
市 長 提 出 議 案



市長提出議案

─ 81 ─

番　号 件　　　　　　　　　　名 議決月日 議決結果

13　市長提出議案

平　成　15　年

【第 2回定例会】

議案第22号 公共下水道三ツ島千石幹線築造工事（ 3）請負契約
の締結について  6.25 可決

議案第23号 門真市立水島小学校校舎大規模改造 2期工事請負契
約の締結について  6.25 可決

議案第24号 門真市税条例の一部改正について  6.25 可決

議案第25号 門真市手数料条例の一部改正について  6.25 可決

議案第26号 門真市国民健康保険条例の一部改正について  6.25 可決

議案第27号 門真市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につ
いて  6.25 可決

議案第28号 門真市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関
する条例の一部改正について  6.25 可決

議案第29号 平成15年度門真市一般会計補正予算（第 1号）  6.25 可決

議案第30号 固定資産評価審査委員会委員の選任について  6.13 同意

議案第31号 人権擁護委員候補者の推薦について  6.13 同意

議案第32号 人権擁護委員候補者の推薦について  6.13 同意

議案第33号 人権擁護委員候補者の推薦について  6.13 同意

承認第 5号
専決処分の承認を求めることについて（平成15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）

 6.25 承認

承認第 6号
専決処分の承認を求めることについて（平成15年度
門真市老人保健事業特別会計補正予算（第 1号）に
ついて）

 6.25 承認

報告第 2号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

報告第 3号 財団法人門真市緑化推進センターの経営状況につい
て 議決不要

報告第 4号 財団法人門真市文化振興事業団の経営状況について 議決不要

報告第 5号 平成14年度門真市一般会計繰越明許費繰越計算書に
ついて 議決不要

報告第 6号 平成14年度門真市水道事業会計予算繰越計算書につ
いて 議決不要
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【第 3回定例会】

議案第34号 平成15年度門真市一般会計補正予算（第 2号）  9.29 可決

議案第35号 平成15年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 2号）  9.29 可決

議案第36号 教育委員会委員の任命について  9.17 同意

承認第 7号 専決処分の承認を求めることについて（控訴の提起
について）  9.17 承認

認定第 1号 平成14年度門真市歳入歳出決算認定について  9.29 継続審査

認定第 2号 平成14年度門真市水道事業会計決算認定について  9.29 継続審査

報告第 7号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

報告第 8号 財団法人門真市緑化推進センターの経営状況につい
て 議決不要

報告第 9号 財団法人門真市文化振興事業団の経営状況について 議決不要

報告第10号 平成14年度門真市一般会計継続費精算報告書につい
て 議決不要

報告第11号 平成14年度門真市公共下水道事業特別会計継続費精
算報告書について 議決不要

【第 3回臨時会】

議案第37号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につ
いて 11.28 可決

承認第 8号 専決処分の承認を求めることについて（平成15年度
門真市一般会計補正予算（第 3号）について） 11.28 承認

【第 4回定例会】

議案第38号 市道路線の廃止について 12.18 可決

議案第39号 市道路線の認定について 12.18 可決

議案第40号 市道路線の変更について 12.18 可決

議案第41号 門真市本町市営住宅建替工事（第 3期）請負契約の
締結について 12.18 可決

議案第42号 門真市事務分掌条例の一部改正について 12.18 可決

議案第43号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例の一部改正について 12.18 可決

議案第44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 12.18 可決

議案第45号 門真市手数料条例の一部改正について 12.18 可決
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議案第46号 門真市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条
例の一部改正について 12.18 可決

議案第47号 門真市国民健康保険条例の一部改正について 12.18 可決

議案第48号 門真市道路占用料徴収条例の一部改正について 12.18 可決

議案第49号 平成15年度門真市一般会計補正予算（第 4号） 12.18 可決

議案第50号 平成15年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 3号） 12.18 可決

議案第51号 平成15年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 1号） 12.18 可決

議案第52号 平成15年度門真市老人保健事業特別会計補正予算
（第 2号） 12.18 可決

議案第53号 平成15年度門真市水道事業会計補正予算（第 1号） 12.18 可決

認定第 1号 平成14年度門真市歳入歳出決算認定について 12. 9 認定

認定第 2号 平成14年度門真市水道事業会計決算認定について 12. 9 認定

平　成　16　年

【第 1回定例会】

議案第 1号
一般国道 1号改築事業と門真市公共下水道事業との
同時施行における下水道事業の工事等に関する細目
協定（ 1工区）の一部変更について

 3.25 可決

議案第 2号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に
関する条例の一部改正について  3.25 可決

議案第 3号 門真市教育委員会の教育長の給与及び旅費条例の一
部改正について  3.25 可決

議案第 4号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につい
て  3.25 可決

議案第 5号 門真市人権尊重のまちづくり条例の制定について  3.25 可決

議案第 6号 門真市営住宅条例の一部改正について  3.25 可決

議案第 7号 平成15年度門真市一般会計補正予算（第 5号）  3.25 可決

議案第 8号 平成15年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 4号）  3.25 可決

議案第 9号 平成15年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 2号）  3.25 可決

議案第10号 平成16年度門真市一般会計予算  3.25 可決

議案第11号 平成16年度門真市国民健康保険事業特別会計予算  3.25 可決

議案第12号 平成16年度門真市四宮土地区画整理事業特別会計予算  3.25 可決
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議案第13号 平成16年度門真市公共下水道事業特別会計予算  3.25 可決

議案第14号 平成16年度門真市都市開発資金特別会計予算  3.25 可決

議案第15号 平成16年度門真市公共用地先行取得事業特別会計予
算  3.25 可決

議案第16号 平成16年度門真市老人保健事業特別会計予算  3.25 可決

議案第17号 平成16年度門真市水道事業会計予算  3.25 可決

議案第18号 助役の選任について  3.25 同意

議案第19号 収入役の選任について  3.25 同意

議案第20号 教育委員会委員の任命について  3.25 同意

報告第 1号 専決処分の報告について 議決不要

【第 1回臨時会】

議案第21号 監査委員の選任について  5.19 同意

承認第 1号
専決処分の承認を求めることについて（門真市消防
団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につ
いて）

 5.19 承認

承認第 2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）  5.19 承認

承認第 3号 専決処分の承認を求めることについて（平成15年度
門真市一般会計補正予算（第 6号）について）  5.19 承認

承認第 4号 専決処分の承認を求めることについて（控訴の提起
について）  5.19 承認

【第 2回定例会】

議案第22号 公共下水道三ツ島打越幹線築造工事（ 3）請負契約
の締結について  6.22 可決

議案第23号 公共下水道北島舟田幹線築造工事請負契約の締結に
ついて  6.22 撤回承認

議案第24号 公共下水道中部幹線築造工事（ 6）請負契約の締結
について  6.22 可決

議案第25号
一般国道 1号改築事業と門真市公共下水道事業との
同時施行における下水道事業の工事の施行に関する
細目協定（日本道路公団施行区間）の締結について

 6.22 可決

議案第26号 門真市税条例の一部改正について  6.22 可決

議案第27号 門真市障害者等に対する日常生活用具の給付等に係
る費用負担に関する条例の一部改正について  6.22 可決

議案第28号 門真市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関
する条例の一部改正について  6.22 可決
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議案第29号 平成16年度門真市一般会計補正予算（第 1号）  6.22 可決

議案第30号 平成16年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 1号）  6.22 可決

議案第31号 平成16年度門真市老人保健事業特別会計補正予算
（第 1号）  6.22 可決

承認第 5号
専決処分の承認を求めることについて（平成16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

 6.22 承認

報告第 2号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

報告第 3号 財団法人門真市緑化推進センターの経営状況につい
て 議決不要

報告第 4号 財団法人門真市文化振興事業団の経営状況について 議決不要

報告第 5号 平成15年度門真市一般会計繰越明許費繰越計算書に
ついて 議決不要

報告第 6号 平成15年度門真市公共下水道事業特別会計繰越明許
費繰越計算書について 議決不要

【第 2回臨時会】

議案第32号 門真市が守口市と合併することの是非を問う住民投
票条例の制定について  7.28 修正議決

承認第 6号 専決処分の承認を求めることについて（公共下水道
北島舟田幹線築造工事請負契約の締結について）  7.20 承認

【第 3回定例会】

議案第33号 訴訟上の和解について  9.15 可決

議案第34号 門真市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改
正について  9.15 可決

議案第35号 門真市母子家庭医療費の助成に関する条例の一部改
正について  9.15 可決

議案第36号 門真市老人医療費の助成に関する条例の一部改正に
ついて  9.15 可決

議案第37号 門真市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に
関する条例の一部改正について  9.15 可決

議案第38号 門真市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助
成に関する条例の廃止について  9.15 可決

議案第39号 門真市立学校設置条例の一部改正について  9.15 可決

議案第40号 平成16年度門真市一般会計補正予算（第 3号）  9.15 可決

議案第41号 平成16年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 2号）  9.15 可決
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議案第42号 平成16年度門真市公共用地先行取得事業特別会計補
正予算（第 1号）  9.15 可決

議案第43号 監査委員の選任について  9. 6 同意

議案第44号 教育委員会委員の任命について  9. 6 同意

議案第45号 教育委員会委員の任命について  9. 6 同意

承認第 7号 専決処分の承認を求めることについて（平成16年度
門真市一般会計補正予算（第 2号）について）  9.15 承認

認定第 1号 平成15年度門真市歳入歳出決算認定について  9.15 継続審査

認定第 2号 平成15年度門真市水道事業会計決算認定について  9.15 継続審査

報告第 7号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

報告第 8号 財団法人門真市緑化推進センターの経営状況につい
て 議決不要

報告第 9号 財団法人門真市文化振興事業団の経営状況について 議決不要

【第 4回定例会】

議案第46号 市道路線の廃止について 12.21 可決

議案第47号 市道路線の認定について 12.21 可決

議案第48号 市道路線の変更について 12.21 可決

議案第49号
一般国道 1号改築事業と門真市公共下水道事業との
同時施行における下水道事業の工事等に関する細目
協定（ 2工区（その 1））の締結について

12.21 可決

議案第50号 守口市・門真市合併協議会の廃止に関する協議につ
いて 12.10 可決

議案第51号 門真市行政財産使用料条例の制定について 12.21 可決

議案第52号 門真市法定外公共物管理条例の制定について 12.21 可決

議案第53号 門真市立放課後児童クラブ条例の制定について 12.21 可決

議案第54号 門真市事務分掌条例の一部改正について 12.21 可決

議案第55号 門真市税条例の一部改正について 12.21 可決

議案第56号 門真市国民健康保険条例の一部改正について 12.21 可決

議案第57号 門真市都市公園条例の一部改正について 12.21 可決

議案第58号 平成16年度門真市一般会計補正予算（第 4号） 12.21 可決

議案第59号 平成16年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 3号） 12.21 可決

議案第60号 平成16年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 2号） 12.21 可決
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議案第61号 平成16年度門真市公共用地先行取得事業特別会計補
正予算（第 2号） 12.21 可決

