
10分でわかる幼児教育・保育無償化

令和元年７月 猪名川町生活部こども課
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１ 幼児教育・保育無償化の概要



目的・背景

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育は重要なもの

子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る

消費税率の引上げにともなう税源を活用

令和元年10月１日～

幼児教育・保育の無償化
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対象者の概要

３歳児クラスから５歳児クラス（※）の

全ての子どもの教育・保育の利用料を無償化
※満３歳になった後最初の４月から小学校入学までの３年間。

幼稚園、認定こども園（教育部分）の満３歳児教育を実施している園については、

満３歳児（３歳になった日）から無償化。

０歳児クラスから２歳児クラスは

町民税非課税世帯のみ子どもの利用料を無償化
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対象施設・事業の概要

幼稚園、認可保育所、認定こども園等
・新制度移行・未移行を問わず対象。

・認可を受けていない、いわゆる「幼児教育類似施設」は対象外。

（ただし、認可外保育施設の届出があれば、次頁「認可外保育施設等」に該当。）

・学校教育法に基づく「各種学校」は対象外。

幼稚園の預かり保育
・保育の必要性がある子どもを対象として無償化。
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対象施設・事業の概要

認可外保育施設等
• 認可保育所に入りたくても入れず、やむを得ず認可外保育施設等を利用せざるを得
ない場合の代替的な措置として、保育の必要性がある子どもを対象として無償化。

• 認可保育所、認定こども園及び幼稚園の預かり保育（一定日数・時間以上の実施）
を利用している子どもの、認可外保育施設等の利用は無償化の対象外。

• 認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、認可外の事業所内保育所等（病
院の院内保育所等）、ベビーホテル、ベビーシッター等。

• 認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たす※ことが必
要（※施行後５年間は猶予期間あり）。

• 認可外保育施設のほか、一時預かり事業（七夕）、病児・病後児保育（生駒病院）、
かわにしファミリーサポートセンター（送迎のみ除く）等も対象（併用可）。
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２ 現行の子ども・子育て支援
新制度の概要



子ども・子育て支援新制度の財源
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教育・保育にかかる費用負担イメージ

国 県 町 利用料

国1/2 県1/4 町1/4



利用料は認定区分や階層区分などから算定
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平成３１年度 猪名川町子ども・子育て支援新制度 月額利用料（保育料）表 抜粋

階層
区分

認定区分 １号認定（教育）

階層
区分

認定区分 ２号認定・３号認定（保育）

対象施設・事業
認定こども園・私立幼稚

園
対象施設・事業 認可保育所・認定こども園

年齢区分 3～5歳児 年齢区分 0～2歳児 3歳児 4・5歳児

1 生活保護世帯 0 保育時間区分 保育標準時間

2-1 町民税非課税世帯 0 1 生活保護世帯 0 0 0 

2-2 町民税所得割非課税世帯 3,000 2 町民税非課税世帯 6,900 4,100 4,100 

3 町民税所得割 77,101円未満 5,300 3 町民税所得割 48,600円未満 14,700 11,100 11,100 

4 町民税所得割 211,201円未満 15,400 4-1 町民税所得割 69,500円未満 17,600 15,800 15,800 

5 町民税所得割 211,201円以上 19,300 4-2 町民税所得割 81,600円未満 21,700 19,500 19,500 

4-3 町民税所得割 97,000円未満 29,000 25,900 25,900 

※表の料金は第１子の金額。（第２子半額、 第３子無償） 5-1 町民税所得割 135,000円未満 36,200 34,100 30,700 

※多子カウントの方法は、基本は1号認定は、小学校３年生までの 5-2 町民税所得割 169,000円未満 44,500 37,900 31,400 

きょうだいをカウント。２号・３号認定については、小学校就学前 6-1 町民税所得割 231,000円未満 55,300 39,900 33,400 

までのきょうだいをカウントする。 6-2 町民税所得割 301,000円未満 61,000 41,900 35,400 

※特別認定世帯（ひとり親世帯・障がい者のいる世帯等）の 7-1 町民税所得割 368,000円未満 73,100 43,900 37,400 

算定については、一部算定方法が異なる。 7-2 町民税所得割 397,000円未満 80,000 43,900 37,400 

8 町民税所得割 397,000円以上 90,000 43,900 37,400 



認定区分とは
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認定区分 実施年齢 保育の必要性 利用できる施設・事業

