
令和２年第２回定例会提出議案 

 

■ ６月８日 付議事件 

番 号 件  名 要  旨 
付託先 

委員会 

議決 

結果 

報告第２号 令和元年度門真市一

般会計繰越明許費繰

越計算書について 

令和２年第１回定例会で議決した次の事業に係る繰越明許費

の歳出予算の経費の繰越計算書の報告 

⑴ 感染症等予防対策関連事業 

⑵ 住宅市街地総合整備事業 

⑶ ＧＩＧＡスクール構想推進事業 

⑷ 小学校施設整備事業 

⑸ 給食運営事業 

⑹ 中学校施設整備事業 

― 議決 

不要 

報告第３号 令和元年度門真市水

道事業会計予算繰越

計算書について 

水道事業会計予算繰越計算書の報告 

⑴ 公共下水道深田南管渠築造工事に伴う配水管移設工事外

他の予算繰越 

⑵ 公共下水道第２工事に伴う給水管復元工事他の予算繰越 

― 議決 

不要 

報告第４号 令和元年度門真市公

共下水道事業会計予

算繰越計算書につい

て 

公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告 

 ⑴ 公共下水道打越北管渠築造工事⑶他の予算繰越 

 ⑵ 公共下水道打越北管渠築造工事⑵に伴うガス管の復元工

事他の予算繰越 

― 議決 

不要 

承認第13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

２号）について） 

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ306,656千円を追加

し、予算の総額を歳入歳出それぞれ16,049,650千円とする。 

１ 歳入歳出予算補正 

⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

  諸収入・雑入          306,656千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

繰上充用金・繰上充用金     306,656千円 

２ 専決日 令和２年５月29日 

民生水

道常任

委員会 

承認 

議案第35号 大阪広域水道企業団

規約の一部変更に関

する協議について 

１ 要旨  

  大阪広域水道企業団の共同処理する事務に藤井寺市、大

阪狭山市、熊取町及び河南町に係る水道事業の経営に関す

る事務を追加すること並びにこれに伴う大阪広域水道企業

団規約の一部変更について関係市町村と協議するもの 

２ 施行日 令和３年４月１日 

民生水

道常任

委員会 

可決 

議案第36号 一般職の職員の退職

手当に関する条例の

一部改正について 

１ 要旨 

  会計年度任用職員の退職手当について必要な事項を定め

るとともに、所要の改正を行うもの 

２ 施行日 公布の日 

総務建

設常任

委員会 

可決 

議案第37号 門真市税条例等の一

部改正について 

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）等の公布に伴うもの 

 ⑴ 個人市民税における未婚のひとり親に対する税制上の

措置等 

 ⑵ 所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応 

 ⑶ 軽自動車税環境性能割の非課税の特例措置の延長 

 ⑷ 市たばこ税における軽量な葉巻たばこの課税方式の見

直し 

総務建

設常任

委員会 

可決 



 ⑸ その他の規定整備 

２ 施行日 公布の日、令和２年10月１日、令和３年１月１

日、令和３年10月１日及び令和４年４月１日 

議案第38号 災害による被害者に

対する門真市税の減

免に関する条例の一

部改正について 

１ 要旨 

  地方税法（昭和25年法律第226号）を引用する条項の整

備等を行うもの 

２ 施行日 公布の日 

総務建

設常任

委員会 

可決 

議案第39号 門真市固定資産評価

審査委員会条例の一

部改正について 

１ 要旨 

  情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利

便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため

の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律

等の一部を改正する法律（令和元年法律第16号）による行

政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一

部改正に伴い、所要の規定整備を行うもの 

２ 施行日 公布の日 

総務建

設常任

委員会 

可決 

議案第40号 門真市手数料条例の

一部改正について 

１ 要旨 

  情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利

便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため

の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律

等の一部を改正する法律（令和元年法律第16号）による行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の一部改正に伴い、通知カードの交付を廃止

するため、所要の改正を行うもの 

２ 施行日 公布の日 

民生水

道常任

委員会 

可決 

議案第41号 門真市放課後児童健

全育成事業の設備及

び運営に関する基準

を定める条例の一部

改正について 

１ 要旨 

  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の

一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第21号）の施

行に伴い、放課後児童支援員認定資格研修の実施主体を拡

大するとともに、放課後児童支援員に関する経過措置の延

長を行うため、所要の改正を行うもの 

２ 施行日 公布の日 

文教こ

ども常

任委員

会 

可決 

議案第42号 門真市水道条例及び

門真市下水道条例の

一部改正について 

１ 要旨 

  現在の水道事業及び公共下水道事業の経営状況に鑑み、

水道料金の適正化及び公共下水道事業の持続可能な経営基

盤の構築に向けた下水道使用料の適正化を図るため、所要

の改正を行うもの 

２ 施行日 令和３年１月１日 

民生水

道常任

委員会 

可決 

議案第43号 令和２年度門真市一

般会計補正予算（第

５号） 

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ413,618千円を追加

し、予算の総額を歳入歳出それぞれ75,929,759千円とする。 

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          8,707千円 

    国庫支出金・国庫補助金         564,113千円 

    府支出金・府補助金              2,160千円 

    府支出金・委託金                    71千円 

    繰入金・基金繰入金           △149,850千円 

    諸収入・雑入          △1,083千円 

    市債・市債                    △10,500千円    

 ⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

    議会費・議会費          △3,997千円 

総務建

設常任

委員会 

 

