
23年第１回定例会提出議案 

 

■ ２月２８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22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     ４件 

 道路管理事故   ４件 

 その他の事故   １件 

 合計       ９件 

－ 議決

不要 

議案第１号 北河内二次救急医療協

議会規約の一部変更に

関する協議について 

北河内二次救急医療協議会の事務所を改めること
について、関係市と協議を行うもの 
１ 要旨 

  協議会の事務所を寝屋川市役所内から枚方市役
所内に改めるもの 

２ 施行日 平成23年４月１日 

民生常 

任委員 

  会 

可決 

議案第２号 門真市ものづくり企業

立地促進条例の制定に

ついて 

１ 要 旨  

産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって

本市における経済の活性化及び市民生活の向上に

寄与するため、本市の区域内での製造業者に係る

企業の立地等に対し、予算の定める範囲内におい

て門真市ものづくり企業立地促進奨励金を交付す

ることにつき必要な事項を定めるもの 

２ 施行日 平成23年４月１日。ただし、平成28  

年３月31日をもって効力を失う。 

民生常 

任委員 

  会 

可決 

議案第３号 門真市消防団員等公務

災害補償条例の全部改

正について 

１ 要 旨  

非常勤消防団員等に対する損害補償に関し、損

害補償の種類、金額等について、非常勤消防団員

等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和31年

政令第335号）の改正についてより一層的確に対

応するとともに、水防に従事した者に係る損害補

償の規定を整備するにつき、全部改正するもの 

２ 施行日 公布の日 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 

議案第４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一

部改正について 

１ 要 旨  

⑴ 一般職の非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員

の有給休暇の取得方法に１時間等の取得単位を

設けるもの 

⑵ 所要の字句整備を行うもの 

２ 施行日 １⑴にあっては平成23年４月１日、１

⑵にあっては公布の日 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 

議案第５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 

１ 要 旨  

南部市民センターにおける期日前投票の投票時

間の延長に伴い、所要の改正を行うもの 

２ 施行日 公布の日 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 



議案第６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 

 

本市の財政状況に鑑み、市長等の給与の減額措置

について、当分の間延長するもの 

１ 要  旨  

次に掲げる割合を給与月額から減額するもの 

 ⑴ 市長 100分の25 

 ⑵ 副市長 100分の20 

 ⑶ 水道事業管理者 100分の15 

 ⑷ 教育長 100分の15 

２ 施行日 平成23年４月１日 

－ 可決 

議案第７号 門真市手数料条例の一

部改正について 

地方自治法（昭和22年法律第67号）の条例による

事務処理の特例制度により租税特別措置法（昭和23

年法律第26号）に係る大阪府知事の権限に属する事

務の一部を市が処理することに伴うもの 

１ 要旨 

⑴ 1,000㎡以上の優良宅地造成の認定審査手数

料を新設するもの 

⑵ 特定の民間再開発事業の認定審査手数料の新

設 

⑶ 特定民間再開発事業の認定審査手数料の新設 

⑷ 地区外転出事情の認定審査手数料の新設 

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８号 門真市民文化会館条例

等の一部改正について 

平成23年４月１日付けの機構改革等に伴い、関係

条例について所要の改正を行うもの 

１ 改正する条例 

 ⑴ 門真市民文化会館条例 

⑵ 門真市立市民交流会館条例 

⑶ 門真市文化芸術振興条例 

２ 施行日 平成23年４月１日及び公布の日 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 

議案第９号 平成22年度門真市一般

会計補正予算(第６号) 

１ 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

75,718千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ51,842,423千円とする。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

国庫支出金・国庫補助金    81,878千円 

市債・市債         △6,700千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費・総務管理費     △2,905千円 

