
平成２４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 

報告第 ７ 号
専決処分した事件の承認を求めることについて（損害賠償の額

の決定について） 

市立病院に係る損害賠償請求訴訟において、裁判所から和解が勧告されたので、これを受け入れ、損

害賠償の額を300万円と決定し、本年7月26日に専決処分したもの 

議案第 ９９ 号 平成２４年度宝塚市一般会計補正予算（第２号） 

平成24年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額に、それぞれ8,211万5千円を追加し、補正後の歳入

歳出予算の総額を、それぞれ670億9,461万7千円とするもの 

歳出予算は、財団法人宝塚市都市整備公社の解散に伴う宝塚すみれ墓苑に対する寄附金を宝塚すみれ

墓苑事業費特別会計に繰り出すため特別会計宝塚すみれ墓苑事業費繰出金を計上しようとするもの 

歳入予算は、宝塚すみれ墓苑に対する寄附金を計上しようとするもの 

議案第１００号
平成２４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） 

平成24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に、それぞれ1億4,185万2千

円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を、それぞれ23億5,315万2千円とするもの 

歳出予算は、宝塚すみれ墓苑の管理運営に要する経費に関し、人件費、墓苑管理事業、償還事業、予

備費を計上しようとするもの 

歳入予算の主なものは、墓苑永代使用料、一般会計からの繰入金を計上しようとするもの 

議案第１０１号 平成２４年度宝塚市一般会計補正予算（第３号） 

平成24年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額に、それぞれ2億8,800万円を追加し、補正後の

