
平成２９年第２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 

報告第 １ 号 
専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市

市税条例の一部を改正する条例の制定について） 

平成29年3月31日に地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が

公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正するた

め、同年3月31日に専決処分したもの 

【改正の主な内容】 

市民税において、長期譲渡所得の課税の特例の延長を、固定資産税において、

居住用超高層建築物に係る税額の按分方法の申出、被災市街地復興推進地域に定

められた場合の特例の申告、及び耐震改修等が行われた認定長期優良住宅に対す

る申告に係る方法を、軽自動車税において、グリーン化特例の適用期限の延長及

び賦課徴収の特例を、それぞれ規定するもの 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

報告第 ２ 号 
専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市

都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について） 

平成29年3月31日に地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が

公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正するた

め、同年3月31日に専決処分したもの 

【改正の内容】 

地方税法改正に伴う所要の整備を行うもの 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

報告第 ３ 号 

専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市

消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制

定について） 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

が、平成29年3月29日に公布され、同年4月1日から施行されたことに伴い、条例

の一部を改正するため、同年3月31日に専決処分したもの 

【改正の内容】 

損害補償の基礎額に係る扶養親族加算額などを改定するもの 

消防本部 

総務課 

議案第４９号 平成２９年度宝塚市一般会計補正予算（第１号） 

補正後の平成29年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 767億8,427万1千円（37億8,427万1千円の増額） 

債務負担行為の追加及び変更を行うもの 

地方債の追加及び変更を行うもの 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第５０号 
平成２９年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予

算（第１号） 

補正後の平成29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

290億7,130万円（1,200万円の増額） 

歳出予算 

増額 国民健康保険システムの改修費 

歳入予算 

繰入金 

 増額 一般会計繰入金(システム改修費の増額に伴うもの) 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 



