
令和４年第４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１２７号 令和４年度宝塚市一般会計補正予算（第７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 

915億4,579万7千円（37億4,702万2千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 ふるさと納税推進事業、基金管理事業、新型コロナウイルスワクチ

ン接種事業、特別支援学校施設整備事業、償還事業、物価高騰等に

対する指定管理者への支援金 

減額 人件費、額確定に伴う執行残など 

 歳入予算の主なもの 

  増額 市税 個人市民税 

     繰越金 前年度からの繰越金 

  減額 市債 老人福祉施設整備事業債など 

 繰越明許費補正 

 追加 小学校施設整備事業など 

 債務負担行為補正 

  追加 市立病院経営強化プラン等策定業務委託料ほか11件 

  変更 県議会議員選挙ポスター掲示場設置等委託料など 

 地方債補正 

     追加   特別支援学校施設整備事業債 

廃止   公民館整備事業債など 

     変更 新庁舎・ひろば整備事業債などの限度額 

企画経営部 

財務室 

財政課 

議案第１２８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３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 

235億2,021万8千円（17億1,035万7千円の増額） 

歳出予算 

 増額 一般被保険者療養給付事業、基金積立事業、償還事業 

歳入予算 

  増額 県支出金 普通交付金 

      繰越金 前年度からの繰越金 

債務負担行為補正 

  追加 国民健康保険被保険者証等更新事業 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 



議案第１２９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

３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 

231億2,272万9千円（3億5,709万4千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

 増額 基金管理事業 

歳入予算の主なもの 

  増額 繰越金 前年度からの繰越金 

債務負担行為補正 

追加 介護保険料決定通知書等印字業務委託料など 

健康福祉部 

安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第１３０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２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 

46億7,496万1千円（1億5,038万9千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

 増額 後期高齢者医療広域連合納付金 

歳入予算の主なもの 

  増額 繰越金 前年度からの繰越金 

市民交流部 

市民生活室 

医療助成課 

議案第１３１号 
令和４年度宝塚市特別会計平井財産区補正予算（第１

号） 

補正後の令和4年度宝塚市特別会計平井財産区の歳入歳出予算の総額 

3,887万9千円（887万8千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

 増額 平井農会区有金繰出金 

歳入予算の主なもの 

 増額 繰越金 前年度からの繰越金 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第１３２号 
令和４年度宝塚市特別会計山本財産区補正予算（第１

号） 

補正後の令和4年度宝塚市特別会計山本財産区の歳入歳出予算の総額 

701万2千円（127万3千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

 増額 山本区有金繰出金 

歳入予算の主なもの 

 増額 繰越金 前年度からの繰越金 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第１３３号 
令和４年度宝塚市特別会計中筋財産区補正予算（第１

号） 

補正後の令和4年度宝塚市特別会計中筋財産区の歳入歳出予算の総額 

335万4千円（98万1千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

 増額 区有金繰出金 

歳入予算の主なもの 

 増額 繰越金 前年度からの繰越金 

総務部 

行政管理室 

管財課 



議案第１３４号 
令和４年度宝塚市特別会計中山寺財産区補正予算（第

１号） 

補正後の令和4年度宝塚市特別会計中山寺財産区の歳入歳出予算の総額 

736万1千円（231万2千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

 増額 区有金繰出金 

歳入予算の主なもの 

 増額 繰越金 前年度からの繰越金 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第１３５号 
令和４年度宝塚市特別会計米谷財産区補正予算（第１

号） 

補正後の令和4年度宝塚市特別会計米谷財産区の歳入歳出予算の総額 

3,602万7千円（808万7千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

 増額 米谷農会区有金繰出金 

歳入予算の主なもの 

 増額 繰越金 前年度からの繰越金 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第１３６号 
令和４年度宝塚市特別会計川面財産区補正予算（第1

号） 

補正後の令和4年度宝塚市特別会計川面財産区の歳入歳出予算の総額 

405万4千円（43万8千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

 増額 区有金繰出金 

歳入予算の主なもの 

 増額 繰越金 前年度からの繰越金 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第１３７号 
令和４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4年度宝塚市特別会計小浜財産区の歳入歳出予算の総額 

841万2千円（245万5千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

 増額 区有金繰出金 

歳入予算の主なもの 

 増額 繰越金 前年度からの繰越金 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第１３８号 
令和４年度宝塚市特別会計鹿塩財産区補正予算（第１

号） 

補正後の令和4年度宝塚市特別会計鹿塩財産区の歳入歳出予算の総額 

735万4千円（475万6千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

 増額 区有金繰出金 

歳入予算の主なもの 

 増額 繰越金 前年度からの繰越金 

総務部 

行政管理室 

管財課 



議案第１３９号 令和４年度宝塚市水道事業会計補正予算（第２号） 

補正後の令和4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 54億810万円(1億3,781万8千円の増額) 

・原油や液化天然ガスなどの輸入価格の上昇に伴う電力料金の高騰及

び川下川ダム等の渇水に対応するもの 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 

議案第１４０号 令和４年度宝塚市下水道事業会計補正予算（第２号） 

補正後の令和4年度宝塚市下水道事業会計予算 

収益的支出 

 下水道事業費用の予定額 44億9,446万9千円(3,100万円の増額) 

