
庁  議  案  件   Ｎｏ．２  

令和元年 ８月 ７日  

所  管   財 政 局 財 政 部  

  

件  名 令和元年第５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 

② 平成３０年度決算関連 

③ その他の案件 

 

対 応 方 針 

 

今後の取組 

（ 案 ） 

① 補正予算案 

一般会計補正予算案 １件（議案１件） 

＜議案１件＞ 

◆ 一般会計 

［歳出］                    ８０６，４８９千円 

                 (債務負担 ９，０６９，０００千円) 

（内訳） 

○ 放課後児童対策の推進    （債務負担 ７，０２９，０００千円） 

○ 子育てを支える地域の拠点づくり （債務負担 １０１，０００千円） 

○ 地域全体で支える子育て環境づくり（債務負担   ５，０００千円） 

   〇 社会で活躍できる力が身につく教育環境づくり 

                     （債務負担 １７０，０００千円） 

   〇 歴史的建造物を活かしたまちづくり （債務負担 ４９３，０００千円） 

○ その他                                  ８０６，４８９千円 

(債務負担  １，２７１，０００千円) 

 

［歳入］     ８０６，４８９千円 

（内訳） 

〇 国支出金                                １８５，５２２千円 

〇 府支出金                                   ▲３２，０００千円 

〇 繰越金                                   ６４７，２６７千円 

〇 市債                                        ５，７００千円 

 

② 平成３０年度決算関連 

一般会計歳入歳出決算の認定など １３件（議案１０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２８件 

（議案２４件、報告４件） 

効果の想定 
 

関係局との 

政 策 連 携 
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令和元年度 8月補正予算案 

                                      

                                                     ８０６，４８９千円 

（債務負担行為   ９，０６９，０００千円 ） 

 

 

 

（歳 出）                                              ８０６，４８９千円 

（債務負担行為   ９，０６９，０００千円 ） 

 

 

○は現計予算  ●は債務負担行為の設定 

◆ 放課後児童対策の推進         （債務負担行為 ７，０２９，０００千円） 

                 

 

● 放課後事業の更新 

 

・放課後児童対策事業（のびのびルーム） 

【債務負担行為の設定:令和元年度～令和 4年度】       （限度額 6,319,000千円）         

・放課後子ども総合プラン（堺っ子くらぶ） 

【債務負担行為の設定:令和元年度～令和 4年度】        （限度額 584,000千円） 

・放課後ルーム事業 

【債務負担行為の設定:令和元年度～令和 2年度】         （限度額 126,000千円） 

 

◆ 子育てを支える地域の拠点づくり      （債務負担行為 １０１，０００千円） 

                 

 

● 令和 3年 4月開設の小規模保育施設整備に対する補助等に係るもの 

整備による定員増 … 19名（小規模保育施設 創設 1か所） 

【債務負担行為の設定:令和元年度～令和 2年度】     （限度額 101,000千円） 

 

 

◆ 地域全体で支える子育て環境づくり      （債務負担行為 ５，０００千円） 

                 

 

● 一時保護所の増築工事の設計等に係るもの 

【債務負担行為の設定:令和元年度～令和 2年度】            （限度額 5,000千円） 

一 般 会 計 

全 会 計 

資料 1 
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◆社会で活躍できる力が身につく教育環境づくり （債務負担行為 １７０，０００千円） 

                 

 

● 小中学校へのネイティブ・スピーカーの派遣委託業務の更新            

【債務負担行為の設定:令和元年度～令和 2年度】      （限度額 170,000千円） 

 

◆ 歴史的建造物を活かしたまちづくり     （債務負担行為 ４９３，０００千円） 

                 

 

● 鉄砲鍛冶屋敷保存に係る改修工事 

【債務負担行為の設定:令和元年度～令和 4年度】        （限度額 493,000千円） 

 

◆ その他                            ８０６，４８９千円 

（債務負担行為 １，２７１，０００千円） 

                 

 

○ 無償譲渡を受けた田園公園駐車場の処分に伴う大阪府への返還金     93,000千円 

 

〇 外国人労働者の受入れ拡大に伴うワンストップ型相談窓口の拡充に要する経費 

        1,644千円 

    

● インフレスライドに伴う大浜体育館建替整備運営事業の建設工事費  

改定に係る所要増  

   【債務負担行為の設定:令和元年度～令和 17年度】        （限度額 87,000千円） 

   

〇 平成 30年 9月の台風 21号により被害を受けた大阪湾沖埋立処分場の復旧費用に係る 

負担金の増                                                         5,755千円 

 

〇 消費税法改正等に伴う福祉総合情報システムの改修に係る経費         39,946千円 

 

