
平成２８年第１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 

議案第 １ 号 平成２８年度宝塚市一般会計予算 

 平成28年度宝塚市一般会計予算の総額を、歳入歳出それぞれ782億円と

するもの 

 継続費、債務負担行為、地方債、一時借入金をそれぞれ計上するもの 

 歳出予算の流用について定めるもの 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第 ２ 号 平成２８年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費予算 

平成28年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費予算の総額を、歳入歳出それぞ

れ284億6,920万円とするもの 

債務負担行為を計上するもの 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ３ 号 平成２８年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費予算 
平成28年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費予算の総額を、歳入歳出そ

れぞれ1億2,140万円とするもの 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ４ 号 平成２８年度宝塚市特別会計農業共済事業費予算 
平成28年度宝塚市特別会計農業共済事業費予算の総額を、歳入歳出それぞれ1

億1,370万円とするもの 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

議案第 ５ 号 平成２８年度宝塚市特別会計介護保険事業費予算 

平成28年度宝塚市特別会計介護保険事業費予算の総額を、歳入歳出それぞれ

188億780万円とするもの 

債務負担行為を計上するもの 

健康福祉部 
安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第 ６ 号 平成２８年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費予算 

平成28年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費予算の総額を、歳入歳出それ

ぞれ37億4,730万円とするもの 

債務負担行為を計上するもの 

市民交流部 

市民生活室 

医療助成課 

議案第 ７ 号 平成２８年度宝塚市特別会計平井財産区予算 
平成28年度宝塚市特別会計平井財産区予算の総額を、歳入歳出それぞれ3,000

万円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 ８ 号 平成２８年度宝塚市特別会計山本財産区予算 
平成28年度宝塚市特別会計山本財産区予算の総額を、歳入歳出それぞれ616万

円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 



議案第 ９ 号 平成２８年度宝塚市特別会計中筋財産区予算 
平成28年度宝塚市特別会計中筋財産区予算の総額を、歳入歳出それぞれ1,120

万1千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １０ 号 平成２８年度宝塚市特別会計中山寺財産区予算 
平成28年度宝塚市特別会計中山寺財産区予算の総額を、歳入歳出それぞれ544

万円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １１ 号 平成２８年度宝塚市特別会計米谷財産区予算 
平成28年度宝塚市特別会計米谷財産区予算の総額を、歳入歳出それぞれ1,992

万8千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １２ 号 平成２８年度宝塚市特別会計川面財産区予算 
平成28年度宝塚市特別会計川面財産区予算の総額を、歳入歳出それぞれ263万7

千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １３ 号 平成２８年度宝塚市特別会計小浜財産区予算 
平成28年度宝塚市特別会計小浜財産区予算の総額を、歳入歳出それぞれ1,072

万円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １４ 号 平成２８年度宝塚市特別会計鹿塩財産区予算 
平成28年度宝塚市特別会計鹿塩財産区予算の総額を、歳入歳出それぞれ356万2

千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １５ 号 平成２８年度宝塚市特別会計鹿塩・東蔵人財産区予算 
平成28年度宝塚市特別会計鹿塩・東蔵人財産区予算の総額を、歳入歳出それぞ

れ218万8千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １６ 号 平成２８年度宝塚市特別会計宝塚すみれ墓苑事業費予算 

