
令和３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 

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（令和２年

度宝塚市一般会計補正予算（第１１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 

1,065億7,961万9千円（1億877万円の増額） 

補正予算の内容 

増額 新型コロナウイルスワクチン接種事業 医療従事者個別接種委託料等 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

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（令和２年

度宝塚市一般会計補正予算（第１２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 

1,066億4,141万9千円（6,180万円の増額） 

補正予算の内容 

 増額 新型コロナウイルス感染症対策市内事業者支援事業 新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止協力金事業委託料 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第 １ 号 令和３年度宝塚市一般会計予算 

 令和3年度宝塚市一般会計予算の総額を、歳入歳出それぞれ815億1,000

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３年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費予算 

令和3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218億3,810万円とするもの 

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３年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費予算 
令和3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1億1,700万円とするもの 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ４ 号 令和３年度宝塚市特別会計介護保険事業費予算 

令和3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218

億9,690万円とするもの 

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３年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費予算 

令和3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45億1,940万円とするもの 

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３年度宝塚市特別会計平井財産区予算 
令和3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3,023万

9千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 



議案第 ７ 号 令和３年度宝塚市特別会計山本財産区予算 
令和3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504万円

とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 ８ 号 令和３年度宝塚市特別会計中筋財産区予算 
令和3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176万4

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３年度宝塚市特別会計中山寺財産区予算 
令和3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555万

円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １０ 号 令和３年度宝塚市特別会計米谷財産区予算 
令和3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2,558万

6千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １１ 号 令和３年度宝塚市特別会計川面財産区予算 
 令和3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2,243万

9千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １２ 号 令和３年度宝塚市特別会計小浜財産区予算 
令和3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1,016万

5千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １３ 号 令和３年度宝塚市特別会計鹿塩財産区予算 
令和3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601万9

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３年度宝塚市特別会計鹿塩・東蔵人財産区予算 
令和3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37万2千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １５ 号 令和３年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費予算 
令和3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1億9,762万4千円とするもの 

環境部 

環境室 

生活環境課 



議案第 １６ 号 令和３年度宝塚市水道事業会計予算 

令和3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3年度予算の概要 

業務の予定量    給水人口 23万5,014人 

年間総配水量 2,458万3,526㎥ 

一日平均配水量 6万7,352㎥ 

主な建設改良事業  管路更新事業 9億2,000万円 

基幹施設耐震化事業 3億6,800万円 

収益的収入及び支出 事業収益 48億4,462万円 

事業費用 54億6,826万円 

収支差引 6億2,364万円の赤字 

 資本的収入及び支出 資本的収入 17億5,144万5千円 

資本的支出 31億6,220万9千円 

収支差引 14億1,076万4千円の不足 

損益勘定留保資金などで補てん 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 

議案第 １７ 号 令和３年度宝塚市下水道事業会計予算 

令和3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3年度予算の概要 

業務の予定量    年度末水洗化人口 22万9,183人 

年間総処理水量 2,732万6,614㎥ 

一日平均処理水量 7万4,867㎥ 

主な建設改良事業  公共下水道雨水整備事業 1億4,875万円 

公共下水道汚水整備事業 4億2,395万円 

 収益的収入及び支出 事業収益 43億4,981万5千円 

事業費用 43億9,185万6千円 

収支差引 4,204万1千円の赤字 

 資本的収入及び支出 資本的収入 15億7,116万5千円 

資本的支出 32億6,575万7千円 

収支差引 16億9,459万2千円 

損益勘定留保資金などで補てん 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 



議案第 １８ 号 令和３年度宝塚市病院事業会計予算 

令和3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3年度予算の概要 

外来患者数 延べ21万9,600人 

 1日当たり900人 

  入院患者数 延べ12万4,100人 

1日当たり340人 

  収益的収支 収入総額 133億5,200万円 

支出総額 133億5,026万2千円 

収支差引 173万8千円の黒字 

  資本的収支 収入総額  9億9,525万8千円 

支出総額 17億9,219万7千円 

収支差引 7億9,693万9千円の不足 

損益勘定留保資金などで補てん 

市立病院 

経営統括部 



議案第 １９ 号 令和２年度宝塚市一般会計補正予算（第１３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 

1,070億9,527万7千円（4億5,385万8千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 新庁舎・ひろば整備事業、病院事業会計補助金、新型コロナウイルス

