
令和４年第３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 

議案第８９号 令和４年度宝塚市一般会計補正予算（第５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 

857億7,964万1千円（11億7,451万1千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 地域介護拠点整備補助事業、新ごみ処理施設整備事業、基金管理事

業、道路バリアフリー化整備事業、通学路安全対策整備事業、災害

対策事業 

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 防災・安全交付金 

     県支出金 地域介護拠点整備補助事業費補助金 

     寄附金 長寿社会福祉基金に対する寄附金 

  減額 繰入金 財政調整基金とりくずし 

     市債 臨時財政対策債 

 繰越明許費 

 設定 道路バリアフリー化整備事業 

 債務負担行為補正 

  追加 口腔保健相談センター施設使用料等 

 地方債補正 

  増額 ごみ処理施設整備事業債、道路橋りょう整備事業債の限度額 

  減額 臨時財政対策債の限度額 

企画経営部 

財務室 

財政課 

議案第９０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２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 

218億986万1千円（2億6,737万7千円の増額） 

歳出予算 

 増額 一般被保険者高額療養費事業、任意給付事業 

歳入予算 

  増額 普通交付金、特別調整交付金分 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 



議案第９１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２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 

1億1,814万1千円（106万4千円の増額） 

歳出予算 

 増額 施設管理事業、医業 

歳入予算 

  増額 一般会計からの繰入金 

 債務負担行為補正 

  追加 超音波診断装置借上料 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第９２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

２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 

227億6,563万5千円（1億4,023万4千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

 増額 償還事業 

 減額 一般管理事業、基金管理事業 

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 

健康福祉部 

安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第９３号 令和４年度宝塚市病院事業会計補正予算（第２号） 

補正後の令和4年度宝塚市病院事業会計予算 

 収益的収入及び支出 

  病院事業収益の予定額 135億8,621万9千円(3,229万4千円増額） 

  病院事業費用の予定額 134億7,810万7千円(1億729万4千円増額） 

・病院事業収益においては、本年10月から診療報酬に看護職員処遇改善評価料が

新設されることから、3,229万4千円増額しようとするもの 

・病院事業費用においては、看護職員等の給与改善及び原料価格の高騰による電

気・ガス使用料金の引上げへの対応のため、1億729万4千円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 10億2,455万9千円(1,100万円増額) 

資本的支出の予定額 27億7,690万円(1,100万円増額) 

・寄附金受領に伴い、それぞれ1,100万円増額しようとするもの 

市立病院 

経営統括部 

議案第９４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 

附属機関の担任事務や審査等の権限を勘案し、宝塚市予防接種健康被害調査委

員会の委員構成を変更するため、条例の一部を改正しようとするもの 

健康福祉部 

健康推進室 

健康推進課 



議案第９５号 

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び宝塚

市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援を目的として、地方公務員の育児休業等

に関する法律が改正され、育児休業の取得回数制限が緩和されたこと及び国にお

いて育児参加のための休暇の対象期間が拡大されたことを踏まえて、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９６号 
宝塚市立口腔保健センター条例の一部を改正する条例

の制定について 

本年12月1日から、口腔保健センターの口腔保健相談センターがアピア3内に移

転することに伴い、条例の一部を改正しようとするもの 

健康福祉部 

健康推進室 

健康推進課 

議案第９７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 

本年5月20日に公布された第12次地方分権一括法により建築基準法の一部が改

正されたことに伴い、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 

議案第９８号 令和３年度宝塚市水道事業会計決算認定について 

令和3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 48億7,184万4,208円 

 支出総額 51億3,465万1,551円 

  差し引き2億6,280万7,343円の赤字となり、消費税等に伴う経理処理をした結

果、当年度は、3億3,369万2,303円の純損失となった。 

資本的収支 

 収入総額 12億5,747万6,090円 

 支出総額 18億3,828万6,301円 

差し引き5億8,081万211円の資金不足が生じたが、損益勘定留保資金などで補

てんするなどした。 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 

議案第９９号 令和３年度宝塚市下水道事業会計決算認定について 

令和3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 42億2,540万1,964円 

 支出総額 41億8,373万8,840円 

差し引き4,166万3,124円の黒字となり、消費税等に伴う経理処理をした結果、

当年度は、総収益と総費用が均衡した。 

資本的収支 

 収入総額 13億  739万1,043円 

 支出総額 30億3,557万2,545円 

差し引き17億2,818万1,502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１００号 令和３年度宝塚市病院事業会計決算認定について 

