
R1.9.1 改訂版 

こしがや 
「プラス保育」

幼稚園

ライス
（定額の預かり保育で） 

イフ
（仕事など 

毎日の生活をしやすく）

マイル
（３歳児以上も安心して 

預け先確保）

プ
ラ
ス

  「プラス保育」幼稚園とは 

  ・「プラス保育枠(定額預かり保育)」の対象者は 

  ・教育・保育施設希望者の選択肢はどうなるか

  ・保育料は保育施設とどのくらい違うか 

  ・利用申込の方法 

  実施する幼稚園・認定こども園の一覧 
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越谷市子ども家庭部子ども育成課
〒343-8501 越谷市越ヶ谷四丁目２番１号（市役所第二庁舎２階）

電話 ０４８－９６３－９１６７（直通） 

https://www.city.koshigaya.saitama.jp

子育てを
サポートします！



 越谷市では、保育施設希望者にやさしい長時間

預かり保育を行う私立幼稚園及び認定こども園

(教育部分)を市独自の「こしがや「プラス保育」

幼稚園」として認定し、支援しています。認定園

では、教育時間前後の預かり保育を充実させると

ともに、保育所等の条件を満たす人が利用できる

「プラス保育枠」を設定し、８時～１８時の預か

り保育を原則無料で行います。

「３歳からは預かり保育のある幼稚園に通わ

せたい」という保護者のニーズに私立幼稚園と協

力して応えていきます。

１０時間以上開園

８時以前から１８時以降

まで開園する

ので、仕事等

である程度長

時間の預かり

にも対応。園に

よっては、もっと長い預か

りも行う。

長期休業期間(夏休み等)も

平日は 3/4 以上開園

実施園には２種類あり、基

本型の園は夏休み・冬休

み・春休みにお休みがあ

る。 

※12/29～1/3 は冬休みで、この期間を除く。

振替休日などがある

どの程度あるかは冊子

「保育施設ガイド(９月上

旬発行)」で確認できる。 

土曜日は休園(※一部除く)

園によっては開園してい

るところも。一覧を確認

費用等が「見える」

預ける上で気に

なる情報を「保

育施設ガイド(９

月上旬発行)」等で公表する。

○保育料等の各種費用 

○平日参加が求められる

機会、休園日など 

定額預かり保育
保育所等の入所条件を満

たす児童に定額の預かり

保育を行う。 
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「プラス保育」

幼稚園とは  

８時以前～18 時以降開園など条件を満たす幼稚園を認定。
保育施設の入所条件を満たす方に「プラス保育枠※」で原則無料の預かり保育を行う。 

12 

9        3 

6 

     保育施設希望者の３歳児以降 

の入園先の選択肢に「プラス保育」

の幼稚園等が加わります！ 

連携施設が設定されている地域型 

保育では、連携先の幼稚園等に 

原則として入園できます！ 

１

２

10H 

イメージ幼稚園の１日と預かり保育

※基本型
の場合 

※各園の「プラス保育枠」には定員があります。 

「プラス保育」幼稚園は、保育施設希
望者にやさしい幼稚園等です。 
園によりますが、プラス保育枠になら
なくても充実した預かり保育を利用で
きます。 
 ライフスタイルを踏まえ、お考えくだ
さい。 

ポイント 

8:30～
バス・歩き

朝の自由遊び
お友達や先生と楽しい遊びの始まり

9:45 みんなで朝のごあいさつ
お始まり(朝礼) うたと体操

10:00 ★一斉保育
       体操、リズム遊び、水泳 
       カリキュラムに沿った活動 
12:00 ★昼食
       おいしいご飯をいただきます

★自由遊び

14:00
一斉降園
楽しかったね
またあした

8:00～
送り「いってらっしゃい」

15:00 おやつ
年少・年中・年長

教育時間

～18:00
順次降園

課外
教室

預かり保育 

預かり保育 

全園児 
※預かり保育が 
不要な子も 
入園している 

施設等
利用給付 
(新２号) プラス保育枠

(うち預かり保育給付希望者) 

           (うちプラス保育枠希望者) 

※プラス保育枠以外の場合、新２号認定があっても受入体制等 
により預かり保育を利用できない場合があります。 

基本型 
機能 

強化型 

平日の3/4以上開園 平日毎日開園 

お盆 

休み

450 円/日＝無償化による給付額

預かり保育料と給付の精算は市と幼稚園で直接行い

ますので、8～18 時の預かり保育料について、原則お

金のやり取りがありません。
※上記のほか幼稚園の保育料、給食費等がかかります。入園時には入

園料等がかかります。 

※上記と別におやつ代等の実費がかかる場合があります。また、８～

１８時を超える時間は延長保育料がかかります。

実質無料 



「プラス保育枠」の対象者は、次の条件をすべて満

たす方です。 

★越谷市民の３～５歳児（満３歳児は対象外） 

★新２号認定を受けていて、保護者（父母とも）に次のい

ずれかの「保育が必要な事由」が常時（月６４時間以上

（目安：週４日以上かつ１日４時間以上））ある 

★３か月以上継続して預かり保育を利用する必要がある 

保育が必要な事由 対象 
(※「常時」を満たすことが条件)