議案第62号 平成16年度門真市老人保健事業特別会計補正予算
（第 2号） 12.21 可決

議案第63号 平成16年度門真市水道事業会計補正予算（第 1号） 12.21 可決

議案第64号 人権擁護委員候補者の推薦について 12.10 同意

議案第65号 人権擁護委員候補者の推薦について 12.10 同意

議案第66号 人権擁護委員候補者の推薦について 12.10 同意

認定第 1号 平成15年度門真市歳入歳出決算認定について 12.10 認定

認定第 2号 平成15年度門真市水道事業会計決算認定について 12.10 認定

平　成　17　年

【第 1回定例会】

議案第 1号
一般国道 1号改築事業と門真市公共下水道事業との
同時施行における下水道事業の工事等に関する細目
協定（ 1工区）の一部変更について

 3.28 可決

議案第 2号 門真市と香美町との姉妹都市提携の同意を求めるこ
とについて  3.28 同意

議案第 3号 門真市村岡自然ふる里村に関する事務の委託に関す
る協議について  3.28 可決

議案第 4号 門真市男女共同参画推進条例の制定について  3.28 可決

議案第 5号 門真市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
の制定について  3.28 可決

議案第 6号 門真市長期継続契約を締結することができる契約を
定める条例の制定について  3.28 可決

議案第 7号 門真市事務分掌条例の一部改正について  3.28 可決

議案第 8号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につい
て  3.28 可決

議案第 9号 門真市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一
部改正について  3.28 可決

議案第10号 門真市村岡自然ふる里村条例の一部改正について  3.28 可決

議案第11号 門真市国民健康保険条例の一部改正について  3.28 可決

議案第12号 門真都市計画門真南駅前地区地区計画の区域内にお
ける建築物の制限に関する条例の一部改正について  3.28 可決

議案第13号 門真都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の
一部改正について  3.28 可決

議案第14号 平成16年度門真市一般会計補正予算（第 5号）  3.28 可決
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議案第15号 平成16年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 3号）  3.28 可決

議案第16号 平成16年度門真市老人保健事業特別会計補正予算
（第 3号）  3.28 可決

議案第17号 平成16年度門真市水道事業会計補正予算（第 2号）  3.28 可決

議案第18号 平成17年度門真市一般会計予算  3.28 可決

議案第19号 平成17年度門真市国民健康保険事業特別会計予算  3.28 可決

議案第20号 平成17年度門真市四宮土地区画整理事業特別会計予
算  3.28 可決

議案第21号 平成17年度門真市公共下水道事業特別会計予算  3.28 可決

議案第22号 平成17年度門真市都市開発資金特別会計予算  3.28 可決

議案第23号 平成17年度門真市公共用地先行取得事業特別会計予
算  3.28 可決

議案第24号 平成17年度門真市老人保健事業特別会計予算  3.28 可決

議案第25号 平成17年度門真市水道事業会計予算  3.28 可決

議案第26号 人権擁護委員候補者の推薦について  3. 4 同意

議案第27号 平成17年度門真市一般会計補正予算（第 1号）  3.28 可決

議案第28号 市長等の退職手当の支給額の特例に関する条例の制
定について  3.28 可決

議案第29号 平成17年度門真市一般会計補正予算（第 2号）  3.28 可決

報告第 1号 専決処分の報告について 議決不要

【第 1回臨時会】

議案第30号 監査委員の選任について  5.18 同意

承認第 1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）  5.17 承認

承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて（平成16年度
門真市一般会計補正予算（第 6号）について）  5.17 承認

承認第 3号 専決処分の承認を求めることについて（門真市国民
健康保険条例の一部を改正する条例について）  5.17 承認

承認第 4号 専決処分の承認を求めることについて（市長に支給
する給与に関する特別措置条例について）  5.17 承認

【第 2回定例会】

議案第31号 公共下水道三ツ島千石幹線築造工事（ 5）請負契約
の締結について  6.13 可決
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議案第32号 公共下水道打越舟田管渠築造工事請負契約の締結に
ついて  6.13 可決

議案第33号 公共下水道沖、舟田管渠築造工事請負契約の締結に
ついて  6.13 可決

議案第34号 門真市立浜町小学校校舎大規模改造工事請負契約の
締結について  6.13 可決

議案第35号 平成17年度門真市一般会計補正予算（第 3号）  6.13 可決

議案第36号 平成17年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 1号）  6.13 可決

議案第37号 平成17年度門真市水道事業会計補正予算（第 1号）  6.13 可決

議案第38号 固定資産評価審査委員会委員の選任について  6. 9 同意

承認第 5号
専決処分の承認を求めることについて（平成17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）

 6.13 承認

承認第 6号
専決処分の承認を求めることについて（平成17年度
門真市老人保健事業特別会計補正予算（第 1号）に
ついて）

 6.13 承認

報告第 2号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

報告第 3号 財団法人門真市緑化推進センターの経営状況につい
て 議決不要

報告第 4号 財団法人門真市文化振興事業団の経営状況について 議決不要

報告第 5号 平成16年度門真市一般会計繰越明許費繰越計算書に
ついて 議決不要

報告第 6号 平成16年度門真市公共下水道事業特別会計繰越明許
費繰越計算書につて 議決不要

【第 3回定例会】

議案第39号
一般国道 1号改築事業と門真市公共下水道事業との
同時施行における下水道事業の工事の施行に関する
細目協定（日本道路公団施行区間）の一部変更につ
いて

10.17 可決

議案第40号 動産の取得について 10.17 可決

議案第41号 動産の取得について 10.17 可決

議案第42号 くすのき広域連合規約の一部変更に関する協議につ
いて 10.17 可決

議案第43号 門真市情報公開条例の一部改正について 10.17 可決

議案第44号 門真市個人情報保護条例の一部改正について 10.17 可決

議案第45号 門真市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につ
いて 10.17 可決
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議案第46号 門真市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関
する条例の一部改正について 10.17 可決

議案第47号 門真都市計画四宮土地区画整理事業施行規程の一部
改正について 10.17 可決

議案第48号 平成17年度門真市一般会計補正予算（第 5号） 10.17 可決

議案第49号 平成17年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 2号） 10.17 可決

議案第50号 固定資産評価審査委員会委員の選任について  9.20 同意

議案第51号 教育委員会委員の任命について  9.20 同意

議案第52号 人権擁護委員候補者の推薦について  9.20 同意

議案第53号 人権擁護委員候補者の推薦について  9.20 同意

議案第54号 教育委員会委員の任命について 10.17 同意

承認第 7号 専決処分の承認を求めることについて（平成17年度
門真市一般会計補正予算（第 4号）について） 10.17 承認

認定第 1号 平成16年度門真市歳入歳出決算認定について 10.17 継続審査

認定第 2号 平成16年度門真市水道事業会計決算認定について 10.17 継続審査

報告第 7号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

報告第 8号 財団法人門真市緑化推進センターの経営状況につい
て 議決不要

報告第 9号 財団法人門真市文化振興事業団の経営状況について 議決不要

報告第10号 平成16年度門真市一般会計継続費精算報告書につい
て 議決不要

【第 4回定例会】

議案第55号 市道路線の認定について 12.21 可決

議案第56号 市道路線の変更について 12.21 可決

議案第57号
一般国道 1号改築事業と門真市公共下水道事業との
同時施行における下水道事業の工事等に関する細目
協定（ 2工区（その 2））の締結について

12.21 可決

議案第58号 飯盛霊園組合規約の一部変更に関する協議について 12.21 可決

議案第59号 住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域にお
ける住居表示の方法について 12.21 可決

議案第60号 門真市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に
関する条例の制定について 12.21 可決

議案第61号 門真市民文化会館条例の全部改正について 12.21 可決

議案第62号 門真市立市民交流会館条例の全部改正について 12.21 可決
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議案第63号 門真市村岡自然ふる里村条例の全部改正について 12.21 可決

議案第64号 門真市立青少年運動広場条例の全部改正について 12.21 可決

議案第65号 門真市立運動広場条例の全部改正について 12.21 可決

議案第66号 門真市立テニスコート条例の全部改正について 12.21 可決

議案第67号 門真市個人情報保護条例の一部改正について 12.21 可決

議案第68号 門真市税条例の一部改正について 12.21 可決

議案第69号 門真市手数料条例の一部改正について 12.21 可決

議案第70号 門真市保健福祉センター条例の一部改正について 12.21 可決

議案第71号 門真市有料自転車駐車場条例の一部改正について 12.21 可決

議案第72号 門真市建築基準法施行条例の一部改正について 12.21 可決

議案第73号 門真市土地開発基金条例の廃止について 12.21 可決

議案第74号 平成17年度門真市一般会計補正予算（第 6号） 12.21 可決

議案第75号 助役の選任について 12.12 同意

議案第76号 公平委員会委員の選任について 12.12 同意

議案第77号 公平委員会委員の選任について 12.12 同意

議案第78号 人権擁護委員候補者の推薦について 12.12 同意

議案第79号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につ
いて 12.21 可決

議案第80号 平成17年度門真市一般会計補正予算（第 7号） 12.21 可決

議案第81号 平成17年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 3号） 12.21 可決

議案第82号 平成17年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 2号） 12.21 可決

議案第83号 平成17年度門真市老人保健事業特別会計補正予算
（第 2号） 12.21 可決

議案第84号 平成17年度門真市水道事業会計補正予算（第 2号） 12.21 可決

議案第85号 助役の選任について 12.21 同意

認定第 1号 平成16年度門真市歳入歳出決算認定について 12.12 認定

認定第 2号 平成16年度門真市水道事業会計決算認定について 12.12 認定



─ 92 ─

番　号 件　　　　　　　　　　名 議決月日 議決結果

平　成　18　年

【第 1回定例会】

議案第 1号
一般国道 1号改築事業と門真市公共下水道事業との
同時施行における下水道事業の工事等に関する細目
協定（ 1工区）の一部変更について

 3.28 可決

議案第 2号 字の区域の変更及び町の新設について  3.28 可決

議案第 3号 淀川左岸用排水管理組合規約の一部変更に関する協
議について  3. 6 可決

議案第 4号 淀川左岸用排水管理組合の解散に関する協議につい
て  3. 6 可決

議案第 5号 淀川左岸用排水管理組合の解散に伴う財産処分に関
する協議について  3. 6 可決

議案第 6号 門真市国民保護対策本部及び門真市緊急対処事態対
策本部条例の制定について  3.28 可決

議案第 7号 門真市国民保護協議会条例の制定について  3.28 可決

議案第 8号 門真市障害程度区分等認定審査会の委員の定数等を
定める条例の制定について  3.28 可決

議案第 9号 門真市職員の共済制度に関する条例の全部改正につ
いて  3.28 可決

議案第10号 門真市職員の旅費に関する条例の一部改正について  3.28 可決

議案第11号 門真市国民健康保険条例の一部改正について  3.28 可決

議案第12号
門真市保健福祉センター条例及び門真市保健福祉セ
ンター条例の一部を改正する条例の一部改正につい
て

 3.28 可決

議案第13号 門真市長寿祝金贈与条例の一部改正について  3.28 可決

議案第14号 門真市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改
正について  3.28 可決

議案第15号 門真市老人医療費の助成に関する条例の一部改正に
ついて  3.28 可決

議案第16号 門真都市計画四宮土地区画整理事業施行規程の一部
改正について  3.28 可決

議案第17号 門真市営住宅条例の一部改正について  3.28 可決

議案第18号 平成17年度門真市一般会計補正予算（第 8号）  3.28 可決

議案第19号 平成17年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 3号）  3.28 可決

議案第20号 平成17年度門真市水道事業会計補正予算（第 3号）  3.28 可決

議案第21号 平成18年度門真市一般会計予算  3.28 可決
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議案第22号 平成18年度門真市国民健康保険事業特別会計予算  3.28 可決

議案第23号 平成18年度門真市四宮土地区画整理事業特別会計予
算  3.28 可決

議案第24号 平成18年度門真市公共下水道事業特別会計予算  3.28 可決

議案第25号 平成18年度門真市都市開発資金特別会計予算  3.28 可決

議案第26号 平成18年度門真市公共用地先行取得事業特別会計予
算  3.28 可決

議案第27号 平成18年度門真市老人保健事業特別会計予算  3.28 可決

議案第28号 平成18年度門真市水道事業会計予算  3.28 可決

議案第29号 固定資産評価員の選任について  3. 6 同意

議案第30号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につ
いて  3.28 可決

報告第 1号 専決処分の報告について 議決不要

【第 1回臨時会】

議案第31号 監査委員の選任について  5.15 同意

承認第 1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）  5.15 承認

承認第 2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）  5.15 承認

承認第 3号
専決処分の承認を求めることについて（門真市消防
団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につ
いて）

