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　子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決して、子育てしやすい社会を実現するため、平成24年8月
に子ども・子育て支援法その他関係する法律が成立しました。
　これらの法律に基づき、幼児期の教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に進めていく、
「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月からスタートします。
　具体的には、市町村が中心となって、以下の取組みを進めていきます。

　いままでは、幼稚園や保育所などの利用には、私学助成制度や、保育所に支払われる運営費によっ
て公的な負担が行われてきましたが、新制度では給付対象施設の認定こども園、幼稚園、保育所、
小規模保育等の施設等を利用した場合に、国・県・市町村は施設等が教育・保育を行うために必要
な経費の一部を給付費として支払う「給付制度」が導入されます。
　ただし、この給付費については、教育・保育に要する費用として確実に充てるため、利用者の皆
さまへの直接的な給付ではなく市から施設等に直接支払う仕組みになります。

□ 就労（フルタイムのほか、パートタイム・夜間・自営業などの居宅内の労働など、基本的に
すべての就労を含む（月64時間未満の短時間を除く））　　　

□ 妊娠、出産
□ 保護者の疾病、障害　　
□ 同居または長期入院等している親族の介護・看護
□ 災害復旧　　　
□ 求職活動（起業準備を含む）
□ 就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）　
□ 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること　など

ここが変わります!

子ども・子育て支援新制度って? 認定制度がはじまります!

　給付対象の施設や事業（P5参照）を利用することを希望される保護者の方は、市が定める基準に
従って、認定を受けることになります。なお、認定は次の3区分となります。

1

❶ 待機児童の多い0 ～ 2歳を中心に保育の場を増やし、
待機児童を減らして、子育てしやすい、働きやすい社会をめざします。

❷ 幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持った
「認定こども園」の普及を図ります。

❸ 幼児期の学校教育や保育、すべての家庭を支援するため
地域のさまざまな子育て支援の「量の拡充」や「質の向上」を進めます。

3つの認定区分

1号認定　教育標準時間認定

[利用先]幼稚園、認定こども園
お子さんが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望する場合

2号認定　満3歳以上・保育認定

[利用先]保育所、認定こども園
お子さんが満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、教育及び保育を希望する場合　

3号認定　満3歳未満・保育認定

[利用先]保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育等)
お子さんが満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合　

○保育を必要とする事由　※次のいずれかに該当することが必要です。
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保育所等の開所時間（11時間）

　２号認定または３号認定を受ける方は、保育の必要量によって、「保育標準時間」と「保育短時間」
のそれぞれの利用区分に認定されます。

2 保育の必要量に応じた区分

幼稚園

保育所

認定こども園
幼稚園と保育所の機能や
特長をあわせ持つ施設

3～ 5歳

0～ 5歳

0～ 5歳

昼過ぎごろまでの教育時間のほか、園
により教育時間の前後や夏休みなど園
の休業中に預かり保育などを実施

夕方までの保育のほか、園により延
長保育を実施

（0～ 2歳）
●夕方までの保育
●園により延長保育、一時預かりな
どを実施

（3～ 5歳）
●昼過ぎごろまでの教育時間
●保育が必要な場合は夕方までの保育
●園により延長保育、一時預かりなど
を実施

●保育料は、保護者の所得等に応じて市が定めた額となります。
●給付対象に移行した幼稚園の保育料は保護者の所得等に応じたものとなりますが、現行のままの幼稚園については、従来どおり園が
定める保育料（就園奨励補助金による補助あり）となります。

●保育料は、保護者の所得等に応じて市が定めた額となります。
●現行の事業所内保育は事業者の意向により、給付対象に移行する施設と移行せずに現行のままの施設に分かれます。給付対象に移行した
施設の保育料は保護者の所得等に応じたものとなりますが、現行のままの施設については、従来どおり事業者が定める保育料となります。
●地域型保育事業に連携園（認定こども園・幼稚園・保育所）がある場合、3歳のクラスから連携園へ通うことができます。

