
令和３年８月時点 

「保育士宿舎借上げ支援事業」に関するＱ＆Ａ 

 

１ 制度について 

Ｑ１ どのような場合，補助対象となるのか。 

盛岡市内の私立保育所等※１を運営する事業者（法人等）が，宿舎を借り上げ，雇用する保育士を

入居させた場合に、費用の一部を補助するものです。 

※１ 市内の私立保育所等とは，認可保育所（公立を除く），認定こども園，地域型保育事業所，

企業主導型保育事業所です。 

Ｑ２ 補助内容（令和３年度分）について 

【対象となる経費】 

雇用する保育士向けの宿舎の借上げに係る経費のうち，①賃借料，②共益費（管理費），③更新

料を対象とします。 

【補助額】 

補助対象となる経費の合計月額を補助金基準額とし，１戸あたりの補助基準額の 3/4までの額。

ただし，残りの 1/4 は事業者の負担となります。（対象の保育士から宿舎使用料等を徴収している

場合は，当該金額を差し引いた額を補助対象額とします。） 

補助を受ける時期によって，補助金額が異なります。また，算出した補助金額に，10 円未満の

端数がある場合は切り捨てとなります。 

①令和２年度までに補助を受けている場合※２ 

月額 41,250円上限（補助基準額（月額 55,000円上限）の 3/4以内の額） 

②令和３年度から補助を受ける場合 

月額 39,000円上限（補助基準額（月額 52,000円上限）の 3/4以内の額） 

※２ 令和２年度の末日までに市の補助を受けて借上げられた宿舎であって，令和２年度の末日か

ら引き続き同じ保育士を居住させている宿舎の場合 

【補助期間】 

事業者に採用されてから５年以内，かつ事業者が借り上げた宿舎に入居し，宿舎の所在地に住民

登録している期間となります。 

※補助金の申請は単年度ずつになります。 

Ｑ３ どのような宿舎を借り上げた場合，補助対象になるのか。 

事業者が宿舎等を所有する貸主と不動産賃貸借契約を締結し，保育士用宿舎として借り上げ，保

育士が入居している宿舎が補助対象となります。なお，盛岡市外の宿舎でも対象となりますが，市

外に宿舎を借り上げる理由について書面でのご説明をお願いします。 

申請者である法人やその役員・従業員等が所有する宿舎を貸与している場合は対象となりませ

ん。 

Ｑ４ 補助の対象となる期間は 

【開始日】 

宿舎を事業者が借り上げ，条件を満たした保育士が入居してからの経費が補助対象となります

が，具体的には，次の中の最も後に生じた日が対象期間の開始日になります。 

（1）採用日当日 
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（2）宿舎への入居日（住民票の「住定日」の当日） 

（3）賃貸借契約上の入居日当日 

【終了日】 

次のどちらか先に生じた日が対象期間の終了日になります。 

（1）退職日当日 

（2）宿舎からの転居日（住民票の「住定日」の当日） 

Ｑ５ 事業者が，雇用する保育士へ住居手当を支給している場合は補助対象となるか。 

保育士本人へ住居手当を支給している場合は，補助対象となりません。 

Ｑ６ 給与規程等の改定は必要か。 

当該補助金は，住居手当が支給されていないことが要件になっていることから，給与規程等に定

める「住居手当」の支給要件等に変更が生じることが考えられます。また，補助対象となる保育士

から賃借料の一部の負担を求める場合についても，諸規程の制定や一部改正などが必要と考えられ

ます。 

Ｑ７ １棟でも１戸でも補助対象になるか。 

どちらでも補助対象となります。ただし，どちらの場合も，要件を満たしている保育士が入居し

ている戸数のみが補助対象となります。 

Ｑ８ 現在保育士が個人で借りている住居を，補助対象とすることはできるのか。 

補助対象となる宿舎の要件は，「保育施設を運営する事業者が，市内の保育施設に従事する保育

士のために借り上げる宿舎」となっており，事業者が直接借り上げていることが要件となります。

そのため，保育士個人と貸主間の賃貸借契約になっている住居は補助対象となりません。 

このような場合は，当該住居を事業者と貸主間による賃貸借契約に変えることで補助対象とする

ことができます。ただし，事業者と貸主間の賃貸借契約の開始日が補助対象の起算日となります。 

Ｑ９ シェアハウスなど１つの宿舎に複数人で居住している場合は，補助はどのようになるのか。 

世帯状況等により，補助金額の算定方法等が異なります。保育士の世帯状況等をよく確認のうえ，

当課にご相談をお願いします。 

 

