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認定こども園について



平成２７年４月１日施行

子ども・子育て支援新制度

日本中のすべての 
保育園・幼稚園・認定こども園が対象



制度創設の背景・趣旨

＊　核家族化の進展、地域のつながりの希薄化、共働き家庭の増加、 
兄弟姉妹の数の減少など子育て家庭や子どもの育ちをめぐる環境が 
大きく変化。

＊　子どもや子育て家庭の置かれた状況や地域の実情を踏まえ、 
国を挙げて、子ども・子育てへの支援を強化する必要。

社会保障制度の見直し

少子化対策の推進

幼児教育の一層の充実



「保育に欠ける」から「保育の必要量」へ

　実施主体である市町村が、保護者の申請を受け、客観
的な基準に基づき、保育の必要性を認定した上で、給付
を支給する

⚪

⚪

ポイント

認定こども園制度の改善⚪

保育園機能と幼稚園機能、子育て支援機能を
併せ持った総合施設



認定こども園とは：質の高い学校教育・保育・子育て支援の
総合的な提供をする

・保護者の就労の有無にかかわらず利用可能 
（転園の必要がない、地域を分断しない）

・名実ともに教育を行う施設となる



認定こども園　　０～５歳

幼保連携型

幼稚園型 保育所型 地方裁量型

幼稚園 
３～５歳

保育園 
０～５歳



０歳～２歳児

３歳～５歳児 １号 ２号

３号

保育園幼稚園

認定こども園



保育料の多子軽減
年長年中年少

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 小学生

半額無料

半額パターン１

パターン2

1号認定
半額無料 小学校３年生以下

2号・３号

2号・３号



２号 ３号

標準時間認定 短時間認定 標準時間認定 短時間認定

３歳児～５歳児 ０歳児～２歳児

11時間利用可能 11時間利用可能8時間利用可能 8時間利用可能

通常保育時間

標準時間認定

短時間認定

19:0017:00

8:00 ～ 16:00

7:30 ～ 17:00

8:00 ～ 16:０0

16:008:007:30

短時間延長
延長保育

【１ヶ月：1,000円  1回：200円　　】

【１ヶ月：5,000円　　】

１号 ３歳児～５歳児

教育標準時間 10:00～14:00１号子ども

１号子ども預かり保育料 【１ヶ月：５,000円】



１号認定こどものポイント

・登園時間は8:00　降園時間は16:00 （保育内容は同じ）

・保育料が安くなる可能性が。
・現在の保育料が高い方

・小学校３年生までに上のお子さんがいる方。

・１号認定を受けられるのは３歳児以上

（土曜日、年末年始、３月末～４月始めの希望保育中）
・園の利用をできない期間がある。

・就園奨励費はありません。





教育内容について



ともに生き ともに育ちあう教育・保育の実践

法人理念

子ども、保育者、保護者、地域の方々、多くの人たちと 
ともに生き、育ちあっていきたい。

法人について



個の尊重

心の育成

知の育成

生きる力の育成

教育・保育方針

一人ひとりを大切に、 
ありのままを受けとめます

思いやりの心や 
自己肯定感を育みます

考える力、想像力を養います

主体性を大切に、能動的に 
行動できる力を培います



机上あそび 構成あそび

役割あそび描画・工作コーナー

（パズル等）

（キッチン・人形）

（カプラ・ブロック・電車）

絵本コーナー

空間と環境

各年齢の発達に合わせた環境づくり

＜保育室の基本的環境配置＞



学ぶ ＝ あそぶ

就学前の乳幼児期にとって・・・

知識の詰め込みや訓練的な教育は必要ない



教育・保育の内容

給食について

・自園調理 
（給食・おやつ） 

・毎日の栄養分を 
献立表にて公表 
（エネルギー・塩分） 

【給食提供の方法】

管理栄養士が適正な栄養を考え、美味しい給食を提供します



＜保育用品について＞

・カバン、帽子は自由です

・カラー帽子のみご購入いただきます

・スモック、制服等は使用しません 



保育所型認定こども園

定員90名

施設の組織・体制について

５歳児　20名 
４歳児　20名 
３歳児　20名

瑞穂市のすべての子ども達が入園できます

２歳児　12名 
１歳児　12名 
０歳児　  6名

【全体計画】

１号認定（幼稚園部）の定員は各学年5名ずつ



保育料について



１号

２号

幼稚園利用（3歳児～5歳児）

延長保育・希望保育・土曜保育は原則利用不可

保育園利用（3歳児～5歳児）

延長保育・希望保育・土曜保育は利用可能

３号 保育園利用（0歳児～2歳児）
延長保育・希望保育・土曜保育は利用可能

１号園児と２号園児は同じクラスで同じ内容の教育保育を利用できます



２号

保育園利用（3歳児～5歳児）



階層区分 市町村民税所得割
合算額

月額利用者負担
額 月額利用者負担額 多子軽減対象者

第１子 第２子

2-2
非課税・均等割の
み

2,400円 0円 (Ａ)年齢上限なし

3-2 0円　～　48,599円 7,400円 3,700円 (Ａ)年齢上限なし

4-2
48,600円　～　
57,699円

13,000円 6,500円 (Ａ)年齢上限なし

4-2G
57,700円　～　
96,999円

13,000円 6,500円 (Ｂ)満18歳まで
（第３子以降の

5
97,000円　～　