１号認定 ３～５ なし
幼稚園（施設型給付園）※

認定こども園（教育利用）

２号認定 ３～５ あり
認可保育所
認定こども園（保育利用）

３号認定 ０～２ あり
認可保育所 認定こども園（保育利用）
家庭的保育事業 小規模保育事業
事業所内保育事業等

※幼稚園にはこの他に、新制度に移行していない「私学助成園」があります。（後述）



利用時間区分とは
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【利用時間イメージ】

１号 預かり保育 教育標準時間（４～５時間） 預かり保育

２号
延 保育標準時間（11時間） 延長保育

延長保育 保育短時間（８時間） 延長保育

３号
延 保育標準時間（11時間） 延長保育

延長保育 保育短時間（８時間） 延長保育

※枠内が利用料の対象です。預かり保育や延長保育は別途料金がかかります。

9：00 14：00

7：00 18：00

8：00 16：00



負担階層区分とは
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階層区分 １・２号認定利用料（第１子）

１ 生活保護世帯 ０円（1･2号同額）

２-1 町民税非課税世帯 １号 ０円
２号 4,100円（ひとり親世帯等） ０円

2-2 町民税均等割のみ １号 3,000円
２号 11,100円（第３階層）

３ 町民税所得割課税額に応じて
３～８まで11階層に区分

１号 5,300円 ～ 19,300円
２号 11,100円 ～ 43,900円

その他
2～4-2階層に相当する
ひとり親世帯等

１号 0円 ～ 2,650円（所得割額77,101円未満）

２号 0円 ～ 6,000円（所得割額57,700円未満）



きょうだい区分（多子軽減）とは
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きょうだい児がいる場合は利用料負担額が軽減されます。第２子の場合は
第２子の利用料が適用され、第３子以降は利用料が０円になります。

【きょうだい区分（第1～3子）のカウント方法】
 １号

小学校１～３年生及び幼稚園・保育所等に在籍している就学前児童をカウント
（３～９歳の６年間）

 ２・３号
幼稚園・保育所等に在籍している就学前児童をカウント
（０～６歳の６年間）

★１号認定：町民税所得割額77,100円以下／2・3号認定：町民税所得割額57,700円
未満については、保護者と同一生計の子であれば、年齢等に関わらずカウント
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３ 子ども・子育て支援新制度の
対象施設・事業における
無償化のしくみ



幼児教育・保育の無償化による財源構成の変更
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教育・保育にかかる費用負担イメージ

国 県 町 利用料

国 1/2 県 1/4 町 1/4

無償化



幼稚園・認可保育所・認定こども園等

３歳児クラスから５歳児クラスの

全ての子どもの教育・保育の利用料を無償化

０歳児クラスから２歳児クラスは

町民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化
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１・２号認定