 5.15 承認

承認第 4号 専決処分の承認を求めることについて（平成17年度
門真市一般会計補正予算（第 9号）について）  5.15 承認

承認第 5号 専決処分の承認を求めることについて（門真市保健
福祉センター条例の一部を改正する条例について）  5.15 承認

【第 2回定例会】

議案第32号 門真市立浜町小学校校舎大規模改造 2期工事請負契
約の締結について  6.22 可決

議案第33号 公共下水道三ツ島千石幹線築造工事（ 6）請負契約
の締結について  6.22 可決

議案第34号 公共下水道舟田西管渠築造工事請負契約の締結につ
いて  6.22 可決

議案第35号 公共下水道島頭管渠築造工事請負契約の締結につい
て  6.22 可決

議案第36号 公共下水道沖西管渠築造工事請負契約の締結につい
て  6.22 可決



─ 94 ─

番　号 件　　　　　　　　　　名 議決月日 議決結果

議案第37号 門真市民文化会館及び門真市立市民交流会館の指定
管理者の指定について  6.22 可決

議案第38号 門真市村岡自然ふる里村の指定管理者の指定につい
て  6.22 可決

議案第39号
門真市保健福祉センター内老人デイサービスセンタ
ー及び障害者福祉センターの指定管理者の指定につ
いて

 6.22 可決

議案第40号
門真南駅第 1自転車駐車場、門真南駅北自転車駐車
場及び門真南駅東自転車駐車場の指定管理者の指定
について

 6.22 可決

議案第41号 門真市立テニスコート、門真市立青少年運動広場及
び門真市立運動広場の指定管理者の指定について  6.22 可決

議案第42号 門真市村岡自然ふる里村に関する事務の委託に関す
る規約の廃止に係る協議について  6.22 可決

議案第43号 門真市事務分掌条例の全部改正について  6.22 可決

議案第44号 門真市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の
一部改正について  6.22 可決

議案第45号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に
関する条例の一部改正について  6.22 可決

議案第46号
門真市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に
関する条例及び門真市ひとり親家庭医療費の助成に
関する条例の一部改正について

 6.22 可決

議案第47号 門真市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正
する条例の一部改正について  6.22 可決

議案第48号 門真市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につ
いて  6.22 可決

議案第49号 門真市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関
する条例の一部改正について  6.22 可決

議案第50号 平成18年度門真市一般会計補正予算（第 1号）  6.22 可決

議案第51号 平成18年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 1号）  6.22 可決

議案第52号 平成18年度門真市老人保健事業特別会計補正予算
（第 1号）  6.22 可決

議案第53号 平成18年度門真市水道事業会計補正予算（第 1号）  6.22 可決

議案第54号 公平委員会委員の選任について  6.13 同意

議案第55号 固定資産評価審査委員会委員の選任について  6.13 同意

議案第56号 人権擁護委員候補者の推薦について  6.13 同意

議案第57号 人権擁護委員候補者の推薦について  6.13 同意

議案第58号 人権擁護委員候補者の推薦について  6.13 同意
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番　号 件　　　　　　　　　　名 議決月日 議決結果

承認第 6号
専決処分の承認を求めることについて（平成18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）

 6.22 承認

認定第 1号 平成17年度淀川左岸用排水管理組合歳入歳出決算認
定について  6.13 認定

報告第 2号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

報告第 3号 財団法人門真市緑化推進センターの経営状況につい
て 議決不要

報告第 4号 財団法人門真市文化振興事業団の経営状況について 議決不要

報告第 5号 平成17年度門真市一般会計繰越明許費繰越計算書に
ついて 議決不要

報告第 6号 平成17年度門真市公共下水道事業特別会計繰越明許
費繰越計算書について 議決不要

報告第 7号 平成17年度門真市水道事業会計予算繰越計算書につ
いて 議決不要

【第 3回定例会】

議案第59号 公共下水道三ツ島千石幹線築造工事（ 7）請負契約
の締結について  9.28 可決

議案第60号 （仮称）市民総合センター整備工事請負契約の締結に
ついて  9.28 可決

議案第61号 門真市障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業
に係る費用負担に関する条例の制定について  9.28 可決

議案第62号 門真市総合計画審議会条例等の一部改正について  9.28 可決

議案第63号 門真市税条例の一部改正について  9.28 可決

議案第64号 門真市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改
正について  9.28 可決

議案第65号 門真市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一
部改正について  9.28 可決

議案第66号 門真市老人医療費の助成に関する条例の一部改正に
ついて  9.28 可決

議案第67号 門真市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に
関する条例の一部改正について  9.28 可決

議案第68号 門真市保健福祉センター条例の一部改正について  9.28 可決

議案第69号 門真市立知的障害児通園施設条例及び門真市立肢体
不自由児通園施設条例の一部改正について  9.28 可決

議案第70号 門真市国民健康保険条例の一部改正について  9.28 可決
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番　号 件　　　　　　　　　　名 議決月日 議決結果

議案第71号
門真市消防団員等公務災害補償条例及び門真市非常
勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の
一部改正について

 9.28 可決

議案第72号 門真市立学校設置条例の一部改正について  9.28 可決

議案第73号 平成18年度門真市一般会計補正予算（第 3号）  9.28 可決

議案第74号 平成18年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 2号）  9.28 可決

議案第75号 教育委員会委員の任命について  9.19 同意

議案第76号 市長等の退職手当の支給額の特例に関する条例の制
定について  9.28 可決

承認第 7号 専決処分の承認を求めることについて（平成18年度
門真市一般会計補正予算（第 2号）について）  9.28 承認

認定第 2号 平成17年度門真市歳入歳出決算認定について  9.28 継続審査

認定第 3号 平成17年度門真市水道事業会計決算認定について  9.28 継続審査

報告第 8号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

報告第 9号 財団法人門真市緑化推進センターの経営状況につい
て 議決不要

報告第10号 財団法人門真市文化振興事業団の経営状況について 議決不要

【第 4回定例会】

議案第77号 市道路線の認定について 12.21 可決

議案第78号 市道路線の変更について 12.21 可決

議案第79号 大阪府後期高齢者医療広域連合の設置に関する協議
について 12.21 可決

議案第80号 淀川左岸水防事務組合規約の一部変更に関する協議
について 12.21 可決

議案第81号 飯盛霊園組合規約の一部変更に関する協議について 12.21 可決

議案第82号 寝屋川北部広域下水道組合規約の一部変更に関する
協議について 12.21 可決

議案第83号 守口市門真市消防組合規約の一部変更に関する協議
について 12.21 可決

議案第84号 くすのき広域連合規約の一部変更に関する協議につ
いて 12.21 可決

議案第85号 門真市副市長定数条例の制定について 12.21 可決

議案第86号 門真市教育センター条例の制定について 12.21 可決

議案第87号 門真市立生涯学習センター条例の制定について 12.21 可決
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番　号 件　　　　　　　　　　名 議決月日 議決結果

議案第88号 門真市立門真市民プラザグラウンド条例の制定につ
いて 12.21 可決

議案第89号 門真市監査委員条例の一部改正について 12.21 可決

議案第90号 特別職等の職員の退職手当に関する条例等の一部改
正について 12.21 可決

議案第91号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例の一部改正について 12.21 可決

議案第92号 門真市基金条例の一部改正について 12.21 可決

議案第93号 門真市税条例の一部改正について 12.21 可決

議案第94号 門真市立放課後児童クラブ条例の一部改正について 12.21 可決

議案第95号 門真市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につ
いて 12.21 可決

議案第96号 門真市奨学条例の一部改正について 12.21 可決

議案第97号 門真市立図書館条例の一部改正について 12.21 可決

議案第98号 門真市立体育館条例の一部改正について 12.21 可決

議案第99号 平成18年度門真市一般会計補正予算（第 4号） 12.21 可決

議案第100号 平成18年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 3号） 12.21 可決

議案第101号 平成18年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 2号） 12.21 可決

議案第102号 平成18年度門真市老人保健事業特別会計補正予算
（第 2号） 12.21 可決

議案第103号 平成18年度門真市公共用地先行取得事業特別会計補
正予算（第 1号） 12.21 可決

認定第 2号 平成17年度門真市歳入歳出決算認定について 12.12 認定

認定第 3号 平成17年度門真市水道事業会計決算認定について 12.12 認定

平　成　19　年

【第 1回定例会】

議案第 1号
一般国道 1号改築事業と門真市公共下水道事業との
同時施行における下水道事業の工事等に関する細目
協定（ 2工区（その 1））の一部変更について

 3.28 可決

議案第 2号 公共下水道舟田西管渠築造工事請負契約の一部変更
について  3.28 可決

議案第 3号 公共下水道島頭管渠築造工事請負契約の一部変更に
ついて  3.28 可決
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番　号 件　　　　　　　　　　名 議決月日 議決結果

議案第 4号 公共下水道三ツ島千石幹線築造工事（ 7）請負契約
の一部変更について  3.28 可決

議案第 5号 字の区域の変更及び町の新設について  3.28 可決

議案第 6号 門真市文化芸術振興条例の制定について  3.28 可決

議案第 7号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につい
て  3.28 可決

議案第 8号 門真市老人医療費の助成に関する条例の一部改正に
ついて  3.28 可決

議案第 9号 門真市保健福祉センター条例の一部改正について  3.28 可決

議案第10号 門真市国民健康保険条例の一部改正について  3.28 可決

議案第11号 門真市建築基準法施行条例の一部改正について  3.28 可決

議案第12号 門真都市計画四宮土地区画整理事業施行規程及び門
真市特別会計設置条例の一部改正について  3.28 可決

議案第13号 門真市障害者福祉金条例の廃止について  3.28 可決

議案第14号 平成18年度門真市一般会計補正予算（第 5号）  3.28 可決

議案第15号 平成18年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 4号）  3.28 可決

議案第16号 平成18年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 3号）  3.28 可決

議案第17号 平成19年度門真市一般会計予算  3.28 可決

議案第18号 平成19年度門真市国民健康保険事業特別会計予算  3.28 可決

議案第19号 平成19年度門真市四宮土地区画整理事業特別会計予
算  3.28 可決

議案第20号 平成19年度門真市公共下水道事業特別会計予算  3.28 可決

議案第21号 平成19年度門真市都市開発資金特別会計予算  3.28 可決

議案第22号 平成19年度門真市公共用地先行取得事業特別会計予
算  3.28 可決

議案第23号 平成19年度門真市老人保健事業特別会計予算  3.28 可決

議案第24号 平成19年度門真市水道事業会計予算  3.28 可決

議案第25号 門真市手数料条例の一部改正について  3.28 可決

報告第 1号 専決処分の報告について 議決不要

報告第 2号 門真市国民保護計画について 議決不要

【第 1回臨時会】

議案第26号 監査委員の選任について  5.21 同意
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番　号 件　　　　　　　　　　名 議決月日 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（門真市税条
例の一部を改正する条例について）  5.22 承認

承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて（平成18年度
門真市一般会計補正予算（第 6号）について）  5.22 承認

