
21年第３回定例会提出議案 

■ ９月１５日 付議案件 

番 号 件  名 要  旨 
付託先 

委員会 

議決 

結果 

報告第６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21年８月３日専決した市営

住宅等の明渡し及び家賃等の支払請求の訴えの提起につい

て報告するもの 

― 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 

平成20年度の決算及び事業報告 ― 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 

平成20年度の決算及び事業報告 ― 議決

不要 

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) 

１ 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ527,104

千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

44,707,680千円とする。 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

 国庫支出金・国庫負担金   159,950千円 

 国庫支出金・国庫補助金    42,703千円 

 繰入金・基金繰入金     142,732千円 

 諸収入・雑入        △1,781千円 

 市債・市債         183,500千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

 総務費・総務管理費      24,570千円 

 総務費・徴税費       140,000千円 

 民生費・社会福祉費      2,489千円 

 衛生費・保健衛生費      32,145千円 

 教育費・小学校費      327,900千円 

２ 地方債の補正 

 （追加） 

   浜町中央小学校校舎増築  167,900千円 

 （変更） 

   公共施設整備        37,900千円 

３ 専決日 平成21年８月３日 

総務水  

道常任  

委員会  

 

民生常

任委員

会  

 

建設文

教常任

委員会  

承認  

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 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

門真市立市民公益活動支援センター 

２ 指定管理者に指定する団体 

  門真市千石東町６番22－２号 

特定非営利活動法人あいまち門真ステーション 

理事長 木村 隆博 

３ 指定期間 

  平成21年10月１日から平成25年３月31日まで 

民生常

任委員

会  

 

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 

本市の厳しい財政状況にかんがみ、行財政改革をさらに

推進するため、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 

― 可決 



３ 適 用 

  平成25年７月９日までに退職した場合に限り適用 

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 

１ 要旨 平成21年10月１日から平成23年３月31日までの

間に出産したときに支給する出産育児一時金について、

従来の金額に40,000円を加算した額とするもの 

２ 施行日 平成21年10月１日 

民生常

任委員

会  

 

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 

１ 要旨 延滞金の軽減措置期間（現行１月）を３月に延

長するもの 

２ 施行日 平成22年１月１日 

民生常

任委員

会  

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 

１ 要旨 消防法の一部を改正する法律（平成21年法律第

34号）の施行に伴うもの 

２ 施行日 平成21年10月30日 

総務水  

道常任  

委員会  

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 

１ 要旨 第13次住居表示の実施に伴い、門真市立四宮小

学校及び門真市立四宮小学校放課後児童クラブの位置の

表示の変更を行うもの 

２ 施行日 平成21年11月７日 

― 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 

１ 要旨 門真市立小・中学校施設設備の使用料の額及び

徴収区分の見直しを行うもの 

２ 施行日 平成21年10月１日 

建設文

教常任

委員会  

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 

学校保健法等の一部を改正する法律（平成20年法律第73

号）の施行に伴うもの 

１ 要旨 「伝染病」を「感染症」に改めるもの   

２ 施行日 公布の日 

建設文

教常任

委員会  

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） 

１ 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

5,129,911千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

49,837,591千円とする。 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

 国庫支出金・国庫補助金  1,298,071千円 

 国庫支出金・委託金       4,093千円 

 府支出金・府補助金       50,101千円 

 財産収入・財産売払収入  1,802,750千円 

 寄附金・寄附金        19,724千円 

 繰入金・基金繰入金     214,037千円 

 諸収入・雑入        940,035千円 

 市債・市債         801,100千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

総務費・総務管理費    2,813,835千円 

 総務費・徴税費        4,804千円 

総務費・戸籍住民基本台帳費  11,317千円 

総務費・選挙費        4,094千円 

民生費・社会福祉費      144,019千円 

民生費・児童福祉費      183,543千円 

民生費・国民健康保険費     5,226千円 

衛生費・保健衛生費      26,867千円 

商工費・商工費        21,160千円 

土木費・土木管理費      32,520千円 

土木費・道路橋りょう費    46,874千円 

土木費・河川費        1,850千円 

土木費・都市計画費     862,713千円 

土木費・住宅費         501千円 

土木費・災害救助費      8,156千円 

教育費・小学校費      635,581千円 

総務水  

道常任  

委員会  

 

民生常

任委員

会  

 

建設文

教常任

委員会  

可決       



教育費・中学校費      152,286千円 

教育費・幼稚園費       20,881千円 

教育費・社会教育費     123,684千円 

予備費・予備費        30,000千円 

２ 債務負担行為の補正 

（追加） 

   市税徴収コールセンター業務委託 

   平成22年度～平成23年度   11,427千円 

   市民向け地図情報提供業務委託 

   平成22年度～平成26年度   5,670千円 

３ 地方債の補正 

（変更） 

   住宅市街地総合整備     606,900千円 

 学校教育施設等整備    291,400千円 

公共施設整備       102,000千円 

（追加） 

 石綿対策          17,800千円 

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) 

１ 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17,321

千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

22,996,010千円とする。 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

 国庫支出金・国庫補助金    12,147千円 

 繰入金・一般基金繰入金    5,226千円 

 諸収入・雑入          △52千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

総務費・総務管理費       5,226千円 

 介護納付金・介護納付金    12,147千円 

 諸支出金・償還金及び還付加算金 

1,359千円 

予備費・予備費       △1,359千円 

繰上充用金・繰上充用金     △52千円 

２ 債務負担行為の補正 

（追加） 

   保険料徴収コールセンター業務委託 

   平成22年度～平成23年度  17,565千円 

民生常

任委員

会  

 

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) 

１ 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ75,000

千円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ6,341,481

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   △3,700千円 

 市債・市債         △71,300千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

事業費・下水道事業費    △75,000千円 

２ 地方債の補正 

（変更） 

 公共下水道事業      1,738,700千円 

建設文

教常任

委員会  

可決  

議案第50号 教育委員会委員の任命に

ついて 

長澤 信之委員の任期満了（平成21年９月30日）に伴うも

の 

― 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 

一般会計外７会計 決算特  

別委員  

会  

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 

 決算特  

別委員  

継続 

審査      



会  

■ ９月２９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４号 

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 

１ 要旨 政務調査費の返還手続きに関し、所要の改正を 

 行うもの 

２ 施行日 公布の日 

― 可決     

議員提出 

議案第５号 

歯科海外技工物に係る意

見書 

  ― 可決   

議員提出 

議案第６号 

大胆できめ細かな雇用対

策を求める意見書 

  ― 可決  

議員提出 

議案第７号 

改正貸金業法の早期完全

施行等を求める意見書 

 ― 可決      

 


