
別表１  神戸市以外に設置・市内在住者利用の場合 
                                  

 基準額 対象経費 

基 
礎 
的 
事 
業 

１．管理費 
5,313,600 円×開設月数 ×西宮市在住者月利用延人員 

          １２       月利用延人員 
２．事業費 

8,330 円×月利用延人員（月 20 人以内×開所月数） 
    ×西宮市在住者月利用延人員     
        月利用延人員 

 
３．交通費補助（別記） 

高額の交通費負担をしている通所者を対象 
（月額交通費自己負担額－8,000 円）÷２ 

 
 
事業を実施するために必

要な次の経費 
 
 
報酬、給料、職員手当等 
共済費、賃金、報償費、旅

費、需用費（消耗品費、燃

料費、印刷製本費、光熱水

費、修繕費） 
役務費（通信運搬費等） 
委託料、使用料及び賃借

料、通所者交通費 

機 
能 
強 
化 
事 
業 

１．施設維持費 
  月額上限 120,000 円×開設月数 
  ただし、市外設置を除く 
 
２．利用人数加算 
  8,330 円×〔月利用延人員－（20×開所月数）〕 

×西宮市在住者月利用延人員 
        月利用延人員 

 
３．事業費加算 

①平均月利用延人員が 9 人以下の場合 
  90,000 円×開設月数 

②平均月利用延人員が 10 人以上 15 人以下の場合 
  150,000 円×開設月数 
 ③平均月利用延人員が 16 人以上 20 人以下の場合 
  200,000 円×開設月数 
 ④平均月利用延人員が 21 人以上の場合 
  240,000 円×開設月数 

①～④のいずれか×西宮市在住者月利用延人員 
           月利用延人員 

 
４．指導員加算 

平均月利用延人員が 16 人以上の場合 
  181,400 円×開設月数×西宮市在住者月利用延人員 
               月利用延人員 

※１  月利用延人員とは、各月の利用人員を合計した数をいう。 
※２  地域活動支援センターの利用人員とは、月平均５日以上又は年間６０日以上利用し 

ている者を対象とする。 



別表２  神戸市設置・市内在住者利用の場合 
                                  

 基準額 対象経費 

基 
礎 
的 
事 
業 

１．事業費 
96,890 円×西宮市在住者月利用延人員 
 

２．交通費補助（別記） 
高額の交通費負担をしている通所者を対象 
（月額交通費自己負担額－8,000 円）÷２ 

 
 
事業を実施するために必

要な次の経費 
 
 
報酬、給料、職員手当等 
共済費、賃金、報償費、旅

費、需用費（消耗品費、燃

料費、印刷製本費、光熱水

費、修繕費） 
役務費（通信運搬費等） 
委託料、使用料及び賃借

料、通所者交通費 

機 
能 
強 
化 
事 
業 

１．事業費加算 
①平均月利用延人員が 9 人以下の場合 

  90,000 円×開設月数 
②平均月利用延人員が 10 人以上 15 人以下の場合 

  150,000 円×開設月数 
 ③平均月利用延人員が 16 人以上 20 人以下の場合 
  200,000 円×開設月数 
 ④平均月利用延人員が 21 人以上の場合 
  240,000 円×開設月数 

①～④のいずれか×西宮市在住者月利用延人員 
           月利用延人員 

 
２．指導員加算 

平均月利用延人員が 16 人以上の場合 
  181,400 円×開設月数×西宮市在住者月利用延人員 

                 月利用延人員 

※１  月利用延人員とは、各月の利用人員を合計した数をいう。 
※２  地域活動支援センターの利用人員とは、月平均５日以上又は年間６０日以上利用し

ている者を対象とする。 
 
 
 



別  記  

区   分 基準額（月額） 

片 道  ２km 以上   ６km 未満      4,100 円 

    ６km 以上  １０km 未満     4,900 円 

   １０km 以上  １４km 未満     6,700 円 

   １４km 以上  １８km 未満     8,900 円 

   １８km 以上  ２２km 未満     11,300 円 

   ２２km 以上  ２６km 未満     13,700 円 

   ２６km 以上  ３０km 未満     15,800 円 

   ３０km 以上  ３４km 未満     17,800 円 

   ３４km 以上  ３８km 未満     19,800 円 

   ３８km 以上  ４２km 未満     21,900 円 

   ４２km 以上  ４６km 未満     24,200 円 

   ４６km 以上  ５０km 未満     26,600 円 

   ５０km 以上  ５４km 未満     29,000 円 

   ５４km 以上  ５８km 未満     31,400 円 

   ５８km 以上  ６２km 未満     33,800 円 

   ６２km 以上  ６６km 未満     36,200 円 

   ６６km 以上  ７０km 未満     38,600 円 

   ７０km 以上  ７４km 未満     41,000 円 

   ７４km 以上  ７８km 未満     43,400 円 

   ７８km 以上  ８２km 未満     45,800 円 

   ８２km 以上  ８６km 未満     47,000 円 
     ８６km 以上 47,000 円に８６km を超える部分が４

km に達するごとに 1,200 円を加算し

た額（その額が 55,000 円を超えると

きは 55,000 円） 

 
 


