
令和４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３年

度宝塚市一般会計補正予算（第１２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 

917億5,921万1千円（1億3,943万8千円の増額） 

補正予算の内容 

計上 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 コールセンター等運用 

業務委託料など 

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３年

度宝塚市一般会計補正予算（第１３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 

949億8,931万9千円（32億3,010万8千円の増額） 

補正予算の内容 

増額 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 住民税非課税世帯等臨

時特別給付金 

新型コロナウイルス感染症対策市内事業者支援事業 キャッシュレス

ポイント相当分負担金など 

減額 新型コロナウイルス感染症対策市内事業者支援事業 市内事業者一

時支援金など 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

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１４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 

950億652万円（1,720万1千円の増額） 

補正予算の内容 

計上 宝塚市離婚世帯等現養育者臨時特別給付金給付事業 宝塚市離婚世帯

等現養育者臨時特別給付金 

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業助成金 保育士・幼稚園

教諭等処遇改善臨時特例事業助成金 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第 １ 号 令和４年度宝塚市一般会計予算 

 令和4年度宝塚市一般会計予算の総額を、歳入歳出それぞれ834億4,100

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４年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費予算 

令和4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215億4,370万円とするもの 

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４年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費予算 
令和4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1億1,740万円とするもの 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ４ 号 令和４年度宝塚市特別会計介護保険事業費予算 

令和4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 

226億2,660万円とするもの 

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４年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費予算 

令和4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45億2,490万円とするもの 

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４年度宝塚市特別会計平井財産区予算 
令和4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3,000万

1千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 ７ 号 令和４年度宝塚市特別会計山本財産区予算 
令和4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573万9

千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 ８ 号 令和４年度宝塚市特別会計中筋財産区予算 
令和4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237万3

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４年度宝塚市特別会計中山寺財産区予算 
令和4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504万

9千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １０ 号 令和４年度宝塚市特別会計米谷財産区予算 
令和4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2,794万

円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １１ 号 令和４年度宝塚市特別会計川面財産区予算 
 令和4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361万6

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４年度宝塚市特別会計小浜財産区予算 
令和4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595万7

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４年度宝塚市特別会計鹿塩財産区予算 
令和4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259万8

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４年度宝塚市特別会計鹿塩・東蔵人財産区予算 
令和4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29万3千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １５ 号 令和４年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費予算 

