
平成２９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２９年度宝塚市一般会計予算 

 来る4月に市長選挙が執行されることから、政策的判断を要する新規、拡充事

業などの経費は計上せず、義務的経費や経常的経費に加えて、継続的に取り組ん

でいる事業や市民生活に密着した事業などに係る経費を計上した骨格予算で編成

するもの 

 平成29年度宝塚市一般会計予算の総額を、歳入歳出それぞれ730億円と

するもの 

 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２９年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費予算 

平成29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290億5,930万円とするもの 

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２９年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費予算 
平成29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1億1,710万円とするもの 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ４ 号 平成２９年度宝塚市特別会計農業共済事業費予算 
平成29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

億2,050万円とするもの 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

議案第 ５ 号 平成２９年度宝塚市特別会計介護保険事業費予算 

平成29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

198億5,710万円とするもの 

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２９年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費予算 

平成29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37億6,840万円とするもの 

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２９年度宝塚市特別会計平井財産区予算 
平成29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3,125

万5千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 



議案第 ８ 号 平成２９年度宝塚市特別会計山本財産区予算 
平成29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566万1

千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 ９ 号 平成２９年度宝塚市特別会計中筋財産区予算 
平成29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603万1

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２９年度宝塚市特別会計中山寺財産区予算 
平成29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２９年度宝塚市特別会計米谷財産区予算 
平成29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2,037

万5千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １２ 号 平成２９年度宝塚市特別会計川面財産区予算 
平成29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310万9

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２９年度宝塚市特別会計小浜財産区予算 
平成29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573万8

千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １４ 号 平成２９年度宝塚市特別会計鹿塩財産区予算 
平成29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203万

円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １５ 号 平成２９年度宝塚市特別会計鹿塩・東蔵人財産区予算 
平成29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65万円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １６ 号 平成２９年度宝塚市特別会計宝塚すみれ墓苑事業費予算 
平成29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2億693万2千円とするもの 

環境部 

環境室 

生活環境課 



議案第 １７ 号 平成２９年度宝塚市水道事業会計予算 

平成29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29年度予算の概要 

業務の予定量    給水人口 23万4,896人 

年間給水量 2,450万1,935㎥ 

一日平均給水量 6万7,129㎥ 

主な建設改良事業  阪神水道受水整備事業 22億4,800万円 

新庁舎建設事業 7億461万2千円 

管路更新事業 2億7,000万円 

基幹施設耐震化事業 1億5,700万円 

収益的収支     事業収益 47億2,343万2千円 

事業費用 51億2,635万2千円 

収支差引 4億292万円の赤字 

 資本的収支     資本的収入 37億9,425万7千円 

資本的支出 47億4,784万5千円 

上下水道局 

経営管理部 

総務課 

議案第 １８ 号 平成２９年度宝塚市下水道事業会計予算 

平成29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29年度予算の概要 

業務の予定量    年度末水洗化人口 22万9,005人 

年間総処理水量 2,610万3,448㎥ 

一日平均処理水量 7万1,516㎥ 

主な建設改良事業  公共下水道雨水整備事業 5億308万円4千円 

公共下水道汚水整備事業 1億4,480万円 

 収益的収支     事業収益 47億15万2千円 

事業費用 43億1,171万6千円 

収支差引 3億8,843万6千円の黒字 

 資本的収支     資本的収入 20億9,853万9千円 

資本的支出 40億9,758万5千円 

上下水道局 

経営管理部 

総務課 



議案第 １９ 号 平成２９年度宝塚市病院事業会計予算 

平成29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29年度予算の概要 

外来患者数 延べ22万7,652人 

 1日当たり933人 

  入院患者数 延べ12万7,750人 

1日当たりでは350人 

  収益的収支 収入総額 117億5,788万5千円 

支出総額 116億8,072万9千円 

収支差引 7,715万6千円の黒字 

(前年度比 7,335万円増） 

  資本的収支 収入総額  8億9,057万8千円 

支出総額 21億598万4千円 

 内訳 建設改良費 8億3,811万6千円 

       償還金 12億6,786万8千円 

市立病院 

経営統括部 



議案第 ２０ 号 平成２８年度宝塚市一般会計補正予算（第５号） 

補正後の平成28年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 803億8,519万4千円（12億6,074万4千円の減額） 

