
庁 議 報 告 案 件Ｎｏ．１   

平成２３年 ２月 ８日  

所 管  財 政 局・財 政 部  

 

件  名 平成２３年第１回市議会（定例会）付議案件について 

 

対 応 方 針 

 

今 後 の 取 組 

（ 案 ） 

【第１回市議会】 

○議案   ３６件   報告 ３件 

 

①補正予算案（議案 ７件） 

  補正予算案の規模（全会計）   ４，５２４，４５７千円 

 

  ○一般会計            ４，３２７，０３８千円 

    ・ 国の経済対策に伴う事業    １，９２２，５３８千円 

       きめ細かな交付金事業       １，５４６，０００千円 

           （プラネタリウム更新、小学校施設改修、清掃工場施設改修等） 

       住民生活に光をそそぐ交付金事業    １４３，２５５千円      

（平成23～24年度に事業を実施するため、交付金を基金へ積立） 

         ※消費者行政、DV対策、自殺予防対策、知の地域づくり等 

 その他                 ２３３，２８３千円            

（買い物弱者支援事業、住宅・建築物耐震改修等促進補助など） 

 

・ 特別会計、企業会計への繰出   １，７６２，５００千円 

    病院事業会計繰出            ５００，０００千円 

    国民健康保険事業特別会計      １，１５５，０００千円 

                                  など 

 

・ 基金への積立金        ２，４２４，６００千円 

    子ども教育ゆめ基金          ６６０，０００千円 

    （財源：大阪府市町村職員互助会返還金等を積み立て） 

        財政調整基金             ５００，０００千円 

          （地方財政法に基づく決算剰余金の積み立て） 

        区民まちづくり基金          ２１０，０００千円 

          （平成２３年度基金事業の財源とするための積み立て） 

        公共施設特別整備基金       １，０００，０００千円 

                                 など 

 

    ・ その他（事業費の確定によるものなど） 

 ▲１，７８２，６００千円 

        人件費               ▲５２８，６００千円 

        ごみ収集委託            ▲１３０，０００千円 

        鳳地区沿道整備街路補償等      ▲８００，０００千円 

        永山池補償金              ８４，０００千円 

        消火栓維持負担金            ６６，０００千円 

        体育館等管理事業           ▲６５，０００千円 

                                 など 



    （歳入の主な内訳） 

      地方交付税      ６１０，２９４千円 

国庫支出金      ４３７，９５５千円 

      府支出金       １７６，２５０千円 

      財産収入       ２１２，７７０千円 

      市債       ２，６３６，４００千円  など 

 

   ※ 繰越明許費         １１，８６９，０００千円 

 

  ○特別会計（給付費の増など）        ７５３，０００千円 

    ・国民健康保険事業特別会計          ４８，０００千円 

・介護保険事業特別会計           ７００，０００千円 

など 

 

○ 企業会計（事業費の増減によるものなど）  ▲５５５，５８１千円 

・市立堺病院事業会計           １１７，９１９千円 

・水道事業会計              １１１，０００千円 

・下水道事業会計            ▲７８４，５００千円 

  

 

②その他の案件  

・ 議案 ２９件（当初予算 １２件 条例 ８件、訴えの提起 ２件、 

その他 ７件） 

・ 報告   ３件 

 

 



平成２２年度２月補正予算（案） 

 

 

◆ 一般会計 予算規模    4,327,038 千円 

＜補正予算 歳出＞ 

１ 国の経済対策        1,922,538千円 

○地域活性化 きめ細かな交付金事業                   1,546,000 千円 

   （プラネタリウム整備、清掃工場整備、小学校施設改修など） 

        交付予定額・・・173,629千円  

○ 地域活性化 住民生活に光をそそぐ交付金事業                    143,255 千円 

          交付要望額・・・143,255千円  

○その他                               233,283 千円 

(買物弱者支援事業、住宅・建築物耐震改修等促進補助、東西道路事業負担金など)                                         

 

２ 企業会計等への繰出金            1,762,500 千円 

     ・病院事業会計繰出                           500,000 千円 

     ・国保特別会計繰出                           1,155,000千円など 

 

３ 基金への積立金                   2,424,600 千円 

     ・区民まちづくり基金                                        210,000 千円 

     ・文化振興基金                                            54,600 千円 

・財政調整基金                                          500,000千円 

・子ども教育ゆめ基金                                       660,000千円 

     ・公共施設等特別整備基金                                1,000,000 千円 

・市民生活に光をそそぐ基金（再掲）               （143,255千円） 

 