1号

0～ 2歳

主に夕方までの保育のほか、事業者
により延長保育を実施
※居宅訪問型は親の就労にあわせ夜間など
もあります。

事業名 対象年齢 利用時間 利用できる認定区分

原則3号のみ

2・3号

1・2・3号

※給付対象に移行する園と、
　現行のままの園があります。

※園によっては0
～ 2歳の保育
（3号）または、
3～ 5歳の教育
のみ（1号）の
受入れがない園
があります。

地域型保育
※①～④の
　4つの事業が
　あります。

①家庭的保育
家庭的な雰囲気のもと、少
人数(定員5人以下)を対象
にきめ細やかな保育を実施

②小規模保育
少人数（定員6～ 19人）
を対象に、家庭的保育に近
い雰囲気のもと、きめ細や
かな保育を実施

③事業所内保育
会社の事業所の保育施設等
で従業員の子どもと地域の
子どもを一緒に保育

④居宅訪問型保育
障害・疾患で個別のケアが
必要な場合等、保護者の自
宅で1対1の保育を実施

施設名 対象年齢 利用時間 利用できる認定区分

1 給付対象施設

2 給付対象事業

保育時間認定による利用時間の例

※延長保育は別途料金がかかります。

【○○保育所の例】
利用時間

「保育標準時間」認定の場合

8:00 ～ 17:00（９時間)

11:00 ～ 19:00（８時間）

Ａさん

8:30 ～ 16:30（８時間）Ｃさん

Ｂさん

「保育短時間」認定の場合

●18:00以降は延長保育で対応

12:00 ～ 20:00（８時間）Ｄさん
●16:30以降は延長保育で対応

7:30 ～ 15:00（7.5時間）Ｅさん
●8:30までは延長保育で対応

7:00 8:30 16:30 18:00 20:00

「保育短時間」の設定時間（8時間）

延長保育
で対応

延長保育で対応

新制度における子ども・子育て支援はどんなものがあるの?

※保育短時間の利用時間については、施設ごとに設定されます。

　２号認定または３号認定を受ける方は、保育の必要量によって、
のそれぞれの利用区分に認定されます。

「保育標準時間」利用

主に、フルタイム勤務を想定した利用。利用可能時間は原則8時間から最大11時間まで。

※保育短時間の利用時間については、施設ごとに設定されます。

主に、フルタイム勤務を想定した利用。利用可能時間は原則8時間から最大11時間まで。

「保育短時間」利用

主に、パートタイムなど短時間勤務を想定した利用。利用可能時間は最大8時間。
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⑴　1号認定（満3歳以上で幼稚園等での教育希望）を受けて利用する施設（幼稚園、
認定こども園）

　1号認定を希望する方につきましては、1号の受入定員がある施設（幼稚園、認定こども園）に直
接申し込みをしていただき、園を通じて認定申請書を提出していただきます。
　そのため、原則、市へ直接申し込みをする必要はありません。
　また、共働き家庭など、保育が必要な家庭であっても、幼稚園の利用を希望する場合は、1号認
定を受けることが可能です。また、午後に預かり保育を行っている幼稚園も多くありますので、実
態として、2号認定に近い保育サービスを受けられることもあります。
　なお、子ども・子育て支援新制度への移行は、今後、各園が判断していくことになります。これ
により基本的な教育活動などが変わるものではありません。また、給付対象に移行しない幼稚園は、
これまでと利用手続きは変わりません。

　すべての家庭を支援するため、地域のニーズに応じた多様な子育て支援を充実していきます。

利用を希望する方

応募（11月1日～）

認定申請書の提出

認定証等の受領

利用施設

園児募集（願書配布）

※定員超過などがあれば、
面接等の選考

認定申請書の提出（経由）

相模原市

認定手続き、保育料の決定のため、
市民税額の確認等

認定証等の交付

認定申請書を受理

利用契約の締結

入園の内定

3 地域子ども・子育て支援事業

1 平成27年4月から新たに施設等を利用する場合
利用者支援事業

「すくすく保育アテンダント」が子育
て家庭のニーズに合わせて、幼稚園、
保育所などの施設や、地域の子育て
支援などから必要な支援を選択して
利用できるよう、情報の提供や相談・
援助を行います。

