
平成３０年第２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 

報告第 １ 号 

専決処分した事件の承認を求めることについて（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） 

介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令が平成30年3月22日に公布さ

れ、同年4月1日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正するため、同年3

月30日に専決処分したもの 

【改正の主な内容】 

訪問介護の担い手として、生活援助中心型のサービスに必要な知識を習得する

研修を修了した者まで拡大されたことに伴い、身体介助を含む定期巡回・随時対

応型訪問介護看護などの従事者については、介護職員初任者研修課程の修了者に

限定するほか、看護小規模多機能型居宅介護に係る事業者の申請資格として医療

法の許可を受けて診療所を開設している者を追加するもの 

健康福祉部 
安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

報告第 ２ 号 
専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市市

税条例の一部を改正する条例の制定について） 

地方税法等の一部を改正する法律が、平成30年3月31日に公布され、同

年4月1日から施行されたことに伴い、条例の一部を改正するため、同年3

月31日に専決処分したもの 

【改正の主な内容】 

（市民税） 

法人市民税に係る納期限延長の場合の延滞金の特例を定めるもの 

（固定資産税・都市計画税） 

 バリアフリー改修が行われた劇場等に対する減額措置に係る申告方法

を定めるほか、土地の負担調整措置を3年間延長するもの 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

報告第 ３ 号 
専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市都

市計画税条例の一部を改正する条例の制定について） 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 



議案第 ５９ 号 平成３０年度宝塚市一般会計補正予算（第１号） 

補正後の平成30年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 778億5,176万4千円（8億9,823万6千円の減額） 

歳出予算の主なもの 

  国の補正予算により平成29年度3月補正予算に計上していた事業費のうち、

平成30年度当初予算にも計上していたものを減額するもの 

歳入予算の主なもの 

 減額 国庫支出金 学校施設環境改善交付金 

    繰入金   公共施設等整備保全基金とりくずし 

繰越明許費の補正 

 設定 文化芸術施設・庭園整備事業 

債務負担行為の補正 

追加 新庁舎等整備工事費 

   文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園指定管理料 

地方債の補正 

 廃止 小学校施設整備事業債 

 増額 ほ場整備事業債 

 減額 農業用施設ため池整備事業債ほか、2件 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第 ６０ 号 平成３０年度宝塚市水道事業会計補正予算（第１号） 

加圧所用地を取得するため、資本的収入の既決予定額を4,000万円増額し、補

正後の予定額を34億1,765万1千円と、資本的支出の既決予定額を4,000万円増額

し、補正後の予定額を36億6,863万1千円としようとするもの 

新庁舎建設事業について、13億2,234万3千円の債務負担行為を計上しようとす

るもの 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 

議案第 ６１ 号 
宝塚市市税条例及び宝塚市都市計画税条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正しようとす

るもの 

 【改正の主な内容】 

 （市民税） 

 個人市民税が非課税となる範囲を拡大するとともに、個人市民税の基礎控除の

適用に所得による上限を設けるほか、資本金が1億円を超える大規模法人に対

し、電子申告による申告書の提出を義務付けるもの 

 （固定資産税） 

 地方団体の政策に応じた特例措置を実施できるよう課税標準の特例率を選択で

きる「わがまち特例制度」として、対象となる資産に係る特例率を定めるもの 

 （市たばこ税） 

 加熱式たばこの課税方式の見直しを行うとともに、税率を段階的に引き上げる

もの 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 



議案第 ６２ 号 
宝塚市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の

施行に伴い、放課後児童支援員の資格要件に関する規定について所要の整備を行

うため、条例の一部を改正しようとするもの 

子ども未来部 

子ども育成室 

青少年課 

議案第 ６３ 号 
宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例の一部を改正する条例の

制定について 

地方税制改正による政令指定都市への税源移譲に伴い、市立幼稚園の保育料の

算定に関する規定について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 

管理部 

管理室 

学事課 

議案第 ６４ 号 
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 

地方税制改正による政令指定都市への税源移譲に伴い、西谷認定こども園の保

育料の算定に関する規定について所要の整備を行うとともに、多子世帯に係る保

育料の軽減措置の対象者に関する規定について、関係法令の改正に対応するた

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 ６５ 号 宝塚市立病院条例の一部を改正する条例の制定について 

