
平成３０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１１９号 平成３０年度宝塚市一般会計補正予算（第３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 

 794億5,296万4千円（7億1,110万円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 人件費 

   基金管理事業 

施設型等給付事業 

河川等施設災害復旧事業 

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 国庫支出金 施設型給付費負担金 

         公共土木施設災害復旧事業費負担金 

繰越金 前年度からの繰越金 

    市債 公共土木施設災害復旧事業債 

 減額 県支出金 施設型給付費負担金 

    繰入金 子ども未来基金とりくずし 

繰越明許費補正 

 追加 地域福祉活動施設管理事業ほか7件 

債務負担行為補正 

追加 レセプト点検委託料ほか8件 

地方債補正 

 増額 児童福祉施設整備事業債の限度額 

   農林施設災害復旧事業債の限度額 

   公共施設土木施設災害復旧事業債の限度額 

減額 文化振興施設整備事業債の限度額 

   社会教育施設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１２０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２号） 

補正後の平成30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

238億4,285万2千円（14億545万2千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 基金管理事業 

   一般被保険者療養給付事業 

   償還事業 

減額 人件費（職員手当など） 

歳入予算の主なもの 

増額 県支出金 普通交付金 

   繰越金 前年度からの繰越金 

減額 一般会計からの繰入金 

債務負担行為補正 

追加 納税通知書等作成業務委託料 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第１２１号 
平成３０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１号） 

補正後の平成30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 

 1億1,372万7千円（47万3千円の減額） 

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 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第１２２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

２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 

 1億3,160万3千円（499万6千円の減額） 

歳出予算 

減額 人件費（職員手当など） 

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１２３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

２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 

 205億843万7千円（5億2,711万2千円の増額） 

歳出予算 

増額 基金管理事業（介護給付費準備基金積立金） 

減額 人件費（職員手当など） 

歳入予算の主なもの 

増額 前年度からの繰越金 

減額 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１２４号 
平成３０年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費補正予

算（第１号） 

補正後の平成30年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費の歳入歳出予算の総

額 

 42億8,660万3千円（1億2,930万3千円の増額） 

歳出予算 

増額 後期高齢者広域連合納付金 

減額 人件費（職員手当など） 

歳入予算 

 増額 前年度からの繰越金 

 減額 一般会計からの繰入金 

市民交流部 

市民生活室 

医療助成課 

議案第１２５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２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 

 2億9,120万2千円（9,570万2千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 基金管理事業（霊園運営基金積立金） 

歳入予算の主なもの 

 増額 一般会計からの繰入金 

減額 霊園運営基金とりくずし 

環境部 

環境室 

生活環境課 

議案第１２６号 平成３０年度宝塚市病院事業会計補正予算（第１号） 

補正後の平成30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 114億2,570万2千円(5,296万2千円減額） 

  病院事業費用の予定額 119億5,589万7千円(1億5,067万1千円増額） 

 主な内容は、入院収益の減額や、外来収益の増額とこれに伴う材料費の増

額、医師確保など人員構成の変化に伴う給与費の増額、平成29年度固定資産

取得の確定に伴う減価償却費の減額 

市立病院 

経営統括部 

議案第１２７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 

 旧安田邸の利活用などを行う事業者を選定するため、附属機関として、新たに

宝塚市旧安田邸利活用等事業者選定委員会を設置するため、条例の一部を改正し

ようとするもの 

企画経営部 

政策室 

政策推進課 

議案第１２８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 

 県が個人県民税における寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲を拡大する

ため、県税条例を改正したことに伴い、本市においても、地域の公益的役割を担

う法人などを支援するという観点から、個人市民税の寄附金税額控除の対象とな

る寄附金の範囲を、平成３1年度課税分から拡大するため、条例の一部を改正し

ようとするもの 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

議案第１２９号 
宝塚市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

 公職選挙法の一部改正により、市議会議員の選挙において、選挙運動用のビラ

の頒布が可能となったことを受け、ビラの作成費用を公費で負担するため、条例

の一部を改正しようとするもの 

選挙管理委員会 

事務局 



議案第１３０号 
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する条例の制定について 

 公職選挙法の一部改正により、期日前投票所の開閉時間の弾力的な設定が可

能となったことを受け、期日前投票所の投票管理者と投票立会人の報酬額につ

いて、開閉時間や従事状況などに応じて算定するため、条例の一部を改正しよ

うとするもの 

選挙管理委員会 

事務局 

議案第１３１号 
宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 障害者総合支援法に係る施行令及び施行規則などの一部改正に伴い、県が定め

る福祉医療費助成事業実施要綱などが改正されたことを受け、福祉医療費助成の

対象者に係る所得要件の判定に当たり、未婚のひとり親について寡婦控除などの

みなし適用を行うため、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 

議案第１３２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 

 来年度からの国民健康保険税の納付について、現行、年9期ある納付回数を年

10期に増やし、納税義務者の1回当たりの負担額の軽減を図るため、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 