平成28年度宝塚市特別会計宝塚すみれ墓苑事業費予算の総額を、歳入歳出それ

ぞれ3億8,201万2千円とするもの 

地方債を計上するもの 

環境部 

環境室 

生活環境課 



議案第 １７ 号 平成２８年度宝塚市水道事業会計予算 

平成28年度水道事業会計予算について、地方公営企業法第24条第2項の規定に

より、議会の議決を得ようとするもの 

平成28年度予算の概要 

業務の予定量    給水戸数 10万2,400戸 

年間給水量 2,511万5,300㎥ 

一日平均給水量 6万8,809㎥ 

主な建設改良事業  阪神水道受水整備事業 25億5,300万円 

惣川浄水場浄水処理強化事業 5億6,300万円 

管路更新事業 2億7,000万円 

基幹施設耐震化事業 1億8,700万円 

収益的収入及び支出 事業収益 49億3,959万5千円 

事業費用 48億4,485万5千円 

収支差引 9,474万円の黒字 

 資本的収入及び支出 資本的収入 33億6,299万9千円 

資本的支出 58億2,366万9千円 

収支差引 24億6,067万円の不足 

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及

び過年度分損益勘定留保資金で補てん 

上下水道局 

経営管理部 

総務課 

議案第 １８ 号 平成２８年度宝塚市下水道事業会計予算 

平成28年度下水道事業会計予算について、地方公営企業法第24条第2項の規定

により、議会の議決を得ようとするもの 

平成28年度予算の概要 

業務の予定量    年度末水洗化人口 23万人 

年間総処理水量 2,647万7,480㎥ 

一日平均処理水量 7万2,541㎥ 

主な建設改良事業  公共下水道雨水整備事業 2億4,888万円4千円 

公共下水道汚水整備事業 1億5,710万円 

 収益的収入及び支出 事業収益 47億5,549万4千円 

事業費用 44億3,420万5千円 

収支差引 3億2,128万9千円の黒字 

 資本的収入及び支出 資本的収入 17億3,497万2千円 

資本的支出 34億1,525万3千円 

収支差引 16億8,028万1千円の不足 

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、

過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留

保資金で補てん 

上下水道局 

経営管理部 

総務課 



議案第 １９ 号 平成２８年度宝塚市病院事業会計予算 

平成28年度病院事業会計予算について、地方公営企業法第24条第2項の規定に

より、議会の議決を得ようとするもの 

 平成28年度予算の概要 

外来患者数 延べ22万3,371人(前年度比 432人減) 

 1日当たり919人(前年度比 1日当たり2人減) 

前年度当初予算比 0.2％減 

  入院患者数 延べ12万9,575人(前年度比 3,305人増) 

1日当たりでは355人(前年度比 1日当たり10人増) 

前年度当初予算比 2.6％増 

  病床利用率 81.4％（前年度当初予算比 4ポイント増） 

  収益的収支 収入総額 114億9,444万6千円 

支出総額 114億9,064万円 

収支差引 380万6千円の黒字 

(前年度比 3億4,858万6千円減） 

  資本的収支 収入総額 19億5,875万6千円 

支出総額 28億6,789万9千円 

 内訳 建設改良費 19億785万4千円 

       償還金 6億7,791万7千円 

       退職手当組合負担金 2億8,212万8千円 

収支差引 9億914万3千円の不足 

当年度分損益勘定留保資金及び長期借入金で補てん  

市立病院 

経営統括部 

議案第 ２０ 号 平成２７年度宝塚市一般会計補正予算（第４号） 

補正後の平成27年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 744億4,403万8千円（5,191万2千円の増額） 

歳出予算 

臨時福祉給付金等給付事業に係るシステム作成等業務委託料などの計上 

歳入予算 

国庫補助金 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事務費補助金の計上 

債務負担行為の補正 

臨時福祉給付金等給付事業の追加 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 



議案第 ２１ 号 
執行機関の附属機関設置に関する条例等の一部を改正する

条例の制定について 

新たに4つの附属機関を設置するとともに、2つの既存の附属機関のうち、１つ

は名称などを変更し、もう１つは組織体制を刷新するため、条例の一部を改正し

ようとするもの 

改正の内容 

市長の附属機関として新たに設置するもの 

(1) 宝塚市新庁舎・ひろば整備設計業務事業者選定委員会 

(2) 宝塚市旧長尾支所跡地利活用事業者選定委員会 

(3) 宝塚市空家等対策協議会  

(4) 宝塚市小規模保育事業所選定委員会 

既存の市長の附属機関で、名称などを変更するもの 

（改正前）宝塚市宝塚ガーデンフィールズ跡地利活用設計業務事業者選定

委員会 

（改正後）宝塚市文化芸術施設・庭園整備設計業務事業者選定委員会 

既存の教育委員会の附属機関で、組織体制を刷新するもの 

 （改正前）宝塚市通学区域審議会 

 （改正後）宝塚市教育環境審議会 

企画経営部 

政策室 

政策推進課 

議案第 ２２ 号 宝塚市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

国において本人確認に際して納税義務者などの負担を軽減するため、個人番号

を記載すべき対象書類が見直されたことに伴い、一部の申請書などについて個人

番号の記載を不要とするため、条例の一部を改正しようとするもの 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

