
塩尻市こども課

幼児教育・保育の無償化のご案内

📞0263‐52‐0844
塩尻市大門七番町３番3号 塩尻総合文化センター１階

認可外保育施設を利用される方へ



幼児教育・保育の無償化の対象と範囲について
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの児童、市町村民税非課税世帯の0歳から2歳児クラス

までの児童の幼児教育・保育が無償化の対象となります。
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３歳から５歳児クラス ０歳から２歳児クラス（市町村民税非課税世帯のみ）

保育を必要とする
事由に該当する世帯

保育を必要とする事由に
該当しない世帯

保育園
（認可保育所）

無償 ー

認定こども園
（保育園部分）

無償 ー

認定こども園
（幼稚園部分）

無償（満3歳児も対象）

幼稚園
（私学助成幼稚園）

月額25,700円まで無償（満3歳児も対象）

幼稚園
（新制度移行幼稚園）

無償（満3歳児も対象）

幼稚園・認定こども園
（幼稚園部分）の
預かり保育

無償（450円×利用日数）
※最大月額11,300円まで
※満3歳児は市町村民税
非課税世帯のみ対象

対象外

認可外保育施設等
・認可外保育施設
・一時預かり事業(デイ保育)
・ファミリーサポート事業
・病児保育事業

無償
※合計で月額37,000円まで

対象外

保育を必要とする
事由に該当する世帯

保育を必要とする
事由に該当しない世帯

保育園
（認可保育所）

無償 ー

認定こども園
（保育園部分）

無償 ー

小規模事業保育所 無償 ー

認可外保育施設等
・認可外保育施設
・一時預かり事業(デイ保育)
・ファミリーサポート事業
・病児保育事業

無償
※合計で月額42,000円まで

ー

※満3歳児は3歳の誕生日から最初の3月31日までの間にあるお子さんです。
※保育を必要とする事由については、4ページ参照。
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保育料の無償化について
令和元年１０月から全国一斉にスタートした幼児教育・保育の無償化により、保護者が認可外保育施設等に支払った

保育料について、次のとおり無償化されます。

○ 対 象 ：
①３歳以上（年少以上）であり、市から保育の必要性の認定を受けている児童

→保育料が月額３７，０００円を上限に無償化されます。

②３歳未満（年少未満）であり、市から保育の必要性の認定を受けている
住民税非課税世帯の児童

→保育料が月額４２，０００円を上限に無償化されます。

※認可外保育施設等に係る無償化の給付は、市から認定保護者に対して支払います。保護者の皆さんは、施設に対して保育料
を支払った上で、塩尻市に無償化分の給付を請求することになります。（償還払い）

※償還払いの手続については対象者に別途通知しますので、認可外保育施設を利用した際の領収書等は大切に保管しておいて
ください。

※保育所等を利用している方で、保育所等の開所時間外に認可外保育施設等を利用する場合は、認可外保育施設等の利用に
係る給付を受けることはできません。



無償化のための認定手続きについて

預かり保育の利用を希望し、
保育を必要とする事由に該当する

はい

いいえ

市町村民税非課税世帯または
生活保護世帯

施設等利用給付
２号認定

施設等利用給付２号認定

施設等利用給付３号認定

満３歳に達する日以後最初の３月３１日

を経過している子どもで、保育を必要と

する事由に該当する子ども

満３歳に達する日以後最初の３月３１日

までの間にある子どもで、保育を必要と

する事由に該当し、市町村民税非課税

世帯または生活保護世帯である子ども

認定の種類
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いいえ

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

お子さんの生年月日が以下に該当する
令和2年4月2日以降生まれ

預かり保育の利用を希望し、
保育を必要とする事由に該当する

いいえ

認可外保育施設を利用するお子さんが保育料等の無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から認定を受けてい

