
25年第１回定例会提出議案 

 

■ ２月26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24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     ３件 

 下水道管理事故  １件 

 学校管理事故   １件 

 合計       ５件 

－ 議決 

不要 

議案第１号 附属機関に関する条例

の全部改正について 

１ 要 旨  

⑴ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条

の４第３項の規定により、これまで要綱等で設

置していた協議会等を附属機関とする等、所要

の改正を行うもの 

⑵ 本条例の制定に伴い、次に掲げる条例を一部

改正するもの 

① 門真市公の施設に係る指定管理者の指定の

手続等に関する条例 

  指定管理者の選定委員会を設置するもの 

② 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 

   新たに附属機関として設置した委員の報酬

を規定するもの 

２ 施行日 平成25年４月１日 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 

議案第２号 門真市立こども発達支

援センター条例の制定

について 

１ 要 旨  

⑴ 門真市立さつき園及び門真市立くすのき園を

移転するにつき、新たな機能を加えた門真市立

こども発達支援センターとして整備するもの 

⑵ 本条例の制定に伴い、次に掲げる条例を廃止

するもの 

 ① 門真市立さつき園条例 

 ② 門真市立くすのき園条例 

⑶ 本条例の制定に伴い、次に掲げる条例を一部

改正するもの 

 ① 門真市立門真市民プラザ条例 

  門真市立こども発達支援センターを門真市民

プラザ内に設置することに伴う所要の改正を行

うもの 

② 附属機関に関する条例 

  門真市医療事故調査委員会の担任する事務か

ら門真市立くすのき園診療所に関するものを削

除するもの 

２ 施行日 平成26年４月１日 

民生常 

任委員 

会 

可決 



議案第３号 門真市情報公開条例の

一部改正について 

１ 要 旨  

 ⑴ 開示請求に基づく情報開示の方法を現在の紙

での閲覧又は交付に加え、電磁的記録での視聴

又は交付ができるよう所要の改正を行うもの 

 ⑵ 本条例の制定に伴い、門真市個人情報保護

条例を一部改正するもの 

   自己情報の開示の方法も１⑴と同様に所要の

改正を行うもの 

２ 施行日 平成25年４月１日 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 

議案第４号 議会の議員その他非常

勤の職員の公務災害補

償等に関する条例の一

部改正について 

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害

保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関す

る法律（平成24年法律第51号）による障害者自立支

援法の一部改正に伴うもの 

１ 要 旨  

⑴ 法律名が障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に改正されたことに

伴い、引用法律名の整備を行うもの 

⑵ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律の一部改正に伴い、引用条項

の整備を行うもの 

⑶ その他の規定整備 

２ 施行日  

１⑴にあっては、平成25年４月１日 

１⑵にあっては、平成26年４月１日 

１⑶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 一般職の職員の給与に

関する条例の一部改正

について 

１ 要 旨  

 ⑴ 国への職員派遣に係る住居手当について、単

身赴任した場合において住居手当を支給するも

の 

⑵ 人事評価対象者の前年度成績を勤勉手当に反

映させるための規定の整備等を行うもの 

２ 施行日  

 １⑴にあっては、公布の日 
１⑵にあっては、平成25年４月１日 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 

