
平成２６年９月４日 

認定こども園の公定価格について 

資料１  



 
・親の就労の有無で利用施設が限定（＝親が働いていれば保育所、働いていなければ幼

稚園 ）。 
・少子化の進む中、幼稚園・保育所別々では、子どもの育ちにとって大切な子ども集団が

小規模化。運営も非効率。 
・保育所待機児童が２万人存在する一方、幼稚園利用児童は１０年で１０万人減少。 
・育児不安の大きい在宅の子育て家庭への支援が不足。 

 少子化の進行や教育・保育ニーズの多様化に伴い、地域の実情によっては、必ずしもこれま

での取組みだけでは対応できない状況が顕在化。 

 
 
 多様なニーズに対応 

・ 親の就労の有無に関わらず施設利用が可能に。 
・ 適切な規模の子ども集団を保ち子どもの育ちの場を確保。 

・ 待機児童解消にも寄与。 

・ 育児不安の大きい在宅の子育て家庭への支援を含む地域子育て支
援が充実。 

地域の実情に応じた新たな選択肢 
としての「認定こども園」制度 

「認定こども園」制度化の背景 
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認定こども園制度への評価 
認定こども園を利用している保護者の８割近く、認定を受けた施設の９割以上が、認定こども園制度を評
価。また、保護者の９割近くが制度を推進していくべきとの回答 

【認定こども園となった感想】 

良かった 
46.2% 

どちらかと 
いえば良かった 45.4% 

どちらかといえば 
良くなかった 6.2% 

良くなかった 0.8% 

施 設 

【参考：認定こども園を評価している点】 

【認定こども園と 
   なったことへの評価】 

①保育時間が柔軟に選べる (４６．５％) 
②就労の有無にかかわらない施設利用  
                    (４５．７％) 
③教育活動の充実 (３０．９％) 
④異年齢交流 (２７．３％) 
⑤子育て支援活動の充実 (２４．６％) 
⑥給食の提供 (１４．４％) 
⑦その他 (５．６％) 

保 護 者 

評価している 
58.2% 

どちらかといえば評価 
17.3% 

どちらかといえば評価しな
い 2.4% 

評価しない 0.8% 
無回答 
21.4% 

推進していくべき   
  86.6% 

推進していく必要はなし 
2.6% 

わからない 
10.8% 

【今後の認定こども園制度の 
 あり方について】 

行政が取り組むべきと考える課題 

【行政の課題】「文科省と厚労省の連携」、「財務状況の改善」、「会計事務処理の簡素化」 など 

施 設 

市 町 村 

都道府県 

【国の課題】「財政的支援が十分でない」、「文科省と厚労省の連携」、「制度の普及啓発活動」 など 
【県の課題】「財政的支援が十分でない」、「申請手続き」、「市町村との連携」 など 
【市の課題】「都道府県との連携」、「制度の普及啓発活動」、「市町村独自の財政的支援」 など 

【国の課題】「財政的支援が十分でない」、「会計事務処理」、「申請手続き」 など 
【県の課題】「市町村との連携」、「審査事務の円滑化」、「制度の普及啓発活動」 など 

認定こども園に関するアンケート調査概要 
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●今後、見直しの進捗状況をフォローアップ。 
●保育制度改革の方向性を踏まえ、今後、具体的な制度的検討を推進。 
●法施行後５年を経過した場合に検討を行う旨が規定されているが、保育制度改革に係る検討にあわせて必要な見直しを実施。 

●地域の実情に応じて、教育・保育・子育て支援の「機能」が総合的に提供されるよう、その在り方について検討。 
●新しい幼稚園教育要領や保育所保育指針に基づく取組や認定こども園における取組状況等を検証。 
●幼稚園と保育所を担当する行政部局の在り方については、義務教育、児童健全育成、母子保健、障害児福祉、労働等の他の行政分野と

の連携などに留意する必要。現行の「幼保連携推進室」の機能強化と内閣府の総合調整機能の発揮が必要。 

現 状 （ 課 題 ） 改 革 の 方 向 

●保護者や施設からは評価が高いが、普及が
進まない。／229件（H20.４） 

●利用者のニーズや施設の認定申請の希望状況を踏まえつつ、平成23年度には認
定件数が2000件以上となることを目指す。 

●財政支援が不十分。 ●「安心こども基金」等により「幼稚園型の保育所機能部分」、「保育所型の幼稚園機
能部分」、「地方裁量型」への新たな財政措置が実現。 

●会計処理や申請手続が煩雑。 
●省庁間や自治体間の連携が不十分。 

●「こども交付金」を制度化し、補助金等の窓口・申請・執行手続の一本化の促進。 
●窓口の一本化、書類の重複の整理、監査事務の簡素化など、速やかに手続の一

本化・簡素化。 

●地域の実情に応じて、教育・保育・子育て支援
が総合的に提供される仕組みが必要。 

●職員の資質の維持・向上が必要。 

●将来的には幼保連携型への集約を目指す。 
●家庭や地域の子育て支援機能の強化。 
●教育・保育の質の維持・向上のための研修や運営上の工夫。 
●幼稚園教諭と保育士資格の養成課程や試験の弾力化。 

