
22年第１回定例会提出議案 

 

■ ２月２２日 付議事件 

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21年中に専決した交通事故

６件に係る損害賠償額等について報告するもの  

― 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(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（その２）)の

一部変更について) 

平成20年門真市議会第２回定例会において議決を得た本

協定の一部を変更するもの 

１  変更内容  契約金額を 1,085,781,172円 (現行

1,088,171,000円)に変更するもの 

２  専決日 平成22年２月８日 

建設文

教常任

委員会 

承認 

議案第１号 （仮称）門真市立統合中

学校整備ＰＦＩ事業に係

る特定事業契約の締結に

ついて 

１ 契約金額 2,741,093,168円に金利変動、物価変動及び

法令の変更による増減額を加算して得た額 

２ 契約の方法 総合評価一般競争入札 

３ 契約の相手方 

門真市深田町24番15号 

  門真市立中学校ＰＦＩ事業株式会社 

  代表取締役 雨森 慶一 

４ 事業期間 議会の議決のあった日から平成39年３月31

日まで 

建設文

教常任

委員会 

可決 

議案第２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

関する条例の制定につい

て 

１ 要 旨  

⑴ 一般職の非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員の任

用、勤務条件等を定めるもの 

⑵ 本条例の制定に伴い、門真市嘱託員の給与に関する

条例を廃止するとともに、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 

② 一般職の職員の給与に関する条例 

③ 門真市水道事業の設置等に関する条例 

④ 門真市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

⑤ 門真市職員の公益的法人等への派遣等に関する条

例 

２ 施行日 平成22年10月１日 

総務水

道常任

委員会 

可決 

議案第３号 門真市特別会計設置条例

の一部改正について 

１ 要 旨 東部大阪都市計画四宮土地区画整理事業特別

会計を廃止するもの 

２ 施行日 平成22年４月１日 

建設文

教常任

委員会 

可決 

議案第４号 門真市乳幼児の医療費の

助成に関する条例の一部

改正について 

１ 要 旨  

⑴ 乳児（出生の日から満４歳に達する日の翌日の属す

る月の末日までの間にある者）の医療費の助成制度を

幼児（満６歳に達する日以後における最初の３月31日

までの間にある者）にまで拡充するもの 

⑵ 助成の申請期間（１年）の制限を緩和するもの 

２ 施行日  

１⑴にあっては、平成22年10月１日 

１⑵にあっては、公布の日 

民生常

任委員

会 

可決 



議案第５号 門真市国民健康保険条例

の一部改正について 

国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成21

年政令第270号）の施行等に伴うもの 

１ 要 旨 

⑴ 地方税法の改正により次に掲げる制度が創設された

ことに伴い、保険料の算定に係る所得の計算について

所要の改正を行うもの 

ア 上場株式等に係る配当所得の申告分離課税の創設 

イ 上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得と

の間の損益通算の創設 

ウ 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除の創設 

 ⑵ 後期高齢者医療制度の創設に伴う保険料の軽減制度

の適用期間の特例を定めるもの 

２ 施行日 

１⑴ア及びイにあっては、公布の日 

１⑴ウ及び⑵にあっては、平成22年４月1日 

民生常

任委員

会 

可決 

議案第６号 門真市立体育館条例の一

部改正について 
１ 要旨 門真市立体育館を廃止し、題名を「門真市立門

真市民プラザ体育館条例」に改めるもの 

２ 施行日 平成22年６月21日 

建設文

教常任

委員会 

可決 

議案第７号 平成21年度門真市一般会

計補正予算(第９号) 

１ 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ660,271

千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ51,351,012

千円とする。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

国庫支出金・国庫補助金    942,779千円 

国庫支出金・委託金      10,818千円 

府支出金・府負担金       3,389千円 

財産収入・財産売払収入     8,115千円 

繰入金・基金繰入金     △31,154千円 

繰越金・繰越金        47,424千円 

市債・市債         △321,100千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費・総務管理費      17,032千円 

民生費・社会福祉費      1,250千円 

民生費・児童福祉費      5,116千円 

衛生費・保健衛生費      △851千円 

衛生費・清掃費        21,248千円 

商工費・商工費       △8,020千円 

土木費・道路橋りょう費    26,869千円 

土木費・都市計画費      11,160千円 

土木費・災害救助費     181,125千円 

教育費・小学校費      207,064千円 

教育費・中学校費      209,387千円 

教育費・幼稚園費       △609千円 

教育費・社会教育費     △22,220千円 

公債費・公債費        11,720千円 

２ 繰越明許費の追加 

本庁舎等補修工事       1,857千円 

南部市民センター空調設備改修工事 

6,500千円 

子ども手当支給事務事業    10,818千円 

保健福祉センター太陽光発電システム 

設置工事           13,440千円 

環境センター業務棟施設改修工事 

民生常

任委員

会 

 

建設文

教常任

委員会 

 

