
庁  議  案  件  Ｎｏ． １     

平成２３年１１月１４日  

所  管  財 政 局 ・ 財 政 部   

  

件  名 平成２３年第５回市議会（１１月議会）付議案件について 

経過・現状 

 

政 策 課 題 

①補正予算案 

一般会計補正予算案など５件（議案５件） 

②その他の案件 

「堺市情報公開条例及び堺市個人情報保護条例の一部を改正する条例」など  

８４件（議案８２件、報告２件） 

 

対 応 方 針 

 

今後の取組 

（ 案 ） 

①補正予算案 

＜議案５件＞ 

◇補正予算案（全会計）                     ２２，４７１，４９３千円 

◆一般会計 ２１，５０３，９７３千円 

 (債務負担行為限度額１，７４０，０００千円) 

 【繰越明許費限度額 １，６２６，０００千円】 

・暮らしの確かな安全・安心を確保 

学校園施設整備事業(耐震化の推進) １，８０２，７１６千円 

 (債務負担 ６２，０００千円) 

学校園施設管理事業 (債務負担 １５１，０００千円) 

市立堺病院事業会計繰出金 １４，０００，０００千円 

 

・社会保障関係経費 

生活保護扶助費 ２，８００，０００千円 

障害者（児）自立支援給付等扶助費   １，３３９，０００千円 など 

 

・その他 

相続等に係る生命保険契約等に基づく 

年金所得の課税に係る特別給付金 １３，０００千円 

都市公園整備事業 ９９３，０００千円 

晴美台エコモデルタウン創出事業補助 △１００，０００千円 

 (債務負担 １００，０００千円) 

人件費等                                 １５，４４０千円 など 

  

【繰越明許費】 

小学校建設事業 １，３８５，０００千円 

中学校建設事業 ２４１，０００千円 

 

 

 



 

［歳入］ ２１，５０３，９７３千円 

市税 ８００，０００千円 

固定資産税（償却資産） ５００，０００千円 

市たばこ税 ３００，０００千円 

国庫支出金 ３，３３２，９６６千円 

府支出金 ４５０，５００千円 

財産収入 ５４９，３１５千円 

市債等 １６，３７１，１９２千円 

 

◆特別会計 １２３，５２０千円 

・国民健康保険事業 ３３，７３０千円 

（歳出）人件費等（歳入）一般会計繰入金 

・介護保険事業 ８９，７９０千円 

（歳出）人件費等  歳入）一般会計繰入金 

 

◆下水道事業会計 １４４，０００千円 

 (債務負担５９８，０００千円) 

・下水処理場設備移設工事等 １４４，０００千円 

・下水道施設管理業務 (債務負担５９８，０００千円) 

 

◆市立堺病院事業会計 ７００，０００千円 

・新病院等建設用地購入費 ７００，０００千円 

 

②その他の案件 

「堺市情報公開条例及び堺市個人情報保護条例の一部を改正する条例」など 

８４件（議案８２件、報告２件） 

効果の想定 
 

 

関係局との 

政 策 連 携 

 

 

 



平成２３年第５回市議会（定例会）提出予定案件 

 

◎提出予定案件概要 

１１月２２日提案分  ８９件（議案 ８７件、報告 ２件） 

 

○議 案  ８７件 

・条 例  １１件 

①堺市情報公開条例及び堺市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

②堺市相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に対する課税に係る特別給付金の支給に 

関する条例 

③堺市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

④堺市立斎場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の設立に伴う関係条例の整備に関する条例 

⑥地方独立行政法人堺市立病院機構に係る重要な財産を定める条例 

⑦地方独立行政法人堺市立病院機構への職員の引継ぎに関する条例 

⑧堺市立保育所条例の一部を改正する条例 

⑨堺市土地改良事業分担金条例の一部を改正する条例 

⑩堺市道路占用料条例等の一部を改正する条例 

⑪堺市立学校入学金等及び幼稚園保育料等に関する条例の一部を改正する条例 

 

・工事請負契約の締結について ３件 

 

・阪和線上野芝・津久野間に係る都市計画道路諏訪森神野線の第一踞尾架道橋架替工事の委託に

関する協定について １件 

 

・土地の売払いについて １件 

 

・権利の放棄について  ５４件  

 

・訴えの提起について  ４件 

建物明渡等請求事件 ４件 

 

・損害賠償の額の決定について  １件 

  

・指定管理者の指定について  ３件  

  ①堺市立八田荘老人ホーム 

 ②堺市泉ヶ丘プール 

 ③堺市都市緑化センター  

 

・当せん金付証票の発売について １件 

 

・市道路線の認定について  １件 



 

・第三セクター等改革推進債の起債に係る許可の申請について １件  

 

・地方独立行政法人堺市立病院機構に係る中期目標の策定について １件 

 

・補正予算 ５件  

①平成２３年度堺市一般会計補正予算（第３号） 

②平成２３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２３年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

