
福 島 市

私立幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業などを
ご利用のみなさまへ

私立幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業などを
ご利用のみなさまへ

幼稚園・保育所・
認定こども園などの
利用料の無償化

①無償化の対象者の「認定」について
・担当：福島市幼稚園・保育課　幼保認定係
・電話：024－525－3750

②無償化の給付の「請求」について
・担当：福島市幼稚園・保育課　幼保給付係
・電話：024－573－2021

お問合せ

ご利用の施設または、福島市幼稚園・保育課へお願いします。

無償化の対象者に対する給付

　下記①、②、③のいずれかの方法により利用料が無償化されます。どの方法となるか、ご利用の施設にご確認
ください。
①現物給付：幼稚園、幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設の一部

　福島市から各施設へお支払いしますので、保護者から各施設への支払いは不要です。
　※私立幼稚園や国立大学附属幼稚園を利用し月額上限を超過した分、及び預かり保育を利用し限度額を超
過した分につきましては、園へお支払いください。

②償還払い：認可外保育施設の一部、一時預かり、ファミリー・サポート・センター
　一旦、保護者から施設へ利用料をお支払いいただきます。その後、利用した施設が発行した「支援提供証明
書」及び「領収証」を添付した「請求書」を施設へご提出いただき、福島市から保護者に対し利用料分をお支払
いします。
　※3ヶ月分をまとめて請求していただきます。（1～3月分は4月、4～6月分は7月、7～9月分は10月、10～
12月分は1月の請求になります。）

　※複数の施設を利用している場合は、もっとも利用頻度の高い施設へ提出してください。
　　なお、その際は複数施設分をまとめて一度にご提出ください。
　※福島市以外の市町村から「認定」を受けている場合は、その市町村へ請求してください。

③認可の保育施設（保育所、認定こども園、地域型保育事業）、市立幼稚園
　無償化対象の利用料が0円のため、負担額は発生しません。
　※認可保育施設の延長保育利用料は無償化対象外のため、施設へお支払いください。

償還払いの提出書類
□ 請求書（福島市様式）
□ 支援提供証明書（施設が発行します）
□ 領収証（施設が発行します）

※「支援提供証明書」のみ又は「領収証」のみでは、利用料の支払いができませんのでご注意ください。
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令和元年１０月から
幼児教育・保育の無償化 がスタートしました

共働き家庭、シング ルで働いている家庭など

保育の必要性 がある子ども
   ①～⑧ へ

幼稚園を利用

専業主婦（夫）家庭 など

保育の必要性 がない子ども
   ①③⑧ へ

共働き家庭、シング ルで働いている家庭など

保育の必要性 がある子ども
   ①～⑦ へ

専業主婦（夫）家庭 など

保育の必要性 がない子ども
   無償化 対象外

子どもの年齢が
3歳※１（年少）～5歳（年長）

子どもの年齢が
0歳～2歳※3

※１　①幼稚園を利用する場合は満３歳クラスも対象

※２　⑤認可外保育施設等を利用する場合は免除の対象外

※３　①幼稚園及び④幼稚園・
　　　認定こども園の預かり保育
　　　を利用する満３歳クラスの
　　　子どもを含む

無償化の対象とならない費用
食材料費（給食・おやつ等）、通園送迎費（通園バス）、行事費などは保護者の負担となります。
ただし、年収３６０万円未満相当世帯の子どもと全ての世帯の第３子以降の子どもについて
は、副食（おかず・おやつ等）の費用が免除※２されます。

原則、小学校就学前３年間の
幼児教育・保育について無償化となりますが、

市民税非課税世帯については、
保育の必要性がある

０歳～２歳の子どもも対象となります。

●市立幼稚園
　➡無償
●私立幼稚園、国立大学附属幼稚園
　➡私立幼稚園は月額2万5,700円まで無償
　➡国立大学附属幼稚園は月額8,700円まで無償

認可保育所を利用➡無償 ※延長保育の利用料を除く
●市立及び私立の認可保育所

認定こども園を利用➡無償 ※延長保育の利用料を除く
●市立及び私立の認定こども園

幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用
➡幼稚園等の利用に加え、利用日数に応じて
　月額1万1,300円まで無償

認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、
ファミリー・サポート・センター（預かり）を利用
　➡月額3万7,000円まで無償
●市民税非課税世帯で保育の必要性のある０歳～２歳の子
どもについては月額4万2,000円まで無償

地域型保育を利用➡無償 ※延長保育の利用料を除く
●小規模保育事業、事業所内保育事業など

企業主導型保育を利用
➡国が定める標準的な利用料まで無償
●(公財)児童育成協会が無償化事務担当

就学前の障害児の発達支援➡無償
●①～⑦のほか⑧を利用する場合ともに無償
●０歳～２歳の市民税非課税世帯については既に無償

市民税
非課税世帯

市民税
課税世帯

↓
無償化対象外

保育の
必要性とは？

保護者の就労、妊娠・出産、疾病、障
がいなどにより家庭で保育ができな
い場合、保育の必要性がある子ども
に該当します。
無償化の対象となるためには、福島
市から「保育の必要性の認定」を受
ける必要があります。
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対象となる範囲

