
平成３０年第３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 ７７ 号 平成３０年度宝塚市一般会計補正予算（第２号） 

補正後の平成30年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 787億4,186万4千円（8億9,010万円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 都市計画道路競馬場高丸線整備事業 

   幼稚園施設整備事業 

災害復旧事業 

過年度精算に係る国庫補助金等返還金 

減額 執行額の確定に伴う執行残など 

歳入予算の主なもの 

増額 分担金及び負担金 災害復旧事業地元負担金 

国庫支出金 公共土木施設災害復旧事業費負担金 

      社会資本整備総合交付金 

市債 街路整備事業債 

   幼稚園施設整備事業債 

   臨時財政対策債 

   公共土木施設災害復旧事業債 

減額 地方交付税 普通交付税 

   国庫支出金 学校施設環境改善交付金 

繰越明許費補正 

 追加 財政事務事業外6件 

債務負担行為補正 

追加 がん等検診委託料外2件 

地方債補正 

 追加 農林施設災害復旧事業債外3件 

 減額 清掃運搬施設等整備事業債の限度額 

 増額 河川整備事業債、臨時財政対策債外2件の限度額 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第 ７８ 号 
平成３０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） 

債務負担行為補正 

追加 特定健康診査業務委託料 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 



議案第 ７９ 号 
平成３０年度宝塚市特別会計農業共済事業費補正予算（第

１号） 

補正後の平成30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 

 1億3,659万9千円（9万9千円の増額） 

歳出予算 

増額 予備費 

   一般管理事業 

減額 水稲保険事業 

歳入予算 

 増額 水稲交付金 

    受託収入 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

議案第 ８０ 号 
平成３０年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算（第

１号） 

補正後の平成30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 

 199億8,132万5千円（2億6,002万5千円の増額） 

歳出予算 

増額 介護給付費準備基金積立金 

   介護給付費国庫負担金などに係る過年度分の返還金 

歳入予算 

 増額 介護給付費交付金過年度精算分 

    介護給付費準備基金とりくずし 

健康福祉部 

安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第 ８１ 号 
平成３０年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費補正予算