④平成２３年度堺市市立堺病院事業会計補正予算（第２号） 

⑤平成２３年度堺市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

○報 告  ２件 

・補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 

・車両事故   ５件 

・道路上事故   １件 

・公園内事故  ２件 

・その他事故   ４件 

 

 

 



 

1/6 

平成 23年度 11月補正予算（案） 

 全 会 計                                   ２２，４７１，４９３千円 

 

 一般会計  

（歳 出）                                          ２１，５０３，９７３千円 

（ 債務負担行為限度額  １，７４０，０００千円 ） 

【 繰越明許費限度額    １，６２６，０００千円 】 

 

○は現計予算  ●は債務負担行為の補正 

◆ 暮らしの確かな安全・安心を確保            【事業費 １５，８０２，７１６千円】 

（債務負担行為限度額  ２１３，０００千円） 

 

○● 学校園施設整備事業（耐震化の推進等）                          1,802,716千円 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 24年度】              （限度額 62,000千円） 

・耐震化工事の前倒し実施や外壁改修など学校園施設の整備。耐震化工事は国

の 3次補正予算を活用し、同時に繰越明許費（1,626,000千円）を計上 

       平成 24年度当初 耐震化率 79％→82％ 

 

● 学校園施設管理事業                                     （限度額 151,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 24年度】 

・平成 24 年度から学校園勤務職員が行っている施設管理業務の一部を委託す

るための債務負担行為の補正 

平成 24年度 小学校 35校が移行予定 

 

○ 市立堺病院事業会計繰出金                                     14,000,000千円 

・市立堺病院の独立行政法人化に伴う出資金。財源として第三セクター等改革推

進債を発行 

    

 

 

◆ 社会保障関係経費 

【事業費 ４，７７９，８１７千円】 

 

○ 生活保護扶助費                                                2,800,000千円 

・当初予算 42,300,000千円→補正後 45,100,000千円 
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○ 障害者（児）自立支援給付等扶助費                              1,339,000千円 

・障害者（児）自立支援給付 当初予算 8,765,479千円→補正後 9,905,479千円 

・自立支援医療（精神通院） 当初予算 1,794,660千円→補正後 1,928,660千円 

・自立支援医療（更生医療） 当初予算 1,200,943千円→補正後 1,245,943千円 

・障害者（児）移動支援     当初予算 1,000,379千円→補正後 1,020,379千円 

 

○ 子ども医療費助成扶助費                                          380,000千円 

・当初予算 2,433,328千円→補正後 2,813,328千円 

 

○ 中国残留邦人生活支援扶助費                                       12,000千円 

・当初予算 375,430千円→補正後 387,430千円 

 

○ 子宮頸がんワクチン接種助成事業                                  233,000千円 

・当初予算 149,550千円→補正後 382,550千円 

 

○ 中学校就学援助（扶助）費                                         15,817千円 

・当初予算 260,174千円→補正後 275,991千円 

 

 

◆ その他                                           【事業費 ９２１，４４０千円】 

（債務負担行為  １，５２７，０００千円） 

 

○ 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金所得の課税に係る特別給付金 13,000千円 

・年金形式で受け取る生命保険について、二重（相続税と所得税）課税が所得税

非課税に変更されたことに伴い、すでに時効となった住民税相当額分を救済す

るための特別給付金 

対象期間：平成 13年度～17年度課税分 

 

○ 都市公園整備事業                                                993,000千円 

・向ヶ丘公園用地（西区家原寺町 41,659 ㎡）のうち使用貸借している用地の一

部を購入 

使用貸借 21,658㎡のうち 10,000㎡を購入 

相手方：踞尾（つくお）管財委員会、家原寺町第 1自治会 

 

○● 晴美台エコモデルタウン創出事業補助                            △100,000千円 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 28年度】             （限度額 100,000千円） 

・平成 23 年度に補助金を一括交付する予定だったものを複数年交付に変更する

ために債務負担行為を追加補正し、現計予算の減額を行う 
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○ 人件費等                                                         15,440千円 

・一般会計及び特別会計に係る職員人件費等を平成 23 年度の職員配置に合わせ

るなど所要額を補正 

一般会計                       △108,080千円 

国民健康保険事業特別会計へ繰出    33,730千円 

介護保険事業特別会計へ繰出        89,790千円 

 

＜平成２４年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為＞ 

 

● 東工場破砕処理施設運転維持管理事業                      （限度額 77,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 24年度】 

・平成 24 年度の東工場破砕処理施設運転委託の入札を実施するための債務負担

行為の補正 

 

● 若年者就職支援事業                                     （限度額 247,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 26年度】 

・平成 24 年度のさかい JOB ステーション業務等をプロポーザル方式で契約する

ための債務負担行為の補正 

 

● 新卒者就職支援事業                                      （限度額 58,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 24年度】 