地域子育て支援拠点事業
地域の身近なところで、気軽に親子
の交流や子育て相談を実施します。

児童クラブ
（放課後児童健全育成事業）

保護者が就労等により昼間家庭にい
ない児童（小学生）に対して、児童
厚生施設や学校の余裕教室などで、
放課後等に適切な遊びや生活の場を
提供します。

妊婦健康診査、こんにちは赤ちゃん事業、
育児支援家庭訪問事業、ショートステイ事業、
ファミリー・サポート・センター事業、
一時預かり事業、延長保育事業、
病児・病後児保育事業

親の就労状況

両親とも共働きの世帯
または、ひとり親の
就労世帯

両親のどちらか
（または両方）が
専業主婦（夫）の世帯

子どもの年齢
0～ 2歳 3～ 5歳 小学生

●児童クラブ●認定こども園
●保育所
●小規模保育
●家庭的保育
●事業所内保育

[施設を利用]
●認定こども園
●幼稚園
[在宅で子育て]
●地域の子育て支援
　•一時預かり

　など 　　

[在宅で子育て]
●地域の子育て支援
　•地域子育て支援拠点事業
　•一時預かり

　など

●認定こども園
●保育所
●幼稚園+一時預かり

プラス

利用手続きは、どうなるの?

子どもの年齢別、親の働き方別の利用サービス

平成26年
10月15日頃

があります。

その他には
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⑴　1号認定（満3歳以上で幼稚園等での教育希望）を受けて利用する施設（幼稚園、
認定こども園）

　1号認定を希望する方につきましては、1号の受入定員がある施設（幼稚園、認定こども園）に直
接申し込みをしていただき、園を通じて認定申請書を提出していただきます。
　そのため、原則、市へ直接申し込みをする必要はありません。
　また、共働き家庭など、保育が必要な家庭であっても、幼稚園の利用を希望する場合は、1号認
定を受けることが可能です。また、午後に預かり保育を行っている幼稚園も多くありますので、実
態として、2号認定に近い保育サービスを受けられることもあります。
　なお、子ども・子育て支援新制度への移行は、今後、各園が判断していくことになります。これ
により基本的な教育活動などが変わるものではありません。また、給付対象に移行しない幼稚園は、
これまでと利用手続きは変わりません。

　すべての家庭を支援するため、地域のニーズに応じた多様な子育て支援を充実していきます。

利用を希望する方

応募（11月1日～）

認定申請書の提出

認定証等の受領

利用施設

園児募集（願書配布）

※定員超過などがあれば、
面接等の選考

認定申請書の提出（経由）

相模原市

認定手続き、保育料の決定のため、
市民税額の確認等

認定証等の交付

認定申請書を受理

利用契約の締結

入園の内定

3 地域子ども・子育て支援事業

1 平成27年4月から新たに施設等を利用する場合
利用者支援事業

「すくすく保育アテンダント」が子育
て家庭のニーズに合わせて、幼稚園、
保育所などの施設や、地域の子育て
支援などから必要な支援を選択して
利用できるよう、情報の提供や相談・
援助を行います。

地域子育て支援拠点事業
地域の身近なところで、気軽に親子
の交流や子育て相談を実施します。

児童クラブ
（放課後児童健全育成事業）

保護者が就労等により昼間家庭にい
ない児童（小学生）に対して、児童
厚生施設や学校の余裕教室などで、
放課後等に適切な遊びや生活の場を
提供します。

妊婦健康診査、こんにちは赤ちゃん事業、
育児支援家庭訪問事業、ショートステイ事業、
ファミリー・サポート・センター事業、
一時預かり事業、延長保育事業、
病児・病後児保育事業