＜例＞ Ａさん（勤続 10年目），Ｂさん（勤続３年目）の２人で，それぞれ別世帯で入居している

場合 

Ａさんは補助対象になりませんが，Ｂさんは補助対象になります。Ｂさんの専有面積※３に応じて，

賃借料を案分したうえで，補助金額を算定する。ただし，Ａさんに住居手当が支給されている場

合は，補助対象にならないことも考えられます。 

※３ 専有面積による判断が難しい場合は，賃借料の１／２の額。 

Ｑ10 単身者でないと補助対象とならないか。（同居の親族等がいる場合） 

単身者であることを要件としておりませんが（家族と同居も可），補助対象となる保育士が主と

して生計を支えている場合に対象となります。 

※所得状況の確認が必要と判断される場合は、別途関係書類の提出を求めることがあります。 

Ｑ11 宿舎を貸すという現物給付になるが，本来は，本人が家賃を支出しなければならないところ，

支出がないという点について，所得税の関係はどうなるか。 

最寄りの税務署にお問い合わせ願います。 

Ｑ12 家族と同居の場合，どのような基準で補助対象の保育士が主たる生計者と判断すればよいの

か。 
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宿舎における同居の状況については，園で確認いただくこととなります。同居者に収入があった

場合は，家族の所得を確認するための資料を請求することが考えられます。この場合，所得を確認

した書類は当課へも提出いただくこととなりますので，判断に迷った場合は当課にご相談くださ

い。 

Ｑ13 補助金は何年活用することができるか。 

国の補助の動向にもよりますが，最長で５年活用することができます。 

Ｑ14 同居する家族に住居手当があった場合は補助の対象となるか。 

補助対象になりません。 

Ｑ15 この補助を利用しないという選択も可能なのか。 

可能です。 

 

２ 対象経費・補助金額の計算について 

Ｑ16 対象経費，月額基準額，補助金額とは 

「Ｑ２ 補助内容について」をご覧ください。 

Ｑ17 保育士本人が一部家賃を支払っている場合の補助金額の計算方法は。  

保育士本人が家賃の一部を負担している場合は，本人負担分を除いた金額が補助対象となりま

す。 

【参考】 

＜例１＞ 賃借料等 30,000円，本人負担額なしの場合 

【月額基準額】「30,000円」と「月額基準額上限の52,000円」のうち小さい額の「30,000

円」となります。 

【補助金額】22,500円：「月額基準額 30,000円」の３／４ 

＜例２＞ 賃借料等 80,000円，本人負担額なしの場合 

【月額基準額】「80,000円」と「月額基準額上限の52,000円」のうち小さい額の「52,000

円」となります。 

【補助金額】39,000円：「月額基準額 52,000円」の３／４ 

＜例３＞ 賃借料等 50,000円，本人負担額が 10,000円の場合 

【月額基準額】「40,000 円（50,000 円－10,000 円）」と「月額基準額上限の 52,000

円」のうち小さい額の「40,000円」となります。 

【補助金額】30,000円：「月額基準額 40,000円」の３／４ 

＜例４＞ 賃借料等 70,000円，本人負担額が 10,000円の場合 

【月額基準額】「60,000 円（70,000 円－10,000 円）」と「月額基準額上限の 52,000

円」のうち小さい額の「52,000円」となります。 

【補助金額】39,000円：「月額基準額 52,000円」の３／４ 

＜例５＞ 賃借料等 62,000円，本人負担額が 10,000円の場合 

【月額基準額】「52,000 円（62,000 円－10,000 円）」と「月額基準額上限の 52,000

円」が同額のため，「52,000円」となります。 

【補助金額】39,000円：「月額基準額 52,000円」の３／４ 
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Ｑ18 ４月１日付採用の保育士が３月中に入居した場合，３月分家賃は補助対象となるのか。 

法人等が借り上げた宿舎に，保育士が入居し，雇用された日から補助対象となるため，３月分家

賃は対象となりません。 

Ｑ19 ４月から入居したが，４月分の家賃を３月中に支払った場合は補助対象となるのか。 

賃貸借契約に基づき支払われている４月分の家賃であれば対象になります。 

Ｑ20 保育士が年度途中で退職や転出等により補助対象外となる場合，補助金額の計算方法は。 

①退職日当日，②宿舎からの転居日（住民票の「住定日」の当日），のどちらか先に生じた日まで

が対象期間になります。 

①契約書上の賃借料等を当該月の日数で日割り計算した額と，②実際に支払った賃借料等の額（賃

貸借契約上すでに日割り計算されている場合）のいずれか小さい額が月額基準額となります。 

 

＜例＞ 退職日３月 15 日，住民票の「住定日」３月 10 日，支払った３月分家賃 50,000 円（契約

上の月額）の場合 

【補助期間】３月１日から住民票の「住定日」の当日である３月 10日までの 10日間 

【月額基準額】50,000円を日割り（÷31日×10日）した，16,120円 

【補助金額】「月額基準額 16,120円」の３／４で，12,090円となります。 

Ｑ21 保育士が月途中で入居や転入により補助対象となる場合，補助金額の計算方法は。 

①採用日当日，②宿舎への転入日（住民票の「住定日」の当日），③賃貸借契約上の入居日当日，

の中の最も後に生じた日からが対象期間になります。 

①契約書上の賃借料等の月額を当該月の日数で日割り計算した額と，②実際に支払った賃借料等の

額（賃貸借契約上すでに日割り計算されている場合）のいずれか小さい額が月額基準額となります。 

 

