
第２１回都市経営会議 平成２４年１月３０日（月）開催 

 

※議案１と２は、一括で審議された 

議題１ 平成２４年度宝塚市水道事業会計予算について 

【提案】 上下水道局 

     平成２４年度水道事業会計予算を市議会に提出しようとするもの。 

【結果】 承認 

 

議題２ 平成２４年度宝塚市下水道事業会計予算について 

【提案】 上下水道局 

     平成２４年度下水道事業会計予算を市議会に提出しようとするもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 水道事業会計予算において、年間の有収水量が減ってるのはなぜか。給水人口、給水

戸数は前年度より増える予定になっているが。 

・ いちばんの要因は節水機器の普及により、給水人口や戸数が増えても、有収水量は減

るのではないかと見込んでいる。 

・ 下水道事業会計予算において、流域下水道整備費が前年度に比べ増額している原因は。 

・ 建設改良費については４市流域が汚泥量によって整備費を按分している。実際は県の

来年度の事業費に左右されるのが大きい。決算の段階では清算行為により金額が確定

する。 

・ 下水道事業の不明水対策について、不明水は減ってきているのか。 

・ 不明水については、昨年度から調査を行っている。調査については、地域をしぼり、

３年かけて行い、４年後から順次管の補修を予算化して、数年かけて減少させていく

予定である。 

・ 下水道事業会計の収支不足に充てていた基金は、いつ枯渇するのか。 

・ ２４年度中には枯渇するので、２５年度は賄えない。 

 

議題３ 平成２３年（2011年）１２月市議会における議員からの要望等について（報告） 

【提案】 企画経営部 

     平成２３年（2011 年）１２月市議会における議員からの要望等があったものに

ついて取りまとめ、報告するもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 特になし 

 



議題４ たからづか都市計画マスタープランについて 

【提案】 都市整備部 

     平成 23 年（2011 年）４月にスタートした第５次総合計画、県の都市計画区域

マスタープランなどの上位計画や関連計画との整合を図るとともに、今後予想さ

れる社会経済情勢や都市形成へのニーズなどを勘案し、これからの都市づくり指

針として適切な内容となるよう、改正を行うもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 計画の参考資料に審議会委員の名簿は添付しないのか。 

・ 最終の冊子には添付する予定である。 

・ ２３年度から始まった第５次総合計画と都市計画マスタープランの関連性等について、

各部局がどのように意識し、検証していくのか。 

・ 総合計画と都市計画マスタープランは基本的には同じである。車で例えるなら、一方

の車輪が総合計画なら、もう一方の車輪が都市計画マスタープランという位置づけで

ある。本文４ページにある体系図を基に、都市全体の将来のあるべき姿（将来都市像）

を総合計画基本構想などの上位計画に即して、連携・相互補完し、都市計画の観点か

ら実現するための基本的な方針を定め、土地利用や市街地整備、都市施設整備など、

都市空間づくりに関わる部門別計画として定めるものである。 

・ 本文に添付されている資料のグラフの数値データが古いように思うが。直近の数値デ

ータがないのか、更新されていないのか。数値データが整理されていないのか。 

・ データが更新されていないものと、そうでないものとあり、直近データがある分につ

いては更新を行うなど、整理はしていく。 

・ パブリックコメントは何件あったのか。 

・ 件数は６０件で、１３人からである。 

 

議題５ 宝塚市農業振興計画（案）のパブリックコメント募集について 

【提案】 産業文化部 

     宝塚市の農業の現状や動向を踏まえ、将来の農業の姿を展望しつつ、実現に向

けての具体的施策を取りまとめた「宝塚市農業振興計画（案）」について、パブリ

ックコメントを実施するもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 本文２９ページにある問題点、「西谷野菜は宝塚のブランド野菜や西谷地区の農業の周

知は、未だ十分とは言えず、地産地消の推進が求められている。」とあるが、これに対

する市の取り組みはどこに記されているのか。 

・ 本文３５ページにある施策展開として、休耕期間をハウス栽培にあて生産量、品目の



増加を図るなど、生産性の向上と西谷野菜を入手できるよう、販路拡大を行う。また、

西谷野菜を宝塚ブランドとしてブランド化の開発に取り組む。 

・ 西谷の野菜は何種類あるのか。ここでしか栽培されていない野菜はあるのか。 

・ ここでしか栽培されていないという野菜はないが、「なべちゃんねぎ」を活用した商品

開発、加工製品を研究しているところである。 

 

議題６ 平成２４年度宝塚市病院事業会計予算について 

【提案】 市立病院 

     平成２４年度宝塚市病院事業会計予算を市議会に提出しようとするもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ ２３年度と２４年度の業務内容の違いは。 

