
○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３月１９日 

条例第３７号 

改正 平成２８年３月２８日条例第４６号 

平成２９年３月２４日条例第２７号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）

第２７条第３項第２号、第２８条第２項第１号から第３号まで、第２９条第３項第２号及び第

３０条第２項第１号から第４号までに規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その

他の事情を勘案して市が定める額（以下「利用者負担額」という。）に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「標準時間認定保護者」とは、法第２０条第３項（法第２３条第３項

及び第５項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により認定を受

けた保育必要量が１月当たり平均２７５時間まで（１日当たり１１時間までに限る。）である

支給認定子どもに係る支給認定保護者をいい、「短時間認定保護者」とは、法第２０条第３項

の規定により認定を受けた保育必要量が１月当たり平均２００時間まで（１日当たり８時間ま

でに限る。）である支給認定子どもに係る支給認定保護者をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によ

る。 

（利用者負担額） 

第３条 利用者負担額は、次の各号に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

（１） 次のア又はイに掲げる支給認定子どもに係る支給認定保護者 当該支給認定保護者が

該当する別表第１の左欄に掲げる階層区分に応じ同表の右欄に定める額 

ア 教育認定子ども（法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給

認定子どもをいう。第５条において同じ。） 

イ 満３歳以上保育認定子ども（法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する支給認定子どもをいう。以下同じ。）（特別利用教育を受けたものに限る。） 

（２） 満３歳以上保育認定子ども（前号イに掲げるものを除く。）に係る支給認定保護者 当

該支給認定保護者が該当する別表第２の左欄に掲げる階層区分に応じ同表の右欄に定める額 

（３） 満３歳未満保育認定子ども等（満３歳未満保育認定子ども及び満３歳未満保育認定子

どもが満３歳に達したことにより法第２３条第２項又は第４項の規定により小学校就学前子

どもの区分の変更の認定（満３歳以上保育認定子どもへの変更の認定に限る。）が行われた
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場合における当該満３歳以上保育認定子どもであって満３歳に達する日以後の最初の３月３

１日までの間にあるものをいう。以下同じ。）に係る支給認定保護者 当該支給認定保護者

が該当する別表第３の左欄に掲げる階層区分に応じ同表の右欄に定める額 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、養育里親等（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

６条の３第８項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第６条の４第２項に規定

する養育里親又は同法第７条第１項に規定する児童福祉施設（乳児院、児童養護施設、情緒障

害児短期治療施設及び児童自立支援施設に限る。）の長をいう。）である支給認定保護者に係

る同号アに掲げる支給認定子どもについての利用者負担額は、３，０００円とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、児童福祉法第６条の４第１項に規定する里親である支給認定保

護者に係る満３歳以上保育認定子ども又は満３歳未満保育認定子ども等についての利用者負担

額は、０円とする。 

第４条 前条の規定にかかわらず、利用者負担額（法第２７条第３項第２号の市が定める額に限

る。）は、特定教育・保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算

定した額を超えることができない。 

２ 前条の規定にかかわらず、利用者負担額（法第２８条第２項第１号の市が定める額に限る。）

は、特定教育・保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した

額を超えることができない。 

３ 前条の規定にかかわらず、利用者負担額（法第２８条第２項第２号の市が定める額に限る。）

は、特別利用保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額

を超えることができない。 

４ 前条の規定にかかわらず、利用者負担額（法第２８条第２項第３号の市が定める額に限る。）

は、特別利用教育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額

を超えることができない。 

５ 前条の規定にかかわらず、利用者負担額（法第２９条第３項第２号の市が定める額に限る。）

は、特定地域型保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した

額を超えることができない。 

６ 前条の規定にかかわらず、利用者負担額（法第３０条第２項第１号の市が定める額に限る。）

は、特定地域型保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した

額を超えることができない。 

７ 前条の規定にかかわらず、利用者負担額（法第３０条第２項第２号の市が定める額に限る。）

は、特別利用地域型保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定

した額を超えることができない。 

８ 前条の規定にかかわらず、利用者負担額（法第３０条第２項第３号の市が定める額に限る。）

は、特定利用地域型保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定
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した額を超えることができない。 