総務水

道常任

委員会 

可決 



21,248千円 

栄町本町線外１路線道路維持事業 

16,894千円 

寿町桑才線１号橋外５橋橋りょう維持事業 

9,975千円 

公園施設整備工事       11,160千円 

住宅市街地総合整備事業    24,876千円 

地域防災無線デジタル化及び同報系無線 

設置事業          181,125千円 

全国瞬時警報システム設置事業 7,181千円 

門真小学校外２校耐震補強工事 

582,619千円 

古川橋小学校屋上防水改修工事 

13,000千円 

浜町中央小学校校舎増築工事 

315,100千円 

小学校門扉整備工事      36,000千円 

第二中学校屋上防水改修等施設整備工事 

33,993千円 

第四中学校外１校耐震補強工事 

288,939千円 

北巣本幼稚園斜壁改修工事   1,500千円 

大和田幼稚園屋上防水改修工事 4,200千円 

市民プラザ太陽光発電システム設置工事 

                27,000千円 

３ 地方債の補正 

（追加） 

公共施設整備 

（大阪府施設整備資金貸付分） 4,000千円 

防災対策          161,100千円 

地方道路等整備 

（大阪府施設整備資金貸付分） 10,000千円 

（変更） 

公共施設整備        △12,900千円 

住宅市街地総合整備    △379,000千円 

学校教育施設等整備     △67,500千円 

（廃止） 

石綿対策          △17,800千円 

議案第８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５号) 

１ 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ60,000

千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ23,051,142

千円とする。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

国庫支出金・国庫負担金    40,800千円 

国庫支出金・国庫補助金    10,800千円 

府支出金・府補助金      8,400千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

保険給付費・高額療養諸費  120,000千円 

共同事業拠出金・共同事業拠出金 

△183,709千円 

公債費・公債費       △35,000千円 

諸支出金・償還金及び還付加算金 

         183,709千円 

予備費・予備費       △25,000千円 

民生常

任委員

会 

可決 



議案第９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14,748

千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ102,151千

円とする。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

諸収入・雑入         14,748千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

予備費・予備費        14,748千円 

建設文

教常任

委員会 

可決 

議案第10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３号) 

１ 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ180,504

千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ6,515,927

千円とする。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

繰越金・繰越金       180,504千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

予備費・予備費       180,504千円 

２ 繰越明許費の追加 

公共下水道事業        13,196千円 

建設文

教常任

委員会 

可決 

議案第11号 平成21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) 

１ 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,518千

円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ1,021,078千

円とする。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

後期高齢者医療保険料・後期高齢者医療保険   

料             △18,928千円 

繰入金・一般会計繰入金    1,593千円 

繰越金・繰越金        21,853千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

後期高齢者医療広域連合納付金・後期高齢者 

医療広域連合納付金       4,518千円 

民生常

任委員

会 

可決 

議案第12号 平成22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49,384,000

千円と定める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

市税           17,891,146千円 

地方譲与税         284,000千円 

利子割交付金         92,000千円 

配当割交付金         17,000千円 

株式等譲渡所得割交付金    6,000千円 

地方消費税交付金     1,458,000千円 

自動車取得税交付金     126,000千円 

地方特例交付金       235,546千円 

地方交付税        5,500,000千円 

交通安全対策特別交付金    23,630千円 

分担金及び負担金      402,419千円 

使用料及び手数料      644,886千円 

国庫支出金        12,132,923千円 

府支出金         3,128,869千円 

財産収入          304,381千円 

寄附金            10,000千円 

繰入金            88,356千円 

諸収入          1,392,656千円 

市債           5,646,188千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

議会費           363,271千円 

総務費          5,283,902千円 

民生費          24,356,660千円 

民生常

任委員

会 

 

建設文

教常任

委員会 

 

総務水

道常任

委員会 

可決 



衛生費          3,029,539千円 

農林水産業費         37,780千円 

商工費           104,027千円 

土木費          5,044,001千円 

消防費          1,743,443千円 

教育費          3,078,537千円 

公債費          6,292,840千円 

予備費            50,000千円 

２ 債務負担行為 

⑴ 人事給与システム業務委託 

平成23年度～平成27年度    46,671千円 

⑵ 庁内ネットワーク環境整備事業 

平成23年度～平成26年度    43,772千円 

⑶ 住民情報システム業務委託 

平成23年度～平成32年度  2,577,524千円 

⑷ 財務会計システム業務委託 

平成23年度～平成27年度    62,613千円 

⑸ かどま男女共同参画プラン策定業務委託 

平成23年度          3,360千円 

⑹ ｅＬＴＡＸ審査システム業務委託⑵ 

平成23年度          2,400千円 

⑺ 土地家屋現況図整備管理業務委託 

平成23年度～平成24年度    13,776千円 

⑻ 家屋評価システム保守管理業務委託 

平成23年度～平成26年度    2,574千円 

⑼ 路線価付設業務委託 

平成23年度～平成24年度    14,230千円 

⑽ 府議会議員選挙ポスター掲示場設置・撤去業務委託 

平成23年度           537千円 

⑾ 府議会議員選挙投票事務委託 

平成23年度          2,372千円 

⑿ 市議会議員選挙ポスター掲示場設置・撤去業務委託 

平成23年度           863千円 

⒀ 地域福祉計画策定業務委託 

平成23年度          3,360千円 

⒁ 一般ごみ等収集業務委託⑶ 

平成23年度～平成26年度   117,444千円 

⒂ 都市計画マスタープラン策定業務委託 

平成23年度          5,200千円 

⒃ 施設改修に伴う設備設計業務委託 

平成22年度～平成23年度    3,000千円 

⒄ 図書館システム業務委託⑵ 

平成23年度～平成27年度    54,899千円 

⒅ スポーツ施設予約システム業務委託 

平成23年度～平成27年度    32,661千円 

⒆ 門真市土地開発公社の金融機関に対する債務保証 

平成22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4,070,000千円の範囲内でその債務を保証する。 