【第 2回定例会】

議案第27号
一般国道 1号改築事業と門真市公共下水道事業との
同時施行における下水道事業の工事等に関する協定
（ 2工区（その 3））の締結について

 6.21 可決

議案第28号 公共下水道千石東管渠築造工事請負契約の締結につ
いて  6.21 可決

議案第29号 公共下水道北島管渠築造工事請負契約の締結につい
て  6.21 可決

議案第30号 公共下水道五月田第 1管渠築造工事（ 2）請負契約
の締結について  6.21 可決

議案第31号 動産の取得について  6.21 可決

議案第32号 門真市職員の旅費に関する条例の一部改正について  6.21 可決

議案第33号 門真市税条例の一部改正について  6.21 可決

議案第34号 門真市行政財産使用料条例の一部改正について  6.21 可決

議案第35号 門真市法定外公共物管理条例の一部改正について  6.21 可決

議案第36号 門真市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につ
いて  6.21 可決

議案第37号 平成19年度門真市一般会計補正予算（第 1号）  6.21 可決

議案第38号 平成19年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 1号）  6.21 可決

承認第 3号
専決処分の承認を求めることについて（平成19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）

 6.21 承認

承認第 4号
専決処分の承認を求めることについて（平成19年度
門真市老人保健事業特別会計補正予算（第 1号）に
ついて）

 6.21 承認

報告第 3号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

報告第 4号 財団法人門真市文化振興事業団の経営状況について 議決不要

報告第 5号 平成18年度門真市一般会計繰越明許費繰越計算書に
ついて 議決不要

報告第 6号 平成18年度門真市公共下水道事業特別会計繰越明許
費繰越計算書について 議決不要

報告第 7号 平成18年度門真市水道事業会計予算繰越計算書につ
いて 議決不要
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【第 3回定例会】

議案第39号 寝屋川北部広域下水道組合規約の一部変更に関する
協議について  9.28 可決

議案第40号 公共下水道千石東管渠築造工事（ 2）請負契約の締
結について  9.28 可決

議案第41号 公共下水道三ツ島千石幹線築造工事（ 7）請負契約
の一部変更について  9.28 可決

議案第42号 門真市災害派遣手当等の支給に関する条例の制定に
ついて  9.28 可決

議案第43号 門真市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公
営に関する条例の制定について  9.18 可決

議案第44号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の全部改
正について  9.28 可決

議案第45号 門真市情報公開条例及び門真市個人情報保護条例の
一部改正について  9.28 可決

議案第46号 政治倫理の確立のための門真市長の資産等の公開に
関する条例の一部改正について  9.28 可決

議案第47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  9.28 可決

議案第48号 門真市手数料条例の一部改正について  9.28 可決

議案第49号 門真市南部市民センター条例の一部改正について  9.28 可決

議案第50号 門真市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条
例の一部改正について  9.28 可決

議案第51号 門真市立幼稚園条例の一部改正について  9.28 可決

議案第52号 門真市立公民館条例の一部改正について  9.28 可決

議案第53号 門真市立文化会館条例の一部改正について  9.28 可決

議案第54号 門真市立青少年活動センター条例の一部改正につい
て  9.28 可決

議案第55号 平成19年度門真市一般会計補正予算（第 2号）  9.28 可決

議案第56号 平成19年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 2号）  9.28 可決

議案第57号 教育委員会委員の任命について  9.18 同意

議案第58号 人権擁護委員候補者の推薦について  9.18 同意

議案第59号 人権擁護委員候補者の推薦について  9.18 同意

議案第60号 人権擁護委員候補者の推薦について  9.18 同意

承認第 5号 専決処分の承認を求めることについて（公共下水道
千石東管渠築造工事請負契約の締結について）  9.28 承認
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認定第 1号 平成18年度門真市歳入歳出決算認定について  9.28 継続審査

認定第 2号 平成18年度門真市水道事業会計決算認定について  9.28 継続審査

報告第 8号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

報告第 9号 財団法人門真市緑化推進センターの経営状況につい
て 議決不要

報告第10号 財団法人門真市文化振興事業団の経営状況について 議決不要

【第 4回定例会】

議案第61号 市道路線の認定について 12.20 可決

議案第62号 市道路線の変更について 12.20 可決

議案第63号 門真市土地開発公社定款の一部変更について 12.20 可決

議案第64号 寝屋川北部広域下水道組合の解散に関する協議につ
いて 12.20 可決

議案第65号 寝屋川北部広域下水道組合の解散に伴う財産処分に
関する協議について 12.20 可決

議案第66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及び旅費条例の一部改正
について

12.20 可決

議案第67号 門真市老人医療費の助成に関する条例の一部改正に
ついて 12.20 可決

議案第68号 門真市保健福祉センター条例の一部改正について 12.20 可決

議案第69号 門真市立放課後児童クラブ条例の一部改正について 12.20 可決

議案第70号 平成19年度門真市一般会計補正予算（第 3号） 12.20 可決

議案第71号 平成19年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 3号） 12.20 可決

議案第72号 人権擁護委員候補者の推薦について 12.11 同意

議案第73号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につ
いて 12.20 可決

議案第74号 平成19年度門真市一般会計補正予算（第 4号） 12.20 可決

議案第75号 平成19年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 4号） 12.20 可決

議案第76号 平成19年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 2号） 12.20 可決

議案第77号 平成19年度門真市老人保健事業特別会計補正予算
（第 2号） 12.20 可決

議案第78号 平成19年度門真市水道事業会計補正予算（第 1号） 12.20 可決

認定第 1号 平成18年度門真市歳入歳出決算認定について 12.11 認定
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番　号 件　　　　　　　　　　名 議決月日 議決結果

認定第 2号 平成18年度門真市水道事業会計決算認定について 12.11 認定

平　成　20　年

【第 1回定例会】

議案第 1号
一般国道 1号改築事業と門真市公共下水道事業との
同時施行における下水道事業の工事等に関する細目
協定（ 2工区（その 2））の一部変更について

 3.26 可決

議案第 2号
一般国道 1号改築事業と門真市公共下水道事業との
同時施行における下水道事業の工事等に関する協定
（ 2工区（その 3））の一部変更について

 3.26 可決

議案第 3号
一般国道 1号改築事業と門真市公共下水道事業との
同時施行における下水道事業の工事の施行に関する
細目協定（西日本高速道路株式会社施行区間）の一
部変更について

 3.26 可決

議案第 4号 公共下水道五月田第 1管渠築造工事（ 2）請負契約
の一部変更について  3.26 可決

議案第 5号 公共下水道千石東管渠築造工事請負契約の一部変更
について  3.26 可決

議案第 6号 公共下水道千石東管渠築造工事（ 2）請負契約の一
部変更について  3.26 可決

議案第 7号 門真市後期高齢者医療に関する条例の制定について  3.26 可決

議案第 8号 門真市事務分掌条例の一部改正について  3.26 可決

議案第 9号 門真市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に
関する条例等の一部改正について  3.26 可決

議案第10号 門真市長寿祝金等贈与条例の一部改正について  3.26 可決

議案第11号 門真市農業委員会の選挙による委員の定数条例の一
部改正について  3.26 可決

議案第12号 平成19年度門真市一般会計補正予算（第 6号）  3.26 可決

議案第13号 平成19年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 5号）  3.26 可決

議案第14号 平成19年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 4号）  3.26 可決

議案第15号 平成20年度門真市一般会計予算  3.26 可決

議案第16号 平成20年度門真市国民健康保険事業特別会計予算  3.26 可決

議案第17号 平成20年度門真市四宮土地区画整理事業特別会計予
算  3.26 可決

議案第18号 平成20年度門真市公共下水道事業特別会計予算  3.26 可決

議案第19号 平成20年度門真市都市開発資金特別会計予算  3.26 可決
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議案第20号 平成20年度門真市公共用地先行取得事業特別会計予
算  3.26 可決

議案第21号 平成20年度門真市老人保健事業特別会計予算  3.26 可決

議案第22号 平成20年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算  3.26 可決

議案第23号 平成20年度門真市水道事業会計予算  3.26 可決

議案第24号 門真市国民健康保険条例の一部改正について  3.26 可決

議案第25号 副市長の選任について  3.26 同意

承認第 1号 専決処分の承認を求めることについて（平成19年度
門真市一般会計補正予算（第 5号）について）  3.26 承認

承認第 2号
専決処分の承認を求めることについて（平成19年度
門真市公共下水道事業特別会計補正予算（第 3 号）
について）

 3.26 承認

承認第 3号 専決処分の承認を求めることについて（平成19年度
門真市水道事業会計補正予算（第 2号）について）  3.26 承認

報告第 1号 専決処分の報告について 議決不要

【第 1回臨時会】

議案第26号 監査委員の選任について  5.14 同意

承認第 4号 専決処分の承認を求めることについて（平成19年度
門真市一般会計補正予算（第 7号）について）  5.14 承認

承認第 5号
専決処分の承認を求めることについて（平成19年度
門真市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 6
号）について）

 5.14 承認

承認第 6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）  5.14 承認

【第 2回定例会】

議案第27号
一般国道 1号改築事業と門真市公共下水道事業との
同時施行における下水道事業の工事の施行に関する
細目協定（西日本高速道路株式会社施行区間（その
2））の締結について

 6.24 可決

議案第28号 公共下水道三ツ島千石幹線築造工事（ 8）請負契約
の締結について  6.24 可決

議案第29号 公共下水道三ツ島東管渠築造工事請負契約の締結に
ついて  6.24 可決

議案第30号 財産の無償譲渡について  6.24 可決

議案第31号 門真市保健福祉センター条例の一部改正について  6.24 可決

議案第32号 門真市立保育所条例の一部改正について  6.24 可決
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議案第33号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例の一部改正について  6.24 可決

議案第34号
門真市国民保護対策本部及び門真市緊急対処事態対
策本部条例及び門真市国民保護協議会条例の一部改
正について

 6.24 可決

議案第35号 門真市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につ
いて  6.24 可決

議案第36号 平成20年度門真市一般会計補正予算（第 2号）  6.24 可決

議案第37号 平成20年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 1号）  6.24 可決

議案第38号 固定資産評価審査委員会委員の選任について  6.13 同意

議案第39号 人権擁護委員候補者の推薦について  6.13 同意

議案第40号 人権擁護委員候補者の推薦について  6.13 同意

承認第 7号 専決処分の承認を求めることについて（平成20年度
門真市一般会計補正予算（第 1号）について）  6.24 承認

承認第 8号
専決処分の承認を求めることについて（平成20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）

 6.24 承認

承認第 9号
専決処分の承認を求めることについて（平成20年度
門真市老人保健事業特別会計補正予算（第 1号）に
ついて）

 6.24 承認

認定第 1号 平成19年度寝屋川北部広域下水道組合歳入歳出決算
認定について  6.13 認定

報告第 2号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

報告第 3号 財団法人門真市文化振興事業団の経営状況について 議決不要

報告第 4号 平成19年度門真市一般会計繰越明許費繰越計算書に
ついて 議決不要

報告第 5号 平成19年度門真市公共下水道事業特別会計繰越明許
費繰越計算書について 議決不要

【第 3回定例会】

議案第41号 土地の売払いについて  9.29 可決

議案第42号 門真市土地開発公社定款の一部変更について  9.29 可決

議案第43号 門真市立市民公益活動支援センター条例の制定につ
いて  9.29 可決

議案第44号 門真市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の
一部改正について  9.29 可決

議案第45号 門真市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例等の
一部改正について  9.29 可決
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議案第46号 門真市税条例の一部改正について  9.29 可決