 認定こども園の緊急整備 

 財政支援の充実 

 今後の就学前教育・保育に関する制度の在り方  

 今後のスケジュール 

 二重行政の解消 

 教育・保育・子育て支援の総合的な提供 ／ 質の維持・向上 

今後の認定こども園制度の在り方について 
  ＜認定こども園制度の在り方に関する検討会報告書（平成２１年３月３１日）＞  
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幼保連携型 

〔類型〕 

幼稚園機能 
＋ 

保育所機能 

幼稚園型 

保育所型 

地方裁量型 

《現行制度》                           《改正後》 

幼稚園 
（学校） 

幼稚園 
（学校） 

保育所 
（児童福祉施設） 

保育所 
（児童福祉施設） 

保育所
機能 

幼稚園
機能 

 
○施設体系は、現行どおり 
 
○財政措置は「施設型給付」

で一本化 
 

幼保連携型認定こども園 
（学校及び児童福祉施設） 

○ 幼稚園は学校教育法に基づく認可 
○ 保育所は児童福祉法に基づく認可 
○ それぞれの法体系に基づく指導監督 
○ 幼稚園・保育所それぞれの財政措置 

○ 改正認定こども園法に基づく単一の
認可 

○ 指導監督の一本化 
○ 財政措置は「施設型給付」で一本化 
※ 設置主体は国、自治体、学校法人、

社会福祉法人のみ 

○ 認定こども園法の改正により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設」を創設  
（新たな「幼保連携型認定こども園」） 

  ・ 既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけず、政策的に促進 
  ・ 設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ （株式会社等の参入は不可） 
○ 財政措置は、既存３類型も含め、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の「施設型給付」で一本化 
  → 消費税を含む安定的な財源を確保     

※設置主体は国、自治体、学校法人のみ 

※設置主体制限なし 

※設置主体制限なし 

※設置主体は国、自
治体、学校法人、社
会福祉法人のみ 

（７２０件） 

（４１０件） 

（１８９件） 

（４０件） 

（認定こども園の合計件数は１３５９件（平成26年４月時点）） 

認定こども園法の改正について 
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○ 既存の幼稚園・保育所が認定こども園へ移行する場合 
 

  需要 ＋ 「都道府県計画で定める数」 ＞ 供給 
   → 原則認可・認定（適格性・認可基準を満たす申請者） 

 

※ この「都道府県計画で定める数」は、幼稚園・保育所から認定こども園への移行を 
 促進するため、現在の施設の利用状況や認定こども園への移行に関する意向 
 等を踏まえて設定。設定に当たっては、地方版子ども・子育て会議等の議論 
 を通じて透明性を確保。 
※ 幼保連携型認定こども園については「指定都市・中核市の計画で定める数」。 

認定こども園への移行特例 

都道府県
計画で 

定める数 

需要 供給 

認可・認定 
申請 

◎平成25年8月6日付内閣府事務連絡（各都道府県・指定都市・中核市宛） 

（別添）四  認可及び認定に係る需給調整 １基本的考え方（第三の二２（二）イ及び四２（二）（２）関係）  

  ２ 認定こども園への移行に係る需給調整の特例（第三の四２（二）（２）ウ関係）  
○ 「都道府県計画で定める数」は、認定こども園への移行を促進するため、移行を希望する幼稚園・保育所があれば、認
可・認定基準を満たす限り認可・認定が行われるように設定することが基本であること。  

  具体的には、認定こども園・幼稚園・保育所等の利用状況や既存の幼稚園・保育所の認定こども園への移行の希望を
把握し、これらの移行に関する意向等を踏まえ、地方版子ども・子育て会議における議論を経る等、透明化を図った上で
設定すること。 

◎平成25年12月18日付内閣府事務連絡（各都道府県・指定都市・中核市宛） 

  その趣旨は、認定こども園が幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況の変化等によらずに柔軟に子どもを受け
入れられる施設であることを踏まえ、認定こども園への移行を希望する幼稚園・保育所があれば、認可・認定基準を満たす限り、
認可・認定を行えるようにするというものです。（中略） 

  「都道府県計画で定める数」については、供給過剰地域においても認可・認定を可能とすることを前提とするものであることか
ら、当該数は、少なくとも「供給量－需要量」を上回る数を設定していただく必要があるものであり、当該上回る数については、認
定こども園、幼稚園、保育所等の利用状況や認定こども園への移行の希望などを踏まえ、地方版子ども・子育て会議における
議論等を行っていただいた上で、各地域の実情に応じた具体的な数を設定していただくことになることにご留意ください。 ５ 



  

  

