
令和２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 令和２年度宝塚市一般会計予算 

 令和2年度宝塚市一般会計予算の総額を、歳入歳出それぞれ791億4,000

万円とするもの 

 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 令和２年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費予算 

令和2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221億1,930万円とするもの 

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 令和２年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費予算 
令和2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1億720万円とするもの 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ４ 号 令和２年度宝塚市特別会計介護保険事業費予算 

令和2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227

億840万円とするもの 

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 ５ 号 令和２年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費予算 

令和2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44億4,340万円とするもの 

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 ６ 号 令和２年度宝塚市特別会計平井財産区予算 
令和2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1億

2,800万円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 ７ 号 令和２年度宝塚市特別会計山本財産区予算 
令和2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718万4

千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 ８ 号 令和２年度宝塚市特別会計中筋財産区予算 
令和2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202万8

千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 



議案第 ９ 号 令和２年度宝塚市特別会計中山寺財産区予算 
令和2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673万

7千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １０ 号 令和２年度宝塚市特別会計米谷財産区予算 
令和2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2,090万

1千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １１ 号 令和２年度宝塚市特別会計川面財産区予算 
 令和2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301万3

千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １２ 号 令和２年度宝塚市特別会計小浜財産区予算 
令和2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629万1

千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １３ 号 令和２年度宝塚市特別会計鹿塩財産区予算 
令和2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3,311万

3千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １４ 号 令和２年度宝塚市特別会計鹿塩・東蔵人財産区予算 
令和2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40万7千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １５ 号 令和２年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費予算 
令和2年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費予算の総額を、歳入歳出それぞ

