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3

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、子ども・子育て会議における議論も踏まえつ
つ、基本指針の改正を予定しているところですが、幼稚園及び保育所が認定こども園に移行する場合における需給調整について
は、現時点の方向性としては、引き続き実施することとしているため、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。

4

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。

　子ども・子育て会議における議論も踏まえつつ、基本指針の改正を予定しているところですが、当該需給調整については、現時
点の方向性としては、引き続き実施することとしています。ただし、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、認可・認定に当たっては、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、都道府県計画（指定都市・中核市が処理することとされているものについては、指定都市・中核市
計画）において「上乗せする数」を各地域の実情に応じて適切に定めていただくことが前提になります。

5

事業計画（認定こど
も園移行特例）

　供給過剰地域における幼稚園、保育所からの認定
こども園への移行特例の対象となるのは、制度施行
時に現に存する幼稚園、保育所に限られるのでしょう
か。それとも、制度施行後に設置された幼稚園、保育
所も対象になるのでしょうか。

　子ども・子育て会議における議論も踏まえつつ、基本指針の改正を予定しているところですが、当該需給調整については、現時
点の方向性として、引き続き実施することとしています。その上で、当該需給調整の対象には、制度施行時に現に存する幼稚園、
保育所に限らず、施行後に設置された幼稚園、保育所も含まれます。

24

支給教育・保育給付
認定
（有効期間）

　認定の有効期間は原則３年とのことですが、認定事
由に該当しなくなった場合にはどうなりますか。また、
現況確認についてはどのように対応すればよいで
しょうか。

　教育標準時間認定の有効期間は３年間（小学校就学前まで）を基本とします。
　保育認定の有効期間についても３年間（２号認定は小学校就学前まで、３号認定は３歳の誕生日の前々日まで）を基本としつ
つ、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合はその時点までとします。ただし、求職活動が事由である場合に
ついては、90日を基本的な有効期間として取り扱います。
　また、現況届は、認定事由に該当していることの確認や利用者負担の決定の必要性を踏まえ、１年に１回を基本に求めることと
します。

（注）年齢計算に関する法律により、「満３歳に達する日」は３歳の誕生日の前日となります。

26

保育の必要性認定 　求職活動中であることを理由として、保育の必要性
を認定する場合、その有効期間はどのようになります
か。また、求職活動中であることを確認するための証
明書類などの運用方針は国から具体的に示す予定
はありますか。

　保育の必要性の認定の期間については、雇用保険の失業給付日数（基本手当）の支給日数が90日となっていることを踏まえ、
90日を基本的な期間として、それを上限に市町村が定める期間とします。
　また、求職活動中であることの確認方法については、ハローワークの登録証の写しや求職活動の状況が分かる申立書などを利
用していただくことを想定しています。
　なお、市町村が定めた期間経過後も引き続き求職活動により保育が必要な状況にある場合には、認定時と同様にその状況を
確認のうえ、再度認定することも可能です。

30

子どもの親と別の市
町村に居住する者
が子どもを監護する
場合の支給教育・保
育給付認定

　親が子どもを養育できない場合で、当該親とは別の
市町村に居住する祖父母がその子どもを預かって監
護する場合、親と祖父母のどちらの市町村で教育・保
育給付支給認定を行うのでしょうか。

　子ども・子育て支援法の保護者の定義は、「親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者」となっている
ため、例の場合は、子どもを監護している祖父母が保護者となり、その居住地の市町村に対して支給教育・保育給付認定の申請
を行い、当該市町村が認定を行うこともできます。
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32

教育標準時間認定 　新制度に移行していない私立幼稚園を利用する場
合、保護者による申請が必要となるのは施設等利用
給付第１号認定であり、教育・保育給付第１号認定
（教育標準時間認定）の申請および認定の手続きは
必要ないと理解して良いですか。

　お見込みのとおりですそのとおり。ただし、保護者が教育・保育給付第１号認定を市町村に申請した場合には、利用する施設が
確認を受けているかどうかにかかわらず、認定することが必要です。
　なお、当該利用者が教育・保育給付第２号認定を受け、保育所・認定こども園を希望していたが入園できず、新制度に移行して
いない私立幼稚園を利用することとなった場合、保護者は施設等利用給付第２号認定の申請は要しませんが、市町村は施設等
利用給付第２号認定のみなし認定を行い、認定を行った旨等の事項を保護者に通知する必要があります。この際、引き続き保護
者が保育所・認定こども園を利用する希望があれば、教育・保育給付第２号認定を維持することとなりますが必要です。

36

各種ひな形、様式 　各種様式のひな型は今後、国から示してもらえるの
でしょうか。
（例：みなし確認、入所申し込み、認定証、利用者負
担額決定通知、施設型給付（法定代理受領請求））

　幼稚園及び認定こども園に係る施設型給付（法定代理受領請求）の様式については、幼稚園及び認定こども園は平成27年３月
10日都道府県説明会資料９別紙３で、保育所は平成31年3月29日付事務連絡「給付事務に係る請求書の標準様式について」で
お示ししているのでご参照ください。
　支給認定証の記載事項は省令で規定していますが、利用者負担額決定通知その他の様式を国からお示しする予定はありませ
ん。平成25年10月30日子ども・子育て支援制度説明会（システム関係）において、支給認定や確認に係る申請書（案）をお示しし
ているのでご参照ください。

38

認定の有効期間 　子ども・子育て支援法施行規則で、支給教育・保育
給付認定の有効期間について、例えば、２号の就労
については「小学校就学の始期に達するまでの期
間」と定められましたが、当初から３か月限定の就労
と分かっているような場合には、認定の有効期間も３
か月として問題ないでしょうか。

　２号認定子どもに係る就労を事由とする場合の支給教育・保育給付認定の有効期間は、小学校就学の始期に達するまでの期
間とされています（法第21条、規則第８条第１項第２号）。あらかじめ就労の終期と、その後も保育の必要性の必要性の事由に該
当しないことが明らかになっている場合に限り、就労の終期をもって1号認定に職権で変更することを、認定の条件として定めるこ
とも可能と考えられます。

39

認定に係る処理期
間を延期する場合の
通知方法

　教育・保育給付支給認定は、認定申請のあった日
から30日以内にしなければならないとされています
が、「特別な理由がある場合」には、処理見込期間と
その理由を通知し、延期することができることとされて
います。この「特別な理由」として、どのようなものが
考えられますか。また、この「通知」はできる限り簡素
に処理したいのですが、どのような方法が考えられま
すか。

　申請に係る認定事務が特定の時期に集中し、審査に時間を要する場合などは、「特別な理由がある場合」に該当するものと考
えられます。また、この場合の通知方法については、各市町村の判断により、以下のような方法とすることが考えられます。
①当該申請を受理した際に、申請者に対し、一律に「次年度４月の入所に向けた認定事務が集中するために審査に時間を要す
ることから、審査結果は○月にお知らせする」旨を通知する方法
②申請に当たって、「次年度４月の入所に向けた認定事務が集中するために審査に時間を要することから、審査結果は○月にお
知らせする」旨を案内し、これに同意する保護者の意思を認定の申請に併せて書面により確認する方法

40

２号認定を受けた子
どもの幼稚園利用

　教育・保育給付第２号認定を受けた場合でも、幼稚
園に入ることはできるのでしょうか。

　新規に教育・保育給付第２号認定を受け、利用調整の結果、保育所等に入所できない場合（保育所等のみの利用を希望した場
合、保育所等と幼稚園を併願した場合）又は既に教育・保育給付第２号認定を受けている場合（小規模保育の卒園者が入園、転
居により保育所等から転園等）には、特例施設型給付を受けて新制度幼稚園を利用することが可能です。いずれの場合も、入園
後、一定期間内に保育所等への転園の希望の有無を確認し、希望がない場合は教育・保育給付第１号認定へ変更することが考
えられます。
　なお、両親が共働きであるなど客観的には教育・保育給付第２号認定を受けられる場合であっても、保護者が新制度幼稚園の
利用を希望する場合には、教育・保育給付第１号認定を受けて幼稚園を利用することになります。
　いずれの場合も、午後の教育時間外の預かりニーズについては、保護者が教育・保育給付第１号認定に加え、施設等利用給
付第２号認定を受けることにより幼稚園の預かり保育一時預かり事業（幼稚園型）を利用することが想定されます。

41

就労時間の変更に
伴う認定区分の変更
手続き

　フルタイム就労で保育標準時間認定を受けていた
人が10月からパートタイム就労となり保育短時間認
定を希望してきた又はそうした事実が判明した場合、
10月から職権で認定区分を変更するのでしょうか、あ
るいは、あくまで申請を原則とし、変更申請を受けた
翌月からの変更とするのでしょうか。

　支給教育・保育給付認定の変更は原則として保護者からの申請が必要となるため、事実が判明した時点で速やかに変更申請
を行うよう促す必要があります。（変更の事由が発生した日と変更申請日が異なる場合において、事由発生日に遡って変更認定
を行うものではありません。）
　なお、正当な理由なく変更の申請を行わない場合は、子ども・子育て支援法第24条第１項第３号に基づく子ども・子育て支援法
施行令第３条第１号により取消しを行うことができます。
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保育の必要性認定
事由に変更が生じた
場合の手続き

　保育の必要性認定事由に変更が生じた場合や、保
育を必要とする子どもとしての事由が無くなっていた
ことが分かった場合の認定の切替えや取消しなどの
手続きは、どのように行うのでしょうか。

　支給教育・保育給付認定の変更は原則として保護者からの申請が必要となるため、速やかに変更申請を行うよう促す必要があ
ります。もし正当な理由なく変更申請を行わない場合は、２号認定子ども、３号認定子ども共に子ども・子育て支援法第23条第４
項により支給教育・保育給付認定の変更を行うことができます。なお、保育の必要性の認定事由に変更がある場合であっても同
法施行規則第10条に該当しない場合は、変更を行う必要はありません。
　また、保育を必要とする事由に該当しなくなっていた場合は、３号認定子どもであれば、同法第24条第１項第１号により支給教
育・保育給付認定の取消しを行うこともできます。
　なお、市町村は、教育・保育給付に必要があるときには、必要な範囲で、保護者に報告等を求めることができ、保護者が、虚偽
の報告等を行った場合については、子ども・子育て支援法同法第24条第１項第3号（同子ども・子育て支援法施行令第３条第１
号）により２号認定子ども、３号認定子ども共に職権で教育・保育給付支給認定の取消しを行うことが可能です。

43

保育の必要性認定
事由が無くなった場
合の手続き

　保育の教育・保育給付支給認定を受けた者が、そ
の当該認定事由が無くなった場合でも、市町村に対
する届出義務はないのでしょうか。

　保育認定されていた者が、当該認定事由がなくなった場合には、給付を行うことができないため、速やかに変更の申請を行うよ
う通知や認定証にその旨を記載するなど、変更の申請を促す必要があります。
　なお、市町村は、教育・保育給付に必要があるときには、必要な範囲で、保護者に報告等を求めることができ、保護者が、虚偽
の報告等を行った場合については、子ども・子育て支援法第24条第１項第３号（子ども・子育て支援同法施行令第３条第１号）に
より２号認定子ども、３号認定子ども共に職権で取消を行うことが可能です。