①3～5歳（年少クラス～年長クラス）の幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育
　※私立幼稚園は、月額2万5,700円まで無償化されます。
　※原則、小学校就学前の3年間を対象としますが、幼稚園については満3歳から無償化の対象となります。
　※市民税非課税世帯は、0～2歳も無償化の対象となります。
②幼稚園・認定こども園の預かり保育

　※幼稚園や認定こども園の利用に加え、預かり保育の利用日数に応じて月額1万1,300円まで無償化されます。
　※子育てのための施設等利用給付認定（2・3号認定）を受ける必要があります。
③認可外保育施設等

　※月額3万7,000円まで無償化されます。
　※子育てのための施設等利用給付認定（2・3号認定）を受ける必要があります。
　※一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も無償化の対象です。
　※市民税非課税世帯は、0～2歳も月額4万2,000円まで無償化の対象となります。

私立幼稚園・国立大学附属幼稚園

①利用料
　満3歳～5歳児（小学校就学前）の子どもを対象に、月額2万5,700円までが無償となります。
　※国立大学附属幼稚園は、月額8,700円までが無償となります。
　※入園料は入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象になります。
　※通園送迎費、食材料費、行事費などは、無償化の対象外となります。

②必要な手続き
　「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」をご提出ください。
　※教育時間のみ利用する場合は子育てのための施設等利用給付認定（1号認定）、預かり保育の利用も無償

化する場合は子育てのための施設等利用給付認定（2・3号認定）が必要です。

市立幼稚園

①利用料
　基本的な利用料は無償となります。
　※食材料費（給食・おやつ等）、通園送迎費（通園バス）、行事費などは、無償化の対象外となります。
　※年収が360万円未満相当世帯の子ども、小学校3年生以下の子どもから数えて第3子以降の子ども（全て

の世帯）は、副食（おかず、おやつなど）の費用が免除されます。
②必要な手続き
　手続きは不要です。

 

幼稚園・認定こども園の預かり保育

①利用料
　共働き世帯の子どもなど、保育の必要な3歳～5歳児（小学校就学前）までの子どもを対象に、
　月額1万1,300円まで無償になります。
　ただし、利用日数に応じて、月額の上限額は変動します。（450円×利用日数が上限額）
　※満3歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある子どもは、市民税非課税世帯のみが無償化の対象

です。（月額1万6,300円が上限）
　※市立幼稚園及び国立大学附属幼稚園を利用している場合は、預かり保育の実施日数等が基準に満たな

いため、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用も無償化の対象になります。

②必要な手続き
　「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」をご提出ください。

　　※子育てのための施設等利用給付認定（2・3号認定）を受ける必要があります。

認可外保育施設等

①利用料
　3歳～5歳児（小学校就学前）までの子どもを対象に、月額3万7,000円までが無償となります。
　※一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合は、その費用

も含めて月3万7,000円までが無償になります。
　※0歳～2歳児までの市民税非課税世帯の子どもは、月額4万2,000円までが無償になります。
　※食材料費、通園送迎費、行事費などは、無償化の対象外となります。
　※「福島市子育てのための施設等利用給付の対象となる認可外保育施設の基準を定める条例」の基準を満

たす認可外保育施設が対象となります。
②必要な手続き
　「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」をご提出ください。
　※子育てのための施設等利用給付認定（2・3号認定）を受ける必要があります。

令和元年 10 月から、幼児教育・保育における

保護者負担の軽減を目的として、

幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料の

無償化が始まりました。

【算定例】 入園料（月額換算）

1万円

ー

例 ⑴

例 ⑵

利用料

1万4,000円

3万円

無償化対象

2万4,000円

2万5,700円

実質負担額

0円

4,300円

例 ⑴

例 ⑵

【算定例】 利用料

4,000円

9,500円

利用日数

10日

20日

上限額

4,500円

9,000円

（450円×10日）

（450円×20日）

無償化対象

4,000円

9,000円

実質負担額

0円

500円
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食材料費の取り扱い

　保育所等の給食の材料にかかる費用（給食費）については、無償化後も引き続き、保護者の負担となります。
　なお、無償化後も給食費は、保育所等にお支払いただきます。

　※年収が360万円未満相当世帯の子どもと、全ての世帯の第3子以降の子どもは、副食（おかず、おやつな
ど）の費用が免除されます。

 

実費徴収に係る補足給付　「給食費（おかず等）に関する補助金」

　私立幼稚園や国立大学附属幼稚園を利用している園児の保護者で、福島市に住所のある下記の方に給食費
（おかず等）の一部を補助します。
①対象者
●年収360万円未満相当世帯の保護者
　※世帯の市民税所得割額の合計が7万7,101円未満の保護者が対象です。

　●幼稚園を利用する子どもを含め小学校3年生までの子どもが3人以上いる保護者
　※第3子以降の子どもが対象になります。
②補助金の内容
●給食費（おかず等）の一部
　※米やパンなどの主食代は除きます。

