
平成２２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 

議案第１０８号 平成２２年度宝塚市一般会計補正予算（第４号） 
債務負担行為補正において、企業が所有するグラウンドを取得し、市民のグラウンドとして活用する

ためスポーツ施設等整備事業を追加しようとするもの 

議案第１０９号 平成２２年度宝塚市一般会計補正予算（第５号） 

平成22年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額に、それぞれ14億7,500万円を追加し、補正後の歳

入歳出予算の総額をそれぞれ686億8,615万6千円とするもの 

また、繰越明許費、債務負担行為及び地方債の補正をそれぞれ追加するもの 

歳出予算の主なものは、人事管理事業、基金管理事業、宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）管理

運営事業、自立支援事業、地域生活支援事業、児童福祉総務事業、私立保育所保育実施事業、指定保育

所助成金、生活保護事業、予防接種事業、道路維持事業、小学校、中学校、幼稚園それぞれの施設整備

事業、西谷認定こども園管理運営事業を増額する一方、執行額の確定に伴う執行残等を減額しようとす

るもの 

 歳入予算の主なものは、普通交付税及び児童手当及び子ども手当特例交付金を、国庫支出金では、自

立支援給付費負担金、保育所運営費負担金、生活保護費負担金、地域生活支援事業補助金等を、県支出

金では、自立支援給付費負担金、保育所運営費負担金、地域生活支援事業補助金、インフルエンザワク

チン接種費用負担軽減事業補助金等を、また、前年度からの繰越金等を増額する一方、個人市民税及び

減収補てん特例交付金等を減額しようとするもの 

繰越明許費の補正は、宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）管理運営事業、市立保育所整備事業、

