
24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23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     10件 

 ごみ収集事故   １件 

 その他の事故   ２件 

 合計       13件 

－  

承認第１号   専決処分の承認を求める

ことについて（平成23年

度門真市一般会計補正予

算（第５号）について） 

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ192,762千

円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

52,843,121千円とする。 

１ 補正内容 

⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

国庫支出金・国庫負担金   101,462千円 

市債・市債          91,300千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

教育費・中学校費      192,762千円 

⑶ 地方債の補正 

変更分  

目 的 学校教育施設等整備 

限度額 715,200千円 → 806,500千円 

２ 専決日 平成24年２月10日 

－  

議案第１号 門真市土地開発公社の

解散について 

公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律

第66号）第22条第１項の規定により門真市土地開発

公社を解散するもの 

総務水 

道常任 

委員会 

 

議案第２号 地方財政法附則第33条

の５の７第１項の規定

に基づく地方債に係る

許可の申請について 

門真市土地開発公社の解散に伴い、本市がその元

金及び利子の支払を保証している同公社の借入金の

償還に要する経費に充てるため起債を行うもの 

総務水 

道常任 

委員会 

 

議案第３号 権利の放棄について 門真市土地開発公社の解散に伴い、本市が同公社

のために弁済することにより代位する貸付金債権の

うち、本市が回収不可能な債権を放棄するもの 

総務水 

道常任 

委員会 

 

議案第４号 （仮称）門真市立統合

中学校整備ＰＦＩ事業

に係る特定事業契約の

一部変更について 

平成22年門真市議会第１回定例会において議決を

得た本協定の一部を変更するもの 

変更内容  契約金額「 2,721,003,394円」を

「2,694,376,941円」に変更するもの 

－  

議案第５号 字の区域の変更及び町

の新設について 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１

項の規定に基づき字の区域の変更及び町の新設を行

うもの 

１ 変更する区域 門真市大字三ツ島、大字 薭島及

び大字桑才の一部地域 

２ 新設する町名 門真市三ツ島１丁目、三ツ島２

丁目及び三ツ島３丁目 

建設文 

教常任 

委員会 

 



３ 実施予定日 平成24年11月３日 

議案第６号 門真市暴力団排除条例

の制定について 

１ 要 旨 

  暴力団による不当な行為その他暴力団を利する

行為を防止し、及びこれらにより本市の事務若し

くは事業、本市の区域における事業活動又は市民

の生活に生ずる不当な影響を排除することその他

の暴力団の排除に関し、基本理念を定め、本市、

市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、

暴力団の排除のために必要な事項等を定めること

により、社会全体で暴力団の排除を推進し、もっ

て市民生活の安全と平穏を確保するとともに、社

会経済活動の健全な発展に寄与するため制定する

もの  

２ 施行日 平成24年６月１日 

総務水 

道常任 

委員会 

 

議案第７号 門真市住民基本台帳カ

ードの利用に関する条

例の制定について 

１ 要 旨  

⑴ 住民基本台帳カードを利用して、民間事業者

が設置する多機能端末機による住民票の写し及

び印鑑登録証明書の交付サービスを実施するた

め、住民基本台帳法第30条の44第８項の規定に

基づき、住民基本台帳カードの利用目的、利用

手続等について必要な事項を定めるもの 

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 門真市印鑑条例 

    多機能端末機による印鑑登録証明書の交付

申請に係る規定を追加するもの    

  ② 門真市手数料条例 

   ア 平成24年７月９日から一定期間、住民基

本台帳カードの交付手数料（現行500円）

を無料とするもの 

   イ 多機能端末機による住民票の写し及び印

鑑登録証明書の交付に係る手数料を１件に

つき100円減額するもの 

２ 施行日 平成24年７月９日 

民生常 

任委員 

会 

 

議案第８号 門真市墓地等の経営の

許可等に関する条例の

制定について 

１ 要 旨  

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48

号)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場

の経営の許可等に係る事前手続並びに設置場所

等、構造設備及び管理の基準その他必要な事項を

定めるもの 

２ 施行日 平成24年４月１日 

民生常 

任委員 

会 

 

