
第２２回都市経営会議 平成２４年２月６日（月）開催 

※１月３０日開催の第２１回都市経営会議の続き 

議題９ 宝塚市市税条例の一部を改正する条例の制定について（継続審議） 

【提案】 企画経営部 

     ①地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律、

②東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必

要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律、③地方税法の一部を改正

する法律が平成２３年１２月に順次公布されることに伴い、所要の改正を行うも

の。 

【補足】 前回、質問のあった３点について、地方税（市民税）の均等割税率の引き上げ

５００円は、第１に、国の法律適用義務付けられるのかという点、第２に、引き

上げをしない場合に国から何がしかのペナルティーがあるのかどうかという点、

第３に、県も含めて阪神各市の状況はどうかという点について説明する。 

第１については、標準税率の特例であり、各自治体によってはこれを上回って

も、下回っても、どちらでも良いという市の判断は可能であり、５００円を賦課

しないということも可能である。ただし、自治体の判断により、賦課しない場合

にペナルティーがあるのかどうか、という第２については、１２月法案成立時に

付帯決議がなされている。内容として、適用しない場合でも自治体に不利益な処

分は受けないという内容であり、総務大臣も付帯決議を尊重するとの事であるが、

この付帯決議自体は拘束力（強制力）がない。不利益処分はないものの通常、考

えられるペナルティーとして、地方債の発行承認が厳しくなる、地方交付税が減

額される可能性がある、国、県に対する要望がそがれる傾向にありうるのではな

いかということが考えられる。第３に、県も含めて阪神各市の状況という点につ

いては、県はすでに１２月議会で可決済みであり、また阪神間全市でも賦課する

条例改正の準備を行っているところである。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 特になし 

 

議題 17 宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

     （継続審議） 

【提案】 都市整備部 

     兵庫県の福祉のまちづくり条例の一部改正によるほか、現在の確認審査業務等

に係る作業時間が従前に比べ増加しているため、宝塚市建築事務及び住宅事務手

数料条例を一部改正し、確認申請手数料等を増額するもの。 

 



【補足】 手数料条例の改正内容について、一覧表にまとめた。確認申請、完了検査（中

間検査なし、中間検査あり）でそれぞれまとめたものである。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 施行日が５月１日と変則になっているが。その理由は。 

・ 条例改正後、一定の周知期間を設けて５月１日とした。 

・ 逆に、１２月の市議会に提案して、周知期間を経たのち４月１日にしたほうが良かっ

たのではないか。 

・ 今回３月議会に提案させていただいたのは、県が２月議会に提案し、特定行政庁が３

月議会に提案するといったそのあたりのタイミングもあって、今回の措置となった。 

・ 今回の手数料増額による増収額はどれくらいを見込むのか。また、一般財源なのか。 

・ 市内では確認申請件数が民間も含めて１，０００件あり、そのうち５％が市の確認申

請である。例えば表中戸建て住宅２００㎡以内のケースだと、増加額５千円に年間件

数５０件とすると、２５万円の増額となる。 

・ ２５万円増収分であり、一般財源ということか。 

・ そのとおりである。 

・ ５千円上がるということで、これは作業する事務量が増えるからという理由で良いの

か。 

・ そのとおりである。 

・ 手数料を上げることによって、民間にも影響がでるのか。 

・ ある企業によると、２００㎡以内のケースでは、市が今回、３万１千円改正に対して、

従前から４万８千円の手数料を取っており、５万㎡超では百万円を超えている。従前

から相当乖離はあるので、今回手数料を上げたことによる影響はないものと判断する。 

 

議題 19  宝塚市立療育センター条例の一部を改正する条例の制定について 

【提案】 子ども未来部 

     平成２２年１２月に「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障

害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための

関係法律の整備に関する法律」により、児童福祉法の一部が改正され、本年４月

１日から施行されるため、宝塚市療育センター条例について所要の改正を行うも

の。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 市立療育センターの施設名そのものも、２４年度中に変更となるのか。 

