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第４回 教育・保育給付部会 

資料④-1 （H26.6.17） 

◆利用者負担額利用者負担額利用者負担額利用者負担額と減免と減免と減免と減免の考え方の考え方の考え方の考え方についてについてについてについて（案）（案）（案）（案）    

    

施設 認可保育所（公私立） 地域型保育事業 

現行／新制度 現行の基準 新制度の提案 現行の基準 新制度の提案 

保育料・授業料の額の規定 規則 条例条例条例条例    
 

規則規則規則規則（自園徴収）    

金

額

 

金額（月額） 

応能負担（0 円～） 

(資料④-2) 

標準時間標準時間標準時間標準時間はははは、、、、基本基本基本基本はははは現現現現

行行行行どおりどおりどおりどおり。。。。ただし、階層区分

の変更に伴い、一部金額を

変更。 

短時間短時間短時間短時間はははは国国国国のののの提示提示提示提示どおりどおりどおりどおり

標準時間標準時間標準時間標準時間のののの▲▲▲▲1.7%1.7%1.7%1.7% 

(資料④-2) 

保育所保育所保育所保育所とととと同様同様同様同様のののの金額金額金額金額    

国は、事業や施設ごとではなく、認定区分、保育必要

量ごとに金額のイメージを示している。また、子どもや保護

者の状況にあわせて、保育所又は地域型保育事業を選

択できるよう、認可保育所と同じ金額としてはどうか。 

ただし、地域型保育事業は、経過措置として新制度施

行から５年間は、自園調理、連携施設等からの搬入以外

の方法で食事の提供をすることも可能。公定価格の仮単

価では、その場合「（基本単価＋処遇改善＋夜間保育加

算）の 14.5%程度」 が控除される。したがって、そのそのそのその他他他他のののの

方法方法方法方法によりによりによりにより食事食事食事食事をををを提供提供提供提供したしたしたした場合場合場合場合、保育所保育料より▲▲▲▲

14.5%14.5%14.5%14.5%のののの額額額額ととととしてはどうか。 

３歳未満児（78,000 円上限） 

３歳児（34,700 円上限） 

４歳児以上（28,500 円上限） 

市と国との比較 

国の基準額より低い 

国の階層８区分に対し、１３区分 

現行どおり 

給食費（月額） 

３歳児以上の主食費以外は保育

料に含まれる。  

※公立の主食費 500 円 

現行どおり 

生活保護世帯 ０円 現行どおり 

減

免

 

多子世帯 あり（第２子半額、第３子無料） 現行どおり 
 

ありありありあり        （（（（保育所保育所保育所保育所とととと同同同同じじじじ）））） 

ひとり親世帯 あり ※所得に応じて 現行どおり 

障がい児（者）世帯 あり ※所得に応じて 現行どおり 

被災世帯の減免 あり 現行どおり 



 

2 

 

第４回 教育・保育給付部会 

資料④-1 （H26.6.17） 

施設 公立幼稚園 私立幼稚園（現行は市内の１幼稚園の額） 

現行／新制度 現行の基準 新制度の提案 現行の基準 新制度の提案 

保育料・授業料の額の規定 条例 条例（（（（改正改正改正改正）））） 自園の規定 規則規則規則規則（自園徴収）    

金

額

 

金額（月額） 

応益負担(一律 6,000 円) 

※現状でも減免があり、完全

に一律ではない。  

※諸費の徴収あり 

応能負担応能負担応能負担応能負担（（（（0000 円円円円～）～）～）～）    

応益負担（一律 20,000 円） 

※現状でも減免があり、完全に

一律ではない。  

※入園料年額 100,000 円 

※実費徴収、上乗せ徴収あり 

応能負担応能負担応能負担応能負担（（（（0000 円円円円～）～）～）～）    

(資料④-2) 

※階層、年齢区分の考え方。 

※保育所との整合性をどう図るか。 

※国は公立の額を提示していない。 

 

【例１】国の提示額どおりとする 

【例２】現行の額を基本とし国の提示の

比率から金額を算出する 

【例３】保育所との保育時間の違いから

金額を算出する 

（資料④-2） 

※階層、年齢区分の考え方 

※保育所との整合性をどう図るか。 

※入園料も含めての検討が必要。 

 