・ 外来収益が落ちるのは薬品の収入が外へ出るということ。あと外来患者が大幅に増え

ており、１，０００人を見込んでいる。今年に入っても１，２００人を超える外来患

者があり、対応する担当医も夕方まで治療にかかっている状態である。 

・ 支出の面で、給与費が前年度より下がる要因は。職員が減っているのか。 

・ 逆に職員は増えている。時間外勤務の縮減と医師の特別勤務手当ての見直し、退職者

と新規の職員の賃金差などによるもので、予算ベースでは下がっている。 

・ 院内処方から院外処方へ切り替えることによるメリットは何か。 

・ 今までは、薬剤師実働人数１７名と臨時職員８名がほとんど院内処方にかかりきりで

あったため、病棟内での服薬指導、薬剤管理が十分にできていない状態であった。院

外処方により薬剤師を病棟へ振り向けることができ、薬剤指導管理料の加算がつくの

で、そちらの方へ力を注いでいきたい。 

・ 院外処方への切り替えにより住民サービスの低下につながらないか。 

・ 十分な周知のほかに、サービス低下を防ぐために周辺にできる調剤薬局には高齢者、

障がい者向けに薬の配達やＦＡＸサービスなどをお願いするつもりでいる。 

・ 病院の経営改革プランの収支改善額とほぼ近い収益的収支差になるのか。 

・ ２４年度の改革プランでは２億４千万のマイナス、予算ベースでは１億８千万のマイ

ナスなので、達成はできると考える。２３年度も改革プランでは約４億９千万のマイ

ナスはほぼ達成できるのではないかと。２５年度改革プランでは黒字化にするとなっ

ているので、実現していきたいと考える。 

 

 

 

 

 



議題７ 附属機関の委員選出に係る改正等を行う条例を制定することについて 

【提案】 企画経営部 

     市議会議長から平成２３年１１月１８日付、市議会議員の附属機関委員への就

任辞退及び委員定数枠の削減の申入れがなされたことを踏まえ、所要の改正を行

うとともに、新たに設置する附属機関に係る改正を行うもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 公共的団体の代表者が占める割合が多いが、ルールが決まっているのか。例えば商工

会議所など。 

・ 審議会等の運営に関する指針には特に明示されていないが、協働の推進において意見

をいただくことが多い。 

・ 審議会のテーマに沿って役割を担ってもらう団体を選んでいることが多いので、必ず

しも前例踏襲ではない。 

・ 宝塚市協働の指針策定委員会と宝塚市文化振興に関する条例検討委員会は２４年度時

限の条例で大丈夫なのか。 

・ 協働の指針については、別添スケジュールにあるように、２４年度中に策定するため、

大丈夫である。 

・ 文化の方は今年度、文化の薫るまちづくり研究会を設置して、条例の制定も視野に入

れながら、条例案を検討しているので、１年あれば大丈夫である。 

 

議題８ 宝塚市廃棄物等減量推進審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

【提案】 環境部 

     廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、生じた法律の引用条項にズ

レが生じたため条例を改正する。また、平成２３年（2011年）１１月１８日にあ

った宝塚市議会からの申し入れにより、市議会議員が審議会委員に就任しないと

されたことにより、併せて委員数を改めるものである。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 特になし 

 

議題 20 宝塚市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

【提案】 環境部 

     平成２３年（2011 年）８月３０日に公布された第二次一括法において、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、従来廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行規則に委ねられていた技術管理者の資格基準において、条例で定めるこ



ととされたため、所要の改正を行うもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 特になし 

 

議題９ 宝塚市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

【提案】 企画経営部 

     ①地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律、

②東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必

要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律、③地方税法の一部を改正

する法律が平成２３年１２月に順次公布されることに伴い、所要の改正を行うも

の。 

【結果】 継続審議 

【質疑等】 

・ 地方税の均等割税率の引き上げ１，０００円（市５００円、県５００円）は、庁内で

議論されてきたのか。 

・ 議論はしていない。 

・ 今回、引き上げ額は防災のための施策に必要な財源確に充てるというのは、はっきり

したいものではないと聞いているが。 

・ 均等割標準税率という考え方なのか、それとも任意の超過課税という考え方なのか。 

・ 標準税率という考え方ならば義務付けということになり、であればそれにプラスマイ

ナスするかの議論になる。標準税率よりも低い税率となれば、交付金が減ったりする

など、何がしかのペナルティーがあるのではないか。 

・ 県を含め阪神各市の状況はどうか。 

・ 標準税率とあれば、義務づけとなる。次回の都市経営会議までに質問事項を整理し、

再度諮らせていただく。 

 