53

認定こども園に係る
利用調整

　認定こども園を利用している教育・保育給付第１号
認定の子どもが、保護者の就労等の事由により教
育・保育給付第２号認定への変更を申し出た場合の
取扱いについて、同施設の利用を希望する２号認定
の利用希望者と同等に取扱うのでしょうか、若しくは、
継続して利用をするために優先的に変更する取扱い
となるのでしょうか。
　それとも、施設等利用給付第２号認定の取得を促
すことになるのでしょうか。

　認定こども園を利用する教育・保育給付第１号認定の子どもについて、教育・保育給付第２号認定への区分の変更があった場
合には、市町村の利用調整を経ることになりますが、市町村の判断により優先的に継続利用させることは可能です。なお、利用
定員について、認定こども園の全体定員の範囲内での教育・保育給付第１号認定と教育・保育給付第２号認定間での柔軟な取
扱いを可能としています。
　また、施設等利用給付第２号認定を促し、預かり保育料に対して施設等利用給付を支給するという取扱いも可能です。

55

育児休業期間中の
慣らし保育期間の認
定事由

　育児休業期間中に行う慣らし保育の期間の認定事
由は、「就労」で良いのでしょうか。

　新制度施行前従来の取扱いと同様に、育児休業終了前の慣らし保育の期間を含め、「就労」事由として教育・保育給付支給認
定を行っていただいて差し支えありません。

58

就学猶予・免除者の
認定

　学校教育法第18条の規定により、小学校の就学義
務を猶予又は免除された児童が特定教育・保育施設
を利用する場合、教育・保育給付支給認定を受け、
施設型給付の対象となることは可能でしょうか。

　可能です。なお、施設等利用給付１号認定子どもについては、幼稚園就園奨励費においても対象となっています。

63

認定事務の簡素化
（待機児童の現況
届）

　子ども・子育て支援法施行規則第９条において、現
況調査をすることと定められています。現況届は1年
に1回を基本に求めるということですが、施設型給付
費等の給付を受けていない教育・保育給付支給保護
者（いわゆる待機児童）にかかる現況届の提出につ
いてはどのように対応すればよいでしょうか。

　平成27年12月28日付で「子ども・子育て支援法施行規則（以下「規則」という。）」の一部改正を行い、規則第９条第１項に規定す
る「届出」について、「当該支給認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保
育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。」と改正し、待機児童
等の場合については、特段の事情がない限り、市町村の判断により現況届を不要とできることとしました。

64

転居の際の認定取
消し

　市外へ転居し、居住実態がなくなった場合、教育・
保育給付支給認定は当然に取り消されることになる
のでしょうか。

　教育・保育給付支給認定は転居により当然に取り消されるものではなく、子ども・子育て支援法第24条に基づく取消しを行う必
要があります。そのため、取消しを行うまでの間は、教育・保育給付支給認定が継続されており、教育・保育の提供を受ける限り、
給付の支払いが発生するため、住民基本台帳担当部局を始め関係部局とよく連携する必要があります。

参考：令和２年10月26日付事務連絡「転出入時における事務手続の円滑化に向けた住民基本台帳担当部局との連携の強化に
ついて」
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認定事務の簡素化
（２・３号認定）

　職権で３号から２号に教育・保育給付支給認定の変
更を行うことができるとされていますが、そもそも３号
認定を行う際に、３号と２号をまとめて申請・認定する
ことはできないのでしょうか。

　各市町村が地域の実情等を踏まえて、実質的な弊害がないよう配慮した上で、それぞれの教育・保育給付支給認定の有効期
間を明示することにより、３号と２号をまとめて申請・認定する運用も可能です。

66

客観的な状況の変
化が伴わない場合
の教育・保育給付支
給認定の変更

　客観的には２号認定を受けることができるにもかか
わらず、希望により１号認定を受け認定こども園に在
園している教育・保育給付支給認定保護者が、就労
状況の変化等がないにもかかわらず、夏休みや冬休
みなどの長期休暇期間中だけ２号認定に変更したい
との申請があったときは、変更を認めないとすること
ができるのでしょうか。

　教育・保育給付支給認定の変更は、子ども・子育て支援法第23条第２項において、「市町村は、（中略）、必要があると認めると
きは、教育・保育給付支給認定の変更を行うことができる」とされています。
　ここに規定する「必要があると認めるとき」は、就労状況の変化等、保護者の状況に客観的な変化があり、教育・保育給付支給
認定の変更の必要が生じた場合を想定していますので、単に保護者の希望が変わったことだけを理由として教育・保育給付支給
認定の変更を申請された場合には、市町村の判断により当該変更を認めないとすることも可能です。ただし、その場合は、保護
者にあらかじめ、「教育・保育給付支給認定の変更に当たっては、客観的な必要性が市町村により認められることを要する」こと
について、丁寧な説明のうえ、理解を得ておくことが重要となります。
　なお、No.53およびNo.106のとおり、保護者の就労状況等が変化しても、継続して同一の施設で教育・保育を受けることが認定こ
ども園のメリットのひとつであることから、認定こども園を利用する教育・保育給付第１号認定の子どもについて、教育・保育給付
第２号認定への区分の変更があった場合に、市町村の判断により優先的に継続利用させることも可能です。

67

教育・保育給付支給
認定について

　子ども・子育て支援法第20条において、保護者は居
住地の市町村へ認定の申請をすることとなっている
が、住民票がＡ市にあり、実態はＢ市に住んでいる場
合、どちらの市町村が申請を受け付けたらよいのか。

　ここでいう居住地とは、住民票の有無にかかわらず居住事実が認められる場所をいい、将来にわたり起居を継続することが社
会通念上期待できる場所を指しますので、個別の状況を把握したうえで、市町村間において調整のうえ、御判断ください。

68

就労証明書の標準
的な様式について

　平成29年８月に示された「就労証明書の標準的様
式」及び令和元年８月に示された「就労証明書の大
都市向け標準的様式」について、自治体の状況に応
じて加除修正して差し支えないか。

　　「保育の必要性の認定の際に用いる就労証明書の標準的様式について（平成29年８月８日付通知）」のとおり、各市区町村に
おける独自の運用を踏まえ、項目の必要性と企業の負担を十分に精査した上で、標準的な様式の項目を加除修正することは、
差し支えありません。
　ただし、「就労証明書の標準的様式の活用状況及び電子入力への対応状況に関する調査並びに標準的様式の活用に当たって
の留意事項について（依頼）」（平成29年12月13日付事務連絡）のとおり、今後、企業等が標準的な様式を元に自動入力等のシス
テム化を行うことにより、就労証明書作成に係る業務負担の更なる軽減を図ることが想定されます。
　そのため、自治体の事情により標準的な様式の項目を加除修正する場合においては、標準的な様式の既存の１から15までの
項目を変更しないようにすることが求められるため、加除修正等の方法については、以下のとおりとしていただくようお願いいたし
ます。
①項目を追加する場合
　１から15の項目の間に行を追加するのではなく、修正・削除する場合と同様、備考欄以降に行を追加して記入する。
②項目を修正・削除する場合
　修正・削除対象項目が記載されているエクセルの行を修正・削除するのではなく、当該項目の欄を黒塗りにする。なお、既存項
目を修正して使用されたい場合は、既存項目の欄を黒塗りにするとともに、修正後の項目は、新たな項目として備考欄以降に行
を追加して記入する。

77

連携施設を設定でき
ない場合の認可

　事業者から小規模保育事業や家庭的保育事業の
認可申請があった場合、連携施設を設定できないこ
とを理由として認可しないことは認められますか。

　連携施設の設定は家庭的保育事業等の認可基準のひとつとなっているため、連携施設を設定できない場合には認可基準を満
たさないこととなりますが、新制度施行後５10年間は連携施設の設定を要しないとする経過措置を設けていることから、保育の供
給量が需要量を上回っている等の法律で定められた要件に該当する場合を除き、連携施設設定の要件以外の認可基準を満たし
ている限りは認可しなければなりません。
　なお、この経過措置期間中は、満３歳の幼児が４月以降も家庭的保育事業等を利用する際には、地域の保育事情などにおいて
特段の事由がある場合に、当該年度内に卒園後の受け皿を確保することを基本として、市町村がやむを得ないと認めた場合に
は特例給付を受けて、引き続き、家庭的保育事業等を利用することを可能としていますが、本来、連携施設を設定し、確実に卒園
後の受け皿を確保していただくことが基本ですので、経過措置期間中に、事業者は、必要に応じ市町村からの支援を求めつつ、
連携施設の確保に努めることが必要です。
　なお、令和２年４月１日より、卒園後も引き続き必要な教育・保育が提供されるよう、必要な措置が市町村により講じられている
場合には、卒園後の受入先確保のための連携施設の確保を求めないこととすることができることとなりましたので、御留意くださ
い。
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確認
（確認の効力）

　各施設・事業者の確認について、広域利用がある
場合には、利用者の居住する複数の市町村が確認
をする必要がありますか。

　施設型給付の対象施設（幼稚園、保育所、認定こども園）及び地域型保育給付の対象事業所ともにについては、施設・事業所
所在市町村による確認の効力が全国に及ぶことから、それぞれの市町村による確認行為は不要です。他方、地域型保育給付の
対象事業者については、利用者の居住する複数の市町村がそれぞれ確認する必要がありますが、市区町村域を超えた広域利
用が想定される事業所内保育事業の従業員枠の取扱いを参考に、確認を行うことが効率的です。（平成26年12月25日付府政共
生第1208号・雇児発1225号第9号「子ども・子育て支援新制度における事業所内保育事業所の運用上の取扱いについて」３参
照）
　また、事業所内保育事業所の従業員枠の取扱いのように、複数の市町村間の調整が必要となる場合については、都道府県が
積極的な役割を果たすことが望ましいと考えられます。
　詳しくは、上記通知をご覧ください。

95

定員超過の場合の
施設型給付の取扱
い

　定員を超えて受入れをしていますが、施設型給付
費は支払われるのでしょうか。

　市町村による確認の際に設定された利用定員の範囲内での受入れが原則となりますが、年度途中での利用希望者の増加等に
より利用定員を超えて受入れをする場合であっても、実際の入所児童数に応じて給付が行われます。ただし、恒常的に利用定員
を超えて受入れをしている場合（幼稚園、認定こども園１号認定は連続する過去２年度間、保育所、認定こども園２・３号認定、小
規模保育事業、事業所内保育事業においては過去５年度間常に定員を超過しており、かつ、各年度の年間平均在所率が120％
以上の場合）には利用定員を見直すことが必要です。また、見直しが行われない場合には公定価格上定率で減額調整することに
なります。
　なお、この減額調整を適用する定員超過状態の起算点については、【利用定員・認可定員】No.967をご参照ください。

※利用定員は認可定員の範囲内で市町村による確認の手続の中で設定することになるため、実際の利用人数が恒常的に認可
定員をも超えている場合には、利用定員の適正化とともに認可定員の適正化（都道府県等の認可権者の認可・届出等）も必要に
なります。
また、私立幼稚園の利用定員の取扱いや公定価格の減額調整などについては、平成26年10月17日付事務連絡「認可定員を超
過して園児を受け入れている私立幼稚園に係る子ども・子育て支援法に基づく確認等に関する留意事項について」及び自治体向
けＦＡＱの別添参考資料をご参照ください。