事項 問 答 

事業計画 
（認定こども園
移行） 

私立幼稚園が新制度に移行する時期は施行
時に限られるものではなく、いつでも可能とのこ
とですが、28年度以降、認定こども園として施
設型給付を受けることを希望する場合であって
も、移行は認められますか。 

28年度以降に認定こども園に移行して施設型給付を受けること
も可能です。なお、供給過剰地域においても認可・認定を受けら
れるよう、事業計画に「都道府県が定める数」を定めておく必要
があることから、あらかじめ移行の意向を明確にし、事業計画に
位置付けられていることが望まれます。 

事業計画 
（認定こども園
移行特例） 

供給過剰地域においても、既存の幼稚園、保
育所が認定こども園への移行を希望し、かつ認
可・認定基準を満たす場合には、認可・認定が
行われるようにする特例措置において、設定す
ることとなる利用定員（幼稚園が移行する場合
には２号３号定員、保育所が移行する場合には
１号定員）の水準はどのように考えればよいで
すか。 
幼稚園、保育所等の利用状況や移行の希望な
どを踏まえて設定するとのことですが、事業者
が希望する定員数を設定する必要があります
か。 

本特例措置は、供給過剰地域においても、既存の幼稚園、保育
所が認定こども園への移行を希望する場合には認可・認定を行
えるようにするものですが、この場合においても、需給バランス
は考慮すべき要素であり、事業者が希望したとしても、実態とか
け離れた大きな定員数を設定することまでを求めるものではあ
りません。 
例えば、幼稚園からの移行の場合においては、預かり保育との
組み合わせにより幼稚園を利用している共働き家庭の子どもの
数をひとつの目安として２号の定員を設定することが考えられま
す。他方、保育所からの移行の場合においては、保育所を利用
している子どもの保護者の就労時間数が、新制度における保育
認定の下限の原則とされる時間数を下回っている人数を目安と
して、1号の定員を設定する、あるいは、保護者が就労を中断し
ても転園をしなくても済むという認定こども園のメリットを活かす
観点から、数人程度の最低限の１号定員を設定することなどが
考えられます。 
いずれにせよ、施設の利用実態、事業者の意向を踏まえつつ、
地方版子ども・子育て会議等において議論を行っていただいた
上で、各地域の実情に応じた定員数を設定していただくことにな
ります。 
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公定価格について 

○ 子ども・子育て支援新制度では、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付である「施設
型給付」及び小規模保育等に対する「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業
の利用に当たって、財政支援を保障していくこととしている。 

※私立保育所に対しては、委託費として支払う。 

○ 施設型給付費、地域型保育給付費の基本構造は、「内閣総理大臣が定める基準により算定した費用
の額」 （公定価格）から「政令で定める額を限度として市町村が定める額」 （利用者負担額）を控
除した額とされる。 
（子ども子育て支援法２７条、２９条等） 

「給付費」＝「公定価格」－「利用者負担額」 
※この基本構造は委託費も同様。 

 

 ※市町村が定める利用者負担額のほか、実費徴収（通園送迎費、給食費、文房具費、行事費等）、そ 

  れ以外の上乗せ徴収（教育・保育の質の向上を図るための費用。事前説明・同意を要する）が可能。 

 ７ 

全国統一費用部分 

実費・上乗せ徴収 

≪施設型給付≫ 

施設型 
給付費 
(公費 

 で負担） 
 

法定 
代理受領 

＝ 

利用者負担額 
（施設で徴収） 

利用者負担額 
（市町村で徴収） 

≪委託費≫ 

公定 
価格 

公費負担額 
委託費 
として 
支払い 

実費徴収 実費・上乗せ徴収 

利用者負担額 
（施設で徴収） 

※上乗せ徴収は市町村と協議 

教育標準時間認定
（経過措置） 

保育認定 
(地域型保育給付も同様) 

地方単独費用部分 
市町村負担 

＋都道府県補助 

「公定価格」と「国
庫負担対象額」の
差額、地域の実情
等を参酌して市町
村が定める 

国庫負担 
対象額 

公定価格 
（国で告示） 

← 

（国で告示） 



公定価格の骨格（全体イメージ） 

□／100 
地域 

□□人 
～ 

△△人 

２号 
４歳以上児（３０:１） 円 円 

３歳児（２０：１） 円 円 

３号 
１・２歳児（６:１） 円 円 

０歳児（３:１） 円 円 

地域 
区分 

定員 
区分 

認定 
区分 

年齢 
区分 

保育必要量 

保育標準時間 保育短時間 

地域 
区分 

定員 
区分 

認定 
区分 

年齢 
区分 

教育標準時間 

□／100 
地域 

□□人 
～ 

△△人 
１号 

４歳以上児（３０:１） 円 

３歳児（２０：１） 円 

＜教育標準時間（1号）認定＞ 

＜保育標準時間・短時間（２号・３号）認定＞ 

職員配置加算（３歳児） 
主任保育士専任加算 
(＋子育て支援活動費) 

