令和３年第３回市議会定例会議案一覧表
議案番号
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説

明

等

担当部課名

令和３年度宝塚市一般会計補正予算（第７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
852億2,054万7千円（3億8,883万5千円の増額）
歳出予算の主なもの
増額 財政事務事業、総合窓口化推進事業、社会保障・税番号制度個
人番号カード交付事業、地域介護拠点整備補助事業、子ども
家庭支援センター事業、就労支援事業、新型コロナウイルス
感染症対策観光事業者支援事業、教職員総務事業、奨学助成
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 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、地域介護・
福祉空間整備等施設整備交付金、新型コロナウ
イルス感染症対応地方創生臨時交付金
県支出金 地域介護拠点整備補助事業費補助金
諸収入 建物総合損害共済災害共済金
市債 臨時財政対策債
減額 繰入金 財政調整基金とりくずし
繰越明許費
設定 都市計画道路荒地西山線整備事業（小林工区）
債務負担行為補正
追加 データ基盤構築支援業務委託料ほか2件
地方債補正
増額 街路整備事業債、臨時財政対策債の限度額
減額 公園整備事業債、小学校施設整備事業債の限度額

企画経営部
行財政改革室
財政課

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
218億4,074万8千円（12万3千円の増額）
歳出予算
増額 一般管理事業、徴収事業、特定健康診査等事業
歳入予算
増額 特定健康診査等負担金、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 ８３ 号

議案第 ８４ 号

議案第 ８５ 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
224億2,898万3千円（5億3,208万5千円の増額）
歳出予算の主なもの
増額 償還事業
歳入予算の主なもの
増額 介護給付費準備基金とりくずし

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２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（増減なし）
歳入予算
増額 すみれ墓苑使用料、不動産売払収入、地役権設定収入
減額 霊園運営基金とりくずし

令和３年度宝塚市病院事業会計補正予算（第２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 134億2,761万 円(1,714万7千円増額）
病院事業費用の予定額 134億2,587万2千円(1,714万7千円増額）
・市立病院において発生した医療事故に係る和解金の支払及びこれに充てる保
険金の収入に伴い、医業外収益及び医業費用を、それぞれ714万7千円増額する
もの
・寄附金を受領して、職員などに慰労金を支払うため、医業外収益及び医業費
用を、それぞれ1,000万円増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

環境部
環境室
生活環境課

市立病院
経営統括部

資本的収入及び支出
資本的収入の予定額 10億4,460万2千円(4,934万4千円増額)
資本的支出の予定額 18億4,154万1千円(4,934万4千円増額)
・新型コロナウイルス感染症対策関連補助金として、資本的収入の予定額を
補助金において増額するとともに、資本的支出の予定額を建設改良費において
増額するもの

議案第 ８６ 号

公共施設等総合管理計画の推進に当たって各施設の情報を一元化し、総合的か
つ戦略的な施設保全の実施につなげていくとともに、施設の統廃合や再編、民間
活用などの取組と整合を図りながら進めていく必要があることから、施設の保全
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
計画を公共施設マネジメントと一体的に推進するため、施設の保全に関する事務
分掌を都市整備部から企画経営部に移管するよう、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 ８７ 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
令和3年度から令和5年度までにかけて取り組む行財政経営基盤の強化を目的と
る条例の制定について
して、特別職の職員の給与を減額するため、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 ８８ 号

来月1日から、県内の最低賃金が改定されることを踏まえて、日額又は時間額
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
で報酬を定める会計年度任用職員の報酬額が、改定後の最低賃金額を上回るよ
条例の制定について
う、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 ８９ 号

住民票の写しなどのコンビニ交付サービスにおいて取り扱う証明書について、
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
新たに課税証明書と戸籍の附票を追加するため、条例の一部を改正しようとする
ついて
もの

市民交流部
市民生活室
窓口サービス課
・
企画経営部
市税収納室
市民税課

議案第 ９０ 号

近年の不登校児童生徒の増加や低年齢化などを踏まえ、教育支援センター(小
宝塚市立教育総合センター条例の全部を改正する条例の制
学部)の充実のため、教育総合センターに第2分室を新設するほか、所要の整理を
定について
行うため、条例の全部を改正しようとするもの

学校教育部
教育支援室
教育支援課

議案第 ９１ 号

来年4月1日付けで、中山桜台小学校及び中山五月台小学校を廃校するととも
宝塚市立小学校及び中学校の設置及び管理条例の一部を改
に、新たに中山台小学校を開校するため、関係条例の一部を改正しようとするも
正する条例の制定について
の

