
庁  議  案  件   Ｎｏ．２  

平成２５年１１月１９日  

所  管   財 政 局 財 政 部  

 

件  名 平成２５年第４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 

「堺市行政財産の目的外使用に関する条例の一部を改正する条例」など３６件

（議案３３件、報告３件） 

 

対 応 方 針 

 

今 後 の 取 組 

（ 案 ） 

① 補正予算案＜議案５件＞ 

◇ 全会計                                      ２，３２５，０２７千円 

(債務負担１，８７５，０００千円) 

◆ 一般会計 

［歳出］ ７８２，９８５千円 

(債務負担７５４，０００千円) 

○ 暮らしの確かな安全・安心を確保           14,374千円   

(債務負担 67,000千円) 

○ 次代を担う子どもを健やかにはぐくむ            94,470千円 

(債務負担 243,000千円) 

○大規模災害の被災地及び被災者の支援             25,300 千円 

(債務負担 5,000千円) 

○ その他                                       648,841千円 

(債務負担 439,000千円) 

［歳入］ ７８２，９８５千円 

・国庫支出金     9,333千円 

・府支出金    14,374千円 

・繰入金 25,300千円 

・繰越金 733,978千円 

◆ 国民健康保険事業特別会計 １，５１７，３１６千円 

◆ 介護保険事業特別会計 １２，０４２千円 

(債務負担１２，０００千円) 

◆ 水道事業会計 ６，３０２千円 

(債務負担３０，０００千円) 

◆ 下水道事業会計 ６，３８２千円 

(債務負担１，０７９，０００千円) 

②  その他の案件 

「堺市行政財産の目的外使用に関する条例の一部を改正する条例」など３６件

（議案３３件、報告３件） 

効 果 の 想 定 
 

 

関 係 局 と の 

政 策 連 携 
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平成 25年度 11月補正予算（案） 

 

 全会計                                        ２，３２５，０２７千円 

（債務負担行為限度額 １,８７５,０００千円 ） 

 

 一般会計  

（歳 出）                                               ７８２，９８５千円 

（債務負担行為限度額  ７５４，０００千円 ） 

○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 (緊急雇用)           【事業費 １４，３７４千円】 

                        （債務負担行為限度額  ６７，０００千円） 

 

◇緊急雇用創出基金事業 

○● 地域特化型授産製品開発事業                     2,998千円 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】              （限度額 10,000千円） 

・堺のシティプロモーションにつながる授産製品の試作品の製作とともに、製作方法を

マニュアル化し、障害者就労施設に技術指導を実施 

 

○● ソーシャルビジネス支援事業                     1,144千円 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】              （限度額 13,000千円） 

・高齢者を中心とした生活全般にわたる社会的課題をビジネス的手法で解決する    

ソーシャルビジネスの事例調査とガイドラインを作成 

 

○● 商店街タウンマネージャー育成事業                  2,505千円 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】              （限度額 8,000千円） 

・商店街の活性化を図るため、商店街と協働した事業の実施や、活性化プラン等の作成

を行うとともに、これらを担うタウンマネージャーを育成 

 

○● 在職障害者定着支援事業                       2,647千円 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】              （限度額 9,000千円） 

・市内企業における在職障害者の定着支援のため、在職障害者向けのＩＴ訓練の実施や

企業内でのサポートマニュアルを策定 

 

○● 市内企業情報発信事業                        1,770千円 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】              （限度額 10,000千円） 

・創立１００年程度の市内老舗企業の独自技術や魅力等を紹介する冊子を作成 

 

○● 予防行政推進事業                          3,310千円 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】              （限度額 17,000千円） 

・住宅防火対策の推進のため、住宅用火災警報器設置状況アンケート調査の実施とともに、

効果的な動画及び冊子を作成 

資料１ 



 

2 

◆ 次代を担う子どもを健やかにはぐくむ           【事業費 ９４，４７０千円】 

（債務負担行為限度額  ２４３，０００千円） 

 

○ (仮称)キッズサポートセンターさかい事業                           94,470千円 

・ (仮称)キッズサポートセンターさかいに交流・相談等の機能を設置 

 

● 民間保育所整備事業                   （限度額 243,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

・民間保育所の増改築等の整備補助を行い、耐震化率を向上させ、定員枠を 

拡大 

 

◆ 大規模災害の被災地及び被災者の支援                【事業費 ２５，３００千円】 

                         （債務負担行為限度額  ５，０００千円） 

 

○● 市内避難者支援事業                         1,300千円 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】              （限度額 5,000千円） 