議案第６号 門真市職員の旅費に関

する条例の一部改正に

ついて 

１ 要 旨  

⑴ 国への職員派遣に係る移転料を創設するほか

その他の規定整備を行うもの 

２ 施行日 公布の日 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 

議案第７号 門真市税条例の一部改

正について 

１ 要 旨  

  経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を

図るための地方税法及び地方法人特別税等に関す

る暫定措置法の一部を改正する法律（平成23年法

律第115号）による地方税法の一部改正により、

同法に基づき行う申請に対する処分及び不利益処

分に対する理由の提示が行政手続法の適用を受け

ることに伴い、本条例に基づく申請に対する処分

総務水 

道常任 

委員会 

可決 



及び不利益処分についても同様に理由の提示につ

いて門真市行政手続条例の適用を行うこととする

もの 

２ 施行日 平成25年４月１日 
議案第８号 門真市乳幼児等の医療

費の助成に関する条例

の一部改正について 

１ 要 旨  

入院に限り医療費の助成制度を満12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 

２ 施行日 平成25年10月１日 

民生常 

任委員 

会 

可決 

議案第９号 門真市老人医療費の助

成に関する条例の一部

改正について 

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害

保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関す

る法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

（平成25年政令第５号）による障害者自立支援法施

行令の一部改正に伴うもの 

１ 要 旨  

政令名が障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律施行令に改正されたこと

に伴い、引用政令名の整備等を行うもの 

２ 施行日 平成25年４月１日 

民生常 

任委員 

会 

可決 

議案第10号 門真市障害程度区分等

認定審査会の委員の定

数等を定める条例の一

部改正について 

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害

保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関す

る法律（平成24年法律第51号）による障害者自立支

援法の一部改正に伴うもの 

１ 要 旨  

法律名が障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に改正されたことに伴

い、引用法律名の整備等を行うもの 

２ 施行日 平成25年４月１日 

民生常 

任委員 

会 

可決 

議案第11号 門真市障害者自立支援

法に基づく地域生活支

援事業に係る費用負担

に関する条例の一部改

正について 

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害

保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関す

る法律（平成24年法律第51号）による障害者自立支

援法の一部改正に伴うもの 

１ 要 旨  

法律名が障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に改正されたことに伴

い、引用法律名の整備等を行うもの 

２ 施行日 平成25年４月１日 

民生常 

任委員 

会 

可決 

議案第12号 門真市難病患者等に対

する日常生活用具の給

付に係る費用負担に関

する条例の一部改正に

ついて 

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害

保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関す

る法律（平成24年法律第51号）による障害者自立支

援法の一部改正に伴うもの 

１ 要 旨  

  難病患者及び関節リウマチ患者に対する日常生

活用具の給付事業が障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく地域生

活支援事業に移行することに伴い、所要の改正を

民生常 

任委員 

会 

可決 



行うもの 

２ 施行日 平成25年４月１日 
議案第13号 門真市保健福祉センタ

ー条例の一部改正につ

いて 

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害

保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関す

る法律（平成24年法律第51号）による障害者自立支

援法の一部改正に伴うもの 

１ 要 旨  

⑴ 法律名が障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に改正されたことに

伴い、引用法律名の整備を行うもの 

⑵ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律の一部改正に伴い、引用条項

の整備を行うもの 

⑶ その他の規定整備 

２ 施行日  

１⑴にあっては、平成25年４月１日 

１⑵にあっては、平成26年４月１日 

１⑶にあっては、公布の日 

民生常 

任委員 

会 

可決 

議案第14号 門真市国民健康保険条

例の一部改正について 

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害

保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関す

る法律（平成24年法律第51号）による障害者自立支

援法の一部改正に伴うもの 

１ 要 旨  

⑴ 法律名が障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に改正されたことに

伴い、引用法律名の整備を行うもの 

⑵ その他の規定整備 

２ 施行日  

１⑴にあっては、平成25年４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15号 門真市営住宅条例の一

部改正について 

１ 要 旨  

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律

（平成23年法律第37号）による公営住宅法の一部

改正に伴い、入居収入基準及び整備基準を規定す

るもの 

２ 施行日 平成25年４月１日 

建設文 

教常任 

委員会 

可決 

議案第16号 門真市防災会議条例の

一部改正について 

１ 要 旨  

災害対策基本法の一部を改正する法律（平成24

年法律第41号）の施行に伴い、引用条項の整備を

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17号 門真市消防団条例の一

部改正について 

１ 要 旨 

 ⑴ 消防団員に対する報酬の支給制度及び各種手

当の支給対象を明確化するもの 

⑵ その他の規定整備 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 



２ 施行日  

１⑴にあっては、平成25年４月１日 

１⑵にあっては、公布の日 
議案第18号 平成24年度門真市一般

会計補正予算(第９号) 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,813,573

千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

60,394,476千円とする。 

１ 歳入歳出予算補正 

⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

地方交付税・地方交付税   36,121千円 

国庫支出金・国庫補助金 1,707,260千円 

府支出金・府補助金     1,147千円 

財産収入・財産売払収入   20,746千円 

繰入金・基金繰入金   △229,641千円 

諸収入・雑入       △31,960千円 

市債・市債        309,900千円 

 

⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

総務費・総務管理費    △31,746千円 

民生費・社会福祉費     2,193千円 

民生費・児童福祉費     4,906千円 

衛生費・保健衛生費     2,689千円 

土木費・道路橋りょう費   2,562千円 

土木費・都市計画費   1,854,399千円 

消防費・消防費      △47,649千円 

教育費・小学校費      7,000千円 

教育費・中学校費      13,215千円 

教育費・社会教育費     1,517千円 

予備費・予備費       4,487千円 

 

２ 繰越明許費 

道路維持管理事業      2,562千円 

 

既存民間建築物耐震診断補助事業 

2,007千円 

 

木造住宅等建て替え促進事業 13,000千円 

 