議案第 ２３ 号 宝塚市行政不服審査会条例の制定について 

行政不服審査法の全部改正により不服申立制度の見直しが行われ、行政処分に

対する不服申立てが審査請求に一元化され、審理員による審理手続が創設される

とともに、審査請求に対する裁決を行うに当たり、同法に基づく附属機関への諮

問及び答申を経ることとされたことから、新たに宝塚市行政不服審査会を設置す

るため、条例を制定しようとするもの 

総務部 

行政管理室 

総務課 

議案第 ２４ 号 
行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

の制定について 

行政不服審査法の全部が改正されたことに伴い、宝塚市固定資産評価審査委員

会条例など8条例について所要の整備を行うため、各条例の一部を改正しようと

するもの 

条例の主な内容は、行政不服審査法の改正内容に沿って文言の整備を行うとと

もに、宝塚市情報公開条例及び宝塚市個人情報保護条例について、非公開決定な

どに対する審査請求があった場合に、同法で創設された審理員による審理手続を

適用除外としようとするもの 

総務部 

行政管理室 

総務課 

議案第 ２５ 号 
宝塚市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一

部を改正する条例の制定について 

地方公務員法の改正に伴い、宝塚市人事行政の運営等の状況の公表に関する条

例など7条例について、所要の整備及び整理を行うため、各条例の一部を改正し

ようとするもの 

総務部 

行政管理室 

人事課 



議案第 ２６ 号 宝塚市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 地方公務員法の改正に伴い、本市における退職管理の適正を確保するため、条

例を制定しようとするものです。 

条例の内容は、退職した職員が退職した日から5年以上前に副課長級以上の職

に就いていたときの職務に関して、現職職員への働きかけを行うことを退職後2

年間規制するとともに、副課長級以上の職員が退職した場合において、退職後2

年の間に営利企業などに再就職したときは、任命権者への届出を義務付けようと

するもの 

総務部 

行政管理室 

人事課 

議案第 ２７ 号 
宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

平成28年度の国民健康保険税の税額などを改定するため、条例の一部を

改正しようとするもの 

改正の内容は、基礎課税分は、所得割税率について現行6.4％を6.8％

に、平等割額について現行21,100円を21,600円に、均等割額について現

行24,500円を25,500円にするもの 

後期高齢者支援金等課税分は、所得割税率について現行2.4％を2.7％

に、平等割額について現行6,400円を7,300円に、均等割額について現行

8,900円を10,300円にするもの 

介護納付金課税分は、所得割税率について現行2.6％を3.1％に、平等割

額について現行5,300円を7,000円に、均等割額について現行10,100円を

13,700円にするもの 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ２８ 号 宝塚市学校給食の実施に関する条例の制定について 

市立小学校、中学校及び特別支援学校で実施する学校給食に関し、市が保護者

から直接学校給食費を徴収し、物資購入を行う公会計方式を、来年度から導入す

ることにあわせて、必要な事項を定めるため、条例を制定しようとするもの 

条例の主な内容は、学校給食の実施に関する市の実施責任を明確にするととも

に、保護者が負担すべき学校給食費の額、その減額及び納期限といった給食費の

管理に関する事項を定めるもの 

管理部 

管理室 

学事課 

議案第 ２９ 号 宝塚市学校給食費調整基金条例の制定について 

市が実施する学校給食に必要な物資の購入に関して、物価変動などによる費用

額の増減を調整し、安定的な給食用物資の確保に資することを目的として、新た

に基金を設置するため、条例を制定しようとするもの 

管理部 

管理室 

学事課 

議案第 ３０ 号 
宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

開発行為により本市に帰属した山手台東5丁目きんもくせい公園及び川面2丁目

公園を新たに都市公園とし、適正な管理を行うため、条例の一部を改正しようと

するもの 

都市安全部 

生活安全室 

公園緑地課 



議案第 ３１ 号 
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 

長期優良住宅認定制度において、既存住宅の増築・改築に係る長期優良住宅建

築等計画の認定制度が、また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

の施行に伴い、建築物のエネルギー消費性能基準への適合認定制度が、それぞれ

追加整備されることを受け、それに伴う認定申請手数料を定めるとともに、その

他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 

都市整備部 

都市整備室 

宅地建物審査課 

 

