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第２章 保育の必要性の認定について    

２－１ 認定とは 

 教育・保育施設の利用または幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、認定が必要です。保育

の必要性の認定は、保護者からの申請に基づき、下表の認定区分に応じて市が審査し、決定をします。 

 

 子どものための教育・保育給付認定 

（教育・保育施設を利用するための認定） 

子育てのための施設等利用給付認定 

（無償化の給付を受けるための認定） 

認定区分 １号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

保育の必要性 なし あり あり なし あり あり 

保育の必要量 教育標準時間 保育標準時間 

保育短時間 

保育標準時間 

保育短時間 

   

対象児童 満３歳～就学

前 

満３歳～就学

前 

満３歳未満 満３歳～就学

前 

３歳児クラス

～就学前 

０・１・２歳児

クラスのうち、

市民税非課税

世帯 

利用施設・事業 新制度の幼稚

園、認定こども

園（教育枠） 

保育所、認定こ

ども園（保育

枠） 

保育所、認定こ

ども園（保育

枠）、地域型保

育事業（小規模

保育等） 

新制度未移行

の幼稚園 

幼稚園の預か

り保育事業、認

可外保育施設 

幼稚園の預か

り保育事業、認

可外保育施設 

 

【各種認定の手続き】 

①  認定申請をする 

 認定申請書に、添付書類を添えて、住民票のある市区町村の保育担当窓口又は現在通っている施

設へ提出してください。（認定取得希望月の前月末日まで） 

必要な書類 

 

 

①認定申請書 

②保育を必要とする事由を確認するための書類（詳細はP.33をご参照ください。） 

（※認定区分が２号認定・３号認定の方のみ必要です。） 

➂マイナンバー（個人番号）記入用紙及びマイナンバー（個人番号）確認書類・本

人確認書類（詳細はP.33 をご参照ください。） 

▼  

②  市が審査する 

 提出された書類をもとに、「保育の必要性」の審査・認定をします。 

▼  

③  認定証・認定通知書の交付 

 認定された方に「子どものための教育・保育給付認定」または「子育てのための施設等利用給付

認定」を交付します。 

 この認定証、認定通知書は有効期限まで大切に保管してください。 
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２－２ 子どものための教育・保育認定 

子どものための教育・保育給付認定とは 

新制度の幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業所など、教育・保育施設・事業を利用する

場合、必要となる認定です。教育・保育施設を利用するための資格に相当し、認定内容によって、入所

できる施設や利用できる時間に違いがあります。認定の手続は、現在住んでいる市区町村で行い、認定

後は、市区町村から認定証が交付されます。前述の施設の利用者は、在園児も含め、全員認定手続を行

い、認定証の交付を受ける必要があります。 

①３種類の教育・保育給付認定区分 

 １号認定 （満３歳以上・教育標準時間認定） 

対象年齢 満３歳以上（３歳・４歳・５歳） 

対象児童 教育・保育施設での教育を希望する児童（教育を希望する方はどなたでも対象） 

利用先 新制度の幼稚園、認定こども園（教育のみ：１日４時間程度の利用） 

                                 

 ２号認定 （満３歳以上・保育認定） 

対象年齢 満３歳以上（３歳・４歳・５歳） 

対象児童 「保育を必要とする事由」に該当し、教育・保育施設での保育を希望する児童 

利用先 保育所、認定こども園（教育と保育：１日８時間～１１時間の利用） 

                                                      
     

 

 ３号認定 （満３歳未満・保育認定） 

対象年齢 満３歳未満（０歳・１歳・２歳） 

対象児童 「保育を必要とする事由」に該当し、教育・保育施設での保育を希望する児童 

利用先 
保育所、認定こども園（保育のみ：１日８時間～１１時間の利用）、地域型保育事業（小

規模保育等） 

●１号認定（教育標準時間認定）について（新制度の幼稚園） 

１号認定（教育標準時間認定）は、満３歳以上の教育を希望する児童が認定対象です。保護者の就労

等の条件はありません。新制度の幼稚園や認定こども園等の教育・保育施設を利用する場合に認定が必

要です。１号認定で教育・保育施設を利用する場合は、平日の午前中から午後にかけて、１日約４時間

程度の教育が受けられます。 

 