９ 前条の規定にかかわらず、利用者負担額（法第３０条第２項第４号の市が定める額に限る。）

は、特例保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額を超

えることができない。 

（複数の支給認定子ども等がいる支給認定保護者に係る特例） 

第５条 前２条の規定にかかわらず、負担額算定基準子ども（幼稚園、特別支援学校の幼稚部、

保育所、児童福祉法第４３条の２に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園に

通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前子ども、

家庭的保育事業等（児童福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等をいう。）による

保育を受ける小学校就学前子ども、児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援

若しくは同条第３項に規定する医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども又は小学校

（義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）第１学年から第３学年までに在学する子ども

（以下この条において「小学校第３学年修了前子ども」という。）をいう。以下この条におい

て同じ。）が同一世帯に２人以上いる場合の支給認定保護者に係る次の各号に掲げる支給認定

子どもに関する利用者負担額は、次の各号に掲げる支給認定子どもの区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

（１） 次のアからウまでに掲げる支給認定子ども 前２条の規定により算定される額の２分

の１に相当する額 

ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうち小学校第３学年修了前子どもが１人

のみである場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子ども（当該支給認定保護者

に係る負担額算定基準子どもである小学校就学前子どものうち最年長者をいう。以下この

条において同じ。）である教育認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年修了前子どもがい

る場合における負担額算定基準小学校就学前子ども（当該支給認定保護者に係る負担額算

定基準子どもである小学校就学前子どもをいう。以下この条において同じ。）（最年長負

担額算定基準小学校就学前子どもを除く当該支給認定保護者に係る負担額算定基準小学校

就学前子どものうち最年長者であるものに限る。ウ及び次号において同じ。）である満３

歳以上保育認定子ども又は満３歳未満保育認定子ども等 

ウ 支給認定保護者に係る全ての負担額算定基準子どもが小学校就学前子どもの場合におけ

る負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども 

（２） 次のアからウまでに掲げる支給認定子ども ０円 

ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年修了前子どもが２

人以上いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである教育認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る負担額算定基準子どものうちに小学校第３学年修了前子どもがい
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る場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである教育認定子ども 

ウ 負担額算定基準子ども（最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準

小学校就学前子どもを除く。）である支給認定子ども 

第６条 前３条の規定にかかわらず、負担額算定基準者（支給認定保護者と生計を一にする当該

支給認定保護者に監護される者その他規則で定める者をいう。以下この条において同じ。）が

同一世帯に２人以上いる場合の支給認定保護者（教育認定子どもに係る支給認定保護者にあっ

ては別表第１の左欄に掲げるC４階層又はC６階層に該当する者、満３歳以上保育認定子どもに

係る支給認定保護者にあっては別表第２の、満３歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者

にあっては別表第３のそれぞれ左欄に掲げるC２階層、C４階層又はC６階層に該当する者に限

る。）に係る次の各号に掲げる支給認定子どもに関する利用者負担額は、当該各号に掲げる支

給認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 次のア又はイに掲げる支給認定子ども 第３条及び第４条の規定により算定される額

の２分の１に相当する額 

ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準者のうち小学校の始期に達した者が１人のみであ

る場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子ども（当該支給認定保護者に係る負

担額算定基準者である小学校就学前子どものうち最年長者をいう。以下この条において同

じ。）である支給認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る全ての負担額算定基準者が小学校就学前子どもの場合における負

担額算定基準小学校就学前子ども（当該支給認定保護者に係る負担額算定基準者である小

学校就学前子どもをいう。以下この条において同じ。）（最年長負担額算定基準小学校就

学前子どもを除く当該支給認定保護者に係る負担額算定基準小学校就学前子どものうち最

年長者であるものに限る。）である支給認定子ども 

（２） 次のアからウまでに掲げる支給認定子ども ０円 

ア 支給認定保護者に係る負担額算定基準者のうちに小学校の始期に達した者が２人以上い

る場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る負担額算定基準者のうち小学校の始期に達した者が１人のみであ

