
議案第   号 

宝塚市立子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市立子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

  令和２年（２０２０年）  月  日提出 

宝塚市長 中 川 智 子 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市立子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例 

宝塚市立子ども発達支援センター条例（平成２４年条例第４８号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中「（以下「子ども発達支援センター」という。）」を削る。 

第２条中「子ども発達支援センター」を「宝塚市立子ども発達支援センター」に改める。 

第３条第１項中「子ども発達支援センター」を「宝塚市立子ども発達支援センター」に

改め、同項第２号を次のように改める。 

(２) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２項に規定する診療所 

第３条第１項第３号を削り、同条第２項の表を次のように改める。 

施設の種類 名称 定員 

福祉型児童発達支援センター 子ども発達支援センター ５０人 

診療所 子ども発達支援センター診療所 － 

第４条第１項中「やまびこ学園」を「子ども発達支援センター」に改め、同項中第６号

を第７号とし、第２号から第５号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加え

る。 

(２) 児童福祉法第６条の２の２第５項に規定する居宅訪問型児童発達支援（以下「居

宅訪問型児童発達支援」という。）を行う事業 

第４条第２項を次のように改める。 

２ 子ども発達支援センター診療所は、児童（満１８歳に満たない者をいう。以下同

じ。）の発達に係る診療事業を行う。 

 第４条第３項を削る。 

第５条第１項中「やまびこ学園」を「子ども発達支援センター」に、「知的障碍
がい

のある 



者」を「児童」に改め、同条第７項から第１５項までを削り、同条第６項中「やまびこ学

園」を「子ども発達支援センター」に、「前条第１項第６号」を「前条第１項第７号」に

改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「やまびこ学園」を「子ども発達支援センタ

ー」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項中「やまびこ学園」を「子ども発達支援

センター」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中「やまびこ学園」を「子ども発

達支援センター」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「やまびこ学園」を「子

ども発達支援センター」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加

える。 

２ 子ども発達支援センターにおいて居宅訪問型児童発達支援を受けることができる者は、

前項各号のいずれかに該当する者とする。 

第６条第１項中「やまびこ学園、すみれ園又はあそびっこ広場」を「子ども発達支援セ

ンター」に改める。 

第８条第１項中「やまびこ学園若しくはあそびっこ広場」を「子ども発達支援セン

ター」に改め、「又はすみれ園において医療型児童発達支援（医療に係るものを除く。）

を受けた者」を削り、同条第２項を削り、同条第３項中「すみれ園」を「子ども発達支援

センター」に、「第１項各号」を「前項各号」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４

項中「やまびこ学園又はすみれ園」を「子ども発達支援センター」に改め、同項を同条第

３項とし、同条第５項中「やまびこ学園又はすみれ園」を「子ども発達支援センター」に

改め、同項を同条第４項とし、同条第６項中「やまびこ学園又はすみれ園」を「子ども発

達支援センター」に改め、同項を同条第５項とし、同条第７項中「すみれ園」を「子ども

発達支援センター診療所」に改め、「（医療型児童発達支援に係るものを除く。）」を削

り、同項を同条第６項とし、同条第８項を同条第７項とし、同条第９項中「第７項」を

「第６項」に改め、同項を同条第８項とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の宝塚市立子ども発達支援センター条例（以下「旧条

例」という。）第６条第１項の規定によりやまびこ学園の利用の許可を受けている者は、

改正後の第６条第１項の規定により子ども発達支援センターの利用の許可を受けた者と



みなす。 

３ この条例の施行の際現に旧条例第６条第１項の規定によりすみれ園の利用の許可を受

けている者は、改正後の第６条第１項の規定により子ども発達支援センターの利用の許

可を受けた者とみなす。 

４ この条例の施行の際現に旧条例第６条第１項の規定によりあそびっこ広場の利用の許

可を受けている者は、改正後の第６条第１項の規定により子ども発達支援センターの利

用の許可を受けた者とみなす。 

５ 改正後の第８条第１項から第５項までの規定は、施行日以後の子ども発達支援セン

ターの利用に係る使用料について適用し、施行日前のすみれ園の利用に係る使用料につ

いては、なお従前の例による。 

６ この条例の施行の日から令和４年３月３１日までの間に限り、附則第３項の規定によ

り子ども発達支援センターの利用の許可を受けた者とみなされる者が子ども発達支援セ

ンターにおいて福祉型児童発達支援を受けた場合における使用料は、改正後の第８条第

１項の規定にかかわらず、改正前の第８条第２項の規定により算定した額を勘案して別

に市長が定める。 

７ この条例の施行の日から令和４年３月３１日までの間に限り、附則第３項の規定によ

り子ども発達支援センターの利用の許可を受けた者とみなされる者（他の法令による給

付を受けている者を除く。）が子ども発達支援センター診療所において診療を受けた場

合における使用料は、その者が改正前の第５条第１項第１号に規定する通所受給者証の

交付を引き続き受けているものとみなして、改正後の第８条第６項の規定を適用する。 



議案第  号 

宝塚市立子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市立子ども発達支援センター条例(平成24年条例第48号)新旧対照表 

