
令和元年第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 

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

税条例等の一部を改正する条例の制定について） 

地方税法等の一部を改正する法律が、平成31年3月29日に公布され、同

年4月1日及び6月1日から施行されることに伴い、条例の一部を改正する

ため、同年3月29日に専決処分したもの 

【主な改正の内容】 

・都道府県や市区町村に対する寄附金の寄附金税額控除に加算される特例控

除額を適用するには、総務大臣の指定を必要とする法改正がされたことに伴

い、所要の整備を行ったもの 

・住宅ローン控除の個人住民税における適用手続を緩和するため、規定を整備

したもの 

・固定資産税において、高規格堤防整備事業に伴う建替家屋に係る税額の減額

措置の創設がされたことに伴い、申告手続に関する規定を整備したもの 

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） 

 地方税法等の一部を改正する法律が、平成31年3月29日に公布され、同

年4月1日及び6月1日から施行されることに伴い、条例の一部を改正する

ため、同年3月29日に専決処分したもの 

 【改正の内容】 

 ・法改正に伴う所要の整備を行ったもの 

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（改元に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定について） 

元号が平成から令和に改められたことに伴い、各条例中の旧元号の規定

を一括で改正するため、条例を制定したもの 

総務部 

行政管理室 

総務課 



議案第 ５５ 号 令和元年度宝塚市一般会計補正予算（第１号） 

補正後の令和元年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 793億3,214万8千円（8,785万2千円の減額） 

歳出予算の主なもの 

 増額 財政事務事業 

    地域介護拠点整備補助事業 

    児童福祉総務事業 

    農業用施設改修事業 

    プレミアム付商品券事業 

    中学校施設整備事業 

  減額 国の補正予算により平成30年度3月補正予算に計上していた事業費の

うち、令和元年度(平成31年度)当初予算にも計上していたものを減額す

るもの 

歳入予算の主なもの 

 増額 国庫支出金 情報通信技術利活用事業費補助金 

          プレミアム付商品券事業事務費補助金 

    県支出金  地域介護拠点整備補助事業費補助金 

 減額 国庫支出金 社会資本整備総合交付金 

    市債    市営住宅整備事業債 

          小学校施設整備事業債 

繰越明許費 

 設定 中学校施設整備事業 

債務負担行為補正 

追加 バス路線試走運行補助金 

増額 都市計画道路荒地西山線整備事業（小林工区） 

地方債補正 

 増額 中学校施設整備事業債 

 減額 市営住宅整備事業債 

    小学校施設整備事業債 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 



議案第 ５６ 号 宝塚市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、条例の一部を改正

しようとするもの 

【主な改正の内容】 

（個人市民税） 

・子どもの貧困に対応するため、一定の要件を満たす未婚のひとり親を非課

税としようとするもの 

・消費税率引上げに伴う負担増に対応するため、住宅ローン控除の控除期間を

延長しようとするもの 

（軽自動車税） 

・消費税率引上げに伴い、環境性能割の税率の特例を設け、税率を軽減しよ

うとするもの 

・種別割に係るグリーン化特例の見直しを行おうとするもの 

（法人市民税） 

・資本金が1億円を超える大規模法人の法人市民税の確定申告等の提出につい

て、災害などにより、電子申告が困難な場合に、書面で提出することができる

特例を設けようとするもの 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

議案第 ５７ 号 
宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の一部改正に伴い、市町村の

判断で条例で定めることとなった、災害援護資金の貸付利率及び保証人の要否に

ついて規定を整備するほか、月賦償還による償還方法の追加、延滞利率の引下げ

などに伴う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 

健康福祉部 

福祉推進室 

せいかつ支援課 

議案第 ５８ 号 宝塚市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 
介護保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者に対する保険料軽減措置につい

て、軽減額及び対象者を拡充するため、条例の一部を改正しようとするもの 

健康福祉部 

安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第 ５９ 号 
宝塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