住宅市街地総合整備事業 2,014,225千円 

 

理科教育等設備整備事業（小学校分） 

7,000千円 

 

五月田小学校校舎及び屋内運動場大規模改 

造事業          658,918千円 

 

理科教育等設備整備事業（中学校分） 

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 



3,000千円 

 

第二中学校給食棟建替事業 288,857千円 

 

第二中学校校舎等改修工事  39,113千円 

 

歴史資料館耐震診断事業   1,517千円 

 

３ 地方債の補正 

   追加分 

   目的  公共施設整備（大阪府施設整備資 

金貸付分） 

   限度額 20,000千円 

 

目的  一般廃棄物処理施設整備（大阪府 

施設整備資金貸付分） 

   限度額 78,000千円 

 

目的  地方道路等整備（大阪府施設整備 

資金貸付分） 

   限度額 8,000千円 

 

目的  学校教育施設等整備（大阪府施設 

整備資金貸付分） 

   限度額 16,000千円 

 

変更分 

目的  住宅市街地総合整備 

限度額 775,200千円 → 946,200千円 

 

目的  学校教育施設等整備 

限度額 761,500千円 → 778,400千円 
議案第19号 平成25年度門真市一般

会計予算 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

53,114,000千円と定める。 

１ 歳入歳出予算 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

市税         17,453,082千円 

地方譲与税        196,000千円 

利子割交付金       53,000千円 

配当割交付金       42,000千円 

株式等譲渡所得割交付金   9,000千円 

地方消費税交付金    1,475,000千円 

自動車取得税交付金    94,000千円 

地方特例交付金      76,000千円 

地方交付税       6,964,000千円 

交通安全対策特別交付金  26,000千円 

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 



分担金及び負担金     330,416千円 

使用料及び手数料     614,290千円 

国庫支出金      13,556,451千円 

府支出金        3,367,239千円 

財産収入         102,745千円 

寄附金           3,000千円 

繰入金         1,239,893千円 

諸収入         1,642,002千円 

市債          5,869,882千円 

 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

議会費         430,803千円 

総務費        5,749,664千円 

民生費        27,151,091千円 

衛生費        3,212,795千円 

農林水産業費       31,760千円 

商工費         100,101千円 

土木費        5,536,653千円 

消防費        1,818,939千円 

教育費        3,523,098千円 

公債費        5,509,096千円 

予備費          50,000千円 

 

２ 債務負担行為 

目的  土地家屋現況図整備管理業務委託 

期間  平成26年度～平成27年度 

限度額 12,185千円 

 

目的  路線価付設業務委託 

期間  平成26年度～平成27年度 

限度額 16,660千円 

 

目的  口座振替収納業務委託 

期間  平成26年度～平成27年度 

限度額 2,516千円 

 

目的  子ども・子育て支援事業計画策定 

支援業務委託 

期間  平成26年度 

限度額 3,835千円 

 

目的  障がい者計画策定支援業務委託 

期間  平成26年度 

限度額 2,310千円 

 

目的  放課後児童クラブ機械警備委託 



期間  平成25年度～平成30年度 

限度額 18,971千円 

 

目的  放課後児童クラブ運営業務委託 

（１０） 

期間  平成25年度～平成28年度 

限度額 238,320千円 

 

目的  こども発達支援センター機械警備 

委託 

期間  平成26年度～平成30年度 

限度額 3,280千円 

 

目的  こども発達支援センター電話設備 

整備事業 

期間  平成25年度～平成31年度 

限度額 4,729千円 

 

目的  こども発達支援センター空調設備 

整備事業 

期間  平成25年度～平成38年度 

限度額 56,700千円 

 

目的  障がい者（児）歯科診療統合画像 

処理設備整備事業 

期間  平成26年度～平成31年度 

限度額 1,275千円 

 

目的  浄化センター運転管理業務委託 

（２） 

期間  平成25年度～平成28年度 

限度額 150,000千円 

 

目的  浄化センター中央監視コンピュー 

タシステム業務委託 

期間  平成25年度～平成28年度 

限度額 3,780千円 

 

目的  土木積算システム業務委託 

期間  平成26年度～平成29年度 

限度額 7,013千円 

 

目的  第１５次住居表示整備事業 

期間  平成26年度 

限度額 22,407千円 

 



目的  小中学校・幼稚園施設等警備業務 

委託 

期間  平成25年度～平成30年度 

限度額 571,038千円 

 

目的  文化施設予約システム業務委託 

（２） 

期間  平成26年度～平成27年度 

限度額 196千円 

 