議案第47号 平成20年度門真市一般会計補正予算（第 4号）  9.29 可決

議案第48号 平成20年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 2号）  9.29 可決

議案第49号 監査委員の選任について  9.17 同意

議案第50号 固定資産評価審査委員会委員の選任について  9.17 同意

議案第51号 教育委員会委員の任命について  9.17 同意

議案第52号 教育委員会委員の任命について  9.17 同意

議案第53号 人権擁護委員候補者の推薦について  9.17 同意

議案第54号 一般職の職員の給与の特例に関する条例の制定につ
いて  9.29 可決

承認第10号 専決処分の承認を求めることについて（平成20年度
門真市一般会計補正予算（第 3号）について）  9.29 承認

認定第 2号 平成19年度門真市歳入歳出決算認定について  9.29 継続審査

認定第 3号 平成19年度門真市水道事業会計決算認定について  9.29 継続審査

報告第 6号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

報告第 7号 財団法人門真市文化振興事業団の経営状況について 議決不要

【第 4回定例会】

議案第55号 市道路線の認定について 12.19 可決

議案第56号 市道路線の変更について 12.19 可決

議案第57号 訴訟上の和解について 12.19 可決

議案第58号 門真市民文化会館及び門真市立市民交流会館の指定
管理者の指定について 12.19 可決

議案第59号 門真市保健福祉センター内障害者福祉センターの指
定管理者の指定について 12.19 可決

議案第60号
門真南駅第 1自転車駐車場、門真南駅北自転車駐車
場及び門真南駅東自転車駐車場の指定管理者の指定
について

12.19 可決

議案第61号 門真市立テニスコート、門真市立青少年運動広場及
び門真市立運動広場の指定管理者の指定について 12.19 可決

議案第62号 住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域にお
ける住居表示の方法について 12.19 可決

議案第63号 附属機関に関する条例の一部改正について 12.19 可決

議案第64号 門真市総合計画審議会条例の一部改正について 12.19 可決
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議案第65号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例の一部改正について 12.19 可決

議案第66号 門真市手数料条例の一部改正について 12.19 可決

議案第67号 門真市立放課後児童クラブ条例の一部改正について 12.19 可決

議案第68号 門真市自転車等の放置防止に関する条例及び門真市
有料自転車駐車場条例の一部改正について 12.19 可決

議案第69号 門真市下水道条例の一部改正について 12.19 可決

議案第70号 門真市村岡自然ふる里村条例の廃止について 12.19 可決

議案第71号 平成20年度門真市一般会計補正予算（第 5号） 12.19 可決

議案第72号 平成20年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 3号） 12.19 可決

議案第73号 平成20年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 2号） 12.19 可決

議案第74号 平成20年度門真市公共用地先行取得事業特別会計補
正予算（第 1号） 12.19 可決

議案第75号 平成20年度門真市老人保健事業特別会計補正予算
（第 2号） 12.19 可決

議案第76号 平成20年度門真市後期高齢者医療事業特別会計補正
予算（第 1号） 12.19 可決

議案第77号 平成20年度門真市水道事業会計補正予算（第 1号） 12.19 可決

議案第78号 門真市国民健康保険条例の一部改正について 12.19 可決

認定第 2号 平成19年度門真市歳入歳出決算認定について 12.10 認定

認定第 3号 平成19年度門真市水道事業会計決算認定について 12.10 認定

平　成　21　年

【第 1回定例会】

議案第 1号
一般国道 1号改築事業と門真市公共下水道事業との
同時施行における下水道事業の工事の施行に関する
細目協定（西日本高速道路株式会社施行区間）の一
部変更について

 3.26 可決

議案第 2号 字の区域の廃止及び変更並びに町の新設について  3.26 可決

議案第 3号 門真市立リサイクルプラザ条例の制定について  3.26 可決

議案第 4号 門真市基金条例の一部改正について  3.26 可決

議案第 5号 門真市手数料条例の一部改正について  3.26 可決

議案第 6号 門真市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一
部改正について  3.26 可決
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議案第 7号 門真市保健福祉センター条例の一部を改正する条例
の一部改正について  3.26 可決

議案第 8号 門真市国民健康保険条例の一部改正について  3.26 可決

議案第 9号 門真市建築基準法施行条例の一部改正について  3.26 可決

議案第10号 門真市立体育館条例の一部改正について  3.26 可決

議案第11号 平成20年度門真市一般会計補正予算（第 7号）  3.26 可決

議案第12号 平成20年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 3号）  3.26 可決

議案第13号 平成20年度門真市後期高齢者医療事業特別会計補正
予算（第 3号）  3.26 可決

議案第14号 平成21年度門真市一般会計予算  3.26 可決

議案第15号 平成21年度門真市国民健康保険事業特別会計予算  3.26 可決

議案第16号 平成21年度東部大阪都市計画四宮土地区画整理事業
特別会計予算  3.26 可決

議案第17号 平成21年度門真市公共下水道事業特別会計予算  3.26 可決

議案第18号 平成21年度門真市都市開発資金特別会計予算  3.26 可決

議案第19号 平成21年度門真市公共用地先行取得事業特別会計予
算  3.26 可決

議案第20号 平成21年度門真市老人保健事業特別会計予算  3.26 可決

議案第21号 平成21年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算  3.26 可決

議案第22号 平成21年度門真市水道事業会計予算  3.26 可決

議案第23号 人権擁護委員候補者の推薦について  2.27 同意

議案第24号 人権擁護委員候補者の推薦について  2.27 同意

議案第25号 人権擁護委員候補者の推薦について  2.27 同意

議案第26号 平成20年度門真市一般会計補正予算（第 8号）  3.26 可決

議案第27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及び旅費条例の一部改正
について

 3.26 可決

承認第 1号 専決処分の承認を求めることについて（平成20年度
門真市一般会計補正予算（第 6号）について）  3.26 承認

承認第 2号
専決処分の承認を求めることについて（平成20年度
門真市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 4
号）について）

 3.26 承認

承認第 3号
専決処分の承認を求めることについて（平成20年度
門真市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 2
号）について）

 3.26 承認

報告第 1号 専決処分の報告について 議決不要
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【第 1回臨時会】

議案第28号 監査委員の選任について  5.19 同意

承認第 4号 専決処分の承認を求めることについて（門真市税条
例等の一部を改正する条例について）  5.19 承認

承認第 5号 専決処分の承認を求めることについて（平成20年度
門真市一般会計補正予算（第 9号）について）  5.19 承認

承認第 6号
専決処分の承認を求めることについて（平成20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）

 5.19 承認

承認第 7号 専決処分の承認を求めることについて（平成21年度
門真市一般会計補正予算（第 1号）について）  5.19 承認

【第 2回臨時会】

議案第29号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につ
いて  5.29 可決

【第 2回定例会】

議案第30号 公共下水道北島管渠築造工事（ 3）請負契約の締結
について  6. 9 可決

議案第31号 公共下水道南野口管渠築造工事請負契約の締結につ
いて  6. 9 可決

議案第32号 一般職の職員の給与に関する条例及び門真市職員の
厚生制度に関する条例の一部改正について  6. 9 可決

議案第33号 門真市税条例の一部改正について  6. 9 可決

議案第34号 門真市立市民公益活動支援センター条例の一部改正
について  6. 9 可決

議案第35号 東部大阪都市計画四宮土地区画整理事業施行規程の
一部改正について  6. 9 可決

議案第36号 門真市都市公園条例の一部改正について  6. 9 可決

議案第37号 平成21年度門真市一般会計補正予算（第 2号）  6. 9 可決

議案第38号 固定資産評価審査委員会委員の選任について  6. 5 同意

承認第 8号
専決処分の承認を求めることについて（平成21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）

 6. 9 承認

承認第 9号
専決処分の承認を求めることについて（平成21年度
門真市老人保健事業特別会計補正予算（第 1号）に
ついて）

 6. 9 承認

報告第 2号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要
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報告第 3号 平成20年度門真市一般会計繰越明許費繰越計算書に
ついて 議決不要

報告第 4号 平成20年度門真市公共下水道事業特別会計繰越明許
費繰越計算書について 議決不要

報告第 5号 平成20年度門真市水道事業会計予算繰越計算書につ
いて 議決不要

【第 3回定例会】

議案第39号 門真市立市民公益活動支援センターの指定管理者の
指定について  9.29 可決

議案第40号 市長等の退職手当の支給額の特例に関する条例の制
定について  9.15 可決

議案第41号 門真市国民健康保険条例の一部改正について  9.29 可決

議案第42号 門真市国民健康保険条例及び門真市後期高齢者医療
に関する条例の一部改正について  9.29 可決

議案第43号 門真市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につ
いて  9.29 可決

議案第44号 門真市立学校設置条例及び門真市立放課後児童クラ
ブ条例の一部改正について  9.15 可決

議案第45号 門真市立小・中学校施設設備使用条例の一部改正に
ついて  9.29 可決

議案第46号 門真市立幼稚園条例の一部改正について  9.29 可決

議案第47号 平成21年度門真市一般会計補正予算（第 4号）  9.29 可決

議案第48号 平成21年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 2号）  9.29 可決

議案第49号 平成21年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 1号）  9.29 可決

議案第50号 教育委員会委員の任命について  9.15 同意

承認第10号 専決処分の承認を求めることについて（平成21年度
門真市一般会計補正予算（第 3号）について）  9.29 承認

認定第 1号 平成20年度門真市歳入歳出決算認定について  9.29 継続審査

認定第 2号 平成20年度門真市水道事業会計決算認定について  9.29 継続審査

報告第 6号 専決処分の報告について 議決不要

報告第 7号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

報告第 8号 財団法人門真市文化振興事業団の経営状況について 議決不要
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【第 3回臨時会】

議案第51号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につ
いて 11.30 可決

議案第52号 平成21年度門真市一般会計補正予算（第 6号） 11.30 可決

承認第11号 専決処分の承認を求めることについて（平成21年度
門真市一般会計補正予算（第 5号）について） 11.30 承認

【第 4回定例会】

議案第53号 市道路線の廃止について 12.18 可決

議案第54号 市道路線の認定について 12.18 可決

議案第55号 市道路線の変更について 12.18 可決

議案第56号 門真市総合計画基本構想の策定について 12.18 可決

議案第57号 動産の取得について 12.18 可決

議案第58号 門真市特別職報酬等審議会条例の一部改正について 12.18 可決

議案第59号 門真市長寿祝金等贈与条例の一部改正について 12.18 可決

議案第60号 門真市立放課後児童クラブ条例の一部改正について 12.18 可決

議案第61号 門真市民文化会館条例の一部改正について 12.18 可決

議案第62号 平成21年度門真市一般会計補正予算（第 7号） 12.18 可決

議案第63号 平成21年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 3号） 12.18 可決

議案第64号 公平委員会委員の選任について 12. 9 同意

議案第65号 公平委員会委員の選任について 12. 9 同意

議案第66号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につ
いて 12.18 可決

議案第67号 平成21年度門真市一般会計補正予算（第 8号） 12.18 可決

議案第68号 平成21年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 4号） 12.18 可決

議案第69号 平成21年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 2号） 12.18 可決

議案第70号 平成21年度門真市後期高齢者医療事業特別会計補正
予算（第 1号） 12.18 可決

議案第71号 固定資産評価員の選任について 12.18 同意

認定第 1号 平成20年度門真市歳入歳出決算認定について 12. 9 認定

認定第 2号 平成20年度門真市水道事業会計決算認定について 12. 9 認定
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平　成　22　年

【第 1回定例会】

議案第 1号 （仮称）門真市立統合中学校整備PFI事業に係る特定
事業契約の締結について  3.25 可決

議案第 2号 門真市一般職の非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員
の任用、勤務条件等に関する条例の制定について  3.25 可決

