
令和３年第２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 ３ 号 
専決処分した事件の承認を求めることについて（令和３

年度宝塚市一般会計補正予算（第２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 

817億8,988万5千円（2億1,066万9千円の増額） 

予算の内容 

 計上 県議会議員選挙事業 会計年度任用職員報酬等 

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 ひとり親世帯臨時特別給付金 

等 

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 

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（令和３

年度宝塚市一般会計補正予算（第３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 

817億9,730万5千円（742万円の増額） 

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 

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（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、市税条例及び都市計画税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】 

・個人市民税における住宅ローン控除の特例の延長 

・固定資産税・都市計画税における土地の負担調整措置の継続や、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を鑑み、令和３年度に限り、負担調整措置等で税額増と

なった場合に前年度の税額に据え置く措置 

・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減や種別割のグリーン化特例の延長等の

措置 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

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

都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について） 

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（損害賠

償の額の決定について） 

本年2月27日、市内大原野字大東7番地内のホース乾燥塔に、東消防署西谷出張

所の職員が干していた消防用ホースが強風にあおられ、相手方所有の普通乗用自

動車に接触し、自動車を損傷させたことにより、相手方に生じた損害を賠償する

もので、相手方からの早期賠償の要望に応じ、その損害賠償の額を100万円と決

定するため、同年4月30日に専決処分したもの 

消防本部 

総務課 



議案第５４号 令和３年度宝塚市一般会計補正予算（第４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 

817億3,096万9千円（6,633万6千円の減額） 

歳出予算の主なもの 

 減額 人件費 

歳入予算 

 減額 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５５号 令和３年度宝塚市一般会計補正予算（第５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 

842億3,226万3千円（25億129万4千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 新庁舎・ひろば整備事業、北部振興企画事業、男女共同参画施

策推進事業、民間放課後児童クラブ運営支援事業、私立保育

所誘致整備事業、がん等検診事業、再生可能エネルギー基金

活用事業、新事業創出総合支援事業、観光振興・宣伝事業、

学校教育指導事業、教育相談事業、宝塚自然の家利活用推進

事業など 

減額 委員等報酬など 

 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業費補助金、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、保育

所等整備交付金、社会資本整備総合交付金など 

     県支出金 商店街お買物券・ポイントシール事業補助金など 

     市債 新庁舎・ひろば整備事業債など 

  追加 市債 特別減収対策債など 

  減額 繰入金 財政調整基金とりくずし 

 債務負担行為補正 

  追加 新庁舎整備工事費ほか7件 

地方債補正 

  追加 街路灯整備事業債、教育総合センター整備事業債、特別減収

対策債 

  増額 新庁舎・ひろば整備事業債、道路橋りょう整備事業債、街路

整備事業債、公園整備事業債 

 減額 農業用施設ため池整備事業債、河川整備事業債 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 



議案第５６号 
令和３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） 

補正後の令和3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 

218億3,779万6千円（30万4千円の減額） 

歳出予算 

 減額 人件費 

歳入予算 

 減額 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５７号 
令和３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3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 

218億4,032万1千円（252万5千円の増額） 

歳出予算 

 増額 特定健診未受診者対策事業委託料及び特定保健指導訪問指導等

事業委託料 

 減額 国保運営協議会委員報酬 

歳入予算 

 増額 特別調整交付金分 

 減額 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５８号 
令和３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3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 

1億1,819万4千円（119万4千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

 増額 施設修繕料など 

 減額 会計年度任用職員報酬 

歳入予算 

 増額 医療提供体制確保支援補助金及び損害賠償金 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第５９号 
令和３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3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 

218億9,662万円（28万円の減額） 

歳出予算 

 減額 人件費 

歳入予算 

 減額 職員給与費等繰入金 

健康福祉部 

安心ネットワーク推進室 

介護保険課 



議案第６０号 
令和３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3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 

218億9,661万8千円（2千円の減額） 

歳出予算 

 減額 介護保険運営協議会委員報酬 

歳入予算 

 減額 その他一般会計繰入金 

健康福祉部 

安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第６１号 
令和３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3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 

2億638万9千円（876万5千円の増額） 

歳出予算 

 増額 樹木葬式墓所測量設計業務委託料 

歳入予算の主なもの 

 増額 墓苑整備事業債 

地方債 墓苑整備事業債 

環境部 

環境室 

生活環境課 

議案第６２号 令和３年度宝塚市水道事業会計補正予算（第１号） 

補正後の令和3年度宝塚市水道事業会計予算 

収益的収入 

  水道事業収益の予定額 51億3,897万2千円(2億9,435万2千円増額） 

 ・旧上下水道局庁舎用地の一部を売却することによる売却益を特別利益とし

て増額しようとするもの 

 資本的収入及び支出 

  資本的収入の予定額  22億2,434万4千円(4億7,289万9千円増額) 

  資本的支出の予定額  34億770万1千円(2億4,549万2千円増額) 

 ・資本的収入において、新庁舎建設事業に伴う企業債、固定資産売却

代金及び国庫補助金の予定額を増額するとともに、資本的支出におい

て、新庁舎建設工事費の予定額を増額しようとするもの 

 債務負担行為 

  計上 新庁舎建設事業（令和4年度） 6億6,373万5千円 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 

