
平成２９年第４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１１８号 平成２９年度宝塚市一般会計補正予算（第４号） 

補正後の平成29年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 782億5,024万6千円（10億955万4千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 人件費 

   人事管理事業 

基金管理事業 

自立支援事業 

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 国庫支出金 自立支援給付費負担金 

         障害児通所給付費負担金 

繰越金（前年度からの繰越金） 

    市債 農業用施設ため池整備事業債 

       臨時財政対策債 

 減額 繰入金 子ども未来基金とりくずし 

繰越明許費の補正 

 追加 新庁舎・ひろば整備事業ほか3件 

債務負担行為の補正 

追加 河川等水質調査委託料ほか12件 

地方債の補正 

 増額 農業用施設ため池整備事業債の限度額 

   臨時財政対策債の限度額 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第１１９号 
平成２９年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予算

（第３号） 

補正後の平成29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

291億1,919万3千円（1億3,517万6千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 基金管理事業 

   退職被保険者等療養給付事業 

   共同事業医療費拠出事業 

減額 人件費 

歳入予算の主なもの 

増額 高額医療費共同事業交付金 

   繰越金（前年度からの繰越金） 

減額 一般会計繰入金 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 



議案第１２０号 
平成２９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１号） 

補正後の平成29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 

 1億1,496万5千円（213万5千円の減額）、 

歳出予算の主なもの 

増額 人件費（嘱託職員報酬） 

減額 人件費（職員手当等） 

歳入予算の主なもの 

 減額 一般会計繰入金 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第１２１号 
平成２９年度宝塚市特別会計農業共済事業費補正予算（第

１号） 

 補正後の平成29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 

 1億1,647万5千円（402万5千円の減額） 

歳出予算 

減額 人件費 

歳入予算 

 減額 一般会計繰入金 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

議案第１２２号 
平成２９年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算（第

２号） 

 補正後の平成29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 

 203億214万6千円（4億1,756万6千円の増額） 

歳出予算 

増額 介護保険システム改修業務委託料 

   介護給付費準備基金積立金 

減額 人件費 

歳入予算 

増額 一般会計繰入金 

   繰越金（前年度からの繰越金） 

健康福祉部 

安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第１２３号 
平成２９年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費補正予

算（第１号） 

補正後の平成29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 

 39億1,072万5千円（1億4,232万5千円の増額） 

歳出予算 

増額 人件費 

   後期高齢者広域連合納付金 

歳入予算 

 増額 一般会計繰入金 

    繰越金（前年度からの繰越金） 

市民交流部 

市民生活室 

医療助成課 



議案第１２４号 
平成２９年度宝塚市特別会計宝塚すみれ墓苑事業費補正予

算（第２号） 

補正後の平成29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 

 2億2,060万8千円（増減なし） 

歳出予算 

増額 人件費 

減額 予備費 

環境部 

環境室 

生活環境課 

議案第１２５号 宝塚市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

 市営霊園事業の円滑な運営と経理の適正を図るため、宝塚すみれ墓苑事業費特

別会計を廃止し、長尾山霊園、西山霊園及び宝塚すみれ墓苑を一体的に管理する

宝塚市営霊園事業費特別会計を新たに設置するため、条例の一部を改正しようと

するもの 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第１２６号 
執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 公契約に関する条例についての調査審議を行う附属機関として、新たに宝塚市

公契約条例検討委員会を設置するため、条例の一部を改正しようとするもの 

総務部 

行政管理室 

契約課 

議案第１２７号 

宝塚市行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

 法律に基づき条例で定めることとされている、個人番号を利用する事務、及び

同一の執行機関内で利用する特定個人情報の範囲について、市民の利便性の向上

や効率的な事務処理を行う観点から見直し、利用可能な事務及び特定個人情報を

新たに追加するとともに、市内部の異なる執行機関の間で特定個人情報を提供す

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 

総務課 

議案第１２８号 
宝塚市一般事務手数料条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 介護保険法の改正により、指定事業者の指定に関する権限の一部が都道府県か

