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５ 応募資格 

(１)小規模保育事業所（創設）、家庭的保育事業所整備 

実施主体は問いませんが、以下をご確認ください。（本募集において新たに社会福祉

法人を設立して応募することはできません。） 

(１－1) 社会福祉法人及び学校法人 

設置・運営法人としての要件はありません。 

(１－2) 社会福祉法人及び学校法人以外の事業者 

次のア～クのすべての条件を満たす必要があります。 

ア 直近の会計年度において、応募者が事業を行っている場合は、応募者の全体の財務

内容について、３年以上連続して損失を計上していないこと。 

イ 本事業を経営するために必要な経済的基礎があること。 

（令和４年７月１日時点において、本事業の年間事業費の概ね６分の１以上に相当

する資金を普通預金等により有していること） 

ウ 応募者が児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 34 条の 15 第 3 項第 4 号に

該当しないこと。 

エ 応募者（応募者が法人にあっては、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ

らに準ずる者とする。）が、社会的信望を有するものであること。 

オ 次の（ア）及び（イ）のいずれにも該当するか、又は（ウ）に該当すること。 

（ア）施設長等の実務を担当する幹部職員が、保育所等 において２年以上勤務した

経験を有する者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる

者であるか、又は、経営者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこ

と。 

（イ）社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者（これに準

ずる者を含む。）及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会（事業の運営に

関し、事業所の設置者の相談に応じ、又は、意見を述べる委員会をいう。）を設

置すること。 

（ウ）経営者に、保育サービスの利用者（これに準ずる者を含む。）及び実務を担当

する幹部職員を含むこと。 

カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に掲げる暴力団及び

それらの利益となる活動を行う者が構成員の中に存在する団体に該当していないこと。 

キ 本事業を実施するにあたり、安全・安心の確保に疑義が生じていないこと。 

 ク 法人で応募する場合は、令和４年７月１日時点において法人が設立されていること。 

 

(２) 認可保育所（保育所型認定こども園含む）・幼保連携型認定こども園の分園設置 

実施主体は、大阪市内に本体となる認可保育所（保育所型認定こども園含む）・幼保

連携型認定こども園（以下「中心施設」という。）を設置経営する法人とします。 

なお、認可保育所の創設と同時に分園を設置することはできません。 

 

(３) 認可保育所（保育所型認定こども園含む）・幼保連携型認定こども園の増築 

   実施主体は、大阪市内に中心施設を設置経営する法人とします。 
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(４) 保育所型認定こども園への移行 

   実施主体は、大阪市内において現在、認可保育所を設置運営しており、当該園を今後

も継続して運営する法人とします。 

 

(５) 幼稚園型認定こども園への移行 

   実施主体は、大阪市内において現在、幼稚園を設置運営しており、当該園を今後も継

続して運営する法人とします。 

 

(６) 幼保連携型認定こども園への移行 

   実施主体は、大阪市内において現在、認可保育所、幼稚園、幼稚園型認定こども園、

保育所型認定こども園を設置運営しており、当該園を今後も継続して運営する学校法人

又は社会福祉法人とします。 

 

６ 設置・運営の条件 

(１) 小規模保育事業所（創設）、家庭的保育事業所整備 

※詳細は「地域型保育事業所 開設・運営の手引き」を参照してください。 

ア 設置にかかる条件 

（ア）「大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

26年大阪市条例第101号）」、「大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例（平成 26 年大阪市条例第 99 号）」及

