
平成２８年第４回市議会定例会議案一覧表 

議案番号 議 案 名 提 案 理 由 説 明 等 担当部課名 

議案第１４０号 平成２８年度宝塚市一般会計補正予算（第３号） 

補正後の平成28年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 809億988万9千円（22億4,248万5千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 新庁舎・ひろば整備事業 

   手塚治虫記念館管理運営事業 

くらんど人権文化センター整備事業 

学校園（小中学校、幼稚園）施設整備事業 

減額 執行額の確定などに伴う執行残など 

歳入予算の主なもの 

増額 国庫支出金 社会資本整備総合交付金 

         地方創生拠点整備交付金 

         学校施設環境改善交付金 

県支出金 隣保館施設整備費補助金 

繰越金 前年度からの繰越金 

    市債 手塚治虫記念館管理運営事業債 

       人権文化センター施設整備事業債 

       新庁舎・ひろば整備事業債 

       学校園施設整備事業債 

 減額 繰入金 財政調整基金とりくずし 

繰越明許費の補正 

 追加 手塚治虫記念館管理運営事業ほか7件 

債務負担行為の補正 

追加 固定資産税・都市計画税システム更新事業ほか13件 

変更 都市計画道路荒地西山線整備事業 

地方債の補正 

 追加 手塚治虫記念館管理運営事業債の限度額 

増額 人権文化センター施設整備事業債の限度額 

   新庁舎・ひろば整備事業債の限度額 

   学校園施設整備事業債の限度額 

 減額 道路橋りょう整備事業債の限度額 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 



議案第１４１号 
平成２８年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予算

（第４号） 

補正後の平成28年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費の歳入歳出予算の総額

295億8,920万6千円（3億4,108万1千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 一般被保険者高額療養費事業 

   共同事業医療費拠出事業 

歳入予算の主なもの 

増額 療養給付費等負担金 

   高額医療費共同事業交付金 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第１４２号 
平成２８年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算（第

３号） 

補正後の平成28年度宝塚市特別会計介護保険事業費の歳入歳出予算の総額 

 193億4,385万5千円（4億2,859万9千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 高額介護サービス等給付事業 

   基金管理事業 

減額 介護予防サービス給付事業 

歳入予算の主なもの 

 増額 前年度からの繰越金 

健康福祉部 

安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第１４３号 
平成２８年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費補正予

算（第２号） 

 補正後の平成28年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費の歳入歳出予算の総

額 

 38億6,572万5千円（1億1,932万5千円の増額） 

歳出予算 

増額 後期高齢者医療広域連合納付金 

歳入予算 

 増額 前年度からの繰越金 

市民交流部 

市民生活室 

医療助成課 

議案第１４４号 
平成２８年度宝塚市特別会計宝塚すみれ墓苑事業費補正予

算（第２号） 

 補正後の平成28年度宝塚市特別会計宝塚すみれ墓苑事業費の歳入歳出予算の総

額 

 3億7,380万7千円（820万5千円の減額） 

歳出予算 

減額 予備費 

歳入予算 

減額 前年度からの繰越金 

環境部 

環境室 

生活環境課 



議案第１４５号 平成２８年度宝塚市病院事業会計補正予算（第１号） 

補正後の平成28年度宝塚市病院事業会計予算 

 収益的収入及び支出 

  病院事業収益の予定額 118億5,848万1千円(3億6,403万5千円増額） 

  病院事業費用の予定額 118億5,497万8千円(3億6,433万8千円増額） 

 資本的収入及び支出 

  資本的支出の予定額 27億4,829万8千円(1億1,960万1千円減額) 

 主な内容は、外来収益の増額及びこれに伴う材料費の増額、退職給付費の増

額、損害賠償金の支払い並びに保険金収入に伴う予算の増額 

市立病院 

経営統括部 

議案第１４６号 宝塚市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 本年3月31日に所得税法等の一部を改正する法律などが公布され、来年1月1日

から順次施行されることに伴い、条例の一部を改正しようとするもの。 

 (改正の主な内容) 