処遇改善等加算 
小学校接続加算 

第三者評価受審加算 
減価償却費等加算 

除雪費加算 
降灰除去費加算 

円 
円 
円 

＋  ％（加算率・３％充実） 
円 
円 
円 
円 
円 

職員配置加算（３歳児） 
主幹教諭等専任加算 
(＋子育て支援活動費) 

処遇改善等加算 
小学校接続加算 

第三者評価受審加算 
除雪費加算 

降灰除去費加算 

円 
円 
円 

＋  ％（加算率・３％充実） 
円 
円 
円 
円 

主な加算（例） 

主な加算（例） 

※事務職員（２日分）追加 

※保育標準時間：保育士１人、非常勤保育士１人（３時間）追加 
※研修代替要員費を追加 

○ 幼稚園、保育所、認定こども園の認可基準等を基に、現行の私学助成・保育所運営費等により実施している施設等の運営の

実態等を踏まえた上で、「質の改善」を反映し、骨格を設定。（これを基に５月頃に仮単価として提示） 

○ 本資料は、消費増税分から充当される「０．７兆円」程度の財源を前提として実施される質の改善項目を基に作成。質の改善

項目等に必要な１兆円超の財源のうち残りの０．３兆円超の財源については、引き続き予算編成過程で確保に取り組むものであり、

財源の確保と合わせて本資料の質の改善項目についても更なる充実が図られていくことになる。 

※赤字下線部分は「質の改善」による事項 

基本額（１人当たりの単価） 
Ø共通要素①：地域区分別(7区分)､利用定員別(17区分等)､ 

認定区分､年齢別､保育必要量別（2号･3号） 
Ø共通要素②：人件費、事業費、管理費 

各種加算等 
Ø 職員の配置状況、事業の実施体制、 

地域の実情等に応じて加算等 
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教育標準時間（１号）認定に係る公定価格の基本構造イメージ 

基本額 
Ø人件費 

• 園長 
• 教諭（年齢別学級編制確保分含む） 
• 学校職員 
• 非常勤職員（学校医、歯科医、薬剤師の嘱託等）雇上費 

Ø管理費 

• 事務管理費、保健衛生費、減価償却費、補修費、苦情解決対策費等 

Ø事業費 
• 教材費等 

加算額 
Ø主に人件費（配置・実施状況等に応じて加算） 

• 満３歳児（※）の教諭配置加算（６：１）   

• 副園長、教頭配置加算（教諭との給与差額） 

• チーム保育加配加算 

• 通園送迎、給食実施加算（人件費（業務委託）分） 

• 処遇改善等加算 

Ø主に管理費 

＜事業の実施状況に応じて加算＞ 

•外部監査費加算（公認会計士等による財務諸表監査） 

•施設機能強化推進費加算 

＜幼稚園等の所在地域に応じて加算＞ 
•冷暖房費加算、除雪費加算、降灰除去費加算            等 

４歳以上児 ３０：１ 
３歳児 ２０：１ 

【教諭の配置基準】 

基本額に組み込むことが想定されるもの 

Ø人件費 

p事務負担への対応 

• 保育料徴収等を実施する事務職員（非常勤）を追加配置（週
２日） 

 

加算により対応することが想定されるもの 

Ø主に人件費 

p職員配置の改善 
• ３歳児の配置改善（２０：１→１５：１） 

p職員処遇の改善（＋３％） 
• 処遇改善等加算を充実 

p地域の子育て支援・療育支援 
• 主幹教諭等を専任化するための職員を加配 
• 療育支援を補助する職員（非常勤）を加配 
• 子育て支援に係る事務経費 

p栄養士の配置（嘱託） 

Ø主に管理費 

p小学校との接続改善（保幼小連携） 

p第三者評価の受審費用 

 

現行水準ベース 質の改善ベース 

調整 

Ø配置基準を満たさない場合（経過措置）                   等 

※幼稚園の場合 

※ 「満３歳児」は、当該年度中に満３歳に達することにより幼稚園に入園する幼児をいう。 
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保育標準時間・短時間（２号・３号）認定に係る公定価格の基本構造イメージ 

基本額 
Ø人件費 

• 保育士 

• 調理員 

• 非常勤職員（嘱託医、嘱託歯科医等）雇上費 

Ø管理費 
• 事務管理費、保健衛生費、補修費、苦情解決対策費等 

Ø事業費 

• 給食材料費、保育材料費等 

加算額 
Ø主に人件費（配置・実施状況等に応じて加算） 

• 所長設置加算 

• 事務職員雇上費加算 

• 主任保育士専任加算 

• 夜間保育加算 

• 処遇改善等加算 

• 入所児童処遇特別加算 

Ø主に管理費 
＜事業の実施状況に応じて加算＞ 

•施設機能強化推進費 

＜保育所等の所在地域に応じて加算＞ 
•冷暖房費加算、除雪費加算、降灰除去費加算 

【保育士の配置基準】 
基本額に組み込むことが想定されるもの 

Ø人件費 

p保育認定の２区分に応じた対応 

• 保育標準時間については、保育士１人（延長保育の給付化）
及び非常勤保育士（３時間）を追加 

p研修の充実 
• 研修機会確保のための代替要員費を追加 

 

