
新制度における利用者負担（保育料）の

設定について
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資料４－２資料４－２資料４－２資料４－２

第２回長野市社会福祉審議会児童福祉専門分科会

平成26年７月15日 保育課作成

～幼稚園等（１号）保育料～

平成２６年７月

こども未来部保育課



１．現行の幼稚園と保育園等の違い現行の幼稚園と保育園等の違い現行の幼稚園と保育園等の違い現行の幼稚園と保育園等の違い

項項項項 目目目目 幼幼幼幼 稚稚稚稚 園園園園 保保保保 育育育育 園園園園 認定こども園認定こども園認定こども園認定こども園

目 的 幼児教育 保育 幼児教育と保育

根拠法 学校教育法 児童福祉法（による認可）

（幼稚園部分）学校教育法

（保育所部分）児童福祉法

（認定こども園部分）認定こども園法

対象児 ３歳～就学前 共働き等世帯の０歳～就学前 ０歳～就学前

設置者 国、地方公共団体、学校法人等

地方公共団体、社会福祉法人等（平成

12年に株式会社の参入も認められたが、

認可していない県が多い）

幼稚園型：幼稚園の設置者

保育所型：認可保育所の設置者

幼保連携型：幼稚園設置者、認可保育所

の設置者

（国基準） （長野市基準）
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職員配置

基準

１学級３５人以下

０歳児 ３：１

１，２歳児 ６：１

３歳児 ２０：１

４，５歳児 ３０：１

０歳児 ３：１

１，２歳児 ５：１

３歳児 １８：１

４，５歳児 ３０：１

０～２歳児は保育所と同様の配置が望ま

しい。

３～５歳児は概ね子ども２０～３５人に１人

職員の

資 格

幼稚園教諭 保育士

０～２歳児は保育士資格、３～５歳児は両

資格併有が望ましい

入所、入園 設置者と保護者との契約 市町村と保護者との契約 設置者と保護者との契約

利用料 設置者が設定 市町村が設定 利用時間等を踏まえ、設置者が設定

１日の保育・

教育時間

４時間を標準（３９週以上、春夏

冬休みあり）

原則８時間（開所時間は11時間、年間

約３００日、春夏冬休みなし）

４時間利用にも、８時間利用にも対応

調理室 設置義務なし 設置義務あり（施設内調理義務） 設置が望ましい

施設数 公立１園、私立２８園 公立４２園、私立４４園

私立６園（幼保連携型）

公立１園（保育所型）



区区区区 分分分分 園数園数園数園数 保育料（月額）保育料（月額）保育料（月額）保育料（月額） 備備備備 考考考考

私立

幼稚園 ２２ 平均 約27,300円
・３歳児の入園料を含めた保育料平均額

最低24,200円～最高36,200円

・ほとんどの幼稚園で、保育料とは別に、

給食費や通園バス代、制服代等の実費

徴収等が行われている。

認定こども園

（幼稚園機能）

６ 平均 約27,400円

２. 本市の幼稚園等保育料の現状
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計 ２８ 平均 約27,400円

公立

幼稚園

（県）

１ 18,500円

・県短期大学附属幼稚園

・入園料は31,300円

認定こども園

（市）

１ 8,000円

・なかじょう保育園（短時間保育）

・保育所型認定こども園



３．現行の幼稚園等に対する財政措置（公的支援）

現行の幼稚園の運営は、保護者からの負担と、私学助成（一般補助・特別補助）及び

就園奨励費等による公費等で賄われている。就園奨励費は、保護者の所得に応じて

支給額が決定されていることから、実質の幼稚園の保育料についても、保育所と同様

に、所得の多寡に配慮したものになっている。
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【運営費の構成イメージ】

