
令和元年１０月から開始 

 

幼児教育・保育無償化について 

《制度利用のてびき》 
 

 

 

  

【問い合わせ先】 

保育所・認定こども園・地域型保育・企業主導型保育事業・認可外保育施設等について 

すこやか課 保育係  ℡ 048-930-7784 

幼稚園について 

教育総務課 学校施設係 ℡ 048-930-7754 
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対象児童・対象範囲 

 

◇【保育園（所）、認定こども園、新制度幼稚園等】 

３歳児クラスから５歳児クラスの全ての子どもの保育料を無償化（ ３歳児ク 

ラス＝３歳になった後の最初の４月以降の児童）。 

※認定こども園の１号認定子ども及び新制度幼稚園を利用している子どもについ

ては  満３歳児から無償化されます（  満３歳児＝３歳になった日から最初の

３月３１日までの期間にある子ども）。 

 

◇【保育園（所）、認定こども園、地域型保育事業】 

０歳児クラスから２歳児クラスの子どもについては、市民税非課税世帯を対 

象として保育料を無償化。 

 

◇【幼稚園（新制度未移行）】 

満３歳児から５歳児クラスの子どもの保育料については、月額 25,700円を上 

限として無償化。 

 

◇【預かり保育（幼稚園（新制度及び従来型）、認定こども園 1号認定子ども）】 

保育の必要性があると認定を受けた場合に、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（満３歳児の市民税非課税世帯につ

いては月額 16,300 円が上限）。 

 ※実際の利用日数に日額単価（450円）を乗じて計算した額と、月額上限額 11,300

円を比較して少ない方が支給額となります。 

 

◇【認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・セ

ンター事業】 

保育の必要性の認定を受けた３歳児クラスから５歳児クラスの子どもで、原 

則、保育園（所）、認定こども園等を利用していない場合に月額 37,000円を上

限に利用料を無償化。 

 ※幼稚園・認定こども園の預かり保育が、教育時間を含む平日の提供時間が８時

間未満または年間開園日数が２００日未満である場合には、在園する１号認定

子どもの利用料も月額 11,300円（住民税非課税世帯の満３歳児は月額 16,300

円）を上限に無償化。 

 

◇【障がい児通園施設】 

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。保育園、認定こ

ども園、幼稚園等と併用する場合、どちらも無償化。 

 

* * 

* * 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児教育・保育の無償化給付 早見表 

 

 

認可保育所等  

認定こども園

（保育） 

新制度移行幼稚園  

認定こども園（教育）  

新制度未移行幼稚園  認可外保育

施設等（一時

保育等含む）  

 教育  預かり保育   教育  預かり保育  

3～5歳児クラス  ○(※) ○  

○(※)  

(上限

11,300 円) 

○ 

(上限

25,700 円) 

○(※)  

(上限

11,300 円） 

○(※)  

(上限

37,000 円) 

市民税非課税世帯の 

0～2歳児クラス  
○(※)         

○(※)  

(上限

42,000 円) 

満 3歳児 

（3歳の誕生日から最初の 

3月 31日までにある子ども） 

  ○  ×  

○ 

(上限

25,700 円) 

×  
 

 

市民税非課税世帯の満 3歳児 

（3歳の誕生日から最初の 

3月 31日までにある子ども） 
 

○  

○(※) 

(上限

16,300 円) 

○ 

(上限

25,700 円) 

○(※)  

(上限

16,300 円) 

 

 

※無償化にあたって、保育の必要性の認定が必要です。 

 

 

 

 

 

無償化の対象とならない経費（利用施設による実費徴収） 

☆給食費 

 ※給食費のうち副食費相当分について、世帯年収３６０万円未満相当の世帯の子ども、

又は就学前子どもを第１子とし第３子以降の子どもは免除となります。（幼稚園・認

定こども園（教育）の場合は、小学校３学年までの子どもを第１子とし第３子以降の

子どもが免除となります） 

  

☆延長保育料 

 

☆その他実費徴収費用（通園送迎費、教材費、行事費等） 



認定制度について 

 令和元年 10 月より、これまでの認可保育園等の利用時に必要な子どものための教育・保育給付

認定（支給認定）に加え、子育てのための施設等利用給付認定が創設されました。 

 無償化の対象となるためには、利用する施設に応じた「施設等利用給付認定」を受ける必要があ

ります。 

 

認定の種類及び区分 

 

  

