
大阪市介護保険条例（平成１２年大阪市条例第４２号）の一部を次のように改正する。

第４条の次に次の１条を加える。

（一定以上の所得を有する第１号被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額）

第４条の２ 要介護被保険者（法第４１条第１項に規定する要介護被保険者をいう。以

下同じ。）で法第４９条の２に規定するものが受ける法第４２条第１項の規定による特

例居宅介護サービス費の支給、法第４２条の３第１項の規定による特例地域密着型介

護サービス費の支給又は法第４９条第１項の規定による特例施設介護サービス費の支

給について前条第１項、第２項又は第４項の規定を適用する場合においては、これ

らの規定中「１００分の９０」とあるのは「１００分の８０」とする。

第５条中「第５０条」を「第５０条第１項又は第２項」に、「同条各号」を「法第４９条

の２各号」に改め、「（法第４１条第１項に規定する要介護被保険者をいう。）」を削る。

第６条の次に次の１条を加える。

（一定以上の所得を有する第１号被保険者に係る特例介護予防サービス費等の額）

第６条の２ 居宅要支援被保険者（法第５３条第１項に規定する居宅要支援被保険者を

いう。以下同じ。）で法第５９条の２に規定するものが受ける法第５４条第１項の規定

による特例介護予防サービス費の支給又は法第５４条の３第１項の規定による特例地

域密着型介護予防サービス費の支給について前条第１項又は第２項の規定を適用す

る場合においては、これらの規定中「１００分の９０」とあるのは「１００分の８０」とする。

第７条中「第６０条」を「第６０条第１項又は第２項」に、「同条各号」を「法第５９条

の２各号」に改め、「（法第５３条第１項に規定する居宅要支援被保険者をいう。）」を

削る。

第８条を次のように改める。

議 案 第１５８号

大阪市介護保険条例の一部を改正する条例案
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（保険料率）

第８条 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲

げる第１号被保険者（法第９条第１号に掲げる者をいう。以下同じ。）の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。

� 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第３９条第１項

第１号に掲げる者 ４４，６０３円

� 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ５２，７１３円

� 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ６０，８２２円

� 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６８，９３２円

� 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ８１，０９６円

� 令第３９条第１項第６号に掲げる者 ８９，２０６円

� 令第３９条第１項第７号に掲げる者 １０１，３７０円

� 令第３９条第１項第８号に掲げる者 １２１，６４４円

	 令第３９条第１項第９号に掲げる者 １４１，９１８円


 令第３９条第１項第１０号に掲げる者 １６２，１９２円

２ 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料率に係る令第３９条第１項

第６号イの市町村が定める額は、１，２５０，００１円とする。

３ 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料率に係る令第３９条第１項

第７号イの市町村が定める額は、２，０００，０００円とする。

４ 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料率に係る令第３９条第１項

第８号イの市町村が定める額は、４，０００，０００円とする。

５ 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料率に係る令第３９条第１項

第９号イの市町村が定める額は、７，０００，０００円とする。

第９条第１項及び第２項中「前条各号」を「前条第１項各号」に改め、同条第３項

中「ハ」を「ニ」に、「若しくは第６号ロ又は令附則第１１条第２項（同条第３項及び
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第４項において準用する場合を含む。）」を「、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第

９号ロ」に改め、同項第２号中「前条各号」を「前条第１項各号」に改める。

第１０条第１項中「地方税法」を「地方税法（昭和２５年法律第２２６号）」に、「又は合

計所得金額」を「又は同法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合

計所得金額」という。）」に改め、「又は令附則第１１条第１項若しくは第２項（同条第

３項及び第４項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）」を削り、「第８条各

号」を「第８条第１項各号」に改める。

附則に次の１項を加える。

（介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置）

４ 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、

介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、

平成２７年４月１日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌

日から行うものとする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第４条の次に１条を加え

る改正規定、第５条の改正規定、第６条の次に１条を加える改正規定及び第７条の

改正規定並びに次項の規定は、平成２７年８月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の大阪市介護保険条例（以下「改正後の条例」という。）

第４条の２、第５条、第６条の２及び第７条の規定は、平成２７年８月１日以後に利

用し、又は行った居宅サービス（これに相当するサービスを含む。）、地域密着型

サービス（これに相当するサービスを含む。）、施設サービス、介護予防サービス

（これに相当するサービスを含む。）、地域密着型介護予防サービス（これに相当

するサービスを含む。）又は住宅改修（以下「居宅サービス等」という。）に係る

保険給付について適用し、同日前に利用し、又は行った居宅サービス等に係る保険
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給付については、なお従前の例による。