議案第９号 門真市東部大阪都市計

画大阪中央環状線沿道

地区及び東部大阪都市

計画第二京阪道路沿道

地区の地区計画の区域

１ 要 旨  

  建築基準法（昭和25年法律第201号）第68条の

２第１項並びに都市緑地法（昭和48年法律第72

号）第39条第１項及び第44条の規定に基づき、東

部大阪都市計画中央環状線沿道地区及び東部大阪

建設文 

教常任 

委員会 
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内における建築物の制

限等に関する条例の制

定について 

都市計画第二京阪道路沿道地区の地区計画の区域

内における建築物に関する制限等を定めるもの 

２ 施行日 規則で定める日 
議案第10号 門真市立門真市民プラ

ザ条例の制定について 

１ 要 旨  

 ⑴ 市民の心身の健全な育成及び生涯学習の振興

並びに市民活動の推進を図るための拠点施設と

して設置する門真市立門真市民プラザ（以下

「プラザ」という。）に関し必要な事項を定め

るもの 

⑵ 門真市立門真市民プラザは、次に掲げる施設

をもって構成する。  

  ① 門真市立青少年活動センター 

  ② 門真市立生涯学習センター 

  ③ 門真市立門真市民プラザ体育館 

④ 門真市立門真市民プラザグラウンド 

  ⑤ 門真市立図書館門真市民プラザ分館 

⑥ 門真市立市民公益活動支援センター 

２ 門真市立門真市民プラザ条例を制定することに

伴い、廃止する条例 

 ⑴ 門真市立生涯学習センター条例 

 ⑵ 門真市立青少年活動センター条例 

 ⑶ 門真市立門真市民プラザ体育館条例 

 ⑷ 門真市立門真市民プラザグラウンド条例 

３ 施行日 平成25年４月１日 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第11号 外国人登録法の廃止に

伴う関係条例の整備に

関する条例の制定につ

いて 

１ 要 旨  

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和

条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国

管理に関する特例法の一部を改正する等の法律

(平成21年法律第79号)による外国人登録法の廃止

に伴い、次に掲げる関係条例の整備を行うもの 

⑴ 門真市国民健康保険条例 

⑵ 門真市印鑑条例 

⑶ 門真市奨学条例 

⑷ 門真市乳幼児の医療費の助成に関する条例 

⑸ 門真市手数料条例 

⑹ 門真市長寿祝金等贈与条例 

⑺ 門真市事務分掌条例 

⑻ 門真市ものづくり企業立地促進条例 

２ 施行日 平成24年７月９日 

－  

議案第12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 

１ 要 旨  

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏

まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間におい

て障害者等の地域生活を支援するための関係法律

の整備に関する法律(平成22年法律第71号)による

障害者自立支援法の一部改正に伴い、引用条項の

整備を行うもの 

総務水 

道常任 

委員会 

 



２ 施行日 公布の日 

議案第13号 門真市税条例の一部改

正について 

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）及び東日本大震災からの復興に関し地方公

共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の

確保に係る地方税の臨時特例に関する法律（平成23

年法律第118号）並びに地方税法の一部を改正する

法律（平成23年法律第120号）の施行に伴うもの 

１ 要旨 

⑴ 個人市民税均等割の加算 

⑵ 退職所得に係る個人市民税の見直し 

⑶ 市たばこ税の税率引き上げ 

⑷ その他の規定整備 

２ 施行日  

 １⑴及び⑷にあっては、公布の日 

 １⑵にあっては、平成25年１月１日 

 １⑶にあっては、平成25年４月１日 

総務水 

道常任 

委員会 

 

議案第14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都市計画法（昭和43年法

律第100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 市街化調整区域内の建築制限が定められた区

域内の建築許可審査手数料の新設 

⑵ 開発許可を受けた区域内の予定建築物等以外

の建築物等の建築等許可審査手数料の新設 

⑶ 市街化調整区域内の開発許可を受けていない

区域内の建築等許可審査手数料の新設 

⑷ ⑴、⑵又は⑶の許可を受けていることを証す

る書面の交付手数料の新設 

⑸ ⑵及び⑶の許可を受ける必要がないことを証

する書面の交付手数料の新設 

２ 施行日 平成24年４月１日 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第15号 門真市乳幼児の医療費

の助成に関する条例の

一部改正について 

１ 要 旨  

乳幼児（満６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）の医療費の助成制度

を小学校３年生にまで拡充するもの 

２ 施行日 平成24年７月１日 

民生常 

任委員 

会 

 

議案第16号 門真市ひとり親家庭医

療費の助成に関する条

例の一部改正について 

１ 要 旨 

  障がい者制度改革推進本部等における検討を踏

まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間におい

て障害者等の地域生活を支援するための関係法律

の整備に関する法律(平成22年法律第71号)による

児童福祉法の一部改正に伴い、引用条項の整備を

民生常 

任委員 

会 

 