令和4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19億3,711万7千円とするもの 

地方債を計上するもの 

環境部 

環境室 

生活環境課 

議案第 １６ 号 令和４年度宝塚市水道事業会計予算 

令和4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4年度予算の概要 

業務の予定量    給水人口 23万1,105人 

年間総配水量 2,507万2,215㎥ 

一日平均配水量 6万8,691㎥ 

主な建設改良事業  管路更新事業 9億2,000万円 

新庁舎建設事業 6億5,899万円 

基幹施設耐震化事業 4億3,840万円 

送配水施設機械設備等更新事業 4億2,000万円 

配水池統廃合事業 2億2,350万円 

浄水施設受変電設備強化事業 1億4,000万円 

収益的収入及び支出 事業収益 47億7,045万1千円 

事業費用 52億6,852万7千円 

収支差引 4億9,807万6千円の赤字 

 資本的収入及び支出 資本的収入 29億7,268万円 

資本的支出 47億9,756万4千円 

収支差引 18億2,488万4千円の不足 

過年度分損益勘定留保資金等で補てん 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 



議案第 １７ 号 令和４年度宝塚市下水道事業会計予算 

令和4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4年度予算の概要 

業務の予定量    年度末水洗化人口 22万7,338人 

年間総処理水量 2,803万7,483㎥ 

一日平均処理水量 7万6,815㎥ 

主な建設改良事業  公共下水道雨水整備事業 2億3,377万9千円 

公共下水道汚水整備事業 6億2,951万8千円 

 収益的収入及び支出 事業収益 43億8,662万2千円 

事業費用 44億6,346万9千円 

収支差引 7,684万7千円の赤字 

 資本的収入及び支出 資本的収入 17億1,562万4千円 

資本的支出 34億7,396万円 

収支差引 17億5,833万6千円の不足 

当年度分損益勘定留保資金等で補てん 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 

議案第 １８ 号 令和４年度宝塚市病院事業会計予算 

令和4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4年度予算の概要 

外来患者数 延べ22万500人 

 1日当たり900人 

  入院患者数 延べ11万4,975人 

1日当たり315人 

  収益的収支 収入総額 134億5,525万4千円 

支出総額 134億4,987万2千円 

収支差引 538万2千円の黒字 

  資本的収支 収入総額 10億1,355万9千円 

支出総額 27億6,590万円 

収支差引 17億5,234万1千円の不足 

当年度分損益勘定留保資金等で補てん 

市立病院 

経営統括部 

議案第 １９ 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

例の制定について 

 既存の宝塚市行政評価委員会の担任事務に、夢・未来 たからづか創生総合戦

略その他の行政マネジメントシステムについての調査審議に関する事務を追加

し、伴って組織及び構成を変更するとともに、農業振興に関する重要な事項につ

いての調査審議に関する事務を行う、宝塚市農業振興会議を附属機関として新た

に設置するため、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 ２０ 号 
宝塚市新型コロナウイルス対策思いやり応援基金条例の一

部を改正する条例の制定について 

未だ新型コロナウイルス感染症の収束が見込めず、新たな変異株の発生などの

懸念も継続されていることから、条例の失効に関する規定を削除し、基金の管理

を継続するため、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 

議案第 ２１ 号 
宝塚市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 在宅重症心身障碍者に対する訪問看護支援事業及び私立幼稚園就園奨励費補助

金事業の終了に伴い、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 

総務部 

行政管理室 

総務課 

議案第 ２２ 号 
宝塚市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

デジタル社会形成整備法の施行に伴い、行政機関の保有する個人情報の保護に

関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止さ

れ、国の行政機関及び独立行政法人等に係る個人情報の保護に関する規律は、整

備法による改正後の個人情報の保護に関する法律において定められることとなる

ことにより、所要の整理を行うため、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 ２３ 号 
宝塚市公正な職務執行の確保に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

公益通報者保護制度がより実効性のある制度となるよう、公益通報者保護法の

一部が改正されたことに伴い、その趣旨に合わせて、公益通報者の範囲や損害賠

償の制限、公益通報に対応する従事者の守秘義務に関する規定を整備するため、

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 ２４ 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 

不妊治療と仕事の両立を支援することを目的として、不妊治療を行う際に取得

できる出生サポート休暇を導入するため、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 ２５ 号 
宝塚市職員互助会設置に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

地方公務員等共済組合法の一部改正に伴い、現在、被用者保険が適用されてい

る一部の会計年度任用職員について、本年10月から、地方公務員共済の組合員と

して適用対象が拡大されるが、職員互助会の会員としては、現行の取扱いを継続

して対象としないこととするため、条例の一部を改正しようとするもの 

総務部 

人事室 

人材育成課 

議案第 ２６ 号 
宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

地方税法施行令の一部改正に伴い、本年4月から、未就学児に係る国民健康保

険税均等割額における軽減制度が施行されることを受け、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 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ２７ 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 
介護保険料の減免申請期限について、条例の規定と実際の運用を一致させるた

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 ２８ 号 
宝塚市市街化調整区域における開発行為及び建築物の新

築等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

都市計画法施行令の一部改正により、市街化調整区域において開発行為等を許

可することができる条例指定区域から、災害ハザードエリアを除外するよう基準

が厳格化されたことに伴い、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 

開発審査課 

議案第 ２９ 号 
宝塚市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

障碍者に対する合理的理由のない入居要件を廃止するとともに、その他の所要

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 

建築住宅室 

住まい政策課 

議案第 ３０ 号 宝塚市消防団条例の一部を改正する条例の制定について 

国において、消防団員の処遇の改善を図るため「非常勤消防団員の報酬等の基

準」が策定されたことに伴い、この基準に基づいた報酬額を本市の消防団員に支

給するため、条例の一部を改正しようとするもの 

消防本部 

総務課 

議案第 ３１ 号 
宝塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

の制定について 

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正により、年金担

保貸付事業の廃止のために必要な法制上の措置がされたことに伴い、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 

総務課 

議案第 ３２ 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））の変更について 

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、補強土

工における削孔機やアンカー本数などについて工事内容の変更を行うことから、

契約金額を696万7,400円減額し、2億2,984万6,100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 ３３ 号 権利の放棄について 市営住宅使用料に係る未払金の支払請求権を放棄しようとするもの 

都市整備部 

建築住宅室 

住まい政策課 

議案第 ３４ 号 訴えの提起について 
市営住宅の明渡し及び損害賠償金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 ３５ 号 損害賠償の額の決定について 