都市整備部 

建築住宅室 

住まい政策課 

議案第 ３２ 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 

青葉台地区における地区計画の都市計画決定にあわせて、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追加するた

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 

宅地建物審査課 

議案第 ３３ 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が改正されたことに伴い、条例で定

める対象火気器具等の基準を省令の定めに合わせるため、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 ３４ 号 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 

持続的かつ安定的に下水道サービスを提供していくために、企業としての経営

努力に加え、必要最小限の下水道使用料の改定を行うため、条例の一部を改正し

ようとするもの 

改正の内容は、公衆浴場の営業に伴う汚水以外の汚水に係る使用料について、

現行から平均で約18.5パーセントの引き上げを行おうとするもの 

上下水道局 

経営管理部 

営業課 

議案第 ３５ 号 
公の施設（宝塚市立宝塚園芸振興センター）の指定管理者

の指定について 

平成28年4月1日から平成33年3月31日までの間における宝塚市立宝塚園芸振興

センターの指定管理者として、宝塚山本ガーデン・クリエイティブ株式会社を指

定しようとするので、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 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

議案第 ３６ 号 
公の施設（宝塚市立農業振興施設）の指定管理者の指定に

ついて 

平成28年4月1日から平成33年3月31日までの間における宝塚市立農業振興施設

の指定管理者として、兵庫六甲農業協同組合を指定しようとするので、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 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

議案第 ３７ 号 
公の施設（宝塚市立長谷牡丹園）の指定管理者の指定につ

いて 

平成28年4月1日から平成33年3月31日までの間における宝塚市立長谷牡丹園の

指定管理者として、長谷牡丹園芸組合を指定しようとするので、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 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 



議案第 ３８ 号 

～ 

議案第 ４５ 号 

市道路線の認定について 

次に掲げる事由により、それぞれ市道路線の新規認定をしようとするもの 

 (議案第38号) 私道の市道化対象路線の寄附受納 

 (議案第41号) 寄附受納済の位置指定道路の認定要件適合 

 (議案第44号) 土地区画整理法による土地の帰属 

 (議案第39号、第40号、第42号、第43号及び第45号) 都市計画法による土地

の帰属 

都市安全部 

建設室 

道路管理課 

議案第 ４６ 号 

～ 

議案第 ４８ 号 

市道路線の認定変更について 

次に掲げる事由により、それぞれ市道路線の認定変更をしようとするもの 

 (議案第46号及び第47号) 隣接地の宅地開発行為が完了したことに伴い、そ

の接続部分に係る区間を追加するため 

 (議案第48号) 都市計画道路の整備に当たり、認定済路線に接続する整備対

象区間を追加するため 

都市安全部 

建設室 

道路管理課 

議案第 ４９ 号 農作物共済に係る無事戻しについて 

平成28年度において、平成25年度から平成27年度までの水稲に係る農作物共済

について、対象予定者166人、総額の限度額を15万7千円とし、無事戻しをしよう

とするので、宝塚市農業共済条例の規定により、議会の議決を求めるもの 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 



議案第 ５０ 号 平成２７年度宝塚市一般会計補正予算（第５号） 

補正後の平成27年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 748億3,603万8千円（3億9,200万円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 特別会計国民健康保険事業費繰出金 