国民健康保険課 

議案第１３３号 
宝塚市立身体障害者支援センター条例の一部を改正する条

例の制定について 

 障害者総合支援法の一部改正に伴う所要の整理を行うため、条例の一部を改正

しようとするもの 

健康福祉部 

福祉推進室 

障害福祉課 

議案第１３４号 
宝塚市立子ども発達支援センター条例の一部を改正する条

例の制定について 

 児童福祉法の一部改正により、新たに居宅訪問型児童発達支援が創設されたこ

とを受け、本市においては、市立子ども発達支援センターにおいて事業を実施す

ることとするとともに、法改正に伴う所要の整理を行うため、条例の一部を改正

しようとするもの 

子ども未来部 

子ども家庭室 

子ども発達支援センター 

議案第１３５号 
宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例及び宝塚市立西谷認定こ

ども園条例の一部を改正する条例の制定について 

 子ども・子育て支援法施行令及び同法施行規則の一部改正に伴い、市立幼稚園

及び市立西谷認定こども園の保育料の算定に当たり、未婚のひとり親について寡

婦控除などのみなし適用を行うため、条例の一部を改正しようとするもの 

管理部 

管理室 

学事課 

議案第１３６号 
宝塚市生活道路整備条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 建築基準法の一部改正により、接道規制の適用除外に係る手続が合理化された

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 

都市安全部 

建設室 

道路管理課 

議案第１３７号 宝塚市農業共済条例の全部を改正する条例の制定について 

 農業災害補償法の一部改正により、農作物共済については平成31年産の農作

物から、また、家畜共済と園芸施設共済については平成31年1月からの引受分

から、改正後の農業保険法が適用されることを受け、改正後の法律の内容に合わ

せて所要の整備を行うため、条例の全部を改正しようとするもの 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 



議案第１３８号 
工事請負契約（（仮称）市立文化芸術施設新築工事）の変

更について 

 文化芸術センターに係る工事請負契約のうち、連絡通路や手塚治虫記念館前広

場スロープなどの附属施設について工事の変更を行うため、契約金額を変更しよ

うとするもの 

  契約金額 16億7,572万8千円（583万 2千円の減額） 

産業文化部 

宝のまち創造室 

文化政策課 

議案第１３９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１４０号 市道路線の認定変更について 
土地区画整理法に基づく土地の帰属により、起点・終点地番や、総延長、最

大・最少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３０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１４１号 平成３０年度宝塚市一般会計補正予算（第４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 

 794億5,296万4千円（増減なし） 

歳出予算 

増額 人件費 

減額 財政調整基金積立金 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第１４２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３号） 

補正後の平成30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

238億4,363万1千円（77万9千円の増額） 

歳出予算 

増額 人件費 

歳入予算 

増額 職員給与費等繰入金 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第１４３号 
平成３０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30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 

 1億1,394万5千円（21万8千円の増額） 

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１４４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

３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 

 1億3,172万1千円（11万8千円の増額） 

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 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

議案第１４５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

３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 

 205億912万円（68万3千円の増額） 

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１４６号 
平成３０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30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 

 42億8,684万円（23万7千円の増額） 

歳出予算 

 増額 人件費 

歳入予算 

 増額 事務費繰入金 

市民交流部 

市民生活室 

医療助成課 

議案第１４７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３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 

 2億9,122万4千円（2万2千円の増額） 

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 

環境部 

環境室 

生活環境課 

議案第１４８号 平成３０年度宝塚市病院事業会計補正予算（第２号） 

 収益的収入及び支出について、給与改定に伴う給与費の増額により病院事業費

用の予定額を医業費用において2,062万円増額し、119億7,651万7千円にしようと

するもの 

市立病院 

経営統括部 

議案第１４９号 
宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

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、市議会議員の期末手当を引

き上げるとともに、来年度以降、6月期と12月期の支給月数の平準化を行うため、

条例の一部を改正しようとするもの 

（改正の内容） 

・平成30年12月期の期末手当の支給月数 

  1.725カ月→1.775カ月（0.05カ月の引上げ） 

・来年度以降の期末手当の支給月数 

  6月期・12月期 それぞれ1.675カ月（平準化） 

総務部 

人事室 

給与労務課 

議案第１５０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

引き上げるとともに、来年度以降、6月期と12月期の支給月数の平準化を行うた

め、条例の一部を改正しようとするもの 

（改正の内容） 

・平成30年12月期の期末手当の支給月数 

  1.725カ月→1.775カ月（0.05カ月の引上げ） 

・来年度以降の期末手当の支給月数 

  6月期・12月期 それぞれ1.675カ月（平準化） 

総務部 

人事室 

給与労務課 



議案第１５１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、勤勉手当及び宿日直手

当を引き上げるとともに、勤勉手当と期末手当について、来年度以降、6月期と

12月期の支給月数の平準化を行うため、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日に遡及して引上げ 

  行政職給料表 平均0.19％引上げ 

  消防職給料表 平均0.24％引上げ 

  医療職給料表（一） 平均0.13％引上げ 

  医療職給料表（二） 平均0.29％引上げ 

・宿日直手当 

  １回当たりの支給金額 4,200円→4,400円（200円の引上げ） 

・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 

  0.9カ月→0.95カ月（0.05カ月引上げ） 

 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0.925カ月（平準化） 

 再任用職員に対する本年12月期の支給月数 

  0.425カ月→0.475カ月（0.05カ月引上げ） 

 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0.45カ月（平準化） 

・期末手当 

 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1.3カ月（平準化） 

 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0.725カ月（平準化） 

総務部 

人事室 

給与労務課 

諮問第 ５ 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 

間瀬 順子 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

諮問第 ６ 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 

福住 恭子 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

 



平成３０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１５２号 平成３０年度宝塚市一般会計補正予算（第５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 

 794億6,507万8千円（1,211万4千円の増額） 

（兵庫県議会議員選挙執行日の変更によるもの） 

歳出予算 

増額 県議会議員選挙事業 

歳入予算 

増額 兵庫県議会議員選挙委託金 

債務負担行為補正 

追加 兵庫県議会議員選挙に係る投票所器材運搬回収費ほか3件 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

  