議案第 3号 門真市特別会計設置条例の一部改正について  3.25 可決

議案第 4号 門真市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改
正について  3.25 可決

議案第 5号 門真市国民健康保険条例の一部改正について  3.25 可決

議案第 6号 門真市立体育館条例の一部改正について  3.25 可決

議案第 7号 平成21年度門真市一般会計補正予算（第 9号）  3.25 可決

議案第 8号 平成21年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 5号）  3.25 可決

議案第 9号 平成21年度東部大阪都市計画四宮土地区画整理事業
特別会計補正予算（第 1号）  3.25 可決

議案第10号 平成21年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 3号）  3.25 可決

議案第11号 平成21年度門真市後期高齢者医療事業特別会計補正
予算（第 2号）  3.25 可決

議案第12号 平成22年度門真市一般会計予算  3.25 可決

議案第13号 平成22年度門真市国民健康保険事業特別会計予算  3.25 可決

議案第14号 平成22年度門真市公共下水道事業特別会計予算  3.25 可決

議案第15号 平成22年度門真市都市開発資金特別会計予算  3.25 可決

議案第16号 平成22年度門真市公共用地先行取得事業特別会計予算  3.25 可決

議案第17号 平成22年度門真市老人保健事業特別会計予算  3.25 可決

議案第18号 平成22年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算  3.25 可決

議案第19号 平成22年度門真市水道事業会計予算  3.25 可決

議案第20号 副市長の選任について  3. 1 同意

議案第21号 門真市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部
改正について  3.25 可決

承認第 1号

専決処分の承認を求めることについて（一般国道 1
号改築事業と門真市公共下水道事業との同時施行に
おける下水道事業の工事の施行に関する細目協定
（西日本高速道路株式会社施行区間（その 2））の一
部変更について）

 3.25 承認
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報告第 1号 専決処分の報告について 議決不要

【第 1回臨時会】

議案第22号 監査委員の選任について  5.21 同意

承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて（門真市税条
例等の一部を改正する条例について）  5.19 承認

承認第 3号 専決処分の承認を求めることについて（門真市国民
健康保険条例の一部を改正する条例について）  5.19 承認

承認第 4号 専決処分の承認を求めることについて（平成21年度
門真市一般会計補正予算（第10号）について）  5.19 承認

承認第 5号
専決処分の承認を求めることについて（平成21年度
門真市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 6
号）について）

 5.19 承認

承認第 6号
専決処分の承認を求めることについて（平成21年度
東部大阪都市計画四宮土地区画整理事業特別会計補
正予算（第 2号）について）

 5.19 承認

【第 2回定例会】

議案第23号 市道路線の認定について  6.22 可決

議案第24号 門真市立浜町中央小学校校舎棟増築工事請負契約の
締結について  6.22 可決

議案第25号 門真市立古川橋小学校耐震補強工事請負契約の締結
について  6.22 可決

議案第26号 門真市立門真小学校校舎耐震補強工事請負契約の締
結について  6.22 可決

議案第27号 訴訟上の和解について  6.22 可決

議案第28号 北河内夜間救急センター協議会規約の一部変更に関
する協議について  6.22 可決

議案第29号 門真市税条例の一部改正について  6.22 可決

議案第30号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例の一部改正について  6.22 可決

議案第31号 門真市都市公園条例の一部改正について  6.22 可決

議案第32号 門真市水道条例の一部改正について  6.22 可決

議案第33号 平成22年度門真市一般会計補正予算（第 1号）  6.22 可決

議案第34号 平成22年度門真市老人保健事業特別会計補正予算
（第 1号）  6.22 可決

議案第35号 平成22年度門真市水道事業会計補正予算（第 1号）  6.22 可決

議案第36号 公平委員会委員の選任について  6.11 同意
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議案第37号 門真市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につ
いて  6.22 可決

承認第 7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）  6.22 承認

承認第 8号
専決処分の承認を求めることについて（平成22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）

 6.22 承認

報告第 2号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

報告第 3号 平成21年度門真市一般会計繰越明許費繰越計算書に
ついて 議決不要

報告第 4号 平成21年度門真市公共下水道事業特別会計繰越明許
費繰越計算書について 議決不要

【第 3回定例会】

議案第38号 大阪広域水道企業団の設置に関する協議について  9.27 可決

議案第39号 門真市職員の育児休業等に関する条例の全部改正に
ついて  9.27 可決

議案第40号 門真市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部
改正について  9.27 可決

議案第41号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する
条例の一部改正について  9.27 可決

議案第42号 門真市立門真市民プラザ体育館条例等の一部改正に
ついて  9.27 可決

議案第43号 平成22年度門真市一般会計補正予算（第 2号）  9.27 可決

議案第44号 平成22年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 2号）  9.27 可決

議案第45号 平成22年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 1号）  9.27 可決

議案第46号 平成22年度門真市後期高齢者医療事業特別会計補正
予算（第 1号）  9.27 可決

議案第47号 教育委員会委員の任命について  9.14 同意

議案第48号 人権擁護委員候補者の推薦について  9.14 同意

議案第49号 人権擁護委員候補者の推薦について  9.14 同意

議案第50号 人権擁護委員候補者の推薦について  9.14 同意

議案第51号 人権擁護委員候補者の推薦について  9.14 同意

認定第 1号 平成21年度門真市歳入歳出決算認定について  9.27 継続審査

認定第 2号 平成21年度門真市水道事業会計決算認定について  9.27 継続審査

報告第 5号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要
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【第 2回臨時会】

議案第52号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につ
いて 11.30 可決

承認第 9号
専決処分の承認を求めることについて（門真市立古
川橋小学校耐震補強工事請負契約の一部変更につい
て）

11.30 承認

承認第10号
専決処分の承認を求めることについて（門真市立門
真小学校校舎耐震補強工事請負契約の一部変更につ
いて）

11.30 承認

【第 4回定例会】

議案第53号 市道路線の認定について 12.21 可決

議案第54号 市道路線の変更について 12.21 可決

議案第55号 門真市立弁天池公園の指定管理者の指定について 12.21 可決

議案第56号 北河内地域広域行政推進協議会の廃止に関する協議
について 12.21 可決

議案第57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 12.21 可決

議案第58号 門真市事務分掌条例の全部改正について 12.21 可決

議案第59号 門真市立老人福祉センター条例の全部改正について 12.21 可決

議案第60号 門真市高齢者ふれあいセンター条例の全部改正につ
いて 12.21 可決

議案第61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 12.21 可決

議案第62号 門真市税条例の一部改正について 12.21 可決

議案第63号 門真市立リサイクルプラザ条例の一部改正について 12.21 可決

議案第64号 門真市教育センター条例及び門真市立生涯学習セン
ター条例の一部改正について 12.21 可決

議案第65号 門真市立公民館条例の一部改正について 12.21 可決

議案第66号 平成22年度門真市一般会計補正予算（第 3号） 12.21 可決

議案第67号 平成22年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 3号） 12.21 可決

議案第68号 平成22年度門真市水道事業会計補正予算（第 2号） 12.21 可決

議案第69号 人権擁護委員候補者の推薦について 12.10 同意

議案第70号 平成22年度門真市一般会計補正予算（第 4号） 12.21 可決

議案第71号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につ
いて 12.21 可決
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議案第72号 平成22年度門真市一般会計補正予算（第 5号） 12.21 可決

議案第73号 平成22年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 4号） 12.21 可決

議案第74号 平成22年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 2号） 12.21 可決

議案第75号 平成22年度門真市後期高齢者医療事業特別会計補正
予算（第 2号） 12.21 可決

認定第 1号 平成21年度門真市歳入歳出決算認定について 12.10 認定

認定第 2号 平成21年度門真市水道事業会計決算認定について 12.10 認定

平　成　23　年

【第 1回定例会】

議案第 1号 北河内二次救急医療協議会規約の一部変更に関する
協議について  3.24 可決

議案第 2号 門真市ものづくり企業立地促進条例の制定について  3.24 可決

議案第 3号 門真市消防団員等公務災害補償条例の全部改正につ
いて  3.24 可決

議案第 4号
門真市一般職の非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員
の任用、勤務条件等に関する条例の一部改正につい
て

 3.24 可決

議案第 5号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例の一部改正について  3.24 可決

議案第 6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及び旅費条例の一部改正
について

 2.28 可決

議案第 7号 門真市手数料条例の一部改正について  3.24 可決

議案第 8号 門真市民文化会館条例等の一部改正について  3.24 可決

議案第 9号 平成22年度門真市一般会計補正予算（第 6号）  3.24 可決

議案第10号 平成23年度門真市一般会計予算  3.24 可決

議案第11号 平成23年度門真市国民健康保険事業特別会計予算  3.24 可決

議案第12号 平成23年度門真市公共下水道事業特別会計予算  3.24 可決

議案第13号 平成23年度門真市都市開発資金特別会計予算  3.24 可決

議案第14号 平成23年度門真市公共用地先行取得事業特別会計予
算  3.24 可決

議案第15号 平成23年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算  3.24 可決

議案第16号 平成23年度門真市水道事業会計予算  3.24 可決
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議案第17号 平成22年度門真市一般会計補正予算（第 7号）  3.24 可決

報告第 1号 専決処分の報告について 議決不要

【第 1回臨時会】

議案第18号 監査委員の選任について  5.23 同意

承認第 1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）  5.24 承認

承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて（平成22年度
門真市一般会計補正予算（第 8号）について）  5.24 承認

承認第 3号
専決処分の承認を求めることについて（平成22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）

 5.24 承認

承認第 4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）  5.24 承認

【第 2回定例会】

議案第19号 門真市立上野口小学校校舎耐震補強工事請負契約の
締結について  6.24 可決

議案第20号 門真市立四宮小学校校舎耐震補強工事請負契約の締
結について  6.24 可決

議案第21号
門真市立老人福祉センター、門真市高齢者ふれあい
センター及び門真市地域高齢者交流サロンの指定管
理者の指定について

 6.24 可決

議案第22号
門真市一般職の非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員
の任用、勤務条件等に関する条例及び門真市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正について

 6.24 可決

議案第23号 門真市立生涯学習センター条例の一部改正について  6.24 可決

議案第24号 平成23年度門真市一般会計補正予算（第 1号）  6.24 可決

議案第25号 平成23年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 2号）  6.24 可決

議案第26号 固定資産評価審査委員会委員の選任について  6.13 同意

議案第27号 人権擁護委員候補者の推薦について  6.13 同意

議案第28号 人権擁護委員候補者の推薦について  6.13 同意

承認第 5号
専決処分の承認を求めることについて（平成23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）

 6.24 承認

報告第 2号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

報告第 3号 平成22年度門真市一般会計繰越明許費繰越計算書に
ついて 議決不要



市長提出議案

─ 117 ─

番　号 件　　　　　　　　　　名 議決月日 議決結果

【第 3回定例会】

議案第29号 門真市の休日を定める条例の一部改正について  9.27 可決

議案第30号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例の一部改正について  9.27 可決

議案第31号 門真市税条例等の一部改正について  9.27 可決

議案第32号 門真市基金条例の一部改正について  9.27 可決

議案第33号 門真市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正
について  9.27 可決

議案第34号 門真市立学校設置条例の一部改正について  9.27 可決

議案第35号 門真市立文化会館条例等の一部改正について  9.27 可決

議案第36号 門真市立養護老人ホーム条例の廃止について  9.27 可決

議案第37号 平成23年度門真市一般会計補正予算（第 2号）  9.27 可決

議案第38号 平成23年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 3号）  9.27 可決

議案第39号 平成23年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 1号）  9.27 可決

議案第40号 固定資産評価審査委員会委員の選任について  9.14 同意

議案第41号 教育委員会委員の任命について  9.14 同意

承認第 6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）  9.27 承認

認定第 1号 平成22年度門真市歳入歳出決算認定について  9.27 継続審査

認定第 2号 平成22年度門真市水道事業会計決算認定について  9.27 継続審査

報告第 4号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

【第 4回定例会】

議案第42号 市道路線の認定について 12.20 可決

議案第43号 門真市立青少年運動広場及び門真市立テニスコート
の指定管理者の指定について 12.20 可決

議案第44号 住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域にお
ける住居表示の方法について 12.20 可決