民生水

道常任

委員会 

 

文教こ

ども常

任委員

会 

可決 



   総務費・総務管理費         46,087千円 

   総務費・戸籍住民基本台帳費      9,669千円 

   民生費・社会福祉費               11,610千円 

   民生費・児童福祉費               10,755千円 

   衛生費・保健衛生費                 500千円 

   衛生費・清掃費                   1,276千円 

   商工費・商工費           13,614千円 

   土木費・都市計画費         20,300千円 

   教育費・教育総務費              331,366千円 

   教育費・小学校費               △27,067千円 

   教育費・中学校費                △5,818千円 

   教育費・社会教育費                2,541千円 

   教育費・保健体育費         △2,161千円 

   予備費・予備費                    4,943千円 

２ 地方債の補正 

   変更分 

    目 的 学校教育施設等整備 

    限度額 366,300千円→ 355,800千円 

議案第44号 令和２年度門真市水

道事業会計補正予算

（第２号） 

既定の収益的収入の総額から131,270千円を減額し、収益

的収入の総額を2,833,851千円とし、既定の収益的支出の総

額から7,900千円を減額し、収益的支出の総額を2,536,531千

円とする。 

１ 収益的収入及び支出の補正 

⑴ 収益的収入（収入補正の内容） 

   水道事業収益・営業収益    △180,131千円 

   水道事業収益・営業外収益    48,861千円 

⑵ 収益的支出（支出補正の内容） 

   水道事業費用・営業費用     4,911千円 

   水道事業費用・営業外費用   △12,811千円 

２ 他会計からの補助金の補正 

  一般会計から補助を受ける金額を50,721千円に改める。 

民生水

道常任

委員会 

可決 

議案第45号 令和２年度門真市公

共下水道事業会計補

正予算（第１号） 

既定の収益的収入の総額に83,949千円を追加し、収益的収

入の総額を4,021,901千円とし、既定の収益的支出の総額に

9,042千円を追加し、収益的支出の総額を3,772,936千円とす

る。 

１ 収益的収入及び支出の補正 

⑴ 収益的収入（収入補正の内容） 

   下水道事業収益・営業収益    83,949千円 

⑵ 収益的支出（支出補正の内容） 

   下水道事業費用・営業費用    1,551千円 

   下水道事業費用・営業外費用    7,491千円 

民生水

道常任

委員会 

可決 

議案第46号 監査委員の選任につ

いて 

溝端 稔委員の任期満了（令和２年９月16日）に伴うもの ― 同意 

議案第47号 固定資産評価審査委

員会委員の選任につ

いて 

木本 健司委員の任期満了（令和２年７月27日）に伴うもの ― 同意 

議案第48号 人権擁護委員候補者

の推薦について 

盛一 正人委員の任期満了（令和２年12月31日）に伴うもの ― 同意 

議案第49号 農業委員会委員の任

命について 

中野 利佑委員の任期満了（令和２年７月19日）に伴うもの ― 同意 



議案第50号 農業委員会委員の任

命について 

中道 善之委員の任期満了（令和２年７月19日）に伴うもの ― 同意 

議案第51号 農業委員会委員の任

命について 

木原 早智子委員の任期満了（令和２年７月19日）に伴うも

の 

― 同意 

議案第52号 農業委員会委員の任

命について 

川田 幹男委員の任期満了（令和２年７月19日）に伴うもの ― 同意 

議案第53号 農業委員会委員の任

命について 

中西 正憲委員の任期満了（令和２年７月19日）に伴うもの ― 同意 

議案第54号 農業委員会委員の任

命について 

中井 悦夫委員の任期満了（令和２年７月19日）に伴うもの ― 同意 

議案第55号 農業委員会委員の任

命について 

川中 青穗委員の任期満了（令和２年７月19日）に伴うもの ― 同意 

議案第56号 農業委員会委員の任

命について 

川畑 嘉直委員の任期満了（令和２年７月19日）に伴うもの ― 同意 

議案第57号 農業委員会委員の任

命について 

山本 博崇委員の任期満了（令和２年７月19日）に伴うもの ― 同意 

 

■ ６月18日 付議事件 

番 号 件  名 要  旨 
付託先 

委員会 

議決 

結果 

議案第58号 令和２年度門真市一

般会計補正予算（第

６号） 

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ222,211千円を追加

し、予算の総額を歳入歳出それぞれ76,151,970千円とする。 

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          222,211千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

   民生費・児童福祉費        222,211千円 

― 可決 

 


