


所得 助成額

714万円未満 20,000円

887万円未満 15,000円

993万円未満 10,000円

1,079万円未満 5,000円

1,079万円以上 0円

板橋区H26年度予算案
認証保育所の所得階層別助成額



所得 人数 人数(累計) 保育料

200万円未満 1,129
(13%)

1,129
(約13%) 0~1,000円

300万円未満 388
(4.4%)

1517
(約17%) ~3,500円

500万円未満 2,072
(23%)

3589
(約41%) ~17,800円

714万円未満 1,701
(19%)

5290
(約60%) ~24,800円

887万円未満 1,051
(12%)

6,341
(約71%) ~29,500円

993万円未満 695
(8%)

7,036
(約90%) ~34,000円

1,079万円未満 435
(5%)

7,471
(85%) ~38,000円

1,079万円以上 1,363
(15%)

8,834
(100%) ~71,300円

認可保育園　所得別人数



所得 認可保育料 認証保育料 格差
200万円未満 0~1,000円 39,000 38,000
300万円未満 ~3,500円 39,000 35,500
500万円未満 ~17,800円 39,000 21,200
714万円未満 ~24800円 39,000 14,200
887万円未満 ~29,500円 44,000 14,500
993万円未満 ~34,000円 49,000 15,000
1079万円未満 ~38,000円 54,000 16,000
1079万円以上 40,100円

~71,300円
59,000 -

認可保育園と認証保育園の保育料格差



所得 認可保育料 認証保育料 格差
200万円未満 0~1,000円 39,000 38,000
300万円未満 ~3,500円 39,000 35,500
500万円未満 ~17,800円 39,000 21,200
714万円未満 ~24800円 39,000 14,200
887万円未満 ~29,500円 44,000 14,500
993万円未満 ~34,000円 49,000 15,000
1079万円未満 ~38,000円 54,000 16,000
1079万円以上 40,100円

~71,300円
59,000 -

認可保育園と認証保育園の保育料格差

●認可に通う6割が年収714万未満
● しかし、区は認証に通う4割(399人)が

年収714万未満と予想



所得 人数 %

～200万円　　 20 3.5

～300万円 5 0.9

～500万円 73 13

～700万円 44 7.7

～900万円 55 9.6

～1000万円 27 4.7

1000万円～ 350 61

合計 574 100

港区　認証保育所保育料補助金の階層別児童数

年収700万以下

１４２人
２５％



補助額/月

港区 ４～２万円

品川区 ４万円～０円 
※２歳までは認可との差額を補助

目黒区 ４万円～0円

杉並区 ６．７万円～０円 
※H25.10月より改定

江東区 2万円～1万円 
※2人目3万円～1.5万円、3人目以降4万円～2万円

世田谷区 2万円～0円

板橋区 2万円～0円
※H26年度予算案

2233区における認証保育所への補助制度

●所得階層区分に応じ助成している区
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小布施若者会議





小布施まちじゅう図書館





西台図書館

既存施設への簡易な大人用ベッドの設置について
高島平健康福祉センター

高島平地域センター
高島平図書館



徳丸地域センター

既存施設への簡易な大人用ベッドの設置について

成増図書館

いたばし総合ボランティアセンター