・国の緊急雇用基金を活用した平成 24 年度の新卒未就職者への就職支援委託を

プロポーザル方式で契約するための債務負担行為の補正 

 

● 被保護者キャリアサポート事業                           （限度額 116,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 24年度】 

・平成 24年度の運営委託をプロポーザル方式で契約するための債務負担行為の補正 

 

● 美原公共施設循環バス運行事業                            （限度額 31,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 24年度】 

・平成 24年度の運行委託を入札するための債務負担行為の補正 

 

● 学校給食調理事業                                        （限度額 760,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 24年度】 

 ・平成 24年度の学校給食調理委託の入札を実施するための債務負担行為の補正 

小学校 36校、特別支援学校 2校で実施 

 

● 図書館管理運営事業                                      （限度額 138,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 26年度】 

・平成 24 年度の中央図書館書架整理等委託、移動図書館運営委託の契約のため

の債務負担行為の補正 
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【 繰越明許費 】                                    限度額１，６２６，０００千円 

 

◇ 小学校建設事業 （限度額 1,385,000千円） 

◇ 中学校建設事業 （限度額  241,000千円） 

・国の 3次補正予算を活用した小中学校の耐震化工事 

 

【 債務負担行為の補正 】（再掲）                     限度額１，７４０，０００千円 

 

● 学校園施設整備事業（耐震化の推進等） （限度額 62,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 24年度】               

 

● 学校園施設管理事業 （限度額 151,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 24年度】 

 

● 晴美台エコモデルタウン創出事業補助 （限度額 100,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 28年度】 

 

＜平成２４年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為＞ 

 

● 東工場破砕処理施設運転維持管理事業 （限度額 77,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 24年度】 

 

● 若年者就職支援事業 （限度額 247,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 26年度】 

 

● 新卒者就職支援事業 （限度額 58,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 24年度】 

 

● 被保護者キャリアサポート事業 （限度額 116,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 24年度】 

 

● 美原公共施設循環バス運行事業 （限度額 31,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 24年度】 

   

● 学校給食調理事業 （限度額 760,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 24年度】 

  

● 図書館管理運営事業 （限度額 138,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 26年度】 
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（歳 入）  ２１，５０３，９７３千円 

○ 市税  800,000千円 

・固定資産税（償却資産） 500,000千円 

・市たばこ税 300,000千円 

 

○ 国庫支出金  3,332,966千円 

・障害者自立支援給付等負担金 659,500千円 

・中国残留邦人生活支援給付費負担金 9,000千円 

・生活保護費負担金 2,100,000千円 

・学校施設環境改善交付金 557,466千円 

・子ども手当事務取扱交付金 7,000千円 

 

○ 府支出金  450,500千円 

・障害者自立支援給付等負担金 296,250千円 

・乳幼児医療助成事業費補助金 49,400千円 

・ワクチン接種緊急促進臨時事業費補助金 104,850千円 

 

○ 財産収入  549,315千円 

・市有地売却代 549,315千円 

 

○ 繰入金  248,300千円 

・公共施設等特別整備基金繰入金 248,300千円 

 

○ 繰越金  104,675千円 

 

○ 諸収入  3,917千円 

・特別給付金に係る府交付金 3,917千円 

 

○ 市債  16,014,300千円 

・街路事業債  45,200千円 

・公園整備事業債 778,800千円 

・校舎等整備事業債 1,190,300千円 

・第三セクター等改革推進債 14,000,000千円 
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 特別会計                                         １２３，５２０千円 

 

○ 国民健康保険事業特別会計 

（歳 出）                                                 33,730千円 

○ 人件費補正 

 ・職員人件費等を平成 23年度の職員配置に合わせるなど所要額を補正 

（歳 入）                                                 33,730千円 

○ 一般会計繰入金 

                                

 

○ 介護保険事業特別会計 

（歳 出）                                                  89,790 千円 

○ 人件費補正 

・職員人件費等を平成 23年度の職員配置に合わせるなど所要額を補正 

（歳 入）                                                  89,790 千円 

○ 一般会計繰入金 

 

 

 下水道事業会計                                   １４４，０００千円 

【 債務負担行為限度額  ５９８，０００千円 】 

 

○ 下水処理場設備移設工事等                             144,000千円 

・東日本大震災を踏まえた津波等の規模を考慮し、処理場の自家発電設備の移設

工事等を実施 

    

● 下水道施設管理業務                           （限度額 598,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 23年度～平成 26年度】 

・泉北下水処理場において、水処理の運転管理業務の全日委託を実施 

 

 市立堺病院事業会計                               ７００，０００千円 

 

○ 新病院等建設用地購入費                               700,000千円 

・病院職員宿舎用地の取得 

財務省 近畿財務局 津久野合同宿舎跡地（西区津久野町 1丁 29番）5,257.66㎡ 

※ その他に、収入のみの補正として出資金の繰入金有り 

（第三セクター等改革推進債分 140億円）    