平成30年度の診療報酬改定に伴い、紹介状なしで受診した際の定額負担の対象

となる病院の範囲が拡大され、市立病院も新たにその対象となったことから、診

療料金に関する規定について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 

市立病院 

経営統括部 

議案第 ６６ 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 

宝塚ガーデンフィールズ跡地に新たに都市公園として宝塚文化芸術センター庭

園を設置し、指定管理者による管理運営を行うこととするほか、都市公園におけ

る許可に係る使用料について、実態に見合った適正な額となるよう見直しを行う

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 ６７ 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 

 宝塚山手台地区及び東洋町地区における地区計画の変更に合わせて、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、構造又は用途に関する

事項の制限を、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

限として変更するため、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 ６８ 号 
宝塚市環境衛生事務手数料条例の一部を改正する条例の制

定について 

土壌汚染対策法の改正により、汚染土壌処理業に係る譲り渡し及び譲り受け、

法人の合併及び分割、相続の承認に関する申請手続が追加されたことを受け、各

承認申請の手数料を定めるため、条例の一部を改正しようとするもの 

環境部 

環境室 

環境政策課 

議案第 ６９ 号 
宝塚市営霊園永代管理料基金条例及び宝塚市営霊園運営基

金条例の一部を改正する条例の制定について 

本年度から宝塚市営霊園事業費特別会計を設置したことに伴い、基金積立額に

関する規定について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 

環境部 

環境室 

生活環境課 



議案第 ７０ 号 
宝塚市市街化調整区域における開発行為及び建築物の新築

等に関する条例の制定について 

北部地域における少子高齢化や空家の増加などの課題に対応し、地域の実情に

合わせた土地利用規制の弾力化を行うことを目的に、市街化を促進しない開発行

為及び建築物の新築等に関し必要な事項を定めるため、条例を制定しようとする

もの 

都市整備部 

都市整備室 
都市計画課・開発審査課 

議案第 ７１ 号 宝塚市立文化芸術センター条例の制定について 

宝塚ガーデンフィールズ跡地において、新たな文化の創造と市民の交流の場と

して宝塚市立文化芸術センターを設置し、指定管理者制度による管理運営を行う

ため、条例を制定しようとするもの 

併せて、宝塚市立文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園に係る指定

管理者選定委員会を設置するため、宝塚市指定管理者選定委員会条例の一部を改

正しようとするもの 

産業文化部 

宝のまち創造室 

文化政策課 

議案第 ７２ 号 
公の施設（宝塚市立末広駐車場）の指定管理者の指定につ

いて 

平成31年2月1日から平成36年3月31日までの間における宝塚市立末広駐車場の

指定管理者として、三井不動産リアルティ株式会社を指定しようとするので、地

方自治法の規定により、議会の議決を求めるもの 

社会教育部 

生涯学習室 

中央公民館 

議案第 ７３ 号 市道路線の認定変更について 都市計画法に基づく土地の帰属により終点地番の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 ７４ 号 宝塚市自治功労者の認定について 
次の者を宝塚市自治功労者に認定しようとするもの 

酒井 喜久 

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 

次の者を人権擁護委員の適任者として推薦しようとするもの 

森﨑 英二 

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 

次の者を人権擁護委員の適任者として推薦しようとするもの 

阪上 健治 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

 



平成３０年第２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 ７５ 号 
宝塚市教育委員会教育長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教育長に任命しようとするもの 

森  恵実子 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

議案第 ７６ 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 

 木野 達夫 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

  