認可保育所等  

認定こども園

（保育）  

新制度移行幼稚園  

認定こども園（教育）  

新制度未移行幼稚園  認可外保育

施設等（一時

保育等含む）  

 教育  預かり保育   教育  預かり保育  

3～5歳児クラス  
支給認定 

２号 

支給認定 

１号 

支給認定１号 

施設等利用 

給付認定 

１号 

施設等利用 

給付認定 

２号 

施設等利用

給付認定 

２号 

施設等利用 

給付認定  

２号 

0～2歳児クラス  

（市民税非課税世帯を

含む） 

支給認定 

３号 
        

施設等利用

給付認定 

３号 

満 3歳児 

（3歳の誕生日から 

最初の 3月 31日までに

ある子ども）  

  
支給認定 

１号 

支給認定１号 

 

施設等利用 

給付認定 

１号 

施設等利用 

給付認定 

３号 

※市民税 

非課税世帯 

 

施設等利用 

給付認定 

３号 

※市民税 

非課税世帯 

 

【施設等利用給付認定】 

認定区分 支給に係る施設・事業 

１号 満３歳から５歳児クラスの子ども 新制度未移行幼稚園（従来型） 

２号 
３歳児クラスから５歳児クラスで「保育の必要性」

がある子ども 
認定こども園(教育)、新制度移行幼稚園、認可外保育施設、

預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、ファミ

リー・サポート・センター事業 ３号 
０歳児クラスから２歳児クラスで「保育の必要性」

があり、且つ、住民税非課税世帯の子ども 

 

＋ 

＋ 



○「保育の必要性」の認定について 

施設等利用給付認定の「２号」及び「３号」認定の対象は、保育の必要性のある世帯の子ども

になります。 

  保育の必要性の事由により認定期間が異なり、事由の期間内において無償化の対象となります。 

 ※３号認定については、市民税非課税世帯かつ保育の必要性があることが条件となります。 

 

 

保育の必要性の事由と認定期間等 

 

保育を必要とする事由 認定期間 

就労  

フルタイムのほか、パートタイム、夜間、

居宅内の労働などを含む。 

※常時、実働月６４時間以上 

※賃金が発生していない場合は、「就労」

での認定が認められません。 

最長で就学前まで 

※退職等された場合には、退職等をした月の末日までが、認定期間とな

ります。 

求職活動 求職活動を継続的に行っている場合 

申請から３か月間 

※3 か月以内に就労を開始して、就労証明書（実働月 64 時間以上）を

提出していただきます。 

育児休業取得中 
育児休業取得中に、既に保育を利用して

いる子がいて継続利用が必要な場合 

生まれたお子さんが１歳を迎える年度の 3月末まで 

※期間経過時に生まれた子の保育所等の 4 月入所申込をしたが入所できなかった

場合は「満 2 歳に達する年度の 3 月末まで」期間を延長する。（ただし延長期間中

も申込状態の継続が必要。） 

出産予定がある方 
出産予定がある方(産前 2 か月産後 8 週

の認定) 

出産予定日の属する月の２か月前の属する月の初日から出産日

の８週間後の翌日の属する月の末日まで 

就学 学校に在学中(入学予定)の方 

最長で就学前まで 

※保育の必要性がなくなった場合には、その時点まで 

介護・看護 介護・看護をしている方 

疾病 病気の方 

障がい 心身に障がいのある方 

その他 その他、市が認める場合 

 

