
認可外保育施設定期利用の無償化
および補助金に関するＦＡＱ

令和２年11月時点（ver3）
保育課保育サービス推進係

ＮＯ. 事項 問 答

1 対象児童 施設と保護者の契約が月ぎめでなく、
1日単位または時間単位での利用の
場合も対象となるか。

対象です。保護者に認定を受けるようご周知願います。
月ぎめでない場合は、保護者が自ら、区へ無償化の給付に係
る請求を行うことになります。対象者に「領収証兼提供証明書」
を発行してください。

2 認定 保護者から区への認定申請はいつま
でに提出すべきか。

提出した月の翌月１日からの認定となるため、認定を要する月
の前月末日までにご提出ください。

3 認定 無償化の対象外となる０～２歳で課税
世帯の児童についても認定が必要
か。

不要です。
ただし、認証保育所または基準を満たす証明の発行を受けた
認可外保育施設は補助金の対象となるため、申請漏れに留意
ください。

4 認定 認定には期限があるが、期限切れ時
の対応はどうすべきか。

改めて認定の申請手続きが必要です。
その場合、保護者より直接区に申請する必要があるため、区保
育課保育認定係（電話03-5984-1479）にお問い合わせいただく
よう、保護者にご案内ください。

認定が切れていることが後から判明した場合、過去に遡って無
償化の金額を調整する場合があります。毎月送付する「児童別
交付額一覧」にてご確認ください。

5 認定 一時預かり等の月ぎめ以外の保育利
用のみの場合も認定が必要か。

必要です。

6 対象児童 施設では保護者の納税状況を把握し
ていないが、「児童名簿」はどのように
記載すればよいか。

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(証明書)の
発行を受けている施設の場合、練馬区在住の全児童をご記入
願います。

証明書の発行を受けていない施設の場合は、保護者へ「認可
保育園の申請のための認定を受けているか」「無償化の対象と
なるために、区へ認定の申請を行ったか」を確認し、「認可を受
けている」「認定の申請を行った」と回答のあった児童を記入し
てください。
「わからない」との回答の場合、差し支えなければ記入いただけ
れば区で確認いたします。

7 確認申請 当社は、東京都内に複数の認可外保
育施設を運営している。その場合、確
認の申請はどの自治体にすべきか。

確認は施設ごとに行います。当該施設の所在自治体へ申請し
てください。

8 都指導監
督基準

当施設は認可外保育施設指導監督
基準を満たしているのだが、まだ基準
を満たす旨の証明書の発行を受けら
れていない。この場合、「認可外保育
施設指導監督基準への適合（見込
み）状況説明書」には、どのように記
載するべきか。

「適合していない状況」の欄に「基準に適合しているが、証明書
の発行を受けられていない」とご記載ください。

9 提供証明
書

提供証明書はどのタイミングで発行す
ればよいか。

毎月、保護者から保育料を徴収した時点で保護者へ発行してく
ださい。その際、当該徴収時に控除(返金)した無償化や補助金
がどの月の分かを明記し、区から支払った額と保育料の関係を
明らかにしてください。
また、保護者へ発行した後にその写しを区へ提出するととも
に、施設においても控えを保管しておいてください。

※保育料補助金のみの対象となる保護者へは提供証明書を発
行する必要はありません。

１　無償化に関するご質問
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ＮＯ. 事項 問 答

1

対象児童 世帯側の要件に「認可外保育施設と
月ぎめの入所契約を締結」とあるが、
どのような契約が対象となるのか。

月160時間以上の保育を提供する契約が対象となります。
　例：月～金(週5日)　9：00～17：00(8時間/日)
　　　　→5日×４週×8時間＝月160時間

2

対象児童 無償化の対象外となる、０～２歳の課
税世帯の児童についても補助金の対
象となるのか。

対象です。

3

多子区分 補助金における、多子の定義はどの
ようなものか。

当該児童の保護者と生計を同一にしている子どものうち第何子
であるかによります。

（※）上の児童が小学生以上の場合であっても、生計が同一で
あればカウントされます。

4

幼稚園併
用

幼稚園に在籍する児童が認可外保育
施設を併用して利用した場合、補助金
の対象となるのか。

月ぎめの利用の場合は対象です。
ただし、認可外保育施設の保育料に対し、無償化の給付を受
けている場合、保育料より当該給付分を除した金額が上限で
す。

5
対象児童 企業主導型保育事業の施設に在籍す

る児童は補助金の対象となるか。
指導監督基準を満たすことの証明書が発行されていれば対象
です。

２　認可外保育施設保育料補助金に関するご質問
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ＮＯ. 事項 問 答