現行 改正案 

(設置) (設置) 

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4

条第2項に規定する障害児(以下「障害児」と

いう。)に日常生活における基本的な動作の

指導、知識技能の付与及び集団生活への適応

訓練並びに治療に係る支援を提供するため、

宝塚市立子ども発達支援センター(以下「子

ども発達支援センター」という。)を設置す

る。 

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4

条第2項に規定する障害児(以下「障害児」と

いう。)に日常生活における基本的な動作の

指導、知識技能の付与及び集団生活への適応

訓練並びに治療に係る支援を提供するため、

宝塚市立子ども発達支援センター     

               を設置す

る。 

(位置) (位置) 

第2条 子ども発達支援センター    の位

置は、宝塚市安倉中3丁目2番2号とする。 

第2条 宝塚市立子ども発達支援センターの位

置は、宝塚市安倉中3丁目2番2号とする。 

(施設) (施設) 

第3条 子ども発達支援センター    に次

に掲げる施設を置く。 

第3条 宝塚市立子ども発達支援センターに次

に掲げる施設を置く。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 児童福祉法第43条第2号に規定する医

療型児童発達支援センター 

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の

5第2項に規定する診療所  

(3) 前2号に定めるもののほか、日常生活に

おける基本的な動作の指導、知識技能の付

与及び集団生活への適応訓練(次項におい

て「基本的な動作の指導等」という。)を行

う施設 

 

2 前項各号に掲げる施設の名称及び定員は、次

のとおりとする。 

2 前項各号に掲げる施設の名称及び定員は、次

のとおりとする。 

【別記 参照】 【別記 参照】 

(事業) (事業) 

第4条 やまびこ学園     は、次に掲げ

る事業を行う。 

第4条 子ども発達支援センターは、次に掲げ

る事業を行う。 

(1) （略） (1) （略） 

 (2) 児童福祉法第6条の2の2第5項に規定す

る居宅訪問型児童発達支援(以下「居宅訪

問型児童発達支援」という。)を行う事業 

(2) （略） (3) （略） 

(3) （略） (4) （略） 

(4) （略） (5) （略） 

(5) （略） (6) （略） 

(6) （略） (7) （略） 

2 すみれ園は、次に掲げる事業を行う。   2 子ども発達支援センター診療所は、児童(満 



                    

             

18歳に満たない者をいう。以下同じ。)の発達

に係る診療事業を行う。 

(1) 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定す

る医療型児童発達支援(以下「医療型児童発

達支援」という。)を行う事業 

 

(2) 児童福祉法第6条の2の2第5項に規定す

る居宅訪問型児童発達支援(以下「居宅訪問

型児童発達支援」という。)を行う事業 

 

(3) 保育所等訪問支援を行う事業  

(4) 障害児相談支援を行う事業  

(5) 計画相談支援を行う事業  

(6) 基本相談支援を行う事業  

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必

要があると認める支援を行う事業 

 

3 あそびっこ広場は、次に掲げる事業を行う。 

(1) 福祉型児童発達支援を行う事業 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要

があると認める支援を行う事業 

 

(利用の資格) (利用の資格) 

