
60 

 

上程議案等一覧 

 

令和３年第１回堺市議会（定例会）２月１７日（水）～３月２６日（金）（３８日間） 

 

議案第  １号 令和３年度堺市一般会計予算 

議案第  ２号 令和３年度堺市都市開発資金特別会計予算 

議案第  ３号 令和３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３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３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３年度堺市介護保険事業特別会計予算 

議案第  ７号 令和３年度堺市公債管理特別会計予算 

議案第  ８号 令和３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３年度堺市水道事業会計予算 

議案第 １０号 令和３年度堺市下水道事業会計予算 

議案第 １１号 堺市行政手続等における情報通信の技術の利用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 堺市職員定数条例及び堺市保健福祉総合センター設置条例の一部を

改正する条例 

議案第 １４号 堺市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 

議案第 １５号 堺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議案第 １６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 １７号 堺市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

議案第 １８号 堺市区政策会議に関する条例 

議案第 １９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 ２０号 堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例の一部を改正する条例 

議案第 ２１号 堺市立国際交流プラザ条例の一部を改正する条例 

議案第 ２２号 堺市小口更生資金貸付基金条例を廃止する条例 

議案第 ２３号 堺市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

議案第 ２４号 堺市介護保険条例の一部を改正する条例 

議案第 ２５号 堺市介護保険事業等の人員、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 ２６号 堺市手数料条例の一部を改正する条例 

議案第 ２７号 堺市基金条例の一部を改正する条例 

議案第 ２８号 堺市総合防災センター条例 

議案第 ２９号 堺市火災予防条例の一部を改正する条例 

議案第 ３０号 堺市消防手数料条例の一部を改正する条例 

議案第 ３１号 工事請負契約の締結について 

議案第 ３２号 工事請負契約の締結について 

議案第 ３３号 財産の減額貸付けについて 

議案第 ３４号 指定管理者の指定について 

議案第 ３５号 児童自立支援施設に関する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 ３６号 包括外部監査契約の締結について 

議案第 ３７号 市道路線の認定及び廃止について 

議案第 ３８号 令和２年度堺市一般会計補正予算（第１３号） 
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議案第 ３９号 令和２年度堺市都市開発資金特別会計補正予算（第１号） 

議案第 ４０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４号） 

議案第 ４１号 令和２年度堺市公共用地先行取得事業特別会計補正予算 

（第１号） 

議案第 ４２号 令和２年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第５号） 

議案第 ４３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２号） 

議案第 ４４号 令和２年度堺市水道事業会計補正予算（第５号） 

議案第 ４５号 令和２年度堺市下水道事業会計補正予算（第４号） 

議案第 ４６号 堺市教育長の任命について 

議案第 ４７号 堺市土地利用審査会委員の任命について 

議案第 ４８号 堺市土地利用審査会委員の任命について 

議案第 ４９号 堺市土地利用審査会委員の任命について 

議案第 ５０号 堺市土地利用審査会委員の任命について 

議案第 ５１号 堺市土地利用審査会委員の任命について 

議案第 ５２号 堺市基本計画２０２５の策定について 

議案第 ５３号 令和２年度堺市一般会計補正予算（第１４号） 

議案第 ５４号 令和２年度堺市都市開発資金特別会計補正予算（第２号） 

  

報告第  １号 損害賠償の額の決定の専決処分の報告について 

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 本市の出資に係る法人の令和３年度事業計画及び予算の提出につい

て 

報告第  ４号 令和２年度堺市一般会計補正予算（第１２号）の専決処分の報告につ

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 

  

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 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 

  

－ 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報告につい

て 

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 堺市議会会議規則の一部を改正する規則 
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議員提出議案第 ３号 堺市歯科口腔保健推進条例 

議員提出議案第 ４号 堺市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

議員提出議案第 ５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 ７号 堺市議会政務活動費の交付の特例に関する条例 

議員提出議案第 ８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 ９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１０号 悪質商法による消費者被害をなくすために、特定商取引法・預託法の