小学校施設整備事業、中学校施設整備事業、幼稚園施設整備事業をそれぞれ追加しようとするもの 

債務負担行為の補正は、総合福祉センター指定管理料、老人福祉センター及び大型児童センター指定

管理料、宝塚自然の家指定管理料等の合計12件をそれぞれ追加しようとするもの 

地方債の補正は、消防施設整備事業債を減額しようとするもの 

議案第１１０号
平成２２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） 

平成22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から、それぞれ3,170万7千円を

減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を、それぞれ215億1,147万9千円とするもの 

歳出予算の主なものは、共同事業医療費拠出事業を増額する一方、後期高齢者支援金事業等を減額し

ようとするもの 

歳入予算の主なものは、保険財政共同安定化事業交付金等を増額する一方、一般被保険者国民健康保

険税等を減額しようとするもの 

議案第１１１号
平成２２年度宝塚市特別会計農業共済事業費補正予算（第１

号） 

平成22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に、それぞれ1,477万7千円を追加

し、補正後の歳入歳出予算の総額を、それぞれ8,467万7千円とするもの。 

歳出予算の主なものは、家畜共済勘定支出に係る死廃共済事業、病傷共済事業を増額する一方、農作

物共済勘定支出に係る予備費を減額しようとするもの 

歳入予算の主なものは、家畜共済勘定収入に係る死廃保険金を増額しようとするもの 



議案第１１２号
平成２２年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算（第２

号） 

平成22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に、それぞれ11億4,111万7千円を追

加し、補正後の歳入歳出予算の総額を、それぞれ130億5,282万6千円とするもの 

歳出予算の主なものは、介護サービス費の見込み増による介護サービス等給付事業等を増額するほ

か、前年度の実質収支の黒字額を介護給付費準備基金に積み立てるため、基金管理事業を増額する一

方、一般管理事業等の執行額の確定に伴う執行残等を減額しようとするもの 

歳入予算の主なものは、介護サービス等給付事業等の増に伴う介護給付費国庫負担金、介護給付費準

備基金とりくずし等を増額するほか、前年度からの繰越金等を増額しようとするもの 

議案第１１３号
平成２２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） 

平成22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に、それぞれ6,371万1千円を

追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を、それぞれ26億7,856万9千円とするもの 

歳出予算は前年度の保険料収入の繰越金を兵庫県後期高齢者医療広域連合に納付するため、後期高齢

者医療広域連合納付金を増額しようとするもの 

歳入予算は前年度からの繰越金を増額しようとするもの 

議案第１１４号 平成２２年度宝塚市水道事業会計補正予算（第１号） 

平成22年度宝塚市水道事業会計予算の資本的支出の予定額25億9,506万3千円を13億円増額し、38億

9,506万3千円にしようとするもの 

これは、宝塚市立病院に対して長期貸付を行おうとするもの 

議案第１１５号 平成２２年度宝塚市下道事業会計補正予算（第１号） 

平成22年度宝塚市下水道事業会計予算の資本的収入及び支出のうち、資本的収入の予定額18億4,872

万8千円を13億2,350万円増額し、31億7,222万8千円に、資本的支出の予定額29億9,707万1千円を13億

2,367万1千円増額し、43億2,074万2千円にしようとするもの 

これは、平成22年度公的資金補償金免除繰上償還の適用を受け、旧資金運用部資金及び旧公営企業金

融公庫より借入れた企業債の未償還額の一部について、低利の企業債への借換を行うため、当該金額を

企業債及び企業債償還金において増額しようとするもの 

議案第１１６号 平成２２年度宝塚市病院事業会計補正予算（第１号） 

平成22年度宝塚市病院事業会計予算の収益的収入及び支出のうち、病院事業収益の予定額100億2,390

万6千円を1億479万1千円増額し、101億2,869万7千円にするとともに、病院事業費用の予定額107億6,963

万5千円を1億6,010万円増額し、109億2,973万5千円にしようとするもの 

 また、運転資金に充てるため、水道事業会計から長期借入金として13億円を借り入れるもの 

 資本的収入及び支出については、資本的収入の予定額12億5,226万4千円を企業債について2億9,080万

円増額し、15億4,306万4千円にするとともに、資本的支出の予定額16億377万5千円を償還金について2億

9,089万円増額し、18億9,466万5千円にしようとするもの 

 また、予算第5条に定める企業債について、起債の目的に借換債として、駐車場整備事業債を、限度

額に2億9,080万円を、利率括弧書きに銀行等資金を追加するもの 

主な内容は、診療報酬改定などによる入院収益の増額、医師及び看護師等の人件費及び経費の増額、

除却された資産に相当する減価償却費の減額並びに公的資金補償金免除繰上償還に伴う企業債借入額及

び企業債償還金の増額をしようとするもの 



議案第１１７号 宝塚市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るために平井財産区特別会計ほか8会計を新たに創設し、

平成19年度末の老人保健制度の廃止に伴い老人保健医療事業費特別会計を廃止するため、条例の一部を

改正しようとするもの 

議案第１１８号 宝塚市事務分掌条例の全部を改正する条例の制定について 

平成23年度を初年度とする第5次総合計画に掲げるまちづくりの6つの基本目標を基準に組織の見

直しを行い、各基本目標を担当する組織が施策を実施し、評価や見直しを行うなど、基本目標の進行管

理の責任を明確にして、計画を推進する体制とするため、条例の全部を改正しようとするもの 

議案第１１９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 

本年8月の人事院勧告を受けて改正される国の特別職に対する期末手当の支給の根拠となっている特

別職の職員の給与に関する法律に準じて、市議会議員の期末手当の支給月数を改正するため、条例の一

部を改正しようとするもの 

議案第１２０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 

本年8月の人事院勧告を受けて改正される国の特別職に対する期末手当の支給の根拠となっている特

別職の職員の給与に関する法律に準じて、特別職の職員の期末手当の支給月数を改正するため、条例の

一部を改正しようとするもの 

議案第１２１号
宝塚市一般職の職員の給与に関する条例等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、一般職の職員の給与を本年12月1日から平均で0.19パーセント引き下

げるとともに、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数を0.2箇月引き下げ、あわせて、民間給与との較

差相当分を解消するため本年12月期の期末手当を減額調整し、平成18年度の給与構造改革に伴う経過措

置である現給保障給料額をさらに0.17パーセント引き下げて99.59パーセントとし、月60時間を超える時

間外勤務の積算基礎として日曜日又はこれに相当する日の勤務時間を含める変更を行うため、条例の一

部を改正しようとするもの 

議案第１２２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 

執行機関の附属機関のうち、教育委員会が設置する宝塚市通学区域審議会の委員の構成を変更するた

め、条例の一部を改正しようとするもの 

議案第１２３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 家畜共済における危険段階共済掛金標準率を導入するため、また、農業災害補償法施行規則の一部を

改正する省令が平成22年4月1日に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 

議案第１２４号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立中山台コミュニティセンターを管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって

満了するため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、

宝塚市中山桜台5丁目15番2号、中山台コミュニティを指定するため、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 

議案第１２５号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立地域利用施設美座会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

美座2丁目14番13号、美座会館管理運営委員会を指定するため、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 



議案第１２６号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立地域利用施設光明会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

光明町10番24号、光明会館管理運営委員会を指定するため、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 

議案第１２７号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立地域利用施設雲雀丘倶楽部を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満

了するため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝

塚市雲雀丘3丁目13番21号、公の施設のよりよい管理運営をめざす市民の会・宝塚を指定するため、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 

