
○和歌山市立学校条例 

昭和４８年１２月２０日 

条例第５０号 

改正 昭和５１年３月３０日条例第２２号 

昭和５１年１２月２３日条例第５９号 

昭和５２年１２月２３日条例第３７号 

昭和５３年３月３０日条例第１１号 

昭和５４年３月１９日条例第８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５号 

昭和５６年３月２７日条例第７号 

昭和５６年１２月２２日条例第３４号 

昭和５７年３月２７日条例第３号 

昭和５７年１２月２１日条例第３０号 

昭和５８年３月２４日条例第４号 

昭和５８年７月２２日条例第１９号 

昭和５８年１２月２８日条例第３８号 

昭和６０年３月３０日条例第６号 

昭和６０年１２月２４日条例第３５号 

昭和６１年７月１６日条例第１３号 

昭和６２年３月２８日条例第１２号 

昭和６２年７月１５日条例第５６号 

昭和６３年３月３１日条例第９号 

平成元年３月３１日条例第１５号 

平成元年１２月２１日条例第６６号 

平成２年３月３０日条例第７号 

平成２年１２月２１日条例第３１号 

平成２年１２月２１日条例第３３号 

平成３年３月２６日条例第１２号 

平成３年７月１９日条例第３７号 

平成４年３月３０日条例第６号 

平成４年７月１６日条例第２７号 

平成５年７月１２日条例第２０号 

平成５年１０月４日条例第２９号 
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平成８年３月２６日条例第８号 

平成８年１２月２０日条例第５４号 

平成１０年１２月２１日条例第３４号 

平成１４年３月２８日条例第１４号 

平成１６年１２月２２日条例第４８号 

平成１７年３月２５日条例第１７号 

平成２０年３月４日条例第３号 

平成２０年７月１日条例第５３号 

平成２２年３月２３日条例第１６号 

平成２２年４月２６日条例第２３号 

平成２２年７月１日条例第３１号 

平成２３年３月２２日条例第１４号 

平成２６年３月２４日条例第３９号 

平成２７年３月１９日条例第２８号 

平成２７年３月１９日条例第３８号 

平成２８年３月２８日条例第４７号 

平成２９年３月２４日条例第２０号 

平成２９年３月２４日条例第２８号 

第１条 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定により本市に設置する小学校及び中学校

の名称及び位置は、別表第１及び別表第２のとおりとする。 

第２条 本市に、義務教育学校、高等学校及び幼稚園を設置する。 

２ 義務教育学校、高等学校及び幼稚園の名称及び位置は、別表第２の２、別表第３及び別表第

４のとおりとする。 

第３条 高等学校に在学する者からは、授業料及び空気調整設備使用料を徴収する。 

２ 高等学校の全日制の課程に入学する者からは入学金を、高等学校に入学しようとする者から

は入学考査手数料を徴収する。 

３ 幼稚園に在籍する者（第６項及び第５条において「幼児」という。）の支給認定保護者（子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２０条第４項に規定する支給認定保護者を

いう。以下同じ。）からは、幼稚園の保育料（以下単に「保育料」という。）を徴収する。 

４ 高等学校の授業料、空気調整設備使用料、入学金及び入学考査手数料並びに保育料（以下「授

業料等」という。）の額は、次項に定めるもののほか、別表第５に定める額とする。 

５ 保育料の月額は、第３項の支給認定保護者が該当する別表第６の左欄に掲げる階層区分に応

じ、同表の右欄に定める額とする。 

６ 前項の規定にかかわらず、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
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福祉法（昭和２２年法律第１６４号）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（以下この項において「小学校第３学年修了前子ども」という。）をいう。

以下この項において同じ。）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

に掲げる幼児に関する保育料の月額は、当該各号に掲げる幼児の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

（１） 次のア又はイに掲げる幼児 前項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。以下この項において同じ。）

である幼児 

イ 支給認定保護者に係る全ての算定基準子どもが小学校就学前子どもの場合における算定

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。以下この項において同じ。）（最年長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。