   自立支援事業 

   病院事業会計貸付事業 

   国の補正予算に係る事業 

減額 執行額の確定などに伴う執行残など 

歳入予算の主なもの 

増額 社会保障財源交付金 

   国庫支出金 地方創生加速化交付金、保険基盤安定負担金 

繰入金 財政調整基金とりくずし 

市債 小・中学校施設整備事業債 

  減額 普通交付税 

     国庫支出金 社会資本整備総合交付金 

繰越明許費の補正 

 追加 財務事務事業ほか37件 

地方債の補正 

 追加 情報セキュリティ強化対策事業債 

 廃止 花屋敷グラウンド周辺整備事業債ほか2件 

増額 小学校施設整備事業債ほか5件の限度額 

  減額 道路橋りょう整備事業債ほか8件の限度額 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第 ５１ 号 
平成２７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） 

補正後の平成27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

291億9,893万1千円（9,776万3千円の減額） 

歳出予算の主なもの 

減額 特定健康診査等事業 

歳入予算の主なもの 

 減額 前期高齢者交付金 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ５２ 号 
平成２７年度宝塚市特別会計農業共済事業費補正予算（第

３号） 

補正後の平成27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 

 1億1,082万6千円（382万8千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 死廃共済事業 

歳入予算の主なもの 

 増額 農作物共済勘定からの繰入金 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 



議案第 ５３ 号 
平成２７年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算（第

４号） 

補正後の平成27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 

 179億5,920万7千円（572万9千円の減額） 

歳出予算の主なもの 

増額 高額介護サービス等給付事業 

減額 介護認定事業 

歳入予算の主なもの 

減額 繰入金 その他一般会計繰入金 

健康福祉部 
安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第 ５４ 号 
平成２７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） 

補正後の平成27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 

 34億8,523万6千円（1,054万9千円の増額） 

歳出予算 

増額 後期高齢者医療広域連合納付金 

歳入予算 

 増額 繰入金 保険基盤安定繰入金 

市民交流部 

市民生活室 

医療助成課 

議案第 ５５ 号 
平成２７年度宝塚市特別会計川面財産区補正予算（第１

号） 

補正後の平成27年度宝塚市特別会計川面財産区の歳入歳出予算の総額 

 1.265万3千円（655万円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 財産管理事業 

   区有金繰出金 

歳入予算の主なもの 

 増額 財産収入 不動産売払収入 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 ５６ 号 平成２７年度宝塚市病院事業会計補正予算（第３号） 

補正後の平成27年度宝塚市病院事業会計予算 

収益的収入及び支出 

 病院事業費用の予定額 111億3,423万8千円(4,000万円増額) 

 長期に安定した資金を確保するため一般会計から長期借入金5億5千万円を借

入れしようとするもの 

資本的収入及び支出 

 資本的収入の予定額 5億6,978万円(8億円減額) 

 資本的支出の予定額 16億5,307万円(8億円減額) 

市立病院 

経営統括部 

議案第 ５７ 号 平成２７年度宝塚市一般会計補正予算（第６号） 

補正後の平成27年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 750億1,053万1千円（1億7,449万3千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 人件費 

歳入予算の主なもの 

増額 財政調整基金とりくずし 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 



議案第 ５８ 号 平成２７年度宝塚市病院事業会計補正予算（第４号） 

補正後の平成27年度宝塚市病院事業会計予算 

収益的収入及び支出 

 病院事業費用の予定額 112億533万5千円(7,109万7千円増額) 

  給与改定に伴う給与費の増額によるもの 

市立病院 

経営統括部 

議案第 ５９ 号 
宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

地方公務員災害補償法施行令の一部が改正されたことに伴い、同一の事由によ

り厚生年金保険法による障害厚生年金などが支給される場合において、条例に基

づき議会の議員その他非常勤の職員に対して支給される傷病補償年金及び休業補

償の額に乗じる調整率を改定するため、条例の一部を改正しようとするもの 

総務部 

行政管理室 

議案第 ６０ 号 
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 

国の特別職の職員の給与に関する法律の改正に準じて、特別職の職員の期末手

当の支給月数を改定するとともに、今後3年間で生じる財源不足への対策とし

て、特別職の給与などを減じることに伴い、宝塚市特別職の職員の給与に関する

条例など3条例について所要の整備を行うため、各条例の一部を改正しようとす

るもの 

改正の内容 

 国の特別職の職員の給与に関する法律の改正に準じる改定 

 (期末手当 平成27年12月期遡及) 

