
No. 事項 問 答 備考

1

施設型給付を受け
ない幼稚園が行う預
かり保育

施設型給付を受けない幼稚園が行う預かり保育の支援について
は、私学助成と一時預かり事業のいずれが優先するのですか。

原則として、私学助成による預かり保育補助を受けることとなりますが、各幼稚園の実
情に応じて、市町村と調整の上、一時預かり事業の受託（補助）を受けて実施すること
も可能です。

2

公立幼稚園におけ
る一時預かり事業
（幼稚園型）

公立幼稚園の預かり保育は一時預かり（幼稚園型）の対象となり
ますか。

実施要件を満たすことにより対象となります。なお、他の事業と同様、国３分の１、都道
府県３分の１の交付金の対象となる予定です。

自治体向
けＦＡＱ
【公立幼稚
園・公立保
育所・公立
認定こども
園】No.６再
掲

3

一時預かり事業（幼
稚園型）の補助単価

新制度移行後は、預かり保育は原則として一時預かり事業（幼稚
園型）において実施することとなりますが、幼稚園型の補助単価
はどうなりますか。

一時預かり事業（幼稚園型）の補助仮単価については、現行の預かり保育における国
の私学助成と同程度の水準を維持しつつ、消費税による質改善の財源の確保の状況
に応じて充実を図るという考え方を基本に、平成26年９月11日開催の都道府県・指定
都市、中核市向け説明会資料４によりお示ししたところですので、同資料をご確認くだ
さい。
なお、平成27年度の補助単価（案）は、平成27年１月15日事務連絡「平成27年度予算
編成における子ども・子育て支援新制度関連予算について」でお示ししています。

追記

4

幼稚園型一時預か
り事業の単価

一時預かり事業（幼稚園型）の仮単価について、長期休業期間も
含め、通常単価（４時間分）が適用されるとのことですが、長期休
業期間中については休日単価（８時間分）を適用することはできま
せんか。

夏休み等の長期休業期間中は、土曜日等の休日とは異なり幼稚園教諭等が勤務して
いることを考慮し、国の補助基準額としては、休日単価ではなく基本分単価を適用する
こととしています。

5

幼稚園型一時預か
り事業の単価

一時預かり事業の基本単価は４時間の利用を想定して積算して
いるとのことですが、子どもの利用時間が４時間よりも少ない場合
の補助単価は同じですか、時間に応じた単価設定となるのです
か。

基本分単価（通常単価・小規模施設単価）は、４時間／日の利用を基本として設定して
いますが、利用時間が４時間未満の利用者であっても同額となります。（園として４時
間の利用が可能な体制を整えていれば、利用者毎の利用時間に応じて基本分単価を
減額しない。）
また、教育時間と一時預かり時間の合計が８時間／日の場合は、一時預かりの時間
数に関わらず基本分単価（同額）を適用し、８時間を超える場合は長時間加算単価が
加わります。（例えば、教育時間が5時間の日に預かり時間を３時間とする場合や教育
時間が３時間の日に預かり時間を5時間とする場合のいずれも、基本分単価（同額）が
適用されます。）

6

一時預かりの利用
料

一時預かりの利用料の取扱いはどうなりますか。国から基準が示
されますか。それとも、市町村や各園で自由に決めてよいので
しょうか。

一時預かり事業の詳細については現在検討中ですが、利用料について、国として一律
の基準を設けることは考えてはいませんので、各市町村が定めることを基本としつつ、
市町村の判断より、各園の設定に委ねることも可能です。

【一時預かり事業・預かり保育】※項目名を「一時預かり事業・預かり保育」に変更しました。既存の問の中には、第６版までとは、番号が違っているものがあります。
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7

私学助成での預かり
保育と一時預かり事
業の違い

私学助成での預かり保育と、市町村から委託を受けて行う一時預
かり事業の違いはあるのでしょうか（現在の私学助成での預かり
保育と全く同一のやり方で、一時預かり事業に移行することはで
きるのでしょうか）。

私学助成での預かり保育の補助要件は都道府県により異なりますが、一時預かり事
業は「地域子ども・子育て支援事業」の一事業として、その実施主体は市町村となり、
国庫補助基準は全国一律の基準が適用されます（補助仮単価は平成26年９月11日の
子ども・子育て支援新制度説明会にてお示ししたとおりです）。
一時預かり事業に移行して実施する場合には、利用者の年齢・数に応じた有資格者の
配置や居室面積の確保など、当該事業における要件・基準を満たす必要があります
（具体的には、平成27年1月23日開催の説明会資料３－１のＰ21～24を参照）。
なお、一時預かり事業の実施に当たり、市町村が国基準とは異なる独自の利用条件
等を設ける場合には、預かり保育の受け皿としての事業の性格を踏まえ、保護者の
ニーズ等を踏まえた、合理的な理由の設定、説明に努めることが必要と考えられます。

追記

8

一時預かりにおける
対象児童

幼稚園における非在園児の預かりはどうなりますか。
非在園児を預かる場合であっても、対象を満3歳以上とすることは
可能ですか。

幼稚園型については、主に在園児を預かることを想定していますが、非在園児を預か
る場合には、同一園において幼稚園型と一般型を併用することも可能です（なお、非在
園児をごく少数預かる場合は、幼稚園型のみで対応することも可能です。）。その場
合、設備・面積等の基準を満たせる範囲で本事業を実施することになりますが、可能な
限り、地域の一時預かりに対するニーズを満たすよう事業を行うことが望ましいと考え
ます。

事業者向
けＦＡＱ
【一時預か
り事業に
関するこ
と】Ｑ９再
掲

9

市町村が一時預か
り事業を委託しない
場合の経過措置

預かり保育推進事業について、市町村が認定こども園や幼稚園
に一時預かり事業を委託しない場合などの経過措置はどうなりま
すか。

認定こども園及び施設型給付を受ける幼稚園における教育標準時間認定の子どもの
預かり保育については、私学助成からの移行の受け皿となることに特に配慮した一時
預かり事業（幼稚園型）の事業類型を創設することとしており、市町村で適切に事業を
実施して移行することを原則とします。その上でなお、市町村において事業の実施が
困難な特別な事情がある場合や、従来の預かり保育の支援方法との間に大きな差異
がある場合など、一時預かり事業への円滑な移行が困難な園に対して、引き続き預か
り保育推進事業（私学助成）の対象とする経過措置（現在、都道府県による私学助成
の預かり保育補助を受けている園に限ります）を検討しています。

