
幼児教育・保育無償化に伴う手続きについて 

 

年齢・・お子さんが 3 歳～5 歳クラス児であれば「無償化対象」です。 

    非課税世帯の０歳～2 歳のお子さんも「無償化対象」※１です。 

施設※２・・利用している施設により無償化の上限が異なります。 

対象費用・・保育料のみ（送迎費・給食費・行事費・材料費などは保護者負担） 
※１ 2 歳児が 3 歳の誕生日を迎えても、年度内は非課税世帯のみ無償化対象となります。また、世帯が別であっても

生計を一にする同居者が課税されている場合、無償化対象外となります。 

  ※２ 無償化制度の対象施設と対象とならない施設がありますので、施設もしくは施設の所在する市区町村で制度の対

象について確認ください。 

通っている施設 対象児童 上限額 
必要な手続き 

（次ページ参照） 

□ 認定こども園（教育） 

□ 新制度移行幼稚園 
   

(+) 預かり保育 

(+) 認可外保育施設等 

※３ 

①  ３～5 歳クラス児 

②  非課税世帯の 

満 3 歳入園児 

①  11,300 円/月 

②  16,300 円/月 

※４ 

「施設等利用給付認定」申請 

※保育を必要とする事由が必要 

認可外保育施設等 

□ 認可外保育施設 

□ 一時預かり事業 

□ ファミリーサポート 

□ 病児保育事業 

③  3～5 歳クラス児 

④  非課税世帯の 

０～２歳クラス児 

③  37,000 円/月 

④  42,000 円/月 

「施設等利用給付認定」申請 

※保育を必要とする事由が必要 

※３ 在籍している認定こども園・新制度移行幼稚園によって、認可外保育施設の利用料が制度の対象とならない場合がご

ざいます。詳しくは、在籍している施設もしくは施設の所在がある市区町村にお問い合わせください。なお、三郷市内

の認定こども園については、認可外保育施設の費用も制度の対象となります。 

※４ 「上限額 11,300 円（もしくは 16,300 円）」、「450 円×預かり保育利用日数+認可外保育施設利用料」、「実支払総額」

のうち、一番少ない金額が支給額となりますので、必ず上限額まで利用料が支払われるものではありません。 

 保育を必要とする事由 および 認定期間 
施設等利用給付認定を受けるためには、保育を必要とする事由が必要です。また、認定期間内の保育料

が無償化の対象です。 

 

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

学校に在学中(入学予定)の方

介護・看護をしている方

病気の方

心身に障がいのある方

求職活動中 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、「就労証明書（実働月64時間上）」を提出してい
ただきます。

保育を必要とする事由 認定期間

就労中

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

出産予定が
ある方

就学中
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

疾　病

障がい



「施設等利用給付認定」申請手続きについて 

 
※５認定は毎月 1 日を基準に行います。申請受付日より遡って認定はいたしませんので、ご

注意ください。 

 
 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・生計を一にする同居者分）の提出が必要となります。 

保育を必要とする事由 必要書類 
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） 

 

 

 

 

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） 
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。 

・自営、在宅勤務の方 
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．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 

４．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) 

５．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 

６．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） 

７．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） 
 

 該当世帯のみ下記の書類を必ずご用意ください。 

 

 

 

 
 
  

 「施設等利用給付認定」変更申請の手続きについて 
家庭状況（保育必要性事由、就労先、通園先 等）に変更がありましたら、変更手続きが必要ですので、

三郷市すこやか課へお問い合わせください。 

必要書類 提出先 提出期限※５

すこやか課

認定希望月
(利用開始日)の
前月25日まで
※25日が休日の
場合は、翌開庁
日

年齢区分

３～５歳児クラスの児童
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）

満３歳入園児（認定こども園利用）
０～２歳児クラス児童
（認可外保育施設等利用）

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　非課税証明書
４　ひとり親世帯を証明する書類（該当世帯のみ）