加算により対応することが想定されるもの 

Ø主に人件費 
p職員配置の改善 

• ３歳児の配置改善（２０：１→１５：１） 

p職員処遇の改善（＋３％） 
• 処遇改善等加算を充実 

p休日保育の充実 
• 担当保育士の常勤化（休日保育の給付化） 

p地域の子育て支援・療育支援 
• 療育支援を補助する職員（非常勤）を加配 
• 子育て支援に係る事務経費 

p栄養士の配置（嘱託） 

Ø主に管理費 
p減価償却費、賃借料等への対応 

p小学校との接続改善（保幼小連携） 

p第三者評価の受審費用 
 

現行水準ベース 質の改善ベース 

調整 

Ø常態的に土曜日閉所する場合                         等 

４歳以上児 ３０：１ 
３歳児 ２０：１ 

１・２歳児 ６：１ 
０歳児 ３：１ 

※保育所の場合 
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□／100 
地域 

□□人 
～ 

△△人 

２号 
４歳以上児（３０:１） 円 円 

３歳児（２０：１） 円 円 

３号 
１・２歳児（６:１） 円 円 

０歳児（３:１） 円 円 

地域 
区分 

定員 
区分 

認定 
区分 

年齢 
区分 

保育必要量 

保育標準時間 保育短時間 

認定こども園に関する公定価格の骨格（全体イメージ） 

地域 
区分 

定員 
区分 

認定 
区分 

年齢 
区分 

教育標準時間 

□／100 
地域 

□□人 
～ 

△△人 
１号 

４歳以上児（３０:１） 円 

３歳児（２０：１） 円 

＜教育標準時間（1号）認定＞ 

＜保育標準時間・短時間（２号・３号）認定＞ 

職員配置加算（３歳児） 
処遇改善等加算 
小学校接続加算 

第三者評価受審加算 
減価償却費等加算 

除雪費加算 
降灰除去費加算 

円 
＋  ％（加算率・３％充実） 

円 
円 
円 
円 
円 

主な加算（例） 

※保育標準時間：保育士１人、非常勤保育士１人（３時間）追加（２・３号のみ） 
※研修代替要員費を追加（２・３号のみ） 

※事務職員（２日分）追加（共通） 
※主幹保育教諭等専任化、子育て支援活動費を追加（共通） 

○ 認定こども園の認可基準等を基に、「質の改善」を反映した上で、教育標準時間（１号）、保育標準時間・短時間（２号）において

対応する費用を整理・振り分けを行い、骨格を設定。 

※赤字下線部分は「質の改善」による事項 

基本額（１人当たりの単価） 

Ø共通要素①：地域区分別(7区分)､利用定員別(18区分)､ 
認定区分､年齢別､保育必要量別（2号･3号） 

Ø共通要素②：人件費、事業費、管理費 

各種加算等 

Ø 職員の配置状況、事業の実施体制、 

地域の実情等に応じて加算等 
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認定こども園に係る公定価格の基本構造イメージ 

