
平成２０年第４回定例会提出議案 

■１２月１０日 付議案件 

番 号 件  名 要  旨 
付託先 

委員会 

議決 

結果 

議案第55号 市道路線の認定について １ 開発行為による道路の帰属に伴う路線の認定 

２ 認定路線 12路線 

建設常任

委員会 
可決 

議案第56号 市道路線の変更について １ 開発行為による道路の帰属に伴う認定路線の変更 

２ 変更路線 ２路線 

建設常任

委員会 
可決 

議案第57号 訴訟上の和解について 平成19年12月25日において本市に対して提起された損害

賠償請求事件（門真市立小学校内施設管理事故に係る損害

賠償請求）について大阪地方裁判所の和解勧告案に従い、

相手方と和解するもの 

文教常任

委員会 

 

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 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

門真市民文化会館 

門真市立市民交流会館 

２ 指定管理者に指定する団体 

 特定非営利活動法人トイボックス 

３ 指定期間 

 平成21年４月１日から平成26年３月31日まで 

民生常任

委員会 

 

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 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

門真市保健福祉センター内障害者福祉センター 

２ 指定管理者に指定する団体 

 ㈱オールケアライフ 

３ 指定期間 

 平成21年４月１日から平成26年３月31日まで 

民生常任

委員会 

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 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

門真南駅第１自転車駐車場 

門真南駅北自転車駐車場 

門真南駅東自転車駐車場 

２ 指定管理者に指定する団体 

 社団法人日本駐車場工学研究会 

３ 指定期間 

 平成21年４月１日から平成26年３月31日まで 

建設常任

委員会 
可決 

議案第61号 門真市立テニスコート、門

真市立青尐年運動広場及

び門真市立運動広場の指

定管理者の指定について 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

門真市立テニスコート 

門真市立青尐年運動広場 

門真市立運動広場 

２ 指定管理者に指定する団体 

 ㈱ジャパンクリエイト 

３ 指定期間 

 平成21年４月１日から平成24年３月31日まで 

文教常任

委員会 

 

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 

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  

四宮土地区画整理区域を主たる地域とする大字上馬

伏、大字下馬伏、大字上島頭、岸和田及び巣本と大字下

島頭の一部地域 

２ 方式 街区方式 

建設常任

委員会 
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 
１ 要旨 

自治会制度の確立に伴い、門真市行政協力機関制度審

議会を廃止するとともに、門真市留守家庭児童会事業の

総務水道

常任委員

会 

 

可決 



終了に伴い、門真市留守家庭児童会審議会を廃止するも

の 

２ 施行日 平成21年４月１日 

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 

第５次総合計画の策定に当たり、審議会中心の策定方法

から、市民会議等による住民参加型の策定方法に変更する

ことに伴い、審議会委員の定数、任期等を改めるもの 

１ 要旨 

⑴ 委員構成の見直しを行い、委員定数を17人以内（現

行30人）に変更するもの 

⑵ 委員の任期を「諮問に係る答申の終了時」（現行２年）

とするもの 

⑶  特別委員及び起草委員会を廃止するもの 

⑷ 機構改革に伴い、審議会の庶務について部名を改め

るもの 

２ 施行日 

１⑴、⑵及び⑶にあっては、平成21年１月１日 

１⑷にあっては、公布の日 

総務水道

常任委員

会 

 

可決 

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 

建築審査会委員の報酬を改めるもの 

１ 要旨 

報酬を１日につき16,000円（現行月額16,000円）に改

めるもの 

２ 施行日 平成21年４月１日 

建設常任

委員会 
可決 

議案第66号 門真市手数料条例の一部

改正について 

１ 要旨 

受益者負担の原則に基づいた手数料の適正化を図るた

め、次に掲げる郵送に係る手数料（１件につき100円）を

加算するもの 

⑴ 住民票の写し又は戸籍の附票の写しの交付 

⑵ 住民票又は戸籍の附票の記載に関する証明 

⑶  租税公課に関する証明 

⑷ 土地、建物その他物件に関する証明 

⑸ 身分に関する証明 

⑹ 戸籍又は住民票に記載がない旨の証明 

⑺ 外国人登録原票記載事項証明書の交付 

⑻ 埋火葬許可証の写しの証明 

 ⑼ 営業に関する証明 

 ⑽ 前各号に掲げる事務以外の事務に係る証明又は閲覧 

２ 施行日 平成21年４月１日 

総務水道

常任委員

会 

 

