
上程議案等一覧 

 

令和２年第１回堺市議会（定例会）２月１８日（火）～３月２７日（金）（３９日間） 

 

令和元年 

議案第１４４号 

堺市職員等の旅費に関する条例及び堺市証人等の実費弁償に関する

条例の一部を改正する条例 

議案第  １号 令和２年度堺市一般会計予算 

議案第  ２号 令和２年度堺市都市開発資金特別会計予算 

議案第  ３号 令和２年度堺市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第  ４号 令和２年度堺市公共用地先行取得事業特別会計予算 

議案第  ５号 令和２年度堺市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

議案第  ６号 令和２年度堺市介護保険事業特別会計予算 

議案第  ７号 令和２年度堺市公債管理特別会計予算 

議案第  ８号 令和２年度堺市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第  ９号 令和２年度堺市水道事業会計予算 

議案第 １０号 令和２年度堺市下水道事業会計予算 

議案第 １１号 堺市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第 １２号 堺市事務分掌条例の一部を改正する条例 

議案第 １３号 堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

議案第 １４号 堺市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部を改正する条例 

議案第 １５号 堺市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第 １６号 堺市市税条例の一部を改正する条例 

議案第 １７号 堺市印鑑条例の一部を改正する条例 

議案第 １８号 堺市特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例 

議案第 １９号 堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例の一部を改正する条

例 

議案第 ２０号 堺市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 

議案第 ２１号 堺市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

議案第 ２２号 堺市手数料条例の一部を改正する条例 

議案第 ２３号 堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例 

議案第 ２４号 堺市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

議案第 ２５号 堺市イノベーション投資促進条例 

議案第 ２６号 堺市営住宅条例及び堺市特定優良賃貸住宅管理条例の一部を改正す

る条例 

議案第 ２７号 堺市公園条例の一部を改正する条例 

議案第 ２８号 堺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例 

議案第 ２９号 堺市公共下水道整備基金条例を廃止する条例 

議案第 ３０号 堺市区教育・健全育成会議条例を廃止する条例 

議案第 ３１号 堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例 

議案第 ３２号 工事請負契約の締結について 

議案第 ３３号 工事請負契約の締結について 

議案第 ３４号 工事請負契約の締結について 

議案第 ３５号 財産の減額貸付けについて 



議案第 ３６号 財産の減額貸付けについて 

議案第 ３７号 財産の減額貸付けについて 

議案第 ３８号 財産の減額貸付けについて 

議案第 ３９号 権利の放棄について 

議案第 ４０号 訴えの提起について 

議案第 ４１号 児童自立支援施設に関する事務の委託に関する協議について 

議案第 ４２号 堺市と和泉市との間における学齢児童及び学齢生徒の教育事務の委

託に関する規約の変更に関する協議について 

議案第 ４３号 包括外部監査契約の締結について 

議案第 ４４号 本市において住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域におけ

る住居表示の方法について 

議案第 ４５号 市道路線の認定及び廃止について 

議案第 ４６号 地方独立行政法人堺市立病院機構第３期中期計画の認可について 

議案第 ４７号 令和元年度堺市一般会計補正予算（第５号） 

議案第 ４８号 令和元年度堺市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第 ４９号 令和元年度堺市公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第 ５０号 令和元年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第 ５１号 令和元年度堺市公債管理特別会計補正予算（第１号） 

議案第 ５２号 令和元年度堺市水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第 ５３号 令和元年度堺市下水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第 ５４号 市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例 

議案第 ５５号 堺市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

議案第 ５６号 堺市地方独立行政法人堺市立病院機構の役員等の損害賠償責任の一

部の免責に関する条例 

議案第 ５７号 堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例 

議案第 ５８号 令和元年度堺市一般会計補正予算（第６号） 

議案第 ５９号 令和元年度堺市一般会計補正予算（第７号） 

議案第 ６０号 令和元年度堺市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第 ６１号 堺市副市長の選任について 