ただく必要があります。

フローチャートを参考に、該当する認定区分で申請を行ってください。

施設等利用給付
３号認定



保育を必要とする
事由

内 容

① 就労 １か月あたり６４時間以上の労働を常態としている

② 妊娠・出産 妊娠している、または出産後間がない

③ 疾病・障がい 疾病にかかっている、負傷している、精神または身体に障がいがある

④ 介護・看護 同居の親族を常時介護または看護している

⑤ 災害復旧 震災、風水害、火災などの災害の復旧にあたっている

⑥ 求職活動 求職活動（起業の準備を含む。）を継続的に行っている

⑦ 就学 大学・専修学校などに在学している、または職業訓練校などで職業訓練を受けている

⑧ 虐待・DV 虐待やDV（ドメスティック・バイオレンス）がある、またはそのおそれがある

⑨ 育休継続
育児休業をする際、既に保育園等に入園しているお子さんがいて、継続して利用する
必要がある ※５歳児に限り適用

⑩ 家庭育児 ３歳未満のお子さんを家庭で育児している ※３歳以上児に限り適用

保育を必要とする事由と証明書

保護者のいづれもが、次のいずれかの事由に該当する場合に、保育の必要性の認定（２号・３号認定）を行います。

・年度途中に認定の要件を変更する場合は、変更手続きが必要です。（例：就労 → 妊娠・出産）
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【条 件】 １か月あたり６４時間以上の労働を常態としていること

※会社勤務、自営業、農業、フルタイム、パートタイム、夜間勤務、テレワー

ク、内職など、就労形態は問いません。ただし、労働の対価が発生しない
「手伝い」などは認められません。

【必要書類】 就労証明書（市指定の様式で勤務する会社等が作成したもの）

次のいずれかに該当する場合は、「確定申告書の写し」または「源泉徴収票の写し」が必要です。
① 就労証明書の証明者が本人である（自ら事業を営んでいる場合など）
② 就労証明書の証明者が親族である（親族が営む事業所等で就労している場合など）

① 就労

よくあるご質問
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【条 件】

保護者（母）が出産（予定）月の３か月前～６か月後であること

例）10月出産の場合

出産前3ヶ月（7～9月）+出産月1ヶ月（10月）+出産後6ヶ月（11月～翌年4月）=10ヶ月

【必要書類】 母子健康手帳の写し（保護者氏名と出産予定日が分かる部分）

② 妊娠・出産

③ 疾病・障がい ④ 病人等の介護・看護

【条 件】 保護者が「疾病」「負傷」「精神・身体の障がい」に

該当していること
【必要書類】

① 障がいがある方

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し

② 介護認定（要介護度２以上）を受けている方

介護保険被保険者証の写し

③ ①②に該当しない方

保育ができないことに関する医師の診断書（塩尻市の様式）

【条 件】 長期にわたり、常時、同居親族の介護・看護をしていること

【必要書類】
① 介護・看護する親族が介護認定（要介護度２以上）を受けている場合

・介護保険被保険者証の写し
・介護・看護の実施状況に関する申立書（塩尻市の様式） ※両方必要です。

② ①に該当しない場合

・介護・看護が必要であることの医師の診断書（塩尻市の様式）

・介護・看護の実施状況に関する申立書（塩尻市の様式） ※両方必要です。

※申立書の内容次第では入園の要件として認められない場合がありますので、事前にこども課に

ご連絡ください。

※診断書については、こども課で申立書の内容を確認した後に医師に依頼してください。



よくあるご質問
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【条 件】

地震・火災・風水害等に遭い、その復旧にあたっていること

【必要書類】

り災証明書

⑤ 災害復旧 ⑥ 求職活動

【条 件】

求職活動を継続的に行っていること（自営業の起業準備を含む）

【期 間】

２か月間

【必要書類】

ありません（申込の際に求職活動の状況を記入していただきます。）

⑦ 就学

【条 件】 大学、専門学校、職業訓練校等に通っていること

※１か月あたり６４時間以上

【期 間】 在学期間または年度末までのいずれか短い方

【必要書類】 ・在学証明書（入学前の場合は、合格通知書）

・カリキュラムなど（日数及び時間が分かるもの）
※両方必要です。

⑧ 虐待・ＤＶ

【条 件】

虐待やＤＶが行われている、またはそのおそれがあること

※該当する方は、こども課及び家庭支援課へご相談ください。
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⑦ 就学