・ センター自身も児童発達支援センターへ変更となるので、名称も例えばこども発達支

援センターという名称に変更していきたいと考えている。 



・ 今後のことについて、施設については、みなし指定期間内１年以内に指定申請を行う

とあり、相談支援支援事業も３年以内に指定申請を行う必要があるとなっているが、

指定申請は施設と相談支援事業、まとめて申請を行うのか。 

・ 相談支援事業の人員配置基準など事業を行う体制が明確ではなく、省令がまだ出され

ていないため、施設分だけ１年以内に申請するかもしれない。体制については、省令

を確認しながら整えていきたいと考えている。 

・ 療育センターの事務量が増えると思うが、体制も含めて、機能として十分なのかどう

か。施設内での対応ができるのか。また、相談支援事業所が学校園、保育等との関わ

りについて、イメージがわからないため、発達支援相談業務がどうなるのか、教えて

ほしい。 

・ 児童発達支援業務については、通所の児童デイサービスを利用するなど、今までどお

りである。学校園、保育所もすでにセンターのＯＴ（作業療法士）、ＰＴ（理学療法士）

が出向いて支援を行っているので、行政機関とのつながりは従前のままである。在宅

での保護者からのニーズが見えてこない部分はあるものの、大きく業務量が増えると

は考えていないが、体制がまだ明確になっていないのが現状である。 

・ サービスプランの体制について、障害者の場合は、３年以内に整備しないといけない

が、同じような規定はあるのか。障害者の場合、対象者が多く、プランナーが足りず、

マンパワー不足になっている。 

・ 児童発達支援センターの中に相談支援と相談支援事業所があり、相談支援については

３年以内にというのが必須条件となる。ただし、相談支援の役割と事業所との役割が

はっきりとしたものが示されていないため、相談支援の中に事業所が最終的には統合

されるため、結果として３年以内になるのではないかと思われる。 

 

※議案 21から 23 まで一括で審議された 

議題 21  農作物共済に係る無事戻しについて 

【提案】 産業文化部 

     平成２４年度において、３会計年度にわたり、農作物共済に係る無事戻しを行

うにあたり、議会の議決を求めるもの。 

【結果】 承認 

 

議題 22  園芸施設共済に係る無事戻しについて 

【提案】 産業文化部 

     平成２４年度において、３会計年度にわたり、園芸施設共済に係る無事戻しを

行うにあたり、議会の議決を求めるもの。 

【結果】 承認 

 



議題 23  農作物共済に係る特別積立金の取崩しについて 

【提案】 産業文化部 

     水稲共済損害防止事業の実施に要する費用の支払いに充てるため、農作物共済

の特別積立金の取崩しを行うにあたり、議会の議決を求めるもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 農作物と園芸について、議案が可決したあとは、２３年度で支出するのか。また、農

作物と園芸の当該３会計年度が同じではなく、１年のずれが生じている理由は。 

・ どちらも平成２４年度当初予算で計上している。ずれが生じているのは、農作物は契

約完了は２４年３月末日であり、園芸は２４年１１月末日で、３年経過していないた

めである。これまでは、当初予算計上し、予算議決によって、無事戻しも議決してい

るという考えであったのが、県の指導により別途、議決案件として提案するようにと

の指導があったので、今回の措置となった。ちなみに神戸市、明石市、尼崎市は予算

の議決でもってクリアするという解釈をしている。 

・ 特別積立金の取崩しについても同じことか。県の指導なのか。 

・ 取り崩しについては、会計が別立てになっており、二重帳簿になっている。貸借対照

表による収支計上しているので、別途、議決議案としている。市の予算では特別積立

金の取崩しという項目はではなく、業務勘定繰出金という項目で計上している。 

 

議題 24  公の施設（宝塚市立温泉利用施設）の指定管理者の指定について 

【提案】 産業文化部 

     宝塚市立温泉利用施設の指定管理者を指定しようとするため、議会の議決を求

めるもの。 

【結果】 継続審議 

【質疑等】 

・ 採点集計表を付けているが、それぞれ項目の按分した配点がわからない。満点が記さ

れていないので判断しにくい。 

・ ２社の合計を明記しているが、ほとんど差はないものと認識している。 

・ ６人の委員の選定の結果内容について、どのようになったのか。 

・ ６人中、決まった業者を 1位としたのは５人であり、１人の委員は２社同点であった。 

・ ３年前のときも同じ２社の申し込みであったように思うが、今回と前回との違いはあ

ったのか。なかったのか。前回と同じ内容なのかどうか。 

・ 前回と同じ内容である。 

・ 添付している資料のわかりにくい所は再度、詳細の資料を次回に用意させていただく。 

・ 次回のときは、利用者の推移のわかる資料も用意願いたい。 

 



