
令和元年第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 ８０ 号 令和元年度宝塚市一般会計補正予算（第２号） 

補正後の令和元年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 794億1,184万9千円（7,970万1千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 阪神・淡路大震災追悼の碑設置事業 

   私立保育所助成金 

   二酸化炭素排出抑制対策事業 

森林環境譲与税新設に伴う基金管理事業 

学校教育指導事業 

文化財保護事業 

過年度精算に係る国庫補助金等返還金 

減額 執行額の確定に伴う執行残など 

歳入予算の主なもの 

増額 地方譲与税 森林環境譲与税 

   地方交付税 普通交付税 

国庫支出金 教育支援体制整備事業費補助金 

県支出金 保育対策総合支援事業費補助金 

     文化財保存整備費等補助金 

財産収入 不動産売払収入 

寄附金 阪神・淡路大震災追悼の碑設置事業に対する寄附金 

諸収入 企業会計負担金 

市債 社会教育施設整備事業債 

減額 地方特例交付金 減収補てん特例交付金 

   市債 臨時財政対策債 

債務負担行為補正 

追加 市立病院経営分析業務委託料外1件 

地方債補正 

 減額 臨時財政対策債の限度額 

 増額 社会教育施設整備事業債の限度額 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第 ８１ 号 
令和元年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予算

（第１号） 

債務負担行為補正 

追加 診療報酬明細書点検等業務委託料 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 



議案第 ８２ 号 
令和元年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算（第１

号） 

補正後の令和元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 

 210億8,514万1千円（3,784万1千円の増額） 

歳出予算 

増額 介護給付費準備基金積立金 

歳入予算 

 増額 介護給付費交付金過年度精算分 

 減額 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 ８３ 号 令和元年度宝塚市病院事業会計補正予算（第１号） 

補正後の令和元年度宝塚市病院事業会計予算 

 収益的収入及び支出 

  病院事業収益の予定額 128億3,631万1千円(1,262万6千円増額） 

  病院事業費用の予定額 128億3,504万6千円(1,262万6千円増額） 

市立病院において発生した医療事故に係る損害賠償金の支払い及び保険金の

収入に伴うもの 

市立病院 

経営統括部 

議案第 ８４ 号 令和元年度宝塚市一般会計補正予算（第３号） 

補正後の令和元年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 791億5,431万4千円（2億5,753万5千円の減額） 

歳出予算 

減額 新庁舎・ひろば整備事業 

歳入予算 

減額 繰入金 財政調整基金とりくずし 

   市債 新庁舎・ひろば整備事業債 

債務負担行為補正 

追加 新庁舎整備事業基本・実施設計業務委託料 

地方債補正 

 減額 新庁舎・ひろば整備事業債の限度額 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第 ８５ 号 令和元年度宝塚市水道事業会計補正予算（第１号） 

補正後の令和元年度宝塚市水道事業会計予算 

 資本的収入及び支出 

  資本的収入の予定額 28億4,710万1千円(2億8,240万円減額） 

  資本的支出の予定額 35億1,010万円(2億8,336万5千円減額） 

新庁舎建設事業における企業債及び建設改良費の減額 

債務負担行為補正 

追加 新庁舎整備事業基本・実施設計業務委託料 

   上下水道局仮設庁舎整備事業 

企業債補正 

 減額 企業債の限度額 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 



議案第 ８６ 号 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る

ための関係法律の整備に関する法律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 

成年被後見人又は被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう、成年

被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律が公布されたことに伴い、所要の整備を行うため、関係条例の一部を改

正しようとするもの 

総務部 

人事室 

給与労務課 

外３課 

議案第 ８７ 号 宝塚市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 
国が定める印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴い、旧氏な

どで表した印鑑の登録を可能とするため、条例の一部を改正しようとするもの 

市民交流部 

市民生活室 

窓口サービス課 

議案第 ８８ 号 
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定について 

子ども・子育て支援法及び関係政省令の一部改正により、本年10月1日から幼

児教育・保育の無償化が実施されることに伴う所要の整備を行うため、関係条例

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 

保育企画課・保育事業課 

・ 

管理部 

管理室 

学事課 

議案第 ８９ 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 

国土交通省所管の公共事業に関して市が実施する再評価などについての審議を

行う附属機関として、宝塚市公共事業評価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 

都市安全部 

建設室 

道路政策課 

議案第 ９０ 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 
開発行為の完了に伴い、都市計画法に基づき本市に帰属した平井第３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 ９１ 号 宝塚市森林環境譲与税基金条例の制定について 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部が本年4月1日に施行された