議案第 ６２号 堺市監査委員の選任について 

  

報告第  １号 堺市国民保護計画の変更の報告について 

報告第  ２号 地方自治法第１８０条の規定による市長専決処分の報告について 

報告第  ３号 児童福祉法第５７条の２第２項の基づく返還金及び加算金の催促処

分に係る審査請求の却下裁決の報告について 

報告第  ４号 本市の出資に係る法人の令和２年度事業計画及び予算の提出につい

て 

  

監査委員報告第１０号 例月現金出納検査結果報告 

監査委員報告第１１号 例月現金出納検査結果報告 

監査委員報告第１２号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第１３号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第１４号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第１５号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第１６号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第１７号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第１８号 監査の結果に関する報告の提出について 



監査委員報告第１９号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第２０号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第２１号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第２２号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第２３号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第２４号 例月現金出納検査結果報告 

  

外部監査人報告第１号 包括外部監査結果報告 

  

議員提出議案第 １号 堺市議会委員会条例の一部を改正する条例 

議員提出議案第 ２号 堺市議会委員会条例の一部を改正する条例 

議員提出議案第 ３号 令和２年度における竹山修身前市長の選挙資金問題等調査特別委員

会の調査経費についての決議 

議員提出議案第 ４号 中高年のひきこもりに対する実効性ある支援と対策を求める意見書 

議員提出議案第 ５号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書 

議員提出議案第 ６号 大規模災害時の防災・減災・縮災対策のために必要な施設整備等に活

用できる「緊急防災・減災事業債」の期間延長を求める意見書 

議員提出議案第 ７号 天皇皇后両陛下ご臨席のもと都道府県ごとに毎年各地で開催されて

いる「全国豊かな海づくり大会」の大阪開催を求める意見書 

議員提出議案第 ８号 大規模自然災害に備えた早急な治水対策を求める意見書 

議員提出議案第 ９号 災害現場の最前線で人命救助、支援活動に尽力する自衛隊の人員確保

のためのさらなる待遇改善を求める意見書 

議員提出議案第１０号 核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書 

議員提出議案第１１号 新型コロナウイルス（ＣＯＶＩＤ－１９）感染症対策の強化を求める

意見書 

議員提出議案第１２号 大阪府重度障がい者医療費助成制度と乳幼児医療費助成制度の拡充

を求める意見書 

議員提出議案第１３号 最低賃金の改善と中小企業支援策の拡充を求める意見書 

議員提出議案第１４号 インボイス制度の廃止を求める意見書 

議員提出議案第１５号 消費税率５％への引き下げを求める意見書 

 

 

令和２年第２回堺市議会（定例会）５月１８日（月）～６月１８日（木）（３２日間） 

 

議案第 ６３号 堺市市税条例等の一部を改正する条例 

議案第 ６４号 堺市介護保険条例の一部を改正する条例 

議案第 ６５号 堺市保健所及び保健センター条例の一部を改正する条例 

議案第 ６６号 堺市手数料条例の一部を改正する条例 

議案第 ６７号 堺市立青果地方卸売市場条例の一部を改正する条例 

議案第 ６８号 堺市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

議案第 ６９号 工事請負契約の締結について 

議案第 ７０号 
阪和線堺市・三国ヶ丘間第二今池橋耐震対策工事の委託に関する協

定の締結について 

議案第 ７１号 物品の買入れについて 

議案第 ７２号 物品の買入れについて 

議案第 ７３号 
大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪

広域水道企業団規約の変更に関する協議について 

議案第 ７４号 市道路線の認定及び廃止について 



議案第 ７５号 令和２年度堺市一般会計補正予算（第３号） 

議案第 ７６号 令和２年度堺市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第 ７７号 令和２年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第 ７８号 令和２年度堺市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第 ７９号 市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 