【１号認定（教育標準認定）対象施設の利用の流れ】 

 

 

 

 

 

 

●１号認定（教育標準認定）の有効期間 

１号認定（教育標準認定）は就学前まで有効です。 

 

①幼稚園等に 

直接利用の 

申請をします 

②幼稚園等

から入園の

内定を受け

ます 

③幼稚園等を通

して市へ利用の

ための認定を申

請します 

④幼稚園等を通

して市から認定

証が交付されま

す （１号認定） 

第２章 保育の必要性の認定について ≫ ２－２ 子どものための教育・保育の認定 

⑤幼稚園等

と利用契約

をします 入園 
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●２・３号認定（保育認定）について 

２・３号認定（保育認定）は、０歳から就学前までの「保育を必要とする事由」に該当するお子さん

が認定対象です。保育所や認定こども園、家庭的保育（保育ママ）、小規模保育施設等の新制度上の教育・

保育施設を利用する場合に必要です。また、保育認定は「保育の必要量の区分」により利用できる時間

が異なります。 

 

【２・３号認定（保育認定）対象施設の利用の流れ】 

 

 

 

 

②保育の必要性の認定事由 

保育認定を受ける場合、両親とも次のいずれかに該当することが必要です。 

保育を必要とする事由 

1 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居住内の労働等、基本的に全ての労働を含む) 
※ 最低条件：月48時間(実労働時間+休憩時間)以上の就労 

2 妊娠・出産(妊娠中または出産後間もない場合) 

3 保護者の疾病・障害 

4 同居または長期入院等している親族の介護・看護 

5 災害復旧 

6 求職活動(起業準備も含む) 

7 就学(職業訓練校における職業訓練を含む) 

8 虐待やDVのおそれがあること 

9 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること 

10 その他、上記に類する状態として市町村が認める場合 

※上記に掲げたことが常態となっていることが要件です。「集団保育に慣れさせたい」「幼児教育の場として保育所を利用したい」 

というような理由だけでは認定の対象となりません。 

 

③保育の必要量の区分（施設を利用できる時間） 

保育認定は、保護者の保育を必要とする事由により、１日の保育の必要量（保育施設を利用できる

時間）が異なります（事由ごとの保育必要量は次ページの表を参照）。区分には次の２種類があります。 

保育の必要量の区分 保育施設を利用できる時間 内容 

保育標準時間認定 最長 １１時間 主に両親がフルタイムで就労している場合を想定 

※就労の場合、月に１２０時間以上の就労をしていること 

保育短時間認定 最長 ８時間 主に両親又はいずれかの保護者がパートタイムで就

労している場合を想定 

※就労の場合、月に４８時間以上１２０時間未満の就労を

していること 

※就労要件においての保育の必要量を算定する際は、勤務時間のほか、休憩時間や通勤時間も考慮します。 

※１日の利用時間の最長時間を超えて利用する場合は、別途延長保育料等の負担が必要です。 

 

 

 