市道において発生したアスファルト舗装剥離による自転車事故に伴う身体の負

傷及び車体の損傷について、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200万191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 ３６ 号 
公の施設（宝塚市立温泉利用施設）の指定管理者の指定に

ついて 

令和4年(2022年)7月1日から令和6年(2024年)6月30日までの間における宝塚市立

温泉利用施設の指定管理者として、株式会社linkworksを指定しようとするもの 

産業文化部 

宝のまち創造室 

観光企画課 



議案第 ３７ 号 

～ 

議案第 ４０ 号 

市道路線の認定について 

（第37号～第39号）  

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 

（第40号） 

道路用地の寄附受納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 ４１ 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 

中川 丈久 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

議案第 ４２ 号 
宝塚市固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求

めることについて 

次の者を宝塚市固定資産評価審査委員会の委員に選任しようとするもの 

 模 泰吉 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

議案第 ４３ 号 
宝塚市固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求

めることについて 

次の者を宝塚市固定資産評価審査委員会の委員に選任しようとするもの 

萩 正博 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

議案第 ４４ 号 
宝塚市固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求

めることについて 

次の者を宝塚市固定資産評価審査委員会の委員に選任しようとするもの 

足立 英基 

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 

松下 義弘 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

 



令和４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 ４５ 号 令和４年度宝塚市一般会計補正予算（第１号） 

補正後の令和4年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 820億306万4千円（14億3,793万6千円の減額） 

歳出予算の主なもの 

増額 コミュニティ活動支援事業、宝塚市離婚世帯等現養育者臨時特別給付

金給付事業、新型コロナウイルス感染症対策医療提供体制整備事業、

病院事業会計補助金、園芸振興事業、新型コロナウイルス感染症対策

観光事業者支援事業、災害対策事業、スクールネット活用事業、小学

校運営事業、中学校運営事業、学校保健事業など 

減額 人件費、小学校施設整備事業、中学校施設整備事業、幼稚園施設整備

事業、給食事業、償還事業など 

歳入予算の主なもの 

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など 

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 

 減額 国庫支出金 学校施設環境改善交付金など 

市債 小学校施設整備事業債、中学校施設整備事業債、幼稚園施設整

備事業債 

 地方債の補正 

  廃止 幼稚園施設整備事業債 

  減額 小学校施設整備事業債、中学校施設整備事業債 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第 ４６ 号 
令和４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4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 

215億4,248万4千円（121万6千円の減額） 

歳出予算 

減額 人件費 

歳入予算 

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 ４７ 号 
令和４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4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 

 1億1,707万7千円（32万3千円の減額） 

歳出予算 

 減額 人件費 

歳入予算 

 減額 繰入金 一般会計からの繰入金 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 



議案第 ４８ 号 
令和４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4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 

 226億2,540万1千円（119万9千円の減額） 

歳出予算 

減額 人件費 

歳入予算 

減額 繰入金 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 ４９ 号 
令和４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4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 

 45億2,457万2千円（32万8千円の減額） 

歳出予算 

減額 人件費 

歳入予算 

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 ５０ 号 
令和４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4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 

 19億3,708万8千円（2万9千円の減額） 

歳出予算 

減額 人件費 

歳入予算 

 減額 繰入金 一般会計からの繰入金 

環境部 

環境室 

生活環境課 

議案第 ５１ 号 令和４年度宝塚市病院事業会計補正予算（第１号） 

補正後の令和4年度宝塚市病院事業会計予算 

 収益的収入 

  病院事業収益の予定額 135億5,392万5千円(9,867万1千円増額） 

 収益的支出 

  病院事業費用の予定額 133億7,081万3千円(7,905万9千円減額） 

・帰国者・接触者外来及び発熱外来の運営に要する経費の財源として、新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とする一般会計補助金を

充てるため、他会計補助金を8,790万6千円増額しようとするもの 

・特別職及び一般職の職員の給与改定に伴う期末手当の減額と、県の看護職員

等処遇改善事業補助金を活用した看護職員の給与改善を図るための特殊勤務手

当の増額により、給与費を7,905万9千円減額し、補助金を1,076万5千円増額し

ようとするもの  

市立病院 

経営統括部 



議案第 ５２ 号 令和３年度宝塚市一般会計補正予算（第１５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 

 964億3,391万8千円（14億2,739万8千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 財産管理事業、戸籍・住民基本台帳管理事業、特別会計国民健康保険