議案第 ８０号 令和２年度堺市一般会計補正予算（第４号） 

議案第 ８１号 令和２年度堺市公債管理特別会計補正予算（第２号） 

議案第 ８２号 堺市監査委員の選任について 

議案第 ８３号 令和２年度堺市一般会計補正予算（第５号） 

議案第 ８４号 堺市人事委員会委員の選任について 

議案第 ８５号 堺市農業委員会委員の任命について 

議案第 ８６号 堺市農業委員会委員の任命について 

議案第 ８７号 堺市農業委員会委員の任命について 

議案第 ８８号 堺市農業委員会委員の任命について 

議案第 ８９号 堺市農業委員会委員の任命について 

議案第 ９０号 堺市農業委員会委員の任命について 

議案第 ９１号 堺市農業委員会委員の任命について 

議案第 ９２号 堺市農業委員会委員の任命について 

議案第 ９３号 堺市農業委員会委員の任命について 

議案第 ９４号 堺市農業委員会委員の任命について 

議案第 ９５号 堺市農業委員会委員の任命について 

議案第 ９６号 堺市農業委員会委員の任命について 

議案第 ９７号 堺市農業委員会委員の任命について 

議案第 ９８号 堺市農業委員会委員の任命について 

議案第 ９９号 令和２年度堺市一般会計補正予算（第６号） 

議案第１００号 指定管理者の指定の期間の変更について 

  

報告第  ５号 堺市国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につ

いて 

報告第  ６号 地方自治法第１８０条の規定による市長専決処分の報告について 

報告第  ７号 令和２年度堺市一般会計補正予算（第１号）の専決処分の報告につ

いて 

報告第  ８号 令和２年度堺市一般会計補正予算（第２号）の専決処分の報告につ

いて 

報告第  ９号 令和２年度堺市公債管理特別会計補正予算（第１号）の専決処分の

報告について 

報告第 １０号 令和元年度堺市水道事業会計の建設改良費予算繰越の報告について 

報告第 １１号 令和元年度堺市下水道事業会計の建設改良費予算繰越の報告につい

て 

報告第 １２号 令和元年度堺市下水道事業会計の事故繰越の報告について 

  

監査委員報告第２５号 例月現金出納検査結果報告 

監査委員報告第２６号 例月現金出納検査結果報告 

監査委員報告第２７号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第２８号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第２９号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第３０号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第３１号 監査の結果に関する報告の提出について 



監査委員報告第３２号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第３３号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第３４号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第３５号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第３６号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第３７号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第３８号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第 １号 例月現金出納検査結果報告 

  

諮問第 １号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

諮問第 ２号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

諮問第 ３号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

諮問第 ４号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

諮問第 ５号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

  

議員提出議案第１６号 堺市議会議員の議員報酬の特例に関する条例 

議員提出議案第１７号 新型コロナウイルス感染症対策の充実強化に関する要望決議 

議員提出議案第１８号 世界遺産と魅力的なまちづくり調査特別委員会を廃止する決議 

議員提出議案第１９号 強靭でしなやかな社会実現調査特別委員会を廃止する決議 

議員提出議案第２０号 育ちと学び応援施策調査特別委員会の委員定数の変更について 

議員提出議案第２１号 持続可能で魅力的なまちづくり調査特別委員会の設置等について 

議員提出議案第２２号 危機に強い安心社会実現調査特別委員会の設置等について 

議員提出議案第２３号 少子化対策の拡充として不妊治療の実態調査及び助成額の引き上

げ、所得制限の見直しを求める意見書 

議員提出議案第２４号 新型コロナウイルス対策を最優先し、ＩＲカジノの推進の再考を政

府及び大阪府に求める意見書 

 

 

令和２年第３回堺市議会（臨時会）７月２７日（月）（１日間） 

 

議案第１０１号 令和２年度堺市一般会計補正予算（第７号） 

議案第１０２号 令和２年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第１０３号 令和２年度堺市水道事業会計補正予算（第１号） 