ワクチン接種事業、県施行都市計画道路等整備負担金事業、荒神川都

市基盤河川改修事業、小学校・中学校施設整備事業、スポーツ施設管

理運営事業 

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 市税 市民税 

国庫支出金 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助

金、学校施設環境改善交付金 

市債 減収補てん債、新庁舎・ひろば整備事業債、街路整備事業債、

小学校・中学校施設整備事業債 

減額 地方消費税交付金、社会保障財源交付金、財政調整基金とりくずし 

継続費補正 

変更 財産管理事業 

繰越明許費補正 

追加 鉄道関連施設豪雨対策補助事業ほか21件 

変更 新庁舎・ひろば整備事業ほか4件 

地方債補正 

追加 スポーツ施設等整備事業債など 

廃止 街路灯整備事業債 

増額 新庁舎・ひろば整備事業債など 

減額 人権文化センター施設整備事業債など 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第 ２０ 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４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 

 226億4,511万1千円（6,889万円の増額） 

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 ２１ 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４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 

 1億1,011万円（250万円の増額） 

歳出予算 

増額 医業 医薬材料費 

歳入予算の主なもの 

増額 診療収入 診療報酬（医科分） 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ２２ 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４

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 

 233億4,668万2千円（2,904万9千円の減額） 

歳出予算の主なもの 

減額 介護認定事業 認定調査委託料 

歳入予算の主なもの 

減額 繰入金 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 ２３ 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３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 

 45億6,980万3千円（732万9千円の減額） 

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 繰入金 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 ２４ 号 
令和２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2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 

 2億421万9千円（1,518万1千円の減額） 

歳出予算の主なもの 

減額 長尾山霊園管理事業 返還墓地還付金 

歳入予算の主なもの 

減額 繰入金 一般会計繰入金 

環境部 

環境室 

生活環境課 

議案第 ２５ 号 令和２年度宝塚市下水道事業会計補正予算（第２号） 

流域下水道維持管理費負担金の増額により、令和2年度宝塚市下水道事業会計

補正予算(第1号)について、第1款 下水道事業費用の既決予算額、42億8,983万2千

円を6,000万円増額し、43億4,983万2千円にしようとするもの 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 



議案第 ２６ 号 令和２年度宝塚市病院事業会計補正予算（第６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 129億8,820万3千円(2億745万7千円増額） 

  病院事業費用の予定額 135億8,919万1千円(745万7千円増額） 

 資本的収入及び支出 

  資本的収入の予定額 12億7,779万6千円(382万8千円減額) 

  資本的支出の予定額 20億887万円(382万8千円減額) 

 ・新型コロナウイルス感染症の対応をした医療従事者への防疫手当特例分の

支給に要する費用に対する補助金を増額しようとするもの 

・新型コロナウイルス感染症関連対応における患者減少による減収分の追加

補填として特別利益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 ２７ 号 宝塚市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について 

 広報課が、市の政策立案や予算編成の段階から関与し、市の強みにつながる施

策に関する情報を早い時期から把握し、各施策や事業を俯瞰的に見ることで、よ

り効果的なシティプロモーションにつなげていくことを目的として、広報に関す

る所管を市民交流部から企画経営部に移管するため、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 ２８ 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 

昨年12月25日に提出されました、宝塚市特別職報酬等審議会の答申に基づき、

本年5月1日から、議長、副議長及び議員の報酬月額を、それぞれ1.3%引き下げる

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 ２９ 号 
宝塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市特別職報酬等審議会の答申に準じて、本年4月1日から、介護認定審査会

委員及び障害支援区分認定審査会委員を除く職員の報酬を、一律1.3％引き下げ

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 ３０ 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 

宝塚市特別職報酬等審議会の答申に基づき、特別職の職員の給料月額を1.3％

引き下げた上で、引下げ後の1期当たりの総収入額を上回らないよう、地域手当

を給料月額に集約しようとするもの 

また、この改定に準じて、上下水道事業管理者及び病院事業管理者も同様の措

置を行うため、該当する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 ３１ 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 

日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬について、昨年4月か

らの会計年度任用職員制度導入に当たり、本年度は経過措置期間として、昨年度

までの報酬制度を適用してきたが、経過措置期間を延長し、来年度も現行制度を

適用するため、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 ３２ 号 
押印の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて 

新型コロナウイルスの感染防止への対応が求められる中、本市において

も、書面への押印は、廃止することを原則として見直しを進めることとし

ており、その一環として、押印の手続に関する所要の整備を行うため、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 ３３ 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 

所得税法等の一部改正に伴う対象者に係る所得要件の判定に関わる所要の整備

と、訪問看護療養費に対する助成制度の拡充を行うことを目的として、県が定め

る福祉医療費助成事業実施要綱が改正さ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 ３４ 号 
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 