　●月額4,500円×対象月数が年度の補助上限額となります。
　※実際にかかった費用が上限額より低い場合は、実際にかかった費用が補助されます。
③必要な手続き
●「補足給付申請書」をご提出ください。
　※各園を通して手続きを行いますので、利用している幼稚園にご提出ください。

児童発達支援

①利用料
　3歳～5歳児（小学校就学前）までの障がいのある子どもを対象に、下記サービスの利用料が無償になります。

　　※無償化の対象期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
　※利用者負担以外の費用（医療費、食費など）は、引き続きお支払いただきます。
②必要な手続き
　手続きは不要です。

児童発達支援 福祉型障害児入所施設 医療型児童発達支援

保育所等訪問支援 医療型障害児入所施設 居宅訪問型児童発達支援

保育の必要性の「認定」

　私立幼稚園や国立大学附属幼稚園を利用する場合には、子育てのための施設等利用給付認定（1号認定）が
必要となります。
　幼稚園等の「預かり保育」、「認可外保育施設」、「一時預かり」、「ファミリー・サポート・センター」を利用する場合
には、子育てのための施設等利用給付認定（2・3号認定）が必要となります。
①認定の区分

②子育てのための施設等利用給付認定申請

③「認定」の手続き
　各園を通じてお手続きを行いますので、お子様の通園している施設から保護者の皆様にご案内・申請書の
配付を行います。必要書類も通園している施設にご提出ください。
　※無償化したい月の「前月20日まで」にご提出ください。なお、20日が休日の場合は翌平日にご提出くださ

い。（福島市幼稚園・保育課必着）
　※「認定」は遡及できませんので、忘れずに申請してください。
　※市外にお住いの方は実際に住んでいる市町村に申請してください。
　※認定を受けていない場合、利用料が無償化されませんのでご注意ください。

保育の必要性とは

　「保育の必要性」とは、保護者の就労、妊娠・出産、疾病、障がい等により家庭で保育ができない場合に、保育の
必要性「あり」となります。

　※一定の条件がありますので、就労時間や出産期間等によっては、対象とならない場合もあります。

認定区分 認定要件 支給に係る施設等

1 号 満3歳以上の小学校就学前子どもで、2・3号以外の者 幼稚園、認定こども園

2 号 満3歳に達する日以降最初の3月31日を経過した小学
校就学前の子どもで保育の必要性がある者 幼稚園、認定こども園、

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

満3歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある
子どもで保育の必要性がある者のうち、市民税非課税
世帯の者

私立幼稚園
国立大学附属幼稚園

子育てのための施設等利用給付認定・
変更申請書（法第30条の4第1号）

市立幼稚園 申請不要

認可外保育施設
一時預かり等 無償化の対象外

○子育てのための施設等利用給付認定・
　変更申請書
（法第30条の4第2号・第3号）

○各添付書類
（保育を必要とする理由により）

利用施設
提出書類

保育の必要性なし 保育の必要性あり
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福 島 市

私立幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業などを
ご利用のみなさまへ

私立幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業などを
ご利用のみなさまへ

幼稚園・保育所・
認定こども園などの
利用料の無償化

①無償化の対象者の「認定」について
・担当：福島市幼稚園・保育課　幼保認定係
・電話：024－525－3750

②無償化の給付の「請求」について
・担当：福島市幼稚園・保育課　幼保給付係
・電話：024－573－2021

お問合せ

ご利用の施設または、福島市幼稚園・保育課へお願いします。

無償化の対象者に対する給付

　下記①、②、③のいずれかの方法により利用料が無償化されます。どの方法となるか、ご利用の施設にご確認
ください。
①現物給付：幼稚園、幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設の一部

　福島市から各施設へお支払いしますので、保護者から各施設への支払いは不要です。
　※私立幼稚園や国立大学附属幼稚園を利用し月額上限を超過した分、及び預かり保育を利用し限度額を超
過した分につきましては、園へお支払いください。

②償還払い：認可外保育施設の一部、一時預かり、ファミリー・サポート・センター
　一旦、保護者から施設へ利用料をお支払いいただきます。その後、利用した施設が発行した「支援提供証明
書」及び「領収証」を添付した「請求書」を施設へご提出いただき、福島市から保護者に対し利用料分をお支払
いします。
　※3ヶ月分をまとめて請求していただきます。（1～3月分は4月、4～6月分は7月、7～9月分は10月、10～
12月分は1月の請求になります。）

　※複数の施設を利用している場合は、もっとも利用頻度の高い施設へ提出してください。
　　なお、その際は複数施設分をまとめて一度にご提出ください。
　※福島市以外の市町村から「認定」を受けている場合は、その市町村へ請求してください。

③認可の保育施設（保育所、認定こども園、地域型保育事業）、市立幼稚園
　無償化対象の利用料が0円のため、負担額は発生しません。
　※認可保育施設の延長保育利用料は無償化対象外のため、施設へお支払いください。

償還払いの提出書類
□ 請求書（福島市様式）
□ 支援提供証明書（施設が発行します）
□ 領収証（施設が発行します）

※「支援提供証明書」のみ又は「領収証」のみでは、利用料の支払いができませんのでご注意ください。
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