追記

10

市町村が一時預か
り事業を委託しない
場合の経過措置

市町村が幼稚園型一時預かり事業を実施することが困難な特別
な事情がある場合は、具体的にどのように取り扱えばよいでしょう
か。

都道府県（新制度担当部局及び私立幼稚園担当部局）においては、住民の利用ニー
ズがあるにもかかわらず事業実施が困難である理由、などを当該市町村に確認すると
ともに、翌年度以降の事業の実施に向けた実施計画などを確認することが考えられま
す。なお、平成26年４月10日付３府省事務連絡にある通り、今後、国としても、各地方
自治体の一時預かり事業（幼稚園型）の実施状況を把握する予定です。 追加

62



11

市町村が一時預か
り事業を委託しない
場合の経過措置

「施設型給付」を受ける幼稚園が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の条件として、現在、都道府県による私
学助成の預かり保育を受けている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）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。

12

一時預かり事業の
対象児童の範囲

対象児童について、在籍園児（教育標準時間認定（1号認定）の
子ども）となっていますが、２号認定の子ども（特例給付の子ども）
に対しても、一時預かり事業の対象となりますか。

対象となります。

13

一時預かり事業
（一般型）

一時預かり事業（一般型）の対象児童について、「３歳児未満の３
号認定以外の子どもは、一時預かりという性格から制約が必要」
とされていますが、具体的にどのような制約がかかるのでしょう
か。例えば、「週何回までの利用なら可」といった指針は示される
のでしょうか。

３歳未満児の３号認定以外の子どものうち、３号認定は受けていないが就労等の理由
で利用するといった場合以外で、特定の施設を定期利用する場合には、一時預かりと
いう事業の性格から制限が必要というものです。
国として利用制限等の具体的な指針を示す予定はありませんが、幅広い利用者が公
平に利用できるよう一時預かり事業の趣旨を踏まえ、適切に実施していただくようお願
いします。

追加

14

一時預かり事業の
実施要件

市町村が幼稚園に「一時預かり事業」を委託しない場合や従来の
「預かり保育」の支援方法との間に大きな差異（収入面で目減りす
る等）がある場合、経過措置で、現行の私学助成による預かり保
育も選択可とのことですが、逆に「施設型給付」を受けない幼稚園
（私学助成に残る場合）が「一時預かり事業」を受託する場合の条
件はありますか。

「施設型給付」を受けない幼稚園（私学助成に残る場合）が「一時預かり事業」を受託
する場合の条件設定については、基本的には実施主体である市町村が、事業者の意
向等を踏まえ、適切に判断していただくことになります。なお、今後、必要に応じて、国
として何らかの実施要件を設けることもあり得ます。

15

現行の私学助成に
よる預かり保育を実
施できる経過措置の
対象範囲

「施設型給付」を受ける幼稚園が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の条件として、現在、都道府県による私
学助成の預かり保育を受けている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）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。

16

一時預かり事業の
利用料の設定

利用者負担については、各市町村で設定し、国として一律の基準
は設けないとされています。また、現状は各園の設定に委ねてい
ることを踏まえると、私立については各園の設定に委ねることが
想定されるとありますが、利用料については、実施する各園で設
定するということでよいでしょうか。

必ずしも各園で設定することを原則とする訳ではありませんが、預かり保育の利用料を
各園が設定している現状等を踏まえ、実際の利用料の設定を各園に委ねることも含
め、市町村において適切に判断していただきたいと考えています。
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17

一時預かり事業の
利用料の設定

現在、利用料の上限を設定し、その範囲内で園に定めてもらうと
してはどうかという考え方で検討していますが、そのような方法で
設定することは可能でしょうか。

可能です。

18

一時預かり事業の
利用料の設定

利用料は、園の所在市町村と利用者の居住市町村のどちらが決
めるのでしょうか。

事業の実施主体となる、利用者の居住市町村が利用料を定めることになりますが、市
町村が事業者に委ねることも可能です。

19

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については、一時預かり事業
（一般型）の上限額を適用する方向で検討中です。

20

一時預かり事業の
休日単価の適用条
件

休日単価は８時間の利用を想定して積算しているとのことです
が、子どもの利用時間が８時間よりも少ない場合の補助単価は同
じですか、時間に応じた単価設定となるのですか。

休日単価は、８時間／日の利用を基本として設定しており、利用時間が８時間未満の
利用者であっても、園として８時間の利用が可能な体制を整えていれば、利用者毎の
利用時間に応じて基本分単価を減額するといった運用は行いません。

21

一時預かり事業の２
歳児の受入れ

現在、未就園児（２歳児）の受入れを行っており、園児（満３歳児）
と同一のクラス編成を行っていますが、幼稚園で実施する一時預
かり事業においても、２歳児を満３歳児と同じ部屋で預かることは
可能ですか。

幼稚園で実施する一時預かり事業における未就園児の取扱いについては詳細を検討
中ですが、当該事業の対象となる子どもの年齢や数に応じた職員配置や面積等の基
準を満たせば、２歳児と満３歳児を同じ部屋で預かることは可能です。

22

私学助成の預かり
保育と一時預かり事
業の選択

就労等を理由とした定期利用を実施する園に対し、一時預かり事
業の財源を充当した場合、一時的な保育についても、市町村事
業により補助を行う必要がありますか（従来の対応どおり、一時
的な利用については私学助成補助を選択できるのでしょうか。）。

同一園において一時預かり事業（幼稚園型）と私学助成の預かり保育補助の両方の公
費補助を受けることはできません。

23

１号認定＋一時預
かり事業と２号認定
の選択

現在は私立幼稚園で、平成27年度から幼保連携型認定こども園
に移行する予定の施設において、現在、ほぼ毎日預かり保育を
利用している幼児が多くいます。その幼児らが、平成27年度にお
いて、１号認定で預かり保育を利用するか、２号認定を申請する
かは、保護者の選択によるということでよいのでしょうか。

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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24

一時預かり事業（幼
稚園型）の広域利用

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。

本ケースの場合、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ことになり
ます。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補助
を受けることも考えられます。

25

一時預かり事業（幼
稚園型）の職員配置

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。

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。

事業者向
けＦＡＱ
【一時預か
り事業に
関するこ
と】Ｑ11再
掲

26

一時預かり事業（幼
稚園型）の職員配置

一時預かり事業（幼稚園型）の職員配置において、２人以上の配
置を求めているところ、幼稚園等の職員からの支援を受けられる
場合は、１人でも可とされていますが、支援を行う幼稚園等の職
員は公定価格の対象となっている学級担任等でも問題ないでしょ
うか。

幼稚園等の職員からの支援を受けており、必要職員数が１人で可とされる場合におけ
る幼稚園等からの支援者については、公定価格の対象となっている学級担任等が、公
定価格の対象となっている時間内に兼務することも可能です。