・軽自動車税について、昨年度中に取得した環境性能に優れた一定の軽自動車に

対する税率を軽減するグリーン化特例を1年間延長し、本年度中に取得したもの

について、来年度も同様に軽減するもの。 

・個人の市民税について、台湾との間で、国において租税条約に相当する枠組み

を構築したことに伴い、台湾の企業から支払いを受ける一定の利子又は配当につ

いて、他の所得と分離し、課税するもの。 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

議案第１４７号 
執行機関の附属機関設置に関する条例及び宝塚市個人情報

保護条例の一部を改正する条例の制定について 

 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律により、いわゆる番号法の一

部が改正されることに伴い、条例の規定について所要の整理を行うもの。 

総務部 

行政管理室 

総務課 

議案第１４８号 宝塚市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 定員管理方針により、条例に基づく適正な定員管理を行うため、条例の一部を

改正しようとするもの。 

(改正の主な内容) 

・再任用短時間勤務の職員数を定数に含めるとともに、職員の定数を見直すも

の。 

・休職や育児休業をしている職員などを定数の算定から除外しようとするもの。 

総務部 

行政管理室 

総務課 

議案第１４９号 宝塚市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について 

条例施行から2年が経過し、運用状況も踏まえて規定の見直しを行うため、条

例の一部を改正しようとするもの。 

(改正の主な内容) 

・時効が完成した場合及び債権の存否に争いがある場合に、市長限りで債権放棄

することができる金額を、1件当たり100万円以下とするもの。 

総務部 

行政管理室 

総務課 



議案第１５０号 
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 

 所得税法等の一部を改正する法律が、来年1月1日から施行されることに伴い、

所要の整備を行うため、条例の一部を改正しようとするもの。 

(改正の主な内容) 

・台湾の企業から支払いを受ける一定の利子等について、所得割額の算定や軽減

判定に用いる総所得金額に含めるもの。 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第１５１号 宝塚市手話言語条例の制定について 

手話は音声言語である日本語とは異なる独自の体系を持つ言語であるとの認識

に基づき、本市において、手話への理解の促進及び手話の普及を図り、手話を利

用しやすい環境づくりを推進することにより、全ての市民が相互に人格と個性を

尊重し、心豊かに共に生きる地域社会を実現することを目的として、条例を制定

しようとするもの。 

健康福祉部 

福祉推進室 

障害福祉課 

議案第１５２号 宝塚市障害者差別解消に関する条例の制定について 

 本市において、障害を理由とする差別の解消に関して基本理念を定め、

市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、障害を理由とする差

別を解消するための施策を定めることにより、障害を理由とする差別の解

消を推進し、障害がある人の人権を尊重し、障害の有無に関わらず、住み

よい地域社会を実現することを目的として、条例を制定しようとするも

の。 

(条例の主な内容) 