①市に保育の必要性の認定

を申請します 

※詳細は、子ども・子育て支援法
施行規則(平成26年度内閣府令
第44号)第1条の5参照 

②市から認定証を交付します 

（２号・３号認定） 

②申請者の希望、保育所等の状況な

どにより市が利用調整を行います 
①市に保育施設の利用の申

請をします 

③利用先

の決定後、 

利用契約 

をします 入園 同時 
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【母】 保育が必要な事由：就労 

通勤時間：往復１時間 

休憩時間：１時間 

就業時間：６時間 

１か月の就労日数：１２日 

「１か月の就労時間」 

8時間×１２日＝９６時間 

④保育必要量（利用時間）と２・３号認定（保育認定）の有効期間 

２号認定・３号認定（保育認定）は、保育を必要とする事由によって有効期間が異なります。 

 保育の必要量の区分 保育認定の有効期間 

就労 

保育標準時間／保育短時間 

（１か月の就労時間による：前ページの

保育の必要量の区分の表を参照） 

最長３年間 

妊娠・出産 保育標準時間 
出産前：予定月の２か月前 

出産後：出産月から２か月 

疾病・障害 
保育標準時間／保育短時間 

（診断書内容による） 
最長３年間 

介護・看護 
保育標準時間／保育短時間 

（介護等に要する時間から判断） 
最長３年間 

災害復旧 保育標準時間 最長３年間 

求職活動 保育短時間 

最長３か月 

※期限内に勤務証明書を提出した場合は、事

由を就労に切り替えて継続利用が可能 

就学 

保育標準時間／保育短時間 

※申請内容による（１か月の就学時間に

よる：前ページの保育の必要量の区分の

表を参照） 

最長３年間 

虐待・ＤＶ 保育標準時間 最長３年間 

育児休業取得

中の継続利用 
保育短時間 

①職場が定める育児休業期間の末日 

②出産児が満１歳になる年度末日 

①・②のうち末日が早い方を期日とす

る 

その他 
保育標準時間／保育短時間 

※申請内容による 
最長３年間 

※認定証の有効期間は、上の表の期間内であっても就学前までです。 

※事由がなくなった場合、認定は取り消されます（退所）。 

※家庭でお子さんを保育できる場合は、認定を受けられません。 

※両親とも保育標準時間認定の要件を満たす場合のみ、お子さんは保育標準時間認定となります。 

※標準時間で認定を受けた場合は、短時間の認定に変更することも可能です。  

 

●保育の必要量の区分の参考例 

お子さんの「保育の必要の認定」は両親の保育を必要とする事由とその内容により変わります。両

親とも（ひとり親家庭の場合は、その保護者の方が）保育標準時間認定となった場合のみ、お子さん

の認定は「保育標準時間認定」となります。 

                            

                          この場合、Ａ家のお子さんは 

「２号認定」の「保育短時間認定」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ家（父・母・子（３歳）） 

の場合 
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【父】 保育が必要な事由：就労 

通勤時間：往復2時間 

休憩時間：1時間 

就業時間：８時間 

１か月の就労日数：20日 

「１か月の就労時間」 

1１時間×20日＝2２0時間 

短時間 

認定 

標準時間

認定 
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●保育の必要量の区分ごとの利用イメージについて 

 保育の必要量の区分（標準時間認定と短時間認定）ごとの利用時間のイメージは下記のとおりです。

各施設の開所時間やコアタイム等の詳細は巻末の資料編をご覧ください。 

 
 ※7:00～20:00まで開所している場合 

  7:00  7:30 8:00 8:30 9:00 ～ 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 19:00 20:00 

 

保育 

標準 

時間 

            

    コアタイム       

 
通常利用【１１時間】 

7：00 － 18：00 

標準時間延長 

（基本） 

標準時間延長 

（特例） 

 

18：00 － 20：00 

 

保育 

短 

時間 

            

    コアタイム       

 短時間延長（朝） 

7：00 － 8：30 

通常利用【８時間】 

8：30 － 16：30 

短時間延長（夕） 

16：30 － 18：00 

標準時間延長 

（基本） 

標準時間延長 

（特例） 

 

18：00 － 20：00 

  保育所の開所時間  

 

※通常利用の時間帯の範囲内であっても、早めのお迎えなどで利用しない（降園する）ことができます。 

※延長利用の時間帯を利用する場合には、別途延長保育料の費用負担が必要になります。 

 

●コアタイム（基本保育時間）について 

保育施設では、入所した子ども全員で行う保育プログラム（お散歩、全員遊び、イベント練習など）

があります。保育施設では、この全員参加の保育時間を「基本保育時間（コアタイム）」として設定し

ます。 

コアタイムを保育短時間の場合の通常利用時間帯（最長８時間）として設定することにより、保育 

短時間利用の方は、この８時間を上限に通常利用できることになります。８時間以内の利用であって

も、このコアタイム以外の時間帯を利用される場合は、延長利用となりますのでご注意ください（下

記参照）。 

 

