
○和歌山市立保育所条例 

昭和３２年１０月３日 

条例第３１号 

改正 昭和３３年３月２７日条例第１９号 

昭和３４年８月１日条例第２９号 

昭和３５年３月２６日条例第６号 

昭和３５年９月２６日条例第１６号 

昭和３６年７月１４日条例第２４号 

昭和３７年３月３０日条例第４号 

昭和４０年４月２日条例第１７号 

昭和４１年３月３０日条例第８号 

昭和４１年９月３日条例第２８号 

昭和４２年３月２３日条例第１３号 

昭和４２年１０月１１日条例第３９号 

昭和４３年３月２６日条例第８号 

昭和４３年９月２４日条例第４１号 

昭和４４年１０月１６日条例第２６号 

昭和４５年１０月９日条例第２０号 

昭和４６年２月２５日条例第２号 

昭和４６年３月２２日条例第９号 

昭和４６年１２月２４日条例第４９号 

昭和４７年７月１９日条例第１９号 

昭和４８年３月３１日条例第９号 

昭和４８年１２月２０日条例第４６号 

昭和４９年３月３１日条例第１５号 

昭和４９年７月１８日条例第３０号 

昭和５０年３月１９日条例第９号 

昭和５１年３月３０日条例第１４号 

昭和５１年１０月２日条例第４８号 

昭和５１年１２月２３日条例第５９号 

昭和５２年３月３１日条例第８号 

昭和５４年３月１９日条例第１３号 

昭和５４年１２月２２日条例第３５号 

昭和５５年３月２９日条例第９号 
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昭和５６年３月２７日条例第１２号 

昭和５７年３月２７日条例第６号 

昭和５８年３月２４日条例第８号 

昭和６２年３月２８日条例第２２号 

昭和６３年３月３１日条例第１１号 

平成元年１２月２１日条例第６６号 

平成２年１２月２１日条例第３３号 

平成１３年３月２８日条例第１５号 

平成１４年１０月４日条例第４２号 

平成１７年１０月５日条例第８２号 

平成１８年１０月３日条例第４４号 

平成２１年７月８日条例第３７号 

平成２１年１２月１６日条例第５１号 

平成２４年３月２３日条例第１０号 

平成２６年３月４日条例第２号 

平成２７年３月１９日条例第３６号 

平成２８年３月２８日条例第４５号 

平成２９年３月２４日条例第１２号 

（設置） 

第１条 本市は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第３項の規定により、和歌

山市立保育所（以下「保育所」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。 

（保育に係る費用の徴収等） 

第３条 保育所における保育を受ける保育認定子ども（子ども・子育て支援法（平成２４年法律

第６５号）第５９条第２号に規定する保育認定子どもをいう。第６項において同じ。）に係る

支給認定保護者（同法第２０条第４項に規定する支給認定保護者をいう。第３項及び第６項に

おいて同じ。）は、当該保育（保育必要量（同条第３項に規定する保育必要量をいう。以下こ

の条において同じ。）の範囲内のものに限る。）に係る費用を納付しなければならない。 

２ 和歌山市特定教育・保育及び特定地域型保育等に係る利用者負担額に関する条例（平成２７

年条例第３７号）第３条（第１項第２号及び第３号並びに第３項に係る部分に限る。）、第４

条第１項、第５条（第１号イ及びウ並びに第２号ウに係る部分に限る。）、第６条、別表第２

及び別表第３の規定は、前項に規定する費用の額について準用する。 

３ 保育所における特別利用保育（子ども・子育て支援法第２８条第１項第２号に規定する特別
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利用保育をいう。以下この項において同じ。）を受ける支給認定子ども（同法第２０条第４項

