
令和２年第５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 ８５ 号 令和２年度宝塚市一般会計補正予算（第７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 

1,057億8,250万9千円（3億1,309万5千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業 

   障碍（がい）者（児）歯科診療事業 

   地域福祉推進事業 

   既設公園整備事業 

   園芸振興事業 

   教職員総務事業 

   就学補助事業 

   スクールサポーター事業 

   スクールネット活用事業 

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 地方交付税 普通交付税 

国庫支出金 個人番号カード交付事務費補助金 

      感染症予防事業費等国庫補助金 

      公立学校情報機器整備費補助金 

    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 

          新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金 

          スクール・サポート・スタッフ追加配置事業補助金 

          学習指導員配置事業費補助金 

    繰入金   財政調整基金とりくずし 

 減額 市債    臨時財政対策債 

繰越明許費 

 設定 第6次宝塚市総合計画策定事業ほか8件 

債務負担行為補正 

追加 一般市道新設改良事業ほか1件 

変更 内部基幹系システム更新事業 

地方債補正 

 増額 市立保育所整備事業債、街路整備事業債 

減額 臨時財政対策債 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 



議案第 ８６ 号 
令和２年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費補正予

算（第１号） 

補正後の令和2年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費の歳入歳出予算の

総額 

 1億785万4千円（65万4千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

新規計上 施設管理事業 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金 

歳入予算 

 追加 県支出金 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ８７ 号 
令和２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2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 

 229億7,587万8千円（2億6,747万8千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 償還事業 介護給付費国庫負担金返還金 

歳入予算の主なもの 

 増額 繰入金 介護給付費準備基金とりくずし 

健康福祉部 

安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第 ８８ 号 令和２年度宝塚市病院事業会計補正予算（第４号） 

補正後の令和2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 125億7,292万7千円(9億4,955万1千円減額） 

  病院事業費用の予定額 135億6,929万5千円(2億4,800万9千円増額） 

 資本的収入及び支出 

  資本的支出の予定額 19億6,491万5千円(2,644万円増額) 

 ・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、入院及び外来患者の

減少が今後も見込まれるため、医業収益の予定額を減額するとともに、

減額に伴う資金不足を補うため、特別減収対策企業債を発行しようとす

るもの 

 ・新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金の代理申請などの対応

に伴い、特別利益及び特別損失の予定額を増額しようとするもの 

市立病院 

経営統括部 

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

例の一部を改正する条例の制定について 

第6次総合計画の策定スケジュールの見直しに伴い、総合計画の策定時期を延

期したことに合わせて、総合計画審議会及び農業振興計画策定委員会の設置期間

を延長するため、条例の一部を改正しようとするもの 

企画経営部 

政策室 

政策推進課 

・ 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 



議案第 ９０ 号 宝塚市協働のまちづくり推進条例の制定について 

宝塚市協働のまちづくり促進委員会で検討を重ねるとともに、まちづくりに携

わる各種団体との意見交換も踏まえ、宝塚市まちづくり基本条例第3条の規定に

基づき、協働に関する原則を定めるとともに、市民の主体的なまちづくり活動及

び地域コミュニティの活動を促進するために必要な事項を定めることにより、市

民と市の協働のまちづくりを促進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を

構築することを目的として、新たに条例を制定しようとするもの 

市民交流部 

きずなづくり室 

市民協働推進課 

議案第 ９１ 号 

宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例及び宝塚市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

第10次地方分権一括法が令和2年6月10日に公布されたことに伴い、子ども・子

育て支援法の一部が改正されたことにより、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 

子ども未来部 

子ども育成室 

保育企画課・保育事業課 

議案第 ９２ 号 令和元年度宝塚市水道事業会計決算認定について 

令和元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) 46億6,717万4,314円 

 支出総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 55億2,793万5,375円 

  差し引き8億6,076万1,061円の赤字となり、消費税などに伴う経理処理をした

結果、当年度は、9億7,436万1,192円の純損失となった。 

資本的収支 

 収入総額 25億3,581万2,356円 

 支出総額 28億2,391万7,927円 

差し引き2億8,810万5,571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 ９３ 号 令和元年度宝塚市下水道事業会計決算認定について 

