
平成２１年第１回定例会提出議案 

■２月27日 付議案件 

番 号 件      名 要      旨 
付託先 

委員会 

議決 

結果 

報告第１号 専決処分の報告について 議会の専決指定に基づき平成20年中に専決した交通事故

等に係る損害賠償額等について報告するもの 

 交通事故     ５件 

 

 合計       ７件 

ごみ収集事故   ２件  

― 議決 

不要 

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) 

１ 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

906,546千円を追加し､予算の総額を歳入歳出それぞれ

46,777,180千円とする。 

 ⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

国庫支出金・国庫補助金    48,992千円 

繰入金・基金繰入金      341,954千円 

市債・総務債         515,600千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

総務費・総務管理費      908,121千円 

民生費・社会福祉費      △1,482千円 

民生費・児童福祉費       1,131千円 

商工費・商工費        △1,224千円 

２ 地方債の補正（変更） 

退職手当          1,666,100千円 

３ 専決日 平成21年２月16日 

民生常任 

委員会 

 

総務水道 

常任委員 

会 

 

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） 

１ 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

127,000千円を追加し､予算の総額を歳入歳出それぞれ

22,059,365千円とする。 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

国庫支出金・国庫負担金    86,360千円 

国庫支出金・国庫補助金    22,860千円 

府支出金・府補助金      17,780千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

保険給付費・療養諸費     115,000千円 

保険給付費・高額療養費    139,000千円 

後期高齢者支援金等・後期高齢者支援金等          

△20,500千円 

老人保健拠出金・老人保健拠出金 

△40,100千円 

共同事業拠出金・共同事業拠出金 

             △18,215千円 

介護納付金・介護納付金   △5,900千円 

公債費・公債費       △20,000千円 

諸支出金・償還金及び還付加算金 

           18,215千円 

予備費・予備費       △40,500千円 

２ 専決日 平成21年２月16日 

民生常任 

委員会 

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） 

１ 既定の歳入歳出予算から総額の歳入歳出それぞれ811

千円を減額し､予算の総額を歳入歳出それぞれ967,932

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     △811千円 

民生常任 

委員会 

承認 



⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

総務費・総務管理費       △811千円 

２ 専決日 平成21年２月16日 

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 

平成16年門真市議会第２回定例会において議決を得た本

協定の一部を変更しようとするもの 

変 更 内 容  契 約 金 額 を 2,935,447,000 円 ( 現 行

2,944,106,000円)に変更するもの 

建設常任 

委員会 

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 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の規

