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【運営規程】 

（利用者負担その他の費用等）  

第 10 条 本園においては、青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例第 13条第１項の規定により、保護者から園児の居住する市町村が定める額

の保育料の支払を受けるものとする。 

 

 

２ 本園においては、青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例第 13条第３項の規定により、本園の教育・保育の質の向上を図るため、次の表

に掲げる費用について、同表に定める額の支払を保護者から受けるものとし、その目的、支

払を受ける時期は同表のとおりとする。 

費用 金額 目的 支払を受ける時期 

○○○費   ○○○○○円（年額） ○○○○のため ○○月○○日まで 

○○○費  ○○○○○円（年額） ○○○○のため 入園時 

 

 

３ 本園においては、青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例第 13条第４項の規定により、次の表のとおり実費を徴収する。ただし、同項の

規定により免除される費用については、この限りでない。 

 

  

区分 金額 支払を受ける時期 

給食食材費 

（１号認定子ども） 

主食 月額  ○○○○円 
毎月 ○○日 

副食 月額  ○○○○円 

給食食材費 

（２号認定子ども） 

主食 月額  ○○○○円 
毎月 ○○日 

副食 月額  ○○○○円 

通園送迎費用 月額  ○○○○円 毎月 ○○日 

 

４ 本園においては、前３項に掲げるもののほか、次の表に掲げる費用について、同表に定め

る額の支払を保護者から受け取るものとする。ただし、子ども・子育て支援法第 30条の 11

第３項の規定による法定代理受領を受けた場合においては、同表に定める額から当該受領額

を控除した額の支払を保護者から受け取るものとする。 

区分 利用料 食事代 

一時預かり（一般型） 日額  ○○○円 1 食 ○○○円 

一時預かり（幼稚園型） １時間 ○○○円 1 食 ○○○円 

延長保育 １時間 ○○○円 － 

 

 

上乗せ徴収の種類については、別表１を参考とすること。 

実費徴収の種類については、別表２を参考とすること。 

記載方法については、別表３を参考とすること。 

保育料部分については、改正の必要なし。（無償化対象者の市保育料＝ゼロ） 

資料６ 
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別表１ 

費用 金額 目的 支払を受ける時期 

施設整備費   ○○○○○円（年額） ○○○○のため ○○月○○日まで 

研修充実費  ○○○○○円（年額） ○○○○のため 入園時 

教育経費（スイミン

グスクール等） 
○○○○○円（月額） ○○○○のため 毎月○○日 

  ※複数の費目とその合計額を示した形で「入園料」の名目で徴収する対応も可能。 

  ※教育経費については、カリキュラムとして全ての園児が対象となる場合は上乗せ徴収とし、希

望者のみを対象に実施する場合は、実費徴収とすること。 

 

 

別表２ 

区分 金額 支払を受ける時期 

給食食材費 

（１号認定子ども） 

主食 月額  ○○○○円 
毎月 ○○日 

副食 月額  ○○○○円 

給食食材費 

（２号認定子ども） 

主食 月額  ○○○○円 
毎月 ○○日 

副食 月額  ○○○○円 

通園送迎費用 月額  ○○○○円 毎月 ○○日 

文房具代 月額  ○○○円 毎月 ○○日 

制服・体操着代 ○○○○円 入園時 

遠足・行事参加代 行先に応じて定める額 都度 

スイミングスクール代（希望者） 月額 ○○○○円 毎月 ○○日 

教材・絵本代 月額 ○○○円～○○○円 毎月 ○○日 

連絡帳代 年額 ○○○円 毎年４月１日 

通園カバン代 ○○○○円 入園時 

シーツ代 ○○○円 購入時 

名札代 年額 ○○○円 毎年４月１日 

※網掛け部分は本人の専用となる物品が対象。 

※施設において、スイミングスクール等の費用の徴収を代行している場合であっても、記載するこ

と。 

 

 

  別表ア 

 

 

 

 

 

 

距離 金額 

○km～○km 月額        円 

○km～○km 月額        円 

○km～○km 年額        円 

通園送迎費用が、距離によって異なる場合は、「月額○円」を「別表のとおり」と

し、別表の中で、規定することも可（※別表ア参照）。 

食事の提供に要する費用の免除は、副食費に限られるため、免除

対象者であっても、主食費の徴収が必要。 

そのため、給食材料費は、主食と副食を分けて記載する。 
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 別表３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分 利用料 食事代 

一時預かり（一般型） 

日額  ○○○○円 

１時間 ○○○○円  

○時間以内 ○○○○円 等 

１食 ○○○円 

一時預かり（幼稚園型） 

日額  ○○○○円 

１時間 ○○○○円  

○時間以内 ○○○○円 等 

１食 ○○○円 

月額 ○○○円 

延長保育 

１時間 ○○○円 

月額 ○○○○円 

３０分月額○○○○円 等 

－ 

食事代は、無償化の対象とならないため、利用料と分けて記載する。 

一時預かり（幼稚園型）で、長期休業期間のみ食事代を徴収する場合

は、「夏季休業等の期間に限る。」などの文言を付記すること。 
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【重要事項説明書】 

 

１０ 利用料金 

項 目 費 用 の 内 容 金 額 徴収の時期 

保 育 料 

（利用者負担） 

認定を受けた時間内で行

う教育・保育に係る費用 

園児が居住する市町村

が定める保育料 
毎月○○日 

施 設 整 備 費  
教育・保育の質向上のた

めの施設整備に係る費用 

年額○○○○円 毎年度 

４月○○日 

一時預かり料

金 

在園児 
利用料 日額○○○円(注 1) 

毎月○○日 
食事代 1 食○○○円 

非在園児 
利用料 日額○○○円 

利用の都度 
食事代 1 食○○○円 

延長保育料金  延長保育に係る費用 １時間○○○円 毎月○○日 

給 食 食 材 費  

１号認定 

子ども 

主食 月額 ○○○円 

毎月○○日 
副食(注 2) 月額 ○○○円 

２号認定 

子ども 

主食 月額 ○○○円 

副食(注 2) 月額 ○○○円 

通 園 送 迎 費  バス通園送迎に係る実費 日額○○○円 毎月○○日 

○○○○○費  
 

  

（注１）居住する市町村の法定代理受領を受けた場合は、当該受領額を控除した額 

（注２）給食食材費の副食については、世帯の所得や家族構成等により免除される場合

があります。 


