
令和２年第３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、本年3月31日に公布され、その一部が同

年4月1日に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 

【主な改正の内容】 

・未婚のひとり親に関する人的非課税措置の見直しに伴い、扶養控除等申告

書を改めるもの 

・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」において、特例適用期限が到来し、課税対象から

除外されるものについて、規定の整備を行うもの 

・輸出たばこの課税免除の手続を簡素化しようとするもの 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

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が、本年3月31日に公布され、その一部が同

年4月1日に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 

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（宝塚市国

民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について） 

本年5月1日から、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手

当金の支給を行うことを目的として、条例の一部を改正するため、同年4月28日

に専決処分したもの 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

報告第 ４ 号 

専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市後

期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて） 

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給を行う

ため、兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正

する条例が本年4月15日に公布され、今月1日に施行されたことに伴い、条例の一

部を改正するため、本年4月28日に専決処分したもの 

【改正の内容】 

・本年5月1日から、本市の後期高齢者医療担当窓口において、新型コロナウ

イルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金支給申請書の受付事務が可

能となるよう規定を整備しようとするもの 

市民交流部 

市民生活室 

医療助成課 

報告第 ５ 号 

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

度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予算（第１号）

について） 

補正後の令和2年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 221億2,098万円（168万円の増額） 

任意給付事業において、傷病手当金を計上するもの 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 



報告第 ６ 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） 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が納税者に及ぼす影響に対応するため地

方税法等の一部を改正する法律が、本年4月30日に公布されたことに伴い、条例

の一部を改正するため、同日に専決処分したもの 

【主な改正の内容】 

・一定の納付困難な納税者に対し、担保や延滞金なしで1年以内の期間徴収を

猶予する特例制度を創設されたことに伴い、手続規定等所要の整備を行うもの 

・機械装置等設備を適用対象としてわがまち特例を実施している生産性革命

の実現に向けた特例措置について、事業用家屋又は構築物が加えられたことに

伴い、これらに対する特例率を規定しようとするもの 

・軽自動車税の環境性能割において、本年9月30日まで行っている税率1％の軽

減について、来年3月31日まで延長するもの 

・イベント等の中止等で入場料金等の払戻請求権を放棄した場合、所得税の

寄附金控除の対象となる金額のうち一定のものを寄附金税額控除の対象としよ

うとするもの 

・住宅借入金税額控除について、本年12月末までに入居できなかった場合で

も、一定の要件のもと住宅借入金税額控除を適用しようとするもの 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

報告第 ７ 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） 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が納税者に及ぼす影響に対応するため地

方税法等の一部を改正する法律が、本年4月30日に公布されたことに伴い、所要

の整備を行うため、条例の一部を改正するため、同日に専決処分したもの 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

議案第 ５３ 号 令和２年度宝塚市一般会計補正予算（第２号） 

補正後の令和2年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 1,035億7,219万5千円（1億2,000万円の増額） 

歳出予算 

 増額 市税徴収事業 

歳入予算 

 増額 県支出金 県民税徴収事務費交付金 

    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 ５４ 号 令和２年度宝塚市一般会計補正予算（第３号） 

補正後の令和2年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 1,035億787万1千円（6,432万4千円の減額） 

歳出予算の主なもの 

 増額 鉄道関連施設豪雨対策補助事業 

    障碍（がい）者福祉事業 

    民間老人福祉施設整備助成事業 

    地域介護拠点整備補助事業 

    就労支援事業 

    災害対策事業 

        スクールネット活用事業 

  減額 人件費（特別職給等） 

     小学校施設整備事業 

歳入予算の主なもの 

 増額 国庫支出金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

          地方道更新防災等対策事業費補助金 

          地域就職氷河期世代支援加速化交付金 

    県支出金  新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金 

 減額 国庫支出金 防災・安全交付金 

          学校施設環境改善交付金 

    市債    小学校施設整備事業債 

債務負担行為補正 

追加 GIGA用タブレット使用料 

地方債補正 

 廃止 特別支援学校施設整備事業債 

 増額 道路橋りょう整備事業債 

    公園整備事業債 

    消防施設整備事業債 

 減額 小学校施設整備事業債 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第 ５５ 号 令和２年度宝塚市病院事業会計補正予算（第１号） 