次号において同じ。）である幼児 

（２） 次のアからウまでに掲げる幼児 ０円 

ア 支給認定保護者に係る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算定基準小学校就学前子どもである幼児 

イ 支給認定保護者に係る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

における算定基準小学校就学前子どもである幼児 

ウ 算定基準子ども（最年長算定基準小学校就学前子ども及び算定基準小学校就学前子ども

を除く。）である幼児 

７ 前２項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（支給認定保護者等（支給認定保護者その他の幼児

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。）の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。）の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割（同法第３２

８条の規定によって課する所得割を除く。）の額を合算した額（次項において「市町村民税所
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得割合算額」という。）が７７，１００円以下である者に限る。）に係る次の各号に掲げる幼

児に関する保育料の月額は、当該各号に掲げる幼児の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 次のア又はイに掲げる幼児 第５項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であるものをいう。以下この項

において同じ。）である幼児 

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。）である幼児 

（２） 次のアからウまでに掲げる幼児 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幼児 

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。）である幼児 

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。）である幼児 

８ 前３項の規定にかかわらず、母子、父子世帯等（そ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１２９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。次項及び別表第６において同

じ。）に属する支給認定保護者（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７

７，１００円以下である者に限る。次項において同じ。）に係る幼児に関する保育料の月額は、

３，０００円とする。 

９ 第５項から前項まで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

の母子、父子世帯等に属する支給認定保護者又は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。別表第６において同じ。）を除く。）が

課されない支給認定保護者等に係る支給認定保護者に係る幼児（これらの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。）に関する保育料の月額は、０円とす
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る。 

第４条 授業料等の納期及び納付日は、次のとおりとする。 

（１） 授業料及び空気調整設備使用料 教育委員会規則で定める納期 

（２） 入学金 入学の日から４月３０日まで（学年の中途で入学を許可された者にあっては、

入学の日から３０日以内） 

（３） 保育料 毎月初日から末日（１２月にあっては、翌年１月４日）まで 

（４） 入学考査手数料 入学願書提出の日 

２ 前項第１号から第３号までの規定にかかわらず、授業料、空気調整設備使用料、入学金及び

保育料の納期の末日が休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日及び日曜日をいう。以下この項において同じ。）又は土曜日に当たるときは、その日後

においてその日に最も近い休日又は土曜日でない日を納期限とみなす。 

第５条 既納の授業料等は、還付しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、保育料に係る支給認定保護者等の収入の減少その他の事

由により保育料の額を変更した場合において、既納の保育料の額が当該変更後の保育料の額を

超えるときは、その超える額に相当する額の保育料を還付するものとする。 

第６条 市長は、貧困その他特別の事情があると認める者に対しては、授業料等を減免すること

ができる。 

第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項（保育料に関する事項を除く。）は、教育委

員会規則で定める。 

２ この条例に定めるもののほか、保育料に関し必要な事項は、規則で定める。 

付 則 

１ この条例は、昭和４９年１月１日から施行する。 

２ 次の条例は、廃止する。 

（１） 和歌山市立小学校および中学校設置条例（昭和４６年条例第１２号） 

（２） 和歌山市立商業高等学校条例（昭和３２年条例第２号） 

（３） 和歌山市幼稚園条例（昭和２５年条例第１４号） 

３ 別表第５（空気調整設備使用料に係る部分に限る。）の規定は、普通教室に空気調整設備が

設けられていない場合には、適用しない。 

４ 平成２２年度以降の年度に係る高等学校の空気調整設備使用料については、当分の間、第３

条第１項の規定にかかわらず、徴収しない。 

附 則（昭和５１年３月３０日） 

この条例は、昭和５１年４月１日から施行する。 

ただし、この条例の規定による改正後の和歌山市立学校条例別表第５の規定は、昭和５１年度

以後に入学又は入園した者について適用し、昭和５０年度以前に入学又は入園した者については、
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なお従前の例による。 

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１２月２３日） 

この条例は、昭和５３年１月１日から施行する。 

附 則（昭和５３年３月３０日） 

１ この条例は、昭和５３年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の和歌山市立学校条例別表第５の規定は、昭和５３年度以後に入学す