・ 利用者の推移の資料に加えて、できれば５年くらい前からの収支状況資料も併せてお

願いしたい。 

 

議題 25  宝塚市消防事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

【提案】 消防本部 

     危険物の規制に関する政令の一部改正によって、地方公共団体の手数料の標準

に関する政令の一部改正がされたことに伴い、宝塚市消防事務手数料条例の一部

を改正しようとするもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 特になし 

 

議題 26  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 

【提案】 教育委員会管理部 

     平成２３年（2011 年）５月２日に公布された第一次一括法により、就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部が改正され、

当該条例において引用している規定の項番号が変更となったため、当該条例につ

いて所要の改正を行うもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 特になし 

 

議題 27   宝塚市立公民館設置管理条例の一部を改正する条例の制定について 

【提案】 教育委員会社会教育部 

     平成２３年（2011 年）８月３０日に公布された第二次一括法により、社会教育

法が一部改正されたため、当該条例について所要の改正を行うもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 省令では学識経験となっているが、市では知識経験となっている。そのあたりの区別

はどのようになっているのか。 

・ 省令は採択であるので、参考にさせてもらい、当局で決めた。知識経験の方が学識経

験よりも幅広く任命ができるようにと考えたからである。 

 

議題 28 宝塚市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について 

【提案】 教育委員会社会教育部 

     平成２３年（2011 年）８月３０日に公布された第二次一括法により、図書館法



が一部改正されたため、当該条例について所要の改正を行うもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２２回都市経営会議 平成２４年２月６日（月）開催 

 

議題１   宝塚市事務分掌条例等の一部を改正する条例の制定について 

【提案】 市民交流部 

     外国人登録法が平成２４年（2012年）７月９日に廃止されることに伴い、外国

人登録に関する文言のある６つの条例を一括して改正をしようとするもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 外国人登録は住民基本台帳に同じように登録されるのか。 

・ 外国人住民特有の記載として、「国籍・地域」、「外国人住民となった年月日」がある。

なお、管理については、法務省（入国管理局）へ移管される。 

・ メリットは何か。 

・ 在留期間が３年から５年へ延長となること、また、外国人住民の方にとって利便性が

向上する。 

・ 利便性の向上の具体的なものとして、法務大臣と市との情報の共有により、外国人住

民の方が法務省（入国管理局）と市にそれぞれ届出するといった負担は軽減される。

また、外国人と日本人で構成する世帯について、世帯全員が記載された住民票の写し

が発行できるようになる。 

転入の届出により、国民健康保険など、各種行政サービスの届出との一本化が図られ、

手続きが簡素化になる。 

以上の３つが今回、外国人住民の方にとって利便性が向上するというものである。 

 

議題２   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 

【提案】 市民交流部 

     平成 24 年（2012 年）７月１日から乳幼児等の医療費助成について、外来での

一部負担金を無料とする年齢を小学生３年生までに拡充するための所要の改正を

行い、また、扶養控除が見直されることとなったが、福祉医療費助成の所得制限

について、特例の取り扱いを行うために所要の改正をしようとするもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 特になし 

 

議題２   宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例の制定について 

【提案】 総務部 

     平成 24年（2012年）４月１日から兵庫県において暴力団排除条例が施行され、

社会全体の認識のもとに暴力団の排除を推進していく必要があることから、本市 



においても暴力団排除の措置を徹底し、実効性のあるものにするため、宝塚市暴

力団の排除の推進に関する条例を制定しようとするもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ パブリックコメントの主な意見の中に連絡会議を定期的に開催し、とあるが、どこか

規定しているのか。 

・ 連絡会議については、運用の中で対応していきたいと考えている。 

・ 今回、条例の提案課は総務課となっているが、条例そのものが広範囲にわたるため、

統括的に所管しようとすることの提案なのか。 

・ 提案理由については、県警からの口頭要請とぎりぎりの日程の中で、法制担当が作成

した。実際の運用については、現所管課である安心安全課へ引き継ぐ予定である。 

 

 

議題４   宝塚市副市長定数条例の一部を改正する条例の制定について 

【提案】 総務部 

     副市長の定数を変更するため、宝塚市副市長定数条例の一部改正を行うもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 副市長定数を２人から 1 人にするとことについて、２人以内という表記は支障がある