⑨ 育児休業中の継続利用 ※５歳児の入園に限る

【条 件】

育児休業をする際に、すでに保育園等を利用している子どもがいて、
５歳児クラスに継続して入園する場合

【必要書類】

就労証明書
（市指定の様式で勤務先の会社等が作成し、育児休業期間の記載があるもの）

⑩ ３歳未満児の家庭育児 ※３～５歳児の入園に限る

【条 件】

入園するお子さんのほかに３歳未満児を家庭で育児していること

※「３歳未満児」は、令和２年４月２日以降に生まれたお子さんが対象です。

※保育園、認可外保育施設など、お子さんを日々保育する施設に入園している

場合は該当しません。

※３～５歳児の入園に限り認められます。０～２歳児の入園には適用できません。

※３歳未満児１名につき、常時保育をしている保護者１名の要件として選択可能

です。

【必要書類】

ありません



【提出書類】 ①子育てのための施設等利用給付認定申請書（別紙様式）
※申請書は、園児一人につき1枚必要です。

※9ページの記入例を参考のうえ、ご記入ください。

②保育を必要とする事由を証明する書類（5ページ～7ページ参照）

※父母それぞれ必要です。

※様式はこども課または、お通いの施設を通してお渡ししています。
また、市ホームページからダウンロードも可能です。

（塩尻市ホームページ https://www.city.shiojiri.lg.jp/ からページID検索「1024」で検索）

※就労証明書など、勤め先などに書類の作成を依頼していただくものがありますので、
お早目のご準備をお願いします。

③所得や所得控除内容を確認できる書類
※海外移住者等で日本国内で課税されていない方のみ。
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提出していただく書類

【提出期限】 令和５年４月からの給付を受ける場合

令和５年３月１5日（水）こども課必着
※施設等が取りまとめる場合、施設ごとに提出期限を定めている場合がありますので

ご注意ください。

令和５年５月以降に給付を受ける場合

毎月２５日までにこども課必着
※土日祝日にあたる場合は直前の平日までに申請してください。

【提 出 先】 塩尻市こども教育部こども課
※施設によっては申請書のとりまとめを行う場合がありますので、その場合は施設に

直接ご提出ください。

https://www.city.shiojiri.lg.jp/
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認定申請書の記入例



10

認定内容を変更したいときは

年度の途中で認定区分を変更したいときや、申請した内容に変更があった場合は、速やかに認可外保育
施設又は塩尻市こども課に届け出てください。

（例） 保育を必要とする事由の変更、住所や世帯員の変更

【提出書類】 ①施設等利用給付認定変更申請書
②保育を必要とする事由を証明する書類
※様式はこども課または、お通いの施設を通してお渡ししています。
また、市ホームページからダウンロードも可能です。

（塩尻市ホームページ https://www.city.shiojiri.lg.jp/ からページID検索「1024」で検索）

※保育を必要とする事由を変更する場合、②の書類が必要となります。

【提出期限】 変更を希望する月の前月２５日まで
※土日祝日にあたる場合は直前の平日までに提出してください。

【提 出 先】 塩尻市こども教育部こども課

https://www.city.shiojiri.lg.jp/


無償化に関するQ＆A
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Q１

Q2

Q3

一度認定が認められれば卒園まで継続しますか？

Ａ１ 認定内容によって認定期間が異なります。

施設等利用給付2号認定：保育を必要とする事由に定められた期間
施設等利用給付3号認定：満３歳に達した日以降最初の３月３１日まで
※施設等利用給付２号、３号認定は、年に一度現況届を提出していただく必要があります。

申請手続が間に合わない場合は、遡って無償化（認定）してもらえますか？

Ａ2 申請を行った日よりも遡って無償化の対象とする（認定する）ことはできません。

必ず利用の開始に間に合うように申請を行ってください。
お急ぎの場合は、直接こども課に提出してください。

保育を必要とする事由のうち、有効期限が定められているものについて、有効期限が
経過してしまった場合は、預かり保育料の無償化の対象から外れてしまうのですか？

Ａ3 保育を必要とする事由を変更しない限りは、無償化の対象外となります。