議案第１２８号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立地域利用施設南口会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

湯本町11番25号、特定非営利活動法人シニアパワーを活かす会を指定するため、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 

議案第１２９号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立地域利用施設西谷会館及び宝塚市立西谷児童館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年

3月31日をもって満了するため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定

管理者として、宝塚市大原野字炭屋1番1、特定非営利活動法人宝塚NISITANIを指定するため、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 

議案第１３０号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設長尾南会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了

するため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚

市山本丸橋1丁目2番17号、丸橋自治会を指定するため、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 

議案第１３１号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設小浜会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

小浜5丁目3番8号、小浜自治会を指定するため、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 

議案第１３２号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設福井会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

福井町17番17号、福井・亀井自治会を指定するため、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 

議案第１３３号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設小林会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

小林1丁目10番20号、小林会館運営委員会を指定するため、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 



議案第１３４号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設鹿塩会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

鹿塩1丁目4番36号、鹿塩自治会を指定するため、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 

議案第１３５号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設中筋会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

中筋1丁目10番4号、中筋会館運営委員会を指定するため、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 

議案第１３６号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設高司会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

高司3丁目6番20号、高司会館管理運営委員会を指定するため、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 

議案第１３７号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設中山寺会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了

するため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚

市中山寺2丁目6番2号、中山寺自治会を指定するため、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 

議案第１３８号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設美幸会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

美幸町8番3号、美幸会館運営委員会を指定するため、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 

議案第１３９号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設山本台会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了

するため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚

市山本台3丁目5番16号、山本台自治会を指定するため、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 

議案第１４０号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設売布会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

売布1丁目7番1号、売布北自治会を指定するため、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 

議案第１４１号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設川面会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

川面3丁目14番12号、川面会館管理委員会を指定するため、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 



議案第１４２号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設松ガ丘会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了

するため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚

市花屋敷松ガ丘21番22号、松ガ丘会館運営委員会を指定するため、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 

議案第１４３号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設泉町会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

泉町10番5号、泉町会館運営委員会を指定するため、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 

議案第１４４号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設旭町会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

旭町3丁目20番15号、旭町会館運営委員会を指定するため、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 

議案第１４５号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設仁川会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

仁川北3丁目2番3号、仁川会館運営委員会を指定するため、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 

議案第１４６号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設伊孑志会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了

するため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚

市伊孑志1丁目6番27号、伊孑志会館運営委員会を指定するため、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 

議案第１４７号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設御所の前会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満

了するため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝

塚市御所の前町13番13号、御所の前町自治会を指定するため、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 

議案第１４８号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設米谷会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

米谷2丁目17番23号、米谷会館運営委員会を指定するため、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 

議案第１４９号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設亀井会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

福井町17番17号、福井・亀井自治会を指定するため、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 



議案第１５０号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設安倉西会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了

するため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚

市安倉西2丁目1番3号、安倉西会館運営委員会を指定するため、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 

議案第１５１号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設山本野里会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満

了するため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝

塚市山本南1丁目29番5号、宝塚市丸橋財産管理組合を指定するため、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 

議案第１５２号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立共同利用施設山本会館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

山本中2丁目9番12号、山本自治会を指定するため、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 

議案第１５３号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市総合福祉センターを管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了するた

め、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市安倉

西2丁目1番1号、社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会を指定するため、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 

議案第１５４号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立老人福祉センター及び宝塚市立大型児童センターを管理する指定管理者の指定期間が平成23

年3月31日をもって満了するため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指

定管理者として、宝塚市安倉西2丁目1番1号、社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会を指定するため、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 

議案第１５５号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立宝塚自然の家を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了するため、

平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市大原野字

上ヶ峯13番地、株式会社ネイチャープランニングを指定するため、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 

議案第１５６号 公の施設の指定管理者の指定について 

平成23年度から本格的に開館する宝塚市立宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）を指定管理者に管

理させるため、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、

宝塚市栄町2丁目1番1号、財団法人宝塚市文化振興財団を指定するため、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 

議案第１５７号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立小浜工房館を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了するため、平

成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市小浜5丁目15

番2号、小浜工房館運営委員会を指定するため、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 



議案第１５８号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立農業振興施設を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了するため、

平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、神戸市北区有野

中町2丁目12番13号、兵庫六甲農業協同組合を指定するため、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 

議案第１５９号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立宝塚園芸振興センターを管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了す

るため、平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市

山本東2丁目2番1号、宝塚山本ガーデン・クリエイティブ株式会社を指定するため、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 