改正及び執行強化を行い、契約書面等の電子化にあたっては拙速な導

入を避け、慎重な検討を求める意見書 

議員提出議案第１１号 性犯罪に関する刑法改正を求める意見書 

議員提出議案第１２号 性教育の充実を求める意見書 

議員提出議案第１３号 政令指定都市権限のさらなる強化を求める意見書 

議員提出議案第１４号 新型コロナウイルス感染症対策強化および行財政改革推進に関する

要望決議 

議員提出議案第１５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１６号 後期高齢者の医療費窓口負担増に反対する意見書 

 

 

令和３年第２回堺市議会（定例会）５月１８日（火）～６月２１日（月）（３５日間） 

 

議案第 ５５号 堺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例 

議案第 ５６号 堺市市税条例等の一部を改正する条例 

議案第 ５７号 堺市保護施設等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 ５８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 ５９号 堺市手数料条例の一部を改正する条例 

議案第 ６０号 堺市特別会計設置条例の一部を改正する条例 

議案第 ６１号 工事請負契約の締結について 

議案第 ６２号 物品の買入れについて 

議案第 ６３号 負担付寄附収受物件の返還について 

議案第 ６４号 市道路線の認定について 

議案第 ６５号 令和３年度堺市一般会計補正予算（第１号） 

議案第 ６６号 令和３年度堺市都市開発資金特別会計補正予算（第１号） 

議案第 ６７号 令和３年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第 ６８号 令和３年度堺市水道事業会計補正予算（第１号） 

議案第 ６９号 堺市監査委員の選任について 

議案第 ７０号 和解について 

議案第 ７１号 令和３年度堺市一般会計補正予算（第２号） 

議案第 ７２号 令和３年度堺市一般会計補正予算（第３号） 

  

報告第  ６号 堺市市税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  ７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  ８号 令和２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  ９号 令和２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 １０号 令和２年度堺市下水道事業会計の事故繰越の報告について 
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監査委員報告第２２号 例月現金出納検査結果報告 

監査委員報告第２３号 例月現金出納検査結果報告 

監査委員報告第２４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２５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２６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 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 

諮問第  ６号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

諮問第  ７号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

諮問第  ８号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

諮問第  ９号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

諮問第 １０号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

諮問第 １１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１７号 育ちと学び応援施策調査特別委員会の設置目的の変更について 

議員提出議案第１８号 危機に強い安心社会実現調査特別委員会の設置目的の変更について 

議員提出議案第１９号 学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを適切に進め

るための意見書 

議員提出議案第２０号 こども行政の司令塔を明確化し、縦割り行政を克服するとともに、チ

ルドレン・ファーストの行政推進を実現するため、「こども庁」の創

設を求める意見書 

議員提出議案第２１号 小学校、中学校及び高等学校の入学時におけるランドセル、制服、体

操服等の購入や入学金等に係る保護者負担を軽減するための助成制

度を早急に創設するよう求める意見書 

議員提出議案第２２号 「ＡＬＰＳ処理水」の海洋放出決定にかかる吉村洋文大阪府知事の大

阪湾への受入れ発言に強く抗議し、その撤回を求める決議 

議員提出議案第２３号 持続化給付金と家賃支援給付金の再支給を求める意見書 

議員提出議案第２４号 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を中止もしくは

延期し、新型コロナ対策に全力を挙げることを求める意見書 

議員提出議案第２５号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守る意見書 

 

 

令和３年第３回堺市議会（定例会）８月２３日（月）～９月３０日（木）（３９日間） 

 

議案第 ７３号 令和２年度堺市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第 ７４号 令和２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 
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議案第 ７５号 令和２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 ７６号 令和２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 ７７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歳入歳出決

算の認定について 

議案第 ７８号 令和２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 ７９号 令和２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 ８０号 令和２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 ８１号 令和２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 ８２号 令和２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 ８３号 堺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例 

議案第 ８４号 堺市手数料条例の一部を改正する条例 

議案第 ８５号 堺市介護保険事業等の人員、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 ８６号 堺市ペット霊園の設置等に関する条例 

議案第 ８７号 堺市大規模マンションの建設における保育施設の整備に係る事前協

議に関する条例 

議案第 ８８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 ８９号 財産の無償貸付けについて 

議案第 ９０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 ９１号 市道路線の認定及び廃止について 

議案第 ９２号 令和３年度堺市一般会計補正予算（第４号） 

議案第 ９３号 令和３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 ９４号  和解について 

議案第 ９５号 堺市教育委員会委員の任命について 

議案第 ９６号 大阪府公安委員会委員の推薦について 

  