る場合における負担額算定基準小学校就学前子ども（最年長負担額算定基準小学校就学前

子どもを除く。）である支給認定子ども 

ウ 支給認定保護者に係る全ての負担額算定基準者が小学校就学前子どもの場合における負

担額算定基準小学校就学前子ども（最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び最年長

負担額算定基準小学校就学前子どもを除く当該支給認定保護者に係る負担額算定基準小学

校就学前子どものうち最年長者であるものを除く。）である支給認定子ども 

２ 前３条の規定にかかわらず、負担額算定基準者が同一世帯に２人以上いる場合の支給認定保

護者（教育認定子どもに係る支給認定保護者にあっては別表第１の左欄に掲げるB階層、C２階
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層、C３階層又はC５階層に該当する者、満３歳以上保育認定子どもに係る支給認定保護者にあ

っては別表第２の、満３歳未満保育認定子どもに係る支給認定保護者にあっては別表第３のそ

れぞれ左欄に掲げるB階層、C１階層、C３階層、C５階層、C７階層又はC９階層に該当する者に

限る。）に係る支給認定子ども（当該支給認定保護者に係る負担額算定基準者のうち最年長者

であるものを除く。）に関する利用者負担額は、０円とする。 

（利用者負担額の減額） 

第７条 市長は、災害その他の特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、

利用者負担額を減額することができる。 

（適用除外） 

第８条 和歌山市立学校条例（昭和４８年条例第５０号）第２条の規定により本市が設置する幼

稚園に在籍する支給認定子どもに係る利用者負担額については、この条例の規定は、適用しな

い。 

（規則への委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 第３条（第１項第２号及び第３項に係る部分に限る。）、第４条、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、第７条及び別表第２の規定は、満３歳以上保

育認定子どもに係る法附則第６条第４項に規定する額について準用する。 

３ 第３条（第１項第３号及び第３項に係る部分に限る。）、第４条、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、第７条及び別表第３の規定は、満３歳未満保

育認定子ども等に係る法附則第６条第４項に規定する額について準用する。 

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１（第３条関係） 

階層区分 定義 金額 

A階層 被保護世帯等（その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これに準ずる者

として規則で定めるものである世帯をいう。別表第２及び別表第３

において同じ。）に属すること。 

０円 

B階層 支給認定保護者等（支給認 支給認定保護者が母子、父子世帯等（そ ０円 
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定保護者その他の支給認定

子どもの生計を維持する者

として規則で定めるものを

いう。以下同じ。）が当年

度分の地方税法（昭和２５

年法律第２２６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。以下単に「市町村民税」

という。）が課されないこ

と（A階層に該当する場合を

除く。）。 

の世帯に属する者が母子及び父子並び

に寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２

９号）第６条第６項に規定する配偶者

のない女子で現に児童を扶養している

ものその他規則で定める者である世帯

をいう。以下同じ。）に属する場合 

支給認定保護者が母子、父子世帯等以

外の世帯に属する場合 

１，５００円 

C１階層 支給認定保護者等が当年度

分の市町村民税（個人の均

等割（地方税法第２９２条

第１項第１号に掲げる均等

割をいう。以下同じ。）を

除く。）が課されないこと

（A階層及びB階層に該当す

る場合を除く。）。 

支給認定保護者が母子、父子世帯等に

属する場合 

０円 

C２階層 支給認定保護者が母子、父子世帯等以

外の世帯に属する場合 

３，０００円 

C３階層 支給認定保護者等について

当年度分の市町村民税の地

方税法第２９２条第１項第

２号に掲げる所得割（同法

第３２８条の規定によって

課する所得割を除く。以下

同じ。）の額を合算した額

（以下「市町村民税所得割

合算額」という。）が４８，

６００円以下であること。 

支給認定保護者が母子、父子世帯等に

属する場合 

３，０００円 

C４階層 支給認定保護者が母子、父子世帯等以

外の世帯に属する場合 

７，７００円 

C５階層 支給認定保護者等の当年度

分の市町村民税所得割合算

額が４８，６０１円以上７

支給認定保護者が母子、父子世帯等に

属する場合 

３，０００円 

C６階層 支給認定保護者が母子、父子世帯等以 １０，１００円 
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７，１００円以下であるこ