追加

27

一時預かり事業（幼
稚園型）の広域利用
の利用者数

一時預かり事業（幼稚園型）については、年間延べ利用者数
2,000人以下では補助単価が厚い設定となっていますが、広域利
用で複数市町村に居住する子どもがおり、各々が少人数である
場合には、市町村別の子どもの延べ利用者数で考えるのでしょう
か。それぞれの市町村の子どもの延べ利用者数の合計で考える
のでしょうか。
後者の場合、どのように調整すればよいのでしょうか。

補助単価は、施設当たりの年間延べ利用人数により設定することになります。
設定の手順としては、まず施設所在地市町村が当該施設の預かり保育の利用実績等
から年間延べ利用見込人数を算出し、当該人数に適用される補助単価案を算定の
上、利用予定者の居住する市町村に当該補助単価案を連絡・調整し、各居住地市町
村がそれぞれ当該案を踏まえ、補助単価を設定することを想定しています。

追加
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No. 事項 問 答 備考

1

保育短時間認定子
どもに係る延長保育

保育短時間認定の子どもに係る延長保育について、例えば延長
保育時間がコアタイムの前後にそれぞれ１時間半と分かれた場
合、前後それぞれについて延長時間１時間の単価が適用される
ことになるのでしょうか。保育短時間認定の子どもの延長保育の
実施要件として、30分単位の設定は行われないのでしょうか。

延長保育の実施要件として、原則として前後それぞれで延長時間を定めることとしてい
ますが、ご指摘の例のように、保育短時間認定子どもに係る延長保育について、前後
それぞれで算出される延長時間に端数が生じる場合は、平均対象児童数が１人以上
いる時間を前後で合算して算出することとしており、ご指摘の例の場合、３時間の単価
を適用する予定です。 追加

2

放課後児童クラブの
研修カリキュラム

放課後児童クラブの支援員、子育て支援員の研修、補助員の研
修、現任研修について、それぞれの研修カリキュラムのうち、重な
り合うものは共通して実施が可能でしょうか。

放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修は、放課後児童支援員としてのアイ
デンティティを持ってもらい、その意義や新たな役割、職務内容等を改めて認識しても
らうために受講を課しているところであり、現在、都道府県等が実施している放課後児
童指導員等の資質の向上のための研修とは性格を異にするものです。
また、子育て支援員の専門研修（放課後児童コース）は、放課後児童支援員が行う支
援について放課後児童支援員を補助する補助員として従事するためのものです。
従って、各研修は、目的、内容の異なるものですので、共通して実施することは想定し
ていません。

追加

3

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。

追加

4

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）及び給食費以外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」でお示しした国が定める基準額と実際に徴収した
金額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。 追加

5

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ついて、対象保護者に対
する補助は、生活保護制度上では保護費の算定に当たって収入
として扱われるのでしょうか。
また、実費徴収に係る補足給付を行う事業について、保護者が直
接購入した教材等は補足給付の対象とならないのでしょうか（例
えば、施設・事業者の指示を受けて、保護者が教材等を当該施
設・事業者以外から購入した場合はどうなるのでしょうか）。

本事業に基づく補助については、生活保護制度上では収入認定しない方向で、担当部
局と調整しており、今後、事務連絡等によりお示しします。また、補足給付の対象となる
ものは、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」第13条
第4項の規定に係るものとなり、保護者が直接購入したものは対象となりません。 追加

【地域子ども・子育て支援事業】
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6

多様な主体の参入
促進事業の対象施
設

多様な主体の参入促進事業（特別支援教育）は、公立施設も対
象となりますか。また、地域子ども・子育て支援事業で公立施設
が対象とならないものは他にありますか。

多様な主体の参入促進事業（特別支援教育）は公立施設も対象となります。
また、地域子育て支援事業のうち、公立施設において行われる延長保育事業について
は、現行と同様に一般財源での対応となります。

追加
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No. 事項 問 答 備考

1

現行制度に残る施
設の私学助成の取
扱い

現行の私立幼稚園（施設型給付を受けない幼稚園）に対する国
の私学助成は、新制度施行後にはどうなるのですか。

新制度に入らない幼稚園に対する財政支援は、現行どおり、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、施設型給付を受けない幼稚園には、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。

2

新制度に移行する
施設の私学助成の
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ない予定ですが、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、引き続き実施する方向で検
討していきます。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する予定で
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する方向で検討していきます。
また、就園奨励費補助事業は実施しない予定です。

3

幼稚園型認定こども
園における一般補
助

幼稚園型認定こども園に対する私学助成は国の補助の対象にな
りますか。

幼稚園型認定こども園については、単独型・並列型・接続型のいずれであっても、認定
こども園の単位で施設型給付の対象施設として子ども・子育て支援法に基づく確認を
受け、施設型給付費の対象となることを想定しており、国としては、幼稚園部分に対す
る私学助成（一般補助）や保育機能部分の運営費支援事業を継続する予定はありま
せん。なお、詳しくは2を参照してください。

4

一般補助の予算額 私学助成の一般補助の予算額をどう見込むのですか。平成２９年
度に９０％の幼稚園が新制度に移行すると考えているのですか。

各年度の予算編成においては、私立幼稚園の新制度への移行に関する意向調査の
結果などを活用する予定です。少なくとも制度施行当初数年間は、意向調査を毎年度
実施することを想定しています。なお、３月にとりまとめられた「量的拡充」と「質の改
善」の所要額の試算に当たっては、平成29年度の移行率を90％と仮置きしたところで
すが、これは、多くの幼稚園が新制度に移行する場合でも必要な財源が確保されるよ
う、仮置きしたものです。

5

財政措置 施設型給付を受けない幼稚園数・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。

施設型給付を受ける園児数・施設型給付を受けない園児数の実績などをもとに、適切
に財政措置を講じることを想定しています。具体的な手法については、今後関係省庁
と相談していきます。

【財政支援・私学助成・就園奨励費】　
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6

現行制度に残る私
立幼稚園に対する
財政措置

施設型給付を受けない幼稚園に対する一般補助の内容に変更
はありますか。新制度と同様に質改善を実施する予定はあります
か。

国の財政措置（国庫補助及び地方交付税）については、「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」との国
会の附帯決議を踏まえ、予算編成の中で検討していきます。

7

一種免・財務改善 一種免許状の保有の促進と財務状況の改善の支援は今後どうな
りますか。

国庫補助については、施設型給付を受ける受けないにかかわらず、引き続き実施する
方向で検討しています。具体的な内容は、予算編成の中で検討していきます。

8

新制度との出入り 年度途中において市町村の確認を辞退した幼稚園に対する私学
助成・就園奨励費は国の補助の対象となりますか。

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。私学助成の国庫補助の対象となるかは今後検討していき
ます。市町村が年度途中で確認辞退した園に対して就園奨励事業を実施する場合に
ついては、国庫補助の対象とすることとし、当該年度の予算の範囲内において対応す
る方向で検討しています。