管理部
管理室
学事課

議案第 ９２ 号

令和2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) 44億3,897万9,565円
支出総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 45億9,606万9,032円
差し引き1億5,708万9,467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、2億9,093万285円の純損失となった。
資本的収支
収入総額 19億1,100万9,225円
支出総額 25億1,822万 483円
差し引き6億721万1,258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。

令和２年度宝塚市水道事業会計決算認定について

上下水道局
経営管理部
経営企画課

令和２年度宝塚市下水道事業会計決算認定について

令和2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) 43億9,953万3,883円
支出総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 41億3,033万4,626円
差し引き2億6,919万9,257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、2億3,967万5,118円の純利益となった。
資本的収支
収入総額 10億4,451万3,906円
支出総額 31億1,244万2,099円
差し引き20億6,792万8,193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２年度宝塚市病院事業会計決算認定について

令和2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) 130億7,030万6,741円
支出総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 129億 914万7,900円
差し引き1億6,115万8,841円の黒字となり、消費税などに伴う経理処理をした
結果、当年度の純利益は1億6,006万4,608円となった。
資本的収支
収入総額 12億4,010万 187円
支出総額 19億 997万4,083円
差し引き 6 億 6,987 万 3,896 円の資金不足が生じたが、当年度分損益勘定留保
資金などで補てんした。

市立病院
経営統括部

議案第 ９５ 号

市内東洋町地内において、新庁舎の新築及び現市庁舎の改修工事などを実施す
工事請負契約（（仮称）宝塚市新庁舎新築工事）の締結に るため、工事請負契約を締結しようとするもの
ついて
請負金額 9億5,219万305円
請負業者 株式会社明和工務店

企画経営部
政策室
政策推進課

議案第 ９６ 号

市内小林2丁目地内において、一部の空調設備が故障しているほか、屋上の防
水シートの一部が剥離するなど、老朽化が進んでいる市立西公民館・西図書館に
工事請負契約（市立西公民館・西図書館空調設備外改修工 ついて、中央空調方式から個別空調方式への切替え並びに受変電設備及び屋上防
事）の締結について
水の改修工事などを実施するため、工事請負契約を締結しようとするもの
請負金額 2億1,450万円
請負業者 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社神戸営業所

社会教育部
生涯学習室
社会教育課

議案第 ９３ 号

議案第 ９７ 号

中山台1丁目地内において実施する急傾斜地対策に係る工事について、近接家
工事請負契約（土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）対策工 屋の安全性確保のための仮設防護柵の設置などについて工事内容の変更の必要が
事（その１））の変更について
生じたため、契約金額を2,055万3,500円増額し、2億3,681万3,500円に変更しよう
とするもの

都市安全部
生活安全室
公園河川課

議案第 ９８ 号

令和4年(2022年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間における宝塚市立
公の施設（宝塚市立男女共同参画センター）の指定管理者
男女共同参画センターの指定管理者として、特定非営利活動法人女性と子どもの
の指定について
エンパワメント関西を指定しようとするもの

総務部
人権平和室
人権男女共同参画課

議案第 ９９ 号

令和4年(2022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
公の施設（宝塚市立共同利用施設売布会館）の指定管理者
共同利用施設売布会館の指定管理者として、売布小学校区まちづくり協議会を指
の指定について
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１００号

令和4年(2022年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間における宝塚市立
公の施設（宝塚市立武田尾駅前駐車場及び宝塚市立宝塚駅
武田尾駅前駐車場及び宝塚市立宝塚駅前駐車場並びに宝塚市立自転車等駐車場の
前駐車場並びに宝塚市立自転車等駐車場）の指定管理者の
指定管理者として、ミディ総合管理・宝塚市シルバー人材センター共同事業体を
指定について
指定しようとするもの

都市安全部
生活安全室
防犯交通安全課

議案第１０１号

市道路線の認定及び認定変更について

議案第１０２号

玉瀬地区ほ場整備事業において整備された道路の管理引継により市道路線を新
規に認定するとともに、既認定道路の起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

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市道路線を新規に認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１０３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市道路線を新規に認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１０４号

市道路線の認定変更について

将来の道路改良計画がない区域を含む既認定路線について、その一部を廃止
し、起終点及び路線の名称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１０５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
木野 達夫

