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○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則 

平成18年9月30日 

規則第77号 

改正 平成24年3月27日規則第10号 

平成26年10月3日規則第58号 

平成27年3月20日規則第11号 

平成27年9月18日規則第46号 

改正 令和3年3月31日規則第97号 

〔和歌山県認定こども園の認定手続等に関する規則〕を次のように定める。 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則 

(平27規則11・改称) 

(趣旨) 

第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の施行に関し、就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成26年政令第203号)、就学前

の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内

閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「省令」という。)及び就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例(平成18年和歌山県条例第

87号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(平24規則10・平26規則58・平27規則11・平27規則46・一部改正) 

(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の申請) 

第2条 法第4条第1項の規定による認定の申請は、認定こども園認定申請書(別記第1号様式)

により行わなければならない。 

2 前項の認定こども園認定申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならな

い。ただし、法第3条第1項又は第3項の認定を受けようとする者が国(国立大学法人法(平

成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び市町村である場合

にあっては、第9号及び第10号に掲げる書類の添付を要しない。 

(1) 職員の配置の基準を満たすことを証する書類 

(2) 職員の資格の基準を満たすことを証する書類 

(3) 施設の整備の基準を満たすことを証する書類 

(4) 施設の位置図、付近の見取図及び施設の面積が分かる平面図 
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(5) 教育及び保育に関する計画書 

(6) 保育者の資質の向上等の計画書 

(7) 子育て支援事業の実施に関する計画書 

(8) 管理運営等に関する書類 

(9) 設置者及びその役員の経歴を証する書類 

(10) 法第3条第5項第4号の規定に該当しない旨の誓約書(別記第2号様式) 

(11) その他知事が必要と認める書類 

(平27規則11・一部改正) 

第3条 削除 

(平27規則46) 

(幼保連携型認定こども園の設置の届出又は認可の申請) 

第4条 法第16条及び第34条第3項の規定による幼保連携型認定こども園の設置の届出は、

認定こども園設置届出書(別記第4号様式)により行わなければならない。 

2 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請は、認定こど

も園設置認可申請書(別記第5号様式)により行わなければならない。 

3 第1項の認定こども園設置届出書及び前項の認定こども園設置認可申請書には、次に掲

げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、市町村が設置しようとする幼保連

携型認定こども園に係る認定こども園設置届出書にあっては、第11号及び第12号に掲げ

る書類の添付を要しない。 

(1) 学級の編制及び職員の数等の基準を満たすことを証する書類 

(2) 職員の資格を証する書類 

(3) 認定こども園の長、副園長及び教頭となるべき者の経歴を証する書類 

(4) 設備の基準を満たすことを証する書類 

(5) 施設の位置図、付近の見取図、園地、園舎その他設備の規模及び構造を記載した書

類並びにその図面 

(6) 教育及び保育に関する計画書 

(7) 子育て支援事業の実施に関する計画書 

(8) 管理運営等に関する書類 

(9) 園則 

(10) 経費の見積り及び維持方法を記載した書類 

(11) 設置者及びその役員の経歴を証する書類 
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(12) 法第17条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(別記第6号様式) 

(13) その他知事が必要と認める書類 

(平27規則11・追加) 

(幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の届出又は認可の申請) 

第5条 法第16条の規定による幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の届出は、認定こど

も園廃止(休止)届出書(別記第7号様式)により行わなければならない。 

2 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請は、

認定こども園廃止(休止)認可申請書(別記第8号様式)により行わなければならない。 

(平27規則11・追加) 

(幼保連携型認定こども園の設置者の変更の届出又は認可の申請) 

第6条 法第16条の規定による幼保連携型認定こども園の設置者の変更の届出は、認定こど

も園設置者変更届出書(別記第9号様式)により行わなければならない。 

2 法第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請は、

認定こども園設置者変更認可申請書(別記第10号様式)により行わなければならない。 

3 第1項の認定こども園設置者変更届出書及び前項の認定こども園設置者変更認可申請書

には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、認定こども園設置者

変更届出書にあっては、第4号及び第5号に掲げる書類の添付を要しない。 

(1) 変更前及び変更後の園地、園舎その他設備の規模及び構造を記載した書類並びにそ

の図面 

(2) 変更前及び変更後の園則 

(3) 変更前及び変更後の経費の見積り及び維持方法を記載した書類 

(4) 変更後の設置者及びその役員の経歴を証する書類 

(5) 法第17条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(別記第6号様式) 

(6) その他知事が必要と認める書類 

(平27規則11・追加) 

(変更の届出) 

第7条 法第29条第1項又は省令第15条第2項の規定による変更の届出は、認定こども園変更

届出書(別記第11号様式)により行わなければならない。 

2 前項の認定こども園変更届出書には、当該変更に関し知事が必要と認める書類を添付し

なければならない。 

(平27規則11・旧第4条繰下・一部改正) 
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(軽微な変更) 

第8条 省令第28条第1号の知事が定める数は、法第4条第1項第4号に規定する保育を必要と

する子ども以外の子どもに係る利用定員に100分の5を乗じて得た数とする。 

2 省令第28条第2号の知事が定める変更は、管理運営等に関することの変更以外の変更と

する。 

(平24規則10・一部改正、平27規則11・旧第5条繰下・一部改正) 

(報告の徴収) 

