
令和２年度第２４回都市経営会議 令和３年（２０２１年）２月８日（月）開催 

 

１ 専決処分した事件の承認を求めることについて（令和２年度補正予算について） 

【提 案】 企画経営部 

【結 果】 承認 

【質疑等】 なし 

 

 

２ 令和３年度補正予算について 

【提 案】 企画経営部 

【結 果】 承認 

【質疑等】 なし 

 

 

３ 令和２年度補正予算について 

【提 案】 企画経営部 

【結 果】 承認 

【質疑等】  

・ 減収補填債は交付税措置されるのか。 

⇒ されない。 

・ 市立病院への支援が３月補正後で５億７，０００万円となるが、資金不足比率はいくら
になるのか。 

⇒ 今年度は９億５，０００万円から１０億円程度の赤字見込みであったが、市から５

億７，０００万円の補助、県から２億８，０００万円の補助をいただくことで、合計

で１億円程度の赤字となる見込みである。資金不足比率は昨年度が１３％であったが、

１４％ほどに上昇するものと思われる。 

 

 

４ 令和２年度宝塚市下水道事業会計補正予算（第２号）について 
【提 案】 上下水道局 

【結 果】 承認 

【質疑等】  

・ 補正予算額も高額となっているが、武庫川下流域下水道への流入については、もう少し
早い段階で気づくことはできなかったのか。 

⇒ 流入量の増加の兆候については昨年９月頃から把握していたが、場所の特定に時間

を要し、場所を特定できたのが１２月頃であった。流量については例年の１３％増と

なっている。これは、昨年度に比べ降雨量が１．５倍となり、雨水が地下水となって



流入していることが原因と考えられる。下水の管路については今年度内に設計を終え、

また、マンホールから漏れている分についても既に止水対策を行っている。市内管路

については引き続きカメラ調査を行い、予防保全に努めていく。 

 

 

５ 令和２年度宝塚市病院事業会計補正予算（第６号）について 
【提 案】 市立病院 

【結 果】 承認 

【質疑等】 なし 

 

 

６ 宝塚市福祉医療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 
【提 案】 市民交流部 

【結 果】 承認 

【質疑等】 なし 

 

 

７ 市道路線の認定及び認定変更について 
【提 案】 都市安全部 

【結 果】 承認 

【質疑等】  

・ 山手台の開発については、あと何区画残っているのか。 

⇒ 市では把握していない。 

・ 市道２９８号線について、認定廃止した区間の土地の取扱いはどうなるのか。 

⇒ 所有者からは払下げの申請が出ているため、認定廃止されれば、払下げの手続きを

行う予定である。 

・ 議案書の表における整理番号が通し番号ではなく路線名と同じであるが、これは決まっ
ているのか。阪神間の状況を見てみると、整理番号が無い市もあった。 

⇒ 路線名、起点、終点、重要な経過地は国土交通省令で定めるところにより公示しな

ければならないとされているが、整理番号は必須項目ではない。他市の状況も調べな

がら、今後省略も含めて検討したい。 

・ 市道４５４３号線から市道４５４５号線までは階段であるが、その場合、過去に市議会
から分かりにくいとの指摘があったことを受け、備考に階段である旨記載することとし

ていたはずであるが。 

⇒ 確認した上で修正する。 

 

 



８ 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 
【提 案】 都市整備部 

【結 果】 承認 

【質疑等】 なし 

 

 

９ 宝塚市指定居宅介護支援等の事業の人員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 
【提 案】 健康福祉部 

【結 果】 承認 

【質疑等】  

・ 本市の場合は、市独自の基準を定めるほどの地域特性や地域の実情が認められがたいこ
とから、改正省令通りの条例改正を行うとのことであるが、そのような状況が今後も続

くのであれば、条例改正の内容自体を省令通りとすることで、省令が改正されてもそれ

に対応した条例となり、その都度条例改正を行わずに済む。阪神間でこのような条例改

正を行っている市はあるのか。 

⇒ 条例改正内容は省令通りとする、いわゆる「リンク方式」としている近隣市もある

が、本市においてはその方式は採用していない。 

 

 

10 宝塚市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介

護予防のための効果的な支援の方法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 

【提 案】 健康福祉部 

【結 果】 承認 

【質疑等】 なし 

 

 

11 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

例の一部を改正する条例の制定について 

【提 案】 健康福祉部 

【結 果】 承認 

【質疑等】  

・ 地域密着型介護老人福祉施設の個室ユニットの定員上限の明確化における人材確保及
び職員定着についてもう少し教えてほしい。 

⇒ １ユニット定員を１０人から１５人とすることで、介護従事者１人あたり対応でき

る入所者が増え、介護人材の不足に柔軟に対応できる。  



・ 認知症対応型共同生活介護の夜勤職員の配置緩和について、これでは配置が手薄になる
のではないか。 

⇒ 従来の、１ユニットにつき１人配置の方がきめ細かなケアが可能ではあるが、一方

で、介護人材が不足している現状では、職員が確保できず、入所を必要とする高齢者

を受け入れられなくなる事態も起こり得る。安全確保や職員の負担に留意しつつ、条

件を満たせば、例外的に配置を緩和できるとするのは、介護人材の有効活用を図ろう

とする観点からの改正である。 

 