目的  海外派遣研修業務委託（２） 

期間  平成25年度～平成26年度 

限度額 4,172千円 

 

目的  学校給食調理業務委託（１４） 

期間  平成25年度～平成28年度 

限度額 170,295千円 

 

目的  （仮称）市立総合体育館基本設 

計・実施設計業務委託 

期間  平成26年度 

限度額 39,021千円 

 

３ 地方債 

目的  退職手当  

限度額 249,200千円 

 

目的  公共施設整備 

限度額 183,400千円 

 

目的  社会福祉施設整備 

限度額 416,700千円 

 

目的  社会福祉施設整備（大阪府施設整 

備資金貸付分） 

限度額 96,300千円 

 

目的  一般廃棄物処理施設整備 

限度額 70,900千円 

 

目的  住宅市街地総合整備 

限度額 800,800千円 

 

目的  門真第３水路整備 

限度額 52,000千円 

 



目的  地方道路等整備 

限度額 84,000千円 

 

目的  下三ツ島公園整備 

限度額 21,100千円 

 

目的  学校教育施設等整備 

限度額 58,400千円 

 

目的  学校教育施設等整備（大阪府施設 

整備資金貸付分） 

限度額 7,800千円 

 

目的  臨時財政対策 

限度額 2,500,327千円 
議案第20号 平成25年度門真市国民

健康保険事業特別会計

予算 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

18,139,672千円と定める。 

１ 歳入歳出予算 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

国民健康保険料     3,729,251千円 

使用料及び手数料       500千円 

国庫支出金       4,757,597千円 

療養給付費等交付金    778,355千円 

前期高齢者交付金    3,959,055千円 

府支出金        1,390,410千円 

共同事業交付金     1,950,586千円 

財産収入            1千円 

繰入金         1,546,294千円 

諸収入          27,623千円 

 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費         371,777千円 

保険給付費      12,281,190千円 

後期高齢者支援金等  2,259,234千円 

前期高齢者納付金等    1,347千円 

老人保健拠出金        95千円 

介護納付金       932,525千円 

共同事業拠出金    2,056,613千円 

保健事業費       101,797千円 

公債費          73,092千円 

諸支出金         12,002千円 

予備費          50,000千円 

 

２ 債務負担行為 

目的  口座振替収納業務委託 

期間  平成26年度～平成27年度 

民生常 

任委員 

会 

可決 



限度額 1,764千円 

 

目的  滞納整理支援システム業務委託 

期間  平成26年度～平成32年度 

限度額 64,766千円 
議案第21号 平成25年度門真市公共

下水道事業特別会計予

算 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

6,340,285千円と定める。 

１ 歳入歳出予算 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

分担金及び負担金     23,544千円 

使用料及び手数料    1,311,220千円 

国庫支出金        449,473千円 

繰入金         1,959,000千円 

諸収入          22,405千円 

市債          2,574,643千円 

 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費         207,665千円 

事業費        3,008,421千円 

公債費        3,119,199千円 

予備費          5,000千円 

 

２ 債務負担行為 

目的  土木積算システム業務委託 

期間  平成26年度～平成29年度 

限度額 6,074千円 

 

目的  公共下水道北島管渠築造工事 

（５） 

期間  平成26年度 

限度額 200,000千円 

 

目的  公共下水道島頭第２管渠築造事業 

期間  平成26年度 

限度額 416,000千円 

 

３ 地方債 

目的  公共下水道事業 

限度額  1,614,400千円 

 

目的  流域下水道事業 

限度額   246,700千円 

 

目的  資本費平準化 

限度額   569,400千円 

建設文 

教常任 

委員会 

可決 



議案第22号 平成25年度門真市都市

開発資金特別会計予算 

 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。 

１ 歳入歳出予算 

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23号 平成25年度門真市公共

用地先行取得事業特別

会計予算 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

836,036千円と定める。 

１ 歳入歳出予算 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

繰入金          836,036千円 

 

 歳出（歳出の内訳） 

公債費          836,036千円 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 

議案第24号 平成25年度門真市後期

高齢者医療事業特別会

計予算 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

1,277,847千円と定める。 

１ 歳入歳出予算 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

後期高齢者医療保険料   923,506千円 

使用料及び手数料       30千円 

繰入金          286,799千円 

諸収入           6,710千円 

繰越金          60,802千円 

 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費          39,180千円 

後期高齢者医療広域連合納付金 

1,227,967千円 

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 

目的  口座振替収納業務委託 

期間  平成26年度～平成27年度 

限度額 317千円 

 