のか。 

・ 地方自治法１６１条の規定で、定数は条例で定めるという規定があり、逐条解説でも

その定数だけ人数を置くという主旨であるため、「以内」という表記は適切ではないと

いう考え方である。 

・ 附属機関の審議会委員「○人以内」という規定も抵触するのか。 

・ 附属機関の審議会までは波及しない。 

 

※議案５と６は、一括で審議された 

議題５   宝塚市特別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     

【提案】 総務部 

     平成２４年１月１０日に提出された宝塚市特別職報酬等審議会の答申に基づき

市長及び副市長の給料月額を改正し、また市長等の給料月額の改正に準じて教育

長、上下水道事業管理者及び病院事業管理者の給料月額を改正するため、条例の

一部を改正しようとするもの。 

【結果】 承認 

 



 

 

議題６   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 

【提案】 総務部 

     平成２４年１月１０日に提出された宝塚市特別職報酬等審議会の答申における

市議会議員の議員報酬の改正率に準じて特別職の職員で非常勤のものの報酬を改

正するため、条例の一部を改正しようとするもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 非常勤の報酬改定について、予算の反映はどうなるのか。 

・ 予算は現行の報酬のままの予算措置である。 

・ 通常、条例改正と同時に予算にも反映できるよう合わせるのかどうか、確認したい。 

・ ひとつの考え方として、増額の場合は、条例改正とセットにしなければ、予算提案は

できないと思うが。今回は減額であり、予算上限の範囲内であるため、同時に処理を

しなくても良いのではないか。  

・ 実態として、本条例が可決されてから、予算措置するべきとあるが、執行するうえで

間に合わないという場合は、同時でも問題はないのではないか。 

・ 特別職の職員の給与に関する改正で、報酬等審議会の答申に基づき給料月額を改定す

るほか、現在実施している減額措置の継続実施について、２７年度まで継続実施する

ことになるが、提案するときに３年続ける理由ははっきりしているのか。特別職以外

の職員は今年度から元にもどっている。特別職の減額は答申書にもあるように、自主

カットとして位置づけているのか。 

・ 過去は都市経営改革行動計画に基づき、平成１８年（2008年）から平成２２年（2010

年）まで、財源不足対策のために特別職も自ら先頭をきって職員全員給料減額をお願

いした経緯がある。何をもって、どのような理由で自主カットを行うのか、分かりや

すく説明する必要がある。   

 

●審議予定されていた議題７から議題１２は、時間切れのため、次回平成 24 年（2012

年）２月７日に審議を行い、併せて継続審議となった議題２４についても再度審議され

ることとなった。 

 

 

 

 

 



第２２回都市経営会議 平成２４年２月７日（火）開催 

※２月６日開催の続き  

 

議題 24  公の施設（宝塚市立温泉利用施設）の指定管理者の指定について（継続審議） 

【提案】 産業文化部 

     宝塚市立温泉利用施設の指定管理者を指定しようとするため、議会の議決を求

めるもの。 

【結果】 承認 

【補足】 指定管理者選定委員会採点集計表のほか、前回指摘のあった関係資料を追加で

用意した。資料について説明する。 

集計表の点数表については 140点満点で委員が６名のため、合計 840点で、評

価項目中に各項目採点を表記した。第 1 位となった業者について、５名の委員が

1位とし、1名のみ双方同点であった。結果、高い得点を候補としたものである。 

施設利用者アンケートでは、リピーターの方で６回利用という方が多い。 

また、利用収支状況については平成２１年度から指定管理事業者が変更になっ

て以降、黒字となり、収支は改善している。 

【質疑等】 

・ 減価償却費の積み立てはしているのか。 

・ 減価償却費は計上していない。 

・ 指定管理の期間を３年にした理由は。 

・ 経営安定に取り組んでいるが、今後も市民のニーズに応えていく必要があること、動

向によっては、５年よりも３年にしたほうが、業者も応募しやすいのではないかなど

の理由から３年としたものである。 

・ 前に駐輪場の指定管理の際、期間を３年、５年の議論があったため、整理しておいた

ほうがよい。  

 