３ 地方債 

⑴ 退職手当         769,500千円 

⑵ 一般廃棄物処理施設整備   4,800千円 

⑶ 住宅市街地総合整備    311,200千円 



⑷ 地方道路等整備       20,300千円 

⑸ 臨時財政対策       2,543,388千円 

議案第13号 平成22年度門真市国民健康

保険事業特別会計予算 

１ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,357,043

千円と定める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

国民健康保険料      4,124,097千円 

使用料及び手数料        500千円 

国庫支出金        4,615,123千円 

療養給付費等交付金     611,770千円 

前期高齢者交付金     3,159,500千円 

府支出金         1,060,776千円 

共同事業交付金      2,207,724千円 

財産収入             1千円 

繰入金          1,553,748千円 

諸収入            23,804千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費           380,806千円 

保険給付費        11,759,119千円 

後期高齢者支援金等    1,903,746千円 

前期高齢者納付金等      6,034千円 

老人保健拠出金        38,064千円 

介護納付金         763,739千円 

共同事業拠出金      2,207,754千円 

保健事業費         135,995千円 

公債費            99,784千円 

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14号 平成22年度門真市公共下

水道事業特別会計予算 

１ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,634,983千

円と定める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

分担金及び負担金       43,948千円 

使用料及び手数料     1,313,030千円 

国庫支出金         420,000千円 

繰入金          1,791,000千円 

諸収入            30,405千円 

市債           2,036,600千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費           235,368千円 

事業費          2,580,651千円 

公債費          2,813,964千円 

予備費            5,000千円 

３ 地方債 

⑴ 公共下水道事業     1,222,300千円 

⑵ 流域下水道事業      340,200千円 

⑶ 資本費平準化       474,100千円 

建設文

教常任

委員会 

可決 

議案第15号 平成22年度門真市都市開

発資金特別会計予算 

１ 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 

建設文

教常任

委員会 

可決 



議案第16号 平成22年度門真市公共用

地先行取得事業特別会計

予算 

１ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,228,291千

円と定める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

繰入金           758,791千円 

市債            469,500千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

事業費           469,529千円 

公債費           758,662千円 

予備費             100千円 

３ 地方債 

⑴ 公共用地先行取得事業    469,500千円 

建設文

教常任

委員会 

 

総務水

道常任

委員会 

可決 

議案第17号 平成22年度門真市老人保

健事業特別会計予算 

１ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ977千円と定

める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

支払基金交付金         485千円 

国庫支出金           320千円 

府支出金             80千円 

繰入金              82千円 

繰越金              1千円 

諸収入              9千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費              1千円 

医療諸費            966千円 

予備費              10千円 

民生常

任委員

会 

可決 

議案第18号 平成22年度門真市後期高

齢者医療事業特別会計予

算 

１ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,065,399千

円と定める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

後期高齢者医療保険料    781,962千円 

使用料及び手数料         50千円 

繰入金           276,238千円 

諸収入            7,149千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費            49,893千円 

後期高齢者医療広域連合納付金 

         1,010,506千円 

公債費             500千円 

諸支出金           3,500千円 

予備費            1,000千円 

民生常

任委員

会 

可決 

議案第19号 平成22年度門真市水道事

業会計予算 

収益・資本収入総額は 3,818,353 千円、収益・資本支出

総額は4,163,272千円と定める。 

⑴ 収益・資本収入（収益・資本収入の内訳） 

   収益的収入 

営業収益       3,283,406千円 

    営業外収益         61,158千円 

    特別利益           10千円 

   資本的収入 

企業債         300,000千円 

    工事負担金       173,779千円 

⑵ 収益・資本支出（収益・資本支出の内訳） 

   収益的支出 

営業費用       2,893,606千円 

営業外費用       229,203千円 

特別損失         4,718千円 

総務水

道常任

委員会 

可決 



予備費          5,000千円 

   資本的支出 

建設改良費       734,973千円 

企業債償還金      294,772千円 

予備費          1,000千円 

議案第20号 副市長の選任について 副市長の欠員に伴うもの ― 同意 

 

■ ３月２５日 付議事件 
議案第21号 門真市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一

部改正について 

１ 本市一般職の職員の勤務時間について、休息時間を廃

止するため、所要の改正を行うもの 

２ 施行日 平成22年10月１日 

― 可決 

議員提出 

議案第１号 

国民健康保険制度の抜本

的改革を求める意見書 
 

― 可決 

議員提出 

議案第２号 

子ども手当の全額国庫負

担を求める意見書 
 

― 可決 

 


