
22年第４回定例会提出議案

■ １２月１０日 付議事件

番 号 件 名 要 旨
付託先

委員会

議決

結果

議案第53号 市道路線の認定について １ 開発行為による道路の帰属及び第二京阪道路整備に伴

う路線の認定

２ 認定路線 ５路線

建設文

教常任

委員会

議案第54号 市道路線の変更について １ 大阪府営門真住宅建替えに伴う認定路線の変更

２ 変更路線 １路線

建設文

教常任

委員会

議案第55号 門真市立弁天池公園の指定

管理者の指定について

１ 指定管理者に管理を行わせる施設

門真市立弁天池公園

２ 指定管理者に指定する団体

枚方市伊加賀寿町１番５号

弁天池倶楽部

代表者 京阪園芸株式会社

代表取締役 岸 元士

３ 指定期間

平成23年４月１日から平成26年３月31日まで

建設文

教常任

委員会

議案第56号 北河内地域広域行政推進

協議会の廃止に関する協

議について

平成23年３月31日をもって北河内地域広域行政推進協議会

を廃止することについて、関係市と協議を行うもの

総務水

道常任

委員会

議案第57号 大阪広域水道企業団規約

の一部変更に関する協議

について

１ 大阪広域水道企業団の構成市を追加することについ

て、関係市町村と協議を行うもの

２ 施行日 大阪府知事の許可の日

総務水

道常任

委員会

議案第58号 門真市事務分掌条例の全

部改正について

１ 要 旨

新しい施策や行政課題により少ない職員で柔軟に対応

しうる、一層簡素で効率的な行政組織の整備を図るもの

２ 施行日 平成23年４月１日

総務水

道常任

委員会

議案第59号 門真市立老人福祉センタ

ー条例の全部改正につい

て

１ 要旨 門真市立老人福祉センターに指定管理者制度を導

入するもの

２ 施行日 平成23年10月１日

民生常

任委員

会

議案第60号 門真市高齢者ふれあいセ

ンター条例の全部改正に

ついて

１ 要旨 門真市高齢者ふれあいセンターに指定管理者制度

を導入するもの

２ 施行日 平成23年10月１日

民生常

任委員

会

議案第61号 一般職の職員の退職手当

に関する条例の一部改正

について

１ 要旨 退職手当制度の一層の適正化を図るため、退職

後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められ

るに至った者の退職手当の支給制限及び返納の制度等を

設けるもの

２ 施行日 公布の日

総務水

道常任

委員会

議案第62号 門真市税条例の一部改正

について

１ 要旨 身体障害者に対する軽自動車税の減免の適用範

囲を拡大するもの

２ 施行日 平成23年４月１日

総務水

道常任

委員会

議案第63号 門真市立リサイクルプラ

ザ条例の一部改正につい

て

１ 要旨 門真市立リサイクルプラザ内のリサイクル工房

のうち、吹きガラス工房、ガラス細工工房、陶芸・ガラ

ス

バーナー工房を閉鎖するもの

２ 施行日 平成23年４月１日

民生常

任委員

会

議案第64号 門真市教育センター条例

及び門真市立生涯学習セ

１ 要旨 門真市教育センターの視聴覚室を門真市立生涯

学習センターに移管するとともに、同センターにプレイ

建設文

教常任



ンター条例の一部改正に

ついて

ルームを新たに設置するもの

２ 施行日 平成23年４月１日

委員会

議案第65号 門真市立公民館条例の一

部改正について

１ 要旨 門真市立公民館二島分館を廃止するもの

２ 施行日 平成23年４月１日

建設文

教常任

委員会

議案第66号 平成22年度門真市一般会

計補正予算(第３号)
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,155,844

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

51,869,807千円とする。

⑴ 歳入（歳入補正の内訳）

国庫支出金・国庫負担金 643,222千円

国庫支出金・国庫補助金 581,960千円

府支出金・府負担金 25,115千円

府支出金・府補助金 31,770千円

繰入金・基金繰入金 130,857千円

諸収入・雑入 130,620千円

市債・市債 612,300千円

⑵ 歳出（歳出補正の内訳）

総務費・総務管理費 5,400千円

総務費・徴税費 16,000千円

民生費・社会福祉費 152,633千円

民生費・児童福祉費 4,738千円

民生費・生活保護費 805,271千円

衛生費・保健衛生費 14,986千円

衛生費・清掃費 △1,404千円

農林水産業費・農業費 2,180千円

商工費・商工費 △7千円

土木費・土木管理費 △114千円

教育費・教育総務費 △1,595千円

教育費・小学校費 551,000千円

教育費・中学校費 602,000千円

教育費・社会教育費 △244千円

予備費・予備費 5,000千円

⑶ 債務負担行為の補正

１）目 的 放課後児童クラブ運営業務委託（６）

期 間 平成22年度～平成25年度

限度額 231,120千円

２）目 的 浄化センター運転管理業務委託

期 間 平成22年度～平成25年度

限度額 150,000千円

３）目 的 門真市立弁天池公園指定管理委託

期 間 平成22年度～平成25年度

限度額 54,180千円

４）目 的 英語教育活動業務委託

期 間 平成22年度～平成23年度

限度額 28,000千円

５）目 的 学校給食調理業務委託（11）

期 間 平成22年度～平成25年度

限度額 169,053千円

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



⑷ 地方債の補正

追加分

目 的 学校教育施設等整備

限度額 576,500千円

変更分

目 的 退職手当

限度額 769,500千円 → 805,300千円

議案第67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３号)

既定の歳出予算の総額23,001,786千円の範囲内で更正す

る。

歳出（歳出補正の内訳）

諸支出金・償還金及び還付加算金 24,707千円

予備費・予備費 △24,707千円

民生常

任委員

会

議案第68号 平成22年度門真市水道事業

会計補正予算(第２号)

既定の資本的支出の総額に309,889千円増額し、資本的支

出の総額を1,390,634千円とする。

資本的支出補正の内訳

企業債償還金 309,889千円

総務水

道常任

委員会

議案第69号 人権擁護委員候補者の推

薦について

栗原 久子委員の任期満了（平成23年６月30日）に伴うも

の

－