議案第５１号 
平成２９年度宝塚市特別会計宝塚すみれ墓苑事業費補正

予算（第１号） 

補正後の平成29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 

2億2,060万8千円（1,367万6千円の増額） 

地方債を計上するもの 

環境部 

環境室 

生活環境課 

議案第５２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 

平成29年3月31日に地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が

公布され、同年4月1日から順次施行されたことに伴い、条例の一部を改正しよう

とするもの 

【改正の主な内容】 

固定資産税における、地方自治体の政策等の実情に応じた特例措置を実施でき

る、いわゆる「わがまち特例制度」として、事業所内保育事業等の用に供する家

屋等の固定資産などに係る課税標準の特例率を定めるほか、地方税法の改正に伴

い、所要の整備を行うもの 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

議案第５３号 
宝塚市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

平成29年3月31日に地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が

公布され、同年4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 

【改正の内容】 

市税条例における固定資産税の改正内容に準じて、法改正に伴う所要の整備を

行うもの 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

議案第５４号 
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

条例の制定について 

特別職報酬等審議会における審議をより深いものとするため、条例の一部を改

正しようとするもの 

 【改正の内容】 

 審議会の構成員のうち、知識経験者を1人から3人に、市内の公共的団体等の代

表者を7人から3人に変更するほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

改正により、教育長が特別職となったことから、調査審議の対象に教育長の給与

を追加しようとするもの 

総務部 

人事室 

給与労務課 

議案第５５号 
宝塚市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

人事院規則の改正に準じて、条例の一部を改正しようとするもの 

【改正の内容】 

育児休業の再度の取得、育児休業の期間の再度の延長及び育児短時間勤務の終

了後1年以内に再度の育児短時間勤務をすることができる特別の事情として、保

育所等の利用を希望し、申込みを行っているが、当面保育の利用をすることがで

きない場合を、規定しようとするもの 

総務部 

人事室 

給与労務課 



議案第５６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 

人事院規則の改正に準じて、条例の一部を改正しようとするもの 

【改正の内容】 

介護休暇取得者の職務復帰後の昇給について、現行では、介護休暇を取得した

期間の2分の1に相当する期間を勤務したものとして調整しているが、本年1月1日

以降に取得した介護休暇については、100分の100以下の換算率により換算した期

間を勤務したものとして調整しようとするもの 

総務部 

人事室 

給与労務課 

議案第５７号 
宝塚市立公民館設置管理条例の一部を改正する条例の制

定について 

宝塚市立中央公民館の供用開始に合わせて規定を整備し、使用施設及びその使

用料の額を定めるとともに、市立東公民館及び西公民館附属の駐車施設に係る使

用料の額を定めるため、条例の一部を改正しようとするもの 

社会教育部 

生涯学習室 

社会教育課 

議案第５８号 宝塚市営霊園条例の一部を改正する条例の制定について 

 長尾山霊園における返還区画の再貸出しを実施するに当たり、市営霊園の使用

料及び管理料の額及びその取扱いを見直すほか、霊園の使用条件などについて所

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 

環境部 

環境室 

生活環境課 

議案第５９号 宝塚市営霊園永代管理料基金条例の制定について 

宝塚すみれ墓苑と市営霊園との経営の統合を前提として、現行の市営霊園管理

基金の積立額を振り分けて、市営霊園の使用者が使用場所を返還することに伴い

還付すべき永代管理料に要する資金に充てるための基金として市営霊園永代管理

料基金を新設するため、条例を制定しようとするもの 

環境部 

環境室 

生活環境課 

議案第６０号 宝塚市営霊園運営基金条例の制定について 

宝塚すみれ墓苑と市営霊園との経営の統合を前提として、現行の市営霊園管理

基金の積立額を振り分けて、統合後の霊園全体の運営に要する資金に充てるため

の基金として市営霊園運営基金を新設するため、条例を制定しようとするもの 

環境部 

環境室 

生活環境課 

議案第６１号 損害賠償の額の決定について 

平成28年度に締結した賃貸借契約に基づき市が借り受けている軽自動車につい

て、職員が起こした事故により全損させ、契約の相手方に返還することができな

くなったため、相手方に生じた損害を賠償する必要が生じたもので、その損害賠

償の額を59万3,000円と決定しようとするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第６２号 
公の施設（宝塚市立末広駐車場）の指定管理者の指定に

ついて 

平成29年10月1日から平成31年1月31日までの間における宝塚市立末広駐車場の

指定管理者として、三井不動産リアルティ株式会社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 

社会教育部 

生涯学習室 

社会教育課 

議案第６３号 

～ 

議案第６７号 

市道路線の認定について 

第63号から第66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、第67号は、管理者事業による市道整備により、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６８号 宝塚市自治功労者の認定について 
次の者を宝塚市自治功労者に認定しようとするもの 

坂井 貞之 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

議案第６９号 

宝塚市農業委員会の委員任命につき認定農業者等が委員

の過半数を占めることを要しない場合の同意を求めるこ

とについて 

宝塚市農業委員会の委員任命につき、委員の少なくとも4分の1を認定農

業者等又はこれに準ずる者とするため、農業委員会等に関する法律第8条

第5項ただし書及び同法施行規則第2条第2号の規定により、議会の同意を

求めるもの 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

議案第７０号 
宝塚市農業委員会の委員任命につき同意を求めることに

ついて 

次の者を宝塚市農業委員会の委員に任命しようとするもの 

金岡 久仁雄、阪上 昇一、阪本 雅音、島本 みどり、高田 洋子、 

田口 章三、辰巳 典子、田中 康夫、中西 一彦、中林 正行、福井 仁、 

米谷 治三郎、森脇 一三 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

議案第７１号 
宝塚市農業共済損害評価会の委員選任につき同意を求め

ることについて 

次の者を宝塚市農業共済損害評価会の委員に選任しようとするもの 

友金 浩之、中川 晃、塚本 俊昭、篠木 秀夫、金岡 寛泰、 

平松 捨次、米谷 淺和、東仲 覺、塩見 原弘、東 光信、 

辻 孝男、上田 健、中井 一嘉、辰巳 真由美 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

 

平成２９年第２回市議会定例会議案一覧表（第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７２号 宝塚市監査委員の選任につき同意を求めることについて 
市議会議員から次の者を宝塚市監査委員に選任しようとするもの 

大河内 茂太 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

 



平成２９年第２回市議会定例会議案一覧表（第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７３号 
宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例等の一部を改正する条例

の制定について 

地方税法の改正により、寄附金税額控除に係る申告特例控除が創設されたこと

に伴い、宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例、宝塚市立西谷認定こども園条例、及

び宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の3条例について、各条例に規定する市

町村民税所得割額の計算に当たり、当該特例控除を適用しないこととするため、

条例の一部を改正しようとするもの 

市民交流部 

市民生活室 

医療助成課 

・ 

管理部 

管理室 

学事課 

 

平成２９年第２回市議会定例会議案一覧表（第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７４号 
宝塚市公平委員会の委員選任につき同意を求めることにつ

いて 

次の者を宝塚市公平委員会の委員に選任しようとするもの 

中川 丈久 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

 

 

 