歳出予算の主なもの 

増額  病院事業会計補助金 

    特別会計国民健康保険事業費繰出金 

生活保護事業 

国の補正予算に係る事業 

減額  執行額の確定に伴う執行残 

歳入予算の主なもの 

増額  国庫支出金 

     子ども・子育て支援交付金 

     生活保護費負担金 

     学校施設環境改善交付金 

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  配当割交付金 

    地方消費税交付金 

普通交付税 

国庫支出金 

 臨時福祉給付金給付事業などに係る補助金 

 社会資本整備総合交付金 

市債 

 街路整備事業債 

第2表 継続費補正 

追加  長尾中学校屋内運動場改築事業 

年割額の変更 中央公民館整備事業ほか1件 

第3表 繰越明許費補正 

 追加  新庁舎・ひろば整備事業ほか18件 

変更  小・中学校施設整備事業 

第4表 地方債補正 

 廃止  花屋敷グラウンド周辺整備事業債 

限度額の増額  河川整備事業債ほか3件 

限度額の減額  共同利用施設整備事業債ほか8件 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 



議案第 ２１ 号 
平成２８年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予

算（第６号） 

補正後の平成28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 

 295億7,733万円（652万円の減額） 

歳出予算 

増額  一般被保険者療養給付事業 

減額  特定健康診査等事業 

歳入予算 

増額  一般会計繰入金 

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 ２２ 号 
平成２８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３号） 

補正後の平成28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 

増減なし 

歳入予算 

 増額  一般会計繰入金 

減額  診療報酬 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ２３ 号 
平成２８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28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 

 1億1,588万3千円（404万3千円の増額） 

歳出予算 

増額 死廃共済事業 

歳入予算 

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 ２４ 号 
平成２８年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算

（第５号） 

補正後の平成28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 

 193億4,442万2千円（655万1千円の減額） 

歳出予算 

減額 介護認定事業 

歳入予算 

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 ２５ 号 
平成２８年度宝塚市特別会計宝塚すみれ墓苑事業費補正

予算（第４号） 

補正後の平成28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 

 3億4,940万7千円（2,440万円の減額） 

歳出予算 

減額  墓苑整備事業 

歳入予算 

減額  墓苑整備事業債 

第2表 地方債補正 

限度額の減額  墓苑整備事業債 

環境部 

環境室 

生活環境課 

議案第 ２６ 号 平成２８年度宝塚市病院事業会計補正予算（第２号） 

補正後の平成28年度宝塚市病院事業会計補正予算の歳入歳出予算の総額 

 21億2,128万3千円（1億6,252万7千円の増額） 

  平成28年度の病院事業における兵庫県市町村退職手当組合への超過負担分に

ついて、一般会計から負担を受けるもの 

市立病院 

経営統括部 

議案第 ２７ 号 宝塚市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

地方消費税率引上げの実施時期を平成31年10月1日とするため、社会保障の安

定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税

法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が公布されたことなどに伴い、

所要の整備を行うため、宝塚市市税条例など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 ２８ 号 

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び宝塚市

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、職員

の育児休業及び介護休暇に係る制度を拡充するため、職員の勤務時間その他の勤

務条件に関する条例などの一部を改正しようとするもの 

総務部 

人事室 

給与労務課 

議案第 ２９ 号 
宝塚市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

国家公務員に適用される人事院規則の改正に準じて、休業期間の再延長ができ

る特別の事情について定めるため、条例の一部を改正しようとするもの 

総務部 

人事室 

給与労務課 

議案第 ３０ 号 宝塚市職員の修学部分休業に関する条例の制定について 

多様化する住民の行政ニーズに適確に対応し、より能率的に公務を行うため、

職員が自主的に大学などに修学し、公務に関する能力を向上させる場合に、部分

休業の取得を可能とするため、新たに条例を制定しようとするもの 

総務部 

人事室 

給与労務課 



議案第 ３１ 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29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】 

 基礎課税分 

  所得割税率 現行6.8％→8.4％ 

  均等割額 現行25,500円→31,600円 

  平等割額 現行21,600円→23,900円 

 後期高齢者支援金等課税分 

  所得割税率 現行2.7％→2.2％ 

  均等割額 現行10,300円→8,900円 

  平等割額 現行7,300円→6,200円 

 介護納付金課税分 

  所得割税率 現行3.1％→2.7％ 

  均等割額 現行13,700円→12,100円 

  平等割額 現行7,000円→6,200円 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ３２ 号 宝塚市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