ら市町村に移譲されたことに伴い、地域密着型サービス、並びに介護予防・日常

生活支援総合事業における第１号事業に係る指定申請及び更新申請において審査

事務手数料を徴収するため、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１２９号 宝塚市奨学基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市市民福祉金条例の廃止に伴う代替措置として、ひとり親家庭の子や、遺

児を対象とした新たな奨学金制度の提案を予定しており、この代替措置の執行に

要する財源を一般会計予算から基金に積み立てるほか、基金の運用益について基

金へ積み立てることとするため、条例の一部を改正しようとするもの 

管理部 

管理室 

学事課 

議案第１３０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 
本市が整備した栄町３丁目ゆめ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 

公園河川課 

議案第１３１号 
宝塚市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 国土交通省が本年度に行った道路占用料の改定を踏まえ、これに準拠した内容

で道路占用料を改定するため、条例の一部を改正しようとするもの 

都市安全部 

建設室 

道路管理課 



議案第１３２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 

宝塚山手台地区における地区計画の地区整備計画区域を変更するため、都市計

画の変更を行ったことに伴い、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１３３号 宝塚市営霊園条例の全部を改正する条例の制定について 

長尾山霊園、西山霊園、宝塚すみれ墓苑の3霊園の経営を統合するに当たっ

て、現行の市営霊園条例と宝塚市立宝塚すみれ墓苑条例を一本化するとともに、

宝塚すみれ墓苑に新たに整備する合葬式墓所に関する規定を追加するため、市営

霊園条例の全部を改正しようとするもの 

環境部 

環境室 

生活環境課 

議案第１３４号 
工事請負契約（市立長尾中学校屋内運動場外新築等（建

築）工事）の締結について 

市立長尾中学校において、屋内運動場の老朽化を解消するとともに、生徒数に

見合った施設規模を確保し、指定避難所としての機能向上を図るため、屋内運動

場棟及びプール棟の新敷地への移設新築に係る工事請負契約を締結しようとする

もの 

【主な工事の概要】 

屋内運動場棟、プール棟、渡り廊下及び歩道橋の新築 

既存校舎北館における、エレベーターやトイレなどの改修工事 

【請負金額】 

7億7,608万8,000円 

【請負業者】 

株式会社鍛治田工務店 

管理部 

管理室 

施設課 

議案第１３５号 損害賠償の額の決定について 

 平成27年12月に発生した市消防車両と自転車との接触事故で、負傷した相手

方に対して、その損害を賠償するもので、その損害賠償の額を330万1,526円に

決定しようとするもの 

消防本部 

総務課 

議案第１３６号 土地改良事業の施行について 

平成30年度から平成32年度までの3箇年の本市が施行する土地改良事業とし

て、境野地内の榎谷池の堤体を改修し、取水施設1箇所の整備を行うもので、土

地改良法第96条の2第2項の規定により、議会の議決を求めるもの 

都市安全部 

建設室 

北部整備課 

議案第１３７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より、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 

  



平成２９年第４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 担当部課名 

議案第１３８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 
市議会議員から次の者を宝塚市監査委員に選任しようとするもの 

中野 正 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

 

平成２９年第４回市議会定例会議案一覧表（３次送付分） 

議案番号 議 案 名 提 案 理 由 説 明 等 担当部課名 

議案第１３９号 平成２９年度宝塚市一般会計補正予算（第５号） 

補正後の平成29年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 783億4,063万円（9,038万4千円の増額） 

歳出予算 

増額 人件費 

   特別会計への繰出金 

歳入予算 

増額 繰入金 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１４０号 
平成２９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29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

291億2,031万8千円（112万5千円の増額） 

歳出予算 

増額 人件費 

歳入予算 

増額 職員給与費等繰入金 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第１４１号 
平成２９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２号） 