※保育の必要性については、毎年確認調査を行います。保育を必要とする事由を満たさなくなった

場合、無償化の対象外となります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

保育の必要性（※前項参照）はありますか？ 

   保護者が働いている、又は病気、障

害等で家庭内保育が出来ない等 

いいえ 

認定こども園（教育） 

新制度に移行した私立・公立幼稚園 

現在通っている施設・利用している事業は？ 

新制度に移行していない私立幼稚園 

（従来型） 

上記以外 

満３～５歳児クラス 保育料が無償 

満３～５歳児クラス 保育料が 

月額２万５７００円まで無償 

無償化の対象外 

はい 

保育園（所）／地域型保育事業／認定こども園（保育） 
・０～２歳児クラス 市民税非課税世帯のみ保育料が無償 

・３～５歳児クラス 保育料が無償 

認可外保育施設等（認可外保育施設（届出有）／一時預かり

事業／ファミリー・サポート・センター事業／病児保育事業） 

・０～２歳児クラス 市民税非課税世帯のみ利用料月額 

４万２０００円が無償 

・３～５歳児クラス 利用料が月額３万７０００円まで無償 

認定こども園（教育）／新制度に移行した私立・公立幼稚園 

新制度に移行していない私立幼稚園（従来型） 

上記以外 

・満３～５歳児クラス  

保育料が無償  

・満３～５歳児クラス  

保育料が月額２万５７００円

まで無償 

無償化の対象外 

・さらに預かり保育を利用 

３歳児クラスから月額１万１３００円

まで無償 

満３歳児の市民税非課税世帯について

は月額１万６３００円まで無償 

現在通っている施設は？ 

無償化対象フローチャート 

企業主導型保育事業 ・０～２歳児クラス 市民税非課税世帯のみ０歳児クラスは保育料が 

３万７１００円まで、１・２歳児クラスは３万７０００円まで無償 

・３～５歳児クラス ３歳児クラスは保育料が月額３万１１００円まで、 

４・５歳児クラスは２万７６００円まで無償 

① 

② 

従業員枠 

④ 

地域枠 

必要な手続き 

「施設等利用給付認定」手続が必要です。 

詳細は教育総務課学校施設係まで。 

 

（在園児）手続は不要です。 

（新規申請）「教育・保育給付認定」の申請が必要です。 

（在園児）手続は不要です。 

（新規申請）「教育・保育給付認定」の申請が必要です。 

      別冊の『保育利用希望申込みのてびき』

をご確認ください。 

「施設等利用給付認定」手続及び「請求」手続が必要

です。 

預かり保育利用の方のみ「施設等利用給付認定」及び

「請求」手続きが必要です。 

「施設等利用給付認定」手続が必要です。 

詳細は教育総務課学校施設係まで。 

 

「利用報告」が必要です。 

 

「教育・保育給付認定」手続き及び「利用報告」が必

要です。 

 



≪保育料無償化の主な流れ≫ 

認定の申請等 

【保育園（所）、地域型保育事業、認定こども園、新制度移行幼稚園を利用中・利用予定の方】 

従来どおり認可保育施設利用申込の際に教育・保育給付認定を受けていただきます。詳細

は別冊の『保育利用希望申込みのてびき』を確認ください。 

認定こども園（教育）、新制度移行幼稚園を利用の場合は、入園時に教育・保育給付認定が

必要です。 

【預かり保育（新制度移行幼稚園、認定こども園）を利用中・利用予定の方】 

無償化の対象になるためには、施設等利用給付認定の手続きが必要です。 

【企業主導型保育事業を利用中・利用予定の方】 

地域枠を利用の方のみ、教育・保育給付認定の手続きが必要です。加えて、従業員枠・地

域枠ともに利用開始月に利用報告書を提出する必要があります。 

【認可外保育施設等を利用中・利用予定の方】 

無償化の対象になるためには、施設等利用給付認定の手続きが必要です。 

☆書類審査後、三郷市から支給認定証もしくは認定通知書を交付します。 

保育利用月 市への申請期限 通知時期 

令和元年１０月から無償化対象となる方 ９月１３日まで ９月中 

上記以降に対象となる方 利用開始月の１０日前まで 申請書提出から１０日程度 
 

 

保育料の支払い 

【保育園（所）、地域型保育事業、認定こども園、新制度移行幼稚園を利用中・利用予定の方】 

保育料の支払は不要です。 

【預かり保育（新制度移行幼稚園、認定こども園）を利用中・利用予定の方】 

償還払い（※）となるため、利用施設へ預かり保育の利用料のお支払いが必要です。 

【上記以外の施設を利用中の方・利用予定の方】  

償還払いとなるため、利用施設へ保育料のお支払いが必要です。 

     ※「償還払い」とは・・・一旦、利用料をご負担いただき、後日、市から利用料をお支払いすることです。              

保育料の請求等 

【保育園（所）、地域型保育事業、認定こども園、新制度移行幼稚園を利用中・利用予定の方】 

保育料の支払いがありませんので、請求手続きの必要はございません。 

【預かり保育（新制度移行幼稚園、認定こども園）を利用中・利用予定の方】 

保護者が負担した預かり保育の利用料については、３か月ごとに直接三郷市へ請求する必

要があります。請求を受けたのち、市で審査を行い保護者の口座へ対象となる費用を振り

込みます。 

【企業主導型保育事業を利用中・利用予定の方】 

国からの給付となるため、市へ保育料の請求手続きの必要はございません。 

【上記以外の施設を利用の方・利用予定の方】 

保護者が負担した保育料を３か月ごとに直接三郷市へ請求する必要があります。請求を受

けたのち、市で審査を行い保護者の口座へ対象となる費用を振り込みます。 

保育利用月 市への請求期限 支払い時期 

４～６月 ７月下旬まで ８月中 

７～９月 １０月下旬まで １１月中 

１０～１２月 １月下旬まで ２月中 

１～３月 ４月中旬まで ５月中 

※令和元年度は保育料１０月分からの請求になります。 

 