定に基づき字の区域の廃止及び変更並びに町の新設を行う

もの 

１ 廃止する区域 大字上馬伏、大字下馬伏、大字上島

頭、大字岸和田及び大字巣本 

２ 変更する区域 大字下島頭 

３ 新設する町名 四宮１丁目、四宮２丁目、四宮３丁

目、四宮４丁目、四宮５丁目及び四宮６丁目 

４ 実施予定日 平成21年11月７日 

建設常任 

委員会 

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 

リサイクルプラントを中心とした事業用施設として管理

していたリサイクルプラザの形態を見直し、廃棄物の発生

の抑制、再使用、再生利用その他環境への負荷の低減(以

下「リサイクル」という。)に関する情報及び体験の場を

市民に提供することにより、その意識の啓発を図るととも

に、市民の自主的なリサイクル活動を促進し、もって資源

循環型社会の形成に資するため、公の施設として門真市立

リサイクルプラザを設置するもの 

１ 要旨  

 ⑴ 位置及び名称 

   位置 門真市深田町19番５号 

   名称 門真市立リサイクルプラザ 

⑵ プラザに置く施設 

リサイクル工房、展示ホール、資料室等リサイクル啓

発施設 

⑶ プラザの事業 

 ア リサイクルに関する情報、施設の提供に関するこ

と。 

イ プラザの設置目的を達成するために必要な事業 

  ⑷ プラザ内の施設（資料室を除く。）の専用使用の許

可、専用使用料等プラザの管理に必要な事項を定める

もの 

２ 施行日 平成21年４月１日 

民生常任 

委員会 

可決 

議案第４号 門真市基金条例の一部改正

について 

 寄附行為に係る寄附金の使途及び寄附者の意思を市政に

反映し、寄附行為の推進を図るため、目的基金を新設し、

併せて都市整備基金の設置目的について所要の改正を行う

もの 

１ 要旨 

⑴ 次に掲げる基金を新設する。 

  ア 文化芸術振興基金 

  イ 環境保全基金 

  ウ 教育振興基金 

⑵ 都市整備基金の設置目的として良好なまちづくりに

要する費用に充てることを追加する。 

総務水道 

常任委員 

会 

可決 



２ 施行日 公布の日 

議案第５号 門真市手数料条例の一部改

正について 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律

第87号）の施行に伴い、長期優良住宅建築等計画認定申請

等に係る手数料の新設等を行うもの 

１ 要旨 

⑴ 長期優良住宅建築等計画の認定審査手数料、建築基

準関係規定適合審査手数料等を新設するもの 

⑵ 建築基準関係規定適合審査手数料を引き上げるもの 

２ 施行日 

１⑴にあっては、平成21年６月４日 

１⑵にあっては、平成21年７月１日 

建設常任 

委員会 

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 

児童福祉法等の一部を改正する法律（平成20年法律第85

号）の施行に伴うもの 

１ 要旨  

⑴ 新たに創設された小規模住居型児童養育事業を行う

者を養育者の適用除外とするもの 

⑵ 里親に係る引用条項の規定整備 

２ 施行日 平成21年４月１日 

民生常任 

委員会 

可決 

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 

門真市保健福祉センター内の障害者福祉センターにおい

て日中一時支援事業を指定管理者に行わせるにつき、所要

の改正を行うもの 

１ 要旨 

⑴ 障害者福祉センター（日中一時支援事業に係る部

分）の開館時間及び休館日を次のとおりとする。 

ア 開館時間 午前９時から午後７時まで 

イ 休館日  

(ｱ) 日曜日及び土曜日 

(ｲ) １月１日から同月４日までの日 

 ⑵ 日中一時支援事業を指定管理者が行う業務に追加す

るとともに、同事業に係る利用料金を定める。 

２ 施行日 公布の日 

民生常任 

委員会 

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 

児童福祉法等の一部を改正する法律（平成20年法律第85

号）及び国民健康保険法施行令の一部を改正する政令（平

成21年政令第21号）の施行に伴うもの 

１ 要旨  

⑴ 里親に委託されている児童のうち、民法の規定によ

る扶養義務者のいない者を被保険者から適用除外にす

るもの 

⑵ 小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されてい

る児童のうち、民法の規定による扶養義務者のいない

者を被保険者から適用除外にするもの 

⑶ 介護納付金に係る賦課限度額を10万円（現行９万

円）に引き上げるもの 

２ 施行日  

１⑴にあっては、公布の日 

１⑵⑶にあっては、平成21年４月１日 

民生常任 

委員会 

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 

建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部

を改正する法律（平成18年法律第92号）の施行により、建

築審査等に関する指針が策定されたことによる事務量等の

増加に伴う手数料の引き上げを行うもの 

１ 要旨  

確認審査、中間検査及び完了検査に係る手数料を受益

者負担の原則に基づいた手数料の適正化を図るもの  

建設常任 

委員会 

可決 



２ 施行日 平成21年７月１日 

議案第10号 門真市立体育館条例の一部

改正について 

１ 要旨  

門真市立門真市民プラザ体育館内の相撲場を市民の利

用に供するため、使用料の新設を行うもの 

２ 施行日 平成21年５月１日 

文教常任 

委員会 

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) 

１ 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

524,654千円を追加し､予算の総額を歳入歳出それぞれ

47,301,834千円とする。 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

地方譲与税・地方道路譲与税               

△964千円 

自動車取得税交付金・自動車取得税交付金                  

△6,227千円 

   地方特例交付金・地方税等減収補てん臨時交付金             

7,191千円 

国庫支出金・国庫補助金    241,903千円 

繰入金・基金繰入金      △3,918千円 

繰越金・繰越金        25,132千円 

諸収入・雑入          6,637千円 

市債・市債          254,900千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

総務費・総務管理費       24,232千円 

民生費・児童福祉費      11,358千円 

民生費・生活保護費       5,514千円 

商工費・商工費         5,000千円 

土木費・都市計画費      24,579千円 

消防費・消防費        26,189千円 

教育費・小学校費       299,578千円 

教育費・中学校費      128,204千円 

２ 繰越明許費の追加 

⑴  保育園施設整備工事     11,000千円 

⑵  商店街等振興特別対策補助金 

5,000千円 

 ⑶  門真市鉄道駅舎バリアフリー化設備費補 

  助金             24,579千円 

 ⑷  公設消火栓設置負担金    26,189千円 

 ⑸  学校教育施設整備工事    45,476千円 

 ⑹  速見小学校・沖小学校耐震補強工事 

                 208,248千円 

 ⑺  第五中学校耐震補強工事  128,204千円 

３ 地方債の補正（変更） 

  学校教育施設等整備事業    307,800千円 

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 

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) 

