
令和２年第１回臨時会提出議案 

 

■ ５月20日 付議事件 

番 号 件  名 要  旨 
付託先 

委員会 

議決 

結果 

承認第１号 専決処分の承認を求める

ことについて（令和元年

度門真市一般会計補正予

算（第10号）について） 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ24,750千円を追

加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ60,406,915千円と

する。 

１ 歳入歳出予算補正 

 ⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

   国庫支出金・国庫補助金           24,750千円 

 ⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

   民生費・児童福祉費               24,985千円 

   民生費・保育園費              1,485千円 

   予備費・予備費                    △235千円 

２ 専決日 令和２年３月26日 

― 承認 

承認第２号 専決処分の承認を求める

ことについて（令和２年

度門真市一般会計補正予

算（第２号）について） 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ56,589千円を追

加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ62,449,834千円と

する。 

１ 歳入歳出予算補正 

 ⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

   国庫支出金・国庫負担金           22,671千円 

   国庫支出金・国庫補助金           23,918千円 

   繰入金・基金繰入金               10,000千円 

 ⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

   民生費・社会福祉費               46,590千円 

   衛生費・保健衛生費                3,108千円 

   教育費・小学校費                  882千円 

   教育費・中学校費                  366千円 

   予備費・予備費                    5,643千円 

２ 専決日 令和２年３月26日 

― 承認 

承認第３号 専決処分の承認を求める

ことについて（門真市税

条例の一部を改正する条

例について） 

１ 要旨 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第

５号）の公布に伴うもの 

 ⑴ 個人市民税における給与所得者及び公的年金等受

給者の扶養親族申告書に係る規定整備 

 ⑵ 市たばこ税の課税免除に係る規定整備 

 ⑶ その他の規定整備 

２ 施行日 令和２年４月１日 

３ 専決日 令和２年３月31日 

― 承認 

承認第４号 専決処分の承認を求める

ことについて（令和元年

度門真市一般会計補正予

算（第11号）について） 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ437,093千円を

追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ60,844,008千円

とする。 

１ 歳入歳出予算補正 

 ⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

   財産収入・財産運用収入            1,320千円 

   寄附金・寄附金                   5,911千円 

   繰入金・基金繰入金              429,862千円 

 ⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

   総務費・総務管理費                9,599千円 

   民生費・社会福祉費                8,453千円 

― 承認 



   民生費・国民健康保険費          270,000千円 

   衛生費・保健衛生費                  107千円 

   土木費・都市計画費              150,140千円 

   土木費・住宅費                      343千円 

   教育費・教育総務費                  119千円 

   予備費・予備費                  △1,668千円 

２ 専決日 令和２年３月31日 

承認第５号 専決処分の承認を求める

ことについて（令和元年

度門真市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第

５号）について） 

既定の歳入予算の総額15,586,500千円の範囲内で更正

する。 

１ 歳入予算補正 

 ⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

   繰入金・一般会計繰入金     270,000千円 

諸収入・雑入         △270,000千円 

２ 専決日 令和２年３月31日 

― 承認 

承認第６号 専決処分の承認を求める

ことについて（令和２年

度門真市水道事業会計補

正予算（第１号）につい

て） 

既定の債務負担行為に次のとおり追加する。 

１ 債務負担行為 

   目 的 コンビニ収納代行委託業務 

   期 間 令和３年度～令和７年度 

   限度額 308千円 

２ 専決日 令和２年４月10日 

― 承認 

承認第７号 専決処分の承認を求める

ことについて（令和２年

度門真市一般会計補正予

算（第３号）について） 

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ807,482千円を

追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ63,257,316千円

とする。 

１ 歳入歳出予算補正 

 ⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

   地方交付税・地方交付税            4,518千円 

   国庫支出金・国庫補助金          152,964千円 

   繰入金・基金繰入金              650,000千円 

 ⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

   総務費・総務管理費               10,975千円 

   総務費・選挙費                    776千円 

   民生費・児童福祉費            285,444千円 

   商工費・商工費                308,250千円 

   土木費・道路橋りょう費              548千円 

   予備費・予備費                  201,489千円 

２ 専決日 令和２年４月27日 

― 承認 

承認第８号 専決処分の承認を求める

ことについて（令和２年

度門真市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第

１号）について） 

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ4,912千円を追

加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ15,742,994千円と

する。 

１ 歳入歳出予算補正 

 ⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

   府支出金・府補助金               4,912千円 

 ⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

   保健給付費・傷病手当諸費          4,912千円 

２ 専決日 令和２年４月27日 

― 承認 

承認第９号 専決処分の承認を求める

ことについて（門真市国

民健康保険条例の一部を

改正する条例について） 

１ 要旨 

  新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給

について、所要の改正を行うもの 

２ 施行日 公布の日 

３ 専決日 令和２年５月１日 

― 承認 

承認第10号 専決処分の承認を求める

ことについて（門真市後

１ 要旨 

  大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関

― 承認 



期高齢者医療に関する条

例の一部を改正する条例

について） 

する条例の一部を改正する条例（令和２年大阪府後期

高齢者医療広域連合条例第６号）の施行に伴い、所要

の改正を行うもの 

２ 施行日 公布の日 

３ 専決日 令和２年５月１日 

承認第11号 専決処分の承認を求める

ことについて（門真市税

条例の一部を改正する条

例について） 

１ 要旨 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第

26号）の公布に伴い、新型コロナウイルス感染症等に

係る徴収猶予の特例について、規定整備するもの 

２ 施行日 公布の日 

３ 専決日 令和２年５月１日 

― 承認 

承認第12号 専決処分の承認を求める

ことについて（令和２年

度門真市一般会計補正予

算（第４号）について） 

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ12,258,825千円

を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ75,516,141千

円とする。 

１ 歳入歳出予算補正 

 ⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

   国庫支出金・国庫補助金       12,258,825千円 

 ⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

   総務費・総務管理費           12,258,825千円 

２ 専決日 令和２年５月７日 

― 承認 

議案第33号 門真市特別職の職員の給

与に関する条例及び門真

市教育委員会の教育長の

給与等に関する条例の一

部改正について 

１ 要旨 

  新型コロナウイルス感染症が市民生活に多大な影響

を及ぼしている状況に鑑み、更なる対策に取り組むた

め、本市特別職の職員の給与の改定を行うもの 

２ 施行日 令和２年６月１日 

― 可決 

議案第34号 監査委員の選任について 議会議員選出委員 松本京子の退職に伴うもの ― 同意 

議員提出 

議案第２号 

 

議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例

の一部改正について 

 

【提出者】     

門真市議会議員 

五味 聖二 

大倉 基文 

松本 京子 

後藤 太平 

今田 哲哉 

池田 治子 

福田 英彦 

１ 要旨 

本市の厳しい財政状況に鑑み、新型コロナ対策に財

源が必要なため本条例案を提出するものである。 

２ 施行日 令和２年６月１日 

― 可決 

 