びその他の関係法令に適合した事業所であること。 

（イ）現在認可を受けていない施設・事業所から給食搬入を受ける事業計画で応募す

ることはできない。ただし、企業主導型保育施設（子ども・子育て支援法第 7 条

第 10 項第 4 号ハに規定するものをいう。）からの給食搬入については、応募可

能な場合があります。詳細については、あらかじめご相談ください。 

（ウ）設置する事業所については、以下の要件を満たしていること。 

A 原則として土地・建物の登記等が適切に行われているとともに、安定的な運 

営が可能であること。 

B 建築確認済証及び検査済証の交付を受けており、建築基準法及び関係法令・            

通知などに則った手続き（用途変更等）を行うことができること。 

検査済証の交付を受けていない既存建物を活用する際は、次の(A)～(C)のいず

れかを提出するとともに、かつ次ページ C に準じ、現行の耐震基準を満たして

いる旨の報告書等が必要になります。ただし、Cについてはこども青少年局から

特定行政庁等に問い合わせし、場合によっては事業者選定の対象から除外とな

ることがあります。 

(A) 国土交通省の示す「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活

用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づき、指定検査

機関等にて法適合状況調査を行い、その状況を示す書類を提出すること。 

(B) 用途変更申請が必要な場合は、特定行政庁等と協議を済ませた既存状況報

告等の写しを提出すること。 

(C) 用途変更申請が不要な場合は、建築基準法第12条第1項に基づく建築物

定期調査結果書の様式の写しを提出すること。 

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000388097.html#tiikigatatebiki
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※用途変更について 

建築基準法第6条第1項第1号建築物の面積要件が100㎡超から200㎡超に変わっ

ております（令和元年6月25日付け施行）。 

 

検査済証を取得していない建物の用途変更・増築 

 

 

実態として建築物が適法ではない                  適法に工事を完了したが、検査を受けていない 

 

 

                       

 

 

                         200㎡超え                             200㎡以下             

 

 

                      用途変更申請必要                         用途変更申請不要       

 

 

                     既存状況報告書を作成                       建築基準法第 12条     

し、特定行政庁等へ提出                      第 1項の建築物定期      

調査結果書の様式に      

より法適合性を確認    

                            法適合性を確認できれば、                     できれば、その様式に     

既存状況報告書の写しを                      よりこども青少年局へ      

こども青少年局へ提出                        提出                    

                                 

                     

C 現行法上の耐震基準を満たし、耐震上問題がないこと。 

昭和 56 年 5 月 31 日以前に確認通知を受けた建物の場合、耐震調査を実施

し、耐震上問題のないもの、又は、選定後に改修を実施すること。（耐震診断

結果等耐震性が証明できるものの提出が必要です。） 

※ 応募する物件について、関係法令・通知などを遵守できることを予め確認す

る必要があります。 

イ 開所日 

日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日及び 12 月 29 日から１月３日

までの日を除く毎日 

ウ 開所時間 

乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を踏まえ、１日 11 時間以上とし、

8:30～16:30 を含むこと。 
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エ 受入対象 

   保育認定を受けた児童のうち生後６か月以上満３歳となる年度の末日までの子 

  オ 保育内容 

     入所児童の健全な育成に最適な保育環境を確保するとともに、厚生労働大臣が定

める「保育所保育指針」に準じ、その他関係法令に基づいて保育を実施すること。 

カ 連携施設との連携について 

 事業者は、次の（ア）～（ウ）に該当する連携協力を行う保育所、幼稚園又は認

定こども園（以下「連携施設」という。）を確保する必要があります。 

（ア）利用乳幼児に対する集団保育体験の機会の設定、保育の適切な提供に必要な事

業者等に対する相談、助言その他の保育内容に関する支援を行うこと。 

（イ）必要に応じて代替保育を提供すること。 

（ウ）小規模保育事業所を利用する乳幼児が３歳に達した後、引き続いて保育の提供

を行うこと。 

※ 「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」（平成

31 年厚生労働省令第 49 号）が平成 31 年 4 月 1 日付けで施行されたことを受

け、連携施設の確保の猶予を令和 7 年 3 月 31 日まで受けることができます。 

 