親の就労状況

両親とも共働きの世帯
または、ひとり親の
就労世帯

両親のどちらか
（または両方）が
専業主婦（夫）の世帯

子どもの年齢
0～ 2歳 3～ 5歳 小学生

●児童クラブ●認定こども園
●保育所
●小規模保育
●家庭的保育
●事業所内保育

[施設を利用]
●認定こども園
●幼稚園
[在宅で子育て]
●地域の子育て支援
　•一時預かり

　など 　　

[在宅で子育て]
●地域の子育て支援
　•地域子育て支援拠点事業
　•一時預かり

　など

●認定こども園
●保育所
●幼稚園+一時預かり

プラス

利用手続きは、どうなるの?

子どもの年齢別、親の働き方別の利用サービス

により基本的な教育活動などが変わるものではありません。また、給付対象に移行しない幼稚園は、

平成26年
10月15日頃

があります。

その他には
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〒252-5277　相模原市中央区中央2-11-15　相模原市役所 保育課 利用申込受付センター宛

①申し込み対象施設が増えます。
　いままでの認可保育所に加え、認定こども園の2号、3号定員枠や、小規模保育施設、家庭的保
育も同様に申し込むことができます。また、これまで申し込みは、第３希望まででしたが、今後
は第6希望まで記入できます。（必ずしも第６希望まで記入する必要はありません。）

　例えば、以下のような申し込みも可能となります。
 例①） 例②）
 第1希望…○○小規模保育施設 第1希望…○○保育園
 第2希望…△△家庭的保育 第2希望…△△保育園
 第3希望…□□認定こども園 第3希望…□□保育園
 第4希望…☆☆保育園 第4希望…☆☆認定こども園

※利用決定後のキャンセルは、他の希望者に迷惑がかかることになりますので、必ず通う意思の
ある施設を希望してください。

※第１希望が相模原市内の幼稚園を母体とする認定こども園の方については、7ページを参考に
直接園へお問い合わせ・お申し込みください。

　2・3号認定を希望する方については、申し込みの際に、保育を必要とする要件（就労希望を含む）
を証明する書類を合わせてご提出ください。

　お子さんの健康状況（重篤なアレルギーや、疾病など）、または、ご家庭の事情など申し込みに際し
てご相談が必要な方は、郵送による申し込みではなく、第1希望の施設等が所在している地区にある、
以下の窓口をご利用ください。

②2号、3号認定を希望する方につきましては、原則郵送による申し込みとなります。
　認定申請書兼施設利用申込書を、市ホームページからダウンロードするか、各窓口（各区のこ
ども家庭相談課・各保健福祉課・各まちづくりセンター・各連絡所・各認可保育所・各認定こど
も園等）で受け取っていただき、申請書及び各種必要書類を記入の上、下記宛先へ郵便でお送り
ください。

　原則、現在、幼稚園や保育所等を利用している方については、施設が給付対象施設に移行する、
しないにかかわらず、継続して利用することができます。
　通っている園を通じて認定申請書を提出していただき、後日認定証を、園を通じて交付させてい
ただきます。

⑵　2号認定（満3歳以上での教育及び保育希望）、3号認定（満3歳未満での保育希望）を
　　受けて利用する施設・事業等（保育所、認定こども園、地域型保育（小規模保育事業等））