事業費繰出金、病院事業会計補助金、基金管理事業、小学校施設整備

事業、中学校施設整備事業、幼稚園施設整備事業など 

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、固定資産税など 

地方交付税 普通交付税 

国庫支出金 学校施設環境改善交付金など 

寄附金 一般寄附金など 

 減額 地方特例交付金 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別 

交付金 

     県支出金 地域介護拠点整備補助事業費補助金など 

市債 臨時財政対策債、特別減収対策債など 

繰越明許費の補正 

追加 財産管理事業ほか26件 

変更 新庁舎・ひろば整備事業ほか3件 

債務負担行為の補正 

 変更 都市計画道路競馬場高丸線整備事業 

地方債の補正 

 廃止 特別減収対策債 

 変更 庁舎整備事業債、農業用施設ため池整備事業債など 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第 ５３ 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４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

236億7,299万8千円（12億1,149万2千円の増額） 

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 

一般被保険者療養給付事業 療養給付費 

歳入予算の主なもの 

増額 県支出金 普通交付金 

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 ５４ 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４

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 

 231億6,692万円（2,914万円の減額） 

歳出予算の主なもの 

減額 介護認定事業 認定調査委託料など 

歳入予算の主なもの 

減額 繰入金 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 ５５ 号 
令和３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3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 

 46億6,914万3千円（630万6千円の増額） 

歳出予算 

増額 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 

増額 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 ５６ 号 令和３年度宝塚市特別会計小浜財産区補正予算（第１号） 

 補正後の令和3年度宝塚市特別会計小浜財産区の歳入歳出予算の総額 

1,959万4千円（942万9千円の増額） 

歳出予算 

増額 諸支出金 他会計繰出金、一般会計繰出金 

歳入予算 

増額 財産収入 不動産売払収入 

諸収入 地役権設定収入 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 ５７ 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３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 

1億9,236万8千円（1,402万1千円の減額） 

歳出予算の主なもの 

減額 長尾山霊園管理事業 返還墓地還付金など 

歳入予算の主なもの 

 減額 繰入金 霊園運営基金とりくずしなど 

環境部 

環境室 

生活環境課 



議案第 ５８ 号 令和３年度宝塚市水道事業会計補正予算（第２号） 

補正後の令和3年度宝塚市水道事業会計予算 

 収益的支出 

  水道事業費用の予定額 53億5,822万6千円(1億1,003万4千円減額） 

・旧上下水道局庁舎などの解体除却工事の事業費が確定したことによるもの 

 

 資本的収入及び支出 

  資本的収入の予定額 18億1,334万4千円(4億1,100万円減額) 

  資本的支出の予定額 29億9,670万1千円(4億1,100万円減額) 

 ・一部の工事について本年度中の発注を取り止めたことによるもの 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 

議案第 ５９ 号 令和３年度宝塚市病院事業会計補正予算（第５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 

  病院事業収益の予定額 132億4,278万9千円(2,668万8千円増額） 

 収益的支出 

  病院事業費用の予定額 132億3,319万5千円(2,668万8千円増額） 

・給与費の増額に係る一般会計からの補助金を計上することによるもの 

 

 資本的収入 

  資本的収入の予定額 18億8,444万3千円(8億3,866万1千円増額) 

 ・病院事業の兵庫県市町村職員退職手当組合への超過負担分に対する一般会

計の負担分のうち、令和12年度(2030年度)から令和24年度(2042年度)までの13

か年分を繰り上げて受け入れることによるもの 

市立病院 

経営統括部 

議案第 ６０ 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 

昨年の人事院勧告などに準じて、市議会議員について、本年6月期以降の期末

手当支給月数を引き下げるとともに、昨年12月期の減額相当分を、本年6月期の

期末手当から減額するため、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 ６１ 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 

昨年の人事院勧告などに準じて、特別職の職員について、本年6月期以降の期

末手当支給月数を引き下げるとともに、昨年12月期の減額相当分を、本年6月期

の期末手当から減額するため、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 ６２ 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 

昨年の人事院勧告などに準じて、一般職の職員について、本年6月期以降の期

末手当支給月数を引き下げるとともに、昨年12月期の減額相当分を、本年6月期

の期末手当から減額するため、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 

 



令和４年第１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６３号 令和３年度宝塚市一般会計補正予算（第１６号） 繰越明許費において、子育て特別給付金給付事業を追加しようとするもの 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

 

 