基本額 
Ø人件費 

• 園長 
• 保育教諭（年齢別学級編制確保分含む） 
• 調理員、学校職員 
• 非常勤職員（学校医、歯科医、薬剤師の嘱託等）雇上費 

Ø管理費 

• 事務管理費、保健衛生費、補修費、苦情解決対策費等 

Ø事業費 
• 給食材料費、教材費等 

加算額 
Ø主に人件費（配置・実施状況等に応じて加算） 

•満３歳児（※）の教諭配置加算（６：１） 

•副園長、教頭配置加算（教諭との給与差額） 

•チーム保育加配加算 

•通園送迎、給食実施加算 

Ø主に管理費 

＜事業の実施状況に応じて加算＞ 

•外部監査費加算（公認会計士等による財務諸表監査） 

•施設機能強化推進費 

＜所在地域に応じて加算＞ 
•冷暖房費加算、除雪費加算、降灰除去費加算            等 

【保育教諭の配置基準】 基本額に組み込むことが想定されるもの 
Ø人件費 
p保育認定の２区分に応じた対応 

• 保育標準時間については、保育士１人（延長保育の給付化）及び
非常勤保育士（３時間）を追加 

p研修の充実 
• 研修機会確保のための代替要員費を追加 

p地域の子育て支援・療育支援 
• 主幹保育教諭等を専任化するための職員を加配 
• 子育て支援に係る事務経費 

p事務負担への対応 

• 保育料徴収等を実施する事務職員（非常勤）を追加配置（週２日） 
 

加算により対応することが想定されるもの 

Ø主に人件費 

p職員配置の改善 
• ３歳児の配置改善（２０：１→１５：１） 

p職員処遇の改善（＋３％） 
• 処遇改善等加算を充実 

p休日保育の充実 
• 担当保育士の常勤化（休日保育の給付化） 

p地域の子育て支援・療育支援 
• 療育支援を補助する職員（非常勤）を加配 

p栄養士の配置（嘱託） 

Ø主に管理費 

p減価償却費、賃借料等への対応 

p小学校との接続改善（保幼小連携） 

p第三者評価の受審費用 
 

現行水準ベース 質の改善ベース 

調整 
Ø常態的に土曜日閉所する場合 

Ø配置基準を満たさない場合（経過措置）                   等 

•夜間保育加算 

•入所児童処遇特別加算 

•処遇改善等加算 

４歳以上児 ３０：１ 
３歳児 ２０：１ 

１・２歳児 ６：１ 
０歳児 ３：１ 

※下線部については、施設内で重複等が発生しないように施設全体に振り分け、1号定員と2･3号定員で等分して積算 

※認定こども園
では実施義務 

•青字：幼稚園と共通の項目 

•赤字：保育所と共通の項目 

•黒字：幼稚園及び保育所と共通の項目 

※ 「満３歳児」は、１号子どもで、当該年度中に満３歳に達することにより認定こども園に入園する幼児をいう。 
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＜認定こども園＞  仮単価の単価表に基づいた１施設当たりの公定価格の総額・比較表 

○ １８０人（認定こども園の平均的な規模）とした上で、認定こども園を利用している子どもの各年齢別の構成割合
の実態を踏まえて設定。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
金額 

（質改善前） 
金額 

（質改善後） 
備考 

基本分単価 
（1号：⑤、２・３号：⑥） 

86,722千円 91,065千円 
・事務負担への対応（非常勤職員週２日）、保育標準時
間認定への対応等を基本額へ組み込み 

処遇改善 
（1号：⑥、２・３号：⑦） 

7,794千円（１０％） 10,656千円（１３％） 

・１０％は現行の保育所運営費における民間施設給与等改善費
加算に相当する加算を保育所の勤続年数と同じ仮定で適用
したもの 

・質改善により、３％の改善を実施 

加算部分１ 
（1号：⑦～⑭、２・３号：⑧～⑬） 

20,381千円 25,006千円 

・副園長・教頭設置加算、学級編制調整加配加算、 
満３歳児対応教諭配置加算、チーム保育加配加算（２人分）、
通園送迎加算、給食実施加算（週３日）、外部監査費加算 

・３歳児配置改善加算を追加 

加算部分２ 
（1号：⑲～㉗、２・３号㉑～㉚） 

1,080千円 1,707千円 
・事務職員雇上費加算、学校関係者評価加算 

・療育支援加算、小学校接続加算、栄養管理加算を追加 

合計 115,978千円 128,434千円 ・増加額：12,456千円（10.7％） 

 

 

 

 

 

 

 児童数 構成割合 １号 ２、３号 
４歳以上児 （30：１） １０６人  ８１人 ２５人     58.9％ 
３ 歳 児 （20：１）  ４９人  ３６人 １３人     27.2％ 
１、２歳児  （ 6：１）※  ２０人   ３人 １７人     11.1％ 
乳 児 （ 3：１）   ５人  ５人      2.8％ 

合計 １８０人 １２０人 ６０人    100.0％ 
※ １号認定においては、満３歳児の児童数及び満３歳児対応教諭を配置する場合の配置基準。 

※地域区分：その他地域 

※保育標準時間と保育短時間の 

 比率は７：３と仮定 
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※実際の改善状況は個々の施設等で異なるものであり、一定の前提条件の下での例示であることに留意。 

質改善による仮単価の比較（例示） 



  

①定員区分は認可定員によって決まるという誤解 
      利用定員による。 
      利用定員は認可定員に一致させることが原則だが、実際の利用人員が 
      認可定員を大きく下回っているような場合は、実際の利用人員を踏まえ  
      利用定員を設定。 
 
②定員区分は、施設全体の定員によって決まるという誤解  
      １号部分と２・３号部分を分けて計算したものを合算。 
      単価は、１号の利用定員、２・３号の利用定員ごとに適用。 
 
③同じ定員区分の幼稚園に適用される１号の基本分単価と認定こども園に適用さ 
  れる１号の基本分単価を比較すると後者の方が低い額に設定されているため、 
    認定こども園は不利に扱われているのではないかという誤解  
      Ｐ１５参照                                                                                           
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認定こども園の公定価格に関するよくある誤解 



同じ認定区分の幼稚園の１号の基本分単価と認定こども園の１号の基本分単価
を比較すると後者の方が低い額に設定されている理由について 

 公定価格の設定において、認定こども園の１号単価と幼稚園の１号単価、認定こども園の２・３号単価と保育所の２・３
号単価は、園長や事務経費などの共通部分は１施設分となるよう１号単価と２・３号単価で等分した上で、基本的に同じ水
準として評価しているため。 
 