・流域下水道維持管理費負担金について、原油や液化天然ガスなどの輸入価

格の上昇に伴う電力料金の高騰に対応するもの 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 

議案第１４１号 令和４年度宝塚市病院事業会計補正予算（第３号） 

補正後の令和4年度宝塚市病院事業会計予算 

  業務の予定量 

   年間患者数及び一日平均患者数の補正 

  収益的収入 

   病院事業収益の予定額 134億2,436万3千円(1億6,185万6千円の減額） 

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、本年4月から9月までの入院

及び外来患者が減少したことから、医業収益の予定額を6億7,935万6千円減

額する一方で、新型コロナウイルス感染症対策関連補助金5億1,750万円を受

け入れようとするもの 

市立病院 

経営統括部 

議案第１４２号 
宝塚市情報公開条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律に基づく個人情

報の保護に関する法律の一部改正に伴い、改正後の個人情報の保護に関する法律

に基づく個人情報保護制度と、現行の宝塚市情報公開条例に基づく情報公開制度

との整合を確保するため、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１４３号 
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例の制定について 

地方公務員法の一部が改正され、令和5年4月1日から地方公務員の定年年齢が

段階的に引き上げられる等の改正が行われたことにより、定年制度及び給与制度

等に関する条例の整備を要するため、関係する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１４４号 
宝塚市立看護専門学校条例の一部を改正する条例の制

定について 

宝塚市立看護専門学校の入学金及び授業料に係る受益者負担の適正化を図るた

め、条例の一部を改正しようとするもの 

総務部 

看護専門学校 

議案第１４５号 
宝塚市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例

の制定について 

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に基づく個人情

報の保護に関する法律の一部改正に伴い、現行の宝塚市個人情報保護条例を廃止

するとともに、新たに宝塚市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定しよう

とするもの 

総務部 

行政管理室 

総務課 



議案第１４６号 
宝塚市子ども審議会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

本年6月22日に公布されたこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に

関する法律により、子ども・子育て支援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 

子ども未来部 

子ども家庭室 

子ども政策課 

議案第１４７号 
宝塚市道路の構造の技術的基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について 道路法の一部改正に伴い、道路構造令及び移動等円滑化のために必要な道路の

構造に関する基準を定める省令が改正されたことにより、これらに基づき市道の

構造などに関する基準を定めている各条例について、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 

都市安全部 

建設室 

道路政策課 

議案第１４８号 

宝塚市高齢者、障碍者等の移動等の円滑化のために必要

な道路の構造に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の制定について 

都市安全部 

建築室 

道路政策課 

議案第１４９号 
宝塚市新ごみ処理施設建設基金条例の一部を改正する条

例の制定について 

宝塚市新ごみ処理施設建設基金を債券運用することで、収入の確保を図

り、新ごみ処理施設の整備にかかる一般財源の負担を軽減するために、

条例の一部を改正しようとするもの 

環境部 

クリーンセンター 

施設建設課 

議案第１５０号 
丹波少年自然の家事務組合規約の変更に関する協議につ

いて 

令和5年3月31日をもって、尼崎市が丹波少年自然の家事務組合を脱退す

ることに伴い、丹波少年自然の家事務組合規約の一部を変更するため、

地方自治法の規定により、議会の議決を求めるもの 

企画経営部 

政策室 

企画政策課 

議案第１５１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 

 



令和４年第４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１５２号 令和４年度宝塚市一般会計補正予算（第８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 

916億5,264万3千円（1億684万6千円の増額） 

歳出予算 本年度の人事院勧告に準じた給与改定に伴い、人件費を増額しよう

とするもの 

企画経営部 

財務室 

財政課 

議案第１５３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４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

235億2,186万6千円（164万8千円の増額） 

歳出予算 本年度の人事院勧告に準じた給与改定に伴い、人件費を増額しよう

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１５４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３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 

1億1,844万9千円（30万8千円の増額） 

歳出予算 本年度の人事院勧告に準じた給与改定に伴い、人件費を増額しよう

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１５５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

４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 

231億2,426万5千円（153万6千円の増額） 

歳出予算 本年度の人事院勧告に準じた給与改定に伴い、人件費を増額しよう

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 

議案第１５６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３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 

46億7,549万1千円（53万円の増額） 

歳出予算 本年度の人事院勧告に準じた給与改定に伴い、人件費を増額しよう

とするもの 

市民交流部 

市民生活室 

医療助成課 

議案第１５７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２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 

19億3,710万8千円（2万円の増額） 

歳出予算 本年度の人事院勧告に準じた給与改定に伴い、人件費を増額しよう

とするもの 

環境部 

環境室 

生活環境課 



議案第１５８号 令和４年度宝塚市病院事業会計補正予算（第４号） 

補正後の令和4年度宝塚市病院事業会計予算 

 収益的支出 

  病院事業費用の予定額 135億1,918万7千円(4,108万の増額） 

本年度の人事院勧告に準じた給与改定に伴い、人件費を増額しようとするも

の 

市立病院 

経営統括部 

議案第１５９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 

特別職の職員の給与に関する法律の改正に準じて、市議会議員の期末手当を

引き上げるため、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１６０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 

特別職の職員の給与に関する法律の改正に準じて、特別職の職員の期末手当

を引き上げるため、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１６１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 

本年8月の人事院勧告に準じて、一般職の職員の給料及び勤勉手当を引き上

げるとともに、会計年度任用職員の報酬の引上げなどを行うため、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４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１６２号 令和４年度宝塚市一般会計補正予算（第９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 

919億5,062万7千円（2億9,798万4千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 出産・子育て応援交付金事業、新型コロナウイルス感染症対策市内

事業者支援事業 

 歳入予算の主なもの 

  増額 国庫支出金 出産・子育て応援交付金 

     県支出金 妊娠出産子育て支援交付金 

      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 

 

 