行うもの 

２ 施行日 公布の日 
議案第17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 

１ 要 旨  

小児慢性特定疾患児に日常生活用具を給付する

につき、同用具の給付に係る費用負担について所

要の改正を行うもの 

２ 施行日 平成24年４月１日 

民生常 

任委員 

会 

 

議案第18号 門真市立知的障害児通

園施設条例及び門真市

立肢体不自由児通園施

設条例の一部改正につ

いて 

１ 要 旨  

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏

まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間におい

て障害者等の地域生活を支援するための関係法律

の整備に関する法律(平成22年法律第71号)による

児童福祉法の一部改正に伴い、知的障害児通園施

設及び肢体不自由児通園施設について、児童発達

支援センターに移行するにつき、所要の改正を行

うもの 

２ 施行日 平成24年４月１日 

民生常 

任委員 

会 

 

議案第19号 門真市建築基準法施行

条例の一部改正につい

て 

１ 要旨 

  建築基準法（昭和25年法律第201号）に基づく次

の表に掲げる事務に関し手数料を新設するもの 

建築台帳等記載事項証明書の交付 1,100円 

位置指定道路に係る図面の写しの交付 400円 

建築計画概要書等の写しの交付 400円 

２ 施行日 平成24年７月１日 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第20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、市営住宅の入居者資格として同居親

族の要件を規定するもの 

２ 施行日 平成24年４月１日 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第21号 門真市立幼稚園条例の

一部改正について 

１ 要旨  

  門真市立幼稚園に新たに園長代理の職を設置す

るもの 

２ 施行日 平成24年４月１日 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第22号 門真市立公民館運営審

議会条例の一部改正に

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105号）による社会教育法の一

部改正に伴い、公民館運営審議会委員の委嘱基準

を規定するもの 

２ 施行日 平成24年４月１日 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第23号 門真市立図書館協議会

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105号）による図書館法の一部

建設文 

教常任 

委員会 

 



改正に伴い、図書館協議会委員の任命の基準を規

定するもの 

２ 施行日 平成24年４月１日 
議案第24号 門真市水道事業の設置

等に関する条例の一部

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）による地方公営企業法の

一部改正に伴い、資産の滅失等に伴う資本剰余金

の処分を行うことができるよう所要の改正を行う

もの 

２ 施行日 平成24年４月１日 

総務水 

道常任 

委員会 

 

議案第25号 門真市立運動広場条例

の廃止について 

１ 要旨 門真市立運動広場条例を廃止するもの 

２ 施行日 平成24年12月１日 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第26号 平成23年度門真市一般

会計補正予算(第６号) 

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,173,632

千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

54,016,753千円とする。 

１ 補正内容 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

国庫支出金・国庫補助金   181,954千円 

府支出金・府補助金     △62,522千円 

寄附金・寄附金        10,000千円 

市債・市債        1,044,200千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

議会費・議会費          584千円 

総務費・総務管理費     375,700千円 

総務費・徴税費        2,454千円 

総務費・戸籍住民基本台帳費  1,034千円 

総務費・選挙費         321千円 

総務費・統計調査費       163千円 

民生費・社会福祉費     △58,196千円 

民生費・児童福祉費     16,364千円 

民生費・生活保護費      2,551千円 

民生費・国民健康保険費    1,554千円 

衛生費・保健衛生費      1,711千円 

衛生費・清掃費        7,209千円 

農林水産費・農業費       117千円 

商工費・商工費         316千円 

土木費・土木管理費      1,071千円 

土木費・河川費         279千円 

土木費・都市計画費      3,368千円 

教育費・教育総務費     12,011千円 

教育費・小学校費      762,731千円 

教育費・中学校費      31,827千円 

教育費・幼稚園費       1,118千円 

教育費・社会教育費      1,947千円 

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 

 



教育費・保健体育費       326千円 

予備費・予備費        7,072千円 

⑶ 繰越明許費 

追加分 

門真市立第六中学校耐震診断及び耐震補強工

事実施設計業務       7,350千円 

市民プラザ（Ⅰ期棟）耐震補強工事 

380,625千円 

放課後児童クラブ耐震補強工事22,502千円    

住宅市街地総合整備事業   334,031千円 

脇田小学校防災備蓄倉庫新設事業 

18,068千円 

大和田小学校外２校耐震補強工事 

             741,219千円 

第一中学校撤去工事事前調査事業 

              16,202千円 

第七中学校耐震補強工事   46,421千円 

⑷ 債務負担行為補正 

  変更分 

  目 的 文化施設予約システム業務委託 

  期 間 平成25年度～平成27年度 

  限度額 1,512千円 → 1,806千円 

⑸ 地方債補正 

  追加分 

  目 的 緊急防災・減災 

  限度額 983,900千円 

   