令和元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) 46億 778万5,399円 

 支出総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 41億8,149万3,884円 

差し引き4億2,629万1,515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、4億1,065万6,164円の純利益となった。 

資本的収支 

 収入総額 10億3,158万8,613円 

 支出総額 29億7,697万4,427円 

差し引き19億4,538万5,814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 令和元年度宝塚市病院事業会計決算認定について 

令和元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) 125億1,887万1,091円 

  支出総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 125億6,886万9,950円 

差し引き4,999万8,859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5,132万5,015円となった。 

資本的収支 

 収入総額  6億  734万9,000円 

 支出総額 15億8,115万4,119円 

差し引き9億7,380万5,119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 ９５ 号 
財産（災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車）の取得に

ついて 

中高層建物火災での消火や救助を迅速かつ的確に行うなど、消防活動体制の充

実強化を図るため、災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車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 2億6,389万円 

相手方 株式会社モリタ関西支店 

消防本部 

警防課 

議案第 ９６ 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 2,233万円 

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 ９７ 号 

～ 

議案第１２８号 

公の施設（宝塚市立中山台コミュニティセンター等）の指

定管理者の指定について 

令和3年(2021年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間において、下記の

とおり各施設の指定管理者を指定しようとするもの 

１ 宝塚市立中山台コミュニティセンター 中山台コミュニティ 

２ 宝塚市立地域利用施設 

 (１) 美座会館 美座会館管理運営委員会 

 (２) 光明会館 光明会館管理運営委員会 

 (３) 雲雀丘倶楽部 公の施設のよりよい管理運営をめざす市民の会・宝塚 

 (４) 南口会館 特定非営利活動法人シニアパワーを活かす会 

 (５) 御殿山会館 御殿山会館管理運営委員会 

 (６) 高松会館 高松町自治会 

 ３ 宝塚市立末成集会所 末成町自治会 

４ 宝塚市立共同利用施設 

 (１) 長尾南会館 丸橋自治会 

 (２) 安倉会館 安倉自治会 

 (３) 小浜会館 小浜自治会 

 (４) 福井会館 福井・亀井自治会 

 (５) 小林会館 小林会館運営委員会 

 (６) 鹿塩会館 鹿塩自治会 

 (７) 中筋会館 中筋会館運営委員会 

 (８) 高司会館 高司会館管理運営委員会 

 (９) 中山寺会館 中山寺自治会 

 (10) 美幸会館 美幸町自治会 

 (11) 山本台会館 山本台自治会 

 (12) 売布会館 売布小学校区まちづくり協議会 

 (13) 川面会館 川面会館管理委員会 

 (14) 松ガ丘会館 松ガ丘会館運営委員会 

 (15) 泉町会館 泉町会館運営委員会 

 (16) 旭町会館 旭町会館運営委員会 

 (17) 仁川会館 仁川会館運営委員会 

 (18) 伊孑志会館 伊孑志会館運営委員会 

 (19) 御所の前会館 御所の前町自治会 

 (20) 米谷会館 米谷会館運営委員会 

 (21) 亀井会館 福井・亀井自治会 

 (22) 安倉西会館 安倉西会館運営委員会 

 (23) 山本野里会館 宝塚市丸橋財産管理組合 

 (24) 山本会館 山本自治会 

市民交流部 

きずなづくり室 

市民協働推進課 



議案第１２９号 
公の施設（宝塚市総合福祉センター）の指定管理者の指定

について 

令和3年(2021年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間における宝塚市総

合福祉センターの指定管理者として、社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会を指定

しようとするもの 

健康福祉部 

安心ネットワーク推進室 

高齢福祉課 

議案第１３０号 
公の施設（宝塚市立大型児童センター及び宝塚市立老人福

祉センター）の指定管理者の指定について 

令和3年(2021年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間における宝塚市立

大型児童センター及び宝塚市立老人福祉センターの指定管理者として、社会福祉

法人宝塚市社会福祉協議会を指定しようとするもの 

健康福祉部 

安心ネットワーク推進室 

高齢福祉課 

・ 

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１３１号 
公の施設（宝塚市立西谷児童館及び宝塚市立地域利用施設