３号認定



平成３１年度 猪名川町子ども・子育て支援新制度 月額利用料（保育料）表 抜粋

階層
区分

認定区分 １号認定（教育）

階層
区分

認定区分 ２号認定・３号認定（保育）

対象施設・事業
認定こども園・私立幼稚

園
対象施設・事業 認可保育所・認定こども園

年齢区分 3～5歳児 年齢区分 0～2歳児 3歳児 4・5歳児

1 生活保護世帯 0 保育時間区分 保育標準時間

2-1 町民税非課税世帯 0 1 生活保護世帯 0 0 0 

2-2 町民税所得割非課税世帯 3,000 2 町民税非課税世帯 6,900 4,100 4,100 

3 町民税所得割 77,101円未満 5,300 3 町民税所得割 48,600円未満 14,700 11,100 11,100 

4 町民税所得割 211,201円未満 15,400 4-1 町民税所得割 69,500円未満 17,600 15,800 15,800 

5 町民税所得割 211,201円以上 19,300 4-2 町民税所得割 81,600円未満 21,700 19,500 19,500 

4-3 町民税所得割 97,000円未満 29,000 25,900 25,900 

※表の料金は第１子の金額。（第２子半額、 第３子無償） 5-1 町民税所得割 135,000円未満 36,200 34,100 30,700 

※多子カウントの方法は、基本は1号認定は、小学校３年生までの 5-2 町民税所得割 169,000円未満 44,500 37,900 31,400 

きょうだいをカウント。２号・３号認定については、小学校就学前 6-1 町民税所得割 231,000円未満 55,300 39,900 33,400 

までのきょうだいをカウントする。 6-2 町民税所得割 301,000円未満 61,000 41,900 35,400 

※特別認定世帯（ひとり親世帯・障がい者のいる世帯等）の 7-1 町民税所得割 368,000円未満 73,100 43,900 37,400 

算定については、一部算定方法が異なる。 7-2 町民税所得割 397,000円未満 80,000 43,900 37,400 

8 町民税所得割 397,000円以上 90,000 43,900 37,400 

利用料の無償化
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(抜粋)

０円

０円

０円

無償化にかかる
手続きは不要



無償化の対象となる利用時間
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【枠内の利用料が無償化の対象】

※保育の必要性があると認定を受けた場合は預かり保育も無償化の対象。

１号 預かり保育
（※） 教育標準時間（４時間） 預かり保育（※）

２号
延 保育標準時間（11時間） 延長保育

延長保育 保育短時間（８時間） 延長保育

３号
延 保育標準時間（11時間） 延長保育

延長保育 保育短時間（８時間） 延長保育
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４ 子ども・子育て支援新制度の
対象ではない施設・事業に
おける無償化のしくみ



私学助成幼稚園
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利用料は園ごとに異なるため、月額25,700円を上限として無償化
（私立幼稚園就園奨励補助金は無償化開始に伴い終了）

支払額は０円となり
ます。
支払額： ０円
無償化：24,000円

保育料 24,000円の園 保育料 30,000円の園

無償化上限額
25,700円

保育料から25,700円を
引いた金額を支払います。
支払額： 4,300円
無償化：25,700円

無償化給付を
受けるために
事前申請必要



幼稚園の預かり保育（施設型給付園・私学助成園 共通）

保育の必要性があると認定を受けた場合には、３歳児クラスから

月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化。

対象施設：幼稚園・認定こども園（１号）の預かり保育

日額450円を上限に利用日数分を補助（無償とならない場合有）
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無償化給付を受けるために事前申請必要



認可外保育施設・特別保育事業（※）等

保育の必要性の認定のある３～５歳児クラスの子どもで、保育所又は一定基

準以上の預かり保育（平日８時間、年間200日以上）を実施している幼稚園若しくは認

定こども園を利用していない場合に、月額37,000円（０～２歳児は42,00円）

を上限として利用料を無償化（複数施設・事業の併用可）

※町内公立幼稚園４園については、園で預かり保育を実施していないため対象となる。

※一時預かり、病児・病後児保育、かわにしファミリーサポートセンター（送迎のみ除く）等
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無償化給付を受けるために事前申請必要



障害児通園施設等（※）

３歳児クラスから５歳児クラスの子どもの利用料を無償化。

幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象。
（町民税非課税世帯の利用者負担についてはすでに無償。）

※ 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問

支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設
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無償化にかかる手続きは不要



その他の施設・事業

一時預かり事業

０歳～２歳児クラスの町民税非課税世帯の子どもは無償化。

３～５歳児クラスは認可外保育施設としての取扱いとなり、月額37,000円を上限と

して利用料を無償化。

（利用定員等の関係で入所できない場合等。通常の保育認定２号認定・３号認定を

受けて、利用できる場合はそちらを優先。）

企業主導型保育事業

３～５歳児クラス及び町民税非課税世帯の０～２歳児クラスの子どもの標準的な利

用料が無償化。
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無償化給付を受けるために事前申請必要

無償化にかかる手続きは原則不要



無償化給付を受けるための事前申請

認可保育所等を申込み、保留になった子ども等で、すでに

２・３号の認定をお持ちの場合は、改めての申請は不要。

※みなし認定により、通知等を行う

無償化給付を受けるための保育の必要性の要件は、現行の

２・３号の保育の必要性と同様。

※猪名川町であれば就労月６４時間以上
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【幼児教育・保育の無償化の対象と範囲】