 

認定こども園の公定価格＝１号単価×１号人数＋２・３号単価×２・３号人数 
 

 
  （参考）以下は、あくまで基本分単価だけの比較 

    ※人数構成や加算の状況等によっても異なる 
 

    ＜前提＞ 
     その他地域、４歳児、質改善後 
 
     幼稚園（１００人） ＠３０，０８０            ＠３０，０８０×１００＝３，００８，０００円 
 
     認定こども園（１号９０人 ２号１０人） 
        １号（９０人） ＠２３，７３０ 
        ２号（１０人） ＠２０３，４３０（標準時間）    （２号が全て短時間の場合） 
                    ＠１６０，９２０（短時間）     ＠２３，７３０×９０＋＠１６０，９２０×１０＝３，７７４，９００円 
  
     認定こども園（１号５０人 ２号５０人）  
        １号（５０人） ＠２７，１５０ 
        ２号（５０人） ＠６２，０６０（標準時間）     （２号が全て短時間の場合） 
                    ＠５３，５６０（短時間）      ＠２７，１５０×５０＋＠５３，５６０×５０＝４，０３５，５００円 
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16 

（１号の基本分単価の内訳） 

 

○常勤職員給与 

       園長 

       主幹教諭 

       教諭 

        ＊学級編制調整加配あり（基本分に含む） 

       事務職員 

   

○非常勤職員雇上費 

       講師 

       事務職員 

       学校医等 

 

○管理費等 

       旅費、庁費、職員研修費、減価償却費等 

       特別管理費、苦情対策解決費 

                                                                                     

（１号の基本分単価の内訳） 

 
 ○常勤職員給与 

        園長（※） 

        主幹教諭 

        教諭 

         ＊学級編制調整加算は基本分ではなく別途 

          加算で対応 

        事務職員（※） 

   

 ○非常勤職員雇上費 

        講師 

        事務職員 

        学校医等（※） 

 

