
庁  議  案  件   Ｎｏ．２   

平成２５年 ８月 ６日  

所  管   財 政 局 財 政 部  

  

件  名 平成２５年第３回市議会（８月議会）付議案件について 

経 過 ・ 現 状 

 

政 策 課 題 

① 補正予算案及び繰越計算書 

一般会計補正予算案など６件（議案 ４件、報告２件） 

② 平成２４年度決算認定 

一般会計歳入歳出決算の認定など１４件（議案１１件、報告３件） 

③ その他の案件 

「堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例」など３１件（議案２９件、報告２件） 

 

対 応 方 針 

 

今 後 の 取 組 

（ 案 ） 

① 補正予算案＜議案４件＞ 

◇ 全会計                                      ２，７４９，８２７千円 

(債務負担３，８２７，０００千円) 

◆ 一般会計 

［歳出］ １，０６５，２９１千円 

(債務負担３，７５６，０００千円) 

 

○ 暮らしの確かな安全・安心を確保           73,500千円   

(債務負担 277,000千円) 

○ 次代を担う子どもを健やかにはぐくむ (債務負担 383,000千円) 

○ まちの魅力向上と、賑わいと交流のまちづくり      4,791千円  

(債務負担 70,000千円) 

○ 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金        981,000千円 

(地域の元気臨時交付金)       (債務負担 542,000千円) 

○ その他                                         6,000千円 

(債務負担 2,484,000千円) 

 

［歳入］ １，０６５，２９１千円 

・国庫支出金     3,027,733千円 

・府支出金    56,700千円 

・繰入金 ▲344,500千円 

・繰越金 19,158千円 

・市債 ▲1,693,800千円 

 

◆ 国民健康保険事業特別会計 １，３２４，５３６千円 

 

◆ 水道事業会計 (債務負担７１，０００千円) 

 

◆ 下水道事業会計 ３６０，０００千円 

 

 

 



 

＜報告２件＞ 

◇ 繰越計算書                                 

・平成２４年度一般会計の繰越明許費に係る繰越計算書  

・平成２４年度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 

 

② 平成２４年度決算認定 

一般会計歳入歳出決算の認定など１４件（議案１１件、報告３件） 

 

③  その他の案件 

「堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例」など３１件（議案２９件、報告２件） 

 

効 果 の 想 定 
 

 

関 係 局 と の 

政 策 連 携 
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平成 25年度 8月補正予算（案） 

 

 全会計                                              ２，７４９，８２７千円 

（債務負担行為限度額 ３，８２７，０００千円 ） 

 

 一般会計  

（歳 出）                                             １，０６５，２９１千円 

（債務負担行為限度額 ３，７５６，０００千円 ） 

○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 ７３，５００千円】 

（債務負担行為限度額  ２７７，０００千円） 

 

○● 住宅・建築物耐震・防火等改修促進事業                16,800千円 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 27年度】             （限度額 277,000千円） 

・住宅建築物耐震改修等補助制度における南海堺東ビル耐震改修工事に対する補助 

 

○ 社会福祉施設等スプリンクラー整備事業                             56,700千円 

・国庫補助対象施設の要件緩和に伴う社会福祉施設等のスプリンクラー設備の整備に 

対する補助 

 

◆ 次代を担う子どもを健やかにはぐくむ      （債務負担行為限度額  ３８３，０００千円） 

 

 

● 放課後子どもプランモデル事業（放課後子ども支援事業）   （限度額 383,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 28年度】 

・平成 23年度からモデル実施している同事業の対象校を拡大 

放課後子どもプランモデル（堺っ子くらぶ）平成 25年度 15校⇒平成 26年度 20校 

 

◆ まちの魅力向上と、賑わいと交流のまちづくり          【事業費４ ，７９１千円】 

（債務負担行為限度額  ７０，０００千円） 

 

○● 乗合タクシー運行事業                                        4,791千円 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 27年度】             （限度額 70,000千円） 

・公共交通空白地域と鉄道駅等を結ぶ、定時方式の予約型乗合タクシー運行事業の創設 

資料 １ 
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◆地域経済活性化・雇用創出臨時交付金(地域の元気臨時交付金)事業 