(２) 認可保育所の分園設置 

※詳細は「認可保育所の開設・運営について」を参照してください。 

ア 設置場所・中心施設との関係 

（ア）原則として中心施設と同一区内において、募集地域内に設置すること。 

（イ）中心施設の所長のもとに、中心施設と一体的に施設運営が行われること。 

（ウ）中心施設との距離は、通常の交通手段により 30 分以内の距離を目安とする。 

ただし、中心施設と同一の敷地内に分園を設置することはできない。 

（エ）分園に調理室を設置せずに中心施設で調理した給食を提供する場合、分園の

設置場所は、中心施設での調理後、分園入所児童に提供するまでの時間を 30 分

以内とすることができる範囲内とすること。 

（オ）分園の入所児童が、対象年齢終了後、引き続き中心施設において保育を受ける 

ことができるようにすること。 

イ その他設置にかかる条件 

（ア）「大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24 年大

阪市条例第49号）」「保育所分園の設置運営について（平成10年4月9日児発第302

号）」「大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例（平成 26 年大阪市条例第 99 号）」及びその他の関係法令に適合

した施設であること。 

（イ）分園の土地及び建物については、原則として設置主体の自己所有であること。 

ただし、次の条件を満たす場合は、賃貸物件でも設置することができます。 

A 継続的かつ安定的に事業が実施できる程度の期間（10 年以上を目安とする）

について、地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。 

ただし、事業実施に合わせ、登記を行うことができない特別の事情がある場

合において、分園における事業運営が困難となった場合に中心保育所におい

て保育を行うことができるなど適切な対応が取られている場合はこの限りで

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000388097.html#ninnkatebiki
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はない。 

B 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃

借料を支払い得る財源が確保されており、収支予算書に適正に計上されてい

ること。 

（ウ）建物については、（イ）のほか次の要件を満たすこと。 

A 建築確認済証及び検査済証の交付が確認されており、建築基準法及び関係法

令・通知などに則った手続き（用途変更等）を行うことができること（検査

済証紛失等の場合、台帳記載事項証明書の提出可）。 

※ 詳細は 39・40ページをご参照ください。 

B 現行法上の耐震基準を満たし、耐震上問題がないこと。 

昭和 56 年 5 月 31 日以前に確認通知を受けた建物の場合、耐震調査を実施

すること。なお、耐震基準を満たしていない場合は、認可を受けるまでに改

修し、耐震基準を確保することを条件に応募可とします。（耐震診断結果等

耐震性が証明できるものの提出が必要です） 

ウ 開所日 

日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日及び 12 月 29 日から１月３日

までの日を除く毎日 

エ 開所時間 

保育標準時間の認定を受けた児童が入所できるように１日 11 時間以上とし、

8:30～16:30 を含むこと。 

ただし、児童の処遇や保護者との連絡体制等を十分確保したうえで、分園の入所

児童が対象年齢終了後に引き続き中心施設において保育を受けることに支障がない

限り、中心施設と分園の開所時間に差を設けることは可能である。 

オ 受入年齢 

    原則、生後６か月から小学校就学前まで。 

カ 保育内容 

（ア）入所児童の健全な育成に最適な保育環境を確保するとともに、厚生労働大臣が

定める「保育所保育指針」に従い、その他の関係法令に基づいて保育を実施す

ること。 

（イ）区保健福祉センターの要請に応じて、障がい児保育事業を実施すること。 

キ 研修の実施 

（ア） 業務に従事する職員の資質向上を図るため、保育等に関する必要な研修を行う

こと。 

（イ） 本市が実施する民間保育所職員を対象とする研修に参加すること。 

ク 給食 

（ア） 主食、副食ともに提供すること（完全給食）。また、自園調理し提供すること。 

（イ） 離乳食やアレルギー食等、配慮を要する児童の対応食など、個々に配慮した

「食」の提供を行うこと。 

ケ 保護者費用徴収 

（ア） 通常、保育に必要となる諸経費については、委託費によって賄われるので、特

別保育（延長保育・一時保育・休日保育等）にかかる利用料、委託費に含まれ

ない必要経費を除き、保護者から費用を徴収することはできません。 
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※ 委託費に含まれない必要経費とは、３歳以上児の給食代、児童に帰属するもの

