
30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 

報告第６号   平成29年度門真市健全化

判断比率及び資金不足比

率の報告について 

平成29年度門真市健全化判断比率及び資金不足比率の

報告について、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律（平成19年法律第94号）第３条第１項及び第22条第１

項の規定に基づき報告するもの 

― 議決

不要 

報告第７号 平成29年度門真市水道事

業会計継続費精算報告書

について 

 水道事業会計継続費精算報告書の報告 

 ⑴ 岸和田地区配水管布設替工事他の精算報告 

― 議決

不要 

承認第５号   専決処分の承認を求める

ことについて（平成30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10,000千円を追

加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ55,566,563千円と

する。 

１ 歳入歳出予算補正  

 ⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

   繰入金・基金繰入金               10,000千円 

 ⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

   消防費・消防費                    4,566千円 

   予備費・予備費                    5,434千円 

２ 専決日 平成30年７月17日 

総務建

設常任

委員会 

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30年

度門真市一般会計補正予

算（第５号）について） 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ162,500千円を追

加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ55,729,063千円と

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           12,500千円 

   繰入金・基金繰入金              150,000千円 

 ⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

   土木費・都市計画費               25,000千円 

   予備費・予備費                  137,500千円 

２ 専決日 平成30年７月24日 

総務建

設常任

委員会 

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30年

度門真市一般会計補正予

算（第６号）について） 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ110,000千円を追

加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ55,839,063千円と

する。 

１ 歳入歳出予算補正 

 ⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

   繰入金・基金繰入金              110,000千円 

 ⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

   総務費・徴税費                  106,700千円 

   予備費・予備費                    3,300千円 

２ 専決日 平成30年８月16日 

総務建

設常任

委員会 

承認 

議案第44号 平成29年度門真市水道事

業剰余金の処分について 

平成29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530,000千円をそれぞれ積

み立て、自己資本金への組入として350,154,076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45号 平成29年度門真市公共下

水道事業剰余金の処分に

平成29年度末の未処分利益剰余金から減債積立金に

133,118千円を積み立てるものとする。 

決算特

別委員

継続

審査 



ついて 会 

議案第46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 

住居表示に関する法律（昭和37年法律第119号）第３条

第１項の規定に基づき、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を定めるもの 

１ 区域 門真市大字薭島の一部地域 

２ 方式 街区方式 

総務建

設常任

委員会 

可決 

議案第47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、本市が実施する門真プラザ再整

備事業支援業務に係る委託事業者を選定するために必

要な事項についての調査審議に関する事務を担任する

門真市門真プラザ再整備事業支援業務委託事業者選定

委員会を設置するにつき、所要の改正を行うもの 

２ 施行関係等 

 ⑴ 施行日 公布の日 

⑵ 本条例の改正に伴い、次に掲げる条例を一部改正

するもの 

  ① 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 

総務建

設常任

委員会 

可決 

議案第48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 

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する

法律（平成29年法律第２号）による地方税法の一部改

正に伴い、所要の改正等を行うもの 

２ 施行日 公布の日、平成31年１月１日 

総務建

設常任

委員会 

可決 

議案第49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 

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30年厚生労働省令第65号）の

施行に伴い、代替保育の提供に係る連携施設の確保及

び食事の提供の特例に関する基準等について、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50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 

１ 要旨 

  所得税法等の一部を改正する等の法律（平成29年法

律第４号）による所得税法の一部改正に伴い、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51号 門真市重度障がい者の医

