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９月の総務常任委員会で審査した議案（一覧）

一般会計補正予算
第81号 補正予算第７号
第106号 〃 第８号

特別会計補正予算
第82号 国民健康保険事業 補正予算
第83号 介護保険事業 〃
第84号 市営霊園事業 〃

その他の議案
第86号 事務分掌条例の一部改正
第87号 市長ほか特別職の給与に関する条例一部改正
第88号 一般職職員の給与に関する条例一部改正
第95号 (仮称)新庁舎建築工事の契約締結
第98号 公の施設の指定管理者の指定について
第105号 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

国の交付金や県の補助金を受け
て一般会計予算を補正するもの、
１つの予算案の中に重要な内容
をいくつも含む。

一般会計とは別会計になって
いる特別会計の予算の補正

全ての議案を
全員一致で可決



議案第８１号一般会計補正予算第７号

 地方交付税 約１億８１００万

 国庫支出金 約１億６０００万

 県支出金 約７６００万

 市債発行 約３億７６００万

 諸収入 約４３００万

 財政調整基金取り崩しの取り止めなど

 繰入金 △４億６４００万など

 合 計 約３億８９００万

新たな歳入

 地域介護拠点整備補助事業

 スクール・サポート・スタッフの配置

 コロナ対策観光事業者支援事業

 女性のための伴走型就労支援事業

 つながりの場づくり緊急支援事業

 大学生等修学支援給付金

 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業

 データ基盤構築支援業務委託

 総合窓口化推進事業 など

以下、それぞれの事業について
簡単に説明します。

ﾏｲﾅｽ

新たな歳出

補正後
歳入総額 約８５２億２１００万

を行う事業
様様な
補助金



議案第８１号補正予算第７号による歳出(1)

地域介護拠点整備補助事業

財源：国）地域介護福祉空間等施設整備交付金 約2,300万円
事業内容：介護施設等が実施する老朽設備改修に補助することで、防災・減災の推進を図る事業

財源：県）地域介護拠点整備補助事業補助金 約4,700万円
事業内容：介護施設等が実施するコロナ感染症拡大防止のための改修工事等に補助する事業

スクール・サポート・スタッフの配置
財源：国）コロナ感染症対応地方創生臨時交付金 約2,800万円

事業内容：コロナ感染症対策により増加する教員の業務をサポートするため、市立の
小・中・養護学校にスクール・サポート・スタッフを配置する事業

コロナ対策観光事業者支援事業
財源：国）コロナ感染症対応地方創生臨時交付金 2,000万円

事業内容：市内宿泊事業者の支援を目的として、事業者による市民限定の日帰り
もしくは宿泊プランの割引原資を補助する事業



女性のための伴走型就労支援事業

大学生等修学支援給付金

財源：国）地域女性活躍推進交付金ほか 合計899万円

事業内容：コロナ禍で孤立し不安を抱える女性に対して、就労支援などを継続
的に行うことを、ＮＰＯ法人への委託事業として実施する事業

財源：宝塚市奨学基金の取り崩し 840万円、国からの補助等はナシ

事業内容：コロナ禍を受けて、市内に居住する大学生などの生計維持者の令和
２年または令和３年の所得額が、令和元年の１／２以下に減少した場合に20万円、
２／３以下の場合には10万円の奨学金を給付するもの

つながりの場づくり緊急支援事業

財源：国）地域子供の未来応援交付金ほか 合計125万円

事業内容：地域児童館、子ども館等において、生理用品を配布することを通じて
子どもの居場所への来館を促し、子どもの社会的孤立や孤独を防ぐ事業

議案第８１号補正予算第７号による歳出(2)



社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業

総合窓口化推進事業

財源：市の一般財源約488万円、国の補助金はナシ。
事業内容：市民が、住所異動届などを提出するとき、申請書を手書きする
ことなく、スマホからの入力によって印字できるシステムを導入する事業。

財源：国）マイナンバーカード交付事務費補助金 約7,000万円

事業内容：マイナンバーカードの交付申請を促進するため、出張申請サポート
業務を業者に委託の上、申請者には粗品として市内特産品を配布する事業。

データ基盤構築支援業務委託

財源：市の一般財源約561万円と債務負担約4,480万円、国の補助金はナシ。

事業内容：データに基づく政策立案や経営資源の適切な配分をしていくための
基盤構築支援業務を、ICT技術を有する業者に委託するもの。

議案第８１号 補正予算第７号は以上

議案第８１号補正予算第７号による歳出(3)