（制服・個人で使用する保育用品）等であり、徴収する際には、重要事項説明

書により保護者に対し使途を明確に示し、承諾を得る必要があります。 

（イ） 入所（予定）児童の保護者に対して、協力金等の名目による金品の徴収、寄付

金の強要等はしないこと。 

 

(３) 認定こども園の移行創設、分園設置 

※詳細は「認定こども園の開設・運営について」を参照してください。 

ア 設置場所・中心施設との関係（分園設置の場合） 

（ア） 原則として中心施設と同一区内において、募集地域内に設置すること。 

（イ） 中心施設の施設長のもとに、中心施設と一体的に施設運営が行われること。 

（ウ） 中心施設との距離は、通常の交通手段により 30 分以内の距離を目安とする。

ただし、中心施設と同一の敷地内に分園を設置することはできない。 

（エ） 分園に調理室を設置せずに中心施設で調理した給食を提供する場合、分園の設

置場所は、中心施設での調理後、分園の児童に提供するまでの時間を 30 分以

内とすることができる範囲内とすること。 

（オ） 分園の児童が、対象年齢終了後、引き続き中心施設において保育を受けること

ができるようにすること。 

イ その他設置にかかる条件 

（ア）「大阪市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成26年大阪市条例第100号）」、「大阪市幼保連携型

認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例（平成 28 年大阪

市条例第 86 号）」、「幼保連携型認定こども園において新たに分園を設置す

る場合の取扱いについて（平成 28 年８月８日雇児発第 0808 第１号）」、

「大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成 26 年大阪市条例第 99 号）」及びその他の関係法令に適合し

た施設であること。 

（イ）分園の土地及び建物については、原則として設置主体の自己所有であること。 

ただし、次の条件を満たす場合は、賃貸物件でも設置することができます。 

A 継続的かつ安定的に事業が実施できる程度の期間（10 年以上を目安とする。）

について、地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。 

ただし、事業実施に合わせ、登記を行うことができない特別の事情がある場

合において、分園における事業運営が困難となった場合に中心保育所において

保育を行うことができるなど適切な対応が採られている場合はこの限りではな

い。 

B 賃借料は、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃

借料を支払い得る財源が確保されており、収支予算書に適正に計上されている

こと。 

（ウ）建物については、（イ）のほか次の要件を満たすこと。 

A 建築確認済証及び検査済証の交付が確認されており、建築基準法及び関係法

令・通知などに則った手続き（用途変更等）が行うことができること。※詳細

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000388097.html#ninnkotebiki
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は 39・40 ページをご参照ください。 

B 現行法上の耐震基準を満たし、耐震上問題がないこと。 

昭和 56 年 5 月 31 日以前に確認通知を受けた建物の場合、耐震調査を実施

し、耐震上問題のないもの、又は、耐震基準を満たしていない場合は、選定後

に改修を実施すること。（耐震診断結果等耐震性が証明できるものの提出が必

要です） 

ウ 開園日 

日曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日及び 12 月 29 日から１月３日

までの日を除く毎日 

エ 開園時間 

保育標準時間の認定を受けた児童が入園できるように 1 日 11 時間以上とし、分

園の設置を行う場合については、基本的に中心施設に準じること。 

ただし、児童の処遇や保護者との連絡体制等を十分確保したうえで、分園の児童

が対象年齢終了後に引き続き中心施設において保育を受けることに支障がない限り、

中心施設と分園の開所時間に差を設けることは可能である。 

オ 受入年齢 

   原則、生後６か月から小学校就学前まで。 

 カ 利用料 

    利用契約は園の運営法人が利用者と直接行い、大阪市の基準に基づく利用者負担

額を利用者から直接徴収すること。 

キ 子育て支援事業 

     地域のニーズに応じて、以下から１つ以上の事業を実施する必要があります。い

ずれも児童だけでなく、地域の子育て家庭が対象です。ただし、大阪市からの委託

及び補助事業については対象外となります。 

（ア） 親子の集いの場の提供等による情報提供・相談支援事業 

（イ） 地域の家庭に対する情報提供・相談支援事業 

（ウ） 一時預かり事業 

（エ） 保護者と地域の子育て支援団体等との連絡・調整事業 

（オ） 地域の子育て支援者に対する情報提供・助言事業 
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７ 整備等にかかる補助金 

