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令和４年 9 月議会上程議案の概要について 

                                               

    令和 4年 8月 25日 

 
１．健全化判断比率の報告について -----------議案書  7 ページ 

 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

令和３年度 ― ― 9.9％  42.8％ 

令和２年度 ― ― 12.0％  83.0％ 

令和元年度 ― ― 13.5％       79.3％ 

 

 

２．資金不足比率の報告について -------------議案書  9 ページ 

 

 令和３年度 令和２年度 令和元年度 

水道事業会計 ― ― ― 

下水道事業会計 ― ― ― 

 

 

３．一般会計補正予算 --------- 議案書別冊 

（1） 補正予算総額 -------- 536,994千円の増額 

 

（2） 主な内容 

① 『 保育施設等における使用済み紙おむつ回収事業 』 

民間保育所対策事業  予算額  1,230千円---議案書別冊  24 ・ 25 ページ 

こども園施設管理事業  予算額  920千円---議案書別冊  24 ・ 25 ページ 

児童発達支援センター施設管理事業  予算額  278千円---議案書別冊  24 ・ 25 ページ 

・市内保育施設等の使用済み紙おむつを回収し、持ち帰りを廃止することにより、保護者の衛生面のリス

クや負担軽減を図るための経費を計上するもの           

         民間保育所対策事業 （対象）民間こども園・保育園 14園、小規模保育施設 1園  

（経費）0～2歳児童 1人につき 300円/月×820人×5カ月＝1,230千円 補助金 

         こども園施設管理事業、児童発達支援センター施設管理事業  

（対象）公立こども園３園、児童発達支援センター1施設 

                        （経費）ごみ袋等の消耗品、収集・処分費、保管用備品等 

 

② 『 小・中学校にカーテンを設置し、「生命（いのち）の安全教育」を推進 』 

小学校施設管理事業 予算額  13,187千円---議案書別冊  26 ・ 27 ページ 

中学校施設管理事業 予算額  1,547千円---議案書別冊  26 ・ 27 ページ 

・今年度は、政府の「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」の「集中強化期間」であり、子どもたちが性暴力

の加害者・被害者・傍観者にならないよう「生命（いのち）の安全教育」を推進することを目的に、プール
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授業で男女が更衣するための間仕切り・遮光カーテンを教室に設置する費用を計上するもの  

（小学校） 全 13校 162学級、教室中央に間仕切りカーテンを設置 

（中学校） 5校中 2校 19学級、男女別更衣のため、廊下側に遮光カーテンを設置 

 

③ 泉佐野市の未来を創る教育事業  予算額 91,441千円---議案書別冊  26 ・ 27 ページ 

・物価高騰に直面する子育て世帯のうち、今年度に義務教育を修了する中学３年生の保護者に対し、進

学・就職の準備費用として生徒１人あたり 10万円を給付するための経費を計上するもの 

     （対象者）  令和 4年 10月 1日時点で市内在住の中学 3年生を養育する保護者 

    （対象人数） 910人 （H19.4.2～H20.4.1生まれ）  

    （支給額）   10万円/人 （現金） 

    （スケジュール） 11月 申請書送付 ・返送  ⇒ 12月 審査・決定  ⇒ 2月 振込予定 

    

④ 新たな生活様式推進事業 『 フリーランス移住促進事業 』 予算額  4,400千円 

---議案書別冊  24 ・ 25 ページ 

       ・第２期泉佐野市まち・ひと・しごと創生総合戦略における「定住魅力の強化により泉佐野市への新しいひ

との流れをつくる」ための取組みやウイズコロナにおける新しい生活様式の推進が求められる中、首都圏

等に在住のフリーランスを目指す起業家の移住を促進するための経費を計上するもの 

          （実施期間） R4年 11月～R5年 3月 

          （事業内容） ・体験移住用の長期滞在施設を確保  ・市内企業とのマッチングイベントの開催 

・養成講座（長期・短期合宿）の開催 20人想定  ・アンケート調査・分析等 

 

⑤ 地域商業機能複合化推進事業 『 つばさ通りエリアリノベーション事業 』 予算額  9,757千円 

                                     ---議案書別冊  24 ～ 27 ページ 

  ・本市の中心市街地である南海泉佐野駅周辺の「さの町場」を「まちやど」として活用するため、その拠点と

なる施設の整備費用を補助するもの 

＜地域商業機能複合化推進事業費補助金 国補助：2/3、市補助：1/3＞ 

          （事業主体） 一般社団法人バリュー・リノベーションズ･さの 

          （業務内容） ①駅近くの空地を使った週末マーケットの開催 

                  ②アーティスト発信によるシャッターアートイベントの開催 

                  ③主要駅からの誘客交通ツール「レンタサイクル」、「トゥクトゥク」の活用 

                  ④飲食店や体験サービスなど、複合型チャレンジショップ施設の整備 

 

⑥シティプロモーション推進事業  予算額  100,000千円---議案書別冊  22 ・ 23 ページ 

       ・本市の特産品やまちの魅力を紹介する WEB サイトの作成、SNS や WEB 広告及びイベントの開催等の事

業を通じて、交流人口や関係人口を増加できるような情報発信、広報活動を実施するための経費を計上

するもの 

 

     ⑦夜間中学校整備事業  予算額  9,991千円---議案書別冊  26 ・ 27 ページ 

       ・義務教育を修了しないまま学齢期を経過した者や、不登校などの様々な事情により十分な教育を受けら

れないまま中学校を卒業した者、本国や我が国において十分に教育を受けられなかった外国籍の者等

の教育を受ける機会を実質的に保障するため、佐野中学校に夜間学級を設置するための経費を計上す

るもの                                               
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                 令和 6年 4月 開校予定                            

４.条例案件等 

（1）泉佐野市基金条例の一部を改正する条例制定について---議案書  13  ページ 

・近年、進行を続けている人口減少が、今後はさらに加速していくことが推計されている中、本市における人口減

少に歯止めをかけ、将来にわたって地域の活力を維持、発展させていくため、本市の魅力創造・発信により関係

人口・交流人口の拡大を図り、シティプロモーションを推進していく財源を確保するため、新たな基金を条例設置

するもの 

     （基金の名称）  泉佐野市魅力創造発信基金 令和 4年 10月 1日施行 

 

 

（2）不当利得返還請求事件の訴えの提起について---議案書  27  ページ 

・介護給付費詐取事件において、元職員が本市から騙し取った金銭を、元職員の子名義の口座に入金していた

ことから、元職員の子についても不当に利益を受けていたと考えられる為、その返還を求めるもの 

 

上記訴えの提起に係る予算案件 

 

    一般会計補正予算----- 議案書別冊 

一般事務事業（介護保険課）  予算額  1,694千円---議案書別冊  22 ・ 23 ページ 

       ・元職員による公金詐取事件にかかる利益を享受した子に対し、不当利得返還請求事件の訴訟を弁護士

に委託するための経費を計上するもの 

 

 

５．令和３年度一般会計 他 8会計の決算認定 ----議案書  31 ～ 47 ページ 

 

○令和３年度 普通会計の決算状況------ 別冊「泉佐野市の決算概要」  44 ページ 

・実 質 収 支  ：  3億 8,500万 1千円の黒字 （前年度比 2億,4,928万 9千円の増） 

・地方債現在高 ：  618億 6,687万円 （前年度比 6億 8,842万 9千円の減） 

・積立金現在高 ：  169億 2,935万 7千円 （前年度比 37億 3,518万 5千円の増） 