と。 

外の世帯に属する場合 

D１階層 支給認定保護者等の当年度分の市町村民税所得割合算額が７７，１

０１円以上２１１，２００円以下であること。 

１６，５００円 

D２階層 支給認定保護者等の当年度分の市町村民税所得割合算額が２１１，

２０１円以上２５０，０００円以下であること。 

２０，８００円 

D３階層 支給認定保護者等の当年度分の市町村民税所得割合算額が２５０，

００１円以上であること。 

２１，７００円 

別表第２（第３条関係） 

階層区分 定義 金額 

標準時間認定保護者 短時間認定保護者 

A階層 被保護世帯等に属すること。 ０円 ０円 

B階層 支給認定保護者

等が当年度分の

市町村民税が課

されないこと（A

階層に該当する

場合を除く。）。 

支給認定保護者が母

子、父子世帯等に属す

る場合 

０円 ０円 

支給認定保護者が母

子、父子世帯等以外の

世帯に属する場合 

３，０００円 ３，０００円 

C１階層 支給認定保護者

等が当年度分の

市町村民税（個人

の均等割を除

く。）が課されな

いこと（A階層及

びB階層に該当す

る場合を除く。）。 

支給認定保護者が母

子、父子世帯等に属す

る場合 

３，０００円 ３，０００円 

C２階層 支給認定保護者が母

子、父子世帯等以外の

世帯に属する場合 

７，７００円 ７，７００円 

C３階層 支給認定保護者

等の当年度分の

市町村民税所得

割合算額が４８，

６００円未満で

あること． 

支給認定保護者が母

子、父子世帯等に属す

る場合 

３，０００円 ３，０００円 

C４階層 支給認定保護者が母

子、父子世帯等以外の

世帯に属する場合 

１０，５００円 １０，４００円 

C５階層 支給認定保護者 支給認定保護者が母 ３，０００円 ３，０００円 
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等の当年度分の

市町村民税所得

割合算額が４８，

６００円以上５

７，７００円未満

であること。 

子、父子世帯等に属す

る場合 

C６階層 支給認定保護者が母

子、父子世帯等以外の

世帯に属する場合 

１４，３００円 １４，１００円 

C７階層 支給認定保護者

等の当年度分の

市町村民税所得

割合算額が５７，

７００円以上５

９，６００円未満

であること。 

支給認定保護者が母

子、父子世帯等に属す

る場合 

３，０００円 ３，０００円 

C８階層 支給認定保護者が母

子、父子世帯等以外の

世帯に属する場合 

１５，６００円 １５，４００円 

C９階層 支給認定保護者

等の当年度分の

市町村民税所得

割合算額が５９，

６００円以上７

７，１０１円未満

であること。 

支給認定保護者が母

子、父子世帯等に属す

る場合 

３，０００円 ３，０００円 

C１０階層 支給認定保護者が母

子、父子世帯等以外の

世帯に属する場合 

１８，９００円 １８，６００円 

D１階層 支給認定保護者等の当年度分の市町村

民税所得割合算額が７７，１０１円以上

９７，０００円未満であること。 

２２，１００円 ２１，８００円 

D２階層 支給認定保護者等の当年度分の市町村

民税所得割合算額が９７，０００円以上

１１９，９００円未満であること。 

２３，６００円 ２３，２００円 

D３階層 支給認定保護者等の当年度分の市町村

民税所得割合算額が１１９，９００円以

上１３７，１００円未満であること。 

２４，２００円 ２３，８００円 

D４階層 支給認定保護者等の当年度分の市町村

民税所得割合算額が１３７，１００円以

上１６９，０００円未満であること。 

２６，１００円 ２５，７００円 

D５階層 支給認定保護者等の当年度分の市町村 ２９，１００円 ２８，７００円 
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民税所得割合算額が１６９，０００円以