〇●民間の老人福祉施設整備工事の工期変更に伴い、補助金の支払い時期を変更した 

ことによる現計予算の減額及び債務負担行為の設定           ▲32,000千円 

【債務負担行為の設定:令和元年度～令和 2年度】             （限度額 32,000千円） 

 

〇 精神障害者の措置入院にかかる医療費の所要増                      20,987千円 

 

〇●農業生産施設にかかる物件調査業務                                 ▲8,000千円 

【債務負担行為の設定:令和元年度～令和 2年度】              （限度額 8,000千円） 
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〇 金岡小学校校舎改築工事に係る債務負担行為の現計予算化             685,157千円 

 

● 浜寺小学校校舎増改築に係る設計の変更に伴う債務負担行為の所要増 

【債務負担行為の設定:令和元年度～令和 2年度】             （限度額  13,000千円） 

 

 

＜令和２年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為＞ 

 

● クリーンセンター東工場の運転管理業務の全面委託に係るもの  

  【債務負担行為の設定:令和元年度～令和 2年度】           （限度額 359,000千円） 

 

● 清掃等によって収集した産業廃棄物の処分場に係る契約の更新  

 

・道路橋りょう維持事業に係るもの 

【債務負担行為の設定:令和元年度～令和２年度】      （限度額 46,000千円） 

・河川水路維持事業に係るもの  

【債務負担行為の設定:令和元年度～令和２年度】      （限度額 5,000千円） 

・公園施設管理事業に係るもの  

【債務負担行為の設定:令和元年度～令和２年度】            （限度額 4,000千円） 

 

● 小学校給食調理委託の更新  

【債務負担行為の設定:令和元年度～令和 2年度】          （限度額 717,000千円） 

 

 

（歳 入）                           ８０６，４８９千円 

 

○ 国庫支出金                      185,522 千円 

・障害者自立支援給付等補助金             35,961千円 

・精神障害者措置入院費負担金            15,740千円 

・外国人受入環境整備交付金               1,394千円 

  ・学校施設環境改善交付金               132,427千円 

 

○ 府支出金                            ▲32,000千円 

・地域医療介護総合確保基金補助金         ▲32,000千円 

 

○ 繰越金                     647,267千円 

 

〇 市債                              5,700千円 

・災害復旧債                                     5,700千円 
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令和元年第５回市議会（定例会）提出予定案件 

 

◎提出予定案件概要 

8月 26日提案分  42件（議案 35件、報告 7件） 

 

○議 案  35件 

・条 例 21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. 市長等の退職手当の特例に関する条例を廃止する条例 

3. 市長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

4. 副市長等の退職手当の特例に関する条例 

5. 堺市職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例 

6. 消費税率の改定に伴う関係条例の整備に関する条例 

7. 堺市市税条例等の一部を改正する条例 

8. 堺市印鑑条例の一部を改正する条例 

9. 堺市暴力団排除条例の一部を改正する条例 

10. 堺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

11. 堺市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例 

12. 南部大阪都市計画事業浜寺公園駅前土地区画整理事業施行規程を廃止する条例 

13. 堺市手数料条例の一部を改正する条例 

14. 堺市道路占用料条例等の一部を改正する条例 

15. 堺市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例 

16．堺市公園条例等の一部を改正する条例 

17．堺市消防手数料条例の一部を改正する条例 

18. 堺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例 

19. 堺市立学校授業料等及び幼稚園保育料に関する条例の一部を改正する条例 

20. 堺市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

21. 堺市下水道条例の一部を改正する条例 

※消費税法の改正などに伴い 10月 1日までに条例施行が必要なものについては、9月中の 

議決をお願いするもの（下線 10件） 

 

・工事請負契約の締結について 1件 

1. 上神谷高架橋耐震対策ほか工事 

 

  ・土地の売払いについて 1件 

 

・市道路線の認定について 1件 

 

資料 ２ 
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・補正予算 1件  

  1. 令和元年度堺市一般会計補正予算（第 2号） 

 

・決算認定 10件 

1. 平成 30年度堺市一般会計歳入歳出決算の認定について 

2. 平成 30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 30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 30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 30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 30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 30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 30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 30年度堺市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

10. 平成 30年度堺市下水道事業会計決算の認定について 

 

○報 告  7件 

・地方独立行政法人堺市立病院機構 平成 30年度の業務実績に関する評価結果の報告に 

ついて  1件 

 

・地方独立行政法人堺市立病院機構中期目標期間の業務実績に関する見込み評価結果の 

報告について 1件 

 

・調停の申立て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   4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   4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  2件 

 

  ・決 算 3件 

1. 平成 30年度健全化判断比率の報告について 

2. 平成 30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、 
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（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 