る者について適用し、昭和５２年度以前に入学した者については、なお従前の例による。 

附 則（昭和５４年３月１９日） 

１ この条例は、昭和５４年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、昭和５５年４月

１日から施行する。 

２ この条例による改正後の和歌山市立学校条例別表第５の規定は、昭和５４年度以後に入学又

は入園する者について通用し、昭和５３年度以前に入学又は入園した者については、なお従前

の例による。 

附 則（昭和５４年１２月２２日） 

この条例は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年３月２９日） 

１ この条例は、昭和５５年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、昭和５７年４月

１日から施行する。 

２ 改正後の和歌山市立学校条例別表第５の規定は、昭和５５年度以後に入学又は入園する者に

ついて適用し、昭和５４年度以前に入学又は入園した者については、なお従前の例による。 

附 則（昭和５６年３月２７日） 

この条例は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年１２月２２日） 

この条例は、昭和５７年１月１日から施行する。 

附 則（昭和５７年３月２７日 昭和５７．４．１別表第１の改正規定中楠見小学校楠見

西分校に関する部分施行、規則１４ 昭和５８．４．１別表第１の改正規定中貴志小学校

貴志南分校及び楠見小学校楠見東分校に関する部分施行、規則２９ 昭和５９．４．１別

表第２の改正規定中紀伊中学校第１分校に関する部分施行、規則６１） 

この条例は、昭和５７年４月１日から施行する。 

ただし、別表第１の改正規定中貴志小学校貴志南分校、楠見小学校楠見西分校及び楠見小学校

楠見東分校に関する部分並びに別表第２の改正規定中紀伊中学校第１分校に関する部分は、各部

分につき、規則で定める日から施行する。 
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附 則（昭和５７年１２月２１日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５８年３月２４日） 

１ この条例は、昭和５８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の和歌山市立学校条例別表第５の規定は、昭和５８年度以後に入学し

た者について適用し、昭和５７年度以前に入学した者については、なお従前の例による。 

附 則（昭和５８年７月２２日） 

この条例は、昭和５８年８月１日から施行する。 

附 則（昭和５８年１２月２８日） 

この条例は、昭和５９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６０年３月３０日 昭和６１．４．１施行、規則８） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

附 則（昭和６０年１２月２４日） 

この条例は、昭和６１年１月１日から施行する。 

附 則（昭和６１年７月１６日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６２年３月２８日） 

１ この条例は、昭和６２年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の和歌山市立学校条例別表第５の規定は、昭和６２年度以後に入学又

は入園する者について適用し、昭和６１年度以前に入学又は入園した者については、なお従前

の例による。 

附 則（昭和６２年７月１５日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

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。 

ただし、別表第２の表の改正規定は、和歌山海南都市計画事業復興土地区画整理事業城北第一

工区の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。 

附 則（平成元年３月３１日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

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３月３０日） 

１ この条例は、平成２年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の和歌山市立学校条例の規定は、平成２年度以後に入学又は入園する

7/15 



者について適用し、平成元年度以前に入学又は入園した者については、なお従前の例による。 

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３年３月２６日） 

この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年７月１９日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成４年３月３０日） 

１ この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の和歌山市立学校条例の規定は、平成４年度以後に入学又は入園する

者について適用し、平成３年度以前に入学又は入園した者については、なお従前の例による。 

附 則（平成４年７月１６日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年７月１２日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年１０月４日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年３月２６日） 

１ この条例は、平成８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の和歌山市立学校条例の規定は、平成８年度以後に入学又は入園をす

る者について適用し、平成７年度以前に入学又は入園をした者については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成８年１２月２０日） 