議案第６３号 令和３年度宝塚市病院事業会計補正予算（第１号） 

補正後の令和3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 134億1,046万3千円(5,846万3千円増額） 

  病院事業費用の予定額 134億872万5千円(5,846万3千円増額） 

 ・収益的収入において、給与費及び経費の増額に係る一般会計からの補

助金を計上するとともに、収益的支出において、新型コロナウイルス感染症

患者などに対応した医療従事者への防疫手当の支給に係る給与費、及び帰国

者・接触者外来の運営に係る経費を増額しようとするもの 

市立病院 

経営統括部 



議案第６４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、条例の一部を改正しようとするもの 

【主な改正内容】 

・個人住民税の非課税限度額の判定に用いる扶養親族の範囲の見直し 

・個人住民税におけるセルフメディケーション税制の延長 

・固定資産税におけるわがまち特例の新設等の措置が講じられたことに伴う規

定の整備 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

議案第６５号 
職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

次世代育成支援の観点から、子を養育する職員の働きやすい職場環境整備を行

うことを目的として、子の看護休暇の対象となる児童の範囲を中学校就学の始期

に達するまでに拡大するため、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６６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 
職員の事務負担を軽減し、事務効率の改善に寄与できるようなＤＸなど行財政

経営基盤の強化につながる取組を進めるため、特別職及び一般職のうち管理職の

職員の給与を減額しようとするもの 

総務部 

人事室 

給与労務課 

議案第６７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 

総務部 

人事室 

給与労務課 

議案第６８号 
宝塚市職員の特殊勤務手当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定義などについて、条例で引用する法令が改正さ

れたことに伴い、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 

総務部 

人事室 

給与労務課 

ほか２課 

議案第６９号 宝塚市子ども条例の一部を改正する条例の制定について 

平成28年の児童福祉法の一部改正により、子ども家庭総合支援拠点の整備が市

町村の努力義務とされたことを受け、拠点設置の根拠と、共通システムを利用し

た相談内容や世帯の支援に必要な個人情報を共有するための根拠を新たに整備す

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 

子ども政策課 

議案第７０号 
宝塚市立地域児童育成会条例の一部を改正する条例の制

定について 

中山桜台小学校地域児童育成会を旧中山桜台幼稚園跡地に整備する専用

棟へ移転することに伴い、その所在地を変更するとともに、国の示す適

正規模に対応するため分割してきた地域児童育成会を、平成27年度以

降、分割設置せずに適正規模を確保できるようになった現行の運用に適

合させるため、条例の一部を改正しようとするもの 

子ども未来部 

子ども育成室 

青少年課 



議案第７１号 
宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例の一部を改正する条

例の制定について 

平成28年7月に策定した宝塚市立幼稚園の適正規模及び適正配置に関する基本

方針、及び平成29年6月に策定した宝塚市立幼稚園の統廃合計画に基づき、来年

度末をもって宝塚市立長尾南幼稚園を廃園するため、条例の一部を改正しようと

するもの 

管理部 

管理室 

学事課 

議案第７２号 
工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（そ

の２））の変更について 

現在契約している場所打ち擁壁4ブロック、延長57mの施工と同等の規格である

擁壁1ブロック、延長15mを構造物の品質確保の観点から追加するため、契約金額

を7,218万2,000円増額し、4億3,089万2,000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７３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 

埋戻しに適さない転石の撤去処分や、次期工事以降の施工を考慮し埋戻し端部

の土留めを追加するなどで増工する一方、現地状況を踏まえた数量精査により変

更が必要となったことから、各費用に増減が生じたため、契約金額を17万8,200

円減額し、6億842万6,500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７４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より既認定道路の起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７５号 第６次宝塚市総合計画の基本構想を定めることについて 
第6次宝塚市総合計画の基本構想を定めるため、宝塚市議会の議決すべき事件

を定める条例の規定により、議会の議決を求めるもの 

企画経営部 

政策室 

政策推進課 

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 

森﨑 英二 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

諮問第 ３ 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 

阪上 健治 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

 



令和３年第２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７６号 
宝塚市監査委員の選任につき同意を求めることにつ

いて 

次の者を宝塚市監査委員に選任しようとするもの 

 梶川 美佐男 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

  



令和３年第２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７７号 令和３年度宝塚市一般会計補正予算（第６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 

844億5,135万6千円（2億1,909万3千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

 増額 子育て世帯臨時特別給付金 

歳入予算の主なもの 

 新規計上 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第７８号 
宝塚市個人番号の利用等に関する条例等の一部を改

正する条例の制定について 

本年5月19日に、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係

法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、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 

・ 

市民交流部 

市民生活室 

窓口サービス課 

  



令和３年第２回市議会定例会議案一覧表（第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７９号 
宝塚市教育委員会教育長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教育長に任命しようとするもの 

五十嵐  孝 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

  



令和３年第２回市議会定例会議案一覧表（第５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８０号 令和３年度宝塚市一般会計補正予算（第６号） 

宝塚市一般会計の歳入歳出予算の補正額 

 3億1,402万円の増額 

歳出予算の主なもの 

  新規計上 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事

業 生活困窮者自立支援金など 

計上   新型コロナウイルスワクチン接種事業 高齢者接種を7月

末までに完了させるための経費 

 歳入予算 

  計上   国庫支出金 新型コロナウイルス感染症セーフティネッ

ト強化交付金及び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 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

  

 