令和3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) 129億7,625万6,533円 

 支出総額(仮受仮払消費税を含む決算額) 126億2,575万 995円 

差し引き3億5,050万5,538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3億6,661万395円となった。 

資本的収支 

 収入総額 20億7,994万4,550円 

 支出総額 19億8,066万1,882円 

市立病院 

経営統括部 

議案第１０１号 
工事請負契約（総合福祉センター空調設備更新工事）の

締結について 

市内安倉西2丁目地内において、総合福祉センターの空調設備更新工事

を実施するため、請負金額2億1,714万円で、株式会社谷井水道工業所を

請負業者として契約を締結しようとするもの 

健康福祉部 

安心ネットワーク推進室 

地域福祉課 

議案第１０２号 
工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（そ

の１））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、請負金額3億9,119万

3,000円で、株式会社カナック工業を請負業者として工事請負契約を締結

しようとするもの 

都市安全部 

建設室 

道路建設課 

議案第１０３号 
工事請負契約（市営火葬場空調設備外更新工事）の締結

について 

市内川面字長尾山地内において、市営火葬場の空調設備外更新工事を実

施するため、請負金額2億1560万円で、柳生設備株式会社を請負業者とし

て契約を締結しようとするもの 

環境部 

環境室 

生活環境課 

議案第１０４号 
工事請負契約（宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業 

整備工事）の締結について 

市内小浜1丁目地内において、DBO方式により新ごみ処理施設等の整備工

事などを実施するため、請負金額463億1,880万円で、川重・新明和・青

木あすなろ・髙松建設特定建設工事共同企業体を請負業者として工事請

負契約を締結しようとするもの 

環境部 

クリーンセンター 

施設建設課 

議案第１０５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 

鋼材価格の著しい上昇に伴う差額の増額、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231

万2,200円増額し、4億4,478万9,400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１０６号 財産（救急自動車）の取得について 

近年、増加を続ける救急需要に対応するとともに、救急体制の充実強化

を図るため、救急自動車1台を更新整備し、東消防署に配置しようとする

もの 

取得金額 2,277万円 

相手方 兵庫トヨタ自動車株式会社特販営業所 

消防本部 

警防課 



議案第１０７号 
公の施設（宝塚市立養護老人ホーム福寿荘）の指定管理

者の指定について 

令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間における宝塚市立養護老人

ホーム福寿荘の指定管理者として、社会福祉法人晋栄福祉会を指定しよ

うとするもの 

健康福祉部 

安心ネットワーク推進室 

高齢福祉課 

議案第１０８号 

公の施設（宝塚市立安倉児童館並びに宝塚市立安倉西身

体障碍者支援センター及び宝塚市立安倉南身体障碍者支

援センター）の指定管理者の指定について   

令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間における宝塚市立安倉児童

館並びに宝塚市立安倉西身体障碍
がい

者支援センター及び宝塚市立安倉南身

体障碍者支援センターの指定管理者として、社会福祉法人宝塚市社会福

祉協議会を指定しようとするもの 

健康福祉部 

福祉推進室 

障碍福祉課 

・ 

子ども未来部 

子ども家庭室 

子ども家庭支援センター 

議案第１０９号 
公の施設（宝塚市立高司児童館）の指定管理者の指定に

ついて 

令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間における宝塚市立高司児童

館の指定管理者として、社会福祉法人宝塚市社会福祉協議会を指定しよ

うとするもの 

子ども未来部 

子ども家庭室 

子ども家庭支援センター 

議案第１１０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 

石井 克馬 

企画経営部 

市長室 

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 

松尾 隆寛 

企画経営部 

市長室 

秘書課 

 