96

定員超過の場合の
減額調整

　定員超過が連続する過去２年度間（または５年度
間）継続する場合には、公定価格の減額調整が行わ
れるとのことですが、この２年間はいつの時点からカ
ウントされるのでしょうか。

　いずれの施設においても「連続する２年度間（または５年度間）」の起算点をは、制度施行の平成27年度から又は施行後確認を
受けた時点からとすることとしていなります。（よって、減算措置が適用されるのは、早いところで平成29年度（５年度間の場合は
令和２年度）からとなります。）
　ただし、現行従来の都道府県の私学助成における減額の仕組み等による対応との整合性等を踏まえ、都道府県の判断により、
現在制度施行前から既に認可定員を超過している私立幼稚園に対しては、確認を受ける施行当初（新制度施行当初の平成27年
に移行した幼稚園は施行当初）から又は施行後確認を受けた時から減算を適用することも可能な取り扱いとしています。

※平成26年10月17日付事務連絡「認可定員を超過して園児を受け入れている私立幼稚園に係る子ども・子育て支援法に基づく
確認等に関する留意事項について」及び平成27年3月31日付通知「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等
の制定に伴う実施上の留意事項について」をご参照ください。

103

利用定員の変更 　事業者からの利用定員の減少の届出を受理せず
利用定員の減少を認めないことは可能ですか。
　また、利用定員の減少の届出がされた後に、実際
の利用者数が利用定員を上回っている場合、利用定
員を見直す必要はないのでしょうか。

　利用定員の減少は、法第35条第２項又は第47条第２項の規定により事業者の届出で足りるものであるため、市町村は、必要な
事項を盛り込んだ届出を受理せず利用定員の減少を認めないといった対応を取ることはできません。
　他方、市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画に基づき教育・保育の提供を行うこととされており、「子ども・子育て支援
法に基づく教育・保育給付支給認定等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等につい
て」（平成26年９月10日３府省通知）第３の１（２）アにおいて、「市町村においては、申請者との意思疎通を図り、その意向を十分
に考慮しつつ、当該施設での最近における実利用人員の実績や今後の見込みなどを踏まえ、適切に利用定員を設定していただ
く必要がある」こととされていることから、事業者は、利用定員の減少の届出に際しても、事前に市町村と相談することが適当で
す。
　その上で、当該利用定員の減少が保育士・幼稚園教諭等の確保が困難である等の理由によるものであれば、都道府県・市町
村は、事業者に対して保育士・幼稚園教諭等の確保を支援することが適当です。
　また、利用定員の減少の届出がされた後であっても、上述の通知第３の１（２）オ（イ）のとおり、恒常的に実際の利用者数が当
該利用定員を恒常的に上回っているときは、市町村及び事業者は、利用定員を適切に見直し、法第32条又は第44条の規定によ
る確認の変更を行う必要があります。
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認定こども園におけ
る１号利用定員と２
号利用定員の取扱
い

　認定こども園を利用している保護者の就労状況等
が変化し、教育・保育給付認定区分が２号認定から１
号認定に変更になった場合、１号認定から２号認定
に変更になった場合、それぞれどのような取扱いとな
りますか。利用定員に空きがない場合には、退園しな
いといけないのでしょうか。

　保護者の就労状況が変化し、教育・保育給付支給認定区分が変更となった場合でも、子どもが通う施設の変更はできる限り避
けることが望ましいと考えています。
　特に、認定こども園の場合、保護者の就労状況等が変化しても、継続して同一の施設で教育・保育を受けることがメリットのひと
つであることから、利用定員に空きがある場合はもちろんのこと、利用定員に空きがない場合であっても、認可（認定）基準を満た
す範囲であれば、一時的な定員超過を認める柔軟な取扱いが可能です。
　なお、No.94のとおり、利用定員の超過が恒常的に生じる場合には、適切に利用定員を見直していただくことが必要です。

120

利用者負担額 　利用者負担額には、どのような費用が含まれている
のでしょうか。

　利用者負担額は公定価格の一部を成すものであり、公定価格を構成する教育・保育を提供するに当たって通常必要となる人件
費、事業費、管理費等の全部又は一部を保護者に負担していただくものです。なお、２号認定子どもと教育・保育第３号認定子ど
もの利用者負担額には給食材料費相当額（２号は副食費、３号は主食費及び副食費）が含まれています。

115

幼稚園の入園料等
の取扱い

　幼稚園の入園料等の取扱いはどうなるのですか。 　幼稚園の入園料については、基本的には、保育料とともに教育に要する費用を賄うために徴収しようとするしているものと考え
られるものでますがあり、新制度では、教育・保育に要する費用は基本的に公定価格で措置されており、また、令和元年10月から
の幼児教育・保育の無償化により市町村が定める利用者負担額の上限を零としたところです。の対価として利用者に負担を求め
る費用は、原則として、所得段階に応じて市町村が定める月額25,700円を限度とした利用者負担額を毎月徴収することにより賄う
ことが基本となります。
　また、公定価格中の利用者負担は月額25,700円を限度とした所得階層別の国基準を定めることとしています。このため、従来
の保護者負担（保育料＋入園料＋施設整備資金＋その他の納付金）が従前の利用者負担額それを上回っている場合など、
その上で、各園の教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる場合に要する費用が公定価格では不足すると
きには、当該差額分の費用を「特定負担額（上乗せ徴収）」として各施設の判断で引き続き保護者から徴収することが可能です。
なお、実費として徴収するものと利用者負担（基本負担額）及び特定負担額（上乗せ徴収）とは重複のないように設定する必要が
あります。
　新制度移行後も入園料として入園内定者から費用を徴収する場合、その費用の性格については、
①教育・保育の対価としての性質
②入園やその準備、選考などに係る事務手続等に要する費用の対価としての性質
の大きく２つに分けられると考えます。（なお、入園の権利を保証するため、これらとは別に費用を徴収することは、一定の利用者
負担により標準的な内容の教育・保育の利用を保証しようとする新制度の趣旨を鑑みると適切でないと考えられます。）
　このうち①については、特定負担額として一定の要件の下で徴収することが可能であり、特定負担額の徴収を行う場合には、そ
の額や理由について、保護者に事前に説明し、書面の同意を得ることが必要となります。
　特定負担額の徴収の実施時期については、あらかじめ説明し同意を得ておくことにより、入園初年度にのみ徴収することも、利
用者負担額と合わせて毎月徴収することも、その他のあらかじめ決められた時期に徴収することも可能であると考えられます。徴
収時期や返還条件などについては、事前に保護者に説明・同意を得ることが、契約のトラブルを防ぐ観点からも重要と考えられま
す。
　上記の②に該当する、入園受入れの準備や選考など入園にかかわる事務手続きに要する費用については、教育・保育の直接
の対価ではなく、上乗せ徴収や実費徴収などのルールの対象外ですが、これらに要する費用を徴収する場合にも、同様に、徴収
時期や返還条件などについては、事前に保護者に説明・同意を得ることが、契約のトラブルを防ぐ観点からも重要と考えられま
す。

　また、既入園者が既に納付している入園料等がある場合、新制度の下で徴収する負担額（基本負担額・特定負担額）とで重複
することとなる分については、特定負担額として新たに徴収しない、又はその一部を返還・相殺する、基本負担額から減算する等
の対応をとることが適当と考えられ、具体的な内容は各園で既入園の保護者との話し合いで決めることが必要と考えられます。
ただし、就園奨励費の対象となっていた経費の一部を返還する対応とする場合には、国庫返納等の手続きが必要となる場合が
あります。
　こうした観点にかんがみると、新制度の下で入園時に行う費用徴収を「入園料」と総称する場合であっても、説明責任を果たす
観点から実際の使途に見合った具体的な名目や内訳金額を明示して保護者へ説明することが適当と考えられます。

　なお、学則（園則）における保育料（基本負担額）、上乗せ徴収（特定負担額）や実費徴収の記載については、自治体向けＦＡＱ
【利用者負担額】（or事業者向けＦＡＱ【利用者負担額に関すること】）をご参照ください。
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122

多子軽減 　新制度施行前従来の制度で行われていた幼稚園と
保育所の多子軽減の取扱いは新制度ではどうなりま
すか。

　多子軽減の取扱いについては、新制度施行前従来の幼稚園、保育所における取扱いと同様の措置を講じています。
　子ども・子育て支援法施行令第13条の規定により、認定こども園、幼稚園、保育所等に在籍する小学校就学前の子どもが保護
者と同一の世帯に複数いる場合に、そのうち最年長の子どもから順に、第２子について半額、第３子に以降については無償となり
ます。
　なお、子ども・子育て支援法施行令第14条の規定により、年収約360万円未満相当世帯については、小学校就学前子どもの場
合も含め、いわゆる「同時入所要件」が撤廃されています。
　具体的には、教育標準時間認定の子どもについては、小学校３年までの範囲において最年長の子どもから順に２人目以降の
子どもが幼稚園、認定こども園を利用している場合、第２子について半額、第３子以降については無料となります。
　また、保育認定の子どもについては、小学校就学前の範囲において最年長の子どもから順に２人目以降の子どもが保育所、認
定こども園等を利用している場合、第２子について半額、第３子以降については無料となります。

123

多子軽減のカウント
の仕方

　保育料の多子軽減について、兄弟姉妹で通園する
施設が異なる場合はどのようにカウントするのでしょ
うか。また、認定こども園を利用する場合、上の子は
１号認定を受けて利用し、下の子は３号認定を受けて
利用する場合はどうなるのでしょうか。

　多子軽減のカウントについては、兄弟姉妹で通園する施設が異なる場合であれ、支給認定区分が異なる場合であれ、１号認定
子どもの利用者負担については小３以下の範囲で第何子かをカウントし、２号・３号認定子どもの利用者負担については就学前
の範囲で第何子かをカウントすることになります。
　したがって、例えば、第１子が中１、第２子が小２、第３子が幼稚園の年長、第４子が保育所の２歳児だとした場合、第３子は小３
以下の範囲で数えて第２子になるので半額、第４子は就学前以下で数えて第２子になるので半額になります。
　また、例えば、第１子が小２、第２子が幼稚園の年長認定こども園の１号利用、第３子が保育所の２歳児認定こども園の３号利
用、第４子が認定こども園の１歳児の場合、第３２子は就学前以下小３以下で数えて第２子になるので半額、第４３子は就学前以
下の範囲で数えて第３２子になるので無償半額になります。

124

多子軽減のカウント
対象児

　第１子が小学校２年生、第２子が５歳児で未就園、
第３子が保育所の２歳児幼稚園児の場合、第３子の
１号認定子どもの利用者負担額は第３子として無償
になるのでしょうか。

　多子軽減の対象カウントの対象については、小学校就学前の子どもについては、就園又は施設等に通っているまたは事業を利
用していることが必要です。したがって、お尋ねのケースの場合、第２子はカウント対象外となるため、第３子は、第１子の扱いと
なり、半額となります。
　なお、子ども・子育て支援法施行令第14条の規定により、年収約360万円未満相当世帯については、小学校就学前子どもの場
合も含め、いわゆる「同時入所要件」が撤廃されています。

