

            

 

待機児童支援事業補助金受給資格却下通知書 

 

       年    月    日付で申請のありました待機児童支援事業補助金については，

次のとおり却下しましたので通知します。 

 

１  対象児童名     

 

２  却下の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(様式第4号）

(宛先) 福岡市長

〒

区

※受給資格認定申請書に記入した申請者名を記入してください。

※受給資格認定申請書に記入した申請者名を記入してください。

　普通

　※右詰めで記入してください。

氏名

年　　月 年　　月
月毎利用料

※１

年　　月

円　

2

金融機関名

施設名

氏名

1

３　対象児童

円　 円　

年　　月 年　　月 年　　月

円　 円　 円　 円　

※太枠内を記入してください。

受    付    印

支店名（店番）

印
（ｼｬﾁﾊﾀ不可）

２　振込口座

申請日 　　       年        月        日 認定番号

住所

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

１　申請者（保護者）

月毎利用料
※１

口座名義

口座番号

預金種目

氏名

カタカナ

月毎利用料
※１

年　　月

円　 円　 円　

年　　月 年　　月 年　　月

氏名

※１　月毎利用料については裏面をご参照ください。

福岡市待機児童支援事業補助金　交付申請書

  福岡市補助金交付規則を承知の上，福岡市待機児童支援事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により，補助金の交付
について，関係書類を添えて申請します。なお，交付にあたり所得状況及び資産状況について地方税法等に係る諸帳簿，
台帳等により確認されることを承諾します。