第9条 省令第29条の知事の定める日は、5月31日とする。 

2 省令第29条第2号の知事が定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 職員の配置に関すること。 

(2) 職員の資格に関すること。 

(3) 施設の整備に関すること。 

3 省令第29条第3号の知事が定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 教育及び保育に関すること。 

(2) 子育て支援事業に関すること。 

(3) 管理運営等に関すること。 

4 法第30条第1項の規定による報告は、認定こども園運営状況報告書(別記第12号様式)に

より行わなければならない。 

5 前項の認定こども園運営状況報告書には、認定こども園の運営に関し知事が必要と認め

る書類を添付しなければならない。 

(平27規則11・旧第6条繰下・一部改正) 

(廃止の届出) 

第10条 認定こども園の設置者は、認定こども園を廃止しようとするときは、当該廃止し

ようとする日の30日前までに、認定こども園廃止届出書(別記第13号様式)を知事に提出し

なければならない。 

(平27規則11・旧第7条繰下・一部改正) 

(幼保連携型認定こども園審議会) 

第11条 幼保連携型認定こども園審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。 

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務
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を代理する。 

5 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の全員が新た

に任命された後最初に開催される会議は、知事が招集する。 

6 会長は、会議の議長となる。 

7 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

8 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

9 審議会の庶務は、福祉保健部において処理する。 

10 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮

って定める。 

(平27規則11・追加) 

(教育及び保育の内容) 

第12条 条例別表第1第4項の規則で定める事項は、知事が別に定める次に掲げる内容に則

したものとする。 

(1) 教育及び保育の基本及び目標 

(2) 認定こども園として配慮すべき事項 

(3) 教育及び保育の計画並びに指導計画 

(4) 園舎、保育室、屋外遊戯場、遊具、教材等の環境の構成 

(5) 日々の教育及び保育の指導における留意点 

(6) 小学校教育との連携 

(平26規則58・一部改正、平27規則11・旧第8条繰下・一部改正) 

(保育者の資質の向上) 

第13条 条例別表第1第5項の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 子どもの教育及び保育に従事する者は、自ら資質の向上に努めること。 

(2) 午睡の時間の活用、非常勤職員の配置等の様々な工夫を行うことにより、日々の指

導計画の作成、教材の準備、研修等に必要な時間を確保すること。 

(3) 幼稚園の教員免許状を有する者、保育士の資格を有する者その他の認定こども園に

従事する職員の相互理解を図ること。 

(4) 認定こども園の多様な機能の充実を図るため、当該認定こども園の内外における適

切な研修計画を作成し、研修を実施するとともに、当該認定こども園の職員の研修の機

会を確保できるよう、勤務体制の組立て等に配慮すること。 
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(5) 認定こども園の長は、認定こども園を一つの園として多様な機能を一体的に発揮さ

せる能力並びに地域の人材及び資源を活用していく調整能力を向上させること。 

(平26規則58・一部改正、平27規則11・旧第9条繰下・一部改正) 

(子育て支援) 

第14条 条例別表第1第6項第2号の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

(1) 教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、保護者自身の子育てを自ら実践する

力の向上を積極的に支援すること。 

(2) 保護者の利用しやすい体制を確保すること。 

(3) 子どもの教育及び保育に従事する者の子育て支援に必要な能力をかん養し、その専

門性と資質の向上を図ること。 

(4) 地域の子育てを支援する多様な機関、団体等と連携する等様々な地域の人材や社会

資源を活用すること。 

(平26規則58・一部改正、平27規則11・旧第10条繰下・一部改正) 

(委任) 

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に

定める。 

(平27規則11・旧第11条繰下) 

附 則 

この規則は、平成18年10月1日から施行する。 

附 則(平成24年3月27日規則第10号) 

この規則は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年10月3日規則第58号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成27年3月20日規則第11号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使

用することができる。 

附 則(平成27年9月18日規則第46号) 

この規則は、公布の日から施行する。 



7/23 

附 則(令和3年3月31日規則第97号) 

(施行期日) 

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。 
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別記第1号様式(第2条関係) 

(平27規則11・全改、令3規則97・一部改正) 

別記第2号様式(第2条関係) 

(平27規則11・全改、令3規則97・一部改正) 

別記第3号様式 削除 

(平27規則46) 

別記第4号様式(第4条関係) 

(平27規則11・全改、令3規則97・一部改正) 

別記第5号様式(第4条関係) 

(平27規則11・追加、令3規則97・一部改正) 

別記第6号様式(第4条、第6条関係) 

(平27規則11・追加、令3規則97・一部改正) 

別記第7号様式(第5条関係) 

(平27規則11・追加、令3規則97・一部改正) 

別記第8号様式(第5条関係) 

(平27規則11・追加、令3規則97・一部改正) 

別記第9号様式(第6条関係) 

(平27規則11・追加、令3規則97・一部改正) 

別記第10号様式(第6条関係) 

(平27規則11・追加、令3規則97・一部改正) 

別記第11号様式(第7条関係) 

(平27規則11・追加、平27規則46・令3規則97・一部改正) 

別記第12号様式(第9条関係) 

(平27規則11・追加、令3規則97・一部改正) 

別記第13号様式(第10条関係) 

(平27規則11・旧別記第5号様式繰下・一部改正) 

 


