■■■■■＜保護者用案内文書＞■■■■■

東日本大震災による家計急変世帯の保護者の方へ
埼玉県総務部学事課
埼玉県では、東日本大震災で被災し、本県に避難しているお子さんが県内の
私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園に在籍している場合、幼稚園及び幼保
連携型認定こども園を通じて保育料等の一部を補助しています。
１

対象となる園・園児

①幼稚園及び幼保連携型認定こども園
… 東日本大震災で被災し、避難している園児を受け入れており、か
つ、当該園児の保育料等軽減を実施している私立幼稚園及び幼保
連携型認定こども園
②園児… 東日本大震災で被災し、埼玉県内の私立幼稚園及び幼保連携型認
定こども園に在籍している園児（満３歳に達しないもの、就学年
齢に達している園児は除く。）
※ 幼保連携型認定こども園については１号認定子どものみ
・「被災」の認定については、下記の３つの要件を全て満たす世帯を対象とします。
① 対象被災地域一覧に掲げる市町村から避難してきた世帯
② 罹災証明書等で、被災の証明ができる世帯
③ 平成３０年度市町村民税所得割課税額が 211,200 円※1 を超える方がいない世帯
（年収の目安：６８０万円）
※１

さいたま市など政令指定都市発行の場合は、旧税率で算出した所得割課
税額を確認してください。
※２ 特別な理由により、罹災証明書等が発行されない場合は、各園に御相
談ください。
※３ 市町村民税所得割課税額につきましては、市町村民税・県民税課税証
明書（所得証明）などで確認します。
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２

補助対象経費

①入園料（入園受入準備費）
②保育料（基本負担額）
※平成３０年４月から平成３１年３月の間でお子さんが県内の私立幼稚園及
び幼保連携型認定こども園に在籍している月分のものに限ります。
③施設整備費等（特定負担額・上乗せ徴収）
④その他義務的に納付する経費（各園により異なります。）
３

補助額の算定方法・例

※計算方法（手順）
（１）今年度の保護者負担額を算出します。
①入園料（Ａ） ②施設整備費（Ｂ）
③保育料（在籍月数×月額保育料）（Ｃ） ④その他経費（Ｄ）

（２）公的補助金の合計金額を上記合計額から引きます。
（１）の合計金額 －
（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）

公的補助金の合計金額

＝今年度の実際の保護者負担額

（３）上記の計算で算出した今年度の実際の保護者負担額と、平成３０年度
補助上限額３７１，１６８円を比較して低い方の額が県からの補助限度
額となります（この金額を上限に保育料等が減免されます。）。
【例】
入園料…７０,０００円
施設整備費…年間 5,０００円
月額の保育料…２５,０００円
公的補助金…４０,０００円
在籍月数…１０か月（６月～３月）
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（１）今年度の保護者負担額
入園料（７０,０００円）＋施設整備費（5,０００円）＋
保育料（２５,０００円×１０か月）
＝保護者負担額
（３２５,０００円）
（２）（１）の合計金額
－
公的補助金額
（３２５，０００円）
（４０，０００円）
＝実際の保護者負担額
（２８５,０００円）
（３）実際の保護者負担額と３７１，１６８円の低い額
（２８５,０００円）
＝県からの補助限度額
（２８５,０００円）
（４）２８５,０００円を上限として、保育料等が減免されます。
４

制度の仕組み

避難し
ている
世 帯

①証明書類の提出
④申請書用紙の配布
⑤軽減申請書の提出
⑥保育料等の軽減
⑦軽減確認書の提出

幼稚園

②資格の有無を照会
③資格の有無を回答
埼玉県

幼保連携型
認定
こども園

補助金の申請
補助金の交付

①について
補助を希望する場合は、以下の書類を各園に提出してください。
・罹災証明書等、被災が証明できる書類（写し）
・住民票（世帯全員が記載されているもの）
※ 今後、退園・転園の予定がある世帯におかれましては、在園時の住民
票をあらかじめ取得しておいてください。
・従前の住所が分かる書類（免許証の写しなど）
※ 罹災証明書等に記載がある場合は、提出不要です。
・平成３０年度市町村民税所得割課税額が分かる書類（市町村民税・県民税
課税証明書（所得証明）など）
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⑤について
県から、
「補助対象資格あり」と回答があった場合は、以下の書類を各園へ
提出してください。
・被災幼児保育料等軽減申請書（様式第３号）
⑦について
幼稚園等から、保育料等の軽減を受けた場合には、以下の書類を各園へ提
出してください。
・被災幼児保育料等軽減確認書（様式第５号）