令和４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 名 提 案 理 由 説 明 等 担当部課名 

議案第１１１号 令和４年度宝塚市一般会計補正予算（第６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 

877億9,877万5千円（20億1,913万4千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 価格高騰緊急支援給付金給付事業、子育て世帯応援給付事

業 

 歳入予算の主なもの 

  増額 国庫支出金 電力・ガス・食品等価格高騰緊急支援給付

金給付事業費補助金、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金 

     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１１２号 令和３年度宝塚市一般会計歳入歳出決算認定について 

令和3年度宝塚市一般会計歳入歳出決算について、地方自治法の規

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 939億7,900万円余（前年度比116億1,200万円余の減） 

歳出決算額 910億8,800万円余（前年度比125億2,600万円余の減） 

歳入歳出差引残額 28億9,100万円余 

継続費逓次繰越額 3,600万円余 

繰越明許費繰越額 4億3,700万円余 

事故繰越し繰越額 3,200万円余 

実質収支額 23億8,500万円余の剰余 

健全化判断比率 おおむね適正な水準 

実質公債費比率 4.1％（前年度より0.4ポイント悪化） 

将来負担比率 11.7％（前年度より7.2ポイント改善） 

地方債残高(特別会計との合算)  723億6,400万円余 

（前年度比 2億3,500万円余の減） 

積立金残高(特別会計との合算)  165億3,500万円余 

（前年度比 23億1,600万円余の増） 

経常収支比率 92.1％（前年度より3.3ポイント改善） 

会計課 



議案第１１３号 
令和３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

定について 

令和3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 238億9,300万円余 

歳出決算額 230億6,800万円余 

歳入歳出差引残額 8億2,400万円余 

会計課 

議案第１１４号 
令和３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

算認定について 

令和3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 1億1,100万円余 

歳出決算額 1億1,100万円余 

会計課 

議案第１１５号 
令和３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

ついて 

令和3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 224億7,300万円余 

歳出決算額 221億900万円余 

歳入歳出差引残額 3億6,300万円余 

会計課 

議案第１１６号 
令和３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

認定について 

令和3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 46億3,100万円余 

歳出決算額 44億8,200万円余 

歳入歳出差引残額 1億4,900万円余 

会計課 

議案第１１７号 
令和３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

て 

令和3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 3,200万円余 

歳出決算額 2,100万円余 

歳入歳出差引残額  1,100万円余 

会計課 



議案第１１８号 
令和３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

て 

令和3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 660万円余 

歳出決算額 350万円余 

歳入歳出差引残額 300万円余 

会計課 

議案第１１９号 
令和３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

て 

令和3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 340万円余 

歳出決算額  70万円余 

歳入歳出差引残額 270万円余 

会計課 

議案第１２０号 
令和３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

いて 

令和3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 550万円余 

歳出決算額 320万円余 

歳入歳出差引残額 230万円余 

会計課 

議案第１２１号 
令和３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

て 

令和3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 3,300万円余 

歳出決算額 1,700万円余 

歳入歳出差引残額 1,600万円余 

会計課 

議案第１２２号 
令和３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

て 

令和3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 2,380万円余 

歳出決算額 2,190万円余 

歳入歳出差引残額 180万円余 

会計課 



議案第１２３号 
令和３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

て 

令和3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 2,100万円余 

歳出決算額 1,700万円余 

歳入歳出差引残額 400万円余 

会計課 

議案第１２４号 
令和３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

て 

令和3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 612万円余 

歳出決算額 125万円余 

歳入歳出差引残額 487万円余 

会計課 

議案第１２５号 
令和３年度宝塚市特別会計鹿塩・東蔵人財産区歳入歳出決算認

定について 

令和3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 60万円余 

歳出決算額 16万円余 

歳入歳出差引残額 44万円余 

会計課 

議案第１２６号 
令和３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

定について 

令和3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 1億8,000万円余 

歳出決算額 1億8,000万円余 

会計課 

 

 

 