利用を希望する方

平成26年
10月末頃～
11月末頃
（予定）

認定申請書兼施設
利用申込書の提出
（原則郵送による申込み）

認定証の受領、
利用（承諾）内定通知書または
利用保留通知書の受領

利用施設・事業者

利用調整業務（※）

相模原市

認定手続き

利用申込の
ご案内配布

保育料の決定のため、
市民税額の確認等

認定証の発送、
利用（承諾）内定通知書または
利用保留通知書の発送

認定申請書兼施設利用申込書を受理

※利用調整業務:優先順位を選考基準により決定し、その順位で希望施設等への利用者を決定する業務

利用決定した場合、利用契約の締結（認可保育所除く）

継続利用を希望する方

各園から認定申請書の受領、
認定申請書の提出

認定証等の受領

利用施設・事業者

認定申請書の提出（経由）

相模原市

認定手続き、保育料の決定のため、
市民税額の確認等

認定証等の交付

認定申請書を受理

利用契約の締結（認可保育所は除く）

緑こども家庭相談課
城山保健福祉課
津久井保健福祉課
相模湖保健福祉課
藤野保健福祉課

相模原市緑区西橋本5-3-21緑区合同庁舎3階
相模原市緑区久保沢2-26-1城山保健福祉センター1階
相模原市緑区中野613-2津久井保健センター1階
相模原市緑区与瀬896相模湖総合事務所2階
相模原市緑区小渕2000藤野総合事務所2階

☎042-775-8813
☎042-783-8136
☎042-780-1412
☎042-684-3216
☎042-687-2159

中央こども家庭相談課 相模原市中央区富士見6-1-1ウェルネスさがみはら1階 ☎042-769-9267

南こども家庭相談課 相模原市南区相模大野6-22-1南保健福祉センター3階 ☎042-701-7723

2 現在、給付対象施設に移行予定の幼稚園や保育所等を利用していて、
平成27年度も引き続き同じ施設等を利用する場合

第1希望の施設が緑区管内に所在している方

第1希望の施設が中央区管内に所在している方

第1希望の施設が南区管内に所在している方

いままでの保育所申し込み方法から変わる点について

は第6希望まで記入できます。（必ずしも第６希望まで記入する必要はありません。）

※利用決定後のキャンセルは、他の希望者に迷惑がかかることになりますので、必ず通う意思の

平成26年
10月15日頃
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〒252-5277　相模原市中央区中央2-11-15　相模原市役所 保育課 利用申込受付センター宛

①申し込み対象施設が増えます。
　いままでの認可保育所に加え、認定こども園の2号、3号定員枠や、小規模保育施設、家庭的保
育も同様に申し込むことができます。また、これまで申し込みは、第３希望まででしたが、今後
は第6希望まで記入できます。（必ずしも第６希望まで記入する必要はありません。）

　例えば、以下のような申し込みも可能となります。
 例①） 例②）
 第1希望…○○小規模保育施設 第1希望…○○保育園
 第2希望…△△家庭的保育 第2希望…△△保育園
 第3希望…□□認定こども園 第3希望…□□保育園
 第4希望…☆☆保育園 第4希望…☆☆認定こども園

※利用決定後のキャンセルは、他の希望者に迷惑がかかることになりますので、必ず通う意思の
ある施設を希望してください。

※第１希望が相模原市内の幼稚園を母体とする認定こども園の方については、7ページを参考に
直接園へお問い合わせ・お申し込みください。

　2・3号認定を希望する方については、申し込みの際に、保育を必要とする要件（就労希望を含む）
を証明する書類を合わせてご提出ください。

　お子さんの健康状況（重篤なアレルギーや、疾病など）、または、ご家庭の事情など申し込みに際し
てご相談が必要な方は、郵送による申し込みではなく、第1希望の施設等が所在している地区にある、
以下の窓口をご利用ください。

②2号、3号認定を希望する方につきましては、原則郵送による申し込みとなります。
　認定申請書兼施設利用申込書を、市ホームページからダウンロードするか、各窓口（各区のこ
ども家庭相談課・各保健福祉課・各まちづくりセンター・各連絡所・各認可保育所・各認定こど
も園等）で受け取っていただき、申請書及び各種必要書類を記入の上、下記宛先へ郵便でお送り
ください。

　原則、現在、幼稚園や保育所等を利用している方については、施設が給付対象施設に移行する、
しないにかかわらず、継続して利用することができます。
　通っている園を通じて認定申請書を提出していただき、後日認定証を、園を通じて交付させてい
ただきます。