※

御不明な点がありましたら、在園している園にお問い合わせ
ください。

〔県：担当課〕

- 11 -

埼玉県 総務部 学事課 幼稚園担当
電話 ０４８－８３０－２５６０
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被災幼児保育料等軽減対象被災地域一覧
青森県

八戸市 三沢市 上北郡おいらせ町 三戸郡階上町
盛岡市 宮古市 大船渡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 陸前高田市
釜石市 二戸市 八幡平市 奥州市 岩手郡雫石町 同郡葛巻町 同郡岩手町

岩手県

同郡滝沢村 紫波郡紫波町 同郡矢巾町 和賀郡西和賀町 胆沢郡金ケ崎町
西磐井郡平泉町 気仙郡住田町 上閉伊郡大槌 町 下閉伊郡山田町 同郡岩泉町
同郡田野畑村同郡普代村 九戸郡軽米町 同郡野田村 同郡九戸村 同郡洋野町 二戸郡一戸町
仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 白石市 名取市 角田市 多賀城市 岩沼市 登米市 栗原市
東松島市 大崎市 刈田郡蔵王町 同郡七ケ宿町 柴田郡大河原町 同郡村田町 同郡柴田町 同郡川崎町

宮城県

伊具郡丸森町 亘理郡亘理町 同郡山元町 宮城郡松島町 同郡七ケ浜町 同郡利府町
黒川郡大和町 同郡大郷町 同郡富谷町 同郡大衡村 加美郡色麻町
同郡加美町 遠田郡涌谷町 同郡美里町 牡鹿郡女川町本吉郡南三陸町
福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 喜多方市 相馬市
二本松市 田村市 南相馬市 伊達市 本宮市 伊達郡桑折町 同郡国見町
同郡川俣町 安達郡大玉村 岩瀬郡鏡石町 同郡天栄村 南会津郡下郷町
同郡檜枝岐村 同郡只見町 同郡南会津町 耶麻郡北塩原村 同郡西会津町

福島県

同郡磐梯町 同郡猪苗代町 河沼郡会津坂下町 同郡湯川村 同郡柳津町
大沼郡三島町 同郡金山町 同郡昭和村 同郡会津美里町 西白河郡西郷村
同郡泉崎村 同郡中島村 同郡矢吹町 東白川郡棚倉町 同郡矢祭町
同郡塙町 同郡鮫川村 石川郡石川町 同郡玉川村 同郡平田村 同郡浅川町 同郡古殿町
田村郡三春町 同郡小野町 双葉郡広野町 同郡楢葉町 同郡富岡町 同郡川内村
同郡大熊町 同郡双葉町 同郡浪江町 同郡葛尾村 相馬郡新地町 同郡飯舘村
水戸市 日立市 土浦市 古河市 石岡市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 常陸太田市
高萩市 北茨城市 笠間市 取手市 牛久市 坂東市 つくば市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市

茨城県

常陸大宮市 那珂市 筑西市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 神栖市 行方市 鉾田市 つくばみらい市
小美玉市 東茨城郡茨城町 同郡大洗町 同郡城里町 那珂郡東海村
久慈郡大子町 稲敷郡美浦村 同郡阿見町 同郡河内町 北相馬郡利根町

栃木県

宇都宮市 足利市 佐野市 小山市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市
芳賀郡益子町 同郡茂木町 同郡市貝町 同郡芳賀町 塩谷郡高根沢町 那須郡那須町 同郡那珂川町
千葉市 銚子市 市川市 船橋市 松戸市 成田市 佐倉市 東金市 旭市

千葉県

習志野市 八千代市 我孫子市 浦安市 印西市 富里市 匝瑳市 香取市
山武市 野田市 柏市 印旛郡酒々井町 同郡栄町 香取郡神崎町 同郡多古町
同郡東庄町 山武郡大網白里町 同郡九十九里町 同郡横芝光町 長生郡白子町

新潟県

十日町市 上越市 中魚沼郡津南町

長野県

下水内郡栄村

埼玉県

久喜市
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