＜参考＞保育短時間認定を受けた方の通常利用と延長利用のイメージ 

 7:00  7:30 8:00 8:30 9:00 ～ 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00  

 
保育 

短時間 

   コアタイム    

判定 

 

 短時間延長（朝） 

(7:00-8:30) 

通常利用【８時間】 

(8:30-16:30) 

短時間延長(夕) 

(16:30-18:00) 

 

 
Ａさん 

 

 

８時間利用  通常利用のみ  

 
Ｂさん 

 

 

８時間利用 ３０分利用 通常利用 

＋３０分延長 

 

 
Ｃさん 

１時間利用 

 

６時間利用  通常利用 

＋１時間延長 

 

 
Ｄさん 

 

 

７時間３０分利用 ３０分利用 通常利用 

＋３０分延長 
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＜お子さんの認定を確認してみましょう＞ 

 下記のチェックシートを使って当てはまる項目に記入し、お子さんの「認定」と「保育の必要量の

区分」を確認してみましょう。 

 

お子さんのお名前：                年齢： 

認定区分（当てはまるものにチェックを入れましょう） 

□ １号認定（教育標準時間認定：１日4時間程度の預かりを希望） 

  満３歳以上で教育を希望する児童（教育を希望する方はどなたでも対象） 

  利用できる施設：新制度の幼稚園、認定こども園（教育機能のみ：１日４時間程度） 

□ ２号認定（保育認定：１日８～11時間程度の預かりを希望） 

  満３歳以上で保育（教育）を希望する児童 

  利用できる施設：保育所、認定こども園（教育・保育機能：１日８～11時間程度） 

□ ３号認定（保育認定：１日8～11時間程度の預かりを希望） 

満３歳未満で保育を希望する児童 

  利用できる施設：保育所、認定こども園（保育機能のみ：１日８～11時間程度）、地域型保育事業等 

保育の必要量の区分（２号認定・３号認定の方のみ、当てはまるものにチェックを入れましょう） 

＜保護者１＞就労（就学）時間算定用メモ 

a １日の就労時間：   時間    分 

b １日の休憩時間：   時間    分 

c 往復の通勤時間：   時間    分 

d １ヶ月の就労日数：    日 

１ヶ月の就労時間（（a＋b＋c）×ｄ）＝ 

   時間   分 

＜保護者２＞就労（就学）時間算定用メモ 

a １日の就労時間：   時間    分 

b １日の休憩時間：   時間    分 

c 往復の通勤時間：   時間    分 

d １ヶ月の就労日数：    日 

１ヶ月の就労時間（（a＋b＋c）×ｄ）＝ 

   時間   分 

□ 保育標準時間認定 

□ １ヶ月に120時間以上就労・就学（通勤・

休憩含む）しているため保育ができない 

□ 災害復旧のため保育ができない 

□ 不存在 

 

□ 保育短時間認定 

□ １ヶ月に 48 時間以上 120 時間未満の就

労・就学をしているため保育ができない 

□ 継続して求職活動を行っているため保育が

できない 

□ 育児休業取得中の保育所の継続利用を希望 

□ 保育標準時間認定 

□ １ヶ月に120時間以上就労・就学（通勤・

休憩含む）しているため保育ができない 

□ 災害復旧のため保育ができない 

□ 妊娠・出産のため保育ができない 

□ 不存在 

□ 保育短時間認定 

□ １ヶ月に 48 時間以上 120 時間未満の就

労・就学をしているため保育ができない 

□ 継続して求職活動を行っているため保育が

できない 

□ 育児休業取得中の保育所の継続利用を希望 

※その他の事由や複数の事由に該当する場合は、保育幼稚園課へご相談ください 

 