（第１号） 

補正後の平成30年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費の歳入歳出予算の総額 

 1億9,550万円（850万円の増額） 

歳出予算 

増額 宝塚すみれ墓苑災害復旧工事費 

歳入予算 

増額 霊園施設災害復旧事業債 

環境部 

環境室 

生活環境課 

議案第 ８２ 号 
宝塚市立健康センター条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

総合健診コース及び健康増進法に基づく検診の一部の使用料について見直しを

行うため、条例の一部を改正しようとするもの 

健康福祉部 

健康推進室 

健康推進課 

議案第 ８３ 号 
宝塚市自転車の安全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 

交通事故による被害の軽減を図るため、自転車利用時に乗車用ヘルメットの着

用を努力義務化するとともに、県条例との整合性を図るため、条例の一部を改正

しようとするもの 

都市安全部 

生活安全室 

防犯交通安全課 

議案第 ８４ 号 
宝塚市土地改良事業分担金徴収条例の全部を改正する条例

の制定について 

土地改良法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の整理を行うとともに、

市施行事業に係る条例と県施行事業に係る条例を統合するため、宝塚市土地改良

事業分担金徴収条例の全部を改正し、宝塚市県営ため池等整備事業分担金条例を

廃止しようとするもの 

都市安全部 

建設室 

北部整備課 



議案第 ８５ 号 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 

開発行為により本市に帰属した山手台東3丁目紅葉公園、及び千種4丁目第2公

園の2箇所を新たに都市公園とし、適正な管理を行うため、条例の一部を改正し

ようとするもの 

都市安全部 

生活安全室 

公園河川課 

議案第 ８６ 号 
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 

建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、接道規制の適用除外に係る手

続が合理化されたこと、及び仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例制度が

創設されたことを受け、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 

都市整備部 

都市整備室 

建築指導課 

議案第 ８７ 号 平成２９年度宝塚市水道事業会計決算認定について 

平成29年度水道事業会計決算について、地方公営企業法の規定により、議会の

認定に付するもの 

収益的収支 

 収入総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 47億3,428万3,075円 

 支出総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 45億7,218万5,727円 

差し引き1億6,209万7,348円の黒字となり、消費税などに伴う経理処理をした結

果、当年度は、3,641万4,983円の純利益となった。 

資本的収支 

 収入総額 30億1,142万4,683円 

 支出総額 40億8,242万5,939円 

差し引き10億7,100万1,256円の資金不足が生じたが、損益勘定留保資金などで

補てんした。 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 

議案第 ８８ 号 平成２９年度宝塚市下水道事業会計決算認定について 

平成29年度下水道事業会計決算について、地方公営企業法の規定により、議会

の認定に付するもの 

収益的収支 

 収入総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 47億1,334万7,338円 

 支出総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 41億6,362万7,338円 

差し引き5億4,972万円の黒字となり、消費税などに伴う経理処理をした結果、

当年度は、5億4,140万3,689円の純利益となった。 

資本的収支 

 収入総額 14億2,435万1,990円 

 支出総額 34億8,371万6,903円 

差し引き20億6,186万4,913円の資金不足(翌年度へ繰り越される支出の財源に充

当する額250万円を除く。)が生じたが、損益勘定留保資金などで補てんした。 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 