9

特別支援（国負担） 私学助成における幼稚園特別支援教育経費の支援は今後どうな
りますか。対象に新たな幼保連携型認定こども園も含まれます
か。

私学助成における幼稚園特別支援教育経費は、幼保連携型認定こども園、幼稚園型
認定こども園、施設型給付を受ける幼稚園、施設型給付を受けない幼稚園のいずれも
対象とする方向で検討しています。

10
特別支援（地方負
担）

認定こども園・施設型給付を受ける幼稚園に係る特別支援教育
経費支援の地方負担は、現在と同じく特別交付税になるのです
か。

引き続き特別交付税によることを想定しており、具体的には、今後、関係省庁と相談し
ていきます。

11

特色のある教育 教育の質の向上を図る学校支援経費は今後どうなりますか。幼
児教育向けのメニューを増やすのですか。

幼稚園に係る教育の質の向上を図る学校支援経費は、幼保連携型認定こども園、幼
稚園型認定こども園、施設型給付を受ける幼稚園、施設型給付を受けない幼稚園の
いずれも対象とする方向で検討しています。具体的な内容は、予算編成の中で検討し
ていきます。

12

社会福祉法人の扱
い

　幼稚園特別支援教育経費や教育の質の向上を図る学校支援
経費の支援対象に、社会福祉法人が設置する新たな幼保連携型
認定こども園も含まれますか。

社会福祉法人が設置する新たな幼保連携型認定こども園も対象となっており、学校法
人化措置義務は適用されないこととされています（改正私立学校振興助成法附則第２
条の２）。なお、社会福祉法人が現行の幼保連携型認定こども園をやめて独立の幼稚
園と保育所を設置することとなった場合に、引き続き幼稚園について私学助成を受け
たときは、学校法人化措置義務を負うため、留意が必要です（同法附則第２条第５項。
改正前の認定こども園法第１５条は削除）。

13

団体補助の在り方 団体補助（日本私立学校振興・共済事業団補助及び退職金社団
補助）は、新制度施行により変更はありますか。

今回の制度改正は、団体補助の実施主体やその在り方に変更を加えるものではない
（新制度に移行する園も含めて対象とする）と考えています。

14

団体補助の実施主
体

政令市・中核市所在の幼保連携型認定こども園の認可は政令
市・中核市に権限移譲されますが、団体補助の実施主体はどうな
りますか。

団体補助の実施主体については、引き続き都道府県を実施主体として想定していま
す。
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15

団体補助の加入対
象

認定こども園の普及を踏まえ、退職金団体の加入対象に保育所
や認可外保育施設を加えてもよいでしょうか。３歳未満児を担当
する保育士も認めてよいでしょうか。

退職金団体の運営については、加入対象の範囲を含め特段の規制はなく、各団体の
判断により、学校法人が行う保育所等の職員や一時預かり事業等の専任職員を加入
対象とすることが可能です。今後、都道府県を通じ、新たな幼保連携型認定こども園の
創設をはじめとする認定こども園制度の改善を目的とする新制度の趣旨に沿って、各
団体の業務規程等の改正の検討を要請する予定です。

16

認定こども園が新制
度に移行しない場合
の財政支援

各類型の認定こども園が、新制度に移行しない場合に、私学助成
（一般補助）や保育所運営費は受けられますか。

いずれの類型の認定こども園についても、施設型給付の対象施設として子ども・子育
て支援法に基づく確認を受けることを想定しており、国としては、私学助成（一般補助）
や保育所運営費を継続する予定はありません。

自治体向
けＦＡＱ
【認定こど
も園】No.８
再掲

17

国・地方の費用負担
割合

子ども・子育て支援新制度に基づく給付・事業についての国・都道
府県・市町村の費用の負担割合はどうなりますか。指定都市・中
核市についても都道府県の費用負担があるのでしょうか。

施設型給付については、私立施設の場合、国１／２、都道府県１／４、市町村１／４と
なり、指定都市、中核市でも他の市町村と同様に１／４となります。公立施設の場合
は、市町村の一般財源によることになるため、給付費の負担割合は市町村10／10とな
ります。
また、教育標準時間認定（１号認定）の子どもに係る施設型給付については、当分の
間、全国統一費用部分（国１／２、都道府県１／４、市町村１／４）と地方単独費用部分
（市町村負担＋ 都道府県補助）を組み合わせて施設型給付として一体的に支給する
経過措置があります。
地域型保育給付については、公私ともに国１／２、都道府県１／４、市町村１／４ の割
合となり、指定都市、中核市でも他の市町村と同様に１／４となります。
地域子ども・子育て支援事業については、要綱でお示しする予定ですが、補助率は国
１／３、都道府県１／３、市町村１／３を予定しています。（妊婦健診は一般財源）

18

措置入所に係る費
用負担割合

児童福祉法第24条第５項、第６項に規定する措置入所について
は、支援法の給付とならないと思いますが、国・都道府県・市町村
の費用負担割合はどうなるのでしょうか。

児童福祉法第24条第５項、第６項に規定する措置入所に係る費用負担割合について
は、支援法の施設型給付と同様、公立施設は全額設置者負担、私立施設は、国２分
の１、都道府県４分の１、市町村（指定都市、中核市を含む。）４分の１となります。

19

私学助成の幼稚園
特別支援教育経費

私学助成の幼稚園特別支援教育経費は、保育所由来（社会福祉
法人立）の幼保連携型認定こども園も補助対象になるのでしょう
か。2号3号子どもも対象になるのでしょうか。

改正私立学校振興助成法において、社会福祉法人立の幼保連携型認定こども園も国
庫補助による私学助成の特別補助の対象となるよう措置していますが、予算措置にお
いて、保育所由来の幼保連携型認定こども園を対象とするかについては、現在検討中
です。また、３号子どもは対象外となりますが、２号子どもを対象とするか否かについて
は、現在検討中です。

20

私学助成の子育て
支援活動の推進

私学助成の子育て支援活動の推進について、新制度に移行した
場合はどうなりますか。

新制度に移行した幼稚園・認定こども園の子育て支援活動については、要件を満た
し、かつ、市町村から委託を受ければ地域子育て支援拠点事業として実施することが
できます。また、従来の私学助成（子育て支援活動の推進）による支援と市町村による
地域子育て支援拠点事業との間に差異があることも踏まえ、地域子育て支援拠点事
業への円滑な移行が困難な園に対しては、当分の間、私学助成による補助を受けるこ
とも可能とします（ただし、現在、都道府県による私学助成の子育て支援活動の推進補
助を受けている園に限ります。）。