 ○管理費等 

        旅費、庁費、職員研修費、減価償却費等 

        特別管理費（※）、苦情対策解決費（※） 

        子育て支援活動費（※） 

 （※）印は、１号と２号で等分して計上                                                                                    

幼稚園 認定こども園 

（参考） 



（基本分単価の内訳：認定こども園（教育標準時間認定（１号））） （基本分単価の内訳：認定こども園（保育認定（２号・３号）））

内　　　　　　　容 内　　　　　　　容

(1)常勤職員給与 (1)常勤職員給与

　①本俸、教職調整額 　①本俸、特別給与改善費、特殊業務手当

　②諸手当（扶養手当、地域手当、期末勤勉手当、管理職手当、超過勤務手当、住居
　　手当、通勤手当等）

　②諸手当（扶養手当、地域手当、期末勤勉手当、管理職手当、超過勤務手当、住居
　　手当、通勤手当等）

　③社会保険料事業主負担金等（私立学校教職員共済等） 　③社会保険料事業主負担金等（健康保険、厚生年金、労働保険等）

(2)非常勤職員雇上費 (2)非常勤職員雇上費

　①学校医、学校歯科医及び学校薬剤師手当（※） 　①学校医、学校歯科医及び学校薬剤師手当（※）

　②非常勤職員雇上費（講師、事務職員） 　②非常勤職員雇上費（保育士、事務職員、調理員）

　③年休代替要員費 　③年休代替要員費

　④研修代替要員費

＜職員の数に比例して積算しているもの＞ ＜職員の数に比例して積算しているもの＞

　旅費、庁費、職員研修費、被服費、職員健康管理費、業務委託費 　旅費、庁費、職員研修費、被服費、職員健康管理費、業務省力化等勤務条件改善費

＜子どもの数に比例して積算しているもの＞ ＜子どもの数に比例して積算しているもの＞

　保健衛生費、減価償却費 　保健衛生費

＜１施設当たりの費用として積算しているもの＞ ＜１施設当たりの費用として積算しているもの＞

　補修費、特別管理費（※）、苦情解決対策費（※）、子育て支援活動費（※） 　補修費、特別管理費（※）、苦情解決対策費（※）、子育て支援活動費（※）

＜生活諸費＞ ＜生活諸費＞

　一般生活費（教材費、光熱水費）
　一般生活費（給食材料費＊、保育材料費等）
             　＊３歳以上児：副食費、３歳未満児：主食費、副食費

・園　　　　長（※）　１人 ・園　　　　長（※）　１人

・保 育 教 諭 ・保 育 教 諭
 （配置基準）  （配置基準）

　　乳　　　児　　３：１
　　１、２歳児　　６：１

　　３　歳　児　２０：１ 　　３　歳　児　２０：１
　　＊質の改善事項における配置基準の改善（１５：１)については、実施している場合
      の加算として実施

　　＊質の改善事項における配置基準の改善（１５：１)については、実施している場合
      の加算として実施

　　４歳以上児　３０：１      　　４歳以上児　３０：１      

・また、非常勤講師を１人加配（利用定員３５人以下及び１２１人以上）

・調　 理 　員　　２人（定員４０人以下の場合は１人、定員１５１人以上の場合は
  ３人（うち１人は非常勤））

＊このほか、非常勤事務職員を１人加配（認定こども園全体（１号～３号）の利用定員
　　９１人以上）

＊質の改善事項における事務負担への対応については、非常勤２日分を基本分として追加（※）

・また、保育標準時間認定の場合は、常勤保育士１人及び非常勤保育士（３時間）
　１人を加配

　

　

・事務職員　　１人（※）

　　＊質の改善事項における事務負担への対応については、非常勤２日分を基本分として追加（※）

　（１号認定子どもの利用定員を設定しない場合：１人（非常勤）＊）
　　＊現行の保育所の事務職員（非常勤５日分(３日＋２日(加算))）に加え、直接契約に伴う事務
　　　 負担に対応するための非常勤２日分を追加

・保育教諭のうち１人は主幹（主任）として費用を算定し、主幹（主任）を専任化させる
  ための代替要員を１人加配

・上記の他、休けい保育士を１人加配（定員90人以下は常勤、定員91人以上は非常勤）

・保育教諭のうち１人は主幹（主任）として費用を算定し、主幹（主任）を専任化させる
  ための代替要員を１人加配

・事務職員　　１人（※）

（注）職員数の考え方 （注）職員数の考え方

事
務
費

人
件
費
（

注
）

区　分

管
理
費

事業費

区　分

事
務
費

人
件
費
（

注
）

管
理
費

事業費

赤字は、１号と２・３号で異なる費用

青字は、１施設当たりの費用として、１号と２・３号で費用を等分して計上

（参考）認定こども園の１号と、２・３号の基本分単価の比較 
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（Ｃ） 

利用者負担額② 

私学助成（特別補助）で継続③ 

上乗せ徴収⑤ 

公定 
価格 
（Ａ） 

（現行） （新制度） 

一般補助⑧ 

（預かり保育⑪） 

施設型給付費① 

一時預かり事業（市町村事業）に移行④ 

保育料等⑨ 保護者 
負担 

公費 
補助 

就園奨励費補助 

現行と新制度における収入比較【私立幼稚園（認定こども園含む）】（イメージ） 

※現行の保育料等が全国平均よりも高い水準の私立幼稚園のイメージ 

質改善による充実 

公定価格
見合い部
分（Ｂ） 
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自治体単独補助⑭ 

私学助成 

自治体単独補助⑦ 

（※）⑫ 

（特別支援教育⑩） 
特別補助 

（Ｄ） 

実費徴収⑬ 実費徴収⑥ 



新制度のもとで減収となる主な要因の１つとして、認定こども園の運営が効率化されることに伴う
コスト減が想定される。 

幼保連携型認定こども園の運営の効率化の例（園長） 

認可幼稚園 認可保育所 

 園長（１人） 

 副園長・教頭（１人） 

 主幹教諭（１人） 

 教諭 

 所長（１人） 

 主任保育士（１人） 

 保育士 

現行の幼保連携型認定こども園 

単一の施設・一つの認可 

 園長（１人） 

 副園長・教頭（１人） 

 主幹保育教諭（１人） 

 保育教諭 

 主幹保育教諭（１人） 

 保育教諭 

新制度移行 

+専任加算 +専任加算 

二つの施設・二つの認可 

合計２人の園長が１人となる 

新幼保連携型認定こども園 

私学助成 保育所運営費 施設型給付費 
（新制度） 

計２人 １人 

19 



                 

1号認定 

 ○１号認定については、給食を実施している場合にはその材料費を実費徴収として徴収する 
   ことを基本とする。 
 ○２号認定については、公定価格の算定上、副食費に対応したうえで、副食費については 
   利用者負担において、主食費については実費徴収として徴収することを基本とする。  
 ○３号認定については、公定価格の算定上、主食費、副食費に対応したうえで利用者負担 
   において徴収することを基本とする。 
 ○以上のとおり、生活保護世帯の２号認定、３号認定の給食費を除き、給食材料費につい  
   ては、いずれも保護者から徴収することが基本となる。  

施設型給付費 

利用者負担 
（基本負担額） 

給食費（主食・副食費）（実
費徴収が基本） 

公定 
価格 

施設型給付費 施設型給付費 

主食費（実費徴収が基本） 
（副食費） 

                 

２号認定 
                 

３号認定 

（主食・副食費） 

公定 
価格 公定 

価格 
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利用者負担 
（基本負担額） 

利用者負担 
（基本負担額） 

給食費の扱い 
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