議案第 ８９ 号 平成２９年度宝塚市病院事業会計決算認定について 

平成29年度度病院事業会計決算について、地方公営企業法の規定により、議会

の認定に付するもの 

 収益的収支 

  収入総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 115億1,489万835円 

  支出総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 116億9,662万84円 

 差し引き1億8,172万9,249円の赤字となり、消費税などに伴う経理処理をし

た結果、当年度の純損失は1億8,569万1,333円となった。 

資本的収支 

 収入総額 15億4,317万6,585円 

 支出総額 25億2,818万8,639円 

差し引き9億8,501万2,054円の資金不足が生じたが、損益勘定留保資金など

で補てんした。 

市立病院 

経営統括部 

議案第 ９０ 号 財産（救急自動車）の取得について 

近年、増加を続ける救急需要に対応するとともに、救急体制の充実強化を図る

ため、救急自動車1台を更新整備し、西消防署に配置しようとするもの 

取得金額 2,030万4,000円 

相手方 兵庫トヨタ自動車株式会社特販営業所 

消防本部 

警防課 

議案第 ９１ 号 訴えの提起について 
市営住宅に入居している名義人について居住の実態がないことから、市営住宅

の明渡し及び滞納家賃の支払いを請求するため、訴えを提起しようとするもの 

都市整備部 

建築住宅室 

住まい政策課 

議案第 ９２ 号 
公の施設（宝塚市立スポーツセンター及び宝塚市立末広体

育館）の指定管理者の指定について 

平成31年(2019年)4月1日から平成36年(2024年)3月31日までの間における宝塚市

立スポーツセンター及び宝塚市立末広体育館の指定管理者として、公益財団法人

宝塚市スポーツ振興公社を指定しようとするので、地方自治法の規定により、議

会の議決を求めるもの 

社会教育部 

生涯学習室 

スポーツ振興課 

議案第 ９３ 号 
公の施設（宝塚市立高司グラウンド）の指定管理者の指定

について 

平成31年(2019年)4月1日から平成36年(2024年)3月31日までの間における宝塚市

立高司グラウンドの指定管理者として、宝塚ウエルネスライフグループを指定し

ようとするので、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるもの 

社会教育部 

生涯学習室 

スポーツ振興課 

議案第 ９４ 号 
公の施設（宝塚市立売布北グラウンド）の指定管理者の指

定について 

平成31年(2019年)4月1日から平成36年(2024年)3月31日までの間における宝塚市

立売布北グラウンドの指定管理者として、宝塚ウエルネスライフグループを指定

しようとするので、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるもの 

社会教育部 

生涯学習室 

スポーツ振興課 

議案第 ９５ 号 
公の施設（宝塚市立中央公民館、宝塚市立東公民館及び宝

塚市立西公民館）の指定管理者の指定について 

平成31年(2019年)4月1日から平成36年(2024年)3月31日までの間における宝塚市

立中央公民館、宝塚市立東公民館及び宝塚市立西公民館の指定管理者として、ア

クティオ株式会社を指定しようとするので、地方自治法の規定により、議会の議

決を求めるもの 

社会教育部 

生涯学習室 

中央公民館 



議案第 ９６ 号 公の施設（宝塚市営住宅）の指定管理者の指定について 

平成31年(2019年)4月1日から平成36年(2024年)3月31日までの間における宝塚市

営住宅の指定管理者として、株式会社東急コミュニティーを指定しようとするの

で、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるもの 

都市整備部 

建築住宅室 

住まい政策課 

議案第 ９７ 号 公の施設（宝塚市公益施設）の指定管理者の指定について 

平成31年(2019年)4月1日から平成36年(2024年)3月31日までの間における宝塚市

公益施設の指定管理者として、国際ライフパートナー株式会社を指定しようとす

るので、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるもの 

都市整備部 

都市整備室 

市街地整備課 

議案第 ９８ 号 
公の施設（宝塚市立文化施設及び宝塚市立宝塚文化創造館

（宝塚音楽学校旧校舎））の指定管理者の指定について 

平成31年(2019年)4月1日から平成36年(2024年)3月31日までの間における宝塚市

立文化施設及び宝塚市立宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）の指定管理者と

して、公益財団法人宝塚市文化財団を指定しようとするので、地方自治法の規定

により、議会の議決を求めるもの 

産業文化部 

宝のまち創造室 

文化政策課 

議案第 ９９ 号 市道路線の認定について 都市計画法に基づく土地の帰属により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１００号 市道路線の認定について 都市計画法に基づく土地の帰属により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１０１号 
宝塚市教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

次の者を宝塚市教育委員会委員に任命しようとするもの 

 望月  昭 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

諮問第 ４ 号 
人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについ

て 

次の者を人権擁護委員の適任者として推薦しようとするもの 

坂上 要一 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

 



平成３０年第３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１０２号 
宝塚市教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

次の者を宝塚市教育委員会委員に任命しようとするもの 

 望月  昭 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

 



平成３０年第３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１０３号 平成２９年度宝塚市一般会計歳入歳出決算認定について 