企画経営部
政策室
秘書課

諮問第 ４ 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
坂上 要一

企画経営部
政策室
秘書課

令和３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

議案第１０６号

議案第１０７号
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等

担当部課名

令和３年度宝塚市一般会計補正予算（第８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
859億1,652万6千円（6億9,597万9千円の増額）
歳出予算の主なもの
増額 バス交通対策事業、タクシー対策事業、新型コロナウイルス感染症
対策医療提供体制整備事業、新型コロナウイルスワクチン接種事
業、新型コロナウイルス感染症対策市内事業者支援事業、災害対策
事業
減額 財政調整基金積立金
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、
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
県支出金
時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣
事業補助金
繰入金
新型コロナウイルス対策思いやり応援基金とりくずし

企画経営部
行財政改革室
財政課

令和３年度宝塚市病院事業会計補正予算（第３号）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、病院内食堂及
び売店の使用料を減免して、事業者を支援するとともに、新型コロナウイルス
対策思いやり応援基金を活用し、PCR検査環境の改善を図るため、資本的収入
及び支出について、その予定額をそれぞれ118万円増額しようとするもの

市立病院
経営統括部

令和３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
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等

担当部課名

議案第１０８号

令和２年度宝塚市一般会計歳入歳出決算認定について

令和2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 1,055億9,100万円余（前年度比247億3,800万円余の増）
歳出決算額 1,036億1,400万円余（前年度比238億5,300万円余の増）
歳入歳出差引残額 19億7,600万円余
継続費逓次繰越額 4,400万円余
繰越明許費繰越額 4億1,900万円余
実質収支額 15億1,300万円余の剰余
健全化判断比率 おおむね適正な水準
実質公債費比率 3.7％（前年度より0.1ポイント悪化）
将来負担比率 18.9％（前年度より3.7ポイント改善）
地方債残高(特別会計との合算) 725億9,900万円余
（前年度比 10億4,400万円余の減）
積立金残高(特別会計との合算) 142億1,800万円余
（前年度比 8億5,000万円余の増）
経常収支比率 95.4％（前年度より1.5ポイント改善）

会計課

議案第１０９号

令和2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
令和２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 て、議会の認定に付するもの
定について
歳入決算額 226億4,800万円余
歳出決算額 220億5,400万円余
歳入歳出差引残額 5億9,300万円余

会計課

議案第１１０号

令和2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
令和２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
けて、議会の認定に付するもの
算認定について
歳入決算額 1億700万円余
歳出決算額 1億700万円余

会計課

議案第１１１号

令和2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
令和２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 会の認定に付するもの
ついて
歳入決算額 214億9,600万円余
歳出決算額 207億2,700万円余
歳入歳出差引残額 7億6,900万円余

会計課

議案第１１２号

令和2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
令和２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 て、議会の認定に付するもの
認定について
歳入決算額 45億9,500万円余
歳出決算額 44億4,600万円余
歳入歳出差引残額 1億4,800万円余

会計課

議案第１１３号

令和2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
令和２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 認定に付するもの
て
歳入決算額 1億3,110万円余
歳出決算額 1億1,290万円余
歳入歳出差引残額 1,810万円余

会計課

議案第１１４号

令和2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
令和２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 認定に付するもの
て
歳入決算額 930万円余
歳出決算額 540万円余
歳入歳出差引残額 390万円余

会計課

議案第１１５号

令和2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
令和２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 認定に付するもの
て
歳入決算額 310万円余
歳出決算額 30万円余
歳入歳出差引残額 280万円余

会計課

議案第１１６号

令和2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
令和２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 の認定に付するもの
いて
歳入決算額 740万円余
歳出決算額 470万円余
歳入歳出差引残額 270万円余

会計課

議案第１１７号

令和2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
令和２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 認定に付するもの
て
歳入決算額 2,860万円余
歳出決算額 1,400万円余
歳入歳出差引残額 1,460万円余

会計課

議案第１１８号

令和2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
令和２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 認定に付するもの
て
歳入決算額 6,050万円余
歳出決算額 3,800万円余
歳入歳出差引残額 2,250万円余

会計課

議案第１１９号

令和2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
令和２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 認定に付するもの
て
歳入決算額 1,170万円余
歳出決算額
410万円余
歳入歳出差引残額 760万円余

会計課

議案第１２０号

令和2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
令和２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 認定に付するもの
て
歳入決算額 3,340万円余
歳出決算額 3,210万円余
歳入歳出差引残額 130万円余

会計課

議案第１２１号

令和2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
令和２年度宝塚市特別会計鹿塩・東蔵人財産区歳入歳出決算認 て、議会の認定に付するもの
定について
歳入決算額 70万円余
歳出決算額 20万円余
歳入歳出差引残額 50万円余

会計課

議案第１２２号

令和2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
令和２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
て、議会の認定に付するもの
定について
歳入決算額 1億9,000万円余
歳出決算額 1億9,000万円余

会計課

