
議案第  号 

宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市福祉医療費の助成に関する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３年（２０２１年）２月  日提出 

宝塚市長 中 川 智 子   

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

宝塚市福祉医療費の助成に関する条例（平成３年条例第１７号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条の２第７号中「保険外併用療養費及び療養費」を「保険外併用療養費、療養費及

び訪問看護療養費」に、「家族療養費及び」を「家族療養費、家族訪問看護療養費及び」

に改め、同条第８号中「（同法第２９２条第１項第１１号イ中「夫と死別し、若しくは夫

と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」と

あるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻（届出をしていないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしていないもの」と読み替えた場合

に同法第２９５条第１項（第２号に係る部分に限る。以下この号において同じ。）の規定

により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第２９２条第１項第１２号中

「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない

者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚

姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）をしていな

いもの」と読み替えた場合に同法第２９５条第１項の規定により当該市町村民税が課され

ないこととなる者を含む。）」を削り、同条第９号中「所得税法等の一部を改正する法律

（平成３０年法律第７号）第１条の規定による改正前の所得税法第３５条第４項」を「同

条第４項」に、「金額の合計額とする。ただし、当該合計額が７０万円に満たないとき

は、７０万円」を「場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、「総所得金額と」

の次に「し、総所得金額に同法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合に

おいては、当該給与所得については、同条第２項の規定によって計算した金額（租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の３の３第２項の規定による控除が行われて



いる場合には、その控除前の金額）から１０万円を控除して得た金額（当該金額が零を下

回る場合には、零とする。）によるものと」を加え、同条第１０号中「規定する合計所得

金額」の次に「（所得税法第２８条第１項に規定する給与所得を有する者については、当

該給与所得は、同条第２項の規定により計算した金額（租税特別措置法第４１条の３の３

第２項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額）から１０万円を控

除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）によるものとする。）」を加

える。 

 第２条第５項を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、令和３年７月１日以後の診

察、薬剤の支給等に係る医療費の助成について適用し、同日前の診察、薬剤の支給等に

係る医療費の助成については、なお従前の例による。 



議案第  号 

   宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市福祉医療費の助成に関する条例(平成3年条例第17号)新旧対照表 

現行 改正案 

(定義) (定義) 

第1条の2 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。 

第1条の2 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)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 療養の給付等 療養の給付並びに保

険外併用療養費及び療養費      

 の支給(家族療養費及び       

   特別療養費に係るものを含む。)を

いう。 

(7) 療養の給付等 療養の給付並びに保

険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養

費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養

費及び特別療養費に係るものを含む。)を

いう。 

(8) 市町村民税世帯非課税者 世帯主及

び全ての世帯員が医療保険各法の規定に

よる療養の給付等が行われた月の属する

年度分(当該月が4月から6月までの間であ

る場合にあっては、前年度分)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(同法第328条の規定により課税す

る所得割を除く。)が課されていない者(同

法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、

若しくは夫と離婚した後婚姻をしていな

い者又は夫の生死の明らかでない者で政

令で定めるもの」とあるのを「婚姻によら

ないで母となった女子であって、現に婚姻

(届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある場合を含む。)をしてい

ないもの」と読み替えた場合に同法第295

条第1項(第2号に係る部分に限る。以下こ

の号において同じ。)の規定により当該市

町村民税が課されないこととなる者及び

同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、

若しくは妻と離婚した後婚姻をしていな

い者又は妻の生死の明らかでない者で政

令で定めるもの」とあるのを「婚姻によら

ないで父となった男子であって、現に婚姻

(届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある場合を含む。)をしてい

ないもの」と読み替えた場合に同法第295

条第1項の規定により当該市町村民税が課

されないこととなる者を含む。)(以下「市

町村民税非課税者」という。)である世帯

に属する者をいう。 

(8) 市町村民税世帯非課税者 世帯主及

び全ての世帯員が医療保険各法の規定に

よる療養の給付等が行われた月の属する

年度分(当該月が4月から6月までの間であ

る場合にあっては、前年度分)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(同法第328条の規定により課税す

る所得割を除く。)が課されていない者 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

              (以下「市

町村民税非課税者」という。)である世帯

に属する者をいう。 

(9) 所得を有しない者 市町村民税世帯 (9) 所得を有しない者 市町村民税世帯



非課税者であり、かつ、その属する世帯の

世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法

の規定による療養の給付等が行われた月

の属する年度分(当該月が4月から6月まで

の間である場合にあっては、前年度分)の

地方税法の規定による市町村民税に係る

同法第313条第1項に規定する総所得金額

及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40

年法律第33号)第2条第1項第22号に規定す

る各種所得の金額(同法第35条第3項に規

定する公的年金等の支給を受ける者につ

いては、所得税法等の一部を改正する法律

(平成30年法律第7号)第1条の規定による

改正前の所得税法第35条第4項中「次の各

号に掲げる金額の合計額とする。ただし、

当該合計額が70万円に満たないときは、 

70万円」とあるのは、「80万円」として同

項の規定を適用して算定した総所得金額

と                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                 す