 

 

 

■保護者１・２ともに保育標準時間認定 → → → → → お子さんは保育標準時間認定 

■保護者１・２ともにもしくはどちらかが保育短時間認定 → お子さんは保育短時間認定 

２・３号

認定に該

当する方

は、下記

へお進み

ください 
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教育・保育の認定に関するその他の事項 

●認定の変更について 

教育・保育給付認定証に記載している内容（保護者の住所等）や、認定内容（認定を受けているお

子さんの年齢や「保育を必要とする事由」等）に変更が生じた場合は直ちに認定内容の変更手続を行

う必要があります。適正な変更手続を行っていない場合、市が認定を取り消すことがあります。 

 

教育・保育給付認定変更申請手続が必要な場合（例） 

認定区分が変更となる場合 

○３号認定（満３歳未満：保育認定）を受けていたお子さんが３歳になる場合※１ 

○１号認定（教育標準時間認定）を受けていたお子さんが、新たに「保育を必要とする事由」に該

当する状況になった場合 

○２号認定（満３歳以上：保育認定）を受けていたお子さんが、「保育を必要とする事由」に該当し

なくなった場合 

認定証に記載している内容が変更となる場合 

○教育・保育給付認定申請を行った保護者の氏名、住所、連絡先、勤務先、世帯員構成等が変わっ

た場合 

○教育・保育給付認定申請の対象となるお子さんの氏名が変わった場合 

〇保育の必要性の事由が変わった場合（例：就労から妊娠・出産に変更する等） 

※１：認可保育施設に通っている、または教育・保育給付認定をお持ちで認可外保育施設に通ってい

るお子さんについては市で切り替えを行いますので、別途手続は不要です。 

 

 

【教育・保育給付認定変更申請手続の手順】 

①  お持ちの認定証と教育・保育給付認定申請書を提出する 

 以下の必要な書類を住民票のある市区町村の保育担当窓口又は現在通っている施設へ提出してく

ださい。（認定変更希望月の前月末日まで） 

必要な書類 

 

 

①教育・保育給付認定変更申請書【変更申請用】 

②現在お持ちの教育・保育給付認定証 

③保育を必要とする事由を確認するための書類（詳細はP.３３をご参照ください。） 

（※認定区分を２号認定・３号認定（保育認定）へ変更する方のみ必要です。） 

▼   
▼ 

 

② 変更が認められた場合  ② 変更が認められない場合 

教育・保育給付認定の変更が認められた場合、旧

認定証と引き換えに新しい認定証を交付します。 

 教育・保育給付認定の変更が認められない

場合、理由を付けてその旨を通知します。 
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●認定の取り消しについて 

 下記のような場合、市は教育・保育給付認定を取り消すことがあります。認定が取り消された場合、

施設が継続利用できなくなりますので、施設の継続利用を希望される方は、市や施設へご相談のうえ、

必ず事前に教育・保育給付認定変更申請手続等を行ってください。また、認定の取り消しを行った場合、

認定証の返還をしていただく必要があります（その場合、返還を求める旨の通知を行います）。 

 

認定の取り消しを行う場合 

○保護者が認定された「保育の必要性の認定事由」に該当しなくなった場合（２号認定・３号認定） 

○教育・保育給付認定証記載の有効期間内に市外へ転出した場合 

○申請内容が虚偽であることが判明した場合 

※教育・保育給付認定証記載の有効期間満了後は、認定失効となり、施設の利用はできません。失効す

る事由以外の認定事由に該当する場合は、有効期間内に教育・保育給付認定変更申請の手続を行って

ください。 

 

●認定証の再発行について 

 交付された教育・保育給付認定証を紛失、汚損、破損してしまった場合は、認定の有効期間内に限り、

教育・保育給付認定証の再発行を行います。再発行を希望される方は、下記の書類を、現在居住してい

る市区町村の保育担当窓口または現在利用している施設へ提出してください。 

 

必要な書類 

 