  支給月数 年間2.95月から3.15月に引き上げ 

   

 給与削減措置(平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間) 

 (給与) 

  市長 10％減額 

  副市長 7％減額 

  教育長及び各企業管理者 5％減額 

 (期末手当) 

  算定の基礎となる職務段階別加算率 25％から12.5％に減じるもの 

  算定の基礎となる管理職加算率 20％から10％に減じるもの 

総務部 

行政管理室 

人事課 



議案第 ６１ 号 
宝塚市一般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 

平成27年人事院勧告に基づく給与の改定、地方公務員法の改正に伴う所要の整

備を行うとともに、財源不足対策として、今後3年間給与削減措置に取り組むた

めに、条例の一部を改正しようとするもの 

改正の主な内容 

 平成27年人事院勧告に基づく給与改定 

 (給料表及び地域手当 平成27年4月1日遡及） 

  行政職給料表 平均で0.4％引き上げ 

  消防職給料表 平均で0.6％引き上げ 

  医療職給料表（一） 平均で0.3％引き上げ 

  医療職給料表（二） 平均で0.7％引き上げ 

  地域手当に係る支給率 13％から14％に引き上げ 

 (勤勉手当 平成27年12月期遡及) 

  支給月数 

   再任用職員以外の職員 0.75月から0.85月に引き上げ 

   再任用職員 0.35月から0.4月に引き上げ 

   来年度以降の6月期、12月期の支給月数を再任用職員以外の職員はそれ

ぞれ0.8月、再任用職員はそれぞれ0.375月とするもの 

 

 給与削減措置(平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間) 

 (給料月額) 

  部長及び室長級の職員 4.5％減額 

  課長及び副課長級の職員 4.0％減額 

  係長級及び一般職の職員 2.7％から1.2％減額 

 (地域手当の支給率) 

  人事院勧告では、平成28年4月1日から15％となるところを、14％に据置 

 

 地方公務員法の改正に伴い、能力及び実績に基づく人事管理の徹底のため、

現行、規則で規定している級別標準職務表を条例において規定するもの 

総務部 

行政管理室 

人事課 

議案第 ６２ 号 
宝塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

の制定について 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正されたこと

に伴い、同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金などが支給される

場合において、条例に基づき消防団員などに対して支給される傷病補償年金と休

業補償の額に乗じる調整率を改定するため、条例の一部を改正しようとするもの 

消防本部 

総務課 

議案第 ６ ３ 号 宝塚市監査委員の選任につき同意を求めることについて 

次の者を新たに宝塚市監委員に選任しようとするため、地方自治法第196条第1

項の規定により、議会の同意を求めるもの 

小川克弘 

企画経営部 

政策室 

秘書課 



議案第 ６ ４ 号 
宝塚市公平委員会の委員選任につき同意を求めることにつ

いて 

次の者を新たに宝塚市公平委員会委員に選任しようとするため、地方公務員法

第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めるもの 

沖明美 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

議案第 ６ ５ 号 
宝塚市固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求

めることについて 

次の者を引き続き宝塚市固定資産評価審査委員会委員に選任しようとするた

め、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるもの 

模泰吉 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

議案第 ６ ６ 号 
宝塚市固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求

めることについて 

次の者を新たに宝塚市固定資産評価審査委員会委員に選任しようとするため、

地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるもの 

脇本克己 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

議案第 ６ ７ 号 
宝塚市固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求

めることについて 

次の者を新たに宝塚市固定資産評価審査委員会委員に選任しようとするため、

地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるもの 

萩正博 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

諮問第 １ 号 
人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについ

て 

次の者を新たに人権擁護委員の適任者として推薦するため、人権擁護委員

法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるもの 

滑川京子 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

諮問第 ２ 号 
人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについ

て 

次の者を引き続き人権擁護委員の適任者として推薦するため、人権擁護委

員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるもの 

飯室裕文 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

諮問第 ３ 号 
人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについ

て 

次の者を引き続き人権擁護委員の適任者として推薦するため、人権擁護委

員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるもの 

佐藤克子 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

 

 

 