補正後の令和2年度宝塚市病院事業会計予算 

 業務の予定量のうち、主要な建設改良事業 

  固定資産購入費の予定額 3億3,579万6千円(3,579万6千円増額） 

 資本的収入及び支出 

  資本的収入の予定額(寄附金) 3,579万7千円(3,579万6千円増額） 

  資本的支出の予定額(建設改良費) 5億6,179万6千円(3,579万6千円増額） 

 いずれも寄附金の受領に伴う増額 

市立病院 

経営統括部 



議案第 ５６ 号 宝塚市市税条例等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、本年3月31日に公布され、順次施行され

ることに伴い、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 

【主な改正の内容】 

（個人市民税） 

・未婚のひとり親に対する税制上の措置として、所得控除を見直し、ひとり

親控除を創設するほか、所得控除の見直しに伴い、人的非課税措置を見直すも

の 

・低未利用地等の活用促進のための譲渡所得に対する特別控除を設けようとす

るもの 

（法人市民税） 

・国税における法人の連結納税制度の見直しに伴い、規定を整備しようとする

もの 

（固定資産税） 

・わがまち特例制度として、5,000キロワット以上の水力発電設備及び浸水被

害軽減地区の指定を受けた土地に係る特例率を定めるもの 

（市たばこ税） 

・葉巻たばこの課税方式を重量比例課税方式から本数課税方式に改めるもの 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

議案第 ５７ 号 
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が、本年3月31日に公布され、順次施行され

ることに伴い、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 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

議案第 ５８ 号 
宝塚市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う社会経済情勢への影響を踏まえ、

特別職の職員の給料月額を、本年6月1日から来年3月31日までの間、市長につい

ては10％、副市長については7％、教育長及び各企業管理者については5％削減す

るため、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 

議案第 ５９ 号 
宝塚市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

新型コロナウイルス感染症から住民の生命及び健康を保護するために緊急に行

われる措置に係る作業に従事する職員に対し、国家公務員に準じて、現行の防疫

手当の特例としての防疫手当を支給するため、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 

議案第 ６０ 号 
所得税法等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 

所得税法等の一部を改正する法律の一部が施行され、租税特別措置法の

一部が改正されることに伴い、同法を引用して延滞金及び延納利息の利率

を定めている各条例について所要の整備を行うため、一括して改正しよう

とするもの 

総務部 

行政管理室 

総務課 



議案第 ６１ 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 

デジタル手続法が公布されたことに伴い、個人番号通知カードが本年5月25日

付けで廃止されることから、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 

市民交流部 

市民生活室 

窓口サービス課 

議案第 ６２ 号 
宝塚市国民健康保険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一部が施行され、租税特別措置法の一部

が改正されることに伴う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 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ６３ 号 
宝塚市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、市長の附属機関として、災害弔慰

金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議する審査委員会を設置する

ため、条例の一部を改正しようとするもの 

健康福祉部 

福祉推進室 

せいかつ支援課 

議案第 ６４ 号 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 
介護保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者に対する保険料軽減措置につい

て、軽減割合を拡充するため、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 ６５ 号 
宝塚市開発、都市計画等事務手数料条例の一部を改正する

条例の制定について 

租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、所要の整理を行うため、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 

市街地整備課 

議案第 ６６ 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 

宝塚市新ごみ処理施設整備基本計画を踏まえ、要求水準書の精査、入札参加資

格条件や落札者選定基準の設定、提案書等の審査による事業者の選定を担任事務

とする宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業者選定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 

環境部 

クリーンセンター 

施設建設課 

議案第 ６７ 号 
宝塚市消防団員等公務災害補償条例の全部を改正する条例

の制定について 

損害補償の種類等について、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める

政令に定める内容に準拠する形に変更するため、条例の全部を改正しようとする

もの 

消防本部 

総務課 

議案第 ６８ 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、土壌分析調査により掘

削範囲の一部に自然由来のふっ素などの特定有害物質が存在することが判明した

ため、建設発生土の処分地の変更等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 6億1,662万5,900円（3,943万7,200円の増額） 