に規定する支給認定子どもをいう。）に係る支給認定保護者は、当該特別利用保育に係る費用

を納付しなければならない。 

４ 和歌山市特定教育・保育及び特定地域型保育等に係る利用者負担額に関する条例第３条（第

１項第１号及び第２項に係る部分に限る。）、第４条第３項、第５条（第１号ア及びウ並びに

第２号に係る部分に限る。）、第６条及び別表第１の規定は、前項に規定する費用の額につい

て準用する。 

５ 市長は、災害その他の特別な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、第１

項及び第３項に規定する費用の額を減額し、又は免除することができる。 

６ 保育認定子どもが、当該保育認定子ども又はその支給認定保護者のやむを得ない理由により

時間外保育（保育所において規則で定める日の規則で定める時間帯以外の時間に行う保育（保

育必要量の範囲内のものを除く。）をいう。以下この項において同じ。）を受けたときは、当

該保育認定子どもに係る支給認定保護者は、当該時間外保育１日につき２００円を納付しなけ

ればならない。 

（休日保育の実施等） 

第４条 市は、規則で定める保育所において休日保育（本市に住所を有する幼児（児童福祉法第

４条第１項第２号に規定する幼児をいう。以下この条及び次条において同じ。）の保護者（同

法第６条第２項に規定する保護者をいう。以下同じ。）の労働又は疾病その他の事由により当

該幼児について保育所において規則で定める日に行う保育をいう。）を行う。 

２ 休日保育を受けた幼児の保護者は、当該休日保育の実施に要する費用として当該休日保育を

受けた日１日につき２，１００円を納付しなければならない。 

（一時預かり事業の実施等） 

第５条 市は、規則で定める保育所において、本市に住所を有する幼児について、児童福祉法第

６条の３第７項に規定する一時預かり事業を行う。 

２ 一時預かり事業に係る便宜を受けた幼児の保護者は、当該一時預かり事業の実施に要する費

用として当該便宜を受けた日１日につき１，９００円を納付しなければならない。 

（病後児保育事業の実施等） 

第６条 市は、規則で定める保育所において病後児保育事業（保育を必要とする乳児・幼児（児

童福祉法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳児・幼児をいう。）であって

満１歳以上のもの又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受け

ることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかっているもの（回復期

にあるものに限る。次項において「病後児」という。）について保育所において保育を行う事

業をいう。）を行う。 

２ 病後児保育事業に係る便宜（以下この項において単に「便宜」という。）を受けた病後児の
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保護者は、当該病後児保育事業の実施に要する費用として便宜を受けた日１日につき次の各号

に掲げる保護者の区分に応じ、当該各号に定める額を納付しなければならない。 

（１） 次号及び第３号に掲げる者以外の者 ２，０００円 

（２） その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が便宜を受けた月の属する年度（便宜を受

けた月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。）が課されない者

（次号に該当するものを除く。） １，０００円 

（３） その属する世帯に属する者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項

に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第１項の

支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の

一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号）附則第４条第１項の支援給付を含む。）

を受ける者である世帯に属する者 ０円 

（規則への委任） 

第７条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

ただし、第４条の規定は、昭和３２年４月１日から適用する。 

附 則（昭和３３年３月２７日） 

この条例は、昭和３３年４月１日から施行する。 

附 則（昭和３４年８月１日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

ただし、西脇保育所および安原保育所に関する改正規定は、昭和３１年９月１日から適用する。 

附 則（昭和３５年３月２６日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和３５年９月２６日） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和３５年９月１日から適用する。 

附 則（昭和３６年７月１４日） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和３６年４月１日から適用する。 

附 則（昭和３７年３月３０日） 

この条例は、昭和３７年４月１日から施行する。 

付 則（昭和４０年４月２日） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４０年４月１日から適用する。 

付 則（昭和４１年３月３０日） 
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この条例は、昭和４１年４月１日から施行する。 

付 則（昭和４１年９月３日） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４１年９月１日から適用する。 

付 則（昭和４２年３月２３日） 

この条例は、昭和４２年４月１日から施行する。 

付 則（昭和４２年１０月１１日） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４２年１０月１日から適用する。 

付 則（昭和４３年３月２６日） 

この条例は、昭和４３年４月１日から施行する。 

付 則（昭和４３年９月２４日） 

この条例は、昭和４３年１０月１日から施行する。 

付 則（昭和４４年１０月１６日） 

この条例は、昭和４４年１２月１日から施行する。 

付 則（昭和４５年１０月９日） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４５年７月１日から適用する。 

ただし、安原保育所に関する改正規定は、昭和４５年９月１日から適用する。 

付 則（昭和４６年２月２５日） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４６年２月１日から適用する。 