125

多子軽減のカウント
対象施設

　新制度における多子軽減のカウント対象施設はどう
なりますか。

　新制度における多子軽減のカウント対象施設は、子ども・子育て支援法施行令に規定しており、従来の幼稚園就園奨励費、保
育所運営費におけるカウント対象施設（幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設への通所又は
児童発達支援及び医療型児童発達支援）に加えて、新制度においては、地域型保育給付の対象事業（家庭的保育事業、小規模
保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業）をカウント対象とし、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化を機
に、企業主導型保育事業を対象に加えましたています。

130

多子軽減のカウント
対象児（政令第14条
の２）

　平成28年度から、年収約360万円未満相当世帯に
ついては多子計算に係る年齢制限が撤廃されたとこ
ろですが、子ども・子育て支援法施行令第1314条に
おける「負担額算定基準子ども」のような、幼稚園・保
育所・認定こども園等の利用の有無についての要件
（いわゆる「同時入所要件」）も撤廃されたのでしょう
か。

　平成28年４月１日に施行された改正後の子ども・子育て支援法施行令第14条の２（令和元年10月１日施行の改正後の子ども・
子育て支援法施行令第14条）の規定により、年収約360万円未満相当世帯については、小学校就学前子どもの場合も含め、いわ
ゆる「同時入所要件」が撤廃されています。

131

特例給付の多子軽
減の取扱い

　特例給付を受ける子どもの多子軽減のカウントの
仕方はどうなりますか。

　特例給付を受けている場合であっても、利用する施設にかかわらず、支給認定区分に応じてカウントします。つまり、１号認定子
どもの利用者負担については小３以下の範囲で第何子かをカウントし、２号・３号認定子どもの利用者負担については就学前の
範囲で第何子かをカウントすることになります。
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132

入退所による日割り
計算方法等

　月途中で入退所した場合等の利用者負担額の日割
り計算方法については、どのように計算されますか。
保育所から幼稚園（又はその逆）など異なる施設、事
業への変更の場合等はどうなるのでしょうか。

　月途中での入退所があった場合は、給付費・委託費と同様に教育標準時間認定は20日、保育認定は25日を基本として日割り
計算することにしています。また、利用先が異なる施設・事業となった場合にも、それぞれの利用者負担額を日割り計算すること
になります。
　また、子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令（平成31年４月１日施行）により月の途中において特定地域型
保育（居宅訪問型保育（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成二十六年厚生労働省令第六十一号）第三十七
条第一号に掲げる保育に係るものに限る。）に限る。）を受けることができない日数が一月当たり五日を超える場合は、利用者負
担額を日割りで計算することとなりました。
そして、子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和２年２月27日及び同年３月27日施行）により災害その他
緊急やむを得ない場合として内閣総理大臣が定める場合は、利用者負担額を日割りで計算することとなりました。
※計算の結果10円未満の端数が生じた場合は切り捨て
（教育標準時間認定子ども又は幼稚園から特別利用教育の提供を受ける保育認定子どもの場合）
１月当たりの利用者負担額×その月の
　途中入所日からの開所日数（その月途中退所日の前日までの開所日数）（20日を超える場合は20日）÷20日
（上記以外の子どもの場合）

①月途中での入退所や利用する施設・事業所に変更があった場合
１月当たりの利用者負担額×その月の途中入所日からの開所日数（その月途中退所日の前日までの開所日数）（25日を超える
場合は25日）÷25日

②居宅訪問型保育を受けることができない日数が一月当たり五日を超える場合
１月当たりの利用者負担額×その月の月曜日から土曜日までのうち特定の日において保育の利用希望が無いなど、保育認定こ
どもが利用しないことが予め決まっているときに保育を行わない日を除く月曜日から土曜日までの日数÷25日

③災害その他緊急やむを得ない場合として内閣総理大臣が定める場合
１月当たりの利用者負担額×その月の臨時休園等の日を除く開所日数÷25日
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第六条第八項の指定感染症のう
ち、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世界
保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。）により臨時に休園等を
する場合（令和二年内閣府告示第十八号）に限る。

134

保育必要量、認定区
分が月途中で変更し
た場合の利用者負
担

　月途中の教育・保育給付支給認定区分の変更（２
号→１号、３号→１号）により、利用者負担額が下が
る場合であっても、利用者負担額は翌月から適用と
なるのでしょうか。当該月の利用者負担額の差額は、
保護者が負担しなければならないのでしょうか。

　月途中の認定変更（転園以外）の場合、国の給付額の精算基準としては月を単位として翌月からの適用となります。
　なお、市町村の判断で、当該月の利用者負担額を日割りとすることは妨げませんが、国の精算基準としては月単位での精算と
なります。
　詳しくは、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成2827
年８3月2331日付通知）第２をご参照ください。

135

入園式・始業式前の
利用者負担額

　幼稚園・認定こども園において教育を受ける場合、
入園式や始業式が４月１日より後に行われ、その後
から通園を始めることがありますが、４月における１
号認定子どもの施設型給付費及び利用者負担額は
日割りにする必要がありますか。

　公定価格は、年間を通して必要となる経費として設定していることから、入園式や始業式が月途中にあったとしても、施設型給
付費及び利用者負担額を日割りにする必要はありません。施設型給付費は、基本的には、入園式又は始業式時点の在園児が４
月１日時点で在籍していたものとして算定することになります。卒園式が月途中にあった場合も同様です。
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146

階層区分 　教育・保育給付支給認定保護者の利用者負担額
（区分）を決定するために必要な税情報や書類の提
出がない場合や、さらに調査への協力が得られない
場合に、自治体の判断で、適当と認められる利用者
負担額（区分）を決定してよいでしょうか。

　自治体における利用者負担額（区分）の決定は、国庫負担額の決定にも関係するものであり、公正に行っていただく必要があり
ます。
　利用者負担額を決定するために必要な税情報や必要書類の提出がない場合、その他の資料等から当該教育・保育給付支給
認定保護者の世帯の所得を調査又は推定していただくことが適当と考えます。さらに、当該教育・保育給付支給認定保護者の協
力が得られないことにより、その他の資料等による調査・推定も困難である場合には、市町村の判断により、教育・保育給付支給
認定保護者の協力が得られるまでの間、最も高い階層区分により決定し、書類等の提出がなされた後に、遡及して利用者負担
額を適用することなどが考えられます。

149

階層区分 　両親の一方が、遠方や海外で勤務しており、仕送り
や養育費等を送っていない場合については、その親
は利用者負担額の算定に係る保護者には当たらな
いのでしょうか。

　成年青年に達しない子は、父母の親権に服し（民法第818条第１項）、親権を行う者は、子の監護をする義務を負っている（同法
第820条）ことから、行方不明、受刑、疾病等の理由により「父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う」（同
法第818条第３項）こととならない限り、父母は原則として「子どもを現に監護する者」であり、子ども・子育て支援法第６条第２項の
「保護者」に当たるといえます。
　そのため、婚姻関係の破たんしていない一時的な別居、単身赴任、養育費の不払い等の事情のみで、「保護者」に当たらなくな
るわけではありませんが、最終的には、どの程度子の監護を行っているか（関わっているか）という点を確認し、各家庭の御事情
を十分踏まえたうえで、御判断くださいをお願いします。市町村が事実上監護を行っていないと判断するような場合、「保護者」に
当たらないとする運用も可能です。

144

階層区分 　年少扶養控除及び16～18歳までの特定扶養控
除に係る利用者負担の経過措置を適用している
場合、給付費に係る国との精算は経過措置適用
後の階層区分に基づいて行うとのことですが、
その際の利用者負担額表は、経過措置を適用し
ない場合と同じものとなるのでしょうか。

　経過措置の対象となる者（施行前に既に入園している者）に係る給付費の国との精算に当たっては、新制度施行前従来の就園
奨励費及び保育所運営費において講じている取扱いをそれぞれ踏襲することにしており、具体的には経過措置の対象者に係る
利用者負担の所得階層区分に用いる税額（市町村民税所得割課税額）を以下のとおり変更して精算することになります。

＜１号認定＞
　※別添資料１「簡便な調整方式（第２方式）による調整後の基準額算出方法」も
　　ご参照ください。
　第３階層　 34,500円に①、②の合計を加えた額以下
　　　　　　①16歳未満の扶養親族の数×21,300 円
　　　　　　②16歳以上19歳未満の扶養親族の数×11,100 円
　第４階層　171,600 円に③、④の合計を加えた額以下
　　　　　　③16歳未満の扶養親族の数×19,800 円
　　　　　　④16歳以上19歳未満の扶養親族の数×7,200 円

※市町村において扶養控除見直し前の市町村民税所得割課税額（以下「見直し前課税額」）をより精緻に算出できる場合は、見
直し前課税額を下記の金額で判定
　第３階層　　　34,500円以下
　第４階層　　 171,600円以下

＜２・３号認定＞
　　　　　経過措置適用後の税額　　経過措置適用前の税額
　第３階層　　　 6,000円未満　　　（ 48,600円未満）
　第４階層　　　53,900円未満　　　（ 97,000円未満）
　第５階層　　 129,200円未満　　　（169,000円未満）
　第６階層　　 261,100円未満　　　（301,000円未満）
　第７階層　　 357,400円未満　　　（397,000円未満）
　第８階層　　 357,400円以上　　　（397,000円以上）

※２・３号認定に係る経過措置適用後の税額の算定にあたっては、平成23年７月15日雇児発0715第１号「控除廃止の影響を受け
る費用徴収制度等（厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。）に係る取扱いについて」でお示ししている「旧税額計
算シート」を参考にすることも考えられます。
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151

児童養護施設等に
入所する子どもの利
用者負担

　児童養護施設等（里親、児童養護施設、児童自立
施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院、ファミリー
ホーム）に入所する子どもについては、誰を保護者と
し、また、利用者負担はどのように設定すれば良いで
しょうか。

　教育・保育給付支給認定保護者については、
・児童養護施設等の入所施設　→　施設長
・小規模住居型児童養育事業　→　小規模住居型児童養育事業を行う者（養育者)
・里親　　　　　　　　　　　          →　里親
と整理しています。

　利用者負担額については、
①１号認定子どもについては、
・「児童養護施設等」、「小規模住居型児童養育事業」及び「養育里親」につい
　て、市町村民税非課税世帯に位置づけます。
　（ただし、その分は措置費が支給される。)
・「養子縁組里親」及び「親族里親」については、従来どおり保護者の所得に応
　じて階層決定を行います。
　（ただし、その分は措置費が支給される。)
②２・３号認定子どもについては、
　里親について、被保護者世帯と同様、市町村民税非課税世帯に準ずる者として利用者負担額を０円とすることと。
と整理しています。

154

給食費の徴収方法 　１号認定、２号認定の子どもに係る給食費はどのよ
うに徴収すれば良いでしょうか。

　1号認定子どもと２号認定子どもの公定価格には給食材料費が含まれておらず、給食材料費は実費徴収として徴収することが
基本となります。また、人件費の不足分は特定負担額（上乗せ徴収）として徴収することが可能です。実際に費用徴収を行う際に
は、対象経費により特定負担額や実費に分解することなく、全体をまとめて特定負担額又は実費のいずれかにより徴収すること
も可能です。
　なお、市町村が定める利用者負担額とは別に、実費徴収等を徴収するか否かは施設の判断であり、給食に係る費用や特定負
担額の費用徴収を行わないことも可能です。