・相談窓口の開設（堺・南区で隔週）や、里帰りバスの運行（年２回）、交流会の開催、      

訪問によるサポート事業などを実施。 

 

○ 被災地派遣任期付職員人件費                                     24,000千円 

・被災地に派遣している任期付職員 10名分の人件費 

   

◆ その他                                           【事業費 ６４８，８４１円】 

                        （債務負担行為限度額 ４３９，０００千円） 

 

○ 障害者福祉施設用地購入補助                                     80,000千円 

・障害者作業所用地の購入補助 

 

○ 福祉総合情報システム運営業務                                    37,000千円 

・障害者総合支援法改正に伴うシステム改修 

 

○ 保険年金管理経費                                          20,333千円 

・国民年金法改正に伴うシステム改修           9,333千円 

・税制改正等に伴うシステム改修               11,000千円 

 

○ 学校教育ＩＣＴ化推進事業                                      84,929千円 

・学校に配備しているパソコンのＯＳをバージョンアップ 

 

○ 小学校管理運営事業                                            70,000千円 

・電気料金の値上げ等による光熱水費の増加 

 

○ 斎場管理運営                                               16,732千円 

・電気料金の値上げ等による光熱水費の増加 
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○● 放課後児童対策事業用施設整備事業                            29,100千円 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】             （限度額 48,000千円） 

・放課後子どもプランモデル事業（堺っ子くらぶ）使用教室に空調設備を設置 

 

○ 人件費等                                                        195,500千円 

・平成 25 年度の職員配置等に合わせ、一般会計及び特別会計に係る職員人件費

等の所要額などを補正 

一般会計                          184,700千円 

国民健康保険事業特別会計へ繰出      1,700千円 

介護保険事業特別会計へ繰出          9,100千円 

 

○ 法人市民税等還付金                                              115,247千円 

・法人市民税、児童入所施設措置費負担金等 

 

＜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＞ 

● 堺市キャリアサポート事業                （限度額 169,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

・堺市キャリアサポート事業運営委託に係る債務負担行為の補正 

 

● 堺市高齢者住宅等調査事業                （限度額 79,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

 ・高齢者住宅等調査委託に係る債務負担行為の補正 

 

● 堺市キャリア･ナビ事業                  （限度額 17,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

・堺市キャリア･ナビ運営委託に係る債務負担行為の補正 

 

● 中学ランチサポート事業                                  （限度額 78,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

・中学校ランチサポート事業委託の更新に係る債務負担行為の補正 

 

● 西区役所庁舎管理事業                                 （限度額 48,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

・庁舎清掃業務委託の更新に係る債務負担行為の補正 
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（歳 入）   ７８２，９８５千円 

 

○ 国庫支出金       9,333千円 

・国民年金事務費委託金  

 

○ 府支出金  14,374千円 

・緊急雇用創出特別対策費補助金  

 

○ 繰入金  25,300千円 

・大規模災害被災地等支援基金繰入金  

 

○ 繰越金  733,978千円 

 

【 債務負担行為の補正 】（再掲）                       限度額７５４，０００千円 

 

● 地域特化型授産製品開発事業                （限度額 10,000千円） 

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

 

● 在職障害者定着支援事業                  （限度額  9,000千円） 

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

 

● 商店街タウンマネージャー育成事業            （限度額  8,000千円） 

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

 

● ソーシャルビジネス支援事業                （限度額 13,000千円） 

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

 

● 市内企業情報発信業務                   （限度額 10,000千円） 

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

 

● 住宅防火啓発による地域情報発信事業            （限度額 17,000千円） 

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

            

● 民間保育所整備事業                    （限度額 243,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

            

● 市内避難者支援事業                      （限度額  5,000千円） 

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

            

 

● 放課後児童対策事業用施設整備事業                        （限度額 48,000千円） 

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

 

● 中学ランチサポート事業                                  （限度額 78,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

 

● 西区役所庁舎管理事業                                   （限度額 48,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

 

● 堺市キャリアサポート事業                （限度額 169,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

 

● 堺市高齢者住宅等調査事業                （限度額 79,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】 

 

● 堺市キャリア･ナビ事業                 （限度額 17,000千円） 

【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）                                              １，５１７，３１６千円 

 

○人件費等                            1,700千円 

・給与改定に伴う所要額を補正        

 

○ 税制改正等に伴うシステム改修                                 5,500千円 

 

○ 国民健康保険料収納対策基金積立  1,510,116千円 

・収納対策基金への積立 

 

（歳 入）     １，５１７，３１６千円 

 

○ 国庫支出金 5,500千円 

・特別調整交付金  

 