介護保険法に基づく各種サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準な

どを定める厚生労働省令の改正に伴い、同省令に基づきこれらの基準などを定め

ている各条例について、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 

健康福祉部 
安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第 ３５ 号 

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 

健康福祉部 
安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第 ３６ 号 

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 

健康福祉部 
安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第 ３７ 号 

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 

健康福祉部 
安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第 ３８ 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 

第8期宝塚市介護保険事業計画で見込んだサービス給付費などに基づき、来年

度から令和5年度までの第1号被保険者に係る介護保険料率を定めるとともに、法

令改正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 

健康福祉部 
安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第 ３９ 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

ネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定申請の対象が拡大されたことに合わ

せて、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 

都市整備部 

都市整備室 

建築指導課 

議案第 ４０ 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手台東３丁目さ

くらの丘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 ４１ 号 
工事請負契約（土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）対策工

事（その１））の締結について 

市内中山台1丁目地内において、土砂災害特別警戒区域の対策工事を実施する

ため、工事請負契約を締結しようとするもの 

請負金額 2億1,626万円 

請負業者 宇都宮建設株式会社 

都市安全部 

生活安全室 

公園河川課 

議案第 ４２ 号 
工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（その

２））の締結について 

市内千種1丁目外地内において、都市計画道路荒地西山線の掘割区間の鉄筋コ

ンクリート製場所打擁壁を整備するため、工事請負契約を締結しようとするもの 

請負金額 3億5,871万円 

請負業者 金山建設工業株式会社 

都市安全部 

建設室 

道路建設課 

議案第 ４３ 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、建設発生土の処分費が安

価な処分地へ変更する一方で、函渠工において新たにひび割れ誘発目地の設置が

必要となったことなどから各費用に増減が生じたため、契約金額を802万1,200円

減額し、6億860万4,700円に変更しようとするもの 

都市安全部 

建設室 

道路建設課 

議案第 ４４ 号 訴えの提起について 
市営住宅などの明渡し及び滞納家賃などの支払いを請求するため、訴えの提起

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 ４５ 号 損害賠償の額の決定について 

市道において発生した自動車損傷事故について、市道の管理上の瑕疵を認め、

相手方に生じた損害を賠償するもので、その損害賠償の額を75万2,400円と決定

しようとするもの 

都市安全部 

建設室 

道路管理課 

議案第 ４６ 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 

市川町外三ケ市町共有財産事務組合の加入、及び西脇多可行政事務組合との事

務統合による北播磨清掃事務組合の解散に伴い、兵庫県市町村職員退職手当組合

規約の一部を変更するため、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を求めるも

の 

総務部 

人事室 

給与労務課 

議案第 ４７ 号 市道路線の認定及び認定変更について 
都市計画法に基づく土地の帰属により市道路線を新規に認定するとともに、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 

議案第 ４８ 号 市道路線の認定変更について 
現状、道路として供用されていない区域を含む既認定路線について、その一部

を廃止し、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 

議案第 ４９ 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 

春名 一典 

企画経営部 

政策室 

秘書課 



議案第 ５０ 号 
宝塚市教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

次の者を宝塚市教育委員会委員に任命しようとするもの 

松浦 一枝 

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 

髙井 美智子  

企画経営部 

政策室 

秘書課 

 



令和３年第１回市議会定例会議案一覧表（追加送付分） 

議案番号 議 案 名 提 案 理 由 説 明 等 担当部課名 

議案第 ５１ 号 令和３年度宝塚市一般会計補正予算（第１号） 

補正後の令和3年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

815億7,921万6千円（6,921万6千円の増額） 

歳出予算 

増額 新型コロナウイルス感染症対策市内事業者支援事業  

歳入予算 

 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（単

独） 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

 



令和３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 ５２ 号 令和２年度宝塚市病院事業会計補正予算（第７号） 

補正後の令和2年度宝塚市病院事業会計予算 

 資本的収入及び支出 

  資本的収入の予定額 13億4,929万6千円(7,150万増額) 

  資本的支出の予定額 20億8,037万円(7,150万増額) 

 ・県の新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業補助金を活用

し、ＣＴ撮影装置及び生体情報モニターを購入しようとするもの 

市立病院 

経営統括部 

議案第 ５３ 号 和解することについて 

市立小学校在籍児童の登校時に発生した事案に関して、伊丹簡易裁判所での調

停における相手方との協議により、本市の対応などについて和解しようとするも

の 

学校教育部 

学校教育室 

学校教育課 

 

 