施設整備に必要な補助金は、応募いただいた案件が国の保育所等整備交付金及び保育

対策総合支援事業費補助金のうち、いずれかの対象事業となった際に本市負担分を加算

したうえで本市から事業者へ交付します。なお、上記制度の一部については現時点で案

であり変更される可能性があるため、以下にお示しする補助金額は保障されたものでは

ありません。 

事業類型 補助金の種類 

小規模保育事業所 A 型又は B 型 
(１) 小規模保育事業所整備にかかる補助 

【＋(５) 認可外施設からの移行にかかる補助金】 

認可保育所 

増築 (２) 増築にかかる補助 

分園 

設置 

建設整備 (３) 建設整備にかかる補助 

賃貸改修 
(４) 分園賃貸改修にかかる補助金 

【＋(６) 保育所分園の賃借料加算補助】 

認定こども園 

※ 

移行 (３) 建設整備にかかる補助 

増築 (２) 増築にかかる補助 

分園 

設置 
建設整備 

(３) 建設整備にかかる補助 

(４) 分園賃貸改修にかかる補助 

※認定こども園については、保育部分のみを新たに整備する場合を以下に記載してお

り、既存施設の改修や教育部分を合わせて整備する場合は金額が異なることがあり

ます。 

 

(１) 小規模保育事業所Ａ型又はＢ型の創設（保育対策総合支援事業費補助金の例） 

既存物件を改修して、小規模保育事業所の設置をするにあたり要する費用の一部を 

補助します。 

  ア 補助対象者 

  既存建物を改修して小規模保育事業所の設置をする場合に資金を必要とする事業者 

  イ 補助対象経費 

    小規模保育事業の整備に必要な工事請負費、実施設計費及び設計監督料等（工事費 

又は工事請負費の 2.6％に相当する額を限度額とします。） 

  なお、現存し、かつ、基準を満たしている設備の交換、機能向上及び美装化等につ 

いては補助対象外とします。 

  ウ 補助基準額 

    10,000千円（上限） 

エ 補助金交付額 

「ウの補助基準額」と「イの補助対象経費」と「総事業費から収入を差し引いた 

額」を比較して少ない方の額を補助基本額とし、補助基本額に４分の３を乗じて得た

額（千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額）を補助金交付額（上限）と

します。 
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例）補助金交付額（上限）の算出方法             （単位：千円） 

補助基準額 
 

施設整備に 

かかる事業費 

から算定 

 

 

 

 

(２) 認可保育所（保育所型認定こども園含む）又は幼保連携型認定こども園の増築（保育

所等整備交付金の例） 

認可保育所（保育所型認定こども園については保育を実施する部分に限る。）又は

幼保連携型認定こども園の保育を実施する部分を増築する場合に要する費用の一部を

補助します。 

ア 補助対象者 

認可保育所（保育所型認定こども園については保育を実施する部分に限る。）又は

幼保連携型認定こども園の保育を実施する部分を増築するにあたり資金を必要とする

法人 

イ 補助対象経費 

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費（工事施行のため直接必要な事務に

要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、そ

の額は工事費又は工事請負費の 2.6％に相当する額を限度額とします。）及び実施設計費 

    なお、次に掲げる費用については対象外とします。 

    ・土地の買収又は整地に関する費用 

    ・職員の宿舎に要する費用 

    ・その他施設整備費として適当と認められない費用 

※ 認可保育所等以外の目的で使用する場所と併せて整備する場合は、面積等によ

り按分します。 

ウ 補助基準額 

認可保育所の増築 

整備定員 

 

本体工事費 

(１施設当たり) 