議題７   宝塚市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 

【提案】 健康福祉部 

     障害者自立支援法が平成２４年（2012年）４月に一部改正され、利用者が福祉

サービスを利用した場合に支払う利用者負担を、従来の定率１割負担から応能負

担とする制度が改正されたことに伴い、当センターにおいても障害者自立支援法

に基づく福祉サービスを提供していることから、同センター条例を一部改正しよ

うとするもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 利用者の負担は応能負担となるが、どれくらいの負担となるのか。また、市の負担は



変わらないのか。 

・ 市の負担は 1/4で、変わらない。利用者負担もそれほど大きく変わらない。 

 

議題８   布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事並びに水道布設工事監督者及

び水道技術管理者の資格を定める条例の制定について 

【提案】 上下水道局 

     平成２３年（2011 年）８月３０日に公布された第二次一括法により、水道法の

一部が改正されたことに伴い、布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事

並びに水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例を制定するも

の。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 現在の政令の内容と同じ内容であるか。 

・ 一部本市では該当しない部分はあるものの、ほぼ同じ内容で条例化している。 

 

議題９   宝塚市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

【提案】 上下水道局 

     平成２３年（2011 年）８月３０日に公布された第二次一括法により、下水道法

第７条第２項が改正され、公共下水道の構造に関する基準が地方公共団体の条例

に委任されることになったため、宝塚市下水道条例の一部を改正するもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 特になし 

 

議題 10   第９次宝塚市交通安全計画（案）のパブリックコメント募集について 

【提案】 都市安全部 

     第９次宝塚市交通安全計画平成２３年度（2011年度）～平成２７年度（2015年

度）までの策定を進めており、今回、同計画案について、パブリックコメントを

実施するもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 計画がすでに２３年度からとなっており、２３年度も終わろうとしているが。何か理

由はあるのか。 

・ 県の交通安全計画に基づいて作成しており、県の計画が９月以降にできたので、それ

を踏まえての作成になった。 

・ 本編に難しい表現があり、「講じる」、「蝟集（いしゅう）」という言葉は難しく、わか



りにくいのでは。また、講じようとする施策として、だれが役割を果たすのかがわか

らない。 

・ 行政が担うものと、関係機関の協力をお願いしないと進まないものもある。 

・ 指摘があった事項については、修正する。 

・ やわらかい表現があったり、難しい言葉があったりで、パブリックコメントが集まる

のかどうか疑問である。 

・ パブリックコメント意見募集にあたり、関係機関への働きかけとして、交通安全協会

のほか、どのあたりを考えているのか。 

・ 自治会連合会やまちづくり協議会などを考えている。 

 

議題 11   宝塚市地域福祉計画（第２期）（案）のパブリックコメント募集について 

【提案】 健康福祉部 

     本市の地域福祉計画を推進するにあたり、宝塚市地域福祉計画（第２期）にお

いて、地域の現状や生活課題を整理するとともに、基本理念の実現に向けて、地

域福祉を計画的・効果的に推進するために取組の視点や基本目標、個別施策、推

進体制など取りまとめ、パブリックコメントを実施するもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 前回では写真が入っていたが。今回は入れるのか。 

・ 今回は入れない。委員会からも特に指摘はなかった。 

・ 医療との連携について何か記されているのか。 

・ 地域住民各種団体の役割を明確にし、連携することとしており、医療との連携は明記

していない。専門機関へつないで対応するという形で、医療との連携を包含している。 

 

議題 12   宝塚市障害者福祉計画（第３期計画）（案）に係る意見募集について 

【提案】 健康福祉部 

     宝塚市障害福祉計画の第２期計画が平成２３年度（2011 年度）末をもって満了

することから、今般、平成２４年度（2012年度）から平成２６年度（2014年度）

の３年間を計画期間とする次期計画（第３期計画）を策定し、パブリックコメン

トを実施するもの。 

【結果】 承認 

【質疑等】 

・ 本編５８ページにある児童発達支援の第３期の見込み数について、根拠があっての数

値なのかどうか。 

・ 利用者の見込み数については、潜在的な数も含めており、実態として、親が子どもに

対して発達障がいがあるかどうかわからないのがほとんどである。医療の専門家も阪



神圏ではいない状況であり、少子化の影響で、集団でなじめないケースが出てきて初

めて判断できるのではないかと。ただし、親がそれを認めないことがあり、難しい現

実がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