    が新たに必要となった手続です。 



① 認可外保育施設（届出有）／一時預かり事業／ファミリー・サポート・センター事業／

病児保育事業 

② 認定こども園（教育）／新制度に移行した私立・公立幼稚園の預かり保育 

③ 

 

③企業主導型保育事業（地域枠） 

④企業主導型（従業員枠） 

≪認定の申請手続き≫ 

 

 

 

 

 

【提出方法】① 申請書を三郷市すこやか課へ提出。 

【提出方法】② 市内認定こども園については、在園施設を通して三郷市すこやか課へ提出。 

※施設を通して申請書類を提出する際には、必ず封入・封緘のうえ提出。 

 

【提出期限】 

 

 

 

【認定の申請に必要な書類】 

１ 施設等利用給付認定申請書 

２ 保育の必要性を証明する書類 

３ ひとり親世帯を証明する書類（該当世帯のみ） 

４ 課税状況確認に必要な書類（０～２歳児クラスの方） 

※２・３・４に必要な書類は次項を確認ください。 

 

 

 

 

 

 

【提出方法】③ 申請書を三郷市すこやか課へ提出。 

 

【提出期限】 

 

 

【認定の申請に必要な書類】③のかたのみ 

１ 教育・保育給付認定申請書 

２ 保育の必要性を証明する書類 

３ ひとり親世帯を証明する書類（該当世帯のみ） 
  ※２・３に必要な書類は次項を確認ください。 

 

上記に加えて③・④の利用者は利用開始月中に「企業主導型保育事業利用報告書」の提出が必要

になります。 

 

 

 

 １０月から対象となる方 左記以降に対象となる方 

① ９月１３日（金）まで 原則利用開始月の１０日前まで 

② ９月３日（火）まで 原則利用開始月の１０日前まで 

 １０月から対象となる方 左記以降に対象となる方 

③ ９月１３日（金）まで 原則利用開始月の１０日前まで 



○保育の必要性を証明する書類 

保育の必要性は毎月１日を基準日として、基準日時点での事由によって認定を行います。保育の必要性を確認

するため、以下の書類（父・母分）の提出が必要となります。事由により認定期間が定まっており、認定期間内

において対象費用が無償化となります。 

保育を必要とする事由 必要書類 認定期間 

１．就労（予定）している方 

（常時、実働月６４時間以上） 
□就労（内定）証明書（発行後２か月以内） 

原則就学前まで 

※退職等された場合には、退職

等をした月の末日までが、認定

期間となります。 

 

 

 

 

さらに 

・不規則勤務等シフトが

ある方 
□就労（内定）証明書＋シフト表（直近２か月分） 

・自営、在宅勤務の方 賃金が発生していない場合は、「就労」での認定が認
められません。 

以下の書類の写しを就労（内定）証明書と合わせて
ご提出ください。 

□営業許可証、開業届、契約・受注表、請負契約書
等の事業実施が確認できる書類 

□確定申告書、源泉徴収票、給与明細書等の給与支
払いが確認できる書類 

・経営者が自身または親

族の方 

・内職の方(最低賃金×64

時間分以上の賃金が発生

している方のみ対象) 

２．求職活動中の方 □求職活動申立書 ３か月 
※３か月以内に就労を開始し

て、就労証明書（実働月 64時間

以上）を提出していただきます。 

３．育児休業取得中の方 

※育児休業取得中に、既に保育を利用

している子がいて継続利用が必要な

場合 

□就労証明書＋育児休業取得証明書 生まれたお子さんが１歳を

迎える年度の３月末まで 

※期間経過時に生まれた子の保育所

等の４月入所申込をしたが入所でき

なかった場合は「満２歳に達する年

度の３月末まで」期間を延長する。

（ただし延長期間中も申込状態の継

続が必要。） 

４．出産予定がある方 □母子健康手帳（表紙及び出産予定日記載のページ）

の写し 

出産予定日の属する月の
２か月前の属する月の初
日から出産日の８週間後
の翌日の属する月の末日
まで 

５．学校に在学中(入学予定)の方 □在学証明書または学生証の写し＋時間割表 

(学生証等がない方：合格通知、入学を証明する書類) 