事業者向
けＦＡＱ
【幼稚園に
関するこ
と】Q36再
掲
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No. 事項 問 答 備考

1

経過措置の対象施
設

教育標準時間認定子どもに係る公定価格の経過措置は、保育所
型認定こども園・地方裁量型認定こども園の１号給付にも適用さ
れるのですか。

１号給付のいずれについても適用されます。

2

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。

追記

3

地方単独費用部分
における負担割合

地方単独費用部分に係る市町村負担・都道府県補助に係る割合
はどうなりますか。また、地方自治体負担分に係る交付税措置は
どうなりますか。

本則における市町村と都道府県の費用負担（１：１）を踏まえ、経過措置である地方単
独費用部分についても、市町村実質負担：都道府県補助＝１：１の割合とします。
また、交付税措置については、２月18日の全国都道府県財政課長・市町村担当課長
合同会議で示されたものと承知しています。
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
ついて説明をしています。
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。

追記

4

地方単独補助によ
る私学助成や給付
の上乗せ

認定こども園・施設型給付を受ける幼稚園に対して都道府県や市
町村が私学助成や給付の上乗せを行うことに問題はないでしょう
か。

各都道府県や各市町村としての私立学校教育の振興の考え方に基づいて独自に助
成を行うことは可能です（教育基本法第８条参照）。現行の私学助成の水準が都道府
県により格差があることなども踏まえ、必要に応じて、新制度に移行する園も含め、地
方自治体独自の助成措置を検討することが考えられます。
この場合の助成方式としては、市町村による施設型給付の支給とは別に、都道府県が
独自に、現行同様、幼稚園への団体補助（機関補助）として私学助成を行う方式や、同
様に、市町村が幼稚園への団体補助（機関補助）として独自に補助を行う（市町村の
補助に対し都道府県がその経費の一部を補助することもあり得る）方式が考えられま
す。
なお、市町村が、個人給付である施設型給付として、国の設定する公定価格を上回る
給付（単価の上乗せ、独自の加算項目などを設定）を行う方式も考えられます（ただし、
当該上回る給付部分に係る子ども・子育て支援法による都道府県による補助につい
て、市町村と都道府県で協議が必要）が、施設・市町村の双方にとって、給付実績や審
査等の多大な事務負担増となることや、特に広域利用の施設については施設から市
町村、市町村から国・都道府県への請求に過誤のないよう注意を要することに留意が
必要と考えます。

【教育標準時間認定子どもに係る施設型給付費に係る経過措置等】
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5

私学助成の地方単
独補助の方法

私学助成の水準が国庫補助や地方財政措置により制度的に保
障している全国的な水準よりも高い都道府県において、新制度に
移行する私立幼稚園について、引き続き、地方自治体独自の上
乗せ分等の私学助成を実施することを検討するよう国から要請が
ありましたが、具体的にどのような補助事業とすればよいのでしょ
うか。例えば、全ての園に対して一律の補助を行えば良いのか、
それとも、園の規模等によって変えるのか、施設型給付の額が従
来の私学助成の額よりも減る園にのみ補助を行えば良いので
しょうか。

公定価格の仮単価については、現行の私学助成の全国的水準により設定しているた
め、とりわけ私学助成の水準を高く設定している都道府県に所在する園を中心として
減収となる園が出る可能性があります。このため、とりわけ現行の私学助成の一般補
助の水準が高い都道府県においては、私立幼稚園が新制度に移行した後も、従前通
り特色ある質の高い教育活動を展開できるようにするため、単独の上乗せ助成を実施
するか否かについて検討をお願いしたいと考えています。また、園ごとの私学助成の
水準のばらつきが大きい都道府県についても減収となる園が出る可能性があり、同様
に検討することが考えられます。
この上乗せ単独助成の補助事業の内容、配分方法等については、ある特定の要素
（教育内容、取組内容、配置状況等）に着目した形での配分、各園の経営実態や新制
度施行後の見込み等を踏まえた形での配分などが考えられますが、各地方自治体が
それぞれ自らの財源により独自に実施する事業であり、最終的には、各都道府県が自
ら判断し設定する性格のものと考えています。
ただし、施設型給付と同様の個人給付とすることは、事務が煩瑣になるなどの課題も
多いことから、基本的には、各園への機関補助することを軸に検討していただくのが良
いのではないかと考えています。
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No. 事項 問 答 備考

1

個人立施設の会計
処理①

施設型給付費等に係る会計処理については、法人種別ごとの会
計処理を求めることが基本とされていますが、個人立の施設の会
計処理はどのような取扱いとなるのでしょうか。今後、通知等で示
されますか。

施設型給付費等に係る会計処理については、法人種別ごとの会計処理を求めることを
基本としており、例えば学校法人が運営する施設や事業は学校法人会計基準を、社
会福祉法人が運営する施設や事業は社会福祉法人会計基準を、株式会社が運営す
る施設や事業は企業会計基準を適用することとしています。
また、いわゆる102条園（宗教法人立や個人立の幼稚園等）において、公的な会計基
準が設けられていない施設が施設型給付費を受ける場合については、基本的に学校
法人会計基準に準じた会計処理を行ってください。
なお、施設型給付費等に係る会計処理について、今後、整理次第、通知等によりお示
しする予定です。

・追記
・自治体向
けＦＡＱ【そ
の他】Ｑ２
から移動

2

個人立施設の会計
処理②

施設型給付費を受ける個人立の幼稚園については、学校法人会
計基準に準じた会計処理を行うことが基本とのことですが、事務
体制の制約等により、準じた処理が困難な場合はどうすればよい
のでしょうか。

必ずしも学校法人会計基準に準じた会計処理を義務づけるものではありませんが、当
該基準に準じた会計処理を行っていない場合、公認会計士又は監査法人による外部
監査を受けて監査証明を得ることが困難な場合も考えられますので、可能な限り、当
該基準に準じた会計処理を行うことが望まれます。

追加

3

財団法人、社団法
人、ＮＰＯ法人など
の会計基準

財団法人や社団法人、ＮＰＯ法人などの場合、会計基準はそれぞ
れの会計基準によって差し支えないでしょうか。

それぞれの会計基準によって頂いて差し支えありません。
なお、これらの者については、「保育所の設置認可等について」（平成12年3月30日付
児発第295号厚生省児童家庭局長通知）においては、企業会計の会計基準による会
計処理を行っている者と同様の取扱いとなります。