＜例＞ 採用日６月 10日，住民票の「住所を定めた年月日」６月 15日，賃貸借契約上の入居日６

月１日，支払った６月分家賃 45,000円（契約上の月額）の場合 

【補助期間】採用日６月 15日から６月 30日までの 16日間 

【月額基準額】45,000円を日割り（÷30日×16日）した，24,000円 

【補助金額】「月額基準額 24,000円」の３／４で，18,000円 

Ｑ22 敷金・礼金は本人負担か。 

国で補助対象としていないため，敷金・礼金については補助の対象に含めておりません。本人か

法人のいずれかで負担いただく必要があります。どちらで負担いただいても制度上は差し支えあり

ませんが，法人と入居する保育士の間で事前に負担区分などについて合意しておくことが望ましい

と思われます。 

Ｑ23 駐車場代は補助対象とならないが，どのように園で支払すればよいのか。 

家賃等と併せて法人から貸主へ支払っていただいて差し支えありません。保育士本人が負担する

ことも可能ですが，法人と入居する保育士の間で事前に負担区分などについて合意しておくことが

望ましいと思われます。 

 

３ 補助対象保育士について 

Ｑ24 補助対象保育士の条件は。 

平成 26 年度以降に新規採用された方，又は採用された日から起算して５年目までの常勤保育士
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となります。 

Ｑ25 保育施設を運営する法人等に採用されて６年目になる保育士が，同じ法人等が運営する他の

園に異動して１年目という場合，補助対象になるか。 

補助対象となる保育士は，法人等に採用されて５年以内が補助期間となります。 

同法人等に採用されて６年目になる方が，異動して新たな市内の保育施設では１年目であっても

補助対象となりません。 

Ｑ26 現在，採用後５年以上の保育士資格を有していない職員がいるが，保育士資格を取得した場

合，補助対象となるか。 

新たに常勤保育士として採用されることになれば，補助対象となります。任用替えなどによる継

続採用の形態で，法人等に採用された日から起算して５年を超えてしまう場合は，補助対象となり

ません。 

Ｑ27 保育士以外の職員は対象になるのか。 

補助対象となりません。保育士のみが補助対象となります。 

保育士の資格を有しているが，保育業務に携わっていない職員は補助対象になりません。 

Ｑ28 市内の宿舎に居住している保育士で，市外の保育施設等に勤務している者は補助対象となる

のか。 

補助対象となりません。市内の保育施設に勤務している保育士が補助対象となります。 

Ｑ29 常勤であれば，パートでも良いのか。また，施設長や園長は対象になるのか。 

常勤とは，１日６時間以上，かつ，月 20日以上の勤務であれば，雇用形態は問わないことから，

パートでも補助対象となります。ただし，施設長や園長は補助対象となりません。 

Ｑ30 産休中や育休中は補助対象となるのか。また，休職中の職員は補助対象となるのか。 

雇用が継続されている場合は，補助対象となります。 

Ｑ31 同一法人内の異動は補助対象となるのか。 

原則として補助対象となります。ただし，市外の園に異動した場合は，補助対象となりません。

また，市外の園から市内の園に異動になった場合，一度対象になっている保育士が，保育施設の都

合で対象外になっていることから，再度補助対象にすることはできません。 

Ｑ32 職員が特段の事情（介護等）により一度退職し，改めて同法人等の同施設に再就職した場合

は補助対象となるのか。 

一度退職したことから，補助対象となりません。なお，休職という取扱いであれば補助対象とな

ります。 

Ｑ33 養成校を卒業したばかりの新採用職員でなくても対象となるか。 

対象となります。転職により新たに採用されて，Ｑ24 の条件を満たす方は対象です。年齢制限

は設けていません。補助対象者にならない保育士とのバランスを考え，園で基準等を作成し，園と

して対象とするかを判断してください。 

Ｑ34 現在，実家から通っているが，これを機にアパートへ住むといった５年以内の保育士は対象

となるか。 

対象にできますが，補助対象者にならない保育士とのバランスを考え，園で基準等を作成し，園

として対象とするかを判断してください。 

Ｑ35 補助期間が終了したら，保育士には退去してもらうのか。 

補助期間が終了するなどして保育士が補助の要件を満たさなくなった場合は，当該保育士に宿舎

を退去してもらう，宿舎の賃借契約者を事業者から保育士に変更してそのまま住み続けられるよう
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にする，法人が保育士から家賃を徴収する，などの選択肢が考えられます。取扱いは予め規程に定

めるなどして法人で決めていただき，入居する保育士の理解を得るようお願いします。 

４ 事務手続き等について 

Ｑ36 補助金交付申請の提出について 

保育士が宿舎に入居した日を確認する必要があることから，該当する保育士の要件等が整ったの

ちに，関係する書類の提出をお願いいたします。 

Ｑ37 申請方法について 

申請者は法人等となりますが，保育施設単位での申請受付となります。同一法人等で複数の施設

を経営している場合は，施設ごとに書類を分けて申請をお願いいたします。 

Ｑ38 市からの補助金の支払についてはどのように進められるのか。 

実績を確認した後，４月以降の支払いを予定しています。 

また，前払金を希望される場合は，交付決定後に補助額の一部について前金払を受け付ける予定

です。 

 

 