第5条 やまびこ学園     において福祉

型児童発達支援を受けることができる者は、

小学校就学前の知的障碍
がい

のある者で次の各

号のいずれかに該当するものとする。 

第5条 子ども発達支援センターにおいて福祉

型児童発達支援を受けることができる者は、

小学校就学前の児童      で次の各

号のいずれかに該当するものとする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

 2 子ども発達支援センターにおいて居宅訪問

型児童発達支援を受けることができる者は、

前項各号のいずれかに該当する者とする。 

2 やまびこ学園     において保育所等

訪問支援を受けることができる者は、第1項

各号のいずれかに該当する者とする。 

3 子ども発達支援センターにおいて保育所等

訪問支援を受けることができる者は、第1項

各号のいずれかに該当する者とする。 

3 やまびこ学園     において障害児相

談支援を受けることができる者は、第1項各

号のいずれかに該当する者とする。 

4 子ども発達支援センターにおいて障害児相

談支援を受けることができる者は、第1項各

号のいずれかに該当する者とする。 

4 やまびこ学園     において計画相談

支援を受けることができる者は、次の各号の

いずれかに該当する者とする。 

 (1)・(2) （略） 

5 子ども発達支援センターにおいて計画相談

支援を受けることができる者は、次の各号の

いずれかに該当する者とする。 

 (1)・(2) （略） 

5 やまびこ学園     において基本相談

支援を受けることができる者は、障害児、当

該障害児の保護者又は当該障害児の介護を

行う者とする。 

6 子ども発達支援センターにおいて基本相談

支援を受けることができる者は、障害児、当

該障害児の保護者又は当該障害児の介護を

行う者とする。 

6 やまびこ学園     において前条第1

項第6号の市長が必要があると認める支援を

受けることができる者は、当該支援が必要で

あると市長が認める者とする。 

7 子ども発達支援センターにおいて前条第1

項第7号の市長が必要があると認める支援を

受けることができる者は、当該支援が必要で

あると市長が認める者とする。 



7 すみれ園において医療型児童発達支援を受

けることができる者は、保護者又は付添人と

共に通園が可能であり、かつ、小学校就学前

の上肢、下肢又は体幹の機能の障碍のある者

で第1項各号のいずれかに該当するものとす

る。 

 

8 すみれ園において居宅訪問型児童発達支援

を受けることができる者は、第1項各号のい

ずれかに該当する者とする。 

 

9 すみれ園において保育所等訪問支援を受け

ることができる者は、第1項各号のいずれか

に該当する者とする。 

 

10 すみれ園において障害児相談支援を受け

ることができる者は、第1項第1号に規定する

者とする。 

 

11 すみれ園において計画相談支援を受ける

ことができる者は、第4項各号のいずれかに

該当する者とする。 

 

12 すみれ園において基本相談支援を受ける

ことができる者は、障害児、当該障害児の保

護者又は当該障害児の介護を行う者とする。 

 

13 すみれ園において前条第2項第7号の市長

が必要があると認める支援を受けることが

できる者は、当該支援が必要であると市長が

認める者とする。 

 

14 あそびっこ広場において福祉型児童発達

支援を受けることができる者は、小学校就学

前の者で第1項各号のいずれかに該当するも

のとする。 

 

15 あそびっこ広場において前条第3項第2号

の市長が必要があると認める支援を受ける

ことができる者は、当該支援が必要であると

市長が認める者とする。 

 

(利用の許可) (利用の許可) 

第6条 やまびこ学園、すみれ園又はあそびっ

こ広場を利用しようとする者(児童福祉法第

21条の6の規定による措置を受けた者を除

く。)は、あらかじめ市長に申請し、その許可

を受けなければならない。 

第6条 子ども発達支援センター      

   を利用しようとする者(児童福祉法第

21条の6の規定による措置を受けた者を除

く。)は、あらかじめ市長に申請し、その許可

を受けなければならない。 

2 （略） 2 （略） 

(使用料及び手数料) (使用料及び手数料) 

第8条 やまびこ学園若しくはあそびっこ広場

において福祉型児童発達支援を受けた者又

はすみれ園において医療型児童発達支援(医

療に係るものを除く。)を受けた者は、次に掲

げる額の合計額の使用料を市に納付しなけ

第8条 子ども発達支援センター      

において福祉型児童発達支援を受けた者 

                   

               は、次に掲

げる額の合計額の使用料を市に納付しなけ



ればならない。 ればならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

2 すみれ園において医療型児童発達支援(医

療に係るものに限る。第6項において同じ。)

を受けた者は、児童福祉法第21条の5の29第2

項に規定する健康保険の療養に要する費用

の額の算定方法の例により算定した額の使

用料を市に納付しなければならない。 

 