民生費・児童福祉費       168千円 

衛生費・清掃費         9,538千円 

土木費・道路橋りょう費     1,648千円 

土木費・河川費        3,979千円 

土木費・都市計画費      12,692千円 

土木費・住宅費        13,129千円 

消防費・消防費       △40,410千円 

教育費・教育総務費      1,438千円 

教育費・小学校費       4,300千円 

教育費・中学校費       18,656千円 

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 



教育費・社会教育費      17,877千円 

予備費・予備費        35,068千円 

２ 繰越明許費の補正 

 （追加） 

老人福祉センター空調設備改修工事 

               39,019千円 

環境センター場内作業車購入事業 

9,538千円 

第二京阪道路高架下放置自動車保管場所 

設置事業 

1,648千円 

岸和田南線舗装新設工事（２） 29,724千円 

元町東西線舗装新設工事    20,269千円 

四宮２４号線道路拡幅工事   4,823千円 

桑才市営住宅跡地道路改良工事 

18,313千円 

ポンプ施設撤去工事      2,776千円 

桑才市営住宅跡地一般下水道施設撤去工事 

                1,203千円 

耐震改修促進事業       2,700千円 

公園内砂場の柵設置事業    1,792千円 

第二京阪高架下公園整備事業  10,000千円 

住宅市街地総合整備事業    81,540千円 

学校図書館活性化事業     1,837千円 

小学校図書購入事業      4,300千円 

四宮小学校 外１校耐震補強工事 

553,200千円 

中学校図書購入事業      6,919千円 

第二中学校 外１校耐震補強工事 

602,000千円 

統合中学校図書館整備事業   11,737千円 

図書館整備事業        17,877千円 

スポーツ施設予約システム整備事業 

      488千円 

市民プラザ体育館談話室エアコン設置工事 

                 4,784千円 

３ 地方債の補正 

（追加） 

地方道路等整備 

（大阪府施設整備資金貸付分）  8,000千円 

（変更） 

地方道路等整備       △13,700千円 

公共施設整備        △1,000千円 
議案第10号 平成23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

50,234,000千円と定める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

民生常 

任委員 

  会 

 

可決 



市税           18,084,953千円 

地方譲与税         209,000千円 

利子割交付金         67,000千円 

配当割交付金         25,000千円 

株式等譲渡所得割交付金    9,000千円 

地方消費税交付金     1,505,000千円 

自動車取得税交付金      93,000千円 

地方特例交付金       218,000千円 

地方交付税        6,580,000千円 

交通安全対策特別交付金    26,000千円 

分担金及び負担金      388,252千円 

使用料及び手数料      631,978千円 

国庫支出金        13,889,634千円 

府支出金         3,340,865千円 

財産収入           61,705千円 

寄附金             1,000千円 

繰入金           721,949千円 

諸収入           476,924千円 

市債           3,904,740千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

議会費           500,695千円 

総務費          5,472,342千円 

民生費          26,008,517千円 

衛生費          3,188,442千円 

農林水産業費         34,609千円 

商工費           118,282千円 

土木費          4,469,669千円 

消防費          1,841,153千円 

教育費          4,389,972千円 

公債費          4,160,319千円 

予備費            50,000千円 

２ 債務負担行為 

⑴ 戸籍総合システム業務委託 

平成24年度～平成28年度    73,866千円 

⑵ 市税コンビニエンスストア収納代行事務委  

託 

平成24年度～平成26年度    28,237千円 

⑶ 放課後児童クラブ運営業務委託⑺ 

平成24年度～平成26年度    23,112千円 

⑷ 保育料コンビニエンスストア収納代行事務委

託 

平成24年度～平成26年度     2,439千円 

⑸ 健康管理システム業務委託 

平成24年度～平成28年度    64,506千円 

⑹ 学校給食調理業務委託⑿ 

平成23年度～平成26年度   339,774千円 

建設文 

教常任 

委員会 

 

総務水 

道常任 

委員会 



⑺ 体育施設指定管理委託⑵ 

平成24年度～平成26年度    18,678千円 

⑻ 門真市土地開発公社の金融機関に対する 

債務保証 

平成23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3,650,700千円の範囲内でその

債務を保証する。 

３ 地方債 

⑴ 退職手当         560,000千円 

⑵ 社会福祉施設整備      48,700千円 

⑶ 放課後児童クラブ整備     5,400千円 

⑷ 一般廃棄物処理施設整備    5,500千円 

⑸ 住宅市街地総合整備     419,900千円 

⑹ 門真第３水路整備       6,400千円 

⑺ 公共交通施設整備       8,600千円 

⑻ 国の予算等貸付金      11,000千円 

⑼ 消防施設整備         4,800千円 

⑽ 学校教育施設等整備     613,200千円 

⑾ 臨時財政対策       2,133,040千円 
議案第11号 平成23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

17,740,447千円と定める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

国民健康保険料      4,003,342千円 

使用料及び手数料        500千円 

国庫支出金        4,845,401千円 

療養給付費等交付金     753,431千円 

前期高齢者交付金     3,504,810千円 

府支出金         1,101,328千円 

共同事業交付金      1,956,669千円 

財産収入             1千円 

繰入金          1,552,161千円 

諸収入            22,804千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費           394,628千円 