⑵　2号認定（満3歳以上での教育及び保育希望）、3号認定（満3歳未満での保育希望）を
　　受けて利用する施設・事業等（保育所、認定こども園、地域型保育（小規模保育事業等））

利用を希望する方

平成26年
10月末頃～
11月末頃
（予定）

認定申請書兼施設
利用申込書の提出
（原則郵送による申込み）

認定証の受領、
利用（承諾）内定通知書または
利用保留通知書の受領

利用施設・事業者

利用調整業務（※）

相模原市

認定手続き

利用申込の
ご案内配布

保育料の決定のため、
市民税額の確認等

認定証の発送、
利用（承諾）内定通知書または
利用保留通知書の発送

認定申請書兼施設利用申込書を受理

※利用調整業務:優先順位を選考基準により決定し、その順位で希望施設等への利用者を決定する業務

利用決定した場合、利用契約の締結（認可保育所除く）

継続利用を希望する方

各園から認定申請書の受領、
認定申請書の提出

認定証等の受領

利用施設・事業者

認定申請書の提出（経由）

相模原市

認定手続き、保育料の決定のため、
市民税額の確認等

認定証等の交付

認定申請書を受理

利用契約の締結（認可保育所は除く）

緑こども家庭相談課
城山保健福祉課
津久井保健福祉課
相模湖保健福祉課
藤野保健福祉課

相模原市緑区西橋本5-3-21緑区合同庁舎3階
相模原市緑区久保沢2-26-1城山保健福祉センター1階
相模原市緑区中野613-2津久井保健センター1階
相模原市緑区与瀬896相模湖総合事務所2階
相模原市緑区小渕2000藤野総合事務所2階

☎042-775-8813
☎042-783-8136
☎042-780-1412
☎042-684-3216
☎042-687-2159

中央こども家庭相談課 相模原市中央区富士見6-1-1ウェルネスさがみはら1階 ☎042-769-9267

南こども家庭相談課 相模原市南区相模大野6-22-1南保健福祉センター3階 ☎042-701-7723

2 現在、給付対象施設に移行予定の幼稚園や保育所等を利用していて、
平成27年度も引き続き同じ施設等を利用する場合

てご相談が必要な方は、郵送による申し込みではなく、第1希望の施設等が所在している地区にある、
以下の窓口をご利用ください。

緑こども家庭相談課
城山保健福祉課

相模原市緑区西橋本5-3-21緑区合同庁舎3階
相模原市緑区久保沢2-26-1城山保健福祉センター1階

第1希望の施設が緑区管内に所在している方

藤野保健福祉課 相模原市緑区小渕2000藤野総合事務所2階

第1希望の施設が中央区管内に所在している方

南こども家庭相談課 相模原市南区相模大野6-22-1南保健福祉センター3階

中央こども家庭相談課 相模原市中央区富士見6-1-1ウェルネスさがみはら1階

第1希望の施設が南区管内に所在している方

いままでの保育所申し込み方法から変わる点について

平成26年
10月15日頃
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　認可外保育施設のうち、相模原市が定めた保育内容や施設基準などの条件を満たしている施
設を「認定保育室」として、市が運営費の一部を助成している施設があります。
　「認定保育室」は、基本的に新制度がスタートしても認可外保育施設としての位置づけであり、
制度的に特に変わらず利用できますが、いくつかの施設は、5ページに記載されている「小規模
保育」「認可保育所」に移行する予定があります。
　これらの施設に移行すると、利用希望者は支給認定を受ける必要があります。

　また、従来どおり「認定保育室」として運営を続ける施設については、引き続き、当該施
設で入園の手続きを行います。入園を希望する方については、直接各施設へお問い合わせく
ださい。