議案第１０４号 令和２年度堺市下水道事業会計補正予算（第１号） 

  

報告第 １３号 地方自治法第１８０条の規定による市長専決処分の報告について 

報告第 １４号 令和元年度堺市一般会計の繰越明許費に係る繰越計算書の提出につ

いて 

報告第 １５号 令和元年度堺市一般会計の事故繰越しに係る繰越計算書の提出につ

いて 

報告第 １６号 令和元年度堺市公共用地先行取得事業特別会計の繰越明許費に係る

繰越計算書の提出について 

 

 

令和２年第４回堺市議会（定例会）８月２１日（金）～９月３０日（水）（４１日間） 

 

議案第１０５号 令和元年度堺市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第１０６号 令和元年度堺市都市開発資金特別会計歳入歳出決算の認定について 



議案第１０７号 令和元年度堺市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

議案第１０８号 令和元年度堺市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

議案第１０９号 令和元年度堺市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

議案第１１０号 令和元年度堺市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第１１１号 令和元年度堺市公債管理特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第１１２号 
令和元年度堺市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

議案第１１３号 令和元年度堺市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

議案第１１４号 令和元年度堺市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て 

議案第１１５号 堺市市税条例の一部を改正する条例 

議案第１１６号 堺市手数料条例の一部を改正する条例 

議案第１１７号 堺市重度障害者医療費助成条例の一部を改正する条例 

議案第１１８号 堺市ひとり親家庭医療費助成条例及び堺市子ども医療費助成条例の

一部を改正する条例 

議案第１１９号 堺市いじめ問題再調査委員会条例 

議案第１２０号 堺市子どもを虐待から守る条例の一部を改正する条例 

議案第１２１号 堺市立ビッグバン条例 

議案第１２２号 ＰＦＩによる大浜体育館建替整備運営事業に係る事業契約の変更に

ついて 

議案第１２３号 負担付き贈与の受入れについて 

議案第１２４号 大阪狭山市と堺市との間における消防事務の委託に関する協議につ

いて 

議案第１２５号 町の区域の変更及び新設について 

議案第１２６号 市道路線の認定について 

議案第１２７号 高石市の市道路線認定に関する承諾について 

議案第１２８号 令和２年度堺市一般会計補正予算（第８号） 

議案第１２９号 令和２年度堺市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第１３０号 令和２年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第１３１号 令和２年度堺市水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第１３２号 令和２年度堺市下水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第１３３号 堺市基金条例の一部を改正する条例 

議案第１３４号 令和２年度堺市一般会計補正予算（第９号） 

議案第１３５号 物品の買入れについて 

議案第１３６号 堺市教育委員会委員の任命について 

議案第１３７号 堺市教育委員会委員の任命について 

  

報告第１７号 令和元年度健全化判断比率の報告について 

報告第１８号 令和元年度資金不足比率の報告について 

報告第１９号 本市の出資に係る法人の決算について 

報告第２０号 地方自治法第１８０条の規定による市長専決処分の報告について 

報告第２１号 地方独立行政法人堺市立病院機構令和元年度の業務実績に関する評

価結果の報告について 

報告第２２号 地方独立行政法人堺市立病院機構中期目標期間の業務実績に関する

評価結果の報告について 



  

監査委員報告第２号 例月現金出納検査結果報告 

監査委員報告第３号 例月現金出納検査結果報告 

監査委員報告第４号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第５号 例月現金出納検査結果報告 

  

議員提出議案第２５号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対

し地方税財源の確保を求める意見書 

議員提出議案第２６号 防災・減災・国土強靭化対策の継続・拡充を求める意見書 

議員提出議案第２７号 ドクターヘリの安定・持続的運用への支援強化を求める意見書 

議員提出議案第２８号 コンビニ交付サービスを活用した罹災証明書の交付を求める意見書 

議員提出議案第２９号 地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書 

議員提出議案第３０号 国会での憲法論議の推進及び国民的議論の喚起を求める意見書 

議員提出議案第３１号 オンライン投票の環境整備を求める意見書 

議員提出議案第３２号 ＰＣＲ検査のさらなる拡充を求める意見書 

 