                                  【事業費 ９８１，０００千円】 

   （債務負担行為限度額  ５４２，０００千円） 

 

○● 公共施設改修及び設備等更新事業                                   62,000千円 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】              （限度額 332,000千円） 

・北老人福祉センター エレベーター更新（現計予算：1,000千円、限度額：30,000千円） 

   ・消防局庁舎 エレベーター更新 （現計予算：1,000千円、限度額：40,000千円） 

   ・金岡公園体育館 外壁改修（現計予算：1,000千円、限度額：100,000千円） 

   ・鴨谷体育館 空調設備改修（現計予算：2,000千円、限度額：62,000千円） 

   ・消防局庁舎 空調設備改修（現計予算：5,000千円、限度額：100,000千円） 

   ・若松台中学校 防球ネット改修（現計予算：52,000千円） 

 

○● 公園整備事業                            19,000千円 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】              （限度額 210,000千円） 

・西除川広場整備（現計予算：4,000千円、限度額：45,000千円） 

   ・平尾南公園整備（現計予算：11,000千円、限度額：140,000千円） 

   ・登美丘南公園整備（現計予算：4,000千円、限度額：25,000千円） 

 

○ 公共施設等特別整備基金積立                                  900,000千円 

・平成 26年度事業の財源として交付金を積立 

 

◆ その他                                             【事業費 ６，０００千円】 

  （債務負担行為限度額  ２，４８４，０００千円） 

 

○ 学童集団下痢症補償対策事業                                        6,000千円 

・О157堺市学童集団下痢症にかかる碑の設置 

 

● 子ども・子育て支援制度管理システム構築事業                （限度額 46,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 27年度】              

・子ども・子育て支援新制度施行に向けたシステム構築 

 

＜平成２６年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為＞ 

 

● 子ども・若者育成支援推進事業                           （限度額 67,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 28年度】 

・堺市ユースサポートセンター運営委託等の更新にかかるもの 

 

● 発達障害者支援センター運営事業                          （限度額 98,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 28年度】 

・発達障害者支援センターの運営委託の更新にかかるもの 
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● 学校施設管理事業                                      （限度額 420,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

・学校施設管理委託にかかるもの 

平成 25年度 70校⇒平成 26年度 97校(拡充) 

 

● 学校給食調理事業                                        （限度額 660,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

・学校給食調理委託の更新にかかるもの 

平成 26年度更新分 小学校 33校 

 

● 特別支援学校管理運営事業                              （限度額 1,019,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 30年度】 

・市立百舌鳥及び上神谷支援学校通学用バス借上の更新にかかるもの 

 平成 26年度更新分 通学用バス 16台⇒17台 

 

● 放課後ルーム事業（放課後子ども支援事業）                （限度額 112,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

・放課後ルーム事業の運営委託の更新にかかるもの 

平成 26年度更新分 小学校 11校 

 

● 美原放課後児童健全育成児童会事業                         （限度額 62,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

・美原放課後児童健全育成児童会事業の運営委託の更新にかかるもの 

平成 26年度更新分 小学校 3校、こども館 3館 

 

（歳 入）   １，０６５，２９１千円 

 

○ 国庫支出金  3,027,733千円 

・社会資本整備総合交付金 8,400千円 

・地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 3,019,333千円 

 

○ 府支出金  56,700千円 

・社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金特別対策事業補助金  56,700千円 

 

○ 繰入金  ▲344,500千円 

・泉北丘陵地区整備基金繰入金   ▲5,000千円 

・公共施設等特別整備基金繰入金    ▲304,500千円 

・子ども教育ゆめ基金繰入金        ▲ 22,500千円 

・スポーツ振興基金繰入金        ▲ 12,500千円 

 

○ 繰越金  19,158千円 
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○ 市債  ▲1,693,800千円 

・総務債 ▲88,600千円 

・民生債 ▲159,700千円 

・農林水産業債 ▲15,000千円 

・土木債 ▲1,032,800千円 

・消防債 ▲140,000千円 

・教育債 ▲257,700千円 

 