西谷会館）の指定管理者の指定について 

令和3年(2021年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間における宝塚市立

西谷児童館及び宝塚市立地域利用施設西谷会館の指定管理者として、特定非営利

活動法人宝塚ＮＩＳＩＴＡＮＩ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 

・ 

市民交流部 

きずなづくり室 

市民協働推進課 

議案第１３２号 
公の施設（宝塚市立国際・文化センター）の指定管理者の

指定について 

令和3年(2021年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間における宝塚市立

国際・文化センターの指定管理者として、特定非営利活動法人宝塚市国際交流協

会を指定しようとするもの 

産業文化部 

宝のまち創造室 

文化政策課 

議案第１３３号 
公の施設（宝塚市立農業振興施設）の指定管理者の指定に

ついて 

令和3年(2021年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間における宝塚市立

農業振興施設の指定管理者として、兵庫六甲農業協同組合を指定しようとするも

の 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

議案第１３４号 
公の施設（宝塚市立宝塚園芸振興センター）の指定管理者

の指定について 

令和3年(2021年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間における宝塚市立

宝塚園芸振興センターの指定管理者として、宝塚山本ガーデン・クリエイティブ

株式会社を指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１３５号 
公の施設（宝塚市立長谷牡丹園）の指定管理者の指定につ

いて 

令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間における宝塚市立

長谷牡丹園の指定管理者として、長谷牡丹園芸組合を指定しようとするもの 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

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として推薦しようとするもの 

福島 敬子 

企画経営部 

政策室 

秘書課 



令和２年第５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１３６号 令和元年度宝塚市一般会計歳入歳出決算認定について 