議案第45号 （仮称）門真市立統合中学校整備PFI事業に係る特定
事業契約の一部変更について 12.20 可決

議案第46号 門真市立旧第六中学校運動広場条例の制定について 12.20 可決

議案第47号 門真市立運動広場条例の全部改正について 12.20 可決

議案第48号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例の一部改正について 12.20 可決
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議案第49号 門真市保健福祉センター条例の一部改正について 12.20 可決

議案第50号 門真市立老人福祉センター条例及び門真市高齢者ふ
れあいセンター条例の一部改正について 12.20 可決

議案第51号 門真市立放課後児童クラブ条例の一部改正について 12.20 可決

議案第52号 門真市立市民公益活動支援センター条例の一部改正
について 12.20 可決

議案第53号 門真市道路占用料徴収条例の一部改正について 12.20 可決

議案第54号 門真市民文化会館条例の一部改正について 12.20 可決

議案第55号 門真市立市民交流会館条例等の一部改正について 12.20 可決

議案第56号 平成23年度門真市一般会計補正予算（第 3号） 12.20 可決

議案第57号 平成23年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 4号） 12.20 可決

議案第58号 平成23年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 2号） 12.20 可決

議案第59号 平成23年度門真市後期高齢者医療事業特別会計補正
予算（第 1号） 12.20 可決

議案第60号 動産の取得について 12.20 可決

議案第61号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正につ
いて 12.20 可決

議案第62号 平成23年度門真市一般会計補正予算（第 4号） 12.20 可決

議案第63号 平成23年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 5号） 12.20 可決

議案第64号 平成23年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 3号） 12.20 可決

議案第65号 平成23年度門真市後期高齢者医療事業特別会計補正
予算（第 2号） 12.20 可決

認定第 1号 平成22年度門真市歳入歳出決算認定について 12. 9 認定

認定第 2号 平成22年度門真市水道事業会計決算認定について 12. 9 認定

平　成　24　年

【第 1回定例会】

議案第 1号 門真市土地開発公社の解散について  3.23 可決

議案第 2号 地方財政法附則第33条の 5の 7第 1項の規定に基づ
く地方債に係る許可の申請について  3.23 可決

議案第 3号 権利の放棄について  3.23 可決
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議案第 4号 （仮称）門真市立統合中学校整備PFI事業に係る特定
事業契約の一部変更について  2.28 可決

議案第 5号 字の区域の変更及び町の新設について  3.23 可決

議案第 6号 門真市暴力団排除条例の制定について  3.23 可決

議案第 7号 門真市住民基本台帳カードの利用に関する条例の制
定について  3.23 可決

議案第 8号 門真市墓地等の経営の許可等に関する条例の制定に
ついて  3.23 可決

議案第 9号
門真市東部大阪都市計画大阪中央環状線沿道地区及
び東部大阪都市計画第二京阪道路沿道地区の地区計
画の区域内における建築物の制限等に関する条例の
制定について

 3.23 可決

議案第10号 門真市立門真市民プラザ条例の制定について  3.23 可決

議案第11号 外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備に関する
条例の制定について  2.28 可決

議案第12号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に
関する条例の一部改正について  3.23 可決

議案第13号 門真市税条例の一部改正について  3.23 可決

議案第14号 門真市手数料条例の一部改正について  3.23 可決

議案第15号 門真市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改
正について  3.23 可決

議案第16号 門真市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一
部改正について  3.23 可決

議案第17号 門真市難病患者等に対する日常生活用具の給付に係
る費用負担に関する条例の一部改正について  3.23 可決

議案第18号 門真市立知的障害児通園施設条例及び門真市立肢体
不自由児通園施設条例の一部改正について  3.23 可決

議案第19号 門真市建築基準法施行条例の一部改正について  3.23 可決

議案第20号 門真市営住宅条例の一部改正について  3.23 可決

議案第21号 門真市立幼稚園条例の一部改正について  3.23 可決

議案第22号 門真市立公民館運営審議会条例の一部改正について  3.23 可決

議案第23号 門真市立図書館協議会条例の一部改正について  3.23 可決

議案第24号 門真市水道事業の設置等に関する条例の一部改正に
ついて  3.23 可決

議案第25号 門真市立運動広場条例の廃止について  3.23 可決

議案第26号 平成23年度門真市一般会計補正予算（第 6号）  3.23 可決

議案第27号 平成23年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 6号）  3.23 可決
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議案第28号 平成23年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 4号）  3.23 可決

議案第29号 平成23年度門真市後期高齢者医療事業特別会計補正
予算（第 3号）  3.23 可決

議案第30号 平成24年度門真市一般会計予算  3.23 可決

議案第31号 平成24年度門真市国民健康保険事業特別会計予算  3.23 可決

議案第32号 平成24年度門真市公共下水道事業特別会計予算  3.23 可決

議案第33号 平成24年度門真市都市開発資金特別会計予算  3.23 可決

議案第34号 平成24年度門真市公共用地先行取得事業特別会計予
算  3.23 可決

議案第35号 平成24年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算  3.23 可決

議案第36号 平成24年度門真市水道事業会計予算  3.23 可決

議案第37号 人権擁護委員候補者の推薦について  2.28 同意

議案第38号 人権擁護委員候補者の推薦について  2.28 同意

議案第39号 人権擁護委員候補者の推薦について  2.28 同意

議案第40号 副市長の選任について  3.23 同意

承認第 1号 専決処分の承認を求めることについて（平成23年度
門真市一般会計補正予算（第 5号）について）  2.28 承認

報告第 1号 専決処分の報告について 議決不要

【第 1回臨時会】

議案第41号 監査委員の選任について  5.16 同意

承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて（平成23年度
門真市一般会計補正予算（第 7号）について）  5.16 承認

承認第 3号
専決処分の承認を求めることについて（平成23年度
門真市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 7
号）について）

 5.16 承認

承認第 4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）  5.16 承認

【第 2回定例会】

議案第42号 門真市立大和田小学校校舎耐震補強工事請負契約の
締結について  6.19 可決

議案第43号 公共下水道千石西管渠築造工事（ 3）請負契約の締
結について  6.19 可決

議案第44号 公共下水道舟田東管渠築造工事請負契約の締結につ
いて  6.19 可決
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議案第45号 公共下水道千石島頭管渠築造工事（ 2）請負契約の
締結について  6.19 可決

議案第46号 守口市門真市消防組合規約の一部変更に関する協議
について  6.19 可決

議案第47号 門真市税条例の一部改正について  6.19 可決

議案第48号 門真市立市民公益活動支援センター条例の一部改正
について  6.19 可決

議案第49号 平成24年度門真市一般会計補正予算（第 2号）  6.19 可決

議案第50号 平成24年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 1号）  6.19 可決

議案第51号 監査委員の選任について  6.8 同意

議案第52号 固定資産評価審査委員会委員の選任について  6.8 同意

議案第53号 固定資産評価員の選任について  6.8 同意

承認第 5号 専決処分の承認を求めることについて（平成24年度
門真市一般会計補正予算（第 1号）について）  6.19 承認

承認第 6号
専決処分の承認を求めることについて（平成24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）

 6.19 承認

報告第 2号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

報告第 3号 平成23年度門真市一般会計繰越明許費繰越計算書に
ついて 議決不要

【第 3回定例会】

議案第54号 平成23年度門真市水道事業剰余金の処分について  9.25 継続審査

議案第55号 旧第六中学校仮庁舎改修工事請負契約の締結につい
て  9.25 可決

議案第56号
門真市民プラザ 1期耐震補強工事及び青少年活動セ
ンター、市民公益活動支援センター等改修工事請負
契約の締結について

 9.25 可決

議案第57号 門真市災害対策本部条例の一部改正について  9.25 可決

議案第58号 門真市立学校設置条例等の一部改正について  9.13 可決

議案第59号 平成24年度門真市一般会計補正予算（第 3号）  9.25 可決

議案第60号 平成24年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 2号）  9.25 可決

議案第61号 平成24年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 2号）  9.25 可決

議案第62号 教育委員会委員の任命について  9.13 同意

議案第63号 教育委員会委員の任命について  9.13 同意
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議案第64号 人権擁護委員候補者の推薦について  9.13 同意

議案第65号 門真市災害見舞金等支給条例の一部改正について  9.25 可決

議案第66号 平成24年度門真市一般会計補正予算（第 4号）  9.25 可決

認定第 1号 平成23年度門真市歳入歳出決算認定について  9.25 継続審査

認定第 2号 平成23年度門真市水道事業会計決算認定について  9.25 継続審査

報告第 4号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要

【第 4回定例会】

議案第54号 平成23年度門真市水道事業剰余金の処分について 12.11 可決

議案第67号 市道路線の認定について 12.20 可決

議案第68号 門真市立運動広場建築物等撤去工事請負契約の締結
について 12.20 可決

議案第69号 門真市立市民公益活動支援センターの指定管理者の
指定について 12.20 可決

議案第70号 門真市立門真市民プラザの指定管理者の指定につい
て 12.20 可決

議案第71号 淀川左岸水防事務組合規約の一部変更に関する協議
について 12.20 可決

議案第72号 門真市が管理する道路に附属する有料の自転車駐車
場に設ける標識に関する条例の制定について 12.20 可決

議案第73号 門真市が管理する道路の構造の技術的基準を定める
条例の制定について 12.20 可決

議案第74号 門真市が管理する道路に設ける案内標識等の寸法を
定める条例の制定について 12.20 可決

議案第75号
門真市が管理する道路に係る移動等円滑化のために
必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定
について

12.20 可決

議案第76号
門真市が管理する都市公園に係る移動等円滑化のた
めに必要な特定公園施設の設置に関する基準を定め
る条例の制定について

12.20 可決

議案第77号
門真市水道局布設工事監督者の配置基準及び資格基
準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の
制定について

12.20 可決

議案第78号 門真市暴力団排除条例の一部改正について 12.20 可決

議案第79号 門真市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条
例の一部改正について 12.20 可決

議案第80号 門真市営住宅条例の一部改正について 12.20 可決

議案第81号 門真市都市公園条例の一部改正について 12.20 可決
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番　号 件　　　　　　　　　　名 議決月日 議決結果

議案第82号 門真市下水道条例の一部改正について 12.20 可決

議案第83号 門真市立文化会館条例等の一部改正について 12.20 可決

議案第84号 平成24年度門真市一般会計補正予算（第 6号） 12.20 可決

議案第85号 平成24年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 3号） 12.20 可決

議案第86号 門真市手数料条例の一部改正について 12.20 可決

議案第87号 平成24年度門真市一般会計補正予算（第 7号） 12.20 可決

議案第88号 平成24年度門真市一般会計補正予算（第 8号） 12.20 可決

議案第89号 平成24年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予
算（第 4号） 12.20 可決

議案第90号 平成24年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算
（第 3号） 12.20 可決

議案第91号 平成24年度門真市後期高齢者医療事業特別会計補正
予算（第 1号） 12.20 可決

承認第 7号 専決処分の承認を求めることについて（平成24年度
門真市一般会計補正予算（第 5号）について） 12.20 承認

認定第 1号 平成23年度門真市歳入歳出決算認定について 12.11 認定

認定第 2号 平成23年度門真市水道事業会計決算認定について 12.11 認定

平　成　25　年

【第 1回定例会】

議案第 1号 附属機関に関する条例の全部改正について  3.22 可決

議案第 2号 門真市立こども発達支援センター条例の制定につい
て  3.22 可決

議案第 3号 門真市情報公開条例の一部改正について  3.22 可決

議案第 4号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に
関する条例の一部改正について  3.22 可決

議案第 5号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正につい
て  3.22 可決

議案第 6号 門真市職員の旅費に関する条例の一部改正について  3.22 可決

議案第 7号 門真市税条例の一部改正について  3.22 可決

議案第 8号 門真市乳幼児等の医療費の助成に関する条例の一部
改正について  3.22 可決

議案第 9号 門真市老人医療費の助成に関する条例の一部改正に
ついて  3.22 可決
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議案第10号 門真市障害程度区分等認定審査会の委員の定数等を
定める条例の一部改正について  3.22 可決