設計料加算 

(１施設当たり) 

開設準備加算    

(整備定員１人当たり) 

71～100人 144,400千円 7,220千円 16千円 

   （試算例）80人定員→99人定員（＋19人定員増）における補助金額 

補助基準額 

＝｛144,400千円＋7,220千円＋（16千円×99人）｝×19人/99人 

＝29,402千円 

 

総事業費 12,000 

寄付 1,500 総事業費から収入を差し引いた額③10,500 

補助対象経費（イ）②11,000 

 
対象外 1,000 

補助基準額（ウ） ①10,000 

補助金交付額（上限）：①②③で一番少ない額を基本額とし、4 分の３を乗じる 

 → ①10,000千円×3/4＝7,500 千円 
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エ 補助金交付額  

「ウの補助基準額」と「イの補助対象経費の３分の２」と「総事業費から収入を差

し引いた額の3分の２」とを比較していずれか少ない方の額を補助基本額とし、補助

基本額に8分の１を乗じた額を市負担額として加えた額を補助金交付額（上限）とし

ます。 

例）補助金交付額（上限）の算出方法              （単位：千円） 

整備定員 

により算定 

 

施設整備に 

かかる事業費 

から算定 

 

 

 

 

(３) 認可保育所（保育所型認定こども園含む）又は幼保連携型認定こども園の分園の創

設、保育所型認定こども園又は幼保連携型認定こども園への移行創設（保育所等整備交

付金の例） 

認可保育所又は幼保連携型認定こども園の分園の創設、保育所型認定こども園又は幼

保連携型認定こども園に移行創設する場合に要する費用の一部を補助します（ただし、

保育を実施する部分にかかる費用）。 

ア 補助対象者 

認可保育所又は幼保連携型認定こども園の分園の創設、保育所型認定こども園又は 

幼保連携型認定こども園に移行創設するにあたり資金を必要とする法人 

イ 補助対象経費 

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費（工事施行のため直接必要な事務に 

要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、 

その額は工事費又は工事請負費の 2.6％に相当する額を限度額とします。）及び実施設計費 

    なお、次に掲げる費用については対象外とします。 

 土地の買収又は整地に関する費用 

 職員の宿舎に要する費用 

 その他施設整備費として適当と認められない費用 

ウ 補助基準額 

認可保育所の分園（創設） 

整備定員 
本体工事費 

(１施設当たり) 

設計料加算 

(１施設当たり) 

開設準備加算    

(整備定員１人当たり) 

20人以下 80,000千円 4,000千円 37千円 

（試算例）19人定員の分園創設（建設整備、土地借料加算除く） 

    補助基準額＝80,000千円＋4,000千円＋（37千円×19人）＝84,703千円 

補助基準額（ウ） ①200,000 

総事業費 400,000 

寄付 70,000 総事業費から収入を差し引いた額 330,000 

×2/3 ＝ ③220,000 

補助対象経費（イ）360,000 

    ×2/3 ＝ ②240,000 

 

対象外 40,000 

 

補助金交付額（上限）：①②③で一番少ない額を基本額とし、８分の１を加算。 

 →①200,000 千円×（１＋1/8）＝225,000 千円 
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エ 補助金交付額 

「ウの補助基準額」と「イの補助対象経費の３分の２」と「総事業費から収入を差

し引いた額の3分の２」とを比較（※）していずれか少ない方の額を補助基本額と

し、補助基本額に8分の１を乗じた額を市負担額として加えた額を補助金交付額（上

限）とします。 

    ※比較の考え方は47ページ「エ 補助金交付額」の記載例参照 

 