施設名

年　　月

円　 円　

本・支店・出張所　

3

氏名

施設名

年　　月



※１　月毎利用料について

月毎利用料の対象とならない費用（例）

時間外利用料金

一時利用料金

食事代，おやつ代（基本的な利用料（保育料）に含まれていないもの）

教材費，絵本代（基本的な利用料（保育料）に含まれていないもの）

施設費，冷暖房費（基本的な利用料（保育料）に含まれてないもの）

布団消毒，おむつ，消耗品代

送迎費用

保護者会費

寄附金

課外保育，お稽古ごと

　月毎利用料とは基本的な利用料（保育料）のみで，下記のような費用は対象となりません。



１  申請者

　年　月 　年　月 　年　月 　年　月

円 円 円 円

　年　月 　年　月 　年　月 　年　月

円 円 円 円

　年　月 　年　月 　年　月 　年　月

円 円 円 円

（宛先）福岡市長

認可外保育施設利用状況について，上記のとおり相違ありません。

利用料について領収済みであることを証明します。

　　　　年　　　月　　　日

施設所在地

施設名称

法人名
（設置者が個人の場合は

記入不要です）

代表者職名

代表者氏名・印
※２

印

※１　月毎利用料（保育料），※２　印　につきましては裏面をご参照ください。

児童氏名

児童氏名

2

児童氏名

※保育施設記入欄（太枠内について，利用している認可外保育施設から証明を受けてください。）

月毎利用料
※１

月毎利用料
※１

3

２  認可外保育施設利用実績　

1

月毎利用料
※１

（様式第5号）

認可外保育施設の利用にかかる支払額証明書

住  所

保護者
氏  名

※申請者（保護者）記入欄



※１　月毎利用料について

月毎利用料の対象とならない費用（例）

時間外利用料金

一時利用料金

食事代，おやつ代（基本的な利用料（保育料）に含まれていないもの）

教材費，絵本代（基本的な利用料（保育料）に含まれていないもの）

施設費，冷暖房費（基本的な利用料（保育料）に含まれてないもの）

布団消毒，おむつ，消耗品代

送迎費用

保護者会費

寄附金

課外保育，お稽古ごと

※２　印について

２　法人の代表者（代表取締役等）に証明していただく場合

　月毎利用料とは基本的な利用料（保育料）のみで，下記のような費用は対象となりません。

１　保育施設の代表者（園長等）に証明していただく場合

　証明書にご使用いただく印については，証明していただく方により，下記のいずれかの印を
ご使用いただきますようお願いいたします。

または

代表者の私印 または 施設の印

○
○
○

保
育
園

左のどちらかを押印してください。

代表者私印及び社印（角印） または 代表者印（丸印）

または
左のどちらかを押印してください。



（様式第６号）

第　号

　　年　月　日

　　　　　　様

福岡市長　　　　　　　　　

　　年　月　日 付で交付申請のありました待機児童支援事業補助金については，下記のとおり

交付が決定しましたのでお知らせいたします。

【待機児童支援事業補助金の認定内容】

対象児童氏名

利用施設名称

交付対象期間 　　年　月 ～ 　　年　月

月分 月分 月分 月分 合計

円 円 円 円 円

交付予定日

振込口座 銀行 支店

認定番号

○補助条件

　福岡市補助金交付規則及び福岡市待機児童支援事業補助金交付要綱の定めを遵守すること。

　　　　年　　月　　日

待機児童支援事業補助金交付決定通知書

交付金額

記



(様式第７号) 

第      号 

    年    月    日 

 

                       様 

                  福岡市長 

 

 

待機児童支援事業補助金交付却下通知書 

 

      年    月    日付で申請のありました待機児童支援事業補助金については，次の

とおり却下しましたので通知します。 

 

１  対象児童名     

 

２  却下の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



住　所

（※）

（※）本人が手書きしない場合は，記名押印してください。

※変更する項目のみ記入してください。 認定番号

〒

〒

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

普通

ｶﾀｶﾅ

氏名

普通

ｶﾀｶﾅ

氏名

変更後

児
童

変更前

変更後

４　変更年月日

２　氏名

変更前
申
請
者

（

保
護
者
）変更後

　　　　　年　　　　　　月　　　　　　　日

金融機関名

口座番号

　　　　　　　　　　　　　　　　本・支店・出張所

　　　　　　　　　　　　　　　　本・支店・出張所

１　住所

旧住所

新住所

３　金融機関等

変更前

（様式第8号）

待機児童支援事業補助金　住所・氏名・金融機関等変更届

（宛先）福岡市長

　申請者，交付対象児童の住所，氏名，支払先金融機関等の変更について福岡市待機児童支援事
業補助金交付要綱第14条第２項第１，２，３号の規定により，下記のとおり届出します。

氏　名

申
請
者

（

保
護
者
）

受　　付　　印

口座名義

口座名義

口座番号

支店名（店番）

金融機関名

支店名（店番）

預金種目

預金種目



認定番号

氏　名

　　（ウ）　他の市町村に転出した。

（※）本人が手書きしない場合は，記名押印してください。

備
考
欄

受　　付　　印

　　（イ）　利用可能な認可保育施設等にあっせんを受けたが，
　　　　　　個人的理由で入所しなかった。

（宛先）福岡市長

　待機児童支援事業補助金の交付要件が消滅しましたので，福岡市待機児童支援事業補助金交付要綱
第１４条第３項の規定により，上記のとおり届出します。

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）

イにおける児童の氏名

消滅の理由が発生した年月日 　　　　　年　　　　月　　　　日

　　交付要件が消滅した理由

　（該当するものを
　　　○で囲んでください。）

　ア　申請者が他の市町村に転出した。

　　（ア）　認可外保育施設を利用しなくなった。

　　（エ）　監護しなくなった。

　　（オ）　死亡した。

　　（カ）　その他（　　　　　　　   　　　　　　　　　　）

  ウ　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（様式第9号）

待機児童支援事業補助金交付要件消滅届

申

請

者

（

保

護

者

）

住　所

　イ　児童について次の事実が生じた。



(様式第 10 号) 

第      号 

   年    月    日 

 

                   様 

                     福岡市長 

 

 

待機児童支援事業補助金認定取消通知書 

 

 次のとおり待機児童支援事業補助金の認定を取り消しましたので通知します。  

 

１．対象児童名               

 

２．対象児童生年月日           年  月  日 

 

３．取り消し日                 年  月  日 

 

４．取り消しの理由                                            
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