議案第11号 門真市障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業
に係る費用負担に関する条例の一部改正について  3.22 可決

議案第12号 門真市難病患者等に対する日常生活用具の給付に係
る費用負担に関する条例の一部改正について  3.22 可決

議案第13号 門真市保健福祉センター条例の一部改正について  3.22 可決

議案第14号 門真市国民健康保険条例の一部改正について  3.22 可決

議案第15号 門真市営住宅条例の一部改正について  3.22 可決

議案第16号 門真市防災会議条例の一部改正について  3.22 可決

議案第17号 門真市消防団条例の一部改正について  3.22 可決

議案第18号 平成24年度門真市一般会計補正予算（第 9号）  3.22 可決

議案第19号 平成25年度門真市一般会計予算  3.22 可決

議案第20号 平成25年度門真市国民健康保険事業特別会計予算  3.22 可決

議案第21号 平成25年度門真市公共下水道事業特別会計予算  3.22 可決

議案第22号 平成25年度門真市都市開発資金特別会計予算  3.22 可決

議案第23号 平成25年度門真市公共用地先行取得事業特別会計予
算  3.22 可決

議案第24号 平成25年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算  3.22 可決

議案第25号 平成25年度門真市水道事業会計予算  3.22 可決

議案第26号 門真市国民健康保険条例の一部改正について  3.22 可決

議案第27号 一般職の職員の退職手当に関する条例等の一部改正
について  3.22 可決

報告第 1号 専決処分の報告について 議決不要

【第 1回臨時会】

議案第28号 監査委員の選任について  5.15 同意

承認第 1号 専決処分の承認を求めることについて（平成24年度
門真市一般会計補正予算（第10号）について）  5.15 承認

承認第 2号
専決処分の承認を求めることについて（平成24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）

 5.15 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）  5.15 承認

報告第 2号 門真市土地開発公社の経営状況について 議決不要



議 員 提 出 議 案



議員提出議案

─ 127 ─

会議の別 番　号 件　　　　　　　　　　名 議決月日 議決結果

【平成15年】

な　し

【平成16年】

4 定 7 門真市議会委員会条例の一部改正について 12.21 可決

【平成17年】

1 定 2 門真市議会委員会条例の一部改正について  3.28 可決

【平成18年】

1 定 2 門真市議会議員定数条例の一部改正について  3.28 可決

3定 3 門真市議会委員会条例の一部改正について  9.28 可決

4定 5 門真市議会会議規則の一部改正について 12.12 可決

6 門真市議会委員会条例の一部改正について 12.12 可決

【平成19年】

1 臨 1 門真市議会会議規則の一部改正について  5.21 可決

2 門真市議会委員会条例の一部改正について  5.21 可決

【平成20年】

1 定 1 門真市議会政務調査費の交付に関する条例の全
部改正について  3.26 可決

3 門真市議会委員会条例の一部改正について  3.26 可決

3定 6 門真市議会会議規則の一部改正について  9.29 可決

【平成21年】

1 定 1 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  3.26 可決

1臨 2 門真市議会委員会条例の一部改正について  5.19 可決

3定 4 門真市議会政務調査費の交付に関する条例の一
部改正について  9.29 可決

【平成22年】

な　し

14　議員提出議案

⑴　条例・規則
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会議の別 番　号 件　　　　　　　　　　名 議決月日 議決結果

【平成23年】

1 定 1 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  2.28 可決

2 門真市議会委員会条例の一部改正について  2.28 可決

【平成24年】

4 定 15 門真市議会会議規則の一部改正について 12.11 可決

【平成25年】

1 定 1 門真市議会委員会条例の一部改正について  2.26 可決

2 門真市議会政務調査費の交付に関する条例の一
部改正について  2.26 可決

3 門真市議会議員政治倫理条例の制定について  3.22 可決

4 門真市議会議員政治倫理条例の制定について 議決不要

1臨 1 門真市議会委員会条例の一部改正について  5.15 可決



議員提出議案

─ 129 ─

会議の別 番　号 件　　　　　　　　　　名 議決月日 議決結果

⑵　意見書・決議

【平成15年】

1 定 1 環境教育の推進を求める意見書  3.26 可決

2定 2 税源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現
を求める意見書  6.25 可決

3 北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める意見
書  6.25 可決

4 外国人学校への大学入学資格付与早期実現を求
める意見書  6.25 可決

3定 5 道路整備の推進及びその財源確保に関する意見
書  9.29 可決

6 犯罪防止のための治安対策の強化を求める意見
書  9.29 可決

4定 7 「金融アセスメント法」の制定を求める意見書 12.18 可決

8 新たな雇用を創出するための起業・創業環境の
早急な整備を求める意見者 12.18 可決

【平成16年】

1 定 1 基礎年金の国庫負担割合を 3分の 1から 2分の
1へと、早急に引き上げを求める意見書  3.25 可決

2定 2 地方分権を確立するための真の三位一体改革の
実現を求める意見書  6.22 可決

3定 3 道路整備の推進及びその財源確保に関する意見
書  9.15 可決

4 郵政事業に関する意見書  9.15 可決

5 地方分権推進のための「国庫補助負担金改革
案」の実現を求める意見書  9.15 可決

4定 6 平成17年度地方交付税所要総額確保に関する意
見書

12.10 可決

【平成17年】

1 定 1 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求
める意見書  3.28 可決

2定 3 地方六団体改革案の早期実現に関する意見書  6.13 可決

4 地方議会制度の充実強化に関する意見書  6.13 可決

3定 5 道路整備の推進及びその財源確保に関する意見
書 10.17 可決

4定 6 議員戸田久和君の議員辞職勧告に関する決議 12.12 可決
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会議の別 番　号 件　　　　　　　　　　名 議決月日 議決結果

7 議会制度改革の早期実現に関する意見書 12.21 可決

8 真の地方分権改革の確実な実現に関する意見書 12.21 可決

【平成18年】

1 定 1
出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、
預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び
「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める
意見書

 3.28 可決

3定 4 道路整備の推進及びその財源確保に関する意見
書  9.28 可決

4定 7 2008年関西サミットの実現並びに大阪での首脳
会合開催を求める決議 12.21 可決

【平成19年】

3 定 3 道路整備の推進及びその財源確保に関する意見
書  9.28 可決

4 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書  9.28 可決

5 「地域安全・安心まちづくり推進法」の早期制定
を求める意見書  9.28 可決

4定 6 道路特定財源諸税の暫定税率の延長及び高速道
路料金の引き下げに関する意見書 12.20 可決

【平成20年】

1 定 2 介護労働者の待遇改善を求める意見書 3.26 可決

2定 4 「クールアース・デー」（地球温暖化防止の日）の
創設等を求める意見書 6.24 可決

5 携帯電話リサイクルの推進を求める意見書  6.24 可決

3定 7 道路財源の「一般財源化」に関する意見書  9.29 可決

8 太陽光発電システムのさらなる普及促進を求め
る意見書  9.29 可決

4定 9 安心の介護サービスの確保を求める意見書 12.19 可決

10 長時間労働や日雇い派遣など労働法制の改正を
求める意見書 12.19 可決

【平成21年】

2 定 3 経済危機対策などに伴う地方負担の軽減を求め
る意見書  6. 9 可決

3定 5 歯科海外技工物に係る意見書  9.29 可決

6 大胆できめ細かな雇用対策を求める意見書  9.29 可決
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7 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書  9.29 可決

4定 8 緊急経済対策の早期実施を求める意見書 12.18 可決

【平成22年】

1 定 1 国民健康保険制度の抜本的改革を求める意見書  3.25 可決

2 子ども手当の全額国庫負担を求める意見書  3.25 可決

3定 3 子宮頸がんの予防措置実施の推進を求める意見
書  9.27 可決

4定 4 地方経済の活性化策を求める意見書 12.21 可決

5 切れ目ない中小企業支援及び金融支援策を求め
る意見書 12.21 可決

【平成23年】

1 定 3 子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌の 3ワ
クチンの定期接種化を求める意見書  3.24 可決

4 若者の雇用対策のさらなる充実を求める意見書  3.24 可決

5 保険でよい歯科医療の実現を求める意見書  3.24 可決

6 学校保健安全法による医療費助成（歯科）の適
用範囲拡大を求める意見書  3.24 可決

2定 7 公立学校施設における防災機能の整備の推進を
求める意見書  6.24 可決

3定 8 円高・デフレを克服する経済対策を求める意見
書  9.27 可決

9 子ども・子育て新システムの再検討を求める意
見書  9.27 可決

10 原発から再生可能エネルギーへの転換を求める
意見書  9.27 可決

11 自治体クラウドの推進を求める意見書  9.27 可決

12 学校施設の防災機能向上のための新たな制度創
設を求める意見書  9.27 可決

13 原子力発電所における国の防災指針の見直しを
求める意見書  9.27 可決

4定 14 サイバー攻撃・情報保全対策に関する意見書 12.20 可決

15 災害に強い日本の構築に向けた社会資本整備を
求める意見書 12.20 可決

16 防災会議に女性の視点を取り入れることを求め
る意見書 12.20 可決
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17 国民生活の安心と向上を図る各種基金事業の継
続を求める意見書 12.20 可決

【平成24年】

1 定 1 年金制度抜本改革の全体像を早期に公表するこ
とを求める意見書  3.23 可決

2 戸別所得補償制度の見直し等、農業政策の立て
直しを求める意見書  3.23 可決

3 支援学校の教育環境の整備を求める意見書  3.23 可決

4 基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策
の充実を求める意見書  3.23 可決

5 若者雇用をめぐるミスマッチ解消を求める意見
書  3.23 可決

6 父子家庭支援策の拡充を求める意見書  3.23 可決

2定 7 防災・減災ニューディールによる社会基盤再構
築を求める意見書  6.20 可決

8 再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整
備を求める意見書  6.20 可決

9 尖閣諸島の実効支配を推進するための法整備を
求める意見書  6.20 可決

10 北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求め
る意見書  6.20 可決

3定 11 香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法
上陸に関する意見書  9.26 可決

12 李明博韓国大統領の言動に抗議し、政府に対韓
国外交の見直しを求める意見書  9.26 可決

13 中小企業の成長支援策の拡充を求める意見書  9.26 可決

14 脱法ドラッグとりわけ脱法ハーブに対する早急
な規制強化等を求める意見書  9.26 可決

4定 16 防災・減災体制再構築推進基本法（防災・減災
ニューディール基本法）の制定を求める意見書 12.20 可決

17
患者数が特に少ない希少疾病用医薬品（ウルト
ラ・オーファンドラッグ）の開発促進・支援の
ための法整備等を求める意見書

12.20 可決

【平成25年】

該　当　な　し
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該　当　な　し

⑶　懲　　罰
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15　請　　願

【平成15年】

該　当　な　し

【平成16年】

1 定 1 合併の是非を問う住民投票条例制定に関する請
願 3．25 不採択

2定 2 大阪府各種医療費助成制度存続拡充を求める請
願 6．22 不採択

【平成17年】

2 定 1 門真市議会議員定数削減を求める請願 6．13 趣旨採択

【平成18年】

該　当　な　し

【平成19年】

4 定 1 門真の保育・学童保育・子育て支援施策の充実
を求める請願 12．11 不採択

4定 2 国民健康保険料の引き下げなどを求める請願 12．11 不採択

【平成20年】

該　当　な　し

【平成21年】

1 定 1 議員の「隠れ報酬」的な役職報酬の全廃や大幅
削減を求める請願 3．26 不採択

【平成22年】
〜

【平成25年】

該　当　な　し