国が定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に

伴い、事業所ごとに配置する放課後児童支援員の資格要件に関する規定について

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 

子ども未来部 

子ども育成室 

青少年課 

議案第 ６０ 号 宝塚市いじめ問題再調査委員会条例の制定について 

平成28年12月8日に発生した宝塚市立中学校生徒転落事案に関して、本年4月26

日付けで教育委員会から、いじめ対策防止推進法第28条第1項の規定に基づく調

査結果に遺族所見書を添え、報告を受けた。その報告及び遺族所見書を踏まえ、

同法第30条第2項の規定による調査を附属機関において実施する必要があると判

断したことから、条例を制定しようとするもの 

子ども未来部 

子ども家庭室 

子ども政策課 



議案第 ６１ 号 
宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例の一部を改正する条例

の制定について 

平成28年7月に策定した「宝塚市立幼稚園の適正規模及び適正配置に関する基

本方針」及び平成29年6月に策定した「宝塚市立幼稚園の統廃合計画」に基づ

き、来年度末をもって宝塚市立良元幼稚園と宝塚市立中山五月台幼稚園の2園を

廃園するため、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 ６２ 号 
宝塚市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚山手台地区における地区計画の変更に合わせて、地区整備計画で定められ

たもののうち、特に重要な建築物の敷地、構造又は用途に関する事項の制限を、

建築基準法の規定に基づき、当該地区計画区域内における建築物の制限として変

更するため、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 ６３ 号 宝塚市農業共済条例の一部を改正する条例の制定について 

 農業保険法施行規則の一部改正に伴い、家畜共済において事故除外方式の見直

しを行うほか、園芸施設共済において組合員資格の見直し、加入要件の適用除外

の見直し、及び小損害不填補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 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

議案第 ６４ 号 
宝塚市立自然休養村センター条例を廃止する条例の制定に

ついて 

西谷地域の行政機関集約化、防災拠点の強化を目的とした耐震改修工事を本年

8月から開始することに伴い、7月末をもって宝塚市立自然休養村センターを閉鎖

するため、条例を廃止しようとするもの 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

議案第 ６５ 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 

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令

の一部改正に伴い、住宅用防災警報器の設置の免除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 

消防本部 

予防課 

議案第 ６６ 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 

上下水道事業審議会における審議をより深いものとすることを目的として、審

議会の委員構成を変更するため、条例の一部を改正しようとするもの 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 

議案第 ６７ 号 
宝塚市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

水道事業においては計画給水人口及び1日最大給水量を、下水道事業において

は計画排水人口を、それぞれ見直すため、条例の一部を改正しようとするもの 

上下水道局 

施設部 

工務課・下水道課 

議案第 ６８ 号 
宝塚市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

水道法の一部改正により、給水装置工事事業者の指定に係る更新制度が導入さ

れることを受け、指定の更新の申込みに係る手数料を新たに設定するほか、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 

上下水道局 

施設部 

給排水設備課 

議案第 ６９ 号 訴えの提起について 市営住宅の明渡しを請求するため、訴えの提起をしようとするもの 

都市整備部 

建築住宅室 

住まい政策課 



議案第 ７０ 号 損害賠償の額の決定について 

昨年9月4日に、市が設置管理する広報板が暴風雨による圧力を受け倒壊し、近

接する相手方所有の家屋に接触し、損傷を与えたため、相手方に修繕に要する費

用相当額の損害が生じたもので、その損害賠償の額を80万5,680円と決定しよう

とするもの 

市民交流部 

きずなづくり室 

広報課 

議案第 ７１ 号 

～ 

議案第 ７３ 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 ７４ 号 市道路線の認定変更について 都市計画法に基づく土地の帰属により終点地番の変更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 ７５ 号 宝塚市副市長の選任につき同意を求めることについて 
次の者を宝塚市副市長に選任しようとするもの 

井上 輝俊 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

議案第 ７６ 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 

谷本 政博 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

議案第 ７７ 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 

森本 操子 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

議案第 ７８ 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 

足立 孝博 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

議案第 ７９ 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 

和田 和久 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

 

  