ことに伴い、本市における森林の整備及びその促進に関する施策に要する費用の

財源に充てる基金として、宝塚市森林環境譲与税基金を創設するため、条例を制

定しようとするもの 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

議案第 ９２ 号 
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 

消費税等の引上げに伴う地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改

正する政令の施行を受け、本市が定める手数料について、政令に規定する手数料

の標準の額に合わせて改定するため、条例の一部を改正しようとするもの 

消防本部 

予防課 



議案第 ９３ 号 平成３０年度宝塚市水道事業会計決算認定について 

平成30年度水道事業会計決算について、地方公営企業法の規定により、議会の

認定に付するもの 

収益的収支 

 収入総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 53億6,841万7,495円 

 支出総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 48億3,103万1,028円 

差し引き5億3,738万6,467円の黒字となり、消費税などに伴う経理処理をした結

果、当年度は、4億5,890万3,665円の純利益となった。 

資本的収支 

 収入総額 19億4,798万9,350円 

 支出総額 21億7,704万7,167円 

差し引き2億2,905万7,817円の資金不足が生じたが、損益勘定留保資金などで補

てんした。 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 

議案第 ９４ 号 平成３０年度宝塚市下水道事業会計決算認定について 

平成30年度下水道事業会計決算について、地方公営企業法の規定により、議会

の認定に付するもの 

収益的収支 

 収入総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 48億3,122万4,618円 

 支出総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 41億1,023万4,009円 

差し引き7億2,099万609円の黒字となり、消費税などに伴う経理処理をした結

果、当年度は、7億970万4,417円の純利益となった。 

資本的収支 

 収入総額 11億7,265万4,910円 

 支出総額 32億4,245万612円 

差し引き20億6,979万5,702円の資金不足が生じたが、損益勘定留保資金などで

補てんした。 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 

議案第 ９５ 号 平成３０年度宝塚市病院事業会計決算認定について 

平成30年度病院事業会計決算について、地方公営企業法の規定により、議会の

認定に付するもの 

 収益的収支 

  収入総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 110億3,335万7,825円 

  支出総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 116億2,194万2,257円 

 差し引き5億8,858万4,432円の赤字となり、消費税などに伴う経理処理をし

た結果、当年度の純損失は5億8,958万2,204円となった。 

資本的収支 

 収入総額  5億8,133万4,000円 

 支出総額 17億8,680万1,291円 

差し引き12億546万7,291円の資金不足が生じたが、損益勘定留保資金など

で補てんした。 

市立病院 

経営統括部 



議案第 ９６ 号 
工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（その

３））の締結について 

市内千種1丁目外地内において、都市計画道路荒地西山線のトンネル区間の鉄

筋コンクリート製ボックスカルバートを整備するため、工事請負契約を締結しよ

うとするもの 

請負金額 5億1,920万円 

相手方 株式会社森組 阪神営業所 

都市安全部 

建設室 

道路建設課 

議案第 ９７ 号 財産（救急自動車）の取得について 

近年、増加を続ける救急需要に対応するとともに、救急体制の充実強化を図る

ため、救急自動車1台を更新整備し、西消防署に配置しようとするもの 

取得金額 2,134万円 

相手方 兵庫トヨタ自動車株式会社特販営業所 

消防本部 

警防課 

議案第 ９８ 号 損害賠償の額の決定について 

市道において発生した歩行者転倒事故について、市道の管理上の瑕疵を認め、

相手方に生じた損害を賠償するもので、その損害賠償の額を83万4,430円と決定

しようとするもの 

都市安全部 

建設室 

道路管理課 

議案第 ９９ 号 損害賠償の額の決定について 

市立病院において、過去に相手方に対し行った左胸の患部切除術により、相手

方体内にガーゼが遺残していたもので、遺残ガーゼ除去手術や皮膚移植を伴う創

部修復手術を実施したところ、相手方の腹部に障碍が残存したことから、この医

療行為による相手方に対する損害賠償の額を1,262万5,174円と決定しようとする

もの 

市立病院 

経営統括部 

議案第１００号 
公の施設（宝塚市立子ども館）の指定管理者の指定につい

て 

令和2年(2020年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間における宝塚市立

子ども館の指定管理者として、第６ブロック子ども館協議会を指定しようとする

もの 

子ども未来部 

子ども家庭室 

子ども家庭支援センター 

議案第１０１号 
公の施設（宝塚市立花屋敷グラウンド）の指定管理者の指

定について 

令和2年(2020年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの間における宝塚市立

花屋敷グラウンドの指定管理者として、国際ライフパートナー株式会社を指定し

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１０２号 字の区域の変更について 
県施行の玉瀬地区ほ場整備事業に関して、ほ場整備が完了しており、整備後の

形状に沿った字の区域に変更しようとするもの 

都市安全部 

建設室 

北部整備課 

議案第１０３号 土地改良事業の施行について 

令和2年度(2020年度)から令和4年度(2022年度)までの3か年の本市が行う土地改

良事業として、境野地内の井手池の堤体を改修し、取水施設1か所及び洪水吐1か

所を整備しようとするもの 

都市安全部 

建設室 

北部整備課 



議案第１０４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 

議案第１０５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 

議案第１０６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起点・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１０７号 市道路線の全部廃止について 現状、道路として供用されていない路線について、全部廃止しようとするもの 

都市安全部 

建設室 

道路管理課 

議案第１０８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 

 篠部 信一郎 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

  

 