この条例は、平成９年１月１日から施行する。 

ただし、別表第５の改正規定（「５００円」を「５３０円」に改める部分に限る。）は、同年

４月１日から施行する。 

附 則（平成１０年１２月２１日） 

１ この条例は、平成１１年４月１日から施行する。ただし、別表第５の改正規定（「２，１０

０円」を「２，２００円」に、「７００円」を「７５０円」に改める部分に限る。）は、同年

１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の和歌山市立学校条例別表第５の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に入学又は入園をする者に係る授業料又は保育料について適用し、
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施行日前に入学又は入園をした者に係る授業料又は保育料については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、施行日以後に高等学校の第１学年の途中又は第２学年以上に新た

に在学することとなる者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額と

する。 

４ 第２項の規定にかかわらず、施行日から平成１２年３月３１日までの間に６歳に達する者に

係る保育料の額は、月額５，２００円とする。 

附 則（平成１４年３月２８日） 

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の和歌山市立学校条例別表第５の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に入学又は入園する者に係る授業料又は保育料について適用し、施

行日前に入学又は入園した者に係る授業料又は保育料については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、施行日以後に高等学校の第１学年の途中又は第２学年以上に新た

に在学することとなる者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額と

する。 

４ 第２項の規定にかかわらず、施行日から平成１６年３月３１日までの間に６歳に達する者に

係る保育料の額は、月額５，５００円とする。 

附 則（平成１６年１２月２２日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の和歌山市立学校条例別表第５の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に入学又は入園をする者に係る授業料又は保育料について適用し、

施行日前に入学又は入園をした者に係る授業料又は保育料については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、施行日以後に高等学校の第１学年の途中又は第２学年以上に新た

に在学することとなる者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額と

する。 

４ 第２項の規定にかかわらず、施行日から平成１９年３月３１日までの間に６歳に達する者に

係る保育料の額は、月額５，７００円とする。 

附 則（平成１７年３月２５日） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月４日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の和歌山市立学校条例（以下「改正後の条例」という。）別表第５の

規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に入学又は入園をする者に係る

授業料、入学金又は保育料について適用し、施行日前に入学又は入園をした者に係る授業料又

は保育料については、なお従前の例による。 
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３ 前項の規定にかかわらず、施行日以後に高等学校の第１学年の途中又は第２学年以上に新た

に在学することとなる者に係る授業料の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額と

する。 

４ 改正後の条例別表第５の規定にかかわらず、定時制の課程に係る授業料は、施行日から平成

２１年３月３１日までの間は同表中「５，４００円」とあるのは「４，５００円」と、同年４

月１日から平成２２年３月３１日までの間は「５，４００円」とあるのは「４，９５０円」と

する。 

５ 第２項の規定にかかわらず、施行日から平成２２年３月３１日までの間に６歳に達する者に

係る保育料の額は、月額６，０００円とする。 

附 則（平成２０年７月１日）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２３日） 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年４月２６日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行前にこの条例による改正前の和歌山市立学校条例の規定により納付された平

成２２年度第１期分に係る空気調整設備使用料については、この条例による改正後の和歌山市

立学校条例第５条の規定にかかわらず、当該空気調整設備使用料の額に相当する金額を還付す

る。 

附 則（平成２２年７月１日） 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

ただし、別表第５の改正規定は、同年１月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２２日） 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２４日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前から引き続き高等学校に在学する者に対するこの条例による改正後の

和歌山市立学校条例附則第４項の規定の適用については、同項中「高等学校の」とあるのは「高

等学校の授業料及び」と、「当分の間」とあるのは「引き続き在学している間」とする。 

附 則（平成２７年３月１９日） 

改正 平成２８年３月２８日条例第２９号 

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

（１） 別表第１和歌山市立西脇小学校の項の次に次のように加える改正規定、同表和歌山市
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立山口小学校滝畑分校の項を削る改正規定及び別表第２和歌山市立西脇中学校の項の次に次

