
令和４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 ４ 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】 

・固定資産税・都市計画税における土地の負担調整措置について、令和4年度

に限り、商業地等の課税標準額の上昇幅を抑制する措置 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

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

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 ６ 号 
専決処分した事件の承認を求めることについて（調停に

代わる決定について） 

平成29年1月5日にああああああああああで発生した、移動式ベンチ屋根転倒事

故の被害者が市ほか2者に対して伊丹簡易裁判所に提起した損害賠償請求調停事

件について、同裁判所が市に79万8378円の支払義務があるなどの民事調停法第17

条による決定を行ったことに関して、異議の申立てを行わないことを決定するた

め、本年5月11日に専決処分したもの 

社会教育部 

生涯学習室 

スポーツ振興課 

議案第６４号 令和４年度宝塚市一般会計補正予算（第２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 

830億9,750万7千円（10億9,444万3千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 民間放課後児童クラブ運営支援事業、市立保育所保育実施事業、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、都市計画道路競馬場高丸線整備事業 

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ワクチン接種対策費負担金、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 がんばろう商店街お買物キャンペーン事業補助金 

     繰入金 財政調整基金とりくずし   

市債 公園整備事業債 

地方債補正 

  追加 社会教育施設整備事業債 

 増額 街路整備事業債、公園整備事業債 

企画経営部 

財務室 

財政課 



議案第６５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】 

・個人住民税の住宅ローン控除の延長 

・固定資産税・都市計画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６６号 
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 

議案第６７号 

宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動

用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する

条例の制定について 

 公職選挙法施行令の一部が改正され、選挙運動の公営に要する経費に係る限度

額が引き上げられたことに伴い、宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における

選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例など3条例について、政令の改正に

準拠し、条例の一部を改正しようとするもの 

選挙管理委員会 

議案第６８号 宝塚市立病院条例の一部を改正する条例の制定について 

本年度の診療報酬改定に伴い、紹介状なしで受診した際の定額負担額が引き上

げられたことから、診療料金に関する規定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 

市立病院 

経営統括部 

議案第６９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小浜幼稚園及び宝塚市立西山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７０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平井第4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７１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 

配偶者からの暴力を受けた被害者の居住の安定を図り、その自立を支援するた

め、市営住宅に単身で入居できる対象者の範囲を広げるため、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７２号 訴えの提起について 
市営住宅等の明渡し及び滞納家賃等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７３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７４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７５号 市道路線の認定について 
市営中ケ谷住宅の一部廃止に伴う道路部分の管理引継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７６号 市道路線の認定変更について 私道の寄附による移管等に伴い既認定路線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７７号 宝塚市自治功労者の認定について 
次の者を宝塚市自治功労者に認定しようとするもの 

森 増夫 

企画経営部 

市長室 

秘書課 

議案第７８号 宝塚市自治功労者の認定について 
次の者を宝塚市自治功労者に認定しようとするもの 

村上 真二 

企画経営部 

市長室 

秘書課 

議案第７９号 宝塚市自治功労者の認定について 
次の者を宝塚市自治功労者に認定しようとするもの 

簗田 敏弘 

企画経営部 

市長室 

秘書課 

議案第８０号 宝塚市自治功労者の認定について 
次の者を宝塚市自治功労者に認定しようとするもの 

柴 俊一 

企画経営部 

市長室 

秘書課 

議案第８１号 宝塚市自治功労者の認定について 
次の者を宝塚市自治功労者に認定しようとするもの 

尾崎 和之 

企画経営部 

市長室 

秘書課 

議案第８２号 宝塚市自治功労者の認定について 
次の者を宝塚市自治功労者に認定しようとするもの 

石橋 豊 

企画経営部 

市長室 

秘書課 

議案第８３号 宝塚市自治功労者の認定について 
次の者を宝塚市自治功労者に認定しようとするもの 

酒井 勝宏 

企画経営部 

市長室 

秘書課 



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 

足立 有里 

企画経営部 

市長室 

秘書課 

 

 



令和４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８４号 令和４年度宝塚市一般会計補正予算（第３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 

839億7,191万9千円（8億7,441万2千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業、子育て世帯生活支援

特別給付金給付事業 

歳入予算の主なもの 

増額 国庫支出金 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助

金、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 

企画経営部 

財務室 

財政課 

議案第８５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 

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進

に関する法律等の一部を改正する法律において、認定基準に適合する既存住宅に

ついて、増改築行為がなくとも認定できる仕組みが創設されたことに伴い、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 

建築指導課 

 



令和４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８６号 令和４年度宝塚市一般会計補正予算（第４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 

846億513万円（6億3,321万1千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 バス交通対策事業、障碍者福祉事業、民間老人福祉施設整備助成事

業、水道事業会計補助金、再エネ・省エネ等脱炭素化設備導入支援

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、下水道

事業会計補助金、幼稚園運営事業、給食事業 

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 

    県支出金   公立幼稚園感染拡大防止対策事業補助金 

    繰入金    財政調整基金とりくずし 

企画経営部 

財務室 

財政課 

議案第８７号 令和４年度宝塚市水道事業会計補正予算（第１号） 

補正後の令和4年度宝塚市水道事業会計予算 

収益的収入 

  水道事業営業収益の予定額 38億6,148万8千円(2億5,085万4千円減額） 

  水道事業営業外収益の予定額 9億971万8千円(2億5,260万9千円増額) 

 ・コロナ禍において原油価格や物価の高騰に直面する市民や事業者を支援す

るため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た一般会

計からの繰入金を計上し、水道の基本料金を減免するもの 

 収益的支出 

  水道事業営業費用の予定額  49億2,949万4千円(175万5千円増額) 

 ・減免に係るシステム改修をしようとするもの 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 

議案第８８号 令和４年度宝塚市下水道事業会計補正予算（第１号） 

補正後の令和4年度宝塚市下水道事業会計予算 

収益的収入 

  下水道事業営業収益の予定額 30億8,514万8千円(1億2,350万1千円減額） 

  下水道事業営業外収益の予定額 13億97万3千円(1億2,350万1千円増額) 

 ・コロナ禍において原油価格や物価の高騰に直面する市民や事業者を支援す

るため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た一般会

計からの繰入金を計上し、下水道の基本使用料を減免するもの 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 

 