○ 繰越金 1,510,116千円 

 

○ 一般会計繰入金 1,700千円 
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○介護保険事業特別会計             

（歳 出）                                                 １２，０４２千円 

（債務負担行為限度額 １２，０００千円 ） 

 

○人件費等 9,100千円 

・給与改定に伴う所要額を補正        

 

◇緊急雇用創出基金事業 

○● 生活支援・介護予防サービス支援事業 2,942千円 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 26年度】       （限度額 12,000千円） 

・生活支援や介護予防サービス関連の地域資源の状況を把握し、新たな事業展開への

拡大を支援するための事業実施 

（歳 入）                                            １２，０４２千円 

○ 府支出金 2,942千円 

・緊急雇用創出特別対策費補助金  

   

○ 一般会計繰入金 9,100千円 

 

企業会計  

 

○水道事業会計 

 
○人件費等                               6,302千円 

・平成 25年度の職員配置等に合わせ、職員人件費等の所要額を補正        
●水道料金等管理システム開発運用業務             （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】    

・消費税率改正に伴う水道料金等管理システムの開発運用業務委託に係る債務負担行為の補正  

  

○下水道事業会計 

 
○人件費等                               6,382千円 

・平成 25年度の職員配置等に合わせ、職員人件費等の所要額を補正        

● 三宝下水処理場施設維持管理業務            （限度額  571,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 28年度】  

・三宝下水処理場の施設維持管理業務委託に係る債務負担行為の補正   

● 下水道管路施設維持管理業務              （限度額 508,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 25年度～平成 27年度】  

・美原下水道管理事務所の施設維持管理業務委託に係る債務負担行為の補正  
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平成 25年第 4回市議会（定例会）提出予定案件 

 

◎提出予定案件概要 

11月 27日提案分 41件（議案 38件、報告 3件） 

 

○議 案  38件 

・条 例 10件 

1.堺市行政財産の目的外使用に関する条例の一部を改正する条例 

2.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 

3.堺市公害健康被害認定審査会条例の一部を改正する条例 

4.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 

5.堺市南部大阪都市計画鉄砲町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.堺市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 7.堺市下水道条例及び堺市地域下水道条例の一部を改正する条例 

8.堺市社会教育委員に関する条例の一部を改正する条例 

9.堺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  10.市長等の退職手当の特例に関する条例 

 

・工事請負契約の締結について 4件 

1.人権ふれあいセンター改築工事（その 2）  

2.人権ふれあいセンター改築工事に伴う電気設備工事  

3.人権ふれあいセンター改築工事に伴う空気調和設備工事  

4.豊田高架橋補修外工事  

 

・指定管理者の指定について 15件 

     1.堺市立人権ふれあいセンター 

2.堺市立文化館 

3.堺市立大浜体育館、堺市大浜公園野球場、堺市三宝公園野球場、堺市浅香山公園野球場、

堺市大浜公園テニスコート、堺市土居川公園テニスコート、堺市大浜公園相撲場 

     4.堺市金岡公園体育館、堺市金岡公園陸上競技場、堺市金岡公園野球場、 

堺市金岡公園テニスコート 

       5.堺市立美原体育館、堺市美原多治井運動広場、堺市美原みの池運動広場、 

堺市美原さつき野運動広場、堺市美原 B & G海洋センター 

       6.堺市立美原総合スポーツセンター 

       7.堺市立青少年センター及び堺市立青少年の家 

       8.堺市立日高少年自然の家 

資料２ 
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       9. 堺市立北こどもリハビリテーションセンター、堺市立南こどもリハビリテーション 

センター、 堺市立えのきはいむ 

   10. 堺市立勤労者総合福祉センター 

   11. 堺市立泉ヶ丘勤労者体育センター 

      12. 堺市金岡公園プール及び大浜公園プール 

      13. 堺市大仙公園日本庭園 

      14. 堺自然ふれあいの森 

      15. 堺市立さつき野コミュニティセンター 

 

・地方独立行政法人堺市立病院機構中期計画の一部変更の認可について 1件  

 

・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 

 

・大阪府道高速大阪池田線等の事業の変更の同意について 1件 

 

・補正予算 5件  

1．平成 25年度堺市一般会計補正予算（第 3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 2号） 

3．平成 25年度堺市介護保険事業特別会計補正予算（第 2号） 

4．平成 25年度堺市水道事業会計補正予算（第 2号） 

5．平成 25年度堺市下水道事業会計補正予算（第 2号） 

 

○報 告  3件 

・損害賠償の額の決定について 2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   9件 

・道路上事故   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  1件 

       

 

 