【 債務負担行為の補正 】（再掲）                     限度額３，７５６，０００千円 

 

● 住宅・建築物耐震・防火等改修促進事業                    （限度額 277,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 27年度】        

 

● 放課後子どもプランモデル事業（放課後子ども支援事業）  （限度額 383,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 28年度】 

 

● 乗合タクシー運行事業                         （限度額 70,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 27年度】        

 

● 北老人福祉センター エレベーター更新                     （限度額 30,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】              

 

● 消防局庁舎 エレベーター更新（消防庁舎等改修事業）     （限度額 40,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

 

● 金岡公園体育館外壁改修（スポーツ施設等整備事業）           （限度額 100,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】              

 

● 鴨谷体育館 空調設備改修（スポーツ施設等整備事業）         （限度額 62,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】              

 

● 消防局庁舎空調設備改修（消防庁舎等改修事業）          （限度額 100,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

 

● 西除川広場整備（公園整備事業）                         （限度額 45,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】              

 

● 平尾南公園整備（公園整備事業）                        （限度額 140,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

 

● 登美丘南公園整備（公園整備事業）                        （限度額 25,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 
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● 子ども子育て支援制度管理システム構築事業                 （限度額 46,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 27年度】              

 

＜平成２６年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為＞ 

 

● 子ども・若者育成支援推進事業                            （限度額 67,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 28年度】                               

 

● 発達障害者支援センター運営事業                          （限度額 98,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 28年度】              

 

● 学校施設管理事業                                      （限度額 420,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

 

● 学校給食調理事業                                       （限度額 660,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

 

● 特別支援学校管理運営事業                             （限度額 1,019,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 30年度】 

 

● 放課後ルーム事業（放課後子ども支援事業）                （限度額 112,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

  

● 美原放課後児童健全育成児童会事業                        （限度額 62,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

  

 

 特別会計  

 

○国民健康保険事業特別会計    

            

（歳 出）                                           １，３２４，５３６千円 

○ 国庫負担金等還付金  1,324,536千円 

 

（歳 入）       １，３２４，５３６千円 

○ 繰越金  1,324,536千円 
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 企業会計  

 

○水道事業会計 

 
● 水道施設維持管理    (限度額の変更：補正前 948,000 千円→ 補正後 1,019,000千円) 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 28年度】    

・水道管漏水調査及び維持管理業務にかかる労務単価増に伴い限度額を 71,000千円増額          

 

○下水道事業会計 

 

○ 阪神高速大和川線関連移転事業                           360,000千円 

・南島下水ポンプ場撤去工事費の増加にかかるもの 

 



補正予算において

地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）の活用 

 

 
 

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」（平成25年1月11日閣議決定）にて追加されることとなった公共投資事業の、地

方負担分に対応するため創設された交付金 
 
 
 

地方が平成25年1月12日以降に予算計上した、平成24年度及び平成25年度の公共投資事業（適債性のある事業） 

 （可能な限り早期に予算執行を行うべきであるが、基金に積み立てて、平成26年度に 予算執行することもできる）
  

  

当該交付金の充当を見越し、可能な限り普通建設事業を前倒して、平成２４年度補正予算と平成２５年度当初予算を一

体的に編成。 

      
 
 
 
 

           

 平成２４年度補正予算における地方負担額等をベースに財政力指数等を勘案して算定 

   交付金対象事業 地方負担額  ４２．６億円 

       地方負担額４２．６億円×０．７０９３７５ ＝ 堺市交付予定額  ３０．２億円 

交付金の概要 

趣旨 

交付金の活用（対象事業） 

堺市交付予定額 

交付金の活用 

平成２４年度補正予算及び平成２５年度当初予算に交付金を全額充当するのではなく、当該交付

金の一部を公共施設等特別整備基金に積み立て、平成２６年度当初予算で新たな地域経済の活

性化を図る。 

 

  交付予定額： ３０．２億円 

 

    平成２５年度予算への充当        ：２１．２億円程度  （事業費 ７０億円程度） 

                                               

    平成２６年度予算への充当（基金積立）：   ９．０億円程度  （事業費 ４０億円程度を想定） 

交付金の充当 

 
 