・不当な差別的取扱いや、合理的配慮の不提供といった障害を理由とする

差別の禁止 

・差別解消に向けた普及啓発の取組の規定 

・差別事案に関する申立てに対して助言又はあっせんを行うための附属機

関（宝塚市障害を理由とする差別の解消に関する調整委員会）の設置 

健康福祉部 

福祉推進室 

障害福祉課 

議案第１５３号 
宝塚市立勤労市民センター条例を廃止する等の条例の制定

について 

来年12月から開始予定の中央公民館第2期工事の準備作業を同年10月から開始

するに伴い、9月末をもって勤労市民センターを閉館し、また、10月以後におけ

る末広駐車場の指定管理者を選定するに当たって必要な手続を定めるため、宝塚

市立勤労市民センター条例を廃止し、宝塚市指定管理者選定委員会条例の一部を

改正しようとするもの。 

産業文化部 

産業振興室 

商工勤労課 

議案第１５４号 
宝塚市立末広駐車場条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

勤労市民センターの廃止に伴い、来年10月以降、末広駐車場単独を管理する指

定管理者を選定することに合わせて、駐車場料金について、従来採用していた利

用料金制から直接市の収入とする使用料制に変更するため、条例の一部を改正し

ようとするもの。 

産業文化部 

産業振興室 

商工勤労課 

議案第１５５号 宝塚市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

昨年3月31日付けで、総務省消防庁から発出された通知を受け、消防法令に

より設置が義務付けられている消防用設備等が設置されていない防火対象物を公

表する制度を設けるため、条例の一部を改正しようとするもの。 

消防本部 

予防課 



議案第１５６号 
宝塚市農業委員会の選挙による委員の定数条例の全部を改

正する条例の制定について 

 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律により、農業委員会等に関する法

律が改正されたことに伴い、農業委員の選出が公選制から市長が議会の同意を得

て任命する方法に変更となるとともに、農用地の最適化の推進に取り組む体制を

強化するために、新たに農地利用最適化推進委員が設けられ、それぞれの委員の

定数を条例で定めることとされたため、条例の全部を改正しようとするもの。 

 併せて、新設される農地利用最適化推進委員の報酬を定めるため、宝塚市特別

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を改正しようと

するもの。 

農業委員会 

事務局 

議案第１５７号 

議案第１５８号 
権利の放棄について 

平成19年1月20日に発生したカラオケボックス店建物火災について提起され

た損害賠償請求事件2件については、それぞれ、相手方の市に対する請求が棄却

されるとともに、市に生じた訴訟費用については、相手方の負担とする旨の判決

が確定しているが、地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づき、権利を放

棄しようとするもの。 

総務部 

行政管理室 

総務課 

議案第１５９号 
公の施設（宝塚市立勤労市民センター及び宝塚市立末広駐

車場）の指定管理者の指定について 

来年4月1日から同年9月30日までの間における宝塚市立勤労市民センター

及び宝塚市立末広駐車場の指定管理者として、特定非営利活動法人宝塚ＮＰＯセ

ンターを指定しようとするので、地方自治法第 244条の2第6項の規定により、

議会の議決を求めるもの。 

産業文化部 

産業振興室 

商工勤労課 

議案第１６０号 損害賠償の額の決定について 

市立病院において、相手方に対して行った手術について、術後に相手方に障害

が残存したもので、この医療行為による相手方に対する損害賠償の額を1,860万

円と決定しようとするもの。 

市立病院 

経営統括部 

議案第１６１号 

～ 

議案第１６４号 

市道路線の認定について 

議案第161号から第163号までは、都市計画法に基づく土地の帰属に伴う管理

引継により、議案第164号は、管理者事業による整備により、それぞれ新規認定

をしようとするもの。 

都市安全部 

建設室 

道路管理課 

議案第１６５号 市道路線の認定変更について 
管理者事業による整備により、起点地番、総延長及び最大幅員が変更となった

ため、認定変更をしようとするもの。 

都市安全部 

建設室 

道路管理課 

  



平成２８年第４回市議会定例会議案一覧表（２次送付分） 

議案番号 議 案 名 提 案 理 由 説 明 等 担当部課名 

議案第１６６号 平成２８年度宝塚市一般会計補正予算（第４号） 

補正後の平成28年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 816億4,593万8千円（7億3,604万9千円の増額） 

歳出予算 

増額 人件費 

   臨時福祉給付金等給付事業 

市議会運営事業 

歳入予算 

増額 国庫支出金 臨時福祉給付金給付事務費補助金 

         臨時福祉給付金給付事業費補助金 

繰入金 財政調整基金とりくずし 

繰越明許費の補正 

 追加 臨時福祉給付金等給付事業 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第１６７号 
平成２８年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予算

（第５号） 

補正後の平成28年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費の歳入歳出予算の総額

295億8,385万円（535万6千円の減額） 

歳出予算 

減額 人件費 

歳入予算 

減額 職員給与費等繰入金 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第１６８号 
平成２８年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費補正

予算（第２号） 

補正後の平成28年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費の歳入歳出予算の

総額 

 1億2,328万9千円（275万8千円の増額） 

歳出予算 

 増額 人件費 

歳入予算 

 増額 一般会計からの繰入金 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第１６９号 
平成２８年度宝塚市特別会計農業共済事業費補正予算（第

２号） 

補正後の平成28年度宝塚市特別会計農業共済事業費の歳入歳出予算の総額 

 1億1,184万円（115万9千円の減額） 

歳出予算 

 減額 人件費 

歳入予算 

 減額 一般会計からの繰入金 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 



議案第１７０号 
平成２８年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算（第

４号） 

補正後の平成28年度宝塚市特別会計介護保険事業費の歳入歳出予算の総額 

 193億5,097万3千円（711万8千円の増額） 

歳出予算 

 増額 人件費 

歳入予算 

 増額 職員給与費等繰入金 

健康福祉部 

安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第１７１号 
平成２８年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費補正予

