
23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４号   門真市土地開発公社の経

営状況について 

平成22年度の決算及び事業報告 － 議決 

不要 

承認第６号 専決処分の承認を求める

ことについて（門真市税

条例の一部を改正する条

例について） 

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整

備を図るための地方税法等の一部を改正する法律（平成23

年法律第83号）の施行に伴うもの 

１ 要旨 

  税負担軽減措置の整理合理化等による地方税法その他関

係法令の改正に伴う規定整備 

２ 施行日 公布の日 

３ 専決日 平成23年６月30日 

総務水 

道常任 

委員会 

承認 

議案第29号 門真市の休日を定める条例の

一部改正について 

１ 要旨  

⑴ 市の休日である年末年始の期間を「12月29日から翌年の１

月３日までの日」（現行 12月30日から翌年の１月４日まで

の日）に改めるもの 

⑵ 本条例の施行に伴い、次に掲げる条例中の休日の規

定を改めるもの 

① 一般職の職員の給与に関する条例 

  ② 門真市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

２ 施行日 平成24年４月１日 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 

議案第30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 

スポーツ振興法（昭和36年法律第141号）の全部改正に伴う

もの 

１ 要旨 

  体育指導委員をスポーツ推進委員に改めるもの 

２ 施行日 公布の日 

建設文 

教常任 

委員会 

可決 

議案第31号 門真市税条例等の一部改

正について 
地方税法の一部を改正する法律（平成23年法律第30号）

及び現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の

整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律（平成

23年法律第83号）の施行に伴うもの。 

１ 要旨 

⑴ 寄附金税額控除に係る改正 

⑵ 上場株式等に係る譲渡益や配当益に対する10％軽減

税率の２年間延長 

⑶ 市民税の不申告等に対する過料の引上げ 

⑷ 東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適

用期限の特例 

⑸ その他の規定整備 

２ 施行日  

 １⑴及び⑵にあっては、公布の日 

 １⑶にあっては、平成23年12月１日 

 １⑷にあっては、平成24年１月１日 

１⑸にあっては、平成23年10月20日 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 

議案第32号 門真市基金条例の一部改

正について 

１ 要旨 まちづくり整備基金を設置するとともに、文化

芸術振興基金、福祉推進基金及び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 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 



２ 施行日 公布の日 

議案第33号 門真市災害弔慰金の支給

等に関する条例の一部改

正について 

 災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律

（平成23年法律第86号）の施行に伴うもの 

１ 要旨 災害弔慰金の支給対象となる遺族の順位に、死

亡した者の死亡当時における配偶者、子、父母、孫又は

祖父母のいずれもが存しない場合に限り、死亡した者の

死亡当時における兄弟姉妹（死亡した者の死亡当時その

者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。）を

加えるもの 

２ 施行関係 

⑴ 施行日 公布の日 

⑵ 適用日 平成23年３月11日 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 

議案第34号 門真市立学校設置条例の

一部改正について 

１ 要旨 門真市立北小学校及び門真市立浜町中央小学校

を統合し門真市立門真みらい小学校を、門真市立第一中

学校及び門真市立第六中学校を統合し門真市立門真はす

はな中学校を設置するもの 

２ 施行日 平成24年４月１日 

建設文 

教常任 

委員会 

可決 

議案第35号 門真市立文化会館条例等

の一部改正について 

１ 要旨 次に掲げる施設において、文化施設予約システ

ムを導入することに伴い、使用料の後納制度を導入する

もの 

 ⑴ 門真市立文化会館 

 ⑵ 門真市立公民館 

 ⑶ 門真市立青少年活動センター 

 ⑷ 門真市立生涯学習センター 

２ 施行日 平成24年４月１日 

建設文 

教常任 

委員会 

可決 

議案第36号 門真市立養護老人ホーム

条例の廃止について 

１ 要旨 門真市立養護老人ホームを廃止するもの 

２ 施行日 平成24年４月１日 

民生常 

任委員 

会 

可決 

議案第37号 平成23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2,049,707 

千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 52,420,394

千円とする。 

１ 補正内容 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

国庫支出金・国庫負担金     220千円 

府支出金・府補助金      21,597千円 

繰入金・基金繰入金    1,090,671千円 

市債・市債         232,099千円 

繰越金・繰越金       705,120千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

総務費・総務管理費    1,930,642千円 

民生費・社会福祉費     15,962千円 

民生費・児童福祉費      4,985千円 

民生費・生活保護費     73,855千円 

衛生費・保健衛生費       662千円 

商工費・商工費        8,480千円 

土木費・道路橋りょう費    2,560千円 

土木費・都市計画費       104千円 

教育費・保健体育費     12,457千円 

⑶ 債務負担行為の補正 

 追加分 

  目的 例規システム業務委託 

  期間 平成23年度～平成28年度 

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 



  限度額 14,700千円 

 

  目的 門真市立老人福祉センター等 

指定管理委託 

  期間 平成24年度～平成25年度 

  限度額 46,768千円 

 

  目的 清掃施設維持管理等業務委託（２） 

  期間 平成23年度～平成26年度 

  限度額 1,071,331千円 

 

  目的 リサイクル施設維持管理・運転等 

業務委託（２） 

  期間 平成23年度～平成26年度 

  限度額 563,466千円 

⑷ 地方債の補正 

 変更分 

  目 的 臨時財政対策 

  限度額 2,133,040千円 → 2,365,139千円 

議案第38号 平成23年度門真市国民健

康保険事業特別会計補正

予算(第３号) 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 839 千

円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 22,491,450 千

円とする。 

１ 補正内容 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

諸収入・雑入         △839千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

繰上充用金・繰上充用金    △839千円 

民生常 

任委員 

会 

可決 

議案第39号 平成23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 191,421

千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,937,133

千円とする。 

１ 補正内容 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

繰越金・繰越金       191,421千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

総務費・下水道総務費    10,492千円 

予備費・予備費       180,929千円 

建設文 

教常任 

委員会 

可決 

議案第40号 固定資産評価審査委員会

委員の選任について 

谷口 悦子委員の任期満了（平成23年12月13日）に伴うも

の 

－ 同意 

議案第41号 教育委員会委員の任命に

ついて 

藤原 定壽委員の任期満了（平成23年９月30日）に伴うも

の 

－ 同意 

認定第１号 平成22年度門真市歳入歳

出決算認定について 

一般会計外６会計 決算特 

別委員 

会 

継続 

審査 

認定第２号 平成22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８号   
円高・デフレを克服する

経済対策を求める意見書 

 － 可決 



議員提出 

議案第９号   
子ども・子育て新システ

ムの再検討を求める意見

書 

 － 可決 

議員提出 

議案第10号 
原発から再生可能エネル

ギーへの転換を求める意

見書 

 － 可決 

議員提出 

議案第11号   
自治体クラウドの推進を

求める意見書 

 － 可決 

議員提出 

議案第12号   
学校施設の防災機能向上

のための新たな制度創設

を求める意見書 

 － 可決 

議員提出 

議案第13号   
原子力発電所における国

の防災指針の見直しを求

める意見書 

 － 可決 

 

 