最長で就学前まで 

※保育の必要性がなくなった場

合には、その時点まで 

６．介護・看護をしている方 □介護・看護申立書、介護・看護が必要な方の診断
書、各種手帳等の写し 

７．病気の方 □診断書（保育ができないことが明記されている３
か月以内のもの） 

８．心身に障がいのある方 □障害者手帳等（氏名・等級記載部分の写し） 

９．その他 ※上記に当てはまらない方。事前にご相談ください。 

 

○ひとり親世帯に必要な書類 

対象者 必要書類 

ひとり親の方 ひとり親医療受給者証、戸籍全部事項証明書、離婚受理証明書のいずれか 

 

○課税状況確認に必要な書類（０～２歳児クラスの方） 

対象者 必要書類 

平成３１年１月１日
現在、三郷市に住民登
録がある方 

課税状況を確認するための書類の提出は不要です。 

平成３１年１月２日
以降に三郷市へ転入
した方 

前住所の市区町村が発行する「平成３１年度（平成３０年中所得）住民税納税通知書又

は課税証明書・非課税証明書」 



① 認可外保育施設（届出有）／一時預かり事業／ファミリー・サポート・センター事業／

病児保育事業 

② 認定こども園（教育）／新制度に移行した私立・公立幼稚園の預かり保育 

③ 

 

③企業主導型保育事業（地域枠） 

④企業主導型（従業員枠） 

≪認定内容に変更があった場合≫ 

認定（申請）内容に変更が生じた場合、下記のとおり手続きを行う必要があります。 

【例】家庭状況に変更があったとき・・・・引越し、離婚・結婚 等 

【例】就労状況に変更があったとき・・・・転職、勤務時間や勤務日数の変更、退職 等 

【例】保育を必要とする事由に変更があったとき 

       

 

 

 

 

 

【提出方法】三郷市すこやか課へ提出。 

【提出方法】 

 

【提出期限】認定内容に変更が生じた場合は、その都度速やかにご提出ください。 

       

 

【認定の変更申請に必要な書類】 

１ 施設等利用給付認定変更申請書もしくは施設等利用給付認定変更届出書 

２ 変更内容を証明する書類 

３ 保育の必要性を証明する書類（保育を必要とする事由に変更があった場合） 

 

 

 

 

【提出方法】三郷市すこやか課へ提出。 

 

【提出期限】認定内容に変更が生じた場合は、その都度速やかにご提出ください。 

       

 

【認定の変更申請に必要な書類】 

１ 教育・保育給付認定変更申請書 

２ 変更内容を証明する書類 

 

≪通っている施設を変更する場合≫ 

利用施設を変更・退園するときは手続きが必要となる場合がありますので、三郷市すこやか課

へご連絡ください。       

 

 



① 認可外保育施設（届出有）／一時預かり事業／ファミリー・サポート・センター事業／

病児保育事業 

② 認定こども園（教育）／新制度に移行した私立・公立幼稚園の預かり保育 

 

≪請求等に必要な手続き≫ 

 

 

 

 

【提出方法】三郷市すこやか課へ提出。 

【提出方法】 

 

【提出期限】 

 

 

 

 

 

    

 

【請求に必要な書類】 

１ 施設等利用費請求書 

２ （ フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ー ト ・ セ ン タ ー 以 外 ）利用施設から発行される領収書と提供証明書 

２ （ フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ー ト ・ セ ン タ ー ）活動報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育利用月 市への請求期限 

４～６月 ７月下旬まで 

７～９月 １０月下旬まで 

１０～１２月 １月下旬まで 

１～３月 ４月中旬まで 



≪三郷市内にある施設一覧≫ 

施設名 施設区分 

わせだ幼稚園（認定こども園わせだ）/栄光幼稚園（認定こども園

栄光けやきの森）/越谷保育専門学校付属みさと団地幼稚園（認定

こども園みさとさくらの森）/認定こども園埼玉さくら幼稚園 

認定こども園（教育） 

 