157

特例給付の利用者
負担額

　２号認定子どもが幼稚園に入り、特例給付を受ける
場合の利用者負担額はどうなるのでしょうか。

　利用者負担は０円、公定価格はともに、１号認定子どもに係る額と同額となります。

159

利用者負担額の減
免

　新制度施行前従来の制度で行われていた、ひとり
親世帯等への保育料の軽減・減免については、新制
度でも継続するのでしょうか。その場合、保育所以外
の施設を利用した場合の利用者負担額も減免するの
でしょうか。
また、幼稚園での減免はありますか。

　新制度施行前従来、保育所運営費において行われていたひとり親世帯等への軽減措置については、新制度においても、教育
標準時間認定・保育認定を受ける子どものいずれの場合についても、同様に軽減措置を実施しています。
※平成26年７月31日子ども・子育て会議資料参照。

171

利用者負担額の上
限

　１号認定の場合でも、特に大規模園など、利用者負
担額が公定価格を上回る可能性があると思われま
す。仮に利用者負担額の上限を給付単価限度にする
としても、公定価格の中には、３月にしかつかない加
算もあり、毎月利用者負担額の上限が変わるという
運用はできないのではないでしょうか。

　利用者負担の給付単価限度は、一部の加算部分を含めたものとなります。給付単価限度の詳細は、別添参考資料２「給付単価
限度算定項目」をご参照ください。ただし、ご指摘の３月限定の加算については、給付単価限度の算定上、除くこととしています。
なお、１号認定子どもの利用者負担の給付単価限度の対象となる月額単価は、地方単独費用部分も含めた、国基準に基づき算
定された公定価格全体とすることになります。

10



176

教育標準時間認定
の子どもの夏季休業
中などにおける利用
者負担等の取扱い

　幼稚園や保育所に在籍する児童が長期休業中や
保護者の里帰り出産時に、里帰り先の保育所や認定
こども園に、二重在籍することは可能か。

　里帰り出産先等において他の特定教育・保育施設等を「利用」する場合で、当初の特定教育・保育施設等を退所（園）している
のであれば、当該他の特定教育・保育施設等について広域利用（又は転園）として給付費及び利用者負担が発生します。
　なお、この保育利用者が転園後に帰省先から戻った場合は、市町村の判断で、当初利用していた特定教育・保育施設に優先的
に利用調整していただくことも可能です。
　また、当初の特定教育・保育施設等を何らかの理由で退所（園）していない場合は二重在籍はできませんので、一時預かり事業
等での対応となることが想定され、その利用料が別途発生します。
　なお、通常は私学助成の幼稚園に通っているが、里帰り出産等で休学し、当該他地の特定教育・保育施設等に通う場合、その
施設における施設型給付が支給されることから、当該期間分について私学助成や施設等利用費の給付が行われるを受けること
のないよう、都道府県・市町村間で調整をお願いいたします。

179

児童養護施設・里親
等の多子軽減

　多子軽減については、教育・保育給付支給認定子
ども等が同一世帯に２人以上おり、かつ、幼稚園等
の対象施設に同時に在籍等していることが要件と
なっていますが、兄弟姉妹が同じ児童養護施設・里
親等に2人以上入所・委託され、幼稚園等を利用して
いる場合も、多子軽減の対象となるのでしょうか。

　兄弟姉妹が同一の児童養護施設・里親等に入所・委託され、幼稚園等を利用している場合は、同一世帯に居るのと同じ扱いと
なり、多子軽減の対象となります。兄弟姉妹であっても、別々の児童養護施設・里親等に入所・委託されている場合は、別世帯に
居る場合と同様、多子軽減の対象とはなりません。（なお、いずれにせよ、当該児童にかかる利用者負担額は、児童福祉法によ
る児童入所施設措置費で賄われることとなります。）

180

階層区分 　利用者負担の所得階層区分を決定するにあたって
は、市町村民税の所得割額を元に行い、その際に子
ども・子育て支援法施行規則第2120条に規定されて
いる控除があるときは、当該控除金額を加算した額
により階層区分の決定を行うこととされています。地
方税法の附則第３条の３第５項に基づく税額調整の
措置は上記の施行規則の規定に当てはまりません
が、階層区分の決定の際、税額調整はどういった取
り扱いとなるのでしょうか。

　子ども・子育て支援法施行規則第2120条に規定されているもの（※）以外については、通常の税計算の方法により、控除を反映
することとなります。地方税法附則第３条の３第５項に基づく税額調整等、上記の規定に該当しないものについては、反映するこ
ととなり、税額調整後の金額を元に、利用者負担の所得階層区分を決定することとなります。

※控除した金額を加算する（控除を反映させない）のは地方税法の下記８項目
①法第314条の7（寄付金税額控除）
②法第314条の8（外国税額控除）
③法第314条の9（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）
④法附則第5条第3項（個人の市町村民税の配当控除）
⑤法附則第5条の4第6項（個人の市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額）
⑥法附則第5条の4の2第6項（個人の市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額)
⑦法附則第5条の5第2項（寄付金税額控除における特例控除額の特例）
⑧法附則第45条（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例）

184 強制徴収

　認定こども園の利用者負担額について、市町村の
事情により過年度の利用者負担額を遡及して徴収す
る必要が生じた場合に、市町村が施設に代行して徴
収することは可能でしょうか。

　認定こども園における利用者負担額の徴収は、施設と支給認定保護者の契約に基づくものであり、市町村に帰責する事由によ
り遡及して徴収する必要性が生じたとしても、市町村が施設を代行して徴収することはできません。
 一方で、施設の追加徴収事務が円滑に行われるよう、市町村が施設と教育・保育給付支給認定保護者の間に立ち、事情を説明
するなど、その徴収事務を補助することを妨げるものではありません。市町村におかれては、施設側の徴収事務が円滑に進むよ
う、積極的な協力をお願いいたします。

190

公立の幼稚園や保
育所の利用者負担
額（階層区分）

　公立の幼稚園や保育所の利用者負担額は、どのよ
うに設定すれば良いですか。

　公立の幼稚園や保育所の利用者負担額については、新制度施行前従来の徴収額、公立施設の役割、意義、幼保・公私間のバ
ランス、激変緩和の必要性等を考慮の上、最終的には市町村が判断すべきものです。設定に当たり、必ずしも国が定める所得階
層区分どおりの区分とする必要はありませんが、国が定める上限は公私共通の基準となるため、それぞれの階層区分ごとに、国
の定める基準の範囲内で設定されていることが必要になります。

11
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公立幼保連携型認
定こども園の保育教
諭の研修計画

　保育教諭に対する教育公務員特例法に基づく新規
採用者研修及び中堅教諭等資質向上研修10年経験
者研修については誰が実施主体になるのですか。ま
た、今まで保育士として勤務していた職員が新たに保
育教諭となった場合、新規採用者研修を受ける必要
はあるのですか。

　公立幼保連携型認定こども園の保育教諭に対しては、都道府県知事又は政令指定都市の長が、新規採用教員研修及び中堅
教諭等資質向上研修10年経験者研修を実施することとされています。しかしながら、従来、公立幼稚園の教諭に対する研修は教
育委員会が実施しており、教育委員会は、教諭に対する研修の実施に当たっての専門的知見を有していると考えられることか
ら、都道府県知事又は政令指定都市の長が保育教諭に対する研修を実施するに当たっては、教育委員会との連携・協力を十分
に図ることが望ましいと考えます。なお、各都道府県の判断により、首長部局の事務の全部又は一部を、教育委員会に委任・補
助執行することも可能です。
　新規採用者研修は、教育公務員特例法において、採用した日から起算して１年に満たない者に対して行うこととされています
が、ここでいう採用とは、教員でない者が教員となることを指すものであることから、保育所などの児童福祉施設における保育士
としての勤務経験があっても、新たに保育教諭となった場合には、「採用」に当たることとなり、研修の対象となります。また、105
年間の経過措置によってとして保育士の資格のみを有することをもって保育教諭として勤務する職員についても対象となります。
さらに、保育教諭としての担当が3歳未満児であっても、該当者は研修の対象となります。ただし、研修の実施者において、保育
士としての勤務経験を有する者については、その点を考慮した研修の内容・方法とすることが望ましいと考えます。また、当該研
修により、園の運営や子どもの教育・保育に支障が出ることのないよう配慮すべきと考えます。

202

公立施設の公定価
格の定め方

　私立の幼稚園・保育所・認定こども園の施設型給付
については、国が示す公定価格に基づくこととなって
いますが、公立施設の施設型給付は何を基準として
定めればよいのでしょうか。

　内閣総理大臣が定める基準としての公立施設に係る公定価格については、平成27年２月５日の子ども・子育て会議において、
「施設の設置主体である市町村が、国の公定価格の基準や地域の実情等を踏まえて定める額」とされたところです。
　この設定に当たっては、最終的には、各市町村が、公立施設の実態や取組の状況に応じ、国の公定価格の基準や地域の実情
等を踏まえて、市町村ごとに定めていただくことになります。具体的な金額の検討に当たっては、当該施設に係る予算額・決算額
等を利用者数で除して定めることのほか、国の公定価格の単価表（一般的な水準額は、平成27年３月10日都道府県説明会資料
１－３別添資料３「子ども・子育て支援新制度における公立施設の予算等の取扱いについて」Ｐ５参照）や市町村管内における私
立施設の公定価格を参考に検討すること等が考えられます。

　その際、
・平成27年度予算においては、公立施設の地方財政措置においても、消費税引き上げによる増収分を活用して、３歳児の配置改
善等の質の向上が図られていること
・公立施設の運営の実態を踏まえて、どのような経費を対象とし、どの程度の給付水準とするかを判断する上で、国の公定価格
の単価表や所在する地域の私立施設の給付水準を参考とすることが考えられること
・他市町村の住民による広域利用が行われる場合にも、施設所在市町村の公定価格を用いて給付が行われること（給付は居住
地市町村から行われる）
・利用者負担額は私立施設に適用される国基準の公定価格ではなく、各市町村が定めることとなる公立施設の公定価格の単価
が限度となること
・仮に公立施設の運営等に要する経費の歳出の決算額が、特定財源である使用料（施設型給付の代理受領分＋保護者負担）の
額を上回った場合、どのような財源を充てるかの検討が必要になること等に留意が必要です。

　なお、市町村が実施する地域型保育事業に係る公定価格については内閣総理大臣が定める公定価格によることになるため、
市町村が定める必要はありません。

205

保育教諭
（幼稚園教諭の免許
更新）

　幼稚園教諭の免許更新の手続きを行っていない幼
稚園教諭の取扱いはどうなりますか。新制度移行に
伴う経過措置は講じられますか。

　旧免許状（平成21 年３月31 日までに授与された免許状）を所持している者で、保育士の登録をしている者は、更新講習修了確
認を受けずに修了確認期限を経過し、さらにその後に更新講習修了確認を受けていない者又は新免許状（平成21年４月１日以
降に授与された免許状）を所持している者で有効期間の満了の日までに更新講習の課程を修了していない者についても、保育士
の登録をしている者は、認定こども園法の施行の日から10５年間（経過措置期間）については、保育教諭となることができます。
ただし、その場合には、経過措置期間が終了するまでの間に、更新講習を受講し、更新講習修了確認を受け、教員免許状を有効
な状態で所持している必要があります。（認定こども園法附則第５条第１項及び第３項）
　なお、幼稚園教諭免許状を保有している保育士で、児童福祉法第39 条1 項に規定する保育所等に勤務する者は免許状更新
講習を受講することができます。（免許状更新講習規則第９条第２項第２号）