※6 生計を一にする同居者分の非課税証明書も必要となります。 

4月～8月中に認定希望（利用開始）の方

9月～翌3月中に認定希望（利用開始）の方

ひとり親世帯 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

満3歳までの認定希
望児童のいる世帯

前年1月2日以降に三郷市に転入した方は、前年度の非課税証明書※６
例：令和３年４月から８月に認定希望の場合、令和２年１月２日以降に三郷市に転入した方
  は、令和２年度の非課税証明書
本年1月2日以降に三郷市に転入した方は、本年度の非課税証明書※６
例：令和３年９月から翌３月に認定希望の場合、令和３年１月２日以降に三郷市に転入した
  方は、令和３年度の非課税証明書



「保育料」の請求・支払い 

 施設利用料について 
施設利用料は、“利用施設にお支払い”いただく必要があります。お支払い後にご利用施設より領収書及

び特定子ども・子育て支援提供証明書を発行いただき請求書に添付のうえ、“3 か月分毎にまとめて市へご

提出”ください。 

        

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 請求書類（提出先：すこやか課） 

 
 

 請求スケジュール 

 
 

 

その他 
 現況届について 

施設等利用給付認定対象者全ての方を対象に、１年に１度、保護者の保育必要性を確認させていた

だきます。保育の必要性が確認できない場合、認定が取り消されます。 
 
 
 
 

①請求書（「すこやか課窓口」および「三郷市ホームページ」からダウンロード可）
②利用施設が発行する　「領収書　（3ヵ月分）」
　（口座振替の場合は引き落としがわかる部分の通帳のコピー）
③特定子ども・子育て支援提供証明書（利用施設が発行）
④活動報告書（ファミリー・サポート・センター利用時のみ）

利　用　月 市への請求期限 支払時期（目安）

４～６月 ７月末日まで ９月中

７～９月 １０月末日まで １２月中

１０～１２月 １月末日まで ３月中

１～３月 ４月15日まで ５月下旬

三

郷

市 

保

護

者 

①  市より認定通知書の送付 ②  利用者が利用料金を施設へ支払い 

③ 以下が施設より発行される 

a「領収書  

b「特定子ども子育て支援提供証明書」 

④ 施設より発行の「③ a b」を 

請求書に添付して市役所へ提出 

⑤ 対象費用を口座へ振込 

施

設 



 

給付金額の計算方法 

  
 
 
 
 
 
 
①認定こども園の預かり保育（利用料 8,000 円/月）を 15 日利用した場合 
 450 円（1 日あたりの基準額）×15 日＝6,750 円＜利用料 8,000 円＜上限額 11,300 円 
                    
 ※1,250 円は保護者負担になります。 
 
②認定こども園の預かり保育（350 円/日と 600 円/日）を各１０日利用した場合 
 450 円（1 日あたりの基準額）×20 日＝9,000 円＜利用料 9,500 円＜上限額 11,300 円 
                    
 
③認定こども園の預かり保育（600 円/日）を 26 日利用した場合 
 450 円（1 日あたりの基準額）×26 日＝11,700 円＞上限額 11,300 円＜利用料 15,600 円 

                    
※4,300 円は保護者負担になります。 

※満 3 歳入園児の上限額は 16,300 円のため、給付額は 11,700 円になります。 

 
④認定こども園の預かり保育（利用料 8,000 円/月）を 10 日 かつ 認可外保育施設（利用 

料 7,000 円/月）を利用 
450 円（1 日あたりの基準額）×10 日+7,000 円 

＝11,500 円＞上限額 11,300 円＜利用料 15,000 円 
 

※3,700 円は保護者負担になります。 

※満 3 歳入園児の上限額は 16,300 円のため、給付額は 11,500 円になります。 

 
 
 
 上限の範囲内で保育利用料が無償化制度の対象となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問い合わせ先】 
 

すこやか課 保育係  ℡ 048-930-7784 
※必要書類はインターネットから入手可能です。 

     http://www.city.misato.lg.jp/module/13938.htm#moduleid13938 

 

①「上限額 11,300 円（もしくは 16,300 円）」 

②「450 円×預かり保育利用日数+認可外保育施設利用料」 

③「実支払総額」 

上記のうち一番少ない金額が給付金額になります。 

認定こども園利用の場合 

（在籍園の預かり保育か認可外保育施設等を もしくは その両方を利用している） 

給付額 

給付額 

給付額 

給付額 

認可外保育施設等利用の場合（認定こども園在園者は該当しません） 