保険給付費        12,222,054千円 

後期高齢者支援金等    2,015,538千円 

前期高齢者納付金等      5,715千円 

老人保健拠出金        21,971千円 

介護納付金         834,309千円 

共同事業拠出金      1,956,694千円 

保健事業費         129,532千円 

公債費            98,004千円 

諸支出金           12,002千円 

予備費            50,000千円 

民生常 

任委員 

  会 

可決 



２ 債務負担行為 

⑴ 保険料コンビニエンスストア収納代行事務委

託 

平成24年度～平成26年度    15,649千円 

⑵ 健康管理システム業務委託 

平成24年度～平成28年度     9,105千円 
議案第12号 平成23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

5,745,712千円と定める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

分担金及び負担金       22,717千円 

使用料及び手数料     1,319,053千円 

国庫支出金         490,000千円 

繰入金          1,834,000千円 

諸収入            39,942千円 

市債           2,040,000千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費           211,649千円 

事業費          2,647,252千円 

公債費          2,881,811千円 

予備費            5,000千円 

２ 地方債 

⑴ 公共下水道事業     1,450,000千円 

⑵ 流域下水道事業       91,100千円 

⑶ 資本費平準化       498,900千円 

建設文 

教常任 

委員会 

可決 

議案第13号 平成23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14号 平成23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

795,645千円と定める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

繰入金           795,645千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

公債費           795,645千円 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 

議案第15号 平成23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

1,091,563千円と定める。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

後期高齢者医療保険料    799,492千円 

使用料及び手数料         50千円 

繰入金           249,232千円 

諸収入            7,833千円 

繰越金            34,956千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

民生常 

任委員 

  会 

可決 



総務費            43,524千円 

後期高齢者医療広域連合納付金 

         1,037,339千円 

公債費             500千円 

諸支出金           8,200千円 

予備費            2,000千円 

２ 債務負担行為 

⑴ 保険料コンビニエンスストア収納代行事務委

託 

平成24年度～平成26年度     1,251千円 
議案第16号 平成23年度門真市水道

事業会計予算 

収益・資本収入総額は 3,388,972千円、収益・資

本支出総額は3,772,678千円と定める。 

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       3,095,040千円 

    営業外収益         49,746千円 

    特別利益           10千円 

   資本的収入 

企業債         150,000千円 

    工事負担金        94,176千円 

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       2,717,848千円 

営業外費用       194,662千円 

特別損失         5,496千円 

予備費          5,000千円 

   資本的支出 

建設改良費       592,317千円 

企業債償還金      256,355千円 

予備費          1,000千円 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 

議員提出 

議案第１号 
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 

１ 要旨 

 本市の厳しい財政状況にかんがみ、議員報酬月額

について、10％削減期間を「平成21年４月１日から

平成23年３月31日までの間」から「当分の間」に改

め、引き続き削減するもの 

２ 施行日 平成23年４月１日  

－ 可決 

議員提出 

議案第２号 
門真市議会委員会条例

の一部改正について 

１ 要旨 

 門真市事務分掌条例（平成18年門真市条例第19

号）の全部改正に伴い、常任委員会の所管事項を改

めるもの 

２ 施行日 平成23年４月１日 

－ 可決 

■ ３月１０日 付議事件 
議案第17号 平成22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

3,839千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ51,846,262千円とする。 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

建設文 

教常任 

委員会 

可決 



国庫支出金・国庫補助金  △184,561千円 

市債・市債         188,400千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

予備費・予備費         3,839千円 

２ 地方債の補正 

（変更） 

学校教育施設等整備     188,400千円 

■ ３月２４日 付議事件 

議員提出 

議案第３号 
子宮頸がん予防、ヒ

ブ、小児用肺炎球菌の

３ワクチンの定期接種

化を求める意見書 

 － 可決 

議員提出 

議案第４号 
若者の雇用対策のさら

なる充実を求める意見

書 

 － 可決 

議員提出 

議案第５号 
保険でよい歯科医療の

実現を求める意見書 

 － 可決 

議員提出 

議案第６号 
学校保健安全法による

医療費助成（歯科）の

適用範囲拡大を求める

意見書 

 － 可決 

 