のように加える改正規定 平成２７年４月１日 

（２） 第２条の改正規定、別表第１和歌山市立本町小学校の項、和歌山市立雄湊小学校の項

及び和歌山市立城北小学校の項を削る改正規定並びに別表第２和歌山市立伏虎中学校の項を

削り、同表の次に１表を加える改正規定 平成２９年４月１日 

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、公布の日から施行する。 

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。 

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１条関係）小学校 

名称 位置 

和歌山市立大新小学校 和歌山市新大工町２３番地 

和歌山市立広瀬小学校 和歌山市広瀬中ノ丁１丁目５番地 

和歌山市立吹上小学校 和歌山市吹上４丁目１番１５号 

和歌山市立砂山小学校 和歌山市砂山南２丁目１番５２号 

和歌山市立高松小学校 和歌山市東高松２丁目４番４５号 

和歌山市立宮北小学校 和歌山市納定２１番地 

和歌山市立新南小学校 和歌山市木広町４丁目２３番地 

和歌山市立雑賀崎小学校 和歌山市西浜１１４８番地 

和歌山市立雑賀小学校 和歌山市西浜１丁目４番４８号 

和歌山市立宮小学校 和歌山市秋月４７５番地 

和歌山市立四箇郷小学校 和歌山市有本１８３番地 

和歌山市立芦原小学校 和歌山市雄松町４丁目２５番地の１ 

和歌山市立中之島小学校 和歌山市中之島１４９１番地 

和歌山市立和歌浦小学校 和歌山市和歌浦西２丁目１番１８号 

和歌山市立宮前小学校 和歌山市北中島１丁目７番４号 

和歌山市立湊小学校 和歌山市湊２丁目１７番４０号 
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和歌山市立野崎小学校 和歌山市野崎１３０番地の１ 

和歌山市立三田小学校 和歌山市和田４１９番地の１ 

和歌山市立名草小学校 和歌山市紀三井寺２４０番地 

和歌山市立松江小学校 和歌山市松江北４丁目１番１号 

和歌山市立木本小学校 和歌山市榎原２５５番地 

和歌山市立貴志小学校 和歌山市栄谷８９５番地の２ 

和歌山市立貴志南小学校 和歌山市中野１１番地の１ 

和歌山市立楠見小学校 和歌山市大谷３４９番地の２ 

和歌山市立楠見西小学校 和歌山市市小路３１番地 

和歌山市立楠見東小学校 和歌山市善明寺１５０番地の１ 

和歌山市立西和佐小学校 和歌山市栗栖８４番地の１ 

和歌山市立岡崎小学校 和歌山市寺内４２６番地 

和歌山市立加太小学校 和歌山市加太１２１０番地 

和歌山市立西脇小学校 和歌山市西庄１０１２番地 

和歌山市立西脇小学校 

みらい分校 

和歌山市つつじが丘７丁目２番地の１ 

和歌山市立有功小学校 和歌山市園部１４５３番地 

和歌山市立有功東小学校 和歌山市六十谷８９５番地 

和歌山市立直川小学校 和歌山市直川１２５３番地 

和歌山市立紀伊小学校 和歌山市弘西３２１番地 

和歌山市立山口小学校 和歌山市里１４６番地 

和歌山市立川永小学校 和歌山市楠本２８５番地 

和歌山市立和佐小学校 和歌山市禰宜９４９番地の２ 

和歌山市立山東小学校 和歌山市吉礼３２６番地 

和歌山市立東山東小学校 和歌山市山東中５２番地の１ 

和歌山市立安原小学校 和歌山市江南２３９番地 

和歌山市立安原小学校 

吉原分校 

和歌山市吉原１１７番地 

和歌山市立小倉小学校 和歌山市新庄３４８番地 

和歌山市立太田小学校 和歌山市太田６３６番地 

和歌山市立今福小学校 和歌山市今福３丁目７番４６号 

和歌山市立野崎西小学校 和歌山市梶取３０１番地の３ 

和歌山市立鳴滝小学校 和歌山市善明寺６１５番地の３ 
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和歌山市立四箇郷北小学校 和歌山市有本３２１番地 