1 保育料 無償化の給付に係る事務との関係
上、施設が保護者へ毎月の利用料を
請求すべき時期はいつか。

ご提出いただいた「児童名簿」をもとに、無償化の給付額および
補助金交付額を算出し、「児童別交付額一覧」にてお知らせし
ます。

請求の時期については特に定めはありませんが、
区からお支払いした無償化の給付および補助金は確実に保護
者へ還元されるよう、ご対応お願いします。

2 保育料 区から支払われた無償化の給付およ
び保育料補助金は、どのように保護
者へ還元すればよいか。

漏れのないように還元が行われれば、方法は問いません。
　≪主な還元方法の例≫
・区から支払われたのちの、その額を差し引いて同月分の保育
料を請求する。
・区から支払われた金額を、翌月分の保育料から差し引く。この
場合、最終月分は翌月分の保育料から差し引くことができない
ため、直接保護者へ還元する必要があります。
・区から支払われる前に保育料を徴収し、区から支払われたの
ちにその額を直接保護者へ還元する。

指導検査にて、適切に還元が行われていることを現金出納簿、
通帳等の諸記録により確認します。

3 保育料 延長保育料は無償化および補助金の
対象となるか。

延長分を月ぎめで(例：17～20時月●円)契約している場合、基
本の保育料と合算した額が「月ぎめ保育料」となります。
この場合、無償化も補助金も対象となります。

延長分が従量制(例：1時間●円)の場合、無償化は対象となり
ます。契約の状況によって保護者から償還払いとなる場合があ
ります。補助金は対象外となります。

いずれの場合も補助額は無償化、補助金の上限額以内となり
ます。

4 保育料 保護者が施設に対して負担する費用
のうち、無償化と補助金の対象となる
ものの範囲は。

対象は保育料です。
ここでいう保育料とは、以下の費用（いわゆる「実費徴収」）を除
くものです。

　・　日用品、文房具等の購入のために保護者が実
　　　費負担した費用
　・　行事への参加に要する費用
　・　食事の提供に要する費用
　・　送迎バスなど施設または事業所に通う際に提
　　　供される便宜に要する費用
　・　その他、通常の保育に必要とされる費用であっ
　　　て、保護者が負担することが適当と認められる
　　　費用

保育料に含まれる内容等について疑義が生じた際には区保育
課保育サービス推進係（電話03-5984-1622）にご相談くださ
い。

３　無償化・補助金に共通する内容のご質問

無償化 補助金
⽉ぎめの延⻑ 対象 対象
従量制の延⻑ 対象※ 対象外

※契約状況によっては償還払い
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5 保育料 現在、施設から保護者へ請求している
利用料に、無償化や補助金の対象か
ら除外されるもの(質問3-4参照)が含
まれている場合、どうすればよいか。

・無償化や補助金の対象となるものと、除外されるものを区別
し、内訳を保護者へ示してください。(様式等は問いません。)

・単に契約している利用料の内訳を明示するだけの行為である
ため、契約の変更や重要事項説明等の変更は不要です。

3 保育料 施設から区への確認申請に施設のパ
ンフレットを提出することとなっている
が、パンフレットに記載されている保
育料に無償化や補助金の対象から除
外されるもの（質問3-4参照）が含まれ
る場合、内訳がわかるよう改訂すべき
か。

必ずしもパンフレットの改訂に限らず、保護者へ内訳を示したこ
とが分かるものを提出してください。

4 対象児童 練馬区外在住の方が区内の施設を利
用する場合、無償化の給付費および
補助金の申請先はどの自治体になる
のか。
（例）　西東京市在住の方が練馬区内
の施設に通所

いずれの制度も、児童の居住地の自治体への申請となります。
（例）の場合、当該児童分は西東京市への申請が必要です。

なお、補助金は自治体によっては制度がない場合や金額、申
請方法等が異なる場合があります。
また、無償化についても申請書の書式や交付の方法等、手続
きが異なる場合がございます。
お手数ですが、各自治体にご確認ください。

5 対象児童 練馬在住の方が区外の施設に通所す
る場合、無償化の給付費および補助
金の申請先はどの自治体になるの
か。

いずれの制度も、児童の居住地の自治体への申請となります。
ご質問の例の場合、練馬区にご申請ください。

6 保育料 毎月保育料が変更となる場合のどう
対応すればよいか。

保護者に「練馬区認可外保育施設保育料補助金交付申請書」
を再度ご記入していただき、変更後保育料が分かる契約書の
写しとともに、施設より区へ送付願います。
また、毎月ご提出いただく「児童名簿」に変更後の保育料を記
載してください。

7 保護者周
知

区から保護者への周知はどのように
行っているのか。

区ホームページや、各種保育事業のご案内にて周知していま
す。

8 都指導監
督基準

東京都の指導監督基準を既に満たし
ているが、証明書の発行を受けていな
い場合、無償化の給付費や補助金を
受けることはできないか。

無償化の給付費は、基準適合について５年間の経過措置を設
けているため、対象となります。
補助金は、経過措置を設けていないため、証明書の発行がな
い場合は対象外となります。

9 都指導監
督基準

既に東京都の立入り調査を受けてい
るが、指導監督基準を満たすことの証
明書の発行に要する期間はどの程度
か。

発行に要する期間等、証明書の発行に係るお問い合わせは、
東京都にご確認ください。

10 領収証 領収証は発行する必要があります
か。

保護者から保育料の支払いを受ける毎に、領収証を発行する
必要があります。
領収証は、保育料とその他の費用(質問3-4に挙げている費用)
を区別して記載する必要があります。
発行後は、控えを施設において保管してください。
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