　給付対象施設・事業を利用する場合の保育料は、保護者の所得に応じた負担を基本として、国が
示す基準額を上回らない金額で、市が定めます。また、施設・事業者は、一定の要件の下で、必要
経費を市が定める額に加えて徴収することも可能です。正式な保育料については3月末頃にお知ら
せいたしますが、現在の幼稚園の保育料（就園奨励補助金を差し引いた実負担額）や認可保育所の
保育料が大きく変わらないように調整しています。
　なお、現行制度のままの幼稚園等の保育料については、いままでと変わらず、園が定める保育料
となり、就園奨励補助金の支給対象です。

【現行の徴収基準】

「認定保育室」は新制度になるとどうなるの?番外編

3 保育料について

次ページに利用者負担額の算定イメージを示しますが、
今回提示する算定イメージは現時点で国から示された仮基準を基としており、
最終的な金額は正式な国基準が示されてから決定することとなっています。
今回の算定イメージからは多少の変更があり得ますので、ご了承ください。

◆国、市の徴収基準はなし（私立幼稚園は、各園で料金設定）
◆入園料・保育料を助成する就園奨励補助制度で階層ごとに負担軽減
◆公立は月額1万円（階層無し）

【新制度の徴収基準】
◆現行の平均的な保育料から就園奨励補助金による軽減分を差し引いて設定予定
◆実費徴収分（給食費、バス利用料等）やその他の必要経費についてはいままでどおり
　園で徴収額を決定
◆月額保育料イメージ（下記は国基準案。市の基準は国基準案をもとに調整中）
　生活保護受給世帯………………………… 0円
　市民税所得割額非課税世帯………… 9,100円
　市民税所得割額  77,100円以下…16,100円
　市民税所得割額211,200円以下…20,500円
　市民税所得割額211,201円以上…25,700円

【現行の徴収基準】
◆階層は26階層
◆3歳以上を3歳と4歳以上に区分（職員配置に基準があるため）
◆生活保護世帯及びひとり親世帯等の非課税世帯等については、保育料0円
◆所得税の課税状況に合わせて、年齢階層ごとに保育料を設定
　0～ 2歳…3,500円～ 61,700円
　　　3歳…2,900円～ 31,900円
　4～ 5歳…2,900円～ 28,000円

【新制度の徴収基準】
◆徴収基準額、階層は変更無しで調整中

 変更点

◆保育短時間（1日8時間以下）の区分を新たに設定
　（標準時間利用より1.7%ほど安く設定する予定）
◆徴収基準額の算定基礎を所得税から市民税に変更
　（所得階層は同等となるよう設定する）

幼稚園、認定こども園を利用する1号認定の場合

保育所、認定こども園、小規模保育施設、家庭的保育等を利用する2号、3号認定の場合

➡
➡

保育料のイメージ
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　認可外保育施設のうち、相模原市が定めた保育内容や施設基準などの条件を満たしている施
設を「認定保育室」として、市が運営費の一部を助成している施設があります。
　「認定保育室」は、基本的に新制度がスタートしても認可外保育施設としての位置づけであり、
制度的に特に変わらず利用できますが、いくつかの施設は、5ページに記載されている「小規模
保育」「認可保育所」に移行する予定があります。
　これらの施設に移行すると、利用希望者は支給認定を受ける必要があります。

　また、従来どおり「認定保育室」として運営を続ける施設については、引き続き、当該施
設で入園の手続きを行います。入園を希望する方については、直接各施設へお問い合わせく
ださい。

　給付対象施設・事業を利用する場合の保育料は、保護者の所得に応じた負担を基本として、国が
示す基準額を上回らない金額で、市が定めます。また、施設・事業者は、一定の要件の下で、必要
経費を市が定める額に加えて徴収することも可能です。正式な保育料については3月末頃にお知ら
せいたしますが、現在の幼稚園の保育料（就園奨励補助金を差し引いた実負担額）や認可保育所の
保育料が大きく変わらないように調整しています。
　なお、現行制度のままの幼稚園等の保育料については、いままでと変わらず、園が定める保育料
となり、就園奨励補助金の支給対象です。

