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○ 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。

○ 今後、公定価格及び利用者負担について、具体的な水準等の検討が必要。

子ども・子育て支援新制度における公定価格の概要

≪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

【イメージ】
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公定価格に関する論点について

１．公定価格の基本的な構造

○ 子ども・子育て新制度における公定価格は、「認定の区分（支援法１９条１項１号・２号・３号に掲げる小学校就
学前の子どもの区分）」、「保育必要量」、「施設の所在する地域」等の事項を勘案して算定される教育・保育、
地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額、となって
いる。

○ 通常要する費用の算定に当たっては、認可基準等により定められた職員配置基準等に関する水準をベース
に、人件費、事業費、管理費といった運営コストがどの程度必要かといった評価を行うことが必要となる。

○ 子ども・子育て会議（基準検討部会）における「保育の必要性の認定」、「新幼保連携型認定こども園、
地域型保育事業の認可基準」、「確認制度（定員制度、運営基準等）」等に関する一定のとりまとめ等を踏
まえ、これらの基準により求められる水準に対応するものとして、公定価格の設定が必要となる。

≪公定価格（基本額）イメージ≫

基本額（１人当たりの単価）

［共通要素①：認定区分・年齢別、保育必要量、

地域区分別、利用定員別］

［共通要素②：人件費、事業費、管理費］

加算額

［○○加算］
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4

認可基準等

➣施設・事業の適切な運営を確保するための
基準等

・職員配置基準

・施設基準

・施設・事業に求める実施内容等

【参考：子ども・子育て支援新制度の施行に向けて検討中の各事項の関係（公定価格関係）】

確認制度

➣公費による財政支援の対象となることを確認
するための基準等

・利用定員

・運営基準

公定価格

➣左の各事項を踏まえ、教育・保育に要する費用を
算定

○共通要素①

・認定区分・年齢別

・保育必要量

・利用定員別

・地域区分別

○共通要素②

・人件費

・事業費

・管理費

○各種加算等

○その他

利用者負担

・利用者負担の水準

・実費徴収、上乗せ徴収

保育の必要性の認定
➣給付等の支給に当たって必要な認定の基準
等

・認定区分
①教育標準時間認定(３歳以上)

②保育認定(３歳以上)、③保育認定(３歳未満)

・保育必要量
(保育標準時間・保育短時間)



参考・本格施行までの現時点での想定イメージ（平成27年度施行を想定）
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

主な動き
（想定）

4月 消費税８％引き上げ
保育緊急確保事業実施

本格施行（注1）
10月 消費税10％に引き上げ（注2）

基本指針・事業計画

認可基準（幼保連携型
認定こども園）・
確認基準

保育の必要性の
認定基準

公定価格

市町村事業

幼保連携型認定こど
も園保育要領（仮称）

保育緊急確保事業

実施体制

（注１）本格施行の時期については、実際の消費税率引上げ時期を踏まえて検討。
（注２）消費税率の引き上げは、経済状況の好転が条件とされている。
（注3）地域子ども・子育て支援事業の関係では、放課後児童健全育成事業の基準を条例で定める必要がある。

子ども・子育て支援新制度施行準備室（内閣府） 子ども・子育て本部（内閣府）

自治体において準備組織を設置 一元的実施体制を整備

会議等での検討

会議等での検討

市町村・都道府県事業計画の検討

条例の検討

会議等での検討 条例（注3）の検討

対象事業、要綱等の検討

保育計画の改定
（特定市町村） 保育緊急確保事業の実施

実態調査 実態調査、会議等での検討

届出受理・事業実施準備

国で実施 → 自治体で実施

骨格、仮単価の提示
意向調査、予算要求

利用者負担の設定

認可・確認事務

会議等での検討 認定事務

関係審議会等での検討

子
ど
も
・子
育
て
会
議
設
置

ガイドライン等の策定

認定こども園職員に対する研修等
地方版も
順次設置
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子ども・子育て会議における主な審議事項とスケジュールのイメージ
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（１）公定価格は、法律上「認定の区分（支援法１９条１項１号・２号・３号に掲げる小学校就学前子ど
もの区分）、保育必要量、施設の所在する地域等を勘案して算定される教育・保育、地域型保育に通
常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」とされており、
「基本制度」では、「質の確保・向上が図られた学校教育・保育を提供するために必要な水準として、
人員配置基準や設備環境を基に、人件費、事業費、管理費等に相当する費用を算定する。」とされて
いる。

