
令和２年第６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１５２号 令和２年度宝塚市一般会計補正予算（第８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 

 1,064億4,313万6千円（6億6,370万7千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 バス交通対策事業、基金管理事業、社会保障・税番号制度個人番号カ

ード交付事業、救急医療対策事業、病院事業会計補助金、公園維持管

理事業 

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 国庫支出金 個人番号カード交付事務費補助金 

   寄附金  一般寄附金 

繰越金  前年度からの繰越金 

    市債 公園整備事業債 

 減額 繰入金 財政調整基金とりくずし 

繰越明許費補正 

 追加 新庁舎・ひろば整備事業ほか6件 

債務負担行為補正 

追加 コールセンター業務委託料ほか10件 

変更 緑のリサイクル事業委託料 

地方債補正 

 追加 人権文化センター施設整備事業債 

増額 新庁舎・ひろば整備事業債、河川整備事業債、公園整備事業債 

減額 児童福祉施設整備事業債、老人福祉施設整備事業債、市営住宅整備事

業債 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第１５３号 
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２号） 

補正後の令和2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 

 225億7,658万3千円（4億5,560万3千円の増額） 

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 

   償還事業 県交付金等返還金 

歳入予算の主なもの 

増額 繰越金 前年度からの繰越金 

減額 繰入金 職員給与費等繰入金 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 



議案第１５４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２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 

 1億777万5千円（7万9千円の減額） 

歳出予算の主なもの 

減額 人件費 

増額 施設管理事業 施設修繕料 

歳入予算の主なもの 

 減額 繰入金一般会計からの繰入金 

 増額 県支出金 医療機関等感染拡大防止等支援事業補助金 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第１５５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２

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 

 233億7,615万1千円（4億27万3千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 一般管理事業 介護保険システム運用保守委託料 

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 介護保険保険者努力支援交付金 

繰越金 前年度からの繰越金 

減額 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１５６号 
令和２年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費補正予算

（第１号） 

補正後の令和2年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費の歳入歳出予算の総

額 

 45億7,724万4千円（1億3,384万4千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 後期高齢者医療広域連合納付金 保険料等負担金 

減額 人件費 

歳入予算の主なもの 

 増額 繰越金 前年度からの繰越金 

 減額 繰入金 職員給与費等繰入金 

市民交流部 

市民生活室 

医療助成課 

議案第１５７号 令和２年度宝塚市特別会計川面財産区補正予算（第１号） 

補正後の令和2年度宝塚市特別会計川面財産区の歳入歳出予算の総額 

 1,501万3千円（1,200万円の増額） 

歳出予算 

増額 区有金繰出金 

歳入予算 

 増額 諸収入 水利組合負担金 

総務部 

行政管理室 

管財課 



議案第１５８号 令和２年度宝塚市特別会計鹿塩財産区補正予算（第１号） 

補正後の令和2年度宝塚市特別会計鹿塩財産区の歳入歳出予算の総額 

 3,311万3千円（増減なし） 

歳出予算 

増額 区有金繰出金 

 減額 弁天池浚渫工事費 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第１５９号 令和２年度宝塚市病院事業会計補正予算（第５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 127億8,074万6千円(2億781万9千円増額） 

  病院事業費用の予定額 135億8,173万4千円(1,243万9千円増額） 

 資本的収入及び支出 

  資本的収入の予定額 12億8,162万4千円(4,074万4千円増額) 

  資本的支出の予定額 20億1,269万8千円(4,778万3千円増額) 

市立病院 

経営統括部 

議案第１６０号 宝塚市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 公益財団法人兵庫県健康財団が設置するひょうご新型コロナウイルス対策支援

基金に対する寄附金について、寄附金税額控除を適用するため、条例の一部を改

正しようとするもの 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

議案第１６１号 
宝塚市立子ども発達支援センター条例の一部を改正する条

例の制定について 

 子ども発達支援センターにおいて、市民ニーズ及び現状に合致した、よりよい

療育を目指し、児童発達支援事業を実施することを目的として、来年度から、福

祉型児童発達支援センターのやまびこ学園、医療型児童発達支援センターのすみ

れ園、児童発達支援事業のあそびっこ広場の3通園事業を再編し、福祉型児童発

達支援センターとして一本化するとともに、併設の診療所事業を単独事業とする

ため、条例の一部を改正しようとするもの 

子ども未来部 

子ども家庭室 

子ども発達支援センター 

議案第１６２号 
宝塚市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

従前から、外科医師による診療を行っていた乳がん治療について、本年4月に

乳腺専門医を新たに配置したことに伴い、更なる患者獲得に向け、市立病院にお

ける乳がん治療の取組を積極的に周知していくことを目的として、新たに乳腺外

科を標榜するため、条例の一部を改正しようとするもの 

市立病院 

経営統括部 

議案第１６３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山本南第６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１６４号 
宝塚市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する