報告第 １１号 令和２年度健全化判断比率の報告について 

報告第 １２号 令和２年度資金不足比率の報告について 

報告第 １３号 令和２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 １４号 令和２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 １５号 令和２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 

報告第 １６号 本市の出資に係る法人の決算について 

報告第 １７号 損害賠償の額の決定の専決処分の報告について 

報告第 １８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 １９号 地方独立行政法人堺市立病院機構令和２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 ２０号 令和２年度堺市内部統制評価報告書の提出について 

  

監査委員報告第 ２号 例月現金出納検査結果報告 
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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２６号 出産育児一時金の増額を求める意見書 

議員提出議案第２７号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める

意見書 

議員提出議案第２８号 中華人民共和国に対し人権侵害問題に関する説明責任を果たすよう

働きかけることを求める意見書 

議員提出議案第２９号 飲食店等に対する「大阪府営業時間短縮協力金」の１日も早い支給を

大阪府に求める意見書 

議員提出議案第３０号 沖縄戦戦没者の遺骨等が混入した土砂を埋立てに使用しないことを

求める意見書 

議員提出議案第３１号 元日置荘保育所跡地処分に端を発した市有地処分の方策を求める要

望決議 

議員提出議案第３２号 新型コロナの感染爆発に対応した医療・検査体制の抜本的充実を求め

る意見書 

議員提出議案第３３号 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入の延期・中

止を求める意見書 

 

 

令和３年第４回堺市議会（定例会）１１月２９日（月）～令和４年１月１３日（木）（４６日間） 

 

議案第 ９７号 堺市市税条例等の一部を改正する条例 

議案第 ９８号 堺市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

議案第 ９９号 堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例 

議案第１００号 和解について 

議案第１０１号 損害賠償の額の決定について 

議案第１０２号 工事請負契約の締結について 

議案第１０３号 工事請負契約の締結について 

議案第１０４号 指定管理者の指定について 

議案第１０５号 指定管理者の指定について 

議案第１０６号 当せん金付証票の発売について 

議案第１０７号 市道路線の認定について 

議案第１０８号 大字小阪共有地処分について 

議案第１０９号 大字西共有地処分について 

議案第１１０号 大字下共有地処分について 

議案第１１１号 大字小平尾共有地処分について 

議案第１１２号 令和３年度堺市一般会計補正予算（第６号） 

議案第１１３号 令和３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１１４号 令和３年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第１１５号 令和３年度堺市水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第１１６号 令和３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１１７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１１８号 堺市手数料条例の一部を改正する条例 

議案第１１９号 堺市立日高少年自然の家条例を廃止する条例 

議案第１２０号 堺市おでかけ応援利用者証条例の一部を改正する条例 
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議案第１２１号 和解について 

議案第１２２号 和解について 

議案第１２３号 令和３年度堺市一般会計補正予算（第５号） 

議案第１２４号 堺市人事委員会委員の選任について 

議案第１２５号 令和３年度堺市一般会計補正予算（第７号） 

  

報告第 ２１号 損害賠償の額の決定の専決処分の報告について 

報告第 ２２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３４号 堺市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

議員提出議案第３５号 堺市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

議員提出議案第３６号 文書通信交通滞在費及び立法事務費に関する制度見直しを求める意

見書 

議員提出議案第３７号 Ｇ７財務閣僚会議等の大阪、堺市への誘致開催を求める意見書 

議員提出議案第３８号 北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるための取組を推

進するための決議 

議員提出議案第３９号 北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるための取組みを

推進する決議 

議員提出議案第４０号 「核兵器禁止条約」に関する意見書 

議員提出議案第４１号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意

見書 

議員提出議案第４２号 看護・介護職、保育士などの労働条件の抜本改善を求める意見書 

議員提出議案第４３号 政党助成法に基づく政党交付金制度の廃止を求める意見書 

議員提出議案第４４号 介護保険施設利用者の負担を増やす補足給付見直しの撤回を求める

意見書 

 