     保育料

就園奨励費

（国・市）

私学助成

（国・県）

補助金

など

預かり保育

（私学助成）

４時間（標準）４時間（標準）４時間（標準）４時間（標準）

４時間（標準）を４時間（標準）を４時間（標準）を４時間（標準）を

超える時間超える時間超える時間超える時間

実費

徴収

●●●●私学助成（国・県）私学助成（国・県）私学助成（国・県）私学助成（国・県）

・目的：私立幼稚園の教育振興及び保護者の経済的負担の軽減

平成25年度（26園分）年額 単位：千円

※２園は宗教法人立のため、助成対象外 資料：県私学・高等教育課

一般補助一般補助一般補助一般補助 特別補助特別補助特別補助特別補助 計計計計 １人当り補助額１人当り補助額１人当り補助額１人当り補助額

５５２，５１４ １１６，４４８ ６６８，９６２ １６１

（うち認定こども園６園分）

１３７，８６３ ３９，３１２ １７７，１７５ １８１

公 費公 費公 費公 費



●●●●就園奨励費補助（国・市）就園奨励費補助（国・市）就園奨励費補助（国・市）就園奨励費補助（国・市）

平成25年度（28園分） 単位：人、千円

園児数園児数園児数園児数

補助対象補助対象補助対象補助対象

園園園園 児児児児 数数数数

平成平成平成平成25年度年度年度年度

園児１人当り園児１人当り園児１人当り園児１人当り

補補補補 助助助助 額額額額

市市市市 国国国国 合計合計合計合計

４，１５２ ３，０３６ ２３７，２９３ ７７，０２９ ３１４，３２２ １０３

（うち認定こども園６園分）

９８１ ６９９ ５５，７３３ １８，０８５ ７３，８１８ １０６

所得少所得少所得少所得少 所得多所得多所得多所得多

① ② ③ ④ ⑤

保

育

料

就園奨励費補助金就園奨励費補助金就園奨励費補助金就園奨励費補助金

交付額交付額交付額交付額

実際の実際の実際の実際の

負担額負担額負担額負担額

保育料負担のイメージ保育料負担のイメージ保育料負担のイメージ保育料負担のイメージ

・目的：保護者の経済的負担を軽減し、幼稚園等への就園を促進
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●●●●市単独補助市単独補助市単独補助市単独補助

補助名補助名補助名補助名 補助金額補助金額補助金額補助金額

幼稚園補助金 １０３，８４０

預かり保育促進事業補助金 １１，１００

災害共済掛金補助金 １，２０５

障害児就園奨励費補助金 ２，３１０

子育て支援事業補助金 ５，５８０

計 １２４，０３５

・目的：私立幼稚園等が行う施設の運営、職員の資質及び人数の充実を図るため、

私学助成を補完する形で補助

単位：千円平成２５年度



現行制度 新 制 度

【県所管】

【県所管】

幼 稚 園

認定こども園

幼稚園型

幼保連携型

私学助成

幼 稚 園

幼稚園型認定こども園

幼 稚 園

認定こども園

幼稚園型

幼保連携型

私学助成

【市所管】

施設型給付

４．新制度における幼稚園等の選択肢 6

【市所管】

保 育 所

幼保連携型

保育所型

地方裁量型保育所運営費

幼保連携型

保育所型

地方裁量型

保 育 所

施設型給付

家庭的保育

小規模保育

事業所内保育(給付対象)

居宅訪問型保育

地域型給付

事業所内保育

認可外保育施設

事業所内保育(給付対象外)

認可外保育施設



５．５．５．５．新制度における幼稚園等に対する財政措置における幼稚園等に対する財政措置における幼稚園等に対する財政措置における幼稚園等に対する財政措置
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●●●●現行制度との比較現行制度との比較現行制度との比較現行制度との比較

現行の幼稚園の運営は、保護者からの負担と、私学助成（一般補助・特別補助）及び

就園奨励費等による公費等で賄われているが、新制度においては、保護者からの負

担（保護者の所得の多寡に応じて市町村が定める金額）と、施設型給付、私学助成（特

別補助の一部）等による公費等で賄われる。

     保育料

就園奨励費

（国・市）

私学助成

（国・県）

補助金

など

預かり保育

（私学助成）

４時間（標準）４時間（標準）４時間（標準）４時間（標準）

４時間（標準）を４時間（標準）を４時間（標準）を４時間（標準）を

超える時間超える時間超える時間超える時間

現

行

実費

徴収

利用者負担

（保育料）

施設型給付

（国・市）

補助金

など

一時預かり

（地域子ども・子育て

支援事業）

私学助成

(国・県)

４時間（標準）４時間（標準）４時間（標準）４時間（標準）

新

制

度

公定価格公定価格公定価格公定価格

４時間（標準）を４時間（標準）を４時間（標準）を４時間（標準）を

超える時間超える時間超える時間超える時間

実費

徴収

各幼稚園等で独自に設定各幼稚園等で独自に設定各幼稚園等で独自に設定各幼稚園等で独自に設定上乗せ徴収を含む上乗せ徴収を含む上乗せ徴収を含む上乗せ徴収を含む 保護者の負担軽減のため所得に応じて給付（所得が低いほど多額）保護者の負担軽減のため所得に応じて給付（所得が低いほど多額）保護者の負担軽減のため所得に応じて給付（所得が低いほど多額）保護者の負担軽減のため所得に応じて給付（所得が低いほど多額）