目的  滞納整理支援システム業務委託 

期間  平成26年度～平成32年度 

限度額 12,340千円 

民生常 

任委員 

会 

可決 

議案第25号 平成25年度門真市水道

事業会計予算 

収益・資本収入総額は 3,094,980千円、収益・資

本支出総額は3,381,554千円と定める。 

⑴ 収益・資本収入（収益・資本収入の内訳） 

総務水 

道常任 

委員会 

可決 



  収益的収入 

営業収益       2,913,312千円 

営業外収益         50,071千円 

特別利益           10千円 

資本的収入 

企業債          50,000千円 

工事負担金        81,587千円 

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       2,465,104千円 

営業外費用       179,193千円 

特別損失         4,999千円 

予備費          5,000千円 

資本的支出 

建設改良費       476,760千円 

企業債償還金      249,498千円 

予備費                    1,000千円 
議員提出 

議案第１号 
門真市議会委員会条例

の一部改正について 

 

【提出者】 

 門真市議会議員 

 田伏 幹夫 

 平岡久美子 

 土山 重樹 

 春田 清子 

 福田 英彦 

 五味 聖二 

 日高 哲生 

１ 要旨 

 地方自治法の一部を改正する法律（平成24年法律

第72号）の施行に伴い、常任委員の所属等について

所要の改正を行うもの 

２ 施行日 平成25年３月１日 

  － 可決 

議員提出 

議案第２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 

 

【提出者】 

 門真市議会議員 

 田伏 幹夫 

 平岡久美子 

 土山 重樹 

 春田 清子 

 福田 英彦 

 五味 聖二 

 日高 哲生 

１ 要旨 

 地方自治法の一部を改正する法律（平成24年法律

第72号）の施行に伴い、政務調査費から政務活動費

への名称変更等の所要の改正を行うもの 

２ 施行日 平成25年３月１日 

  － 可決 

 

 

 



■ ３月８日 付議事件 

番 号 件  名 要  旨 
付託先 

委員会 

議決 

結果 

議案第26号   門真市国民健康保険条

例の一部改正について 

国民健康保険法の一部を改正する法律（平成24年

法律第28号）及び国民健康保険法施行令の一部を改

正する政令（平成25年政令第39号）の施行に伴うも

の 

１ 要 旨 

 ⑴ 国民健康保険から後期高齢者医療に移行し

た者と同一の世帯に属する国民健康保険の被

保険者の属する世帯の保険料の軽減に係る軽

減措置等を講ずるもの 

 ⑵ 一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例期

間を延長するもの 

２ 施行日 

１⑴にあっては、平成25年４月１日 

１⑵にあっては、公布の日 

民生常 

任委員 

会 

可決 

 

■ ３月22日 付議事件 

番 号 件  名 要  旨 
付託先 

委員会 

議決 

結果 

議案第27号   一般職の職員の退職手

当等に関する条例等の

一部改正について 

１ 要 旨 

  国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等の

ための国家公務員退職手当法等の一部を改正する

法律（平成24年法律第96号）による国家公務員退

職手当法の一部改正に準じ、退職手当の額を引き

下げるもの 

２ 施行日 

平成25年４月１日 

－ 可決 

議員提出 

議案第３号 
門真市議会議員政治倫

理条例の制定について 

 

【提出者】 

 門真市議会議員 

 武田 朊久 

 岡本 宗城 

 内海 武寿 

 木津 英之 

 高橋 嘉子 

 春田 清子 

 中道  茂 

 土山 重樹 

 田伏 幹夫 

 平岡久美子 

 佐藤 親太 

 日高 哲生 

１ 要 旨 

 門真市議会議員の政治倫理に関する規律の基本事

項を定めるもの 

２ 施行日  

 平成25年４月１日 

－ 可決 



議員提出 

議案第４号 
門真市議会議員政治倫

理条例の制定について 

 

【提出者】 

 門真市議会議員 

 豊北 裕子 

 井上まり子 

 福田 英彦 

 亀井  淳 

１ 要 旨 

 議員が、市民の厳粛な負託を受けたものであるこ

とを深く認識し、その負託に応えるため、遵守すべ

き政治倫理基準を明らかにし、政治倫理の確立に努

めることにより、清廉かつ誠実に職務を遂行し、市

民に信頼され、公正で民主的な市政の発展に寄与す

ることを目的とし、遵守すべき政治倫理基準、市民

も含めた審査の請求、議員及び学識経験を有する者

で構成する審査会の設置、審査結果の公表及び措置

等について定めるもの 

２ 施行日 

 平成25年６月１日 

－ 議決 

不要 

 