議題 10 宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

【提案】 市民交流部 

     国民健康保険税の課税限度額を地方税法施行令で定める法定限度額に引き上げ

るとともに、所得割額、均等割額、平等割額の税率・税額についても改定するた

め、宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正するもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 今回の値上げによって、どれくらい改善されるのか。 

・ 24 年度以降の収支見込計画では、現行の保険税でいくと、単年度３億円の赤字が見込



まれるため、その単年度の赤字を解消するために、今回増額するものである。 

・ ６億２千万の累積赤字は改善されるのか。 

・ 単年度の赤字を解消するねらいから、累積赤字をこれ以上増加させないためのもので

ある。 

・ 一般会計からの繰入の議論はなかったのか。 

・ 答申でも赤字補填のための税の値上げの議論はあったが、一般会計から繰入はしない

という答申である。 

・ 保険税の限度額は上がるが、阪神間での位置は。高い方なのか、低い方なのか。 

・ ２３年度７１万から２４年度は７７万になり、２４年度には国の法定限度額に達する。

阪神間の調査は行っていないが、まん中より下の位置にあるように思う。 

 

議題 11 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更についての議決 

【提案】 市民交流部 

     住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴い、外国人住民が同法の適用

対象となり、これにあわせて現行の外国人登録制度が廃止となることに伴って、

兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更が必要となるもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 特になし 

 

議題 12 兵庫県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議について 

【提案】 総務部 

     兵庫県市町村職員退職手当組合規約を一部変更するときは、組合構成市町等の

議会の議決が必要となり、今回、一部事務組合の名称が変更されることに伴い改

正するもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 特になし 

 

議題 13 市道路線の認定等について 

【提案】 都市安全部 

     開発行為により帰属を受けた道路、住宅市街地総合整備事業完了により管理引

継を受けた道路について、道路法上の道路にするため認定するもの。また、道路

の機能が一部滅失しているものについて、一部廃止するもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 



・ 特になし 

議題 14 宝塚市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

【提案】 都市安全部 

     国土交通省では、平成２０年度及び平成２３年度に道路占用料の改正を行った。

これを受けて阪神各市町で組織している阪神間道路管理者連絡協議会で協議・調

整を重ね、このたび阪神間各市町同一歩調のもと、本市の道路占用料を改正しよ

うとするもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 関西電力の他、関連する企業について、４月 1 日からの施行に伴い、改正内容につい

ての説明ができているのか。 

・ 地下埋設分も含めて、阪神間道路管理者連絡協議会全体で説明して、理解は得ている。 

・ 今回の改正により、全体として、どれくらいの収入になるのか。 

・ 単価的には、上がるもの、下がるもの、据え置き分と分かれるが、単純平均では単価

だけで１２％の値上げである。 

・ 実質的値上げは２．７％の値上げで、金額にして約９００万程度の値上げである。 

・ 公園にある電柱も含めての金額か。 

・ 公園は少額なのでほとんど影響はない。 

 

議題 15 宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

【提案】 都市安全部 

     整備を完了した都市公園について、定例市議会に当該条例の一部改正案を提出

し、追加の承認を得ようとするもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 特になし 

 

議題 16 宝塚市都市景観条例の全部を改正する条例の制定について 

【提案】 都市整備部 

     当該条例は、景観行政の充実化を図るため、景観法の「景観行政団体」に移行

するため、景観法の諸制度と自主制度とを組み合わせ条例を改正するもの。また、

条例の制定に併せて現行の「都市計画デザイン審査会」を改変し、「景観審議会」

を創設するため、執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 特になし 



 

議題 17 宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

【提案】 都市整備部 

     兵庫県の福祉のまちづくり条例の一部改正によるほか、現在の確認審査業務等

に係る作業時間が従前に比べ増加しているため、宝塚市建築事務及び住宅事務手

数料条例を一部改正し、確認申請手数料等を増額するもの。 

【結果】 継続審議 

【質疑等】 

・ 新旧対照表について、説明用にわかりやすい一覧表を別途、作成することとし、次回

再度審議とする。 

 

議題 18 租税特別措置法施行令の一部改正に伴う「宝塚市開発、都市計画等事務手数料条

例」の一部改正について 

【提案】 都市整備部 

     租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則の一部が改正されたことに

伴い、また、施行令等の一部改正を受け、兵庫県条例も一部改正することから、

県の改正に準じ、宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例について、認定対象外

となった規定について、削除する一部改正を行うもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 特になし 

 

 

●審議予定されていた議題１９（議題２０は除く）から議題２８は、時間切れのため、

次回平成 24 年（2012 年）２月６日に審議を行い、併せて継続審議となった議題９及び

議題１７についても再度審議されることとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