補正後の平成29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 

 1億1,535万2千円（38万7千円の増額） 

歳出予算 

 増額 人件費 

歳入予算 

 増額 一般会計からの繰入金 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 



議案第１４２号 
平成２９年度宝塚市特別会計農業共済事業費補正予算（第

２号） 

補正後の平成29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 

 1億1,664万6千円（17万1千円の増額） 

歳出予算 

 増額 人件費 

歳入予算 

 増額 一般会計からの繰入金 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

議案第１４３号 
平成２９年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算（第

３号） 

補正後の平成29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 

 203億310万4千円（95万8千円の増額） 

歳出予算 

 増額 人件費 

歳入予算 

 増額 職員給与費等繰入金 

健康福祉部 

安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第１４４号 
平成２９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29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 

 39億1,105万5千円（33万円の増額） 

歳出予算 

 増額 人件費 

歳入予算 

 増額 職員給与費等繰入金 

市民交流部 

市民生活室 

医療助成課 

議案第１４５号 
平成２９年度宝塚市特別会計宝塚すみれ墓苑事業費補正予

算（第３号） 

 補正後の平成29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 

 2億2,060万8千円（増減なし） 

歳出予算 

 増額 人件費 

 減額 予備費 

環境部 

環境室 

生活環境課 

議案第１４６号 平成２９年度宝塚市病院事業会計補正予算（第１号） 

 収益的収入及び支出について、給与改定に伴う給与費の増額により病院事業費

用の予定額を医業費用において4,224万円増額し、117億2,296万9千円にしようと

するもの 

市立病院 

経営統括部 



議案第１４７号 
宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁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 

 特別職の職員の給与に関する法律の改正に準じて、市議会議員の期末手当を引

き上げるため、条例の一部を改正しようとするもの 

（改正の内容） 

・平成29年12月期の期末手当の支給月数 

  1.7カ月→1.75カ月（0.05カ月の引き上げ） 

・来年度以降の期末手当の支給月数 

   6月期 1.55カ月→1.575カ月 

  12月期 1.75カ月→1.725カ月 

総務部 

人事室 

給与労務課 

議案第１４８号 
宝塚市特別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 

 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を

引き上げるため、条例の一部を改正しようとするもの 

（改正の内容） 

・平成29年12月期の期末手当の支給月数 

  1.7カ月→1.75カ月（0.05カ月の引き上げ） 

・来年度以降の期末手当の支給月数 

   6月期 1.55カ月→1.575カ月 

  12月期 1.75カ月→1.725カ月 

総務部 

人事室 

給与労務課 

議案第１４９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 

 本年8月の人事院勧告に準じて、一般職の職員の給料及び勤勉手当を引き上げ

るとともに、職員の給与から控除できる項目を追加するため、条例の一部を改正

しようとするもの 

（改正の内容） 

・給料表 

 若年層に重点を置いて、本年4月1日に遡及して引上げ 

  行政職給料表 平均0.19％引上げ 

  消防職給料表 平均0.24％引上げ 

  医療職給料表（一） 平均0.12％引上げ 

  医療職給料表（二） 平均0.3％引上げ 

・勤勉手当 

 再任用職員以外の職員に対する本年12月期の支給月数 

  0.85カ月→0.95カ月（0.1カ月引上げ） 

 再任用職員以外の職員に対する来年度以降の支給月数 

  6月期・12月期 それぞれ0.9カ月 

 再任用職員に対する本年12月期の支給月数 

  0.4カ月→0.45カ月（0.05カ月引上げ） 

 再任用職員に対する来年度以降の支給月数 

  6月期・12月期 それぞれ0.425カ月 

・給与から控除できる項目に、確定拠出年金法に基づく個人型年金の掛金を追加 

総務部 

人事室 

給与労務課 



議案第１５０号 和解することについて 

 平成25年12月26日付けで宝塚市消防長が職員の副業等の非違行為について相手

方に対して行った懲戒免職処分につき、大阪高等裁判所からの和解勧告に基づ

き、懲戒免職処分を停職6月に変更し、懲戒免職処分日付けで自己都合退職扱い

とすることを主旨とする和解をするため、地方自治法第96条の規定に基づき、議

会の議決を求めるもの 

消防本部 

総務課 

  

 


