
庁  議  案  件   Ｎｏ．２   

平成２９年 ８月１日  

所  管   財 政 局 財 政 部  

  

件  名 平成２９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、繰越計算書 

② 平成２８年度決算認定 

③ その他の案件 

 

対 応 方 針 

 

今後の取組 

（ 案 ） 

① 補正予算案、繰越計算書 

一般会計補正予算案など４件（議案２件、報告２件） 

＜議案２件＞ 

◇ 全会計                                        ▲９９１，４９３千円 

(債務負担 ３，０２０,０００千円) 

◆ 一般会計 

［歳出］    ▲１，０６０，７４９千円 

(債務負担 ３，０２０,０００千円) 

（内訳） 

○ 市民の環境文化の創造     （債務負担 ２７８，０００千円） 

○ その他                              ▲１，０６０，７４９千円 

(債務負担  ２，７４２，０００千円) 

 

［歳入］     ▲１，０６０，７４９千円 

（内訳） 

〇 府支出金                              ▲１５９，２０９千円 

〇 繰入金                                  ▲１１３，８００千円 

〇 繰越金                                     １６，２６０千円 

〇 市債                                    ▲８０４，０００千円 

◆ 国民健康保険事業特別会計     ６９，２５６千円 

 

＜報告２件＞ 

◇ 繰越計算書                                 

・平成２８年度堺市一般会計の繰越明許費に係る繰越計算書  

・平成２８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 

 

② 平成２８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 

堺市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例など ２６件 

（議案２３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 29年度 8月補正予算（案） 

 

                                                      ▲９９１，４９３千円 

（債務負担行為 ３，０２０，０００千円 ） 

 

 

 

（歳 出）                                             ▲１，０６０，７４９千円 

（債務負担行為 ３，０２０，０００千円 ） 

 

○は現計予算  ●は債務負担行為の設定 

◆ 市民の環境文化の創造           （債務負担行為 ２７８，０００千円） 

                       

 

● 北区役所 ESCO事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 45年度】      （限度額 278,000千円） 

・北区役所庁舎内において、民間事業者の省エネに関する知見を活用し、空調等の設備更新、 

維持管理等を一体的に実施するＥＳＣＯ事業の推進に伴う債務負担行為の設定 

 

 

● 堺市民芸術文化ホール整備事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】    （限度額 1,000千円） 

・インフレスライド条項の適用に伴うもの  

 

○● 高層館大規模改修事業                     ▲98,000千円 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】   （限度額 197,000千円） 

・発電装置改修の工期変更及び空調機器改修の改修台数の変更に伴う現計予算の減額及び、 

債務負担行為の設定 

 

○● 老人福祉施設整備等補助                                ▲159,209千円 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】    （限度額 160,000千円） 

・地域密着型特別養護老人ホームの再公募による交付年度変更に伴う現計予算の減額及び、 

債務負担行為の設定 

 

 

 

 

◆ その他                                   【事業費 ▲１，０６０，７４９千円】 

（債務負担行為 ２，７４２，０００千円） 

一 般 会 計 

全 会 計 

資料 １ 



 

2/3 

○● 大浜北町市有地活用事業                              ▲357,279千円 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 32年度】    （限度額 342,000千円） 

・選定された市有地活用事業者の提案に応じた公共施設部分の工期変更に伴う現計予算の 

減額及び、債務負担行為の設定 

 

○● 消防行政統合システム整備事業                         ▲510,851千円 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 31年度】    （限度額 270,000千円） 

・総合評価落札方式の導入による工期変更に伴う現計予算の減額及び、債務負担行為の 

設定 

  

○ 繰出金                                                     64,590千円 

・国民健康保険の制度改正に伴うシステム改修に係る特別会計への繰出金 

国民健康保険事業特別会計へ繰出        64,590 千円 

  

＜平成３０年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為＞ 

 

● 資源ごみ事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】        (限度額 178,000千円） 

・ペットボトル等選別及び圧縮梱包業務の更新 

 