都市安全部 

建設室 

道路建設課 

議案第 ６９ 号 財産（宝塚市防災情報システム機器一式）の取得について 

市役所内の災害対策各班の情報共有を効率化し、災害対策本部の意思決定を支

援する「防災情報システム」を導入しようとするもの 

取得金額 7,602万1千円 

相手方 アジア航測株式会社神戸支店 

都市安全部 

危機管理室 

総合防災課 



議案第 ７０ 号 損害賠償の額の決定について 

本年3月3日からの宝塚市立小学校、中学校及び養護学校の一斉臨時休校措置に

伴う学校給食休止により相手方に生じた損害について、契約上の義務違反を認

め、賠償するもので、その損害賠償の額を253万2千円と決定しようとするもの 

管理部 

管理室 

学校給食課 

議案第 ７１ 号 

～ 

議案第 ７３ 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、それぞれ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 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 

増田 充宏 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

議案第 ７５ 号 

宝塚市農業委員会の委員任命につき認定農業者等が委員の

過半数を占めることを要しない場合の同意を求めることに

ついて 

宝塚市農業委員会の委員任命につき、委員の少なくとも4分の1を認定農

業者等又はこれに準ずる者とするため、農業委員会等に関する法律及び

同法施行規則の規定により、議会の同意を求めるもの 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

議案第 ７６ 号 
宝塚市農業委員会の委員任命につき同意を求めることにつ

いて 

次の者を宝塚市農業委員会の委員に任命しようとするもの 

今里 淺一、上田 健、阪上 勝弥、阪上 秀一、篠木 秀夫、嶽 広行 

塚本 俊昭、中西 惠子、中西 瞳、林 五郎、平井 公雄、平塚 三郎 

山添 令子 

企画経営部 

政策室 

秘書課 



令和２年第３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 ７７ 号 令和２年度宝塚市一般会計補正予算（第４号） 

補正後の令和2年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 1,035億787万1千円（款項の区分の増減に伴う補正で、予算総額の増減はな

し） 

歳出予算 

 増額 新型コロナウイルス対策思いやり応援基金積立金    

  減額 市議会議員報酬、市議会政務活動費など 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第 ７８ 号 
宝塚市新型コロナウイルス対策思いやり応援基金条例の制

定について 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染症に対応する医療機関や影響を

受けた地域経済及び住民生活への支援などの必要性が増す中、市民や事業者、団

体の方々から、感染症対応への支援として寄附を希望される声が多数寄せられ、

市議会において基金創設についての決議がなされたことも踏まえ、感染症対応へ

の支援に特化した基金を創設するため、条例を制定しようとするもの 

企画経営部 

政策室 

政策推進課 

 



令和２年第３回市議会定例会議案一覧表（第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 ７９ 号 令和２年度宝塚市一般会計補正予算（第５号） 

補正後の令和２年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 1,039億8,819万1千円（4億8,032万円の増額） 

歳出予算の主なもの 

 新規 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 

 増額 文化振興事業 

    病院事業会計補助金 

    新型コロナウイルス感染症対策市内事業者支援事業 

    消防車両整備事業 

    災害対策事業 

スクールネット活用事業 

中央図書館管理運営事業 

歳入予算の主なもの 

 増額 国庫支出金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

          ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 

          公立学校情報機器整備費補助金 

          学校再開に伴う感染症対策･学習保障等支援事業補助金 

     県支出金  新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、 

商店街お買物券・ポイントシール事業補助金 

     寄附金   救急車整備に対する寄附金 

地方債補正 

変更 消防施設整備事業債 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第 ８０ 号 令和２年度宝塚市病院事業会計補正予算（第２号） 

補正後の令和２年度宝塚市病院事業会計予算 

業務の予定量の補正 

 主要な建設改良事業 固定資産購入 3億4,098万2千円(518万6千円増額） 

資本的収入及び支出の補正 

 資本的収入の予定額 補助金 518万6千円新規計上 

 資本的支出の予定額 建設改良費 5億6,698万2千円(518万6千円増額） 

 他会計からの補助金の補正 

 一般会計からの補助金 14億3,414万7千円(518万6千円増額） 

市立病院 

経営統括部 

 