和歌山市立福島小学校 和歌山市福島１３５番地の４ 

和歌山市立八幡台小学校 和歌山市西庄１１１０番地 

和歌山市立浜宮小学校 和歌山市内原７７８番地の１６ 

和歌山市立藤戸台小学校 和歌山市栄谷９７４番地の２４５ 

別表第２（第１条関係）中学校 

名称 位置 

和歌山市立日進中学校 和歌山市秋月３６５番地の３ 

和歌山市立東和中学校 和歌山市杭ノ瀬１１６番地 

和歌山市立西和中学校 和歌山市砂山南３丁目３番９号 

和歌山市立城東中学校 和歌山市美園町２丁目６３番地 

和歌山市立西浜中学校 和歌山市西小二里１丁目６番１号 

和歌山市立明和中学校 和歌山市紀三井寺８３２番地の１ 

和歌山市立河北中学校 和歌山市北島３７０番地の１ 

和歌山市立河西中学校 和歌山市松江北５丁目１９番１号 

和歌山市立紀之川中学校 和歌山市有本６６８番地の１ 

和歌山市立加太中学校 和歌山市加太２６９２番地の１ 

和歌山市立西脇中学校 和歌山市西庄１１１０番地の５ 

和歌山市立西脇中学校 

みらい分校 

和歌山市つつじが丘７丁目２番地の１ 

和歌山市立紀伊中学校 和歌山市北野５４４番地の１ 

和歌山市立有功中学校 和歌山市六十谷１２３８番地 

和歌山市立東中学校 和歌山市松原３３７番地 

和歌山市立高積中学校 和歌山市布施屋１１２番地の２ 

和歌山市立楠見中学校 和歌山市善明寺７０６番地 

和歌山市立貴志中学校 和歌山市梅原５７９番地の２ 

別表第２の２（第２条関係）義務教育学校 

名称 位置 

和歌山市立伏虎義務教育学校 和歌山市鷺ノ森南ノ丁１番地 

別表第３（第２条関係）高等学校 

名称 位置 

和歌山市立和歌山高等学校 和歌山市六十谷４５番地 

別表第４（第２条関係）幼稚園 
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名称 位置 

和歌山市立中之島幼稚園 和歌山市中之島１４９５番地 

和歌山市立湊幼稚園 和歌山市湊２丁目１７番４０号 

和歌山市立岡山幼稚園 和歌山市吹上１丁目４番１号 

和歌山市立本町幼稚園 和歌山市住吉町１番地 

和歌山市立宮前幼稚園 和歌山市北中島１丁目７番４号 

和歌山市立芦原幼稚園 和歌山市雄松町４丁目２３番地 

和歌山市立西和佐幼稚園 和歌山市栗栖７０番地 

和歌山市立西脇幼稚園 和歌山市西庄１０１２番地 

和歌山市立和佐幼稚園 和歌山市禰宜９４９番地 

和歌山市立加太幼稚園 和歌山市加太１３１０番地 

和歌山市立山口幼稚園 和歌山市里１４６番地 

和歌山市立紀伊幼稚園 和歌山市弘西３１７番地 

和歌山市立雑賀崎幼稚園 和歌山市西浜１１４８番地 

別表第５（第３条関係） 

種別 単位 金額 

和歌山市立高等

学校 

授業料 全日制の課程 １人１年につき １１８，８００円 

定時制の課程 １人１年につき ２１，６００円 

空気調整設備

使用料 

全日制の課程 １人１年につき ３，６００円 

定時制の課程 １人１年につき ６００円 

入学金 全日制の課程 １人１回につき ５，６５０円 

入学考査手数

料 

全日制の課程 １人１回につき ２，２００円 

定時制の課程 １人１回につき ９５０円 

別表第６（第３条関係） 

階層区分 金額 

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若しく

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。）を受ける者の属する世帯に属する場合又は支給認定保護者等が当年

度分の地方税法の規定による市町村民税（個人の均等割を除く。）が課されない場

合（支給認定保護者が母子、父子世帯等に属する場合に限る。） 

０円 
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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場合（前項に掲げる場合を

除く。） 

１，５００円 

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

場合（前２項に掲げる場合を除く。）又は養育里親等（児童福祉法第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。）である場

合 

３，０００円 

前各項に掲げる場合以外の場合 ６，３００円 

 

15/15 