12
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園児要録の作成 　幼保連携型認定こども園については、園児の園児
要録の作成・保存が義務付けられていますが、０～２
歳児についても園児要録への記載が必要となるので
しょうか。従来と同様に児童票を作成することになる
のでしょうか。

　幼保連携型認定こども園園児指導要録は、幼保連携型認定こども園に在籍する全ての園児について作成することが必要です。
　児童票については、上記要録の様式を参考に、これまでの児童票の取扱いも踏まえながら、自治体ごとで適宜御判断いただく
ようお願いいたします。
　詳しくは、平成30年３月30日付「幼保連携型認定こども園園児指導要録の改善及び認定こども園こども要録の作成等に関する
留意事項等について（通知）」平成27年1月27日付「幼保連携型認定こども園園児指導要録について（通知）」をご参照ください。

221

認定こども園移行後
の施設整備費補助

　来年度以降に認定こども園移行になった後に改築
や必要となる改修等を行う場合、安心こども基金にあ
るような施設整備補助のメニューを活用することはで
きるのですか。また、減価償却費加算を受けることは
できますか。

　認定こども園に移行後であっても、文部科学省の認定こども園施設整備交付金と厚生労働省の保育所等整備交付金を活用し
ていただくことはできます。（安心こども基金に残高がある都道府県については、基金残高を活用していただくことができますの
で、積極的に活用いただきますようお願いします。）
　減価償却費加算については、建物の整備にあたって施設整備費または改修費等の国庫補助金の交付を受けていないことが要
件となっていることから、これらの補助を受けている場合には、加算を受けることはできません。
　平成27年度においては、安心こども基金への積み増しは行いませんが、認定こども園等の施設整備については、新たな交付金
（厚生労働省「保育所等整備交付金」、文部科学省「認定こども園施設整備交付金」）を創設し、引き続き、財政支援を行うこととし
ています。
　また、安心こども基金に残高が生じた場合には、認定こども園等の施設整備事業に限って、基金残高を活用出来ることとしてい
ます。

224

保健師又は看護師
の取扱い

　従来は、乳児４人以上が利用する保育所に勤務す
る保健師又は看護師を、保育士とみなすことができる
とされていますが、幼保連携型認定こども園における
取扱いはどうなりますか。

　従来の取扱いを踏まえ、乳児４人以上が利用する幼保連携型認定こども園においては、保健師又は看護師を、１人に限って保
育士とみなすことができるものとし、当該者は、施行日から起算して10５年間に限っては、保育教諭等又は講師として園児の保育
に従事することが可能です。（平成26年11月28日付「幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準
の運用上の取扱いについて（通知）」をご参照ください。）

231

幼保連携型認定こど
も園の移行特例

　改正認定こども園法の施行日の前日以前より運営
されていた幼稚園や保育所が、幼保連携型認定こど
も園に移行した後に園舎の増改築等を行う場合、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附則第四条の移行特例は適用
されるのでしょうか。

　当該幼稚園・保育所の既存設備を用いている範囲については、引き続き基準附則第４条の移行特例は適用されます。
　ただし、移行特例が適用されている施設にあっても、幼保連携認定こども園を新規に設置する場合に適用される基準に適合さ
れるよう努めることが求められているとともに、国においても施行10年経過後を目処に特例の運用状況等を勘案し、移行特例の
内容等を検討することとしていることを踏まえ、認可権者と協議し適切な施設整備を行ってください。（参考：幼保連携型認定こど
も園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準の運用上の取り扱いについて（平成26年11月28日付通知））

　なお、園庭の移行特例に関しては、一定の条件を満たした場合、平成２７年４月１日以降に幼稚園・保育所から同一の所在場所
において「建替え」を行った場合にも適用されます。
（参考：幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについて（平成26年11月
28日通知））

232

小規模保育
（特例給付）

　小規模保育事業を利用する子どもが３歳になった
が、卒園後の受け皿が見つからない場合、引き続き、
特例給付を受けて小規模保育事業を利用することは
可能ですか。

　小規模保育事業を利用する子どもについては連携施設を設定して、卒園後の受け皿を確保することが求められますが、連携施
設の設定については、５10年間の経過措置が設けられているところです。
　経過措置期間中に連携施設が設定できず、卒園後の受け皿が見つからない場合には、定員の範囲内で、特例給付を受けて、
引き続き、小規模保育事業を利用することは可能です。

233

事業所内保育
（特例給付）

　事業所内保育事業を利用する子どもが３歳以上に
なった場合、引き続き、事業所内保育事業を利用す
ることは可能ですか。

　地域枠において事業所内保育事業を利用する子どもについては、連携施設を設定して卒園後の受け皿を確保することが求め
られますが、連携施設の設定については、５10年間の経過措置が設けられているところです。経過措置期間中に連携施設が設
定できず、卒園後の受け皿が見つからない場合には、定員の範囲内で特例給付を受けて、引き続き事業所内保育事業を利用す
ることは可能です。（なお、従業員枠において事業所内保育事業を利用する子どもが３歳以上になった場合についても、特例給付
を受けて、事業所内保育事業を利用することは可能です。また、満３歳以上の子供を受け入れている保育所型事業所内保育事
業所について、規模（定員20 人以上）や保育士配置等の基準が認可保育所と同等であり、３～５歳児を受け入れている事業所も
存在することを踏まえ、市町村長が適当と認めるものについては、卒園後の受皿の提供を行う連携施設の確保は不要です。）
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244

連携施設を設定でき
ない場合の認可

　事業者から小規模保育事業や家庭的保育事業の
認可申請があった場合、連携施設を設定できないこ
とを理由として認可しないことは認められますか。

　連携施設の設定は家庭的保育事業等の認可基準のひとつとなっているため、連携施設を設定できない場合には認可基準を満
たさないこととなりますが、新制度施行後５10年間は連携施設の設定を要しないとする経過措置を設けていることから、保育の供
給量が需要量を上回っている等の法律で定められた要件に該当する場合を除き、連携施設設定の要件以外の認可基準を満たし
ている限りは認可しなければなりません。
　なお、この経過措置期間中は、満３歳の幼児が４月以降も家庭的保育事業等を利用する際には、地域の保育事情などにおいて
特段の事由がある場合に、当該年度内に卒園後の受け皿を確保することを基本として、市町村がやむを得ないと認めた場合に
は特例給付を受けて、引き続き、家庭的保育事業等を利用することを可能としていますが、本来、連携施設を設定し、確実に卒園
後の受け皿を確保していただくことが基本ですので、経過措置期間中に、事業者は、必要に応じ市町村からの支援を求めつつ、
連携施設の確保に努めることが必要です。
　なお、令和２年４月１日より、卒園後も引き続き必要な教育・保育が提供されるよう、必要な措置が市町村により講じられている
場合には、卒園後の受入先確保のための連携施設の確保を求めないこととすることができることとなりましたので、御留意くださ
い。

255

一時預かり事業の
公費補助の上限額

　一時預かり事業（幼稚園型）に係る公費補助の上限
額は、一時預かり事業（一般型）の上限額（年間延べ
利用児童数に応じた基準額）を適用するということで
よいのですか。

　一時預かり事業（幼稚園型）に係る公費補助の上限額（1施設当たり年額）については10,223,0009,570,000円となっており、一時
預かり事業（一般型）の上限額を適用しています。
　なお、一時預かり事業（一般型）については、年間延べ利用児童数に応じた基準額（延べ利用児童数20,100人以上の場合は別
途協議した額）を適用することとなっています。

261

一時預かり事業（幼
稚園型）の職員配置

　一時預かり事業の確認の基準として、担当職員が
「専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事する」とい
うものがありますが、これは専任の職員の雇用を求
めるものでしょうか。

　職員の配置については、幼稚園の学級を担任して
いる教員とは別に専任の職員を配置する必要がある
でしょうか。学級の定員に余裕があり、配置基準を満
たす場合は、学級担任があわせて担当することは可
能でしょうか。

　「専ら当該幼稚園型一時預かり事業に従事する」とは、担当職員が一時預かり事業に従事している時間は、一時預かり事業に
専従するという意味であり、その他の時間に他の業務に従事することを妨げるものではありません。このため、例えば、教育課程
担当職員が午前中は教育課程上の活動を担当し、午後は一時預かり事業を担当するような運用も可能です。

　この場合、校務分掌や発令等により担当を明確にしておくことのほか、公定価格において必要教員として措置されている常勤職
員を一時預かり事業の配置職員として二重で計上するなど、公費の二重給付とならないよう御対応いただくことが必要となること
に御留意ください。

　一時預かり事業（幼稚園型）における専任職員の配置については、年齢別配置基準を満たす必要があります。当該専任職員に
ついては、公定価格の算定上の必要教員数とは別途、職員の配置が必要です。
　ただし、保育士又は幼稚園教諭の人数は2人を下ることはできませんが、幼稚園等と一体の場合であり、専任の保育士又は幼
稚園教諭は1人で他は幼稚園等の職員（保育士又は幼稚園教諭に限る）を配置する場合は上記の取扱から除きます。

267

一時預かり事業（幼
稚園型Ⅰ）の対象児
童

　一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ）で非在籍園児を預か
る場合において、対象を満３歳以上に限定することは
可能でしょうか。

　市町村の判断により、一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ）で併せて受け入れる非在籍園児の年齢に条件を設けることは可能です
が、
・非在籍園児の預かりニーズは、主として満３歳未満であると考えられること
・一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ）で実施する場合であっても年齢別配置基準数以上の職員を配置することや保育所と同様の設備
基準の遵守が求められること
を踏まえ、地域の一時預かりニーズと幼稚園の受入れ体制を併せて考慮し、適切な対応を講じて頂くようお願いします。

269

１号認定＋一時預か
り事業と２号認定の
選択

　次年度から幼保連携型認定こども園に移行する予
定の幼稚園において、教育・保育給付第１号認定を
受けながら施設等利用給付第２号認定を受けてほぼ
毎日預かり保育を利用している幼児がいます。多くい
る場合、その幼児らが、幼保連携型認定こども園へ
の移行後、教育・保育給付第１号認定と施設等利用
給付第２号認定で預かり保育を利用するか、教育・保
育給付第２号認定を申請するかは、保護者の選択に
よるということでよいのでしょうか。

　お見込みのとおりです。
　教育・保育給付第２号認定を受けた場合、市町村の利用調整を経ることになりますが、No.53にあるように市町村の判断により
優先的に継続利用させることは可能です。

　１号認定を受けて一時預かり事業を利用するか、２号認定を申請するかは、保護者の選択によります。
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276

現行の私学助成に
よる預かり保育を実
施できる経過措置

　「施設型給付」を受ける幼稚園が従来の私学助成
による預かり保育を実施できる経過措置の条件とし
て、制度施行前に都道府県による私学助成の預かり
保育を受けていた園に限るとのことですが、いわゆる
102条園（個人立や宗教法人立等）も対象となります
か。