算（第３号） 

 補正後の平成28年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費の歳入歳出予算の総

額 

 38億6,059万9千円（512万6千円の減額） 

歳出予算 

 減額 人件費 

歳入予算 

 減額 職員給与費等繰入金 

市民交流部 

市民生活室 

医療助成課 

議案第１７２号 
平成２８年度宝塚市特別会計宝塚すみれ墓苑事業費補正予

算（第３号） 

 補正後の平成28年度宝塚市特別会計宝塚すみれ墓苑事業費の歳入歳出予算の総

額 

 3億7,380万7千円（増減なし） 

歳出予算 

 減額 人件費 

 増額 予備費 

環境部 

環境室 

生活環境課 

議案第１７３号 
宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 特別職の職員の給与に関する法律の改正に準じて、特別職の職員の期末手当を

引き上げるため、条例の一部を改正しようとするもの 

（改正の内容） 

・平成28年12月期の期末手当の支給月数 

  1.65カ月→1.75カ月（0.1カ月の引き上げ） 

・来年度以降の期末手当の支給月数 

   6月期 1.50カ月→1.55カ月 

  12月期 1.75カ月→1.70カ月 

総務部 

人事室 

給与労務課 



議案第１７４号 
宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 本年8月の人事院勧告に準じて、一般職の職員の給料及び勤勉手当を引き上げ

るとともに、扶養手当の支給額の見直しなどを行うため、条例の一部を改正しよ

うとするもの 

（改正の内容） 

・給料表 

 若年層に重点を置いて、本年4月1日に遡及して引き上げ 

  行政職給料表 平均0.27％引き上げ 

  消防職給料表 平均0.38％引き上げ 

  医療職給料表（一） 平均0.11％引き上げ 

  医療職給料表（二） 平均0.45％引き上げ 

・勤勉手当 

 再任用職員以外の職員に対する本年12月期の支給月数 

  0.8カ月→0.9カ月（0.1カ月引き上げ） 

 再任用職員以外の職員に対する来年度以降の支給月数 

  6月期・12月期 それぞれ0.85カ月 

 再任用職員に対する本年12月期の支給月数 

  0.375カ月→0.425カ月（0.05カ月引き上げ） 

 再任用職員に対する来年度以降の支給月数 

  6月期・12月期 それぞれ0.4カ月 

 臨時的任用職員の来年度以降の期末手当の支給日数の上限 

  30日→31日（1日引き上げ） 

・扶養手当 

 課長級以下の職員 

  配偶者に係る扶養手当 

   月額13,000円→月額6,500円 

  子に係る扶養手当 

   月額6,500円→月額10,000円 

 室長級以上の職員 

  扶養親族の区分により支給額の減額又は無支給 

激変緩和措置として、来年4月1日から平成32年4月1日までの間に、段階的に実施 

総務部 

人事室 

給与労務課 

  



平成２８年第４回市議会定例会議案一覧表（３次送付分） 

議案番号 議 案 名 提 案 理 由 説 明 等 担当部課名 

議案第１７５号 宝塚市名誉市民条例の一部を改正する条例の制定について 
 歴史上の人物を市として顕彰する規定を整備するため、条例の一部を改正

しようとするもの。 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

  

平成２８年第４回市議会定例会議案一覧表（４次送付分） 

議案番号 議 案 名 提 案 理 由 説 明 等 担当部課名 

議案第１７６号 
宝塚市特別名誉市民の決定につき同意を求めることについ

て 

 豊臣秀吉から木接太夫の称号を受けるなど、接ぎ木の術に優れ、園芸の発展に

大きく寄与し、千年の歴史を誇る日本三大植木産地である山本地区の発展をゆる

ぎないものとしました坂上頼泰公を宝塚市特別名誉市民といたしたく、宝塚市名

誉市民条例第7条第2項の規定により、議会の同意を求めるもの。 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

  

 