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ175,454

千円を追加し､予算の総額を歳入歳出それぞれ6,919,372千

円とする。 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

繰越金・繰越金        175,454千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

予備費・予備費        175,454千円 

建設常任 

委員会 

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) 

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,029千

円を追加し､予算の総額を歳入歳出それぞれ974,961千円と

する。 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

民生常任 

委員会 

可決 



諸収入・雑入           829千円 

国庫支出金・国庫補助金     6,200千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

総務費・総務管理費       6,567千円 

議案第14号 平成21年度門真市一般会計

予算 

 

１ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ44,123,000

千円と定める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

市税           19,065,773千円 

地方譲与税          223,000千円 

利子割交付金         127,000千円 

配当割交付金          49,000千円 

株式等譲渡所得割交付金     8,000千円 

地方消費税交付金      1,492,000千円 

自動車取得税交付金      139,000千円 

地方特例交付金        254,558千円 

地方交付税         5,000,000千円 

交通安全対策特別交付金    26,500千円 

分担金及び負担金       416,460千円 

使用料及び手数料       649,681千円 

国庫支出金         9,239,733千円 

府支出金          2,771,558千円 

財産収入           294,343千円 

寄附金            10,000千円 

繰入金            589,471千円 

諸収入            333,900千円 

市債           3,433,023千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

議会費            373,440千円 

総務費           5,159,203千円 

民生費          20,867,411千円 

衛生費           3,054,450千円 

農林水産業費         33,180千円 

商工費            103,176千円 

土木費           4,245,144千円 

消防費           1,932,714千円 

教育費           3,242,194千円 

公債費           5,062,082千円 

諸支出金              6千円 

予備費            50,000千円 

２ 債務負担行為 

 ⑴ 庁舎電子化基盤整備委託 

   平成22年度～平成25年度  109,364千円 

 ⑵  市民公益活動センター指定管理委託 

   平成22年度～平成24年度   36,450千円 

 ⑶ 門真市母子家庭等自立促進計画策定事業 

   平成22年度         1,750千円 

 ⑷  リサイクル施設維持管理・運転等業務委託 

   平成22年度～平成23年度  325,320千円 

 ⑸  一般ごみ等収集業務委託 ⑵ 

   平成22年度～平成24年度   88,083千円 

 ⑹  学校給食調理業務委託 ⑼ 

   平成22年度～平成24年度    54,111千円 

 ⑺  門真市土地開発公社の金融機関に対する債務保証 

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 



平成20年度 

門真市土地開発公社の事業執行のため金融機

関が当該貸付を行ったことにより債務を生じた

場合4,308,000千円の範囲内でその債務を保証す

る。 

３ 地方債 

 ⑴  退職手当         843,100千円 

 ⑵  公共施設整備        22,300千円 

 ⑶  一般廃棄物処理施設整備   6,500千円 

 ⑷  住宅市街地総合整備    180,400千円 

 ⑸  地方道路等整備       30,000千円 

 ⑹  消防施設整備        7,500千円 

 ⑺  学校教育施設等整備     17,700千円 

 ⑻  臨時財政対策      1,723,923千円 

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 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,213,689千

円と定める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

国民健康保険料       4,228,883千円 

使用料及び手数料         500千円 

国庫支出金         4,645,153千円 

療養給付費等交付金      547,581千円 

前期高齢者交付金      2,607,264千円 

府支出金          1,045,602千円 

共同事業交付金       2,529,012千円 

財産収入              1千円 

繰入金           1,592,612千円 

諸収入             17,081千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費            372,072千円 

保険給付費         11,111,562千円 

後期高齢者支援金等     2,097,163千円 

前期高齢者支援金等       8,737千円 

老人保健拠出金         87,049千円 

介護納付金          720,000千円 

共同事業拠出金       2,529,042千円 

保健事業費          124,958千円 

公債費            101,104千円 

諸支出金            12,002千円 

予備費             50,000千円 

民生常任 

委員会 

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 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ87,403千円と