平成27年度から実施している一定の低所得者に対する保険料の軽減措置につい

て、消費税率の引上げ延期に伴い、引き続き、平成29年度も現行の措置を継続す

るため、条例の一部を改正しようとするもの 

健康福祉部 
安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第 ３３ 号 

宝塚市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制

定について 

地域包括ケアの構築を目的とする、地域における医療及び介護の総合的な確保

を推進するための関係法律の整備等に関する法律により、介護保険法が改正さ

れ、定員18人以下の小規模通所介護が、地域密着型通所介護として市が指定する

地域密着型サービスに移行したことに伴い、その運営基準などを定めるととも

に、介護保険サービス提供に関する記録の保存年限を2年から5年に延長するた

め、宝塚市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例など3条例について、条例の一部を改正しようとするもの 

健康福祉部 
安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第 ３４ 号 
宝塚市立スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定

について 

平成29年度から宝塚市立花屋敷グラウンドに夜間照明設備を設置することに伴

い、夜間照明の利用料金を設定するため、条例の一部を改正しようとするもの 

社会教育部 

生涯学習室 

スポーツ振興課 

議案第 ３５ 号 
宝塚市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

市立病院の診療科目として新たに病理診断科を加えるため、条例の一部

を改正しようとするもの 

市立病院 

経営統括部 

議案第 ３６ 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東洋町公園及び御殿山第7公園、並びに市施工

による中筋4丁目さくら公園の計3箇所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 ３７ 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 

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、一定規模用途

の建築物の新築・増改築について、省エネ基準への適合性判定制度が追加整備さ

れることを受け、それに伴う適合性判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 

建築指導課 

議案第 ３８ 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 

武田尾地区における地区計画の都市計画決定に合わせて、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、

建築基準法の規定に基づき、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 

建築指導課 

議案第 ３９ 号 
宝塚市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の

制定について 

不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律により消費者安全

法の一部が改正されたことに伴い、消費生活センターを設置する市町村におい

て、消費生活センターの組織及び運営に関する事項等について、内閣府令で定め

る基準を参酌し、条例で定めることとされたため、新たに条例を制定しようとす

るもの 

産業文化部 

産業振興室 

消費生活センター 

議案第 ４０ 号 
財産（宝塚市新庁舎・ひろば整備事業用地）の処分につい

て 

市が取得したNTN株式会社宝塚製作所跡地の一部を、社会福祉事業用地とし

て、社会福祉法人阪神福祉事業団へ有償譲渡しようとするもの 

企画経営部 

政策室 

 政策推進課 

議案第 ４１ 号 和解することについて 

平成27年9月18日に発生した、市立安倉北小学校での運動会の練習中の負傷事

故に関して、相手方に生じた損害の賠償金として80万円を支払う内容で和解しよ

うとするもの 

管理部 

管理室 

学事課 

議案第 ４２ 号 

～ 

議案第 ４４ 号 

市道路線の認定について 
都市計画法に基づく土地の帰属に伴う管理引継により、それぞれ新規認定をし

ようとするもの 

都市安全部 

建設室 

道路管理課 

議案第 ４５ 号 市道路線の認定変更について 
県道付け替えに伴う市道整備により、終点地番、総延長、及び最大幅員が変更

となったため、認定変更をしようとするもの 

都市安全部 

建設室 

道路管理課 

議案第 ４６ 号 西宮市道路線の認定の承諾について 
本市区域内の一部区域を、西宮市長が西宮市道として認定することにつき承諾

しようとするので、道路法の規定により、議会の議決を求めるもの 

都市安全部 

建設室 

道路管理課 

議案第 ４７ 号 
宝塚市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 

次の者を宝塚市教育委員会委員に任命しようとするもの 

川名 紀美 

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 

次の者を人権擁護委員の適任者として推薦しようとするもの 

津國 千恵子 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

平成２９年第１回市議会定例会議案一覧表（２次送付分） 

議案第 ４８ 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 

次の者を宝塚市公平委員会の委員に選任しようとするもの 

春名 一典 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

 