　学校法人立以外の園への私学助成の実施については、学校法人化を目指す幼稚園（いわゆる志向園）に対して５年を上限に
行われるものを除き、国の私学助成の対象外のため、引き続き都道府県に判断していただくことになります。

277

一時預かり事業（幼
稚園型）の広域利用

　広域利用があった場合、一時預かり事業（幼稚園
型）の事務処理はどのように行うべきでしょうか。
　特に、一時預かり事業（幼稚園型）を実施しないＡ市
の子ども(ａ)が、隣接するＢ市の施設型給付を受ける
幼稚園(ｂ園)に入園している場合、ｂ園の預かり保育
を一時預かり事業（幼稚園型）で実施することとなっ
た場合は、aの預かりに係る公費支援はどこが行うこ
とになるのでしょうか。

　一時預かり事業（幼稚園型）を広域的に行う園がある場合には、当該児童に係る委託費・補助金は、当該児童の居住する市区
町村が支払うことが基本となるため、当該園に対してどの市町村からも委託（補助）ができるよう、市町村間での調整することが必
要ですが、協定に基づき施設が所在する市区町村が一括して事務処理することが可能です。それが困難な場合においても、報
告時期について統一を図ることなど、事務負担軽減に資する取組について積極的に検討を行っていただきたいと考えておりま
す。

　まずは、一時預かり事業（幼稚園型）を広域的に行う園がある場合には、基本的には、当該園に対してＡ市及びＢ市のどちらか
らも委託（補助）ができるよう、市町村間での調整をお願いします。

その上で、なお調整がつかず、本ケースのようにＡ市が一時預かり事業（幼稚園型）を実施できない場合は、ａの預かりに係る公
費支援がどちらの市からもなされない場合もあるため、事業の実施上支障がある場合には、当分の間、b園の預かり保育は、一
時預かり事業（幼稚園型）で実施するのではなく、引き続き、都道府県の私学助成による預かり保育補助とする経過措置（平成26
年度に都道府県による預かり補助を受けている園に限ります）を受けることも考えられます。

参考：平成30年４月25日付文部科学省初等中等教育局幼児教育課事務連絡「一時預かり事業（幼稚園型）に係る事務負担の軽
減について」

284

幼稚園における３歳
未満児の預かり

　幼稚園において、一時預かり事業によらず、毎日２
歳児を預かっていますが、新制度に移行した場合で
もこれを継続することは可能ですか。

　保育の必要性がある２歳児については、一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）による受け入れが可能です。また、一時預かり事業（幼
稚園型Ⅰ）は、主として、幼稚園等に在籍する満３歳以上の幼児を対象としておりますが、満３歳未満の保育の必要性がない子ど
もを受け入れることも可能です。
　地域の一時預かりニーズと幼稚園の受入れ体制を併せて考慮し、適切な対応を講じて頂くようお願いします。

　例のような場合は、一時預かり事業の対象とすることはできませんが、その園が行う独自事業として行う分には差し支えありま
せん。

287

一時預かり事業（幼
稚園型）の資格要件
の緩和

　一時預かり事業（幼稚園型）を担当する職員の資格
要件に係る緩和措置は、いつまで継続されるのでしょ
うか。

　今回の緩和措置は、有資格者不足という状況に対応するための暫定的な措置として実施するものです。具体的な実施期間に
ついては、一時預かり事業（幼稚園型）の実施状況等を踏まえつつ、今後、適切に検討していく予定ですが、少なくとも平成28年
度中に緩和措置を廃止することはありません。

295

一時預かり事業（幼
稚園型）における職
員配置

　子ども・子育て支援交付金実施要綱（令和２29年度
改正）（案）でには、保育士又は幼稚園教諭免許状所
有者以外の教育・保育従事者として、「オ　幼稚園教
諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有して
いた者」が挙げられ追加されていますが、どういう趣
旨でしょうか。

　「幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有していた者」とは、有効期間満了日又は修了確認期限までに免許
状更新講習を受講・修了しなかったことにより免許状が失効した者を指すものですが、これらの者についても、当初の免許状取得
に当たって十分な知識・技能を習得していると認められることから、「一時預かり事業（幼稚園型）」における配置を可能としたもの
です。
　なお、「幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有していた者」は、あくまで「保育士又は幼稚園免許状所有者
以外の教育・保育従事者」であり、有資格者として取り扱うことはできませんので、ご注意下さい。
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297

一時預かり事業の
長期休業日の補助
単価

　令和２平成29年度子ども・子育て支援交付金交付
要綱（案）では、長期休業日の基本分単価について、
８時間未満の場合は400円、８時間以上の場合は800
円とされていますが、長時間加算を含めると、預かり
時間ごとの補助単価の合計はどのようになりますか。

　預かり時間ごとに、以下のとおりの単価が適用されます。
・４時間：400円（基本分のみ）
・５時間：500円（400円（基本分）＋100円（長時間加算））
・６時間：600円（400円（基本分）＋200円（長時間加算））
・７時間：700円（400円（基本分）＋300円（長時間加算））
・８時間：800円（基本分のみ）
・９時間：950900円（800円（基本分）＋150100円（長時間加算））
・10時間：1,1001,000円（800円（基本分）＋300200円（長時間加算））
・11時間以上：1,2501,100円（800円（基本分）＋450300円（長時間加算））

298

一時預かり事業の
長期休業日の補助
単価

　令和２平成29年度子ども・子育て支援交付金交付
要綱（案）では、基本分単価について、「Ⅱ　年間延べ
利用児童数2,000人以下の施設」においても、①平日
と、②長期休業日（８時間未満）及び③長期休業日
（８時間以上）が別々に記載されていますが、平日と
長期休業日の預かりを両方実施した場合には、①に
対応した単価（1,600,000円÷年間延べ利用児童数）
－400円）とは別途、長期休業日に係る延べ利用児
童数に応じた②又は③の単価が追加で算定されると
いう理解で良いでしょうか。

　お見込みのとおり。

301

一時預かり事業（幼
稚園型）年間延べ利
用児童数の考え方

　令和２平成29年度子ども・子育て支援交付金交付
要綱（案）では、「年間延べ利用利用児童数」という文
言が複数の箇所に記載されていますが、その意味は
すべて同じでしょうか。

　「Ⅰ　年間延べ利用児童数2,000人超の施設」及び「Ⅱ　年間延べ利用児童数2,000人以下の施設」における「年間延べ利用児童
数」は、平日と長期休業日を合算した数を指しますが、Ⅱの「①平日（1,600,000円÷年間延べ利用児童数）－400円」における「年
間延べ利用児童数」は、平日のみの数を指すものです。

307

延長保育事業 　幼保連携型認定こども園の保育教諭等は、幼稚園
教諭免許と保育士登録の両方が必要ですが、経過
措置により、施行後10５年間は幼稚園教諭免許だけ
でも可とされています。この経過措置中の保育教諭
等は保育士の資格を持っていませんが、延長保育も
担当できますか。

　幼保連携型認定こども園の保育教諭等に係る経過措置は、延長保育事業においても、同様の経過措置を講じていますので、
延長保育も担当できます。

309

実費徴収に係る補
足給付を行う事業

　新制度に移行しない幼稚園は、実費徴収に係る補
足給付を行う事業の対象になりますか。

　新制度に移行しない幼稚園は本事業の対象にはなりません。従前まで補足給付事業の対象外でしたが、令和元年10月からの
幼児教育・保育の無償化の施行と併せ、低所得者や多子世帯などの副食費を軽減するための補足給付事業が地域子ども・子育
て支援事業として位置付けられました（子ども・子育て支援法第59条第３号ロを参照）。

310

実費徴収に係る補
足給付を行う事業

　実費徴収に係る補足給付を行う事業における補助
額はどのように算定するのでしょうか。

　補足給付事業は、副食材料費（１号新制度に移行しない幼稚園）及び給食費以外の教材費・行事費等（新制度園幼稚園）の実
費徴収に分けて補助を行うことになりますが、その際、平成27年１月23日開催の都道府県等説明会資料３－１「地域子ども・子育
て支援事業について」でお示しした副食材料費は月額4,500円、教材費・行事費等は月額2,500円を上限とする国が定める基準額
と、施設が保護者から実際に徴収した金額とをそれぞれ比較して低い方の額を用いて補助を行うことになります。

334

特別な支援を要する
子どもへの補助事業

　特別な支援を要する子どもへの支援については、
私学助成（幼稚園等特別支援教育経費）、市町村が
実施する補助制度（一般財源化前の障害児保育事
業）及び多様な事業者の参入促進・能力活用事業で
支援することとなっており、また令和２年度からは一
時預かり事業においても加算の導入（一般型）や単
価の創設（幼稚園型Ⅰ）がなされますが、これらの補
助事業の対象となる子どもは身体障害者手帳等の障
害者手帳の交付を受けている必要がありますか。

　私学助成（幼稚園等特別支援教育経費）や多様な事業者の参入促進・能力活用事業、一時預かり事業の加算取得（一般型）や
単価利用（幼稚園型Ⅰ）において、特別な支援を要する子どもに該当するかの判断に当たり、障害者手帳は必須ではありませ
ん。医師の診断書の他、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等、障害の事実が把握可能であれ
ばこれらの事業の対象として差し支えありません。
　また、市町村が実施する補助制度（一般財源化前の障害児保育事業）においては、市町村が補助要件を定めることになります
が、上記事業の取扱いを参考としていただくことが考えられます。
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348

現行制度に残る施
設の私学助成・就園
奨励費の取扱い

　従来の私立幼稚園（新制度に移行しない幼稚園）に
対する私学助成・就園奨励費は、新制度施行後には
どうなるのですか。

　新制度に移行していない幼稚園に対する財政支援は、従来と同様、私学助成及び保護者への就園奨励費補助で行うことになり
ます。国は、各都道府県が私立幼稚園に補助した場合、その一部を補助するという性質上、都道府県が私学助成を行うことが前
提となりますが、国としては、新制度に移行していない幼稚園には、引き続き私学助成により支援していく方針です。
　これらの財政支援の水準については、子ども・子育て関連３法案に対する国会の附帯決議で「施設型給付を受けない幼稚園に
対する私学助成及び幼稚園就園奨励費補助の充実に努めるものとする」とされていることも踏まえ、これらの財政支援の充実に
努めていくこととしています。なお、国の消費税増収分は新制度を含めた社会保障４経費に充てることとされていますが、私学助
成や就園奨励費補助はこの対象になっていません。

349

現行制度に残る施
設の私学助成・就園
奨励費の取扱い

　新制度に移行する私立幼稚園や認定こども園に対
する新制度の私学助成・就園奨励費は、新制度の施
行後にどのように変わるのですか。

　私学助成の一般補助は基本的に実施しませんが、国のメニューのうち一種免許状の保有の促進と財務状況の改善の支援につ
いては、引き続き実施します。また、特別補助については、国のメニューとしては、幼稚園特別支援教育経費支援と教育の質の向
上を図る学校支援経費支援を引き続き実施します。預かり保育推進事業については、市町村の一時預かり事業が円滑に実施さ
れない特別の事情がある場合の過渡的な措置として実施します。
　また、就園奨励費補助金（国庫補助）の対象外となります。