定める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

繰入金            87,355千円 

諸収入              48千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

土地区画整理事業費      77,295千円 

公債費              108千円 

予備費            10,000千円 

建設常任 

委員会 

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 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,416,481千

円と定める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

分担金及び負担金        43,061千円 

使用料及び手数料      1,296,723千円 

建設常任 

委員会 

可決 



国庫支出金          470,000千円 

繰入金           1,861,000千円 

諸収入             30,697千円 

市債            2,715,000千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費            244,412千円 

事業費           3,289,174千円 

公債費           2,877,895千円 

予備費             5,000千円 

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 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ783千円と定

める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

繰入金              783千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

事業費              733千円 

予備費               50千円 

建設常任 

委員会 

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 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,020,061千

円と定める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

繰入金            721,961千円 

市債             298,100千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

事業費            298,281千円 

公債費            721,680千円 

予備費              100千円 

建設常任 

委員会 

 

総務水道 

常任委員 

会 

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 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,589千円と

定める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

支払基金交付金         1,882千円 

国庫支出金           1,200千円 

府支出金             300千円 

繰入金             2,092千円 

繰越金               1千円 

諸収入              114千円 

 ⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費             1,805千円 

医療諸費            3,682千円 

諸支出金              2千円 

予備費              100千円 

民生常任 

委員会 

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 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,023,989千

円と定める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

後期高齢者医療保険料     773,916千円 

使用料及び手数料          50千円 

繰入金            241,301千円 

諸収入             8,722千円 

 ⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費             51,744千円 

後期高齢者医療広域連合納付金 

964,745千円 

公債費             1,000千円 

諸支出金            3,500千円 

予備費             3,000千円 

民生常任 

委員会 

可決 



議案第22号 平成21年度門真市水道事業

会計予算 

収益・資本収入総額は4,838,175千円、収益・資本支出

総額は5,207,798千円と定める。 

⑴ 収益・資本収入（収益・資本収入の内訳） 

  営業収益         3,359,945千円 

  営業外収益           61,017千円 

  特別利益             10千円 

  企業債          1,250,000千円 

  固定資産売却代金         31千円 

  工事負担金         152,872千円 

  補助金            14,300千円 

⑵ 収益・資本支出（収益・資本支出の内訳） 

営業費用         2,956,622千円 

営業外費用         230,035千円 

特別損失           5,227千円 

予備費            5,000千円 

建設改良費        1,707,901千円 

企業債償還金        302,013千円 

予備費            1,000千円 

総務水道 

常任委員 

会 

可決 

議案第23号 人権擁護委員候補者の推薦

について 

西川 亮彦委員の任期満了（平成21年９月30日）に伴う

もの 

― 同意 

議案第24号 人権擁護委員候補者の推薦

について 

玄番 允子委員の任期満了（平成21年９月30日）に伴う

もの 

― 同意 

議案第25号 人権擁護委員候補者の推薦

について 

西尾 嘉弘委員の任期満了（平成21年９月30日）に伴う

もの 

― 同意 

 

 

■３月12日 付議案件 

番 号 件      名 要      旨 
付託先 

委員会 

議決 

結果 

議案第26号 平成20年度門真市一般会計

補正予算(第８号) 

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

2,095,161千円を追加し､予算の総額を歳入歳出それぞれ

49,396,995千円とする。 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

国庫支出金・国庫補助金 2,095,161千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

  総務費・総務管理費   2,028,548千円 

民生費・児童福祉費     66,613千円 

民生常任 

委員会 

可決 

 

 

■３月26日 付議案件 

番 号 件      名 要      旨 
付託先 

委員会 

議決 

結果 

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 

１ 要旨 

市職員の給与等の削減に伴い、均衡を図ることを目的と

して、市長等の期末手当に係る給料月額等に特例減額措置

を適用しないこととするもの 

２ 施行日 平成21年４月１日 

 

― 可決 

議員提出 

議案第１号 

１ 要旨 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 

 本市の厳しい財政状況にかんがみ、平成21年４月１日か

ら平成23年３月31日までの間、議員報酬月額を10％削減

し、期末手当算出の基礎となる議員報酬月額には適用しな

― 可決 



いこととするもの 

２ 施行日 平成21年４月１日 

 

請願第１号  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 

 

 

 

― 不採択 

 