議案第１０６号 一般会計補正予算第８号

 地方交付税 ー

 国庫支出金 約６億７７００万

 県支出金 約１３００万

 繰入金 約５００万

 市債発行 ー など

 合 計 約６億９６００万

 コロナワクチン接種事業

 市内事業者一時支援金事業

 コロナ対応市内事業所等改装促進補助金

 生活支援物資扶助料

 バス交通対策・タクシー対策事業

 コロナ対策医療提供体制整備事業

 病院事業会計補助金 など

以下、それぞれの事業について
簡単に説明します。

新たな歳入 新たな歳出

約８５９億１７００万
補正後
歳入総額

を行う事業
様様な
補助金



コロナワクチン接種事業補正

事業内容：８月以降、64歳以下12歳以上のワクチン接種を進めるための大規模
接種会場を確保するなど、事業全体の規模拡大に対応するもの

財源：国）ワクチン接種体制確保事業費補助金ほか 約5億7,800万円

市内事業者一時支援金事業
財源：国）コロナ対応地方創生臨時交付金 約9,500万円

事業内容：市内の中小事業者で、1カ月当たりの売上が、前年同月と比べて20％以上減少
した事業者に対して一律10万円の支援金を給付するもの。ただし、県の協力金受給者を除く。

コロナ対応市内事業所等改装促進補助金

事業内容：市内に店舗・事務所などを有する中小事業者等で、コロナ感染症に対応
するための改装工事を行った者に対し、100万円を上限として補助するもの

財源：国）コロナ感染症対応地方創生臨時交付金 約2,100万円

生活支援物資扶助料
財源：国）コロナ対応地方創生臨時交付金 1,080万円

事業内容：不要不急の外出自粛が求められる濃厚接触者のいる世帯に対して
生活支援物資を配送することで支援を行うもの

議案第１０６号補正予算第８号による歳出(1)



バス交通対策・タクシー対策事業

財源：国）コロナ対応地方創生臨時交付金 ﾊﾞｽ分 1,477万円・ﾀｸｼｰ分 約307万円

事業内容：コロナ禍中で運行を継続したバス・タクシー事業者に補助金を交付する事業

コロナ感染症対策医療提供体制整備事業

事業内容：自宅療養者への往診や電話診療など、早期医療提供の体制づくりに
必要な経費を宝塚市医師会に補助する事業

財源：国）コロナ感染症対策医療提供体制整備補助金 約421万円

病院事業会計補助金
財源：国）コロナ対策思いやり応援基金118万円・コロナ対応地方創生臨時交付金約290万円

事業内容 １）PCR検体採取を行っている駐車場に屋根を設置すること
２）売り上げが大きく減少している院内食堂及び売店の賃料を減免すること

議案第１０６号補正予算第８号による歳出(2)

議案第１０６号 補正予算第８号は以上



議案第８２号国民健康保険事業補正予算

議案第８３号介護保険事業補正予算

議案第８４号市営霊園事業補正予算

12万3,000円 増 総額約218億4,074万円

補正内容：市が雇用する会計年度任用職員の報酬増にともなう修正

5億3,200万円 増 総額約224億2,800万円

補正内容：年度末精算の結果、前年度国から受け取った介護給付費交付金の
一部を国に返還するために、市の介護給付費準備基金を取り崩すもの

増減なし 総額約2億600万円
補正内容：墓苑使用料、地役権設定収入等の増額が見込めることから、
それらを増額して、霊園運営基金の取り崩しを減額するもの

特別会計 補正予算

特別会計の補正予算は以上



議案第８６号 事務分掌条例の一部改正

議案第８７号 特別職職員の給与に関する条例一部改正

議案第８８号 一般職職員の給与に関する条例一部改正

施設の保全計画を、公共施設マネジメントと一体的に推進するため、
市有建築物の保全に関する業務を、都市整備部（建築営繕課）から
企画経営部（施設マネジメント課）に移管するもの

行財政経営基盤強化のため、令和３年１１月から令和６年８月迄、
市長は１０％、副市長７％、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者
はそれぞれ５％、給与月額を削減するもの

兵庫県の最低賃金が令和３年１０月から改定されることを踏まえ、
事務員、軽作業員、調理補助員などの会計年度任用職員の
報酬額を日額６，５１０円（時間単価９３０円）に引き上げるもの

その他の議案（１）



議案第９５号 （仮称）新庁舎新築工事請負契約の締結

上下水道局旧庁舎跡地に、危機管理センターなどの市長部局と
上下水道局のための新庁舎新築工事請負契約を締結するもの。

完成予想図令和4年12月完工予定上下水道事業会計負担分を含む
総額は、 １６億２，３６０万円(税込) 

契約業者：（株）明和工務店
契約金額：約９億５，３００万円(税込)（市長部局負担分）

２Ｆ 危機管理センター
ネットワークセンター
上下水道局

１Ｆ 子ども家庭総合支援拠点
上下水道局

その他の議案（２）



議案第１０５号 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

議案第９８号 公の施設の指定管理者の指定について

教育委員会の委員４人のうち、令和３年９月末日を以て任期満了
となる木野達夫氏を、引き続き委員として任命することに同意す
るもの

男女共同参画センターの指定管理者として、NPO法人女性と
子どものエンパワメント関西が引き続きその任にあたることを
承認するもの

その他の議案（３）



総務常任委員会からの報告は以上です。
ご清聴ありがとうございました。

終