(４) 認可保育所又は幼保連携型認定こども園の分園を改修（保育対策総合支援事業費補助

金の例） 

既存物件を改修して、認可保育所又は幼保連携型認定こども園の分園を改修するに 

あたり要する費用の一部を補助します。 

  ア 補助対象者 

  既存建物を改修して認可保育所または幼保連携型認定こども園の分園設置をする場 

合に資金を必要とする事業者 

  イ 補助対象経費 

    認可保育所又は幼保連携型認定こども園の整備に必要な工事請負費、実施設計費及び 

設計監督料等（工事費又は工事請負費の 2.6％に相当する額を限度額とします。） 

  なお、現存し、かつ、基準を満たしている設備の交換、機能向上及び美装化等につ 

いては補助対象外とします。 

ウ 補助基準額 

  24,000千円（上限） 

エ 補助金交付額 

「ウの補助基準額」と「イの補助対象経費」と「総事業費から収入を差し引いた 

額」を比較して少ない方の額を補助基本額とし、補助基本額に４分の３を乗じて得た

額（千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額）を補助金交付額（上限）と

します。 

 ※比較の考え方は47ページ「エ 補助金交付額」の記載例参照 

例：補助基準額24,000千円×３/４＝18,000千円（補助金交付額上限） 

 

(１)～(４)の各補助金を使って工事の施工を行う業者の決定については、下記の内容に

より行っていただきます。 

 工事業者は、本市の入札方法に準じて、大阪市入札参加資格業者より入札で決定

する必要があります。なお、公告等も含め、入札の執行については、事業者自身

で行っていただく必要があります。 

 入札等において不正等が発覚した場合は、補助金の返還や事業実施者としての選

定を取り消すこともあります。 

 実施設計（※）及び工事請負契約については、補助金交付決定後の締結となりま

すので、整備計画については、それを考慮の策定してください。 
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例）10月に結果公表した場合の工事契約までの流れ（保育所等整備交付金） 

 

 10 月 11 月 12 月 1 月～ 

応募事業者 
 

 
  

大阪市   
  

国   （中旬）   

 ※ 保育対策総合支援費補助金を活用した場合（(1)小規模保育事業所 (4)分園の改

修整備）については、国の補助金内示はありませんので、結果公表後すぐに補助金

申請が可能です。 

※ 実施設計については、やむを得ない場合、補助金内示後（保育対策総合支援費補

助金の場合は結果公表後）に契約締結が可能です。詳細等はあらかじめお問い合わ

せください。 

・小規模保育事業所・認可保育所・幼保連携型認定こども園を廃止した場合、運営

した期間に応じて補助金の返還が生じることがあります。 

 

(５) 認可外保育施設から小規模保育事業所A型又はB型への移行にかかる補助 

新しく小規模保育事業所A型又はB型を整備する場合の補助金については、上述した

(１)のとおりですが、現行の施設を改修する場合の補助や、移転にかかる補助、認可施

設に移行するまでの間の運営費補助については以下に記載するとおりとなります。 

 整備補助金 移転費補助金 運営費補助金 

現行の施設を改修

し、施設整備 

イ(ア)認可化移行 

改修費支援 
－ 

イ(ウ)認可化移行 

運営費支援 施設を移転し、新施

設を整備 

上述した 

(１)の補助 

イ(イ)認可化移行 

   移転費支援 

   

ア 補助対象となる認可外保育施設 

（ア）小規模保育事業所（A・B 型）に移行する予定の認可外保育施設（企業主導型保育事

業及び居宅訪問型保育事業を目的とする事業者は除く。以下、「当該施設」という。）

を大阪市内に設置し、当該施設について、令和３年４月１日以前に開設し、児童福祉

法第 59条の２に基づく認可外保育施設設置届を提出していること。 

なお、令和３年４月１日以前から開設しているものの、令和３年４月１日以降に施設

の設置場所を移転していた場合（大阪市内での移動に限る。）も対象とします。 

（イ）当該施設において、１日４時間以上かつ週５日以上の教育・保育の実施を内容とする

利用契約に基づき当該施設を利用している０～２歳児のこどもの数（児童数）が、令

和３年４月から令和３年 12 月（長期休暇で月に１日も教育・保育の提供を設定して

いない月がある場合はその月を除く。）までの各月１日時点（令和３年４月について

は利用開始日時点）すべてにおいて１人以上いること。 

（ウ）令和５年４月 1 日に小規模保育事業所（A・B 型）に移行する認可化移行計画を策定

すること。認可化移行計画については、施設設備面での課題解決や保育人材確保等を

踏まえて策定すること。 

 

