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○久喜市立幼稚園保育料等検討委員会条例 

 

平成22年12月21日 

条例第256号 

（設置） 

第１条 久喜市立中央幼稚園及び久喜市立栗橋幼稚園（以下「久喜市立幼稚園」という。）

の保育料等（久喜市立幼稚園保育料等徴収条例（平成22年久喜市条例第90号）第１条の

保育料等をいう。以下同じ。）を検討するため、久喜市立幼稚園保育料等検討委員会（以

下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、久喜市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の諮問に応じ、久喜

市立幼稚園の保育料等に関する事項を審議し、答申するものとする。 

（組織等） 

第３条 委員会は、委員20人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

(1) 公募による市民 

(2) 市内の公立又は私立の幼稚園に通園している園児の保護者 

(3) 市内の公立又は私立の幼稚園園長 

(4) 学識経験を有する者 

３ 委員は、当該諮問に係る答申が終了したときは、解任されるものとする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の

委員会の会議は、教育委員会が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

資料２ 
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（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、教育委員会学務課において処理する。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別

に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成22年久

喜市条例第44号）の一部を次のように改正する。 
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○久喜市立幼稚園保育料等徴収条例 

平成22年３月23日 

条例第90号 

改正 平成23年６月30日条例第10号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、久喜市立幼稚園（以下「幼稚園」という。）の保育料、長期預かりに

係る保育料（以下「長期預かり保育料」という。）、一時預かりに係る保育料（以下「一

時預かり保育料」という。）及び通園バス使用料（以下これらを「保育料等」という。）

の徴収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、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 預かり保育 幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間帯において、希望する者

を対象として行われる教育活動をいう。 

(2) 長期預かり保育 月又は年間を単位として実施する預かり保育をいう。 

(3) 一時預かり保育 日を単位として実施する預かり保育をいう。 

（保育料等の額） 

第３条 保育料等の額は、園児１人につき別表のとおりとする。 

（納入義務者） 

第４条 保育料等の納入義務者は、園児の保護者とする。 

（保育料等の徴収） 

第５条 保育料並びに長期預かり保育料及び一時預かり保育料は、毎月10日（４月にあっ

ては、20日）までに徴収する。ただし、その月の10日（４月にあっては、20日）が国民

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（以下「休日」という。）、

日曜日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、日曜日又

は土曜日でない日までに徴収する。 

２ 通園バス使用料は、通園時にバスを使用する園児の保護者から保育料と併せて徴収する。

ただし、８月分は徴収しない。 

３ 保育料、長期預かり保育料、一時預かり保育料及び通園バス使用料は、園児が月の途中

で退園し、休園し、又は死亡したときは、その月分まで徴収する。ただし、夏季休業日を

除き、園児の欠席又は出席停止の期間が月の全部にわたるときは、その月分の保育料、長
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期預かり保育料、一時預かり保育料及び通園バス使用料は徴収しない。 

（保育料等の徴収猶予及び減免） 

第６条 市長は、保育料等の支払が困難であること、その他特別の理由があると認めるとき

は、保育料等の徴収を猶予し、又は減免することができる。 

（保育料の滞納に関する措置） 

第７条 久喜市教育委員会は、保育料等の督促状の指定期限を経過した後においても当該保

育料等の納入義務者が滞納している場合には、当該園児の登園の停止又は退園をさせるこ

とができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、保育料等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年３月23日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の久喜市立幼稚園保育料徴収条例（昭和49

年久喜市条例第39号）又は栗橋町立幼稚園保育料等徴収条例（平成17年栗橋町条例第13

号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によ

りなされたものとみなす。 

附 則（平成23年６月30日条例第10号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に入園した園児に係る入園料の納入については、なお従前の例に

よる。 

別表（第３条関係） 

幼稚園の名称 

保育料等の項目 

久喜市立中央幼稚園 久喜市立栗橋幼稚園 

保育料 月額8,000円 月額8,000円 

長期預かり保育料 ― 月額7,000円。ただし、8月は月

額15,000円 
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一時預かり保育料 ― 日額500円。ただし、8月は日額

1,000円 

通園バス使用料 ― 月額2,000円 
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○久喜市立幼稚園設置条例 

平成22年３月23日 

条例第89号 

（設置） 

第１条 学校教育法（昭和22年法律第26号）第２条第１項の規定により、本市に幼稚園を

設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 前条の幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。 

附 則 

この条例は、平成22年３月23日から施行する。 

別表（第２条関係） 

名称 位置 

久喜市立中央幼稚園 久喜市下早見85番地の15 

久喜市立栗橋幼稚園 久喜市中里1044番地1 
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○久喜市立幼稚園管理規則 

平成22年３月23日 

教育委員会規則第24号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）

第33条の規定に基づき、久喜市立幼稚園の管理運営の基本的事項について定めるものと

する。 

（入園の資格） 

第２条 幼稚園に入園することのできる者は、久喜市に住所を有する満４歳から小学校就学

の始期に達するまでの幼児とする。 

（園児の募集及び選考） 

第３条 幼稚園の園児の募集及び選考に関して必要な事項は、久喜市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）が別に定める。 