351

財政措置 　新制度に移行しない幼稚園数・園児数を確実に見
込むことは難しいと思われますが、国として確実に財
政措置できるのですか。

　私学助成・就園奨励費の予算については、私立幼稚園の新制度への移行率をもとに、必要な額に限って新制度に移し替えるこ
ととしているため、新制度に移行していない幼稚園に対する私学助成・就園奨励費に要する額は適切に措置されます。

352

新制度との出入り 　年度途中において市町村の特定教育・保育施設に
係る確認を辞退した私立幼稚園に対する私学助成・
就園奨励費や施設等利用費は国の補助の対象とな
りますか。
　逆に、私学助成等を受けていた私立幼稚園が年度
途中に特定教育・保育施設に係る確認を受けて新制
度に移行した場合はどうなりますか。

　年度途中から私学助成の対象とするかどうか、また年度途中から新制度に移行した私立幼稚園に対する私学助成の取り扱い
については都道府県・市町村間で調整して判断いただきたいと考えています。都道府県の私学助成の対象となる場合について
は、国庫補助の対象となります。市町村が年度途中で特定教育・保育施設の確認を辞退した私立幼稚園や年度途中に確認を受
けた私立幼稚園の利用者に対して市町村が支給する施設等利用費就園奨励事業を実施する場合については、国庫補助の対象
となりします。
　なお、私立幼稚園が年度途中に特定教育・保育施設に係る確認を受けた、或いは確認を辞退したことにより、通年で施設等利
用費の対象とならない場合であっても、当該私立幼稚園が、年度当初から年度末まで設置されていた場合、施設等利用費の算
定に当たって、入園料の月額換算額は、特定子ども・子育て支援施設等（私学助成幼稚園）の対象である期間にかかわらず、支
払われた入園料を、当該年度（入園初年度）における園児の在籍月数で除すことにより算定することになります。

363

特別な支援を要する
子どもへの補助事業

　特別な支援を要する子どもへの支援については、
私学助成（幼稚園等特別支援教育経費）、市町村が
実施する補助制度（一般財源化前の障害児保育事
業）及び多様な事業者の参入促進・能力活用事業で
支援することとなっており、また令和2年度からは一時
預かり事業においても加算の導入（一般型）や単価
の創設（幼稚園型Ⅰ）がなされますが、これらの補助
事業の対象となる子どもは身体障害者手帳等の障害
者手帳の交付を受けている必要がありますか。

　私学助成（幼稚園等特別支援教育経費）や多様な事業者の参入促進・能力活用事業、一時預かり事業の加算取得（一般型）や
単価利用（幼稚園型Ⅰ）において、特別な支援を要する子どもに該当するかの判断に当たり、障害者手帳は必須ではありませ
ん。医師の診断書の他、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等、障害の事実が把握可能であれ
ばこれらの事業の対象として差し支えありません。
　また、市町村が実施する補助制度（一般財源化前の障害児保育事業）においては、市町村が補助要件を定めることになります
が、上記事業の取扱を参考として頂くことが考えられます。

366

全国統一費用部分
と地方単独費用部
分の財政負担

　教育標準時間認定子どもに係る公定価格の中で、
給付の地方単独費用部分の対象となる加算はどれ
ですか。あるいは、基本分単価、加算単価ともに、一
定の割合により国庫負担対象額と地方単独費用部
分とで費用分担するのですか。

　全国統一費用部分及び地方単独費用部分の性格を踏まえながら、実際の算定実務への影響を極力小さくする観点から、基本
的には、1号給付に係る公定価格の総額に対する一定の割合（72.5％※）により国庫負担対象額を設定し、利用者負担額を控除
した額を国１/２、都道府県１/４により財政負担することにしています。
　なお、平成27年２月６日開催の「平成26年度第３回都道府県私立学校主幹部課長会議」において、本件に係る「私立幼稚園（１
号認定子ども）に係る新制度の財政構造」についてご説明しています。また、上記会議で配布した資料のうち、該当の資料につい
ては、各都道府県新制度担当部局及び私立幼稚園担当部局あてに平成27年２月６日付けメールにより送付していますので、そ
ちらをご参照ください。

※　平成29年度令和２年度より73.473.8％
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396

法定代理受領 　施設型給付について、受給者が法定代理受領を拒
み、直接、個人への給付を望んでいる場合はどうす
れば良いのでしょうか。

　子ども・子育て支援法第27条第５項により、市町村は、当該教育・保育給付支給認定教育・保育に要した費用について、施設型
給付費（若しくは地域型保育給付費又は特例施設型給付費、特例地域型保育給付費）として当該教育・保育給付支給認定保護
者に支給すべき額の限度において、当該教育・保育給付支給認定保護者に代わり、当該特定教育・保育施設（若しくは特定地域
型保育事業者）に支払うことができるため、その支払方法を決定するのは支払者である市町村となります。
　なお、認定申請後、認定の効力が発生するまでの間、緊急その他やむを得ない理由により、特定教育・保育施設等を利用した
場合には、特例給付による償還払いとなりますが、基本的にはその場合を除き、償還払いとなるケースは想定していません。

398

給付額通知の内容 　法定代理受領の給付額通知に記載する金額は、基
本分単価だけでなく、加算も含んだ金額になるので
しょうか。

　法定代理受領により施設型給付費等の支給を受けた場合において、教育・保育給付支給認定保護者へ通知される金額は、給
付費の額（公定価格から利用者負担額を引いた金額）であるため、加算額も含めたものとなります。

409

処遇改善等加算Ⅰ
において過去の勤
務経験を通算するた
めに必要な書類

　処遇改善等加算Ⅰにおいて、職員が過去に勤務し
ていた施設の勤続年数を通算するためには、どのよ
うな書類を用意すればよいでしょうか。

　加算を受けようとする施設・事業者は、常勤職員に係る前歴（職歴）の証明に関する書類を所在地市町村に提出する仕組みを
基本としているため、あらかじめ職員が過去に勤務していた、勤続年数を通算可能な他の施設等の設置者から書類を入手してお
く必要がありますが、年金加入記録等から推認する取扱いも可能としています。また、公立施設に在職している期間については、
辞令の写しで代えることも可能と考えられます。

410

処遇改善等加算の
認定手続き

　処遇改善等加算の認定手続きのスケジュールはど
のように想定していますか。また、認定の効果は年度
当初に遡及されますか。

　処遇改善等加算を受けようとする施設・事業者は、都道府県知事・指定都市長・中核市長及び都道府県知事との協議により処
遇改善等加算の認定事務を行うこととなった市町村長が定める日までに、必要書類を市町村長に提出することとしており、具体
的には都道府県等が定めるスケジュールによることになります。また、加算認定が年度途中になった場合、事業者からの申請
ベースで適用した上で、認定がなされた後に設定の効果を年度当初に遡及して適用することになります。

411

減価償却費加算の
要件

　保育所等の減価償却費加算はどのような施設（事
業所）に加算されることになるのでしょうか。
　一度、施設整備費補助を受けた施設は、何十年も
前に補助を受けた場合であっても、加算を受けられな
いのでしょうか。

　減価償却費加算は、以下の要件全てに該当する施設を対象とします。
（ア）保育所等の用に供する建物が自己所有であること（注１）
（イ）建物を整備又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること
（ウ）建物の整備に当たって、施設整備費又は改修費等（以下「施設整備費等」という。）の国庫補助金の交付を受けていないこと
（注２）
（エ）賃借料加算の対象となっていないこと

（注１）施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50％以上であること

（注２）施設整備費等の国庫補助の交付を受けて建設した建物について、整備後一定年数が経過した後に、以下の要件全てに該
当する改修等を行った場合には（ウ）に該当することとして差し支えありません。
①老朽化等を理由として改修等が必要であったと市町村が認める場合
②当該改修等に当たって、国庫補助の交付を受けていないこと
③１施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延べ面積に２を乗じて得た値を上回る場合で、か
つ、改修等に要した費用が1,000万円以上であること

　よって、注２①～③に全て該当する建物については、（ウ）に該当するものとできるので、（ア）、（イ）、（エ）の要件も全て該当して
いる場合は、加算の対象とすることができます。

※詳細は、平成2827年８３月2310日付事務連絡「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上
の留意事項（案）の送付について」をご参照ください。
　また、減価償却費加算の地域区分については、「標準」または「都市部」とし、「都市部」とは、当年度又は前年度における４月１
日現在の人口密度が、1,000人/k㎡以上の市町村をいいます。
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415

引っ越し後も同一施
設を利用する場合の
施設型給付費

　Ａ市からＢ市に転入したが、引き続き、同一施設を
利用し続ける場合、それぞれの市からの施設型給付
費は日割りとするのでしょうか。

　御指摘については、通常の転出・転入の場合と同様に、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に
伴う実施上の留意事項について」（平成2827年８3月2331日付通知）第２を踏まえ、日割りとすることが適当です。
なお、ただし、当該市町村間で調整がついた場合には、月割りの取扱いとしても差し支えありません。

　特に、５歳児が３月の卒園後に転居した場合にあっては、転居先自治体において新たに特定教育・保育施設を利用する事は考
えにくいことから、転出元自治体において支給認定を３月末まで取り消さず、卒園月の施設型給付を一括して給付することを基本
としてください。その際、転出元自治体と転入先自治体で密に連絡を取り、教育・保育認定・給付の重複が生じないよう御留意くだ
さい。

417

資料の提供等の際
の本人同意

　子ども・子育て支援法第16条に基づき、他の官公庁
に対し、税情報の公用請求をする場合、本人同意は
必要となるのでしょうか。

　教育・保育給付支給認定の申請、変更、職権による変更、取消し及び現況届に係る事務を処理するために、子どもの保護者若
しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税に関する情報を照会する場合は、照会対象者の同意は不要です。

418

施設を利用しなかっ
た場合の給付及び
利用者負担の取扱
い

　感染症や旅行、里帰り出産など、利用者の事由に
より施設を利用しなかった場合も、施設型給付の対
象となるのでしょうか。また、その場合の利用者負担
の徴収はどうなるのでしょうか。

　新制度では、教育・保育給付支給認定子どもが特定教育・保育施設に在籍していれば、施設型給付費等の給付対象となりま
す。
　一方、利用者負担額については、基本的に徴収するものと考えますが、施設の判断により利用者負担額を徴収しない等、実情
に応じて柔軟な対応をしていただくことは差し支えありません。

421

マイナンバー関連 　保護者からの教育・保育給付支給認定について、
事業者を経由して市町村に申請するという手続きを
行っている場合には、事業者は必ず「行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律」（番号法）における「個人番号関係事務
実施者」に該当し、申請者に対する本人確認を行わ
なければならないことになるのですか。

　事業者を経由して市町村へ申請を行う場合であっても、個人番号が記載された申請書類等を密封した（施設等で確認等を行わ
ない）まま市町村に提出する場合には、当該事業者は、番号法における「個人番号関係事務実施者」に該当せず、本人確認を行
う必要はありません。
　この場合、市町村が申請者の本人確認を行うこととなりますが、市町村による本人確認については、申請者本人の身分証明証
の写し等の添付や電話による対応も可能とされています。詳細については、各自治体の番号制度主管課にお問い合わせ願いま
す。
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