追加

4

私立幼稚園に対す
る検査等

現行、私学助成を行っている園に対しては、都道府県が私学検査
を行っていますが、私立幼稚園が施設型給付に移行した際には
市町村が検査を行うこととなるのでしょうか。また、都道府県の私
学担当部局は財務書類を徴収することができるのでしょうか。

施設型給付に移行する私立幼稚園については、市町村が確認権者として運営基準を
満たしているか確認するために監査等を行うことになります。同時に、施設型給付に移
行しても私立幼稚園としての認可、学校法人としての認可は所轄庁たる都道府県であ
ることには変わりはありませんので、認可に伴う検査、報告徴収などは、引き続き、都
道府県が実施することになります。具体的にどのような運用とするかについては、今後
整理します。
なお、私立幼稚園が施設型給付に移行することにより経常費助成費補助を受けなくな
る場合、私立学校振興助成法（昭和50年法律第61号。以下、「私学助成法」という。）第
14条の所轄庁への財務書類の届出義務の対象外となりますが、所轄庁において指導
監督に必要な範囲で引き続き財務書類を徴収することは直接の法令の規定がなくとも
可能です。

・追記
・自治体向
けＦＡＱ【そ
の他】Ｑ４
から移動

5

利用者負担額の取
扱い

新制度に移行した私立幼稚園・認定こども園（以下、「新制度園」
という。）の利用者負担額（基本負担額）に係る会計処理はどうす
ればよいのでしょうか。

公定価格における利用者負担額（国基準の範囲内で市町村が定める額）に係る会計
処理については、大科目は「学生生徒納付金収入」、小科目は「基本保育料収入」とす
る予定です。

追加

【会計基準・外部監査】
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6

施設型給付費の取
扱い

新制度園における施設型給付費に係る会計処理はどうすればよ
いのでしょうか。

施設型給付費は、施設の運営に標準的に要する費用総額として設定される「公定価
格」から「利用者負担額」を控除した額であることから、その性質上、大科目は「補助金
収入」として取り扱うことが適当です。（なお、小科目は「施設型給付費収入」とする予
定です。）

追加

7

特定負担額の取扱
い

新制度園の特定負担額に係る会計処理はどうすればよいので
しょうか。費目ごとに処理する必要はあるのでしょうか。

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成26年内閣府
令第39号。以下、「運営基準」という。）第13条第3項に規定する特定教育・保育の質の
向上に係る対価として保護者の同意を得て支払いを受ける額（いわゆる特定負担額）
に係る会計処理については、大科目は「学生生徒納付金収入」、小科目は「特定保育
料収入」とすることを基本とする予定です。（なお、小科目には使途を示す費目を付記
することも考えられます。例：特定保育料収入（施設整備費）など）

追加

8

入園前に納付する
検定料等に係る会
計処理①

新制度園の検定料や入園料に係る会計処理はどうなるのでしょう
か。

検定料については、従来の私学助成を受ける園と同様、大科目は「手数料収入」、小
科目は「入学検定料収入」として取り扱うことになります。
また、新制度移行後に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
価又は②教育・保育の対価の大きく２つに分けられますが、このうち、①については、
その費用の性質上、検定料と同様、大科目は「手数料収入」として取り扱うことが適当
と考えます（小科目は「入園受入準備費収入」とする予定）。
なお、②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、
使途を示す費目を一括して入園料の名目で徴収することも可能ですが、その場合の会
計処理については、上記（No.７）に示すとおり、大科目は「学生生徒納付金収入」、小
科目は「特定保育料収入」とすることを基本とする予定です。（なお、小科目に使途を示
す費目を付記する場合は、「入園料」ではなく、具体的な費目を用いることとします。）

追加

9

入園前に納付する
検定料等に係る会
計処理②

新制度園における入園前に徴収する検定料や入園料は、どの年
度の収入として処理すればよいのでしょうか。

「手数料収入」として取り扱う検定料及び入園受入準備費については、入園年度の前
年度の収入として処理しますが、入園料として徴収する特定負担額については、教育・
保育の対価としての性質上、入園年度の収入として処理します。（なお、入園年度の前
年度中に徴収した場合には、いったん「前受金収入」として処理することになります。）

追加

10

実費徴収の取扱い 新制度園における実費徴収に係る会計処理はどうすればよいの
でしょうか。

運営基準第13条第4項に規定する特定教育・保育において提供される便宜に要する費
用として保護者の同意を得て支払いを受ける額（いわゆる実費徴収額）に係る会計処
理については、従来の私学助成を受ける幼稚園における取扱いと同様、徴収の実態
等に応じて取り扱うものとします。

追加
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11

収支予算書におけ
る収入計上

新制度園において、収支予算書に施設型給付費と利用者負担額
の収入見込額を計上する場合はそれぞれ区分して計上する必要
があるのでしょうか。

新制度園における収支予算書の取扱いについては、私学助成を受ける幼稚園におけ
る取扱い（私学助成法第14条第２項）に準じて取り扱うこととなりますが、収入見込額
の計上に当たっては、学納金収入（利用者負担額）と補助金収入（施設型給付費）は、
それぞれ区分して計上する必要があります。ただし、収支予算書提出時点では各入園
予定者の基本保育料（利用者負担額）が必ずしも明らかではないため、例えば、公定
価格における利用者負担額の割合（H27予算案ベースで約42%）や前年度実績等を用
いて見込額を計上し、必要に応じて補正予算で対応することが考えられます。
なお、従前の勘定科目により既に収支予算書を作成・提出済みの場合は、後日（例え
ば、補正予算編成時に）、新たな勘定科目による収支予算書に差し替える等の対応が
考えられます。

追加

12

認定こども園の取扱
い①

幼保連携型認定こども園は、単一の部門として会計処理するので
しょうか。

新制度における幼保連携型認定こども園は、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であることから、学校法人立の幼保連携型認定こども園につ
いては、学校法人会計基準において、一つの部門として会計処理することになります。 追加

13

認定こども園の取扱
い②

幼稚園型認定こども園は、単一の部門として会計処理するので
しょうか。

幼稚園のみで構成する認定こども園（いわゆる幼稚園型認定こども園（単独型））につ
いては、学校として一つの部門として会計処理することになります。また、幼稚園及び
保育機能施設により構成する認定こども園（いわゆる幼稚園型認定こども園（並列型
及び接続型））については、認定こども園全体が単一の施設ではないものの、認定こど
も園に対する財政支援においては、施設単位ではなくこども園を一つの単位として、施
設型給付費を算定するため、施設型給付費を施設ごとに区分して取り扱うこととした場
合の事業者の事務負担を考慮し、認定こども園を一つの単位として部門を設けること
を視野に、現在調整中です。