3 すみれ園       において居宅訪問

型児童発達支援を受けた者は、第1項各号に

掲げる額の合計額の使用料を市に納付しな

ければならない。 

2 子ども発達支援センターにおいて居宅訪問

型児童発達支援を受けた者は、前項各号 に

掲げる額の合計額の使用料を市に納付しな

ければならない。 

4 やまびこ学園又はすみれ園において保育所

等訪問支援を受けた者は、第1項各号に掲げ

る額の合計額の使用料を市に納付しなけれ

ばならない。 

3 子ども発達支援センター において保育所

等訪問支援を受けた者は、第1項各号に掲げ

る額の合計額の使用料を市に納付しなけれ

ばならない。 

5 やまびこ学園又はすみれ園において障害児

相談支援を受けた者は、児童福祉法第24条の

26第2項に規定する厚生労働大臣が定める基

準により算定した費用の額の使用料を市に

納付しなければならない。 

4 子ども発達支援センター において障害児

相談支援を受けた者は、児童福祉法第24条の

26第2項に規定する厚生労働大臣が定める基

準により算定した費用の額の使用料を市に

納付しなければならない。 

6 やまびこ学園又はすみれ園において計画相

談支援を受けた者は、障害者総合支援法第51

条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定め

る基準により算定した費用の額の使用料を

市に納付しなければならない。 

5 子ども発達支援センター において計画相

談支援を受けた者は、障害者総合支援法第51

条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定め

る基準により算定した費用の額の使用料を

市に納付しなければならない。 

7 すみれ園             において診

療(医療型児童発達支援に係るものを除く。)

を受けた者は、診療報酬の算定方法(平成20

年厚生労働省告示第59号)により算定した額

の使用料を市に納付しなければならない。た

だし、これにより算定し難いものについて

は、市長が定める額の使用料を市に納付しな

ければならない。 

6 子ども発達支援センター診療所において診

療                  

を受けた者は、診療報酬の算定方法(平成20

年厚生労働省告示第59号)により算定した額

の使用料を市に納付しなければならない。た

だし、これにより算定し難いものについて

は、市長が定める額の使用料を市に納付しな

ければならない。 

8 （略） 7 （略） 

9 市長は、特別の事情があると認めるときは、

第1項から第7項までの使用料又は前項の手

数料を減額し、又は免除することができる。 

8 市長は、特別の事情があると認めるときは、

第1項から第6項までの使用料又は前項の手

数料を減額し、又は免除することができる。 



【別記】 

（現行） 

施設の種類 名称 定員 

福祉型児童発達支援センター やまびこ学園 30人 

医療型児童発達支援センター すみれ園 40人 

基本的な動作の指導等を行う施設 あそびっこ広場 10人 

 

（改正案） 

施設の種類 名称 定員 

福祉型児童発達支援センター 子ども発達支援センター 50人 

診療所 子ども発達支援センター

診療所 

－ 
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改正前

（３事業）

福祉型児童発達支援センター 医療型児童発達支援センター 児童発達支援事業

知的発達に遅れのある児童

（3歳児～5歳児）
体幹または上肢下肢に障害の
ある児童

早期療育

（概ね1歳から3歳まで）

やまびこ学園 すみれ園（福祉、医療） あそびっこ広場

定員30人（１日利用） 定員40人（１日利用） 定員10人（１日利用）

改正後
（利用定員：
一日50人）

福祉型児童発達支援センター（名称：子ども発達支援センター）

知的発達に遅れのある児童

（3歳児～5歳児）
体幹または上肢下肢に障害の
ある児童

早期療育

（概ね1歳から3歳まで）

やまびこクラス すみれクラス（福祉） あそびっこクラス

想定30～35人 想定５～10人 想定10人

診療所

（単独事業）

障害児リハビリテーション（診察、理学療法、作業療法、言語聴覚療法）







福祉型児童発達支援センター

定員（うち、肢体不自由児）

伊丹市 公設公営 80（20） 廃止(H28.3)
知的、肢体、
早期療育

〇

公設公営 45 廃止(H27.8)
肢体、早期療
育

〇

公設民営 40 知的

公設公営 42（12） 廃止(H30.3) 知的、肢体 〇

公設公営 72（12） 廃止(H27.3) 知的、肢体 〇

公設公営 92（20） 廃止(H28,3) 知的、肢体 〇

公設民営 40 肢体 〇

公設民営 50 知的

川西市 公設民営 50（10）
知的、肢体、
早期

芦屋市 公設公営 30
知的、肢体
（3歳児～）

三田市 公設民営 30

公設公営 30 知的

公設公営 40 肢体 〇

公設公営 10 早期療育

宝塚市
（改正後）

公設公営 50（5～10） 廃止(R3.3)
知的、肢体、
早期

〇子ども発達支援センター

尼崎市
たじかの園

あこや学園

川西さくら園

すくすく学級

かるがも園

子ども発達支援センター

西宮市
わかば園

北山学園

神戸市

ひまわり学園

のばら学園

まるやま学園

宝塚市
（現行）

やまびこ学園

すみれ園

あそびっこ広場

名　称 設置主体
医療型児童発達
支援センター

定員
障碍種別 診療所