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 

門真市放課後児童クラブを門真市立大和田小学校、二島

小学校、北小学校及び東小学校に設置するもの 

１ 要旨 

 ⑴ 名称 

  ア 門真市立大和田小学校放課後児童クラブ 

  イ 門真市立二島小学校放課後児童クラブ 

  ウ 門真市立北小学校放課後児童クラブ 

  エ 門真市立東小学校放課後児童クラブ 

２ 施行日 平成21年４月１日 

民生常任

委員会 

 

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 

放置自転車等に対する措置について、所要の改正を行う

もの 

１ 要旨 

⑴ 保管した放置自転車等の措置について当該自転車の

売却による売却代金の保管手続等を導入するもの 

⑵ 門真市有料自転車駐車場内の放置自転車等に対する

措置等について、所要の改正を行うもの 

２ 施行日  

建設常任

委員会 
可決 



１⑴にあっては、平成21年４月１日 

１⑵にあっては、公布の日 

議案第69号 門真市下水道条例の一部

改正について 

受益者負担の原則に基づいた手数料の適正化を図るた

め、排水設備指定工事店の指定及び更新手数料並びに責任

技術者の登録及び更新手数料を新設するとともに、所要の

改正を行うもの 

１ 改正要旨 

⑴  排水設備指定工事店指定及び更新手数料          

１件につき10,000円 

 ⑵ 責任技術者登録及び更新手数料 

                   １件につき5,000円 

 ⑶ その他規定整備 

２ 施行日  

１⑴及び⑵にあっては、平成21年４月１日 

１⑶にあっては、公布の日 

建設常任

委員会 

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 

今後想定される維持管理費の増大による費用対効果及び

行政の担うべき役割の重点化にかんがみ、門真市村岡自然

ふる里村を廃止するもの 

施行日 平成21年４月１日 

民生常任

委員会 

 

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） 

１ 既定の歳入歳出予算の総額の歳入歳出それぞれ90,621

千円を追加し､歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

45,870,634千円とする。 

 ⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

国庫支出金・民生費国庫負担金  

170,000千円 

  教育費・国庫補助金      1,677千円 

  府支出金・民生費府負担金  10,000千円 

  総務費・委託金       △41,623千円 

繰入金・市営住宅建設基金繰入金 

△110,000千円 

  繰入金・都市整備基金繰入金  

  △110,000千円 

  繰入金・減債基金繰入金     272千円 

  諸収入・雑入        14,893千円 

市債・借換債        156,100千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

議会費・議会費      △ 4,362千円 

   総務費・一般管理費    △134,992千円 

総務費・文化振興費      24,852千円 

   総務費・税務総務費     △8,850千円 

   総務費・賦課徴収費     △84,480千円 

    総務費・戸籍住民基本台帳費    

 △10,848千円 

   総務費・選挙管理委員会費   8,813千円 

   総務費・農業委員会委員選挙費 

               △780千円 

   総務費・統計調査総務費   △4,549千円 

   総務費・監査委員費     △6,332千円 

   民生費・社会福祉総務費    85,656千円 

   民生費・養護老人ホーム費  13,207千円 

   民生費・国民年金費      5,346千円 

   民生費・高齢者交流施設    8,863千円 

   民生費・後期高齢者医療費  △7,380千円 

   民生費・保育園費      △27,578千円 

   民生費・児童通園施設費    8,132千円 

民生常任

委員会 

 

建設常任

委員会 

 

文教常任

委員会 

 