（定員及び学級編制） 

第４条 幼稚園の園児の定員は、次のとおりとする。 

(1) 久喜市立中央幼稚園 198人 

(2) 久喜市立栗橋幼稚園 120人 

２ 久喜市立栗橋幼稚園の定員は、120人であるが、これに若干の障がい児を加えた数とす

ることができる。 

３ 園長は、毎学年の初め教育委員会の承認を受けて学級を編制するものとする。 

（保育年限） 

第５条 幼稚園の保育年限は、２年とする。ただし、特別の場合は、１年とすることができ

る。 

（学年及び学期） 

第６条 幼稚園の学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

２ 学期は、次の３学期とする。 

第１学期 ４月１日から８月31日まで 

第２学期 ９月１日から12月31日まで 

第３学期 １月１日から３月31日まで 

（休業日等） 

第７条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。 
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(1) 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 

(2) 日曜日及び土曜日 

(3) 県民の日を定める条例（昭和46年埼玉県条例第58号）に規定する日 

(4) 開園記念日 

(5) 春季休業日 ４月１日から４月８日まで 

(6) 夏季休業日 ７月21日から８月31日まで 

(7) 冬季休業日 12月25日から翌年１月７日まで 

(8) 学年末休業日 ３月26日から３月31日まで 

(9) 前各号に定めるもののほか、園長が保育上特に必要と認め、教育委員会の承認を受

けた日 

２ 園長は、保育上必要があると認めたときは、教育委員会の承認を受けて休業日に授業を

行うことができる。 

（教育課程の編制） 

第８条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領（平成20年文部科学省告示第26号）及び埼

玉県幼稚園教育課程編成要領により園長が編制し、教育委員会に届け出なければならない。 

２ 園長は、前項に規定する教育課程を編制するに当たっては、園児の心身の発達上の特質

等を考慮して編制しなければならない。 

３ 園長は、その年度において実施する教育計画を、４月30日までに教育委員会に届け出

なければならない。 

（保育日数等） 

第９条 幼稚園の年間の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはなら

ない。 

２ 保育時間は、１日４時間を標準とする。 

（行事等の届出） 

第10条 保育活動の一環として行う遠足その他の行事については、実施７日前までに教育

委員会に届け出なければならない。 

（職員） 

第11条 幼稚園に次の職員を置くものとする。 

園長 

副園長 

教諭 
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２ 前項に規定する職員のほか、必要により、助教諭及びその他必要な職員を置くことがで

きる。 

（幼稚園評議員） 

第12条 幼稚園に、幼稚園評議員を置くものとする。 

２ 幼稚園評議員は、園長の求めに応じて、園長が行う園運営に関し、意見を述べ、又は助

言を行うものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、幼稚園評議員の運営に関し必要な事項は、教育委員会が

定める。 

（園医の委嘱） 

第13条 幼稚園に園医を置くものとする。 

２ 園歯科医及び園薬剤師は、必要により置くことができる。 

（修了証書の授与） 

第14条 園長は、所定の課程を修了した園児に対し、修了証書（様式第１号）を授与する

ものとする。 

（園児の出席停止） 

第15条 園長は、感染症疾患にかかり、又はそのおそれのある園児があるときは、その保

護者に対し、当該園児の出席停止を命ずることができる。 

２ 園長は、前項に規定する処置を行ったときは、出席停止命令報告書（様式第２号）によ

り、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。 

（教職員の園務の分掌） 

第16条 所属職員の園務の分掌は、園長が定める。 

（表簿） 

第17条 幼稚園は、学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第28条に規定する表

簿のほか、次に掲げる中欄の表簿を備え、それぞれ右欄に定める期間保存しなければなら

ない。 

番号 表簿の種類 保存期間 

1 幼稚園沿革誌 永久 

2 修了証書授与台帳 永久 

3 旧職員の名簿及び履歴書綴 永久 

4 幼稚園要覧 5年 

5 公文書綴 別に定める期間 
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6 統計表綴 学校教員統計調査規則（昭和28年文部省令第12号）、

学校基本調査規則（昭和27年文部省令第4号）及び学校保健統計

調査規則（昭和27年文部省令第5号）に基づき行われる調査の基

礎となった資料等 

5年 

7 教育計画書綴 5年 

8 職員の任免その他の進退に関する文書綴 5年 

9 職員調査表 5年 

10 職員旅行命令簿、職員超過勤務命令簿 3年 

11 願書、届書綴 3年 

12 職員会議録 3年 

13 幼稚園日誌 3年 

２ 前項の表簿中、第４号及び第９号は、毎年５月１日現在で作成したものを同月末日まで

に教育委員会に報告しなければならない。 

（その他） 

第18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、教育長が定

める。 

附 則 

この規則は、平成22年３月23日から施行する 


