
22年第３回定例会提出議案 

 

■ ９月１４日 付議事件 

番 号 件  名 要  旨 
付託先 

委員会 

議決 

結果 

報告第５号 門真市土地開発公社の経

営状況について 

平成21年度の決算及び事業報告 ― 議決 

不要 

議案第38号 大阪広域水道企業団の設

置に関する協議について 
１ 大阪広域水道企業団を設置することについて、関係市

町村と協議を行うもの 

２ 施行日 平成23年４月１日 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 

議案第39号 門真市職員の育児休業等

に関する条例の全部改正

について 

国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する

法律（平成21年法律第93号）による地方公務員の育児休業

等に関する法律の一部改正等に伴い、仕事と子育ての両立

支援を一層進めるもの 

１ 要旨  

⑴ 育児のための短時間勤務制度等を導入するもの 

⑵ 配偶者が育児休業をしている場合についても、育児

休業等の承認の請求を可能とするもの 

２ 関係条例の改正 

 ⑴ 一般職の職員の退職手当に関する条例 

 ⑵ 門真市水道事業の設置等に関する条例 

 ⑶ 一般職の職員の給与の特例に関する条例 

３ 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40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 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律

（平成21年法律第65号）等の施行に伴うもの 

１ 要旨  

⑴ ３歳に満たない子を養育する職員からの請求による

時間外勤務の免除を義務化するもの 

⑵ 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務

の制限措置を新たに設けるもの 

⑶ 育児のための短時間勤務制度の導入に伴う規定整備 

２ 関係条例の改正 

  一般職の職員の給与に関する条例 

３ 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41号 職員団体のための職員の

行為の制限の特例に関す

る条例の一部改正につい

て 

１ 要旨 職員が給与を受けながら職員団体のための業務又は

活動をすることができる期間に超勤代休時間を加えるもの 

２ 施行日 公布の日 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 

議案第42号 門真市立門真市民プラザ

体育館条例等の一部改正

について 

１ 要旨 次に掲げる施設において、スポーツ施設予約シ

ステムを導入することに伴い、使用料又は利用料金の後

納制度を導入するもの 

 ⑴ 門真市立門真市民プラザ体育館 

 ⑵ 門真市立青少年運動広場 

 ⑶ 門真市立運動広場 

 ⑷ 門真市立テニスコート 

 ⑸ 門真市立門真市民プラザグラウンド 

２ 施行日 平成23年４月１日 

建設文 

教常任 

委員会 

可決 

議案第43号 平成22年度門真市一般会

計補正予算(第２号) 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ 289,516 千円を追

加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 49,713,963 千円とす

る。 

民生常 

任委員 

 会 

可決 



⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

国庫支出金・国庫負担金        22,754千円 

国庫支出金・国庫補助金        2,306千円 

府支出金・府負担金          1,933千円 

府支出金・府補助金          33,605千円 

繰入金・基金繰入金          49,405千円 

市債・市債             111,217千円 

繰越金・繰越金            68,296千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

総務費・総務管理費          21,244千円 

総務費・徴税費             1,441千円 

総務費・戸籍住民基本台帳費      1,875千円 

民生費・社会福祉費         184,172千円 

民生費・児童福祉費          38,626千円 

民生費・生活保護費          7,475千円 

民生費・国民健康保険費         444千円 

衛生費・保健衛生費          20,798千円 

衛生費・清掃費           △2,571千円 

商工費・商工費              21千円 

土木費・土木管理費            62千円 

土木費・河川費            △238千円 

土木費・都市計画費          3,455千円 

土木費・災害救助費          1,200千円 

教育費・教育総務費           △26千円 

教育費・幼稚園費           3,920千円 

教育費・社会教育費          7,585千円 

教育費・保健体育費            33千円 

⑶ 地方債の補正 

 追加分 

  目 的 公共施設整備 

  限度額 31,800千円 

 変更分 

  目 的 臨時財政対策 

  限度額 2,543,388千円 → 2,622,805千円 

 

建設文 

教常任 

委員会 

 

総務水 

道常任 

委員会 

議案第44号 平成22年度門真市国民健

康保険事業特別会計補正

予算(第２号) 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ257千円を

減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ23,001,786千円と

する。 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

繰入金・一般会計繰入金         444千円 

諸収入・雑入                △701千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

総務費・総務管理費           444千円 

諸支出金・償還金及び還付加算金    1,171千円 

予備費・予備費            △1,171千円 

繰上充用金・繰上充用金        △701千円 

民生常 

任委員 

 会 

 

可決 

議案第45号 平成22年度門真市公共下

水道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に歳入歳出それぞれ175,586千

円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ5,810,569千円

とする。 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

繰越金・繰越金           175,586千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

予備費・予備費           175,586千円 

建設文 

教常任 

委員会 

可決 

議案第46号 平成22年度門真市後期高  既定の歳入予算の総額 1,065,399 千円の範囲内で更正す 民生常 可決 



齢者医療事業特別会計補

正予算(第１号) 

る。 

後期高齢者医療保険料・後期高齢者保険料 

△24,700千円 

  繰入金・繰入金          △ 4,270千円 

  繰越金・繰越金           28,970千円 

任委員 

 会 

 

議案第47号 教育委員会委員の任命に

ついて 

下浦 克明委員の任期満了（平成22年９月30日）に伴うも

の 

― 同意 

議案第48号 人権擁護委員候補者の推

薦について 

人権擁護委員の欠員に伴うもの ― 同意 

議案第49号 人権擁護委員候補者の推

薦について 

大塚 章委員の任期満了（平成23年３月31日）に伴うもの ― 同意 

議案第50号 人権擁護委員候補者の推

薦について 

小川 善雄委員の任期満了（平成23年３月31日）に伴うも

の 

― 同意 

議案第51号 人権擁護委員候補者の推

薦について 

吉兼 和彦委員の任期満了（平成23年３月31日）に伴うも

の 

― 同意 

認定第１号 平成21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21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 

 

■ ９月２７日 付議事件 
議員提出 

議案第３号 

子宮頸がんの予防措置実

施の推進を求める意見書 
 

― 可決 

 