 

12 宝塚市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

【提 案】 健康福祉部 

【結 果】 承認 

【質疑等】 なし 

 

 

13 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 

【提 案】 健康福祉部 

【結 果】 承認 

【質疑等】 なし 

 

 

14 第６次宝塚市総合計画（案）に係るパブリック・コメントの実施について 

【提 案】 企画経営部 

【結 果】 承認 

【質疑等】 なし 

 

 

15 令和２年（２０２０年）１０月決算特別委員会における議員からの要望等について（報

告） 

【報 告】 企画経営部 

【質疑等】 なし 

 

 

16 宝塚市地域福祉計画（第３期）（案）に係るパブリック・コメントの実施について 

【提 案】 健康福祉部 



【結 果】 承認 

【質疑等】  

・ 前計画からの主な改正点の２「めざす方向」のＳＤＧsの記載についても総合計画の記

載と合わせていると思うが、総合計画では総合計画審議会からの意見を受け、「ＳＤＧs

に通ずる」を「ＳＤＧsと重なる」に変更しているため、本計画でもそれに合わせた方

が良いのでは。 

⇒ 合わせるよう調整する。 

・ 総合計画においてはＳＤＧsと各施策の関連性を紐づけすることから、本計画において

もＳＤＧsと関連する施策の整理は行っておいた方が良い。 

⇒ 本計画が完全にＳＤＧsと一致している訳ではないが、関連する施策については整理

していく。 

・ 前計画からの主な改正点の５「地域福祉施策の展開」で「災害時要援護者支援が全市的
な取組として定着しつつあることから・・・」とあるが、「災害時要援護者支援が全市

的な取組として定着しつつある。さらにその推進を図るため・・・」とした方が良いの

ではないか。 

⇒ 災害時要援護者支援については制度発足から３年がたち少しずつ定着してきたが、

一方で地域のつながりの希薄化の懸念もあることから、今後一層啓発に努めていきた

いと考えている。修正については検討する。 

 

 

17 宝塚市地域包括ケア推進プラン（宝塚市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画）（案）

に係るパブリック・コメントの実施結果について（報告） 

【報 告】 健康福祉部 

【質疑等】 承認 

・ 所管課の修正が８１件と非常に多いことから、本来であればパブリック・コメントを実
施する前に精査するべきであったと思われてしまうかもしれない。 

⇒ 文言の修正については十分に整理できていなかったという反省はあるものの、デー

タについては短期間で随時更新されるため、一定の修正はやむを得ないと考えている。 

 

 

18 宝塚市第５次障碍（がい）者施策長期推進計画（案）に係るパブリック・コメントの

実施結果について（報告） 

【報 告】 健康福祉部 

【質疑等】 なし 

 

 

 



19 宝塚市障害福祉計画（第６期計画）・宝塚市障害児福祉計画（第２期計画）（案）に係

るパブリック・コメントの実施結果について（報告） 

【報 告】 健康福祉部 

【質疑等】 なし 

 

 

20 宝塚市水道事業経営戦略中間見直し（案）及び宝塚市下水道事業経営戦略中間見直し

（案）に係るパブリック・コメントの実施について 

【提 案】 上下水道局 

【結 果】 再審議 

【質疑等】  

・ 武庫川ポンプ場については計画期間後期で全て執行していくということで良いか。 

⇒ 県との調整に時間を要していることから、後期の計画期間で執行していく予定であ

る。 

・ 小林配水池の統廃合についても計画期間後期の予定か。 

⇒ 用地買収については前期で行い、基本計画に基づく統廃合については後期で進める

予定であるが、局全体の施設整備の中で実施について検討していくことを考えている。

費用については計画期間後期に含まれていない。 

・ 料金改定もやむを得ない状況であるが、運営方法の変更について何か考えていることは
あるか。 

⇒ 下水道事業については包括委託を検討したが、施設の維持管理や機器のメンテナン

ス等を包括的に行える市内事業者がいなかったことから、可能な限り長期継続契約を

行い経費の節減に努めている。他市の取組等も参考にしながら、引き続き検討してい

く。 

・ 下水道事業経営戦略の財政収支のまとめに記載されている「汚水に係る資本費の３５．
２％相当の他会計補助金（一般会計からの補助金）」について、３５．２％の根拠は何

か。 

⇒ 従来の４４％を２割減した場合の数値である。 

・ 本件の内容について審議会で議論されたことは理解しているが、庁内関係部局との議論
が不十分であるように思われる。もう少し庁内での調整を図った上で実施するべきであ

る。 

 

 

21 令和２年度宝塚市立病院の第３四半期（１０月～１２月）の経営状況について 

【報 告】 市立病院 

【質疑等】 なし 