付 則（昭和４６年３月２２日） 

この条例は、昭和４６年４月１日から施行する。 

付 則（昭和４６年１２月２４日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（昭和４７年７月１９日 第１条の規定については昭和４７．９．１施行、規則５

４ 第２条の規定については昭和４７．１０．１施行、規則５７） 

この条例の施行期日は、公布の日から起算して６月をこえない範囲内において、各規定につき、

規則で定める。 

付 則（昭和４８年３月３１日 第１条の規定については昭和４８．６．１施行、規則３

９ 第２条の規定については昭和４８．７．１施行、規則４７） 

この条例は、公布の日から起算して６月をこえない範囲内において、各規定につき、規則で定

める日から施行する。 

付 則（昭和４８年１２月２０日） 

この条例は、昭和４９年１月１日から施行する。 

附 則（昭和４９年３月３１日） 

この条例は、昭和４９年４月１日から施行する。 
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附 則（昭和４９年７月１８日 昭和４９．１０．１施行、規則５９） 

この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行

する。 

附 則（昭和５０年３月１９日 第２条の規定については、昭和５０．６．１施行、規則

３０） 

この条例は、昭和５０年４月１日から施行する。 

ただし、第２条の規定は、規則で定める日から施行する。 

附 則（昭和５１年３月３０日 昭和５１．８．１第２条施行、規則４５） 

この条例は、昭和５１年４月１日から施行する。 

ただし、第２条の規定は、規則で定める日から施行する。 

附 則（昭和５１年１０月２日 昭和５１．１２．１施行、規則６３） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

附 則（昭和５１年１２月２３日） 

この条例は、昭和５２年１月１日から施行する。 

附 則（昭和５２年３月３１日 昭和５２．８．１第１条及び第２条施行、規則４０ 昭

和５２．１０．１第３条施行、規則４７） 

この条例は、各規定につき、規則で定める日から施行する。 

附 則（昭和５４年３月１９日 昭和５４．５．１第２条施行及び昭和５４．６．１第１

条施行、規則２７） 

この条例は、各規定につき、規則で定める日から施行する。 

附 則（昭和５４年１２月２２日） 

この条例は、昭和５５年１月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年３月２９日 昭和５５．５．１施行、規則３２） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

附 則（昭和５６年３月２７日 昭和５６．４．１施行、規則１２の２） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

附 則（昭和５７年３月２７日 昭和５７．６．１施行、規則３３の２） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

附 則（昭和５８年３月２４日 昭和５８．６．１施行、規則２９） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

附 則（昭和６２年３月２８日） 

この条例は、昭和６２年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６３年３月３１日） 

この条例は、昭和６３年４月１日から施行する。 
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附 則（平成元年１２月２１日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２年１２月２１日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年３月２８日） 

この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年１０月４日） 

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年１０月５日） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年１０月３日） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年７月８日） 

この条例は、平成２１年８月２２日から施行する。 

附 則（平成２１年１２月１６日） 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２３日） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月４日） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１９日） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２８日） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２４日） 

この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

名称 位置 

砂山保育所 和歌山市砂山南２丁目１番４号 

宮前保育所 和歌山市北中島１丁目２番６号 

中之島保育所 和歌山市中之島１４９６番地 

芦原保育所 和歌山市島崎町５丁目１２番地 

名草保育所 和歌山市紀三井寺２８７番地 
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楠見保育所 和歌山市楠見中１０５番地 

新南保育所 和歌山市新生町２番１２号 

川永保育所 和歌山市楠本２８４番地の１ 

小倉保育所 和歌山市新庄５６番地 

西脇保育所 和歌山市西庄１０１６番地 

安原保育所 和歌山市本渡３９６番地の４ 

四箇郷保育所 和歌山市加納１８１番地の５ 

宮北保育所 和歌山市黒田３５４番地の１ 

宮保育所 和歌山市太田４丁目５番２０号 

西和佐保育所 和歌山市岩橋１３１７番地の４ 

杭ノ瀬保育所 和歌山市杭ノ瀬１９番地の８ 

鳴神保育所 和歌山市鳴神６９５番地 

栄谷保育所 和歌山市栄谷４２８番地の３ 
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