結果公表 

補助金内示 

補助金交付決定 

契約は交付決定後 

約１か月 

（下旬） 補助金申請 
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イ 補助内容 

（ア）認可化移行改修費支援補助 

【補助対象経費】 

認可保育所または小規模保育事業所（A型・B型）の認可基準を満たすための 

改修等整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費（工事施工のため直接

必要な事務に要する費用であって、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等を

いい、その額は工事費又は工事請負費の2.6％に相当する額を限度とします。）

及び実施設計費等 

なお、現存し、かつ、基準を満たしている設備の交換、機能向上及び美装化等 

については補助対象外とします。 

    【補助基準額】 

 

 

 

【補助金交付額】 

  補助金の額は、上記の「補助基準額」と「補助対象経費」と「総事業費から収

入を差し引いた額」とを比較していずれか少ない方の額を補助基本額とし、補助

基本額に4分の3を乗じて得た額（千円未満の端数がある場合は、これを切り捨

てた額） 

（試算例）調理室やトイレの設備を改修し、認可保育所に移行する場合 

 補助基準額10,000千円×3/4＝補助金交付額7,500千円（補助上限） 

（イ）認可化移行移転費支援補助 

【補助対象経費】 

 現行の施設では、立地場所・建物の構造や敷地面積等の制約上、「児童福祉

施設設備運営基準」または「家庭的保育事業等設備運営基準」を満たすことが

できない場合の移転等に必要な費用 

【補助基準額】 

  1,200千円 

【補助金交付額】 

補助金の額は、上記の「補助基準額」と「補助対象経費」を比較していずれ

か少ない方の額とします。     

（ウ）認可化移行運営費支援補助 

     認可施設への移行計画を策定した認可外保育施設に対し、認可施設への移行ま

での間の運営費を補助します。 

 

ウ その他 

上記（ア）～（ウ）の補助金について、認可化移行計画の期間内に認可施設に移行出

来なかった場合、補助金の返還が必要になります。ただし、特段の理由がある場合はこ

の限りではありません。 

 

 

 

移行先施設 補助基準額（補助金交付額上限） 

小規模保育事業所（A型・B型） 10,000千円 （7,500千円） 
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(６) 保育所分園の賃借料加算補助制度の創設 

待機児童・利用保留児童の多い０～２歳児の入所枠について、特に需要の高い都心部

での効果的な整備を進めるため、既存保育所が新たに分園を開設後、当該分園に対し公

定価格の建物賃借料加算相当（または差額分）を10年程度助成する制度を実施する予

定です。 

なお、対象地域は、地価の高い７区（北区、福島区、中央区、西区、天王寺、浪速

区、阿倍野区）の施設整備補助金の対象となっている区の整備補助対象地域（募集地域

A・B・C）とします。 

 

８ 欠格事項 

 大阪市契約関係暴力団等排除措置要綱別表各号に掲げる次のいずれかに該当する事業

者は、選定を受けることができません。 

(１) 応募者又はその役員等が、暴力団員であると認められるとき 

(２) 応募者又はその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は     

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると

認められるとき 

(３) 応募者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上

の利益を不当に与えたと認められるとき 

(４) 応募者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社会的

に非難されるべき関係を有していると認められるとき 

(５) 応募者又はその役員等が、下請契約、資材、原材料の購入契約又はそのほかの契約に

当たり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、上記(1)～(4)に該当す

る者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき 

 

９ 失格事項 

 次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者選定の対象から除外します。 

(１) 選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合 

(２) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(３) 提出書類の記載内容に齟齬があった場合 

(４) この要項に違反又は著しく逸脱した場合 

(５) その他不正行為があった場合 

 

  