る。)並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額がない者をいう。 

非課税者であり、かつ、その属する世帯の

世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法

の規定による療養の給付等が行われた月

の属する年度分(当該月が4月から6月まで

の間である場合にあっては、前年度分)の

地方税法の規定による市町村民税に係る

同法第313条第1項に規定する総所得金額

及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40

年法律第33号)第2条第1項第22号に規定す

る各種所得の金額(同法第35条第3項に規

定する公的年金等の支給を受ける者につ

いては、同条第4項          

                  

              中「次の各

号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に

定める金額             

   」とあるのは、「80万円」として同

項の規定を適用して算定した総所得金額

とし､総所得金額に同法第28条第1項に規

定する給与所得が含まれている場合にお

いては､当該給与所得については､同条第2

項の規定によって計算した金額(租税特別

措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の

3第2項の規定による控除が行われている

場合には､その控除前の金額)から10万円

を控除して得た金額(当該金額が零を下回

る場合には､零とする｡)によるものとす

る。)並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額がない者をいう。 

(10) 低所得者 市町村民税非課税者であ

り、かつ、医療保険各法の規定による療養

の給付等が行われた月の属する年の前年

(当該月が1月から6月までの間である場合

にあっては、前々年)における当該者に係

る公的年金等の収入金額(所得税法第35条

第2項第1号に規定する公的年金等の収入

金額をいう。以下同じ。)及び合計所得金

額(当該公的年金等の収入金額に係る雑所

得の金額がないものとした場合の地方税

法第292条第1項第13号に規定する合計所

得金額               

                  

                  

                  

                  

                  

                  

(10) 低所得者 市町村民税非課税者であ

り、かつ、医療保険各法の規定による療養

の給付等が行われた月の属する年の前年

(当該月が1月から6月までの間である場合

にあっては、前々年)における当該者に係

る公的年金等の収入金額(所得税法第35条

第2項第1号に規定する公的年金等の収入

金額をいう。以下同じ。)及び合計所得金

額(当該公的年金等の収入金額に係る雑所

得の金額がないものとした場合の地方税

法第292条第1項第13号に規定する合計所

得金額(所得税法第28条第1項に規定する

給与所得を有する者については ､当該給

与所得は､同条第2項の規定により計算し

た金額(租税特別措置法第41条の3の3第2

項の規定による控除が行われている場合

には､その控除前の金額)から10万円を控

除して得た額(当該額が零を下回る場合に



                をい

い、その額が零を下回る場合は、零とする。

以下同じ。)の合計額が80万円以下である

者をいう。 

は､零とする｡)によるものとする。)をい

い、その額が零を下回る場合は、零とする。

以下同じ。)の合計額が80万円以下である

者をいう。 

(受給資格) (受給資格) 

第2条 （略） 第2条 （略） 

2～4 （略） 2～4 （略） 

5 第2項第2号の規定を適用する場合におい

て、別表第2条第1項第3号に規定する者の項

及び第2条第1項第4号、第5号又は第6号に規

定する者の項所得限度額の欄に掲げる額を

算定するに当たっては、地方税法第292条第

1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と

離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生

死の明らかでない者で政令で定めるもの」

とあるのを「婚姻によらないで母となった

女子であって、現に婚姻(届出をしていない

が、事実上婚姻関係と同様の事情にある場

合を含む。)をしていないもの」と読み替え

た場合に同表所得による制限に係る者の欄

に掲げる者が同号イに該当するとき又は同

項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離

婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死

の明らかでない者で政令で定めるもの」と

あるのを「婚姻によらないで父となった男

子であって、現に婚姻(届出をしていない

が、事実上婚姻関係と同様の事情にある場

合を含む。)をしていないもの」と読み替え

た場合に同表所得による制限に係る者の欄

に掲げる者が同号に該当するときは、同法

第295条第1項の規定(第2号に係る部分に限

る。)及び同法第314条の2第1項第8号の規定

(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫

と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻を

していない者又は夫の生死の明らかでない

者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻

によらないで母となった女子であって、現

に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関

係と同様の事情にある場合を含む。)をして

いないもの」と読み替えた場合に同法第314

条の2第3項に該当するときにあっては、同

項の規定)を適用するものとする。 

 

 



＜説明資料１＞                                

医療助成課 

 

税制改正に伴う兵庫県の「福祉医療費助成事業実施要綱」改正への対応について 

 

１ 内容 

兵庫県から、「税制改正に伴う福祉医療費助成事業実施要綱改正について」の通知

があり、県要綱の改正内容に基づき「宝塚市福祉医療費の助成に関する条例」におい

て所要の改正を行うものである。 

 