れ2億1,940万円とするもの 

環境部 

環境室 

生活環境課 



議案第 １６ 号 令和２年度宝塚市水道事業会計予算 

令和2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、議会の議決を求めるもの 

令和2年度予算の概要 

業務の予定量    給水人口 23万5,172人 

年間配水量 2,460万4,777㎥ 

一日平均配水量 6万7,410㎥ 

主な建設改良事業  管路更新事業 8億7,400万円 

基幹施設耐震化事業 3億5,435万円 

新庁舎建設事業 1億5,834万円 

収益的収入及び支出 事業収益 48億490万5千円 

事業費用 51億3,698万9千円 

収支差引 3億3,208万4千円の赤字 

 資本的収入及び支出 資本的収入 19億8,900万1千円 

資本的支出 32億9,742万3千円 

収支差引 13億842万2千円の不足 

過年度分損益勘定留保資金等で補てん 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 

議案第 １７ 号 令和２年度宝塚市下水道事業会計予算 

令和2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、議会の議決を求めるもの 

令和2年度予算の概要 

業務の予定量    年度末水洗化人口 22万9,341人 

年間総処理水量 2,735万533㎥ 

一日平均処理水量 7万4,933㎥ 

主な建設改良事業  公共下水道雨水整備事業 4,100万円 

公共下水道汚水整備事業 5億495万円 

 収益的収入及び支出 事業収益 46億1,899万1千円 

事業費用 42億9,010万3千円 

収支差引 3億2,888万8千円の黒字 

 資本的収入及び支出 資本的収入 12億8,315万7千円 

資本的支出 34億4,923万7千円 

収支差引 21億6,608万円の不足 

当年度分損益勘定留保資金等で補てん 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 



議案第 １８ 号 令和２年度宝塚市病院事業会計予算 

令和2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、議会の議決を求めるもの 

 令和2年度予算の概要 

外来患者数 延べ23万2,750人 

 1日当たり950人 

  入院患者数 延べ12万9,575人 

1日当たりでは355人 

  収益的収支 収入総額 132億9,132万4千円 

支出総額 132億9,013万2千円 

収支差引 119万2千円の黒字 

  資本的収支 収入総額 11億9,989万8千円 

支出総額 18億9,749万3千円 

収支差引 6億9,759万5千円の不足 

当年度分損益勘定留保資金等で補てん 

市立病院 

経営統括部 

議案第 １９ 号 
宝塚市一般職の職員の給与に関する条例及び宝塚市職員等

の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

医療職給料表（二）が適用される職員の給与制度の適正化を図るため、条例の

一部を改正しようとするもの 

（改正の内容） 

・給料表を現行の4級制から6級制に変更し、職務と職責に応じた格付けを行うよ

う見直すとともに、主任制度を廃止し、現行の主任を一般職員と同じ級に格付け

する。 

・給料表の改正に合わせて、旅費の級について所要の整備を行う。 

総務部 

人事室 

給与労務課 

議案第 ２０ 号 
地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例の制定について 

地方自治法の一部改正に伴い、所要の整理を行うため、関係条例の一部を改正

しようとするもの 

総務部 

行政管理室 

総務課 

議案第 ２１ 号 
宝塚市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定に

ついて 

 常時勤務を要する職員のうち、高度の専門的な知識経験等を一定期間活用して

業務に従事する職員を、来年度以降、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用

に関する法律に基づく任期付職員として任用するため、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 ２２ 号 
宝塚市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

所得税法の一部改正に伴い、県が定める兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱に

ついて所要の整備が行われたことに合わせて、本市の条例においても同様の整備

を行うため、条例の一部を改正しようとするもの 

市民交流部 

市民生活室 

医療助成課 

議案第 ２３ 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改正に伴い、成年被後見人の印鑑

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 ２４ 号 
障害者等の「障害」の表記を改めることに伴う関係条例の

整理に関する条例の制定について 

国の文化審議会国語分科会において、法令と法令を引用した公文書を除

き、常用漢字表にない「碍
がい

」の字を用いることが可能であるとの考え方が

示されたことから、社会的障壁により創り出されている「さまたげ」「バ

リア」を意味する、この漢字を使用することで、「障碍
がい

」の本来の意味に

ついての知識を普及させ、誰もが人格と個性を尊重し支え合う、暮らしや

すい社会を実現することを目的として、本市の公文書等における表記を改

めることに伴い、所要の整理を行うため、関係条例の一部を改正しようと

するもの 

健康福祉部 

福祉推進室 

障害福祉課 

議案第 ２５ 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 

国が定める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

改正に伴い、事業所ごとに配置する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 ２６ 号 宝塚市奨学金条例を廃止する条例の制定について 

来年度から、国において高等教育の無償化が実施されることや、高等学校等就

学支援金制度の拡充がされることを受けて、本市の奨学金制度を見直し、条例を

廃止しようとするもの 

管理部 

管理室 

学事課 

議案第 ２７ 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一部改正により、建築物エ

ネルギー消費性能向上計画認定に係る建築物の容積率の特例の拡充、及び建築物

エネルギー消費性能基準の見直しが行われたことに伴い、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 ２８ 号 
宝塚市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

市営住宅の入居の際に要していた連帯保証人を不要とするとともに、家賃を減

額している世帯などについては、住宅の明渡し時における畳の表替えやふすまの

張替えの修繕義務を免除するなど、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 

建築住宅室 

住まい政策課 

議案第 ２９ 号 

宝塚市消防団条例及び宝塚市非常勤消防団員に係る退職報

償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

近年多発する各種災害に対応するため、特定の災害に限り従事する消防団員に

より構成する「機能別消防分団」を発足することに伴い、処遇や災害補償などに

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 

消防本部 

総務課 

議案第 ３０ 号 
工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（その

３））の変更について 

都市計画道路 荒地西山線道路新設改良工事について、建設発生土の処分地の

変更や、仮設工に係る施工計画の見直しなどが必要となったことから、契約金額

を変更しようとするもの 

 契約金額 5億7,718万8,700円（5,798万8,700円の増額） 

都市安全部 

建設室 

道路建設課 



議案第 ３１ 号 権利の放棄について 

相手方が滞納した市営住宅使用料に係る支払請求権について、建物明渡し等請

求訴訟により確定判決を得たものの、相手方からの納付がないまま消滅時効の期

間が満了していること及び居所不明であることから、債権の回収が見込めないた

め、権利の放棄をしようとするもの 

都市整備部 

建築住宅室 

住まい政策課 

議案第 ３２ 号 権利の放棄について 

宝塚市クリーンセンタープラスチック類選別等処理業務委託契約の解除

に伴う賠償金等の支払請求権について、確定判決により権利が認められ

たものの、相手方からの納付がない上、代表取締役が死亡しており、ま

た、相手方の営業実態がなく、資産も不明であることから、債権の回収

が見込めないため、権利の放棄をしようとするもの 

環境部 

クリーンセンター 

管理課 

議案第 ３３ 号 和解することについて 

2003年に市立小学校において発生した学校管理下事故に関して、神戸地方裁判

所伊丹支部からの和解勧告に基づき、事故により負傷した相手方に対して、賠償

金として450万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 ３４ 号 
兵庫県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議に