歳入歳出予算の総額を、それぞれ673億8,261万7千円とするもの 

また、債務負担行為及び地方債の補正を、それぞれ計上するもの 

歳出予算の主なものは、（仮称）宝塚サービスエリア及び（仮称）宝塚北スマートインターチェンジ

利活用等地域活性化推進協議会負担金、松本・土井アイリン海外留学助成金、安心生活創造事業委託

料、私立保育所誘致整備法人選定委員会委員謝礼、生活保護費国庫負担金返還金、医薬材料費、個別接

種等委託料、ため池定期点検委託料、農業用施設改修工事費、スマートインターチェンジ整備事業負担

金、道路維持補修工事費、街路灯管理標識整備事業委託料、街路樹剪定等委託料をそれぞれ増額する一

方、執行額の確定に伴う執行残などを減額しようとするもの 

 歳入予算の主なものは、減収補てん特例交付金、子ども手当負担金、緊急消防援助隊活動費負担金、

乳幼児等医療費助成事業補助金、社会教育に対する寄附金、財政調整基金とりくずし、消防団員退職報

償金受入金、農業用施設ため池整備事業債をそれぞれ増額する一方、消防指令業務共同運用事業負担金

を減額しようとするもの 

債務負担行為の補正では、焼却炉運転業務委託料を追加しようとするもの 

地方債の補正では、農業用施設ため池整備事業債の限度額を増額しようとするもの 



議案第１０２号
平成２４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） 

平成24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に、それぞれ3億1,553万6千円

を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を、それぞれ235億8,603万6千円とするもの 

歳出予算の主なものは、後期高齢者支援金事業、介護納付金事業、償還事業を増額する一方、前期高

齢者納付金事業を減額しようとするもの 

歳入予算の主なものは、療養給付費等負担金、前期高齢者交付金を増額しようとするもの 

議案第１０３号
平成２４年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算（第１

号） 

平成24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8,167万7千円を追加

し、補正後の歳入歳出予算の総額を、それぞれ144億6,577万7千円とするもの 

歳出予算は、基金管理事業、償還事業を増額しようとするもの 

歳入予算の主なものは、介護給付費県費負担金過年度精算分を増額しようとするもの 

議案第１０４号 財産（宝塚すみれ墓苑）の取得について 

市民等に長期安定的に良質な墓地を提供するため、財団法人宝塚市都市整備公社から宝塚すみれ墓苑

の事業譲渡を受け、市直営で管理運営をするため、宝塚すみれ墓苑の取得をしようとするもの 

取得金額は22億1,130万円で、宝塚市東洋町1番1号、財団法人宝塚市都市整備公社から取得しようと

するもの 

議案第１０５号 宝塚市立宝塚すみれ墓苑条例の制定について 
現在、財団法人宝塚市都市整備公社が管理運営を行っている宝塚すみれ墓苑の事業譲渡を受け、市直

営とし、管理運営を行うために条例を制定しようとするもの 

議案第１０６号
宝塚市防災会議条例及び宝塚市災害対策本部条例の一部を改正

する条例の制定について 

災害対策基本法の一部を改正する法律が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 

宝塚市防災会議条例においては、災害対策基本法の改正に則して、宝塚市防災会議の所掌事

務及び委員構成の一部を変更しようとするもの 

宝塚市災害対策本部条例においては、災害対策基本法の改正により、同条例で引用する法律の条文

にずれが生じたため、所要の整備を行おうとするもの 

議案第１０７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 

宝塚山手台地区及び中山桜台１丁目地区における地区計画の都市計画の変更にあわせて、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又は用途に関する事項等の制限を建築基準法第68

条の2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 

議案第１０８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 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基

準を定める省令の一部を改正する省令が施行されることに伴い、電気を動力源とする自動車等の急速充

電設備の位置、構造及び管理の基準を定めるため、条例の一部を改正しようとするもの 

議案第１０９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
宝塚市上下水道事業審議会からの答申を受け、小口径メーターの基本水量制を廃止し、基本料金と従

量料金からなる料金体系に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１１０号 平成２３年度宝塚市水道事業会計決算認定について 

平成23年度水道事業会計決算について、地方公営企業法第30条第4項の規定により、議会の認定に付

するもの 

平成23年度末の給水人口23万3,790人、年間有収水量2,393万2,545立方メートル、有収率95.2パーセン

ト 

 収益的収支は、仮受仮払消費税を含む決算額で収入総額44億3,210万1,601円、支出総額43億9,309万

7,463円で、差し引き3,900万4,138円の黒字となり、消費税等に伴う経理処理をした結果、当年度は、

1,846万3,070円の純利益となった。 

資本的収支は、収入総額1億8,247万2,194円、支出総額13億2,057万5,228円となり、差し引き11億3,810

万3,034円の資金不足が生じたが、損益勘定留保資金並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額で補てんした。 

議案第１１１号 平成２３年度宝塚市下水道事業会計決算認定について 

平成23年度下水道事業会計決算について、地方公営企業法第30条第4項の規定により、議会の認定に

付するもの 

平成23年度末の水洗化人口22万4,131人、年間有収水量2,390万4,529立方メートル、有収率90.2パーセ

ント 

収益的収支は、仮受仮払消費税を含む決算額で収入総額38億4,387万5,698円、支出総額40億3,391

万4,770円で、差し引き1億9,003万9,072円の赤字となり、消費税等に伴う経理処理をした結果、当年度

は、2億200万1,276円の純損失となった。 

資本的収支は、収入総額21億535万3,571円、支出総額37億 5,045万1,237円となり、差し引き16億4,509

万7,666円の資金不足が生じたが、損益勘定留保資金並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額で補てんした。 

議案第１１２号 平成２３年度宝塚市病院事業会計決算認定について 

平成23年度病院事業会計決算について、地方公営企業法第30条第4項の規定により、議会の認定に付

するもの 

 外来患者数は、延べ23万5,728人、1日当たり966.1人と、前年度と比較して年間延べ患者数で4.5％、1

万201人の増、1日当たりでは38人の増となった。 

 入院患者数は、年間延べ患者数は11万7,148人、1日当たりでは320.1人と、前年度と比較して年間延べ

患者数で4.0％、4,486人の増、1日当たりでは11.4人の増となった。 

 病床利用率は、71.8％となり、前年度の67.9％に比べ3.9ポイントの増となった。 

 収益的収支は、仮受仮払消費税を含む決算額で収入総額107億3,413万3,116円、支出総額112億707万

4,869円で、差し引き4億7,294万1,753円の赤字となり、消費税等に伴う経理処理をした結果、当年度の

純損失は4億7,306万6,534円となり、前年度の純損失7億6,787万8,667円と比べ2億9,481万2,133円改善し、

累積欠損金は136億7,383万9,040円となった。 

 資本的収支は、収入総額9億5,977万4,000円に対し、支出総額は、患者案内表示盤の整備、老朽化に伴

う医療機器の更新、大規模改修工事等に要した建設改良費5億2,476万3,567円を含め15億1,392万9,025円

となり、差し引き5億5,415万5,025円の資金不足が生じたが、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額、当年度分損益勘定留保資金並びに長期借入金で補てんした。 