療費の助成に関する条例

の一部改正について 

１ 要旨 

  所得税法等の一部を改正する等の法律（平成29年法

律第４号）による所得税法の一部改正に伴い、所要の

改正を行うもの 

２ 施行日 公布の日 

民生常

任委員

会 

可決 

議案第52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 

  学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生

労働省関係省令の整理等に関する省令（平成30年厚生

労働省令第15号）による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改正及び放課後児童健

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（平成30年厚生労働省令第46号）の施行に伴

い、放課後児童支援員の資格要件の拡大等について、

文教こ

ども常

任委員

会 

可決 



所要の改正を行うもの 

２ 施行日 公布の日、平成31年４月１日 

議案第53号 門真市立放課後児童クラ

ブ条例の一部改正につい

て 

１ 要旨 

  門真市立放課後児童クラブにおいて延長利用を実施

するため、延長利用に係るクラブ費の額を定めるにつ

き、所要の改正を行うもの 

２ 施行日 平成31年４月１日 

文教こ

ども常

任委員

会 

可決 

議案第54号 門真市消費生活センター

の組織及び運営等に関す

る条例の一部改正につい

て 

１ 要旨 

  門真市消費生活センターを移転することに伴い、同

センターの位置表示に関する規定整備を行うにつき、

所要の改正を行うもの 

２ 施行日 平成31年４月１日 

民生常

任委員

会 

可決 

議案第55号 門真市建築基準法施行条

例の一部改正について 

１ 要旨 

  建築基準法の一部を改正する法律（平成30年法律第

67号）の施行に伴い、接道規制の適用除外の認定申請

等に係る手数料を定めるとともに、引用条項の整備を

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56号 門真市営住宅条例の一部

改正について 
１ 要旨 

  大阪府から府営住宅の一部を本市に移管することに

伴い、特定公共賃貸住宅の管理等について規定すると

ともに、所要の改正等を行うもの 

２ 施行日 平成31年４月１日 

総務建

設常任

委員会 

可決 

議案第57号 平成30年度門真市一般会

計補正予算（第７号） 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ162,691千円を追

加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ56,001,754千円と

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       △146,511千円 

  国庫支出金・国庫補助金        △63,311千円 

  府支出金・府補助金            △47,676千円 

  財産収入・財産売払収入          71,162千円 

  繰入金・基金繰入金             223,092千円 

  諸収入・雑入                     4,429千円 

  市債・市債                     119,641千円 

  繰越金・繰越金                   1,865千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

  総務費・総務管理費               3,239千円 

  総務費・徴税費                  14,000千円 

  民生費・社会福祉費              52,613千円 

  民生費・児童福祉費            △75,371千円 

  民生費・生活保護費             115,955千円 

  商工費・商工費                 △2,478千円 

  土木費・道路橋りょう費           9,969千円 

  土木費・都市計画費             △2,181千円 

  土木費・住宅費                  43,447千円 

  消防費・消防費                   6,525千円 

  教育費・教育総務費                 124千円 

  教育費・社会教育費                 213千円 

   予備費・予備費                 △3,364千円 

総務建

設常任

委員会 

 

民生常

任委員

会 

 

文教こ

ども常

任委員

会 

可決 



２ 債務負担行為の補正 

  追加分 

目的 消費生活センター機械警備業務委託 

期間 平成30年度～平成35年度 

限度額 1,105千円 

 

目的 門真プラザ再整備事業支援業務委託 

期間 平成31年度 

限度額 12,214千円 

 

目的 府営住宅移管事業（口座振替業務委 

託） 

期間 平成30年度～平成33年度 

限度額 1,740千円 

 

目的 府営住宅移管事業（管理業務委託） 

期間 平成30年度～平成31年度 

限度額 207,094千円 

  変更分 

目的 放課後児童クラブ運営業務委託 

（１５） 

期間 平成30年度～平成33年度 

限度額 881,344千円→ 935,272千円 

３ 地方債の補正 

追加分 

目的 公営住宅整備 

限度額 2,500千円 

 

目的 消防施設除却 

限度額 6,100千円 

変更分 

目的 社会福祉施設等整備 

限度額 382,000千円→ 377,600千円 

 

目的 水路整備 

限度額 45,600千円→ 59,500千円 

 

目的 都市再生整備 

限度額 147,700千円→ 196,300千円 

 

目的 臨時財政対策 

限度額 1,859,763千円→ 1,912,704千円 

議案第58号 平成30年度門真市国民健

康保険事業特別会計補正

予算（第３号） 

 既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ3,918千円を減

額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ16,096,909千円と

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                    △3,918千円 

 ⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

   繰上充用金・繰上充用金          △3,918千円 

民生常

任委員

会 

可決 



議案第59号 平成30年度門真市水道事

業会計補正予算（第２

号） 

 既定の資本的支出の総額に80,130千円を追加し、資本

的支出の総額を1,282,849千円とする。 

１ 資本的支出の補正 

⑴ 資本的支出（支出補正の内容） 

資本的支出・建設改良費 80,130千円 

総務建

設常任

委員会 

可決 

議案第60号 平成30年度門真市公共下

水道事業会計補正予算

（第２号） 

 既定の債務負担行為をすることができる事項、期間及

び限度額を次のとおり追加及び変更する。 

１ 債務負担行為の補正 

 追加分 

目 的 口座振替伝送サービス委託 

期 間 平成30年度から平成35年度 

限度額 1,083千円 

 変更分 

目 的 下水道事業経営戦略策定業務委託 

期 間 平成30年度から平成31年度 

限度額 23,091千円→ 25,683千円 

総務建

設常任

委員会 

可決 

議案第61号 教育委員会教育長の任命

について 

久木元 秀平教育長の任期満了（平成30年９月30日）

に伴うもの 

― 同意 

議案第62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30年９月30日）に

伴うもの 

― 同意 

認定第１号 平成29年度門真市歳入歳

出決算認定について 

一般会計外４会計 決算特

別委員

会 

継続

審査 

認定第２号 平成29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 

認定第３号 平成29年度門真市公共下

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 

請願第１号 犯罪被害者等の支援を求

める請願 

 

【請願者】 

 門真地区保護司会 

名誉保護司 

元会長 

齋藤 秀人 

 

【紹介議員】 

 土山 重樹 

被害者やその御家族がいかに不公正で悲観な状態に置

かれているかを知ることにより、犯罪被害者と語らい、

心身ともに大きな傷を負う犯罪被害者とその御家族や遺

族の権利を擁護し、二次被害を防ぐために自治体の責務

や支援体制を明確にする必要があります。 

加害者に対する無念の思いも、最高裁は、加害者を処

罰するのは、社会秩序を乱したからであって、被害者の

ためにしているのではない、と切り捨てています。刑事

裁判も被害者抜きで行われ、起訴状や判決文さえ送られ

てきません。加害者には法律で多くの権利が与えられて

いるのに、被害者には、何の権利もない現状です。 

さらに、被害者は、治療費、生活費、自宅の多大なる

被害改造費や、弁護士費用など、その全てを、自分で負

担しなければなりません。 

犯罪による生命や、身体への直接的な被害だけでな

く、生活に困って家を売り、一家が離散することも珍し

くありません。 

犯罪等により生活に困窮することなど、犯罪被害者等

で必要と認めるものに対し、生活資金の給付等が必要な

施策です。 

犯罪統計によると、大阪における昨年の犯罪統計は、

― 採択 



全国ワーストワンであり、私たちは犯罪のある社会で生

まれながら、誰もが被害者になる可能性を秘めていま

す。 

 犯罪による被害者やその御家族あるいは残された御遺

族は、犯罪による生命や身体への直接的な被害だけでな

く、その後も心身の不調や苦痛、周りの理解不足や中傷

などにも苦しめられながら、十分な支援が受けられず、

深刻な状況に置かれています。 

 犯罪被害者にも権利を認め、医療、生活保障、精神的

支援など被害回復のために、制度を創設することは、国

や行政の当然の義務と考えていますが、こうした状況を

しっかりと認識し、犯罪被害者がもとの平穏な生活を取

り戻すこと（救済）が、重要な要件です。 

 被害直後の支援として犯罪等により従前の住居に居住

することが困難となった犯罪被害者等に対し、一時的な

住居の提供等、必要な施策等有益な対策を期待します。 

門真市として犯罪被害者の支援は、市民一人一人の人

権の根幹であることから、踏み込んだ総合的な門真市独

自の支援体制を早急に構築するべきです。 

 