ついて 

県内の農業共済事業の統合により、本年4月に兵庫県農業共済組合が設立され

ることに伴い、中播農業共済事務組合が解散することから、兵庫県市町村職員退

職手当組合規約の一部を変更しようとするもの 

総務部 

人事室 

給与労務課 

議案第 ３５ 号 

～ 

議案第 ３９ 号 

市道路線の認定について 

（第35号～第38号）  

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 

（第39号） 

道路法に基づく道路予定区域について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 ４０ 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 ４１ 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 

沖  明美 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

議案第 ４２ 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 
次の者を宝塚市監査委員に選任しようとするもの 

小川 克弘 

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 



令和２年第１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 ４３ 号 令和元年度宝塚市一般会計補正予算（第６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 

 822億9,425万8千円（20億2,105万3千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 病院事業会計補助金 

都市計画道路荒地西山線整備事業（小林工区） 

都市計画道路競馬場高丸線整備事業 

小学校・中学校・特別支援学校・幼稚園施設整備事業 

小学校・中学校・特別支援学校教育用コンピュータ運用事業 

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 学校施設環境改善交付金 

         公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 

繰入金 財政調整基金とりくずし 

市債 小学校・中学校・特別支援学校・幼稚園施設整備事業債 

 減額 地方消費税交付金 地方消費税交付金 

             社会保障財源交付金 

繰越明許費の補正 

 追加 北部振興企画事業ほか28件 

 増額 都市計画道路荒地西山線整備事業ほか2件 

債務負担行為補正 

 追加 災害公営住宅借上事業 

地方債の補正 

 減額 道路橋りょう整備事業債ほか6件の限度額 

増額 小学校施設整備事業債ほか4件の限度額 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第 ４４ 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４号） 

補正後の令和元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

228億3,740万5千円（6,767万8千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 基金管理事業 国民健康保険事業財政調整基金積立金 

歳入予算の主なもの 

増額 繰入金 保険基盤安定繰入金 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 



議案第 ４５ 号 
令和元年度宝塚市特別会計農業共済事業費補正予算（第３

号） 

 補正後の令和元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 

 2億1,552万6千円（増減なし） 

農業共済事業が兵庫県農業共済組合へ統合されることに伴い、特別会計を閉じ

るため、所要の補正を行うもの 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

議案第 ４６ 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４

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 

 212億7,937万6千円（485万8千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 基金管理事業 介護給付費準備基金積立金 

歳入予算の主なもの 

増額 国庫支出金 保険者機能強化推進交付金 

減額 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 ４７ 号 
令和元年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費補正予算

（第３号） 

 補正後の令和元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 

 43億8,392万1千円（258万8千円の減額） 

歳出予算 

減額 後期高齢者医療広域連合納付金 保険基盤安定制度負担金 

歳入予算 

減額 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 ４８ 号 令和元年度宝塚市特別会計平井財産区補正予算（第１号） 

 補正後の令和元年度宝塚市特別会計平井財産区の歳入歳出予算の総額 

 4,080万円（増減なし） 

歳出予算 

減額 財産管理事業 財産区事業補助金 

増額 平井区有金繰出金 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 ４９ 号 令和元年度宝塚市特別会計川面財産区補正予算（第１号） 繰越明許費において、財産管理事業を設定しようとするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 ５０ 号 
令和元年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費補正予算

（第１号） 

補正後の令和元年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費の歳入歳出予算の総額 

 2億19万4千円（410万6千円の減額） 

歳出予算の主なもの 

減額 執行額確定に伴う執行残 

歳入予算の主なもの 

 増額 墓苑永代使用料 

 減額 霊園運営基金とりくずし 

環境部 

環境室 

生活環境課 



議案第 ５１ 号 令和元年度宝塚市病院事業会計補正予算（第４号） 

 収益的収入及び支出について、一般会計からの経営支援として基準外繰入金を

受け、早期の収支均衡を図るため、病院事業収益の予定額を特別利益において4

億円増額し、4億700万1千円にしようとするもの 

市立病院 

経営統括部 

 