  歳 入 ：  ［国 庫 ］      地域の元気臨時交付金   ３０．２億円 

        

                      ○平成２５年度当初予算の充当事業に対する財源変更等  

          ［起債 ］                        ▲ １６．９億円程度 

          ［繰入金］                         ▲ ３．５億円程度 

     

  歳    出 ：  ［普通建設事業］  設計委託等            ０．８億円程度 

                      基金積立金            ９．０億円程度 

                                                    

 ［債務負担行為の設定］ 平成２６年度事業の一部  ５．４億円程度 

８月補正予定 

当初予算等での対応 

平成２４年度補正予算のうち交付金の算定対象となった事業費 ７３．５億円 

資料 ２ 
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平成 25年第 3回市議会（定例会）提出予定案件 

 

 

◎提出予定案件概要 

8月 19日提案分 51件（議案 44件、報告 7件） 

 

○議 案  44件 

・条 例 9件 

1.堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例 

2.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 

3.堺市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例 

4.堺市国民健康保険条例等の一部を改正する条例 

5.堺市南部大阪都市計画堺東駅南地区地区計画の区域内における建築物の制限 

に関する条例 

6.堺市南部大阪都市計画茶山台 3丁東部地区地区計画の区域内における建築物 

の制限に関する条例 

 7.堺市南部大阪都市計画新金岡地区地区計画の区域内における建築物の制限に 

関する条例の一部を改正する条例 

8.堺市道路占用料条例の一部を改正する条例 

9.堺市火災予防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 9件 

1.（仮称）文化観光拠点施設建設工事  

2.（仮称）文化観光拠点施設建設工事に伴う空気調和設備工事  

3.宮山台保育所改築工事  

4.（仮称）協和町西Ａ建替住宅建設工事（その 1）  

5.（仮称）協和町西Ａ建替住宅建設工事（その 2）  

6.原寺跨線橋耐震対策工事  

7.草尾跨道橋補修外工事  

8.泉北高倉小学校校舎外新築工事  

9.鳳南小学校校舎増築外工事  

 

・物品の買入れについて 1件 

 

・和解について 2件 

 

 

資料 ３ 
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・指定管理者の指定について 3件 

     1.堺市立のびやか健康館 

2.堺市立農業公園「交流施設」 

3.堺市立農業公園「加工体験施設」 

 

・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 1件  

 

・市道路線の認定及び廃止について  1件  

 

・土地改良事業計画の策定について 1件 

 

・共有地処分について 2件 

1.大字西共有地  

    2.大字野尻・大字金田共有地  

 

・補正予算 4件  

1.平成 25年度堺市一般会計補正予算（第 2号） 

2.平成 25年度堺市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1号）  

3.平成 25年度堺市水道事業会計補正予算（第 1号） 

4.平成 25年度堺市下水道事業会計補正予算（第 1号） 

 

・決算認定 11件 

     1.平成 24年度堺市一般会計歳入歳出決算の認定について 

     2.平成 24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 

     3.平成 24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 

     4.平成 24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 

5.平成 24年度堺市母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 

6.平成 24年度堺市廃棄物発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

7.平成 24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 

8.平成 24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 

9.平成 24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 

10.平成 24年度堺市水道事業会計決算の認定について 

11.平成 24年度堺市下水道事業会計決算の認定について 
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○報 告  7件 

・地方独立行政法人堺市立病院機構平成 24年度の業務実績に関する評価結果 

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   2件 

・道路上事故   1件 

・その他事故  2件 

2.市長の専決事項の指定第 3項及び第 4項による専決処分 

     ・訴えの提起  8件 

       ・和解     2件 

 

・繰越計算書 2件 

     1.平成 24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  

2.平成 24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  

 

  ・決 算 3件 

1.平成 24年度健全化判断比率の報告について  

2.平成 24年度資金不足比率の報告について 

3.本市の出資に係る法人の決算について 

（公財）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 

（公財）堺市中小企業勤労者福祉サービスセンター、（公財）堺市救急医療事業団 

（公財）堺都市政策研究所、（公財）堺市文化振興財団 

（公財）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 

 