認可保育所等・
認定こども園
（保育利用）

施設型給付幼稚園
・認定こども園

私学助成幼稚園等 認可外保育
施設等

教育 預かり保育 教育 預かり保育

３～５歳児
クラス 〇 〇 ○（※）

（上限11,300円）

〇
（上限25,700円）

○（※）
（上限11,300円）

○（※）
（上限37,000円）

満３歳児
（３歳になった日から最初の３
月31日までにある子ども）

〇 × 〇
（上限25,700円）

×

町民税非課税世帯の

満３歳児
（３歳になった日から最初の３
月31日までにある子ども）

〇 ○（※）
（上限16,300円）

〇
（上限25,700円）

○（※）
（上限16,300円）

町民税非課税の

０～２歳児
クラス

〇 ○（※）
（上限42,000円）

（※）無償化にあたり保育の必要性の認定が必要
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２号認定

３号認定

１号認定

１号認定

１号認定
新３号認定

新２号認定 新１号認定 新２号認定

新１号認定

新１号認定 新３号認定

新３号認定

新２号認定
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５ 無償化給付の受け方



利用料の支払いが不要となるパターン

施設型給付幼稚園・認定こども園・認可保育所等
保護者は利用料０円。代わりに町から施設に、無償化された利用料分
を含めた子どものための教育・保育給付費を給付。

私学助成幼稚園等の教育部分
保護者は利用料から上限25,700円を差し引いた分を施設に支払い。上
限以下の場合は、利用料0円。代わりに町から施設に、無償化された
利用料分に相当する子育てのための施設等利用給付費を給付。
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利用料支払い後に償還払い請求するパターン

認可外保育施設等の利用、幼稚園等の預かり保育等の利用
保護者は施設に利用料支払い後、領収書等を添付し、町へ子育てのた
めの施設等利用給付申請。町は上限額等を確認し、町から保護者に無
償化分として子育てのための施設等利用給付費を給付。

※ 四半期ごとの申請受付、給付を予定

30



【無償化にかかる給付方法まとめ】

保育所等

保育部分

施設給付型
幼稚園

・認定こども園

私学助成

幼稚園等

施設給付型
幼稚園

・認定こども園

私学助成

幼稚園等
認可外保育
施設等

（一時預かり事業・幼稚園等の
預かり保育事業等を含む）教育部分 教育部分 預かり保育事業

保護者 利用料０円 利用料０円

利用料から
上限25,700円
を引いた分を
施設に支払い

利用料を施設に支払い
領収書を添付し給付申請

給付金受け取り

事業者 給付申請 給付申請
保護者から
差引分徴収
給付申請

利用料徴収
領収書発行

町 施設に給付
（こども課）

施設に給付
（こども課）

施設に給付
（こども課）

領収書等確認し
保護者に直接給付

（こども課）

※四半期ごと
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６ 無償化の対象とならない費用
について



無償化の対象とならない費用について

施設から実費として徴収されている費用（通園送迎
費、食材料費、行事費など）は、無償化の対象外。

33

２号認定こどもの副食費（おかず・おやつ等にかかる費用）につい

ては、これまで利用料に組み込まれていました（4,500円相当）が、

無償化後は施設による実費徴収となります。



幼児教育の無償化に伴う食材料費の見直し

食材料費の取扱いについては、これまでも基本的に、実費徴収又は保育料の一部として
保護者が負担してきましたが、国の検討会を受けて以下のように整理されることとなり
ました。

【２号認定こどもの食材料費等】

現行 無償化後（１０月～）

利用料 ０～43,900円 ０円

主食費 施設による実費徴収or主食持参 現行通り

副食費 利用料に含まれる 施設による実費徴収

※１号・３号は、食材料費の変更なし
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副食費の免除制度

無償化にあたり保護者負担が増えないよう、副食費の免除制度が設け

られます（認可保育所、認定こども園及び幼稚園の利用者が対象）。

副食費の免除対象者

・年収360万円未満相当の世帯の子ども

・全所得階層の第３子以降の子ども

35



 

 

 

 

 

 

保育料 

 

保育料 

 

無償化 

（給付） 

 

 
 

   
 

 

  
実費 

  

現行 無償化後 

保護者 

負担 

保護者 

負担 

年収 360万円未満
相当の世帯の子ど
も及び第 3 子以降
は副食費免除 

副食費 

主食費 
実費 実費 

【イメージ図】
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