議案第１１３号
工事請負契約（ごみ焼却施設基幹的設備改良工事）の締結につ

いて 

宝塚市クリーンセンターごみ焼却施設が稼動後24年を経過することから、施設の延命化と温室効果

ガスの削減を目的に基幹的設備の改良を行うため、工事請負契約を締結しようとするもの 

工事の請負金額は15億2,250万円で、大阪市西区土佐堀1丁目3番20号、三菱重工環境・化学エンジニア

リング株式会社関西支店を請負業者として契約を締結しようとするもの 

議案第１１４号
財産（災害対応特殊救急自動車及び高度救命処置用資機材）の

取得について 

救急業務の対応能力の向上を図るために災害対応特殊救急自動車を更新整備し、宝塚市東消防署に配

置しようとするもの 

取得金額は、3,391万5,000円で、神戸市須磨区大池町3丁目1番1号、兵庫トヨタ自動車株式会社特販営

業所から取得しようとする 

議案第１１５号 市道路線の認定について 
土地区画整理法に基づく公共施設の管理引継及び一部道路用地の一般寄附により新規認定をしようと

するもの 

議案第１１６号 市道路線の認定について 都市計画法第40条第2項による帰属及び一部道路用地の一般寄附により新規認定をしようとするもの 

議案第１１７号

～ 

議案第１１９号

市道路線の認定について 都市計画法第40条第2項による帰属により新規認定をしようとするもの 

議案第１２０号 市道路線の全部廃止について 代替道路が設置され、道路の機能が全部区間滅失したため、全部廃止をしようとするもの 

議案第１２１号 市道路線の一部廃止について 代替道路が設置され、道路の機能が一部区間滅失したため、一部廃止をしようとするもの 

議案第１２２号 宝塚市教育委員会の委員任命につき同意を求めることについて

宝塚市教育委員会の委員の任期満了に伴い、引き続き次の者を任命するため、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるもの 

宝塚市教育委員会の委員に任命しようとする者 

氏名 井 上 輝 俊 

 



平成２４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 

議案第１２３号 平成２４年度宝塚市一般会計補正予算（第４号） 

平成24年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額に、それぞれ180万5千円を追加し、補正後の歳

入歳出予算の総額を、それぞれ673億8,442万2千円とするもの 

歳出予算は、車両管理事業において車両事故損害賠償金を増額しようとするもの 

歳入予算は、諸収入において車両事故等損害保険金を増額する一方、繰入金において財政調整基金と

りくずしを減額しようとするもの 

議案第１２４号 損害賠償の額の決定について 交通事故について、市職員の過失による損害賠償の額を1,630,508円と決定しようとするもの 

議案第１２５号 損害賠償の額の決定について 交通事故について、市職員の過失による損害賠償の額を1,577,860円と決定しようとするもの 

議案第１２６号 損害賠償の額の決定について 交通事故について、市職員の過失による損害賠償の額を2,715,509円と決定しようとするもの 

 



平成２４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 

議案第１２７号
議員定数及び議員報酬並びに職員給与等の３つのカット実現条

例の制定について 

地方自治法第74条第1項の規定により、平成24年10月1日に条例の制定の請求を受理したので、同条第

3項の規定により、議会に付議するもの 

 

 



平成２４年第３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 

議案第１２８号 平成２３年度宝塚市一般会計歳入歳出決算認定について 地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定を得ようとするもの 

議案第１２９号
平成２３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 
地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定を得ようとするもの 

議案第１３０号
平成２３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 
地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定を得ようとするもの 

議案第１３１号
平成２３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 
地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定を得ようとするもの 

議案第１３２号
平成２３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 
地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定を得ようとするもの 

議案第１３３号
平成２３年度宝塚市特別会計公共用地先行取得事業費歳入歳出

決算認定について 
地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定を得ようとするもの 

議案第１３４号
平成２３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 
地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定を得ようとするもの 

議案第１３５号
平成２３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 
地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定を得ようとするもの 

議案第１３６号
平成２３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 
地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定を得ようとするもの 

議案第１３７号
平成２３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 
地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定を得ようとするもの 

議案第１３８号
平成２３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 
地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定を得ようとするもの 

議案第１３９号
平成２３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 
地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定を得ようとするもの 



議案第１４０号
平成２３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 
地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定を得ようとするもの 

議案第１４１号
平成２３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 
地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定を得ようとするもの 

議案第１４２号
平成２３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 
地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定を得ようとするもの 

議案第１４３号
平成２３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 
地方自治法第233条第3項の規定により、議会の認定を得ようとするもの 

 