● 小学校給食事業  

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】      （限度額 778,000千円） 

・小学校給食調理委託の更新 

平成 30年度更新分 小学校 39校 

 

● 放課後ルーム事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 30年度】      （限度額 117,000千円） 

・放課後ルーム事業運営委託の更新 

平成 30年度更新分 小学校 10校 

 

● 放課後子ども総合プラン事業 

【債務負担行為の設定:平成 29年度～平成 32年度】      （限度額 699,000千円） 

・放課後子ども総合プラン事業運営委託の更新 

平成 30年度更新分 小学校 10校 
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（歳 入）                          ▲１，０６０，７４９千円 

 

○ 府支出金                       ▲159,209千円 

・地域医療介護総合確保基金補助金 

 

○ 繰入金                                                  ▲113,800 千円 

・公共施設等特別整備基金繰入金  

 

○ 繰越金                                                    16,260千円 

 

○ 市債  ▲804,000 千円 

・総務債                ▲ 73,500千円 

・土木債                ▲267,900千円 

・消防債                ▲462,600千円                          

 

                            

     

 

 

◇ 国民健康保険事業特別会計 

（歳 出）                            ６９，２５６千円 

 

○ 制度改正に伴うシステム改修                                 69,256千円 
 

 

（歳 入）                                                   ６９，２５６千円 

○ 国庫支出金 4,666千円 

・国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金          

 

○ 一般会計繰入金 64,590千円 

 
 

特 別 会 計 
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平成 29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 14日提案分  44件（議案 36件、報告 8件） 

 

○議 案  36件 

・条 例 11件 

1. 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 

2. 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 

3. 堺市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

4. 堺市手数料条例の一部を改正する条例 

5. 堺市印鑑条例の一部を改正する条例 

6. 堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例の一部を改正する条例 

7. 堺市ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例 

8. 堺市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例 

9. 堺市老人医療費助成条例を廃止する条例 

10. 堺市特別用途地区建築条例等の一部を改正する条例 

11. 堺市公園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 7件 

1. 大浜高架橋（Ｐ４－Ｐ６工区）耐震対策工事 

2. 大浜高架橋（Ｐ２２－Ｐ２５工区）耐震対策外工事 

3. 大浜高架橋（Ｂ・Ｄランプ、Ｐ２５－Ｐ３０工区）耐震対策工事 

4. 大浜高架橋（Ｐ４５－Ａ２工区）耐震対策工事 

5. （仮称）堺市総合防災センター敷地造成外工事 

6. 金岡小学校校舎改築工事 

7. 金岡南小学校校舎増築外工事 

 

  ・契約の締結について 1件 

 

・指定管理者の指定について 1件 

 

・地方独立行政法人堺市立病院機構定款の一部変更について 1件 

 

・市道路線の認定及び廃止について 1件 

 

・大字菩提共有地処分について 1件 

 

 

資料 ２ 



2 

・補正予算 2件  

平成 29年度堺市一般会計補正予算（第 2号） 

平成 29年度堺市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

・決算認定 11件 

1.平成 28年度堺市一般会計歳入歳出決算の認定について 

2.平成 28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 28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 28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 28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 

6.平成 28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 

7.平成 28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 

8.平成 28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 

9.平成 28年度堺市水道事業会計決算の認定について 

10.平成 28年度堺市下水道事業会計決算の認定について 

11.平成 28年度泉州水防事務組合歳入歳出決算の認定について 

 

○報 告  8件 

・地方独立行政法人堺市立病院機構 平成 28年度の業務実績に関する評価結果の報告に 

ついて  1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 

・車両事故   3件 

・道路上事故   7件 

・その他    1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   5件 

3. 市長の専決事項の指定第 5項による専決処分 

・工事請負契約の変更契約  5件 

 

・繰越計算書 2件 

1. 平成 28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 28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 28年度健全化判断比率の報告について 
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2.平成 28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、（公財）堺市公園協会、堺市住宅供給公社、 

（公財）堺市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 