令和元年度宝塚市一般会計歳入歳出決算について、地方自治法第

233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会の認定に

付するもの 

歳入決算額 808億5,200万円余（前年度比 29億9,300万円余の増） 

歳出決算額 797億6,100万円余（前年度比 27億3,900万円余の増） 

歳入歳出差引残額 10億9,100万円余 

継続費逓次繰越額 2,300万円余 

繰越明許費繰越額 5億6,600万円余 

事故繰越し繰越額 33万円余 

実質収支額 5億円余の剰余 

健全化判断比率 概ね適正な水準 

実質公債費比率 3.6％（前年度より0.1ポイント改善） 

将来負担比率 22.6％（前年度より0.5ポイント悪化） 

地方債残高(特別会計との合算) 736億4,300万円余 

（前年度比 7億7,800万円余の増） 

積立金残高(特別会計との合算) 133億6,800万円余 

（前年度比 2億6,500万円余の増） 

経常収支比率 96.9％（前年度より1.1ポイント悪化） 

会計課 

議案第１３７号 
令和元年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費歳入歳出決算認

定について 

令和元年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費歳入歳出決算につい

て、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付け

て、議会の認定に付するもの 

歳入決算額 229億4,100万円余 

歳出決算額 224億7,600万円余 

歳入歳出差引残額 4億6,400万円余 

会計課 

議案第１３８号 
令和元年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費歳入歳出決

算認定について 

令和元年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費歳入歳出決算につ

いて、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付

けて、議会の認定に付するもの 

歳入決算額 9,900万円余 

歳出決算額 9,900万円余 

会計課 



議案第１３９号 
令和元年度宝塚市特別会計農業共済事業費歳入歳出決算認定に

ついて 

令和元年度宝塚市特別会計農業共済事業費歳入歳出決算について、

地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、

議会の認定に付するもの 

歳入決算額 7,500万円余 

歳出決算額 7,500万円余 

会計課 

議案第１４０号 
令和元年度宝塚市特別会計介護保険事業費歳入歳出決算認定に

ついて 

令和元年度宝塚市特別会計介護保険事業費歳入歳出決算について、

地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、

議会の認定に付するもの 

歳入決算額 204億1,400万円余 

歳出決算額 200億900万円余 

歳入歳出差引残額 4億500万円余 

会計課 

議案第１４１号 
令和元年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費歳入歳出決算

認定について 

令和元年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費歳入歳出決算につい

て、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付け

て、議会の認定に付するもの 

歳入決算額 43億2,800万円余 

歳出決算額 41億9,200万円余 

歳入歳出差引残額 1億3,500万円余 

会計課 

議案第１４２号 
令和元年度宝塚市特別会計平井財産区歳入歳出決算認定につい

て 

令和元年度宝塚市特別会計平井財産区歳入歳出決算について、地方

自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付するもの 

歳入決算額 4,420万円余 

歳出決算額 3,770万円余 

歳入歳出差引残額  640万円余 

会計課 

議案第１４３号 
令和元年度宝塚市特別会計山本財産区歳入歳出決算認定につい

て 

令和元年度宝塚市特別会計山本財産区歳入歳出決算について、地方

自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付するもの 

歳入決算額 1,390万円余 

歳出決算額 720万円余 

歳入歳出差引残額 660万円余 

会計課 



議案第１４４号 
令和元年度宝塚市特別会計中筋財産区歳入歳出決算認定につい

て 

令和元年度宝塚市特別会計中筋財産区歳入歳出決算について、地方

自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付するもの 

歳入決算額 280万円余 

歳出決算額 30万円余 

歳入歳出差引残額 240万円余 

会計課 

議案第１４５号 
令和元年度宝塚市特別会計中山寺財産区歳入歳出決算認定につ

いて 

令和元年度宝塚市特別会計中山寺財産区歳入歳出決算について、地

方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議

会の認定に付するもの 

歳入決算額 950万円余 

歳出決算額 720万円余 

歳入歳出差引残額 220万円余 

会計課 

議案第１４６号 
令和元年度宝塚市特別会計米谷財産区歳入歳出決算認定につい

て 

令和元年度宝塚市特別会計米谷財産区歳入歳出決算について、地方

自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付するもの 

歳入決算額 2,610万円余 

歳出決算額 1,880万円余 

歳入歳出差引残額 730万円余 

会計課 

議案第１４７号 
令和元年度宝塚市特別会計川面財産区歳入歳出決算認定につい

て 

令和元年度宝塚市特別会計川面財産区歳入歳出決算について、地方

自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付するもの 

歳入決算額 6,060万円余 

歳出決算額 1,430万円余 

歳入歳出差引残額 4,620万円余 

繰越明許費繰越額 4,400万円余 

会計課 

議案第１４８号 
令和元年度宝塚市特別会計小浜財産区歳入歳出決算認定につい

て 

令和元年度宝塚市特別会計小浜財産区歳入歳出決算について、地方

自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付するもの 

歳入決算額 850万円余 

歳出決算額 130万円余 

歳入歳出差引残額 710万円余 

会計課 



議案第１４９号 
令和元年度宝塚市特別会計鹿塩財産区歳入歳出決算認定につい

て 

令和元年度宝塚市特別会計鹿塩財産区歳入歳出決算について、地方

自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付するもの 

歳入決算額 150万円余 

歳出決算額 60万円余 

歳入歳出差引残額 90万円余 

会計課 

議案第１５０号 
令和元年度宝塚市特別会計鹿塩・東蔵人財産区歳入歳出決算認

定について 

令和元年度宝塚市特別会計鹿塩・東蔵人財産区歳入歳出決算につい

て、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付け

て、議会の認定に付するもの 

歳入決算額 90万円余 

歳出決算額 30万円余 

歳入歳出差引残額 60万円余 

会計課 

議案第１５１号 
令和元年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費歳入歳出決算認

定について 

令和元年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費歳入歳出決算につい

て、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付け

て、議会の認定に付するもの 

歳入決算額 1億9,400万円余 

歳出決算額 1億9,400万円余 

会計課 

 

 