【現行の徴収基準】

「認定保育室」は新制度になるとどうなるの?番外編

3 保育料について

次ページに利用者負担額の算定イメージを示しますが、
今回提示する算定イメージは現時点で国から示された仮基準を基としており、
最終的な金額は正式な国基準が示されてから決定することとなっています。
今回の算定イメージからは多少の変更があり得ますので、ご了承ください。

◆国、市の徴収基準はなし（私立幼稚園は、各園で料金設定）
◆入園料・保育料を助成する就園奨励補助制度で階層ごとに負担軽減
◆公立は月額1万円（階層無し）

【新制度の徴収基準】
◆現行の平均的な保育料から就園奨励補助金による軽減分を差し引いて設定予定
◆実費徴収分（給食費、バス利用料等）やその他の必要経費についてはいままでどおり
　園で徴収額を決定
◆月額保育料イメージ（下記は国基準案。市の基準は国基準案をもとに調整中）
　生活保護受給世帯………………………… 0円
　市民税所得割額非課税世帯………… 9,100円
　市民税所得割額  77,100円以下…16,100円
　市民税所得割額211,200円以下…20,500円
　市民税所得割額211,201円以上…25,700円

【現行の徴収基準】
◆階層は26階層
◆3歳以上を3歳と4歳以上に区分（職員配置に基準があるため）
◆生活保護世帯及びひとり親世帯等の非課税世帯等については、保育料0円
◆所得税の課税状況に合わせて、年齢階層ごとに保育料を設定
　0～ 2歳…3,500円～ 61,700円
　　　3歳…2,900円～ 31,900円
　4～ 5歳…2,900円～ 28,000円

【新制度の徴収基準】
◆徴収基準額、階層は変更無しで調整中

 変更点

◆保育短時間（1日8時間以下）の区分を新たに設定
　（標準時間利用より1.7%ほど安く設定する予定）
◆徴収基準額の算定基礎を所得税から市民税に変更
　（所得階層は同等となるよう設定する）

入園料・保育料を助成する就園奨励補助制度で階層ごとに負担軽減

実費徴収分（給食費、バス利用料等）やその他の必要経費についてはいままでどおり

【現行の徴収基準】
◆国、市の徴収基準はなし（私立幼稚園は、各園で料金設定）

幼稚園、認定こども園を利用する1号認定の場合

　市民税所得割額211,201円以上…25,700円

【現行の徴収基準】
◆階層は26階層

保育所、認定こども園、小規模保育施設、家庭的保育等を利用する2号、3号認定の場合

➡
➡

保育料のイメージ



ホームページ　http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp

平成26年8月作成

今後のスケジュール

平成26年

平成27年

10月15日

10月末

11月1日

11月末

1月末

4月

•給付対象施設に移行する各幼稚園・

認定こども園で1号認定用入園願書配

布開始。（予定）

•市広報紙で広報。（2、3号認定施設

利用案内等）

•市ホームページ、市窓口、各保育所等

にて2、3号認定用新年度利用申込の

ご案内配布開始。

•2、3号認定申請及び新年度施設利用

申込受付開始（原則郵送及び市窓口）。

•1号認定申請及び新年度入園受付が各

幼稚園・認定こども園で開始

•2、3号認定申請及び新年度施設利用

申込1次締め切り。

•2、3号認定の利用決定通知送付。

•子ども・子育て支援新制度スタート。

新制度に関すること ☎042-769-9811　　FAX 042-759-4395
Eメール kodomoseisyonen@city.sagamihara.kanagawa.jpこども青少年課

認定こども園・幼稚園・
保育所等に関すること

☎042-769-9812　　FAX 042-759-4395
Eメール hoiku@city.sagamihara.kanagawa.jp保　　育　　課

児童クラブに関すること ☎042-769-9227　　FAX 042-754-5112
Eメール kodomoshisetsu@city.sagamihara.kanagawa.jpこ ど も 施 設 課

お
問
い
合
わ
せ
先