総務水道

常任委員

会 

可決 



   民生費・生活保護総務費    70,480千円 

   民生費・扶助費       200,000千円 

   民生費・国民健康保険費    24,340千円 

   衛生費・保健衛生総務費  △103,785千円 

   衛生費・清掃総務費      8,753千円 

   衛生費・塵芥処理費      14,170千円 

   衛生費・し尿処理費     △14,267千円 

   農林水産費・農業委員会費   △158千円 

   農林水産費・農業総務費   △9,602千円 

   商工費・商工総務費     △1,749千円 

   土木費・土木総務費     △42,232千円 

   土木費・河川総務費     △1,539千円 

   土木費・都市計画総務費   △51,578千円 

   土木費・下水道費       △215千円 

   教育費・事務局費       18,064千円 

   教育費・小学校費・学校管理費   

△7,928千円 

   教育費・小学校費・学校管理費 

               △4,628千円 

 教育費・幼稚園管理費     △8,885千円 

   教育費・社会教育総務費    9,618千円 

   教育費・図書館費       6,151千円 

   教育費・保健体育総務費   △5,066千円 

   公債費・元金        156,372千円 

   利子           △30,413千円 

２ 債務負担行為の補正（追加・変更） 

⑴ 債務負担行為（追加） 

・公用車運転業務委託 

平成21年度～平成23年度 

 17,187千円 

・放課後児童クラブ運営委託（４） 

   平成23年度 

  219,600千円 

・施設維持管理等業務委託 

平成21年度～平成23年度 

 903,024千円 

・ごみ収集等調査業務委託 

平成21年度 

   25,830千円 

・統合中学校整備ＰＦＩアドバイザリー業務委託 

平成21年度 

   19,967千円 

  ・英語教育活動業務委託 

   平成21年度 

   28,000千円 

  ・学校給食調理業務委託（８） 

   平成21年度～平成23年度 

   141,762千円 

⑵ 債務負担行為（変更） 

・市民文化会館等指定管理者委託 

平成21年度～平成25年度 

 610,000千円 

  ・放課後児童クラブ運営委託（３） 

   平成20年度～平成22年度（変更なし） 

   204,745千円 

・自転車駐車場指定管理委託 



   平成21年度～平成25年度 

  93,750千円（同額）  

３ 地方債の補正（変更） 

  借換債            202,100千円 

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） 

既定の歳入歳出予算の総額の歳入歳出それぞれ24,340千

円を追加し､歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

21,932,365千円とする。 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

繰入金・一般会計繰入金   24,340千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

総務費・一般管理費     24,340千円 

民生常任

委員会 

 

 

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） 

１ 既定の歳入歳出予算の総額の歳入歳出それぞれ97,085

千円を追加し､歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

6,743,918千円とする。 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

繰入金・一般会計繰入金    △215千円 

市債・下水道債        97,300千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

・総務費・下水道総務費    △708千円 

・事業費・下水道整備費  

   委託料           70,000千円 

   工事請負費        △70,000千円 

  ・公債費・元金        97,793千円 

２ 地方債の補正（追加） 

  借換債            97,300千円 

建設常任

委員会 

 

 

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） 

既定の歳入歳出予算の総額の歳入歳出それぞれ2,371千

円を減額し､歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

981,684千円とする。 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

繰入金・一般会計繰入金   △2,371千円 

 ⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

公債費・利子        △2,371千円 

総務水道

常任委員

会 

 

 

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） 

 既定の歳入歳出予算の総額の歳入歳出それぞれ

1,154,300千円を減額し､歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ911,183千円とする。 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

支払基金交付金・医療費交付金  

             △661,800千円 

   国庫支出金・医療費負担金    

△328,300千円 

   府支出金・府負担金    △82,100千円 

  繰入金・一般会計繰入金   △82,100千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

医療諸費・医療給付費 △1,157,375千円 

   医療費・支給費       3,075千円 

民生常任

委員会 

 

 

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） 

 既定の歳入歳出予算の総額の歳入歳出それぞれ7,380千

円を減額し､歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

968,743千円とする。 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

繰入金・事務費繰入金    △7,380千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

総務費・一般管理費      △7,380千円 

民生常任

委員会 

 

 

 

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） 

既定の収益的支出の総額から23,546千円を減額し、収益

的支出の総額を3,256,390千円とし、規定の資本的支出の総

額に199千円を増額し、資本的支出の総額を1,204,592千円

総務水道

常任委員

会 

 

可決 



とする。 

⑴ 収益的支出補正の内訳 

人件費           △24,424千円 

企業債利息及び企業債取扱諸費  878千円 

⑵ 資本的支出補正の内訳 

人件費            166千円 

企業債償還金          33千円 

 

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 

産科医療補償制度が創設されることに伴い、一定の要件

を満たす病院等で出産した場合の出産育児一時金として、

350,000円に30,000円を超えない範囲内で、規則で定める額

を加算するもの 

施行日 平成21年１月１日 

民生常任

委員会 
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 

一般会計外６会計 ― 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 

 ― 認定 

 

■１２月１９日 付議案件 

番 号 件  名 要  旨 
付託先 

委員会 

議決 

結果 

議員提出 

議案第９号 
安心の介護サービスの確

保を求める意見書 

 ― 可決 

議員提出 

議案第10号 

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 

 ― 可決 

 