① 東村山市教育・保育給付認定証再発行願い兼理由書 

②破損・汚損の場合：現在お持ちの、汚れたり、破れたりしてしまった教育・保育

給付認定証 

紛失の場合：特に必要ありません 

※再発行を行った後に、紛失した認定証を見つけた場合は、速やかに市へ提出してください。 
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２－３ 子育てのための施設等利用給付認定 

子育てのための施設等利用給付認定とは 

 令和元年１０月より実施した幼児教育・保育の無償化に伴い、新制度未移行の幼稚園や認可外保育施

設等を利用する方が無償化の給付を受けるための認定が創設されました。利用する施設類型や、お子さ

んの年齢、世帯の課税状況、保育の必要性の有無により、必要な認定区分や給付額が異なります。 

 新制度の幼稚園や認定こども園に入所する場合は子どものための教育・保育給付認定の対象となるた

め、施設等利用給付認定の手続きは不要ですが、幼稚園の預かり保育の利用に対する無償化の給付を受

けるためには認定が必要です。 

 認定を受けずに在園することは可能ですが、給付を受けることはできません。新規で給付対象の施設

を利用する場合や、保育を必要とする事由が変わるときには、速やかに手続きをしてください。 

 ３種類の施設等利用給付認定区分 

 

 新１号認定  

対象年齢 満３歳以上（３歳・４歳・５歳） 

対象児童 幼稚園で預かり保育等を利用する予定がない児童 

主な対象施設 新制度未移行の幼稚園 

給付額 各園の保育料のうち月額25,700円まで給付 

        

 新２号認定  

対象年齢 ３歳・４歳・５歳児クラス 

対象児童 「保育を必要とする事由」（※１）に該当する児童 

主な対象施設 
幼稚園、認定こども園の預かり保育部分、認可外保育施設（認証保育施設等（※２））、

一時保育、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター 

給付額 

新制度未移行の幼稚園…各園の保育料月額25,700円に加え、預かり保育料日額450円×利用

日数（最大11,300円分）の給付 

新制度の幼稚園   …預かり保育料日額450円×利用日数（最大11,300円分）の給付 

認可外保育施設    …各園の保育料のうち月額37,000円まで給付 

              

 新３号認定  

対象年齢 ０歳・１歳・２歳児（満３歳児）クラス 

対象児童 「保育を必要とする事由」（※１）に該当し、かつ非課税世帯等（※３）の児童 

主な対象施設 
幼稚園、認定こども園の預かり保育部分、認可外保育施設（認証保育施設等（※２））、

一時保育、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター 

給付額 

新制度未移行の幼稚園…各園の保育料月額25,700円に加え、預かり保育料日額450円×利用

日数（最大16,300円分）の給付 

新制度の幼稚園…預かり保育料日額450円×利用日数（最大16,300円分）の給付 

認可外保育施設    …各園の保育料のうち月額42,000円まで給付 

（※１）「保育を必要とする事由」はＰ５の「②保育の必要性の認定事由」をご覧ください。 

（※２）企業主導型保育施設を利用されている方は、施設等利用給付認定の申請は不要です。 

    詳しくは、P.５６をご参照ください。 

（※３）非課税世帯等とは、市民税非課税世帯、生活保護受給世帯、児童福祉法上の里親世帯等のこと

をいいます。 

子どものための教育・保育給付認定との区別をつけるため、以降は、子育てのための施設等利

用給付認定の区分を「新１号認定」、「新２号認定」、「新３号認定」と表記します。 

第２章 保育の必要性の認定について ≫ ２－３ 子育てのための施設等利用給付認定 
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●認定の申請についての注意点 

 お子さんが無償化の給付対象施設を新たに利用する場合、利用開始日までに施設等利用給付認定の申

請をする必要があります。利用開始日を遡って認定することはできません。利用開始後に施設等利用給

付認定の申請をした場合は、申請を受理した日から給付対象となります。 

 

 