条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正されたことに伴い、省令に規

定する急速充電設備に関する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 

予防課 



議案第１６５号 財産（宝塚市ＧＩＧＡ用タブレット機器）の取得について 

 国が提唱するＧＩＧＡスクール構想を実現するため、教職員用のＧＩＧＡ用タ

ブレット機器540台その他附属品一式を購入しようとするもの 

取得金額 3,432万円 

 相手方 Sky株式会社 

学校教育部 

教育支援室 

教育研究課 

議案第１６６号 財産（高機能消防指令システム）の取得について 

 宝塚市、川西市及び猪名川町消防通信指令事務協議会の消防指令業務に用いる

高機能消防指令システム一式を老朽化に伴い更新整備し、宝塚市・川西市・猪名

川町消防指令センターの外、宝塚市、川西市及び猪名川町消防本部に配置しよう

とするもの 

 取得金額 13億1,890万円 

 相手方 日本電気株式会社神戸支社 

消防本部 

情報管制課 

議案第１６７号 

～ 

議案第１６９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１７０号 

・ 

議案第１７１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伴い、既認定道路の終点を変更しようとする

もの 

都市安全部 

建設室 

道路管理課 

 



令和２年第６回市議会定例会議案一覧表（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１７２号 令和２年度宝塚市一般会計補正予算（第９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 

1,064億185万3千円（4,128万3千円の減額） 

歳出予算 本年度の人事院勧告に準じた給与改定に伴い、人件費を減額しよう

とするもの 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第１７３号 
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３号） 

補正後の令和2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

225億7,622万1千円（36万2千円の減額） 

歳出予算 本年度の人事院勧告に準じた給与改定に伴い、人件費を減額しよう

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１７４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３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 

1億761万円（16万5千円の減額） 

歳出予算 本年度の人事院勧告に準じた給与改定に伴い、人件費を減額しよう

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１７５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３

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 

233億7,573万1千円（42万円の減額） 

歳出予算 本年度の人事院勧告に準じた給与改定に伴い、人件費を減額しよう

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１７６号 
令和２年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費補正予算

（第２号） 

 補正後の令和2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 

45億7,713万2千円（11万2千円の減額） 

歳出予算 本年度の人事院勧告に準じた給与改定に伴い、人件費を減額しよう

とするもの 

市民交流部 

市民生活室 

医療助成課 

議案第１７７号 
宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

 特別職の職員の給与に関する法律の改正に準じて、市議会議員の本年12月期の

期末手当を引き下げるとともに、来年度以降は、引下げ分を6月期と12月期に振

り分けて支給するため、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１７８号 
宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 特別職の職員の給与に関する法律の改正に準じて、特別職の職員の本年12月期

の期末手当を引き下げるとともに、来年度以降は、引下げ分を6月期と12月期に

振り分けて支給するため、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１７９号 
宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 本年10月の人事院勧告に準じて、本年12月期の一般職の職員の期末手当を引き

下げるとともに、来年度以降は、引下げ分を6月期と12月期に振り分けて支給す

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 

 



令和２年第６回市議会定例会議案一覧表（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１８０号 
財産（学校給食用食器具（ＰＥＮ樹脂食器））の取得につ

いて 

 市立小学校、中学校及び特別支援学校において、安全安心な学校給食を提供す

るため、学校給食用食器具として、ＰＥＮ樹脂食器2万660セットを購入しようと

するもの 

取得金額 5,657万3,286円 

 相手方 協和技研メンテナンス株式会社 

管理部 

管理室 

学校給食課 

 



令和２年第６回市議会定例会議案一覧表（４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１８１号 令和２年度宝塚市一般会計補正予算（第１０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 

1,064億7,084万9千円（6,899万6千円の増額） 

歳出予算 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業を増額するもの 

歳入予算 国庫支出金において、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助

金などを増額するもの 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

 

 