平成29年度宝塚市一般会計歳入歳出決算について、地方自治法第

233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会の認定に

付するもの 

歳入決算額 773億3,200万円余（前年度比 5億7,700万円余増） 

歳出決算額 763億4,600万円余（前年度比 2億9,600万円余増） 

歳入歳出差引残額 9億8,500万円余 

実質収支額 5億6,400万円余の剰余 

健全化判断比率 概ね適正な水準 

実質公債費比率 4.1％（前年度より0.3ポイント改善） 

将来負担比率 30.2％（前年度より0.6ポイント改善） 

地方債残高 721億2,000万円余（前年度比 1,200万円余の減） 

積立金残高  95億200万円余（前年度比  1億8,500万円余の増） 

経常収支比率 95.7％（前年度より1.2ポイント改善） 

会計課 

議案第１０４号 
平成２９年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費歳入歳出決算

認定について 

平成29年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費歳入歳出決算につい

て、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付け

て、議会の認定に付するもの 

歳入決算額 269億9,200万円余 

歳出決算額 256億9,200万円余 

歳入歳出差引残額 13億円余 

会計課 

議案第１０５号 
平成２９年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費歳入歳出

決算認定について 

平成29年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費歳入歳出決算につ

いて、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付

けて、議会の認定に付するもの 

歳入決算額 1億700万円余 

歳出決算額 1億700万円余 

会計課 

議案第１０６号 
平成２９年度宝塚市特別会計農業共済事業費歳入歳出決算認定

について 

平成29年度宝塚市特別会計農業共済事業費歳入歳出決算について、地

方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議

会の認定に付するもの 

歳入決算額 7,000万円余 

歳出決算額 6,300万円余 

歳入歳出差引残額 700万円余 

会計課 



議案第１０７号 
平成２９年度宝塚市特別会計介護保険事業費歳入歳出決算認定

について 

平成29年度宝塚市特別会計介護保険事業費歳入歳出決算について、地

方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議

会の認定に付するもの 

歳入決算額 194億5,100万円余 

歳出決算額 189億700万円余 

歳入歳出差引残額 5億4,300万円余 

会計課 

議案第１０８号 
平成２９年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費歳入歳出決

算認定について 

平成29年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費歳入歳出決算につい

て、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付け

て、議会の認定に付するもの 

歳入決算額 39億8,700万円余 

歳出決算額 38億5,200万円余 

歳入歳出差引残額 1億3,500万円余 

会計課 

議案第１０９号 
平成２９年度宝塚市特別会計平井財産区歳入歳出決算認定につ

いて 

平成29年度宝塚市特別会計平井財産区歳入歳出決算について、地方

自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付するもの 

歳入決算額 3,450万円余 

歳出決算額 2,840万円余 

歳入歳出差引残額  610万円余 

会計課 

議案第１１０号 
平成２９年度宝塚市特別会計山本財産区歳入歳出決算認定につ

いて 

平成29年度宝塚市特別会計山本財産区歳入歳出決算について、地方

自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付するもの 

歳入決算額 820万円余 

歳出決算額 330万円余 

歳入歳出差引残額 490万円余 

会計課 

議案第１１１号 
平成２９年度宝塚市特別会計中筋財産区歳入歳出決算認定につ

いて 

平成29年度宝塚市特別会計中筋財産区歳入歳出決算について、地方

自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付するもの 

歳入決算額 710万円余 

歳出決算額 520万円余 

歳入歳出差引残額 180万円余 

会計課 



議案第１１２号 
平成２９年度宝塚市特別会計中山寺財産区歳入歳出決算認定に

ついて 

平成29年度宝塚市特別会計中山寺財産区歳入歳出決算について、地

方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議

会の認定に付するもの 

歳入決算額 630万円余 

歳出決算額 470万円余 

歳入歳出差引残額 150万円余 

会計課 

議案第１１３号 
平成２９年度宝塚市特別会計米谷財産区歳入歳出決算認定につ

いて 

平成29年度宝塚市特別会計米谷財産区歳入歳出決算について、地方

自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付するもの 

歳入決算額 2,490万円余 

歳出決算額 1,430万円余 

歳入歳出差引残額 1,060万円余 

会計課 

議案第１１４号 
平成２９年度宝塚市特別会計川面財産区歳入歳出決算認定につ

いて 

平成29年度宝塚市特別会計川面財産区歳入歳出決算について、地方

自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付するもの 

歳入決算額 330万円余 

歳出決算額 280万円余 

歳入歳出差引残額 40万円余 

会計課 

議案第１１５号 
平成２９年度宝塚市特別会計小浜財産区歳入歳出決算認定につ

いて 

平成29年度宝塚市特別会計小浜財産区歳入歳出決算について、地方

自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付するもの 

歳入決算額 770万円余 

歳出決算額 390万円余 

歳入歳出差引残額 370万円余 

会計課 

議案第１１６号 
平成２９年度宝塚市特別会計鹿塩財産区歳入歳出決算認定につ

いて 

平成29年度宝塚市特別会計鹿塩財産区歳入歳出決算について、地方

自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付するもの 

歳入決算額 240万円余 

歳出決算額 160万円余 

歳入歳出差引残額 80万円余 

会計課 



議案第１１７号 
平成２９年度宝塚市特別会計鹿塩・東蔵人財産区歳入歳出決算

認定について 

平成29年度宝塚市特別会計鹿塩・東蔵人財産区歳入歳出決算につい

て、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付け

て、議会の認定に付するもの 

歳入決算額 110万円余 

歳出決算額  10万円余 

歳入歳出差引残額 100万円余 

会計課 

議案第１１８号 
平成２９年度宝塚市特別会計宝塚すみれ墓苑事業費歳入歳出決

算認定について 

平成29年度宝塚市特別会計宝塚すみれ墓苑事業費歳入歳出決算につい

て、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付け

て、議会の認定に付するもの 

歳入決算額 2億5,700万円余 

歳出決算額 2億5,700万円余 

会計課 

 

 