168,999円

18,000円 9,000円 未就学児まで

6
169,000円　～  
300,999円

20,000円 10,000円 未就学児まで

7
301,000円　～　
398,999円

23,000円 11,500円 未就学児まで

8 397,000円以上 27,000円 13,500円 未就学児まで

＜２号認定保育料＞ 3歳児～5歳児



ほづみの森こども園 公立保育所

【A】 基本保育料 保育料（第五階層） ¥ 18,000 ¥ 18,000

【B】

特定負担金
施設整備維持管理費 ¥ 1,500

教育・保育充実費 ¥ 1,500 ¥ 0

実費徴収額
登降園調整費 ¥ 0

給食費 ¥ 1,000 ¥ 1,000

預り金
保険料 ¥ 300 ¥ 0

保護者会費 ¥ 300 ¥ 100

B合計 ¥ 4,600 ¥ 1,100

【C】   = 【A】 + 【B】 月額合計 ¥ 22,600 ¥ 19,100

<保育料3歳児～5歳児>

第２子の場合【A】9,000円と【B】4,600で【C】13,600円となります
（半額）

（差額3,500円）

保育料階層区分「５」の場合



階層区分 市町村民税所得割
合算額

月額利用者負担
額 月額利用者負担額 多子軽減対象者

第１子 第２子

Ｋ2-2 非課税・均等割の
み

1,200円 0円 (Ａ)年齢上限なし

Ｋ3-2 0円　～　77,100円 6,600円 3,300円 (Ａ)年齢上限なし

Ｋ4Ｇ
77,101円　～　
96,999円

9,500円 4,750円 (Ｂ)満18歳まで

Ｋ4
97,000円　～　
211,200円

9,500円 4,750円 小学校3年生まで

Ｋ5 211,201円　～ 12,500円 6,250円 小学校3年生まで

＜１号認定保育料＞ 



２号（保育園利用） １号（幼稚園利用） 1号（小学校３年生までに上
の子がいる場合）

【A】 基本保育料 保育料（第五階層） ¥ 18,000 ¥ 9,500 ¥ 4,750

【B】

特定負担金
施設整備維持管理費 ¥ 1,500 ¥ 1,500 ¥ 1,500

教育・保育充実費 ¥ 1,500 ¥ 1,500 ¥ 1,500

実費徴収額
登降園調整費 ¥ 0 ¥ 5,000 ¥ 5,000

給食費 ¥ 1,000 ¥ 4,500 ¥ 4,500

預り金
保険料 ¥ 300 ¥ 300 ¥ 300

保護者会費 ¥ 300 ¥ 300 ¥ 300

B合計 ¥ 4,600 ¥ 13,100 ¥ 13,100

【C】   = 【A】 + 月額合計 ¥ 22,600 ¥ 22,600 ¥ 17,850

<1号と2号との比較>

１号：第２子の場合【A】4,750円と【B】13,100で【C】17,850円となります
（半額）

保育料階層区分「５」の場合



・入園申し込みにあたっては費用は一切必要ありません。 
　（入園申込手数料や準備費等） 

・夏休みなど長期のお休みは設けておりません。 
　（春季希望保育3/26～4/6     夏季希望保育8/12～8/16   冬季休園日12/29～1/3） 

・定員を超える入園希望があった場合は、抽選等はなく 
　瑞穂市による利用調整によって入園が決まります。



３号

保育園利用（0歳児～2歳児）



階層区分 市町村民税所得割
合算額

月額利用者負担
額 月額利用者負担額 多子軽減対象者

第１子 第２子

2-2
非課税・均等割の
み

3,600円 0円 (Ａ)年齢上限なし

3-2 0円　～　48,599円 9,800円 4,900円 (Ａ)年齢上限なし

4-2
48,600円　～　
57,699円

15,000円 7,500円 (Ａ)年齢上限なし

4-2G
57,700円　～　
96,999円

15,000円 7,500円 (Ｂ)満18歳まで          
（第３子以降のみ）

5
97,000円　～　
168,999円

26,700円 13,350円 未就学児まで

6
169,000円　～  
300,999円

39,600円 19,800円 未就学児まで

7
301,000円　～　
398,999円

44,000円 22,000円 未就学児まで

8 397,000円以上 52,000円 26,000円 未就学児まで

＜3号認定保育料＞ 0歳児～2歳児



ほづみの森こども園 公立保育所

【A】 基本保育料 保育料（第五階層） ¥ 26,700 ¥ 26,700

【B】

特定負担金
施設整備維持管理費 ¥ 1,500

教育・保育充実費 ¥ 1,500 ¥ 0

実費徴収額
登降園調整費 ¥ 0

給食費 ¥ 0 ¥ 0

預り金
保険料 ¥ 300 ¥ 0

保護者会費 ¥ 300 ¥ 100

B合計 ¥ 3,600 ¥ 100

【C】   = 【A】 + 【B】 月額合計 ¥ 30,300 ¥ 26,800

第２子の場合【A】13,350円と【B】3,600で【C】16,950円となります
（半額）

（差額3,500円）

保育料階層区分「５」の場合

<保育料0歳児～2歳児>



◎園庭遊び



◎室内遊びの充実（コーナー遊び）



ベビーカーを作ったよ♫

動物園！？



◎課業（環境認識） 
　　　　　カブトムシの好きなものは？



◎担当制保育（未満児クラス）食事 
　　 



一人でくつろぎ
絵本コーナー

パズル遊び
（机上コーナー）

デュプロで電車
（構成あそびコーナー）