（２）給付額の算定に当たっては、例えば、例１、２又は例３のような方法が考えられ、それぞれの特徴、
留意点は以下のとおり。
例１ 個別費目の積み上げ方式（保育所運営費等）

人件費、事業費、管理費等について、各々対象となる費目を積み上げ、費用を算定。

・ 給付費の中に積み上げる対象項目（国の算定基準）が明確になることから、他の補助事業との組み合わせ
が実施しやすく、特に人件費については、経験年数に応じた対応や、配置基準の改善等の政策的な上乗せが
実施しやすくなる。

・ 実際に事業に要した費用（実態）と積み上げた給付費（モデル）の間にずれが生じる可能性がある。事業
費や管理費等については、物価変動等、実態調査の結果を直接反映させる形ではなくなる。

例２ 包括的な報酬体系（介護保険制度等）
サービスに要する平均的な費用を実態調査により把握し、人件費、事業費、管理費等を包括的に評価し算定。

・ 実際に事業に要した費用（実態）に対応した給付費を設定しやすい。事業費や管理費等については、物価
変動等、実態調査の結果が直接反映される形になる。

・ 給付費の中に積み上げられた対象項目が必ずしも明確でない部分が出てくるため、他の補助事業との組み
合わせや、人件費等の政策的な対応が見えにくくなる。

7

特 徴

留意点

特 徴

留意点

公定価格の設定に当たっての基本的な考え方



例３ 例１（人件費部分）、例２（事業費、管理費等）の組み合わせ
人件費については、対象となる費目を積み上げ、費用を算定。事業費、管理費等については、サービスに要

する平均的な費用を実態調査により把握し、事業費、管理費等を包括的に評価し算定。

・ 人件費については、経験年数に応じた対応や、配置基準の改善等の政策的な上乗せが実施しやすくなり、
事業費や管理費等については、物価変動等、実態調査の結果が直接反映される形になる。

・ 人件費については、例１と同様。事業費や管理費等については、給付費の中に積み上げられた対象項目が
必ずしも明確でない部分が出てくるため、他の補助事業との組み合わせなどが見えにくくなる。

【対応方針案】
○ 新制度施行時に公定価格を設定する段階においては、対象となる費目を一定程度特定した上で評
価を行う。

※上記の例１～例３は、特に公定価格の改定のあり方として検討。

8

特 徴

留意点



（基本分保育単価の内訳） 

区  分 内       容 

事 

 

 

務 

 

 

費 

人 

 

件 

 

費 

(1)常勤職員給与（注） 

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） 

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 

①嘱託医手当 

②非常勤職員雇上費 

③年休代替要員費 

管 

 

理 

 

費 

＜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、被服手当、職員健康管理費、業務省力化等勤務条件改善費 

＜児童の数に比例して積算しているもの＞ 

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＞ 

補修費、特別管理費、苦情解決対策費 

事業費 
＜生活諸費＞ 

一般生活費（給食材料費、保育材料費等） 

（注）職員数の考え方 

・所    長  １人（設置単価の場合） 

・保  育  士  保育士配置基準に基づき算定 ※その他、配置基準とは別に保育士を１名加配 

乳 児         ３：１ 

１～２歳児         ６：１ 

３ 歳 児        ２０：１ 

４歳以上児        ３０：１       

・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） 9

（参考）現行の保育所運営費の費用構成



その他、今後、検討していく必要があるものとして、例えば、以下のものが考えられる。

○公定価格の表示方法
公定価格を設定するにあたって、その表示方法（価格表示）について、検討していく必要があるが、

その際、現行の保育所運営費と同様に「円表示」とするか、他制度の例のように「単位（点数）表
示」とするかについて、検討していく必要がある。（次ページ参照）
その際、それぞれの特徴を勘案する必要があるのではないか。

