
28年第３回定例会提出議案 

 

■ ９月７日 付議事件 

番 号 件  名 要  旨 
付託先 

委員会 

議決 

結果 

議案第55号 平成27年度門真市水道事

業剰余金の処分について 

 平成27年度末の未処分利益剰余金から減債積立金に

50,000千円、建設改良積立金に490,000千円をそれぞれ

積み立て、自己資本金への組入として509,135,670円を

組み入れるものとする。 

決算特 

別委員 

会 

 

継続 

審査 

議案第56号 公共下水道桑才第１管

渠
きよ

築造工事請負契約の

締結について 

１ 契約金額  148,343,400円 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契約の相手方 

門真市上野口町12番９号 

株式会社門真建設工業 

代表取締役 阿部耕治 

４ 工 期 議会の議決のあった日から平成29年３月31日

まで 

総務建 

設常任 

委員会 

 

可決 

議案第57号 （仮称）門真市立総合体

育館建設工事請負契約の

一部変更について 

平成27年門真市議会第３回定例会において議決を得た

本契約の一部を変更するもの 

変更内容 

契約金額を「3,340,440,000円」から「3,349,524,960

円」に変更するもの 

総務建 

設常任 

委員会 

 

可決 

議案第58号 公共下水道島頭第１管渠
きよ

築造工事請負契約の一部

変更について 

平成27年門真市議会第２回定例会において議決を得た

本契約の一部を変更するもの 

変更内容 

工期を「議会の議決のあった日から平成28年９月30日

まで」から「議会の議決のあった日から平成29年３月31

日まで」に変更するもの 

総務建 

設常任 

委員会 

 

可決 

議案第59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 

市長等の退職手当の支給額について特例を定めるもの 

１ 要 旨 

  市長等の退職手当の額について、次のとおり特例措

置を講ずるもの 

 ⑴ 市長 支給しない。 

 ⑵ 副市長 100分の40の減額 

 ⑶ 水道事業管理者及び教育長 100分の30の減額 

２ 施行日 公布の日 

３ 適 用 

  平成32年７月23日までに退職した場合に限り適用 

総務建 

設常任 

委員会 

 

可決 

議案第60号 上下水道事業の組織統合

に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定につい

て 

１ 要旨 

  上下水道事業の組織統合に伴い、次に掲げる関係条

例の整備を行うもの 

⑴ 門真市水道事業の設置等に関する条例 

⑵ 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 

⑶ 門真市水道条例 

⑷ 特別職の職員の退職手当に関する条例 

⑸ 門真市特別職報酬等審議会条例 

⑹ 門真市特別会計設置条例 

⑺ 門真市下水道条例 

総務建 

設常任 

委員会 

 

可決 



⑻ 門真市水洗便所改造助成条例 

⑼ 門真市水洗便所改造資金貸付基金条例 

⑽ 門真市東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に

関する条例 

⑾ 門真市特別職の職員の給与に関する条例 

⑿ 門真市情報公開条例 

⒀ 門真市個人情報保護条例 

⒁ 門真市行政手続条例 

⒂ 門真市職員の厚生制度に関する条例 

⒃ 門真市暴力団排除条例 

⒄ 門真市附属機関に関する条例 

⒅ 門真市自治基本条例 

⒆ 門真市事務分掌条例 

⒇ 門真市まちづくり基本条例 

(21) 市長等の退職手当の支給額の特例に関する条例 

２ 施行日 平成29年４月１日 

議案第61号 門真市附属機関に関する

条例の一部改正について 

１ 要旨 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第

３項の規定に基づき、本市が実施する事務事業の継続

の可否を検証するために必要な事項についての調査審

議に関する事務を担任する門真市事務事業継続検証審

議会を設置するとともに、附属機関の委員の報酬額を

定めるもの 

２ 施行日 公布の日 

総務建 

設常任 

委員会 

 

否決 

議案第62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 

１ 要旨 

  一般職の非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員につい

て一定の場合有給での病気休暇を取得できるよう所要

の改正を行うもの 

２ 施行日 平成28年10月１日 

総務建 

設常任 

委員会 

 

可決 

議案第63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等の法律（平成28年法

律第13号）等の公布に伴う所要の改正を行うもの 

２ 施行日 公布の日、平成29年１月１日及び平成30年

１月１日 

総務建 

設常任 

委員会 

 