【例１】国の提示額を基本とする 

【例 1-2】国提示額から入園料を控除す

る 

【例２】現行の額を基本とし国の提示の比

率から金額を算出する 

【例３】保育所との保育時間の違いから金

額を算出する 

国との比較 

年額 72,000 円 

全国平均 79,000 円（年額）

より低い。 

授 業 料 ・ 入 園 料 の 合 計 が

340,000 円になり、全国平均

308,000 円（年額）より高い。 

ただし、入園料が全国平均（授

業料３カ月分）と比べて高いた

め、授業料のみの金額は低い。 

給食費（月額） 

3 歳児：2,900 円 

4 歳児：3,300 円  

 （平均 3,100 円） 

現行どおり  

※材料費により変動する可能性あり 

自園の規定 自園の規定 

生活保護世帯 

年額 20,000 円～減免 

※第２子、第３子は額が増 

００００円円円円（（（（保育所保育所保育所保育所とととと同同同同じじじじ））））    

年額 229,200 円～減免 

※第２子、第３子は額が増 

００００円円円円（（（（保育所保育所保育所保育所とととと同同同同じじじじ）））） 
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第４回 教育・保育給付部会 

資料④-1 （H26.6.17） 

施設 公立幼稚園 私立幼稚園（現行は市内の１幼稚園の額） 

現行／新制度 現行の基準 新制度の提案 現行／新制度 現行の基準 

減

免

 

多子世帯 

あり…小学校３年生までの児

童における第２子、第３子に

対し、所得に応じた一定額の

減免 

あり…小学校３年生までの児童における

第２子半額半額半額半額、第３子無料無料無料無料（（（（保育所保育所保育所保育所とととと同同同同

じじじじ）））） 

あり…小学校３年生までの児童

における第２子、第３子に対し、

所得に応じた一定額の減免 

あり…小学校３年生までの児童における

第２子半額半額半額半額、第３子無料無料無料無料（（（（保育所保育所保育所保育所とととと同同同同じじじじ）））） 

ひとり親世帯 なし 

ありありありあり        

※※※※所得所得所得所得にににに応応応応じてじてじてじて    （（（（保育所保育所保育所保育所とととと同同同同じじじじ））））    

なし 

ありありありあり        

※※※※所得所得所得所得にににに応応応応じてじてじてじて    （（（（保育所保育所保育所保育所とととと同同同同じじじじ）））） 

障がい児（者）世帯 なし 

ありありありあり        

※※※※所得所得所得所得にににに応応応応じてじてじてじて    （（（（保育所保育所保育所保育所とととと同同同同じじじじ））））    

なし 

ありありありあり        

※※※※所得所得所得所得にににに応応応応じてじてじてじて    （（（（保育所保育所保育所保育所とととと同同同同じじじじ））））    

被災世帯 なし ありありありあり（（（（保育所保育所保育所保育所とととと同同同同じじじじ））））    なし ありありありあり（（（（保育所保育所保育所保育所とととと同同同同じじじじ））））    
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第４回 教育・保育給付部会 

資料④-1 （H26.6.17） 

◆幼稚園授業料の比較 

 

例１ 例１－２ 例２ 例３ 

国の提示額どおり 

国の提示額から 

入園料（全国平均）

をひいた額 

現行の金額を基本として、国の提示額の比率

を考慮した場合 

保育所の保育時間との差を考慮した場合 

公立 私立 私立 公立 私立 公立 私立 

現行との 

比較 

×負担増 

△負担増 

入園料が含ま

れる場合、負担

減 

△負担増だが、例１よ

り現行に近い 

  

入園料が含まれる場

合、負担は減 

○現行の額に基づく 

低所得世帯の負担減 

一部の階層の負担増 

×現行の金額に基づく

が、国の提示額を超え

る 

○低所得者の負担減 

（例２より減） 

一部の階層の負担増 

（例２より減） 

○低所得者の負担減 

一部の階層の負担増 

国と比較 

提示額との

差＝市費 

○＝国の提示額 ◯＝国の提示額 

△国の提示額と差はあ

るが、基づく額 

（入園料を除いた80%） 

×国の提示額との差が

ある 

×国の提示額を超える 

×国の提示額との差が

ある 

×国の提示額との差

が例１－２より大き

い 

公私立の 

格差 

○格差なし 

 （現行の差 14,000 円 → 0 円） 

 ×公私立の格差が広がる △公私立の格差が軽減される 

保 育 所 と

の整合性 

×保育所保育料は国提示額より低

いため、幼稚園のみが提示額どおり

となる 

△国提示額より低いた

め、例１より保育所と

の整合性が図れる 

△人数の多い階層の利

用者負担率が保育所に

近づく 

×国の提示額を超える ○保育時間の違いから整合性が図れる 

 