就労

日常の家事以外の仕事を

している場合
※フルタイムのほか、パートタイム、

居宅内労働などを含む(内職は条件有) 

対象 
※無収入の労働は、ボランティ

アと同義のため、就労とみな

せません。

就労

内定

求職活動を行い 

就労内定が出ている場合

適用となった月の１５日ま
で（４月の新入園児は４月末日ま
で）に勤務証明書(「勤務」にチ
ェックが入ったもの)を提出でき
る誓約をした場合のみ対象

就学 学校または職業訓練校に

在学している場合
対象

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

施設等利用給付認定が必要 
別途、施設等利用給付認定の新２号を幼稚園

に申請してください。

条件にあわない方・市外在住の方 
対象外ですが、「プラス保育枠」以外にも 

各園独自に月ぎめやスポット利用を行って

いますので、各園に御相談ください。 

振替休日
各園で創立記念日や行事等の振替休日があ

り、休園になります。具体的には、冊子「保

育施設ガイド(９月上旬発行)」に掲載してあり

ますので、御自身のライフスタイルに対応

できるか必ず御確認ください。 

「プラス保育枠」で定額預かり保育が

できる日と時間 
就労等で必要な日に必要な時間のみです。 

定員を超える場合 
各園に定員があります。定員を超える場合

は、各園が選考を行います。 

月途中の利用開始・月途中の退園 
月単位で考えますので、原則できません。

また、保育料の日割計算も行いません。 

夏休みのみの利用 
「プラス保育枠」の対象外となります。 

新入園児の注意
・お子さんが慣れる期間として、慣れ保育

があります。 

・入園式前の預かりについて、園によって

は代替手段（認可外保育施設等の利用）によ

る対応となる場合があります。 

●幼稚園 

●認定こども園(教育部分)

２
「プラス保育枠(定額預かり保育)」

の対象者は 

保育施設の入所条件を満たす方が対象（各園に定員有）。

原則として就労等で必要な時間のみ利用できる。

●地域型保育 
(定員１９名以下の 

小規模事業所。0～2歳)

保護者全てが 

フルタイム勤務 

保護者いずれかが

パートタイム勤務 

クラス年齢別の入園先 

「プラス保育」 

幼稚園教育を 

受けさせたい 

教育・保育施設希望者の 
選択肢はどうなるか 

※「プラス保育枠」には定員があります。幼稚園に入園できても、各園の申込状況により 
プラス保育枠の利用ができない場合があります（定員を超えた場合は各園で選考を行う）。 

行きはバス利用、帰りは自分で 

お迎え…といった利用も可能です。

園に御相談ください。

利用条件（よくお読みください）

●保育所 

●認定こども園 
（保育部分） 

「連携施設」なら 

原則そのまま 

入園！※

従来の 

流れ 

※カリキュラムや集団生活の中で、

教育や生きる力を育んでいます

※産前産後休暇中や育児休業中の場合は対象外です。
※同居の６５歳未満の保護者の父母が無職の場合は対象外です。
(病気等で保育できない場合を除く) 

※病気・障がいや介護・看護をしている方は、原則として対象外ですが、
預かり保育が必要であると園が判断できる場合は対象 
※満３歳児は対象外です。



（例）３歳児でかかる費用（8:00～18:00 で毎日預かる場合） 

施設名 保育料 その他の費用 合計 
私立保育園

との比較

私立 

保育園 Ａ 
保育園

0 円 主食代  1,000 円
副食費  4,500 円
寝具リース 1,000 円

6,500 円

私立 

幼稚園

※別途 

入 園 時

に 入 園

料 等 が

かかる

Ｂ 
幼稚園

27,000 円
施設等利用給付

  -25,700 円
実質 1,300 円

給食費  6,600 円
教材費  1,000 円
冷暖房費  500 円
＋預かり保育料 9,000 円
預かり保育給付-9,000 円

9,400 円 保育園比
+2,900 円

Ｃ 
幼稚園

25,500 円
施設等利用給付

  -25,500 円
実質     0 円

給食費  3,900 円
教材費  1,000 円
冷暖房費  500 円
＋預かり保育料 9,000 円
預かり保育給付-9,000 円

5,400 円 保育園比

-1,100 円

※園により保育料など各種費用は異なります。ぜひ比較してください。 

３
保育料は保育施設と

どのくらい違うか 

４ 実施する幼稚園

・認定こども園

基本型 機能強化型   土曜日実施 

平日に 11 時間以上開園    平日に週５日給食を実施 

新入園児の方

 「プラス保育枠」利
用申込書等を各園に提
出してください。提出
時期は園により異なり
ます(「プラス保育枠利用の手
引を参照)。 
※４月入園の場合、 
11月 8日までに各園
から利用可否の結果
をお知らせします。

在園児の方
 「プラス保育枠」利
用申込書等を各園に 
提出してください。 
 ４月からの利用は、
園から提出時期のお知
らせがあります。

※「プラス保育枠」には定員
があります。定員を超える
場合、各園が選考を行いま
すので、申込状況で利用で
きない可能性もあります。

入園手続は直接幼稚園に。 
入園の可否は幼稚園が決定。 