令和２年第５回堺市議会（定例会）１１月２６日（木）～１２月１８日（金）（２３日間） 

 

議案第１３８号 堺市土砂埋立て等の規制に関する条例  

議案第１３９号 堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例の一部を改正する条

例 

議案第１４０号 堺市小口更生資金貸付基金条例の一部を改正する条例 

議案第１４１号 堺市国民健康保険条例等の一部を改正する条例 

議案第１４２号 堺市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

施行条例の一部を改正する条例 

議案第１４３号 堺市手数料条例の一部を改正する条例 

議案第１４４号 堺市手数料条例の一部を改正する条例 

議案第１４５号 堺市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 

議案第１４６号 堺市立幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する条例 

議案第１４７号 堺市道路占用料条例等の一部を改正する条例 

議案第１４８号 堺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 

議案第１４９号 大阪狭山市の消防事務を受託することに伴う関係条例の整備に関す

る条例 

議案第１５０号 堺市基金条例の一部を改正する条例 

議案第１５１号 堺市立学校設置条例の一部を改正する条例 

議案第１５２号 工事請負契約の締結について 

議案第１５３号 工事請負契約の締結について 

議案第１５４号 工事請負契約の締結について 

議案第１５５号 工事請負契約の変更について 

議案第１５６号 指定管理者の指定について 

議案第１５７号 指定管理者の指定について 

議案第１５８号 指定管理者の指定について 

議案第１５９号 指定管理者の指定について 

議案第１６０号 指定管理者の指定について 

議案第１６１号 指定管理者の指定について 

議案第１６２号 指定管理者の指定について 

議案第１６３号 指定管理者の指定について 

議案第１６４号 指定管理者の指定について 



議案第１６５号 当せん金付証票の発売について 

議案第１６６号 市道路線の認定について 

議案第１６７号 令和２年度堺市一般会計補正予算（第１０号） 

議案第１６８号 令和２年度堺市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第１６９号 令和２年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

議案第１７０号 令和２年度堺市水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第１７１号 令和２年度堺市下水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第１７２号 堺市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

議案第１７３号 堺市人事委員会委員の選任について 

議案第１７４号 令和２年度堺市一般会計補正予算（第１１号） 

議案第１７５号 令和２年度堺市水道事業会計補正予算（第４号） 

  

報告第 ２３号 地方自治法第１８０条の規定による市長専決処分の報告について 

  

監査委員報告第６号 例月現金出納検査結果報告 

監査委員報告第７号 例月現金出納検査結果報告 

監査委員報告第８号 監査の結果に関する報告の提出について 

監査委員報告第９号 例月現金出納検査結果報告 

  

議員提出議案第３３号 堺市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例 

議員提出議案第３４号 堺市議会会議規則の一部を改正する規則 

議員提出議案第３５号 住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書 

議員提出議案第３６号 不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書 

議員提出議案第３７号 犯罪被害者支援の充実を求める意見書 

議員提出議案第３８号 ３０人学級の実現を求める意見書 

議員提出議案第３９号 多子世帯の保育料無償化の延期について措置を求める決議 

議員提出議案第４０号 堺市の財政状況を踏まえ積極的な行財政改革を求める決議 

議員提出議案第４１号 保健所機能の充実と地域医療機関に対する支援強化を求める意見書 

議員提出議案第４２号 「核兵器禁止条約」に関する意見書 

 

委員会提出議案第１号 不出頭等に対する告発について 

委員会提出議案第２号 不出頭等に対する告発について 

委員会提出議案第３号 記録の不提出に対する告発について 

委員会提出議案第４号 記録の不提出に対する告発について 

 