上３０１，０００円未満であること。 

D６階層 支給認定保護者等の当年度分の市町村

民税所得割合算額が３０１，０００円以

上３９７，０００円未満であること。 

３２，１００円 ３１，６００円 

D７階層 支給認定保護者等の当年度分の市町村

民税所得割合算額が３９７，０００円以

上であること。 

３５，１００円 ３４，６００円 

別表第３（第３条関係） 

階層区分 定義 金額 

標準時間認定保護者 短時間認定保護者 

A階層 被保護世帯等に属すること。 ０円 ０円 

B階層 支給認定保護者

等が当年度分の

市町村民税が課

されないこと（A

階層に該当する

場合を除く。）。 

支給認定保護者が母

子、父子世帯等に属す

る場合 

０円 ０円 

支給認定保護者が母

子、父子世帯等以外の

世帯に属する場合 

４，５００円 ４，５００円 

C１階層 支給認定保護者

等が当年度分の

市町村民税（個人

の均等割を除

く。）が課されな

いこと（A階層及

びB階層に該当す

る場合を除く。）。 

支給認定保護者が母

子、父子世帯等に属す

る場合 

４，５００円 ４，５００円 

C２階層 支給認定保護者が母

子、父子世帯等以外の

世帯に属する場合 

１０，７００円 １０，７００円 

C３階層 支給認定保護者

等の当年度分の

市町村民税所得

割合算額が４８，

６００円未満で

あること。 

支給認定保護者が母

子、父子世帯等に属す

る場合 

４，５００円 ４，５００円 

C４階層 支給認定保護者が母

子、父子世帯等以外の

世帯に属する場合 

１３，６００円 １３，４００円 

C５階層 支給認定保護者 支給認定保護者が母 ４，５００円 ４，５００円 
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等の当年度分の

市町村民税所得

割合算額が４８，

６００円以上５

７，７００円未満

であること。 

子、父子世帯等に属す

る場合 

C６階層 支給認定保護者が母

子、父子世帯等以外の

世帯に属する場合 

１８，０００円 １７，７００円 

C７階層 支給認定保護者

等の当年度分の

市町村民税所得

割合算額が５７，

７００円以上５

９，６００円未満

であること。 

支給認定保護者が母

子、父子世帯等に属す

る場合 

４，５００円 ４，５００円 

C８階層 支給認定保護者が母

子、父子世帯等以外の

世帯に属する場合 

２１，０００円 ２０，７００円 

C９階層 支給認定保護者

等の当年度分の

市町村民税所得

割合算額が５９，

６００円以上７

７，１０１円未満

であること。 

支給認定保護者が母

子、父子世帯等に属す

る場合 

４，５００円 ４，５００円 

C１０階層 支給認定保護者が母

子、父子世帯等以外の

世帯に属する場合 

２４，９００円 ２４，５００円 

D１階層 支給認定保護者等の当年度分の市町村

民税所得割合算額が７７，１０１円以上

９７，０００円未満であること。 

３０，０００円 ２９，５００円 

D２階層 支給認定保護者等の当年度分の市町村

民税所得割合算額が９７，０００円以上

１１９，９００円未満であること。 

３５，６００円 ３５，０００円 

D３階層 支給認定保護者等の当年度分の市町村

民税所得割合算額が１１９，９００円以

上１３７，１００円未満であること。 

４０，９００円 ４０，３００円 

D４階層 支給認定保護者等の当年度分の市町村

民税所得割合算額が１３７，１００円以

上１６９，０００円未満であること。 

４４，５００円 ４３，８００円 

D５階層 支給認定保護者等の当年度分の市町村 ５４，９００円 ５４，０００円 
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民税所得割合算額が１６９，０００円以

上３０１，０００円未満であること。 

D６階層 支給認定保護者等の当年度分の市町村

民税所得割合算額が３０１，０００円以

上３９７，０００円未満であること。 

６４，０００円 ６３，０００円 

D７階層 支給認定保護者等の当年度分の市町村

民税所得割合算額が３９７，０００円以

上であること。 

７４，０００円 ７２，８００円 
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