可決 

議案第64号 門真市家庭的保育事業等

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 

  児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改

正する省令（平成28年厚生労働省令第22号）等の施行

に伴い、保育士の配置基準及び避難用階段に関する設

備基準を改めるため、所要の改正を行うもの 

２ 施行日 公布の日 

文教常 

任委員 

会 

 

可決 

議案第65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 

１ 要旨 

  門真市立市民公益活動支援センターの作業室につい

て、より広く市民の利用に供するため、所要の改正を行

うもの 

２ 施行日 平成28年10月１日 

民生常 

任委員 

会 

 

可決 

議案第66号 門真市水道条例の一部改

正について 

１ 要旨 

  水道料金の納付に過誤があったときの取扱いを定める

とともに、所要の規定整備を行うもの 

２ 施行日 平成29年４月１日及び公布の日 

総務建 

設常任 

委員会 

 

可決 



議案第67号 平成28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398,857千円を

追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ57,142,665千円

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              898千円 

   国庫支出金・国庫補助金           16,143千円 

   府支出金・府負担金                  449千円 

   繰入金・基金繰入金              237,137千円 

   市債・市債                       89,600千円 

   繰越金・繰越金                   54,630千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

   総務費・総務管理費               29,107千円 

   総務費・戸籍住民基本台帳費       29,709千円 

   総務費・選挙費                    5,292千円 

   民生費・社会福祉費               15,242千円 

   民生費・児童福祉費               58,660千円 

   民生費・生活保護費              241,680千円 

   衛生費・保健衛生費               11,746千円 

   教育費・教育総務費                △233千円 

   予備費・予備費                    7,654千円 

２ 債務負担行為の補正 

 変更分 

目的 例規システム業務委託（２） 

期間 平成28年度～平成33年度 

限度額 10,725千円→ 12,586千円 

 

目的 （仮称）市立南認定こども園整備事業 

（２） 

期間 平成28年度～平成29年度 

限度額 507,943千円→ 597,479千円 

３ 地方債の補正 

変更分 

目的 社会福祉施設等整備 

限度額 354,100千円→ 406,300千円 

 

目的 一般廃棄物処理施設整備 

限度額 283,300千円→ 308,500千円 

 

目的 道路等整備 

限度額 207,800千円→ 220,000千円 

総務建 

設常任 

委員会 
 

民生常 

任委員 

会 

 

文教常 

任委員 

会 

 

一部修

正後、

修正案

及び修

正部分

を除く

原案を

可決 

議案第68号 平成28年度門真市国民健

康保険事業特別会計補正

予算(第４号) 

既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ7,956千円を

減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ22,548,087千円

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                    △7,956千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

   繰上充用金・繰上充用金          △7,956千円 

民生常 

任委員 

会 

 

 可決 



議案第69号 平成28年度門真市公共下

水道事業特別会計補正予

算(第２号) 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ101,292千円を

追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ7,762,424千円

とする。 

１ 歳入歳出予算補正 

⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

   市債・市債                     △78,000千円 

   繰越金・繰越金                  179,292千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

   予備費・予備費                  101,292千円 

２ 地方債の補正 

変更分 

目的 資本費平準化 

限度額 761,300千円→ 683,300千円 

総務建 

設常任 

委員会 

 

 

可決 

議案第70号 教育委員会委員の任命に

ついて 

桜井 智恵子委員の任期満了（平成28年９月30日）に

伴うもの 

―  同意 

議案第71号 教育委員会委員の任命に

ついて 

磯和 均委員の任期満了（平成28年９月30日）に伴う

もの 

―  同意 

認定第１号 平成27年度門真市歳入歳

出決算認定について 

一般会計外５会計 決算特 

別委員 

会 

継続 

審査 

認定第２号 平成27年度門真市水道事

業会計決算認定について 

 決算特 

別委員 

会 

継続 

審査 

 

■ ９月30日 付議事件 

番 号 件  名 要  旨 
付託先 

委員会 

議決 

結果 

議案第72号 副市長の選任について 本市副市長の欠員に伴うもの ― 同意 

 

議案第73号 教育委員会教育長の任命

について 

本市教育委員会委員長の欠員に伴うもの ― 同意 

 

 