議案第１６０号 公の施設の指定管理者の指定について 

宝塚市立長谷牡丹園を管理する指定管理者の指定期間が平成23年3月31日をもって満了するため、平

成23年4月1日から平成28年3月31日までの間における当該施設の指定管理者として、宝塚市長谷字門畑29

番地、長谷牡丹園芸組合を指定するため、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 

 



平成２２年第４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 

議案第１６１号 平成２２年度宝塚市一般会計補正予算（第６号） 

平成22年度宝塚市一般会計歳入歳出予算の総額から、それぞれ3,600万円を減額し、補正後の歳入歳

出予算の総額を、それぞれ686億5,015万6千円としようとするもの 

 歳出予算の主なものは、衛生費の予防接種事業において、国の補正予算に伴い、子宮頸がん予防ワク

チン、ヒブワクチン接種に係る費用を増額するとともに、小児用肺炎球菌ワクチン接種に係る費用を新

たに計上する一方、平成22年度人事院勧告に基づき、国家公務員に準じて、医療職給料表（一）を除く

給料表に関し、40歳台以上の職員が受ける級、号給の引き下げ改定、民間給与との較差相当分を解消す

るための12月期の期末手当の減額調整、平成18年度から実施した給与構造改革の経過措置として、平成

18年3月31日に現に受けていた給料月額の保障額のさらなる引き下げ改定、55歳を超える管理職員の給

料等の減額措置、並びに期末手当及び勤勉手当の年間支給月数の引き下げを行うことに伴い、人件費を

減額しようとするもので、あわせて、人件費の補正に伴う特別会計への繰出金を増額し、又は減額しよ

うとするもの 

歳入予算の主なものは、県支出金のワクチン接種緊急促進基金補助金を新たに計上する一方、財政調

整基金とりくずしを減額しようとするもの 

議案第１６２号
平成２２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） 

平成22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から、それぞれ2,080万円を減

額し、補正後の歳入歳出予算の総額を、それぞれ214億9,067万9千円としようとするもの 

 歳出予算は、総務費において、平成22年度の給与改定等に伴い人件費を減額しようとするもの 

 歳入予算は、繰入金において、人件費の減額に伴い一般会計繰入金を減額しようとするもの 

議案第１６３号
平成２２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） 

平成22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から、それぞれ350万円を

減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を、それぞれ1億2,240万円としようとするもの 

 歳出予算は、診療施設費において、平成22年度の給与改定等に伴い人件費を減額しようとするもの 

歳入予算は、繰入金において、人件費の減額に伴い一般会計繰入金を減額しようとするもの 

議案第１６４号
平成２２年度宝塚市特別会計農業共済事業費補正予算（第２

号） 

平成22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に、それぞれ950万円を追加し、補

正後の歳入歳出予算の総額を、それぞれ9,417万7千円としようとするもの 

 歳出予算は、業務勘定支出において、平成22年度の給与改定等に伴い人件費を減額する一方、人事異

動等に伴い人件費を増額しようとするもの 

歳入予算は、業務勘定収入において、人件費の増額に伴い一般会計繰入金を増額しようとするもの 



議案第１６５号
平成２２年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算（第３

号） 

平成22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に、それぞれ340万円を追加し、補

正後の歳入歳出予算の総額を、それぞれ130億5,622万6千円としようとするもの 

 歳出予算は、総務費において、平成22年度の給与改定等に伴い人件費を減額する一方、人事異動等に

伴い人件費を増額しようとするもの 

歳入予算は、繰入金において、人件費の増額に伴いその他一般会計繰入金を増額しようとするもの 

議案第１６６号
平成２２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） 

平成22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から、それぞれ930万円を減

額し、補正後の歳入歳出予算の総額を、それぞれ26億6,926万9千円としようとするもの 

 歳出予算は、総務費において、平成22年度の給与改定等に伴い人件費を減額しようとするもの 

歳入予算は、繰入金において、人件費の減額に伴い事務費繰入金を減額しようとするもの 

議案第１６７号 財産（スポーツ施設等整備事業用地）の取得について 

宝塚市花屋敷荘園4丁目7番1の伊藤忠商事大阪総合グランド（土地の面積は6万4,542平方メートル、

地目は山林）について、野球場や多目的グラウンド、テニスコート等を有する市立スポーツ施設等とし

て活用するとともに、自然緑地の保全や災害時の防災用空地の確保など、現在の良好な都市環境の維持

を図ることを目的に、当該土地を伊藤忠商事株式会社から市土地開発公社が先行取得し、平成23年度に

市が公社から4億5,000万円並びに市土地開発公社が先行取得した日から市が取得する日までの利息及び

事務費相当額の取得金額で取得しようとするもの 

 