追加

14

教育研究経費と管
理経費の区分①

幼稚園のみを設置する学校法人においては、所轄庁の指導によ
り、教育研究経費支出と管理経費支出を区分しないで処理するこ
とが認められる場合がありますが、新制度園において、教育研究
経費と管理経費の区分（以下、「教管区分」という。）はどのように
取り扱うのでしょうか。

従来どおり、所轄庁の指導を踏まえ取り扱うことが基本ですが、新制度においては、都
道府県ごとの私学助成とは異なり、国基準により教育・保育の標準的な運営に係る費
用として公定価格を設定することから、新制度園における会計処理について、一定の
統一的取扱いとすることが適当です。
このため、幼稚園で構成する幼稚園型認定こども園（いわゆる単独型）及び幼保連携
型認定こども園のみを設置する学校法人においては、設置する幼稚園又は認定こども
園の運営に要する経費のうち、明らかに管理経費に該当する経費（昭和46年11月27日
雑管大118号「教育研究経費と管理経費の区分について（報告）」について（通知）を参
照）を除き、全て教育研究経費として取り扱う方向で調整します。

追加

15

教育研究経費と管
理経費の区分②

幼稚園と保育機能施設で構成する幼稚園型認定こども園（いわ
ゆる並列型及び接続型）における教管区分はどのように取り扱う
のでしょうか。

幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設に在籍する園児に係る経費につい
て、現行は管理経費として取り扱っていますが、新制度における取扱いについては現
在調整中です。

追加

16

外部監査を受けた
場合の自治体監査
の取扱い

新制度園が公認会計士等による外部監査を受ける場合でも、市
町村からの監査を二重に受けないといけないのでしょうか。

新制度園が公認会計士又は監査法人による外部監査を受けた場合には、市町村によ
る通常の会計監査の対象外とする予定です。なお、運営面の適正さを担保するため
に、市町村による定期的な指導監督又は不正が発覚した場合の監査等は実施しま
す。

・追記
・自治体向
けＦＡＱ【そ
の他】Ｑ７
から移動
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17

大臣所轄法人（大学
等を設置する法人）
に係る監査報告書
の取扱い

大臣所轄法人（大学等を設置する学校法人）が私学助成を受け
る場合、私学助成法第14条第３項に規定する監査報告書を作成
し、所轄庁（文部科学大臣）に提出する必要があるが、当該大臣
所轄法人が新制度園を設置している場合、市町村に対して提出
する外部監査に係る監査報告書は、文部科学大臣に提出する監
査報告書と同じものでよいのでしょうか。また、その場合でも、外
部監査費加算は適用されるのでしょうか。

この場合、市町村に提出する監査報告書は、私学助成法第14条第３項に規定する監
査報告書で足りるものとします。また、この場合でも、外部監査費加算の対象となりま
す。
なお、高等学校等を設置する知事所轄法人が新制度園を設置している場合において
も、同様の取扱いとします。

追加

18

監査報告書等の提
出範囲

外部監査の監査報告書等は、市町村のほか都道府県にも提出
する必要があるのでしょうか。

市町村に監査報告書等を提出することは必須ですが、都道府県については、引き続き
私学助成（特別補助）を受けている施設のうち、私学助成法第14条第３項に規定する
公認会計士等の監査実施を義務付けられている場合には、都道府県に監査報告書を
提出することは必須となります。なお、私学助成を一切受けなくなる施設については、
所轄庁の取扱いによります。

追加

19

外部監査の定義 外部監査費加算の要件である公認会計士等の監査の定義は何
ですか。

私学助成法第14条第３項に規定する公認会計士又は監査法人の監査（学校法人立の
場合）及びこれに準ずる公認会計士又は監査法人の監査をいいます。

追加

20

所轄庁の指定する
監査事項

新制度園の外部監査に係る監査事項はどうなるのでしょうか。 監査事項については、従来どおり、所轄庁の判断により指定することが基本ですが、
新制度においては、都道府県ごとの私学助成とは異なり、国基準を踏まえ教育・保育
の標準的な運営に係る費用として公定価格を設定することから、新制度園における外
部監査に係る監査事項について、一定の統一的取扱いとすることが適当です。
このため、所轄庁における監査事項の指定に当たっては、大臣所轄法人に係る監査
事項（「文部大臣を所轄庁とする学校法人が文部大臣に届け出る財務計算に関する書
類に添付する監査報告書に係る監査事項を指定する等の件」（昭和51年７月13日文部
省告示第135号）を参照）に準じて取り扱うこととする方向で調整します。

追加
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No. 事項 問 答 備考

1

給付額の利用者通
知

法定代理受領における給付額の利用者への通知は、毎月行わな
ければならないのでしょうか。例えば１年分をまとめて通知するこ
とは認められますか。

利用者への通知の取り扱いについては、お尋ねのように、１年分をまとめて通知する
取り扱いとすることも可能と考えます。

修正

2

給付額の利用者通
知
（公立施設）

施設型給付費の保護者通知について、私立保育所の場合は委
託費であるので保護者への給付額通知は不要と考えて良いで
しょうか。
また、公立保育所では市から保護者へ直接通知が必要でしょう
か。

私立保育所における委託費の保護者への通知については、子ども・子育て支援法附
則第６条により第27条が適用除外となっているため、お尋ねのとおり、法定代理受領
の給付額通知についても適用除外となっています。
また、私立保育所以外の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所からの法定
代理受領の給付額の通知は、公立施設であっても必要となります。

追加

3

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）として当該支給認定保護者に支給すべき額の限度におい
て、当該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。

追加

4

法定代理受領の概
算払い

法定代理受領を行う施設や事業者に対する施設型給付費や地
域型保育給付費の支払いについて、毎月ではなく、３か月分をま
とめて概算で前払いし、事後精算することは認められますか。

施設型給付費及び地域型保育給付費については、子ども・子育て支援法施行規則第
18条で毎月支払うこととされていますが、ご指摘の例のように、３か月分を前払いの概
算払いとしてまとめて支払い、その後、各月単位で精算することも可能です。
また、私立保育所に対する委託費についても同様です。
なお、この取扱いについては、平成27年２月３日付事務連絡「施設型給付費等の支払
について」においてもお示ししていますので、ご参照ください。

追加

5
費用の精算の時期 新制度における給付の精算時期は、現行の保育所運営費と同

様、翌年度に精算されることになるのでしょうか。
現行の保育所運営費と同様、翌年度に精算する取扱いとする方向で検討中です。

6

設置主体が変更に
なった場合の施設型
貸付金の譲渡手続
き

日本私立学校振興・共済事業団、独立行政法人福祉医療機構の
貸付を活用し施設整備を行った既存施設が、新制度移行に際し
て施設の設置主体が変更となった場合には、移管先法人が返済
することになると考えてよいでしょうか。

