堺市基金条例
（設置）
第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第１項の規定に基づき、他の条例で
設置するもののほか、別表左欄に掲げる基金（以下単に「基金」という。）を、それぞれ同表
右欄に掲げる目的のために設置する。
（積立て）
第２条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 毎年度各会計の歳入歳出予算に定める額
(2) 基金への積立てを指定した寄附金の額
（管理）
第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しな
ければならない。
２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
（運用益金の処理）
第４条 基金の運用から生ずる収益は、各会計の歳入歳出予算に計上して、当該収益の生じた基
金に繰り入れ、又は当該収益の生じた基金の設置の目的に資する事業の経費に充てることがで
きる。
（繰替運用）
第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め
て、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
（処分）
第６条 基金は、それぞれの設置の目的を達成するための事業に必要な経費に充てる場合に限り、
処分することができる。
（委任）
第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

附 則
（施行期日）
１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
（山口奨学基金条例等の廃止）
２ 次に掲げる条例（以下「旧条例」という。）は、廃止する。

(1) 山口奨学基金条例（昭和２７年条例第２６号）
(2) 堺市財政調整基金条例（昭和３９年条例第１２号）
(3) 播野奨学基金条例（昭和４１年条例第３４号）
(4) 堺市交通遺児手当基金条例（昭和４５年条例第２７号）
(5) 堺市文化振興基金条例（昭和５０年条例第１号）
(6) 堺市公共施設等特別整備基金条例（昭和５４年条例第３号）
(7) 堺市減債基金条例（昭和５５年条例第１号）
(8) 堺市奨学条例（昭和５６年条例第１０号）
(9) 堺市障害者奨学基金条例（昭和５６年条例第１１号）
(10) 堺市泉北丘陵地区整備基金条例（昭和５７年条例第１号）
(11) 堺市都市緑化基金条例（昭和５８年条例第６号）
(12) 中堀奨学基金条例（昭和５９年条例第３号）
(13) 我堂奨学基金条例（昭和５９年条例第４号）
(14) 濵口奨学基金条例（昭和６３年条例第１号）
(15) 堺市民健康生きがいづくり基金条例（昭和６３年条例第１１号）
(16) 堺市国際文化交流基金条例（平成２年条例第５号）
(17) 堺市地域福祉推進基金条例（平成２年条例第６号）
(18) 堺市鉄道軌道整備基金条例（平成６年条例第５号）
(19) 堺市自転車環境共生まちづくり基金条例（平成１３年条例第２２号）
(20) 堺市スポーツ振興基金条例（平成１６年条例第３６号）
(21) 堺市区民まちづくり基金条例（平成１８年条例第２７号）
(22) 堺市子ども教育ゆめ基金条例（平成１８年条例第４１号）
(23) 堺市観光推進基金条例（平成１９年条例第１号）
(24) 堺市市民活動支援基金条例（平成１９年条例第５号）
(25) 堺市国際平和人権基金条例（平成１９年条例第６号）
(26) 堺市環境都市推進基金条例（平成２１年条例第１８号）
(27) 堺市産業活性化基金条例（平成２１年条例第２８号）
(28) 堺市緑の保全基金条例（平成２２年条例第２８号）
(29) 堺市世界文化遺産登録推進基金条例（平成２４年条例第４号）
(30) 堺市公共交通活性化促進基金条例（平成２４年条例第１４号）
(31) 堺市大規模災害被災地等支援基金条例（平成２５年条例第２７号）

（旧条例による基金に属する現金等の引継ぎ）
３ この条例の施行の際、次の表左欄に掲げる旧条例による同表中欄に掲げる基金に属していた
現金、有価証券及び土地（以下「現金等」という。
）は、同表右欄に掲げるこの条例による基金
に属する現金等として引き継ぐものとする。
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別表（第１条関係）
基金の名称

設置の目的

堺市大規模災害被

東日本大震災(東日本大震災復興特別区域法（平成２３年法律第１２

災地等支援基金

２号）第２条第１項に規定するものをいう。)その他の大規模災害の
被災地及び被災者を支援するための事業の資金に充てるため

堺市財政調整基金

市財政の健全な運営に資するため

堺市減債基金

市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわ
たる財政の健全な運営に資するため

堺市区民まちづく

区の特性を活かしたまちづくり、区民の自治意識又は連帯感の醸成

り基金

等に資するために区が主体となり実施する事業の資金に充てるため

堺市市民活動支援

特定非営利活動(特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第

基金

２条第１項に規定するものをいう。)の支援を行う資金に充てるため

堺市国際平和人権

堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例（平成１８年条例第７７

基金

号）に基づき国際平和人権都市・堺の実現のために行う同条例第４
条第２号に規定する事業に係る資金に充てるため

堺市国際文化観光
基金

国際文化交流の推進や文化芸術・観光振興事業の資金に充てるため

堺市スポーツ振興

スポーツを振興するための事業の資金に充てるため

基金
堺市世界文化遺産

百舌鳥古墳群の世界文化遺産登録に向けた機運の醸成及び環境の整

登録推進基金

備に係る事業の資金に充てるため

堺市環境都市推進

環境への負荷が少なく環境と共生する環境都市の推進及び環境の保

基金

全を行う資金に充てるため

堺市地域福祉推進

地域福祉を増進するための事業の資金に充てるため

基金
堺市民健康生きが

市民の健康と生きがいづくりのための事業の資金に充てるため

いづくり基金
堺市交通遺児手当

交通遺児手当に要する資金に充てるため

基金
堺市産業活性化基

中小企業の競争力の強化を図るとともに、産業の集積を維持し、及

金

び発展させるための事業の資金に充てるため

堺市公共施設等特

本市の公共公益施設の整備事業等の資金に充てるため

別整備基金
堺市泉北丘陵地区

本市の泉北丘陵新住宅市街地開発事業の施行地区（その周辺地区を

整備基金

含む。）における公共公益施設の整備事業等の資金に充てるため

堺市鉄道軌道整備

本市の鉄道軌道整備事業等の資金に充てるため

基金
堺市公共交通活性

本市における公共交通の活性化を促進するための公共交通の旅客施

化促進基金

設及び車両の整備の資金に充てるため

堺市都市緑化基金

本市における都市緑化の推進のための事業の資金に充てるため

堺市緑の保全基金

本市における緑の保全のための事業の資金に充てるため

堺市自転車環境共

自転車を活用した環境と人にやさしいまちづくりを推進するため

生まちづくり基金
堺市子ども教育ゆ

子どもが、安全で健やかに育ち、未来に夢と希望を持つことができ

め基金

る教育及び子育ての環境整備を進めるための事業並びに科学教育を
振興するための事業の資金に充てるため

山口奨学基金

元堺市長山口勝氏の指定寄附金を基礎として、奨学金の交付に要す
る資金に充てるため

播野奨学基金

播野健三氏の死去に伴う播野泰啓氏の指定寄附金５，０００，００
０円及びその後の指定寄附金を基礎として、奨学金の交付に要する
資金に充てるため

堺市奨学基金

奨学金の交付に要する資金に充てるため

堺市障害者奨学基

経済的理由により修学が困難な障害者に対し奨学金の交付に要する

金

資金に充てるため

中堀奨学基金

中堀ふじゑ氏の遺志により、その相続財産から分与を受けた財産を
基礎として、奨学金の交付に要する資金に充てるため

我堂奨学基金

我堂武夫氏の市長退任を期に拡充を図ることとした奨学金の交付に
要する資金に充てるため

濵口奨学基金

濵口通江氏の遺志により、遺贈を受けた財産を基礎として、奨学金
の交付に要する資金に充てるため