３ 改正後の条例の規定中保険料に関する部分は、平成２７年度分以後の保険料につい

て適用し、平成２６年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

平成２７年２月２４日提出

大阪市長 橋 下 徹

説 明

一定以上の所得を有する第１号被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額を定め、保険料

率を改定するとともに、介護予防・日常生活支援総合事業の実施について猶予措置を講じるため、

条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。
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（特例居宅介護サービス費等の額）

第４条 省 略

（一定以上の所得を有する第１号被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額）

第４条の２ 要介護被保険者（法第４１条第１項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。）

で法第４９条の２に規定するものが受ける法第４２条第１項の規定による特例居宅介護サービス費

の支給、法第４２条の３第１項の規定による特例地域密着型介護サービス費の支給又は法第４９条

第１項の規定による特例施設介護サービス費の支給について前条第１項、第２項又は第４項の

規定を適用する場合においては、これらの規定中「１００分の９０」とあるのは「１００分の８０」とす

る。

（居宅介護サービス費等の額の特例）

第５条 法第５０条第１項又は第２項の規定により読み替えられた同条
法第４９条の２

各号に定める規定

に規定する割合は、これらの規定の適用を受ける要介護被保険者（法第４１条第１項に規定する

要介護被保険者をいう。）に係る法第５０条第１項又は第２項に規定する費用を負担することが

困難である状況を勘案して市長が定める。

（特例介護予防サービス費等の額）

第６条 省 略

（一定以上の所得を有する第１号被保険者に係る特例介護予防サービス費等の額）

第６条の２ 居宅要支援被保険者（法第５３条第１項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下

同じ。）で法第５９条の２に規定するものが受ける法第５４条第１項の規定による特例介護予防

サービス費の支給又は法第５４条の３第１項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の

支給について前条第１項又は第２項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「１００

分の９０」とあるのは「１００分の８０」とする。

（介護予防サービス費等の額の特例）

第７条 法第６０条第１項又は第２項の規定により読み替えられた同条
法第５９条の２

各号に定める規定

に規定する割合は、これらの規定の適用を受ける居宅要支援被保険者（法第５３条第１項に規定

する居宅要支援被保険者をいう。）に係る法第６０条第１項又は第２項に規定する費用を負担す

ることが困難である状況を勘案して市長が定める。

（参 照） 傍線は削除�
�
�太字は改正

大阪市介護保険条例（抄）
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（保険料率）

第８条 平成２４年度から平成２６年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第１号

被保険者（法第９条第１号に掲げる者をいう。以下同じ。）の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。

� 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第３９条第１項第１号に掲

げる者 ３５，３８２円

� 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３９，６２８円

� 令附則第１６条第１項及び第２項（同条第３項及び第４項においてこれらの規定を準用する

場合を含む。）に規定する者 ４５，９９７円

� 令第３９条第１項第３号に掲げる者（前号に該当する者を除く。） ５３，０７３円

� 令附則第１７条第１項及び第２項（同条第３項及び第４項においてこれらの規定を準用する

場合を含む。）に規定する者 ６０，１５０円

	 令第３９条第１項第４号に掲げる者（前号に該当する者を除く。） ７０，７６４円


 次のいずれかに該当する者 ７７，８４１円

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下

「合計所得金額」という。）が１，２５０，００１円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当し

ないもの

イ 要保護者等（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者又

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）の規定による支援給付（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項の規定による支援給付及び中国残留邦人等の

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

２５年法律第１０６号）附則第２条第１項又は第２項の規定によりなお従前の例によることと

された同法による改正前の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

援に関する法律第１４条第１項の規定による支援給付を含む。以下「支援給付」という。）

を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。）であって、その者が課される保険料額に

ついてこの号の区分による額を適用されたならば保護等（生活保護法第２条に規定する保

護又は支援給付をいう。以下同じ。）を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第

１号イ（�に係る部分を除く。）、次号イ、第９号イ又は第１０号イに該当する者を除く。）
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� 次のいずれかに該当する者 ８８，４５５円

ア 合計所得金額が、１，２５０，００１円以上２，０００，０００円未満であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの

イ 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用

されたならば保護等を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（�に係る

部分を除く。）、次号イ又は第１０号イに該当する者を除く。）

� 次のいずれかに該当する者 １０６，１４６円

ア 合計所得金額が、２，０００，０００円以上４，０００，０００円未満であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの

イ 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用

されたならば保護等を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（�に係る

部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。）

 次のいずれかに該当する者 １２３，８３７円

ア 合計所得金額が、４，０００，０００円以上７，０００，０００円未満であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの

イ 要保護者等であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用

されたならば保護等を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（�に係る

部分を除く。）に該当する者を除く。）

� 前各号のいずれにも該当しない者 １４１，５２８円

（保険料率）

第８条 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第１号

被保険者（法第９条第１号に掲げる者をいう。以下同じ。）の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。

� 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第３９条第１項第１号に掲

げる者 ４４，６０３円

� 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ５２，７１３円

� 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ６０，８２２円

� 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ６８，９３２円

� 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ８１，０９６円

� 令第３９条第１項第６号に掲げる者 ８９，２０６円
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� 令第３９条第１項第７号に掲げる者 １０１，３７０円

� 令第３９条第１項第８号に掲げる者 １２１，６４４円

� 令第３９条第１項第９号に掲げる者 １４１，９１８円

� 令第３９条第１項第１０号に掲げる者 １６２，１９２円

２ 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料率に係る令第３９条第１項第６号イの

市町村が定める額は、１，２５０，００１円とする。

３ 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料率に係る令第３９条第１項第７号イの

市町村が定める額は、２，０００，０００円とする。

４ 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料率に係る令第３９条第１項第８号イの

市町村が定める額は、４，０００，０００円とする。

５ 平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料率に係る令第３９条第１項第９号イの

市町村が定める額は、７，０００，０００円とする。

（賦課期日後に第１号被保険者資格の取得、喪失等があった場合の保険料の額の算定）

第９条 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を取得した者に係る保険料の額は、当該資

格を取得した日を令第３９条第１項に規定する賦課期日とみなした場合における前条第１項各号

に掲げる第１号被保険者の区分に応じ当該各号に定める額を、当該取得した日の属する月から

月割により算定した額とする。

２ 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を喪失した者に係る保険料の額は、前条第１項

各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ当該各号に定める額（保険料の賦課期日後に第１号

被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日を令第３９条第１項に規定する

賦課期日とみなした場合における前条第１項各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ当該各

号に定める額）を、当該資格を喪失した日の属する月の前月まで月割により算定した額とする。

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（�に係る部分を除く。）、ロ若しくはハ
ニ
、第

２号ロ、第３号ロ、第４号ロ、第５号ロ若しくは
、

第６号ロ又は令附則第１１条第２項（同条第
、第７号ロ、第８号ロ又は第９号

３
ロ

項及び第４項において準用する場合を含む。）のいずれかに該当するに至った第１号被保険者

（令第３９条第１項第１号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至ったことにより同号

イ（�に係る部分を除く。）に該当するに至った者を除く。以下「賦課期日後の被保護者等」

という。）に係る保険料の額は、次に掲げる額の合算額とする。

８



� 省 略

� 賦課期日後の被保護者等に該当するに至った日を令第３９条第１項に規定する賦課期日とみ

なした場合における前条第１項各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ当該各号に定める

額を、当該至った日の属する月から月割により算定した額

４ 省 略

（市町村民税の課税非課税の別等が確定しない場合の保険料の額の算定）

第１０条 保険料の額の算定の基礎に用いる第１号被保険者に係る地方税法（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ものとし、同法第３２８条の

規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。）の課税非課税の別又は同法

第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）が確定しない

ため、当該第１号被保険者に係る当該年度分の保険料を確定することができない場合における

当該第１号被保険者に係る保険料の額は、当該年度分の保険料が確定する日までの間は、当該

第１号被保険者に係る当該年度の前年度の賦課期日（当該賦課期日後に第１号被保険者の資格

を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日）における当該第１号被保険者の属する世

帯の世帯主及びすべての世帯員についての当該年度の前年度分の市町村民税の課税非課税の別

若しくは合計所得金額又は当該年度の前年度の賦課期日の属する年の前年中の所得税法（昭和

４０年法律第３３号）第３５条第２項第１号に規定する公的年金等の収入金額（以下「公的年金等の

収入金額」という。）を当該年度分の市町村民税の課税非課税の別若しくは合計所得金額又は

当該年度の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額とみなして令第３９条第１項各

号又は令附則第１１条第１項若しくは第２項（同条第３項及び第４項においてこれらの規定を準

用する場合を含む。）の規定を適用した場合における第８条第１項各号に掲げる第１号被保険

者の区分に応じ当該各号に定める額により算定した額とする。

２ 省 略

附 則

１－３ 省 略

（介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置）

４ 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及

び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成２７年４月１日から

市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

９
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