４ その他（事業費の確定によるものなど）        ▲1,782,600 千円 

 

＜補正予算【繰越明許】＞ 

◆ 繰越明許費補正              11,869,000 千円 

国の経済対策（きめ細かな交付金）に伴うものや、事業進捗に伴うものなど 

 

＜補正予算【特別会計】＞ 

◆国民健康保険事業特別会計  予算規模       48,000 千円 （人件費の増） 

◆老人医療給付事業特別会計  予算規模        5,000 千円 （特別会計の終了に伴う清算） 

◆介護保険事業特別会計    予算規模       700,000 千円 （給付費の増） 

 

＜補正予算【企業会計】＞ 

◆水道事業会計        予算規模       111,000 千円 (除却資産の増、事業費の減など) 

◆下水道事業会計       予算規模      ▲784,500 千円 (事業費の減など) 

◆病院事業会計        予算規模       117,919 千円（収益改善に伴う材料費等の増など） 

 

全会計   予算規模   4,524,457 千円 

（１） 国の景気対策にかかる交付金を活用し、事業の前倒しを中心とした補正予算の編成 

（２） 事業予算や企業会計等の決算見込みに伴う予算の修正 

 

資料１ 



平成 23 年第 1 回市議会（定例会）提出予定案件 

 

◎提出予定案件概要 

2 月 15 日提案分  39件（議案 36 件、報告 3 件） 

 

○議 案  36 件 

・当初予算  12 件 

①平成 23 年度堺市一般会計予算 

②平成 23 年度堺市都市開発資金特別会計予算 

③平成 23 年度堺市国民健康保険事業特別会計予算 

④平成 23 年度堺市公共用地先行取得事業特別会計予算 

⑤平成 23 年度堺市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

⑥平成 23 年度堺市廃棄物発電事業特別会計予算 

⑦平成 23 年度堺市介護保険事業特別会計予算 

⑧平成 23 年度堺市公債管理特別会計予算 

⑨平成 23 年度堺市後期高齢者医療事業特別会計予算 

⑩平成 23 年度堺市市立堺病院事業会計予算 

⑪平成 23 年度堺市水道事業会計予算 

⑫平成 23 年度堺市下水道事業会計予算 

 

・条 例 8件 

①堺市市民生活に光をそそぐ基金条例 

②堺市手数料条例の一部を改正する条例 

③堺市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

④堺市介護保険条例の一部を改正する条例 

⑤地方独立行政法人堺市立病院機構評価委員会条例 

⑥堺市建築審査会条例及び堺市開発審査会条例の一部を改正する条例 

⑦堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例の一部

を改正する条例 

⑧堺市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区を定める条例の一部を改正する条例 

 

・土地の売払いの変更について 1 件 

 

・訴えの提起について  2件 

建物明渡等請求事件 2件 

 

・調停の成立について  1件 

 

・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  1件 

 

・包括外部監査契約の締結について  1件  

資料２ 



・市道路線の認定及び廃止について  1件 

 

・堺市マスタープラン基本計画について 1件 

 

・八田荘村大字堀上外 3大字共有地処分について 1件 

 

・補正予算 7件 

①平成 22年度堺市一般会計補正予算（第 5号）  

②平成 22年度堺市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 3号） 

③平成 22年度堺市老人医療給付事業特別会計補正予算（第 2号） 

④平成 22年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第 3号） 

⑤平成 22年度堺市市立堺病院事業会計補正予算（第 3号） 

⑥平成 22年度堺市水道事業会計補正予算（第 2号） 

⑦平成 22年度堺市下水道事業会計補正予算（第 1号） 

 

○報 告  3件 

・損害賠償の額の決定の専決処分の報告について  １件 

 

・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  １件 

１．市長の専決事項の指定第１項による専決処分 

・道路上事故  2件 

・車両事故    3件 

・その他事故  3件 

           

・本市の出資に係る法人の平成 23 年度事業計画及び予算の提出について  １件 

（財）堺市産業振興センター、（財）堺市公園協会、 
堺市土地開発公社、堺市住宅供給公社、（財）堺市都市整備公社 
（財）堺市中小企業勤労者福祉サービスセンター、（財）堺市救急医療事業団 
（財）堺都市政策研究所、（財）堺市文化振興財団 

（財）堺市水道サービス公社、（財）堺市福祉サービス公社 
（財）堺市教育スポーツ振興事業団、（株）さかい新事業創造センター 

 