みさと幼稚園/ちくみ幼稚園/ゆたか幼稚園/みさと団地みやおか

幼稚園/新和幼稚園/彦成幼稚園/三郷ひかり幼稚園/天使幼稚園/

いなほ幼稚園 

新制度に移行していない私立幼稚園 

上口保育所/丹後保育所/高州保育所/さくら保育所/彦成保育所/

早稲田保育所/つくし保育園/コビープリスクールみさとながとろ

/三郷ひだまり保育園/みさとしらゆり保育園/みさとこころ保育

園/美咲保育園/コビープリスクールみさととがさき/コビープリ

スクールみさとたかの/みさとしらゆり第２保育園/レイモンド戸

ヶ崎保育園/レイモンド新三郷保育園/わせだっこ中央保育園/認

定こども園わせだ/認定こども園栄光けやきの森/認定こども園み

さとさくらの森/認定こども園埼玉さくら幼稚園/さんぴこ保育園

/三郷中央すずらん保育園/みさとわせだスマート保育園/ニチイ

キッズ新三郷保育園/ひまわり保育園（白興）/しらゆりナーサリ

ールーム 

保育所/地域型保育事業/認定こども園（保育） 

その他市内施設 認可外保育施設 

※市外の施設の区分については各市区町村へお問い合わせください。 

 

≪よくある質問≫ 

 質問 回答 

１ 

無償化の対象は何歳からですか。 3歳児クラスから 5歳児クラスが対象となります。 

（0歳児クラスから 2歳児クラスは市民税非課税世帯のみ対

象となります。） 

２ 

今回の幼児教育・保育無償化の対象と

なった場合、保育料や給食費を含むす

べての負担額が無料になるのでしょ

うか。 

今回無償化の対象となる経費は保育料のみとなります。給食

費やバス送迎費等の実費徴収分は原則引き続きお支払いい

ただく必要がございます。 

（※給食費の副食費相当分については、市民税所得割額の金

額により免除がございます。） 

３ 

市民税非課税世帯なのですが、給食費

等の実費徴収分の免除の制度はない

のでしょうか。 

世帯年収が 360万円未満相当の世帯は給食費の副食費相当

分について免除となります。 

４ 

職場の託児施設を利用していますが、

無償化対象となるのでしょうか。 

地域型保育事業（事業所内保育施設）または認可外保育施設

に該当する場合は対象となります。詳しくは職場又はすこや

か課までお問い合わせください。 

（※）託児施設が無償化対象の施設であるかどうかは職場ま

たは施設所在地の市区町村で確認いただくこととなります。 



５ 

保育の必要性はありませんが、幼稚園

の利用に加え預かり保育も利用して

います。預かり保育の利用料は無償化

対象にならないのでしょうか。 

幼稚園の預かり保育については、保育の必要性の認定を受け

た方のみが無償化の対象となります。 

６ 

認可保育所に子どもを預けています。

現在 2歳児クラスですが、誕生日を迎

えているため年齢は 3歳になってい

ます。3歳の誕生日を迎えた日から無

償化の対象になるのでしょうか。 

クラス年齢で 3歳児クラスになった年度の初め（4月）から

が無償化の対象となります。 

７ 

3歳以上児と 3歳未満児の 2人を保育

施設に預けています。現在下の子につ

いては保育料が半額となっています

が、無償化の制度が始まったら下の子

の保育料は全額になるのでしょうか。 

多子軽減制度の変更はございませんので、現行通り下のお子

さんは保育料半額でのお支払いとなります。 

８ 

保育所等で延長保育を利用した際に、

その利用料は無償化の対象になりま

すか。 

認可保育所・認定こども園又は地域型保育事業を利用してい

る方については、保育標準時間認定、保育短時間認定どちら

の場合も延長保育の利用料は無償化の対象とはなりません。 

９ 

認可保育所や認定こども園を利用し、

加えて認可外保育施設等を利用した

場合、認可外保育施設の利用料は無償

化になりますか。 

認可保育所・認定こども園又は地域型保育事業を利用してい

る場合は、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象となり

ません。 

１０ 

三郷市外の市区町村の認可外保育施

設を利用した場合、その利用料は無償

化の対象となりますか。 

保育の必要性の認定があり、認可外保育施設を利用してい

て、その施設が無償化対象の施設場合は、三郷市外の市区町

村の認可外保育施設であっても無償化の対象となります。 

※無償化対象の施設かどうかの確認は施設の所在市区町村

までお問い合わせください。 

 