幼稚園又は保育所を設置する者が、当該幼稚園又は保育所の事業に関し、施設の設
置、整備又は経営等について私学事業団又は福祉医療機構から必要な資金の貸付
けを受け、事業譲渡の時点でその償還が完了しない場合において、事業譲渡に当た
り、当該貸付けに係る債務を承継しようとするときは、一般的な貸付けに係る債務の承
継と同様、債権者である私学事業団又は福祉医療機構の同意を得ることが必要であ
るため、手続等について、事前に私学事業団又は福祉医療機構に相談する必要があ
ります。

【その他】
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7

保育士確保の取組 国における保育士確保のための取組について教えて下さい。 「待機児童解消加速化プラン」の確実な実施のため、平成27年1月に、国全体で必要と
なる保育士数を明らかにした上で、数値目標と期限を明示し、人材育成や再就職支援
を強力に進めるための工程表として『「保育士確保プラン」を策定しました（詳しくは、平
成27年１月14日付雇児発0114第１号「保育士確保プラン」について』をご参照くださ
い）。
「保育士確保プラン」においては、保育士試験の年２回実施の推進や処遇改善など保
育士確保に向けた新たな施策を講じるほか、従来の保育士確保施策についても、引き
続き確実に実施し、施策に関する普及啓発を積極的に行うなど更なる推進を図ること
としていますので、各自治体におかれても、「保育士確保プラン」に掲げる施策メニュー
を活用し、保育士確保に積極的に取り組んでいただきますようお願いいたします。

修正

8

へき地保育所の取
扱い

へき地保育所に対する現行のような補助はなくなるとのことです
が、認可化が困難な場合はどうするのですか。

地域型保育又は施設型給付の対象となるよう認可化を目指していただくことが基本で
すが、それが困難な場合は、特例給付により、へき地保育所が運営を継続できるよう
な運用を認めます。
※平成26年10月24日子ども・子育て会議資料１「特例給付・特例地域型保育給付につ
いて」参照。
また、地域型保育事業に移行できない場合の特例給付の単価の基準については、平
成27年３月３日付府政共生第216号「離島その他の地域における特例保育の公定価格
に係る協議の実施について」の協議依頼において、個別の算定方式をお示ししていま
すので、通知をご確認ください。

修正

9

使途制限の取扱い 施設型給付費や地域型保育給付費、委託費については、使途制
限は設けられるのでしょうか。

新制度における施設型給付や地域型保育給付は個人給付（法定代理受領）であるた
め、使途制限は設けないことを基本に検討しています。ただし、私立保育所に係る委託
費については、市町村からの委託に基づき、施設において保育を提供することに要す
る費用として支払われる性格であることにかんがみ、現行制度と同様に使途制限を設
けることを基本に検討しています。

10

特定保育事業 現行の特定保育事業は、新制度ではどのようになるのでしょう
か。

特定保育事業の対象となる子どもについては、新制度では保育短時間認定の対象と
なり、当該子どもを保育する費用については、施設型給付（私立保育所を利用した場
合は委託費）として賄われることになります。
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11

障害児を受け入れ
た場合の加算措置

障害児を受け入れた場合、地域型保育事業については、公定価
格上、加算措置が設けられていますが、認定こども園や幼稚園、
保育所については加算措置がないのでしょうか。

ご指摘のとおり、地域型保育事業において障害児を受け入れる場合には、障害児保
育加算を設けることとしています。他方、認定こども園や幼稚園、保育所において障害
児を受け入れた場合における財政支援については、既存の仕組みにより対応すること
としています。具体的には、私立幼稚園については、私学助成の特別補助（特別支援
教育費）により対応することを想定しています。また、保育所については従来通りの地
方交付税措置により対応することになります。なお、認定こども園に対する対応につい
ては今後検討します。これらの施設において、主幹教諭・主任保育士等が、地域関係
機関との連携や相談対応等の療育支援を行う場合には、療育支援加算を設けることと
しています。

12

地域子ども・子育て
支援事業（訪問型の
子育て支援事業）

子ども・子育て支援新制度の地域子ども・子育て支援事業に
おいて、訪問型の子育て支援事業（いわゆる「ホームスター
ト」事業など）は実施できますか。

未就学児がいる家庭に、定期的に約２～３か月間訪問し、友人のように寄り添いなが
ら「傾聴」（相談事などを受け止める）や「協働」（育児や家事を一緒に行う）等を行う取
組みである訪問型の子育て支援事業（いわゆる「ホームスタート」事業など）について
は、地域子ども・子育て支援事業に直接的には位置づけられていませんが、地域子育
て支援拠点事業や利用者支援事業の要件を満たせば、これらの事業を実施する中
で、訪問型の子育て支援事業の要素を盛り込むことは、可能です。

（具体例）
・　地域子育て支援拠点事業では、実施要件である親子の交流の場の提供・促進、子
育てに関する相談援助といった基本事業を実施した上で、任意の取組みとして各家庭
への訪問支援の実施を認めることも可能です。（加算措置あり）
【実施自治体例：和光市】

・　利用者支援事業は、子育て家庭が、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を
円滑に利用できるよう、身近な実施場所で情報収集と提供を行い、必要に応じ相談・
助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。子育て家庭の
場合、身近な場所であっても通うこと自体に困難が伴う場合もあることから、状況に応
じて、地域で開催されている交流の場や各家庭に出向いて相談支援を実施するアウト
リーチ型支援を併用することも可能です。【実施自治体例：豊後高田市】

13

地方自治体におけ
る歳入歳出予算科
目の取扱いについ
て

地方自治法施行規則において、地方自治体における歳入歳出予
算科目が定められているところですが、子ども・子育て支援新制
度施行に伴い、本施行規則の改正をする予定があるでしょうか。

地方自治体における歳入歳出科目に関しては、地方自治法施行規則第15条の別記に
おいて規定がありますが、各自治体の行政権能等に基づき、予算科目を変更すること
が可能となっていることから、本施行規則の改正の予定はありません。
なお、どのような歳入歳出科目が想定されるのかなどのモデルケースについては、平
成27年１月28日に自治体向けに発出した事務連絡「子ども・子育て支援新制度関係歳
入歳出予算の科目について」によりお示ししていますので、同事務連絡をご参照くださ
い。

修正
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14

処遇改善等加算に
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する方向で検討しているため、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。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。

自治体向
けＦＡＱ
【認可・確
認】№23か
ら移動

15

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が定めるスケ
ジュールによることになります。また、制度施行時において加算の認定がなされていな
い場合については、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させることも想定されます。

・追加
・公定価格
ＦＡＱ97再
掲
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