●認定の変更について 

施設等利用給付認定に記載している内容（保護者の住所等）や、認定内容（認定を受けているお子

さんの年齢や「保育を必要とする事由」等）に変更が生じた場合は直ちに認定内容の変更手続を行う

必要があります。適正な変更手続を行っていない場合、市が認定を取り消すことがあります。 

 

施設等利用給付認定変更申請手続が必要な場合（例） 

認定区分が変更となる場合 

○新制度幼稚園に在園する１号認定を受けているお子さんが、新たに「保育を必要とする事由」に

該当する状況となり、預かり保育を多く利用するようになった場合 

○新制度未移行幼稚園に在園する新２・新３号認定を受けているお子さんが、「保育を必要とする事

由」に該当しなくなった場合 

認定証に記載している内容が変更となる場合 

○施設等利用給付認定申請を行った保護者の氏名、住所、連絡先、勤務先、世帯員構成等が変わっ

た場合 

○施設等利用給付認定申請の対象となるお子さんの氏名等が変わった場合 

〇保育の必要性の事由が変わった場合（例：就労から妊娠・出産に変更する等） 

 

【施設等利用給付認定変更申請手続の手順】 

① お持ちの認定証と施設等利用給付認定申請書を提出する 

 以下の必要な書類を住民票のある市区町村の保育担当窓口又は現在通っている施設へ提出してく

ださい。（原則、変更希望月の前月の15日まで） 

必要な書類 

 

 

①施設等利用給付認定申請書兼現況届【変更申請用】 

②現在お持ちの施設等利用給付認定通知書 

③保育を必要とする事由を確認するための書類（詳細はP.３３をご参照ください。） 

（※認定区分を新２号認定・新３号認定へ変更する方のみ必要です。） 

▼   
▼ 

 

② 変更が認められた場合  ② 変更が認められない場合 

施設等利用給付認定の変更が認められた場合、旧

認定と引き換えに新しい認定を通知します。 

 施設等利用給付認定の変更が認められな

い場合、理由を付けてその旨を通知しま

す。 

  

第２章 保育の必要性の認定について ≫ ２－３ 子育てのための施設等利用給付認定 



-13- 

 

●認定の取り消しについて 

 下記のような場合、市は施設等利用給付認定を取り消すことがあります。認定が取り消された場合、

無償化の給付対象外となりますので、市や施設へご相談のうえ、必ず施設等利用給付認定変更申請手続

等を行ってください。なお、認定の取り消しを行ったときは、子ども・子育て支援法に基づき、理由を

付して通知を行います。 

 

認定の取り消しを行う場合 

○新３号認定の対象となっているお子さんの保護者が保育を必要とする事由に該当しなくなったま

たは非課税世帯等（※１）の保護者に該当しなくなった場合 

○施設等利用給付認定の有効期間内に市外へ転出した場合 

○申請内容が虚偽であることが判明した場合 

〇施設等利用給付を受けている児童が、認可保育所等（※２）または企業主導型保育事業に入所し

た場合 

（※１）非課税世帯等とは、市民税非課税世帯、生活保護世帯、児童福祉法上の里親世帯のことをいい

ます。 

（※２）認可保育所等とは、認可保育所、地域型保育事業所、認定こども園（保育枠）のことをいいま

す。 

 

●認定通知書の再発行について 

 通知された施設等利用給付認定通知書を紛失、汚損、破損してしまった場合は、認定の有効期間内に

限り、施設等利用給付認定通知書の再発行を行います。再発行を希望される方は、下記の書類を、市の

窓口または現在利用している施設へ提出してください。 

 

必要な書類 

 

① 東村山市子育てのための施設等利用給付認定通知書再発行願い兼理由書 

② 破損・汚損の場合：現在お持ちの、汚れたり、破れたりしてしまった子育ての

ための施設等利用給付認定通知書 

紛失の場合：特に必要ありません 

※再発行を行った後に、紛失した子育てのための施設等利用給付認定通知書を見つけた場合は、速や

かに市へ提出してください。 
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