上乗せ徴収を含む上乗せ徴収を含む上乗せ徴収を含む上乗せ徴収を含む
保護者の所得に応じて市町村が定める金額（所得が低いほど低額）保護者の所得に応じて市町村が定める金額（所得が低いほど低額）保護者の所得に応じて市町村が定める金額（所得が低いほど低額）保護者の所得に応じて市町村が定める金額（所得が低いほど低額）

公定価格から利用者負担を差し引いた金額公定価格から利用者負担を差し引いた金額公定価格から利用者負担を差し引いた金額公定価格から利用者負担を差し引いた金額

公 費公 費公 費公 費

公 費公 費公 費公 費



６．新制度における幼稚園等の利用者負担について

（教育標準時間認定を受けた子ども（１号認定）

●●●●国の利用者負担のイメージ（月額）国の利用者負担のイメージ（月額）国の利用者負担のイメージ（月額）国の利用者負担のイメージ（月額） ・・・・・・・・・・・・ 現行の利用者負担の水準を基本現行の利用者負担の水準を基本現行の利用者負担の水準を基本現行の利用者負担の水準を基本

●最終的な利用者負担は下記の基準を上限として市町村が設定●最終的な利用者負担は下記の基準を上限として市町村が設定●最終的な利用者負担は下記の基準を上限として市町村が設定●最終的な利用者負担は下記の基準を上限として市町村が設定

階層区分 推定年収 現行の保育料 階層区分 利用者負担

①生活保護世帯 － ０円 ①生活保護世帯 ０円

②市町村民税非課税世帯

（市町村民税所得割非課税世帯含む）

～270万円 9,100円

②市町村民税非課税世帯

（市町村民税所得割非課税世帯含む）

9,100円

【国の現行水準】 【国の新制度のイメージ】
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③市町村民税所得割課税額

77,100円以下

～360万円 16,100円

③市町村民税所得割課税額

77,100円以下

16,100円

④市町村民税所得割課税額

211,200円以下

～680万円 20,500円

④市町村民税所得割課税額

211,200円以下

20,500円

⑤市町村民税所得割課税額

211,201円以上

680万円～ 25,700円

⑤市町村民税所得割課税額

211,201円以上

25,700円

※ ②～⑤：第１階層を除き、前年度分の市町村民税の区分が右の

区分に該当する世帯

※ 現行の保育料：実際の保育料等の平均値から幼稚園就園奨励

費補助の単価を差し引いたもの

※ ①～⑤：現行の階層区分を基本として市町村民

税額を基に階層区分を設定。

※ ただし、給付単価を限度とする。

※ 市町村が定める利用者負担額よりも、現在、低い

保育料を設定している幼稚園については、新制度

への円滑な移行の観点から、一定の要件の下で

経過措置を講ずる。



●利用者負担検討のポイント

視点１視点１視点１視点１ 階層区分について階層区分について階層区分について階層区分について

・国が実際の幼稚園保育料の平均値から就園奨励補助を控除した実負担として

いることから、国基準どおり５階層に合わせたらどうか。

・保育所保育料と同様に、国基準と比較し階層を細分化したらどうか。

視点２視点２視点２視点２ 保育料について保育料について保育料について保育料について

・現行の本市の幼稚園の保育料の平均値より、国の上限額の方が低いため、国

の基準どおりとしたらどうか。
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の基準どおりとしたらどうか。

・低所得者層に対しては、保育所保育料と同様の配慮をしたらどうか。

・保育短時間利用負担との整合や経過措置を講ずる幼稚園のことも考慮する必要

があるのではないか。

視点３視点３視点３視点３
その他検討のポイントその他検討のポイントその他検討のポイントその他検討のポイント

・本市の場合、当面、新制度へ移行する幼稚園はほとんどない見通しとなってお

り、新制度へ移行しない幼稚園の利用者は、引き続き、国基準に基づく就園奨

励費補助を受けることから、新制度の幼稚園について国基準と異なる利用者負

担の設定をした場合、不均衡が生じるのではないか。

＊＊＊＊

＊＊＊＊ただし、幼保連携型認定こども園（教育標準時間利用：１号認定）は、原則新制度へ移行します。