【対応方針案】
子ども・子育て支援新制度は、支給限度額を設定する仕組みではないため、公定価格がどの程度の
額なのか分かりやすい「円表示」を基本とする。

○公定価格の改定
公定価格の改定の時期や方法については、地方自治体の事業計画の状況等を踏まえながら、物価な

ど経済状況の変動等に対応できるものとしていく必要があるが、具体的なあり方については公定価格
の骨格を整理した上で、別途検討する必要がある。

10

そ の 他

円表示 単位（点数）表示

特徴
・公定価格がどの程度の額なのか、分かりやすい。
・現行制度における表示方法と馴染みやすい。

・円表示と比較して、公定価格の単価表における項目
数は簡素（地域区分ごとの価格表示が不要）

留意点
・単位（点数）表示と比較して、公定価格の単価表
における項目数が多い。
（地域区分ごとの価格を表示することが必要）

・現行制度では馴染みがないほか、公定価格の請求・
支給に当たって円換算が必要
・子ども・子育て支援新制度では、介護保険制度のよ
うな要介護度に応じた支給限度額（単位）を設定する
方法をとっていない。



（参考）公定価格の表示方法について
１．現行

○保育所運営費は、円表示

○私学助成、就園奨励費は、各自治体ごとに決定している（円表示）

２．他制度の表示方法

○医療保険（診療報酬）：点数表示

○介護保険制度（介護報酬）、障害者総合支援制度（障害福祉サービス等報酬）：単位表示
・介護保険制度においては、簡素な表示（介護報酬額や区分支給限度額が所在する地域にかかわらず、１つの報酬単位で表示すること
が可能）、サービス量の均等な保障（使用される介護サービスの地域にかかわらず、同じ要介護者に対して同じサービス量を保障す
ることが可能）、の観点から単位表示としている。

・単位の設定に当たっては、基本単位を１単位＝１０円とした上で、サービス種類ごとに「人件費割合」を区分し、当該人件費部分に
おいて地域差（地域区分）を反映させている。

＜人件費割合＞

＜地域区分を反映した金額＞ ＜居宅サービス等の区分支給限度額＞

例）特別区（1級地）での訪問介護：10円×（1＋0.7×0.18）＝11.26円

・障害者総合支援制度においては、同様の観点から単位表示としている。

７０％ 訪問介護／訪問入浴介護／夜間対応型訪問介護／居宅介護支援／訪問看護／定期巡回・随時対応型訪問介護看護

５５％ 訪問リハビリテーション／通所リハビリテーション／認知症対応型通所介護／小規模多機能型居宅介護／複合型サービス

４５％
通所介護／短期入所生活介護／短期入所療養介護／特定施設入居者生活介護／認知症対応型共同生活介護／介護老人福祉施設／介
護老人保健施設／介護療養型医療施設／地域密着型特定施設入居者生活介護／地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 その他

上乗せ割合 18% 15% 12% 10% 6% 3% 0%

人件費割合

70% 11.26円 11.05円 10.84円 10.70円 10.42円 10.21円 10円

55% 10.99円 10.83円 10.66円 10.55円 10.33円 10.17円 10円

45% 10.81円 10.68円 10.54円 10.45円 10.27円 10.14円 10円

介護度 単位数
要支援１ 4970単位／月
要支援２ 10400単位／月
要介護１ 16580単位／月
要介護２ 19480単位／月
要介護３ 26750単位／月
要介護４ 30600単位／月
要介護５ 35830単位／月
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