2 制度概要(税制改正の項目) 

(1) ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し 

① ひとり親控除の創設 

  婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(前年の総所得金額等が 48 万円以

下)を有する単身者(前年の合計所得金額が 500 万円以下)について「ひとり親控

除」(控除額 30 万円)を適用。 

②寡婦(夫)控除の見直し 

・ひとり親に該当しない寡婦(子以外の扶養親族があり、かつ前年の合計所得金額が

500 万円以下)については、引き続き寡婦控除(控除額 26 万円)を適用。 

・寡婦控除の特別加算及び寡夫控除は廃止。 

 

(2) 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替 

給与所得控除及び公的年金等控除の控除額について、一律に 10 万円引き下げ、

基礎控除の控除額を 10 万円引き上げることとされたが、この改正による福祉医療

適用の判定において影響が生じないよう兵庫県の「福祉医療費助成事業実施要綱」

において所要の改正が行われる。(要綱上の「所得を有しない者」並びに「低所得者」

の規定において、「給与所得を有する者については当該給与所得から 10 万円を控除し

て得た金額とする。」を追記) 

 

3  本市の対応 

(1) 兵庫県の「福祉医療費助成事業実施要綱」において所要の改正が行われることから、

本市条例「宝塚市福祉医療費の助成に関する条例」においても同様の改正を行う。 

(2) 本改正に係る予算措置については、税制改正部分に係る福祉医療費助成額(扶助額)へ

の影響は少ないため予算措置は講じないが、別途システム改修費用に約 170 万円を計

上している。 

(3) 市民への周知については、市ホームページを活用するなど周知に努める。 



   4 各市の対応 

阪神間各市の条例改正対応については次のとおりである。 

条例改正 3 月議会(西宮市、伊丹市、芦屋市、川西市、三田市)、 

2 月臨時市議会(尼崎市) 

 

5 条例施行日 令和 3年（2021 年）7月 1 日 

 

 

 



＜説明資料２＞                                

医療助成課 

 

 

兵庫県「福祉医療費助成事業実施要綱」改正への対応について 

(福祉医療制度における訪問看護療養費の助成対象化) 

 

１ 内容 

兵庫県から、福祉医療制度における訪問看護療養費の助成対象化に伴う福祉医療費

助成事業実施要綱改正についての通知があり、改正内容に基づき「宝塚市福祉医療費

の助成に関する条例」の一部改正を行うものである。 

 

2 制度概要 

(1) 訪問看護療養費に対する助成制度の拡充の経緯(県の見解) 

兵庫県では福祉医療において、保険医療機関の医療費は助成対象としているが、訪

問看護療養費は、在宅における「療養上の生活支援」の意味合いが強かったことか

ら、福祉医療の助成対象外としてきた。しかし、在宅医療の進展に伴い、訪問看護

ステーションの利用が増加していることを踏まえ、令和 3 年 7月 1日から訪問看護

療養費を助成対象とするものである。 

(参考) 

      ※医療保険の訪問看護を行う訪問看護ステーション数の推移(全国ベース) 

(H21 年度 全国 5,320 カ所→H31 年度 全国 10,783 カ所) 

※訪問看護療養費(医療保険)の推移(全国ベース) 

(H18 年度 479 億円→H28 年度 1,742 億円) 

 

(2) 対象者 

福祉医療受給者(高齢期移行、障害者、高齢障害者、母子家庭等、乳幼児等、こども) 

 

(3) 助成内容 

医療保険が適用された訪問看護療養費に係る自己負担額から各福祉医療制度に応

じた一部負担金を控除した額を助成する。 

 

(4) 実施時期 

令和 3年(2021 年)7 月 1 日(福祉医療制度の受給者証の更新日)  

 

3 本市の対応 



(1) 兵庫県の「福祉医療費助成事業実施要綱」において所要の改正が行われることから、

本市条例「宝塚市福祉医療費の助成に関する条例」においても同様の改正を行う。 

(2) 本改正に伴う予算措置については、福祉医療制度に係る訪問看護療養費の適用者の 9割

が重度障害者医療助成の受給者であることから、本市の来年度予算措置においては、障

害者(児)医療扶助料に拡充分として約 1,500 万円を計上し、別途システム改修費用と

して約 200 万円を計上している。 

(3) 市民への周知については、市ホームページへの掲載及び受給者証更新時にチラシを

同封するなど周知に努める。 

 

4 各市の対応 

阪神間各市の条例改正対応については次のとおりである。 

条例改正 3 月議会(西宮市、伊丹市、芦屋市、川西市、三田市)、 

2 月臨時市議会(尼崎市) 

 

5 条例施行日 令和 3年（2021 年）7月 1 日 

 

 

 

 

 

 

 