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 9,000千円 

   

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 45,000千円 

   

変更分 

  目 的 社会福祉施設整備 

  限度額 48,700千円 → 38,200千円 

   

目 的 放課後児童クラブ整備 

  限度額 5,400千円 → 22,200千円 
議案第27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６号） 

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

1,554千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ22,633,312千円とする。 

１ 補正内容 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

民生常 

任委員 

会 

 



繰入金・一般会計繰入金    1,554千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

総務費・総務管理費      1,554千円 
議案第28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４号） 

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

864千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

5,920,153千円とする。 

１ 補正内容 

⑴ 歳入（歳入補正の内容） 

繰入金・一般会計繰入金    864千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内容） 

総務費・下水道総務費     864千円 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第29号 平成23年度門真市後期

高齢者医療事業特別会

計補正予算（第３号） 

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

196千円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

1,090,612千円とする。 

１ 補正内容 

⑴ 歳入（歳入補正の内訳） 

繰入金・一般会計繰入金     196千円 

⑵ 歳出（歳出補正の内訳） 

総務費・総務管理費       196千円 

民生常 

任委員 

会 

 

議案第30号 平成24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

58,084,000千円と定める。 

１ 歳入歳出予算 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

市税          17,646,553千円 

地方譲与税         206,000千円 

利子割交付金        67,000千円 

配当割交付金        40,000千円 

株式等譲渡所得割交付金   13,000千円 

地方消費税交付金     1,475,000千円 

自動車取得税交付金     102,000千円 

地方特例交付金       64,000千円 

地方交付税        6,340,000千円 

交通安全対策特別交付金   26,000千円 

分担金及び負担金      389,428千円 

使用料及び手数料      624,611千円 

国庫支出金       14,101,505千円 

府支出金         3,708,252千円 

財産収入          440,202千円 

寄附金            3,000千円 

繰入金          1,819,575千円 

諸収入          1,511,026千円 

市債           9,506,848千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

議会費          454,050千円 

総務費         9,817,810千円 

民生費         26,158,034千円 

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 

 



衛生費         3,424,405千円 

農林水産業費        35,707千円 

商工費          104,345千円 

土木費         7,113,968千円 

消防費         1,840,220千円 

教育費         3,964,303千円 

公債費         5,121,158千円 

予備費           50,000千円 

２ 債務負担行為 

目的  福祉系システム業務委託 

期間   平成25年度～平成32年度 

限度額  14,616千円 

 

目的  滞納整理支援システム再構築事業 

期間  平成25年度～平成32年度 

限度額 168,879千円 

 

目的  市民公益活動支援センター空調設備

整備事業 

期間  平成24年度～平成37年度 

限度額  17,290千円 

 

目的  市税電子申告システム業務委託 

期間  平成25年度～平成27年度 

限度額 16,141千円 

 

目的  課税原票システム管理事業 

期間  平成25年度～平成29年度 

限度額  45,409千円 

 

目的  放課後児童クラブ運営業務委託 ⑼ 

期間  平成24年度～平成27年度 

限度額 298,944千円 

 

目的  環境基本条例策定事業 

期間  平成25年度～平成26年度 

限度額 5,618千円 

 

目的  一般ごみ等収集業務委託（４） 

期間  平成25年度～平成28年度 

限度額 179,144千円 

 

目的  一般ごみ等収集業務委託（５） 

期間  平成24年度～平成29年度 

限度額 222,798千円 

 



目的  一般ごみ等収集業務委託（６） 

期間  平成24年度～平成29年度 

限度額 150,247千円 

 

目的  粗大ごみ等電話受付業務委託 ⑵ 

期間  平成25年度～平成29年度 

限度額  47,764千円 

 

目的  粗大ごみ等電話受付システム 

業務委託（２） 

期間  平成25年度～平成29年度 

限度額  18,873千円 

 

目的  中小企業サポートセンター設置事業 

期間  平成25年度～平成26年度 

限度額  28,880千円 

 

目的  生涯学習推進基本計画策定業務委託 

期間  平成24年度～平成25年度 

限度額  10,112千円 

 

目的  海外派遣研修業務委託 

期間  平成25年度 

限度額  4,254千円 

 

目的  青少年活動センター空調設備整備事業 

期間  平成24年度～平成37年度 

限度額  17,355千円 

 

目的  学校給食調理業務委託（１３） 

期間  平成24年度～平成27年度 

限度額 168,480千円 

 

目的  門真市土地開発公社の金融機関に対

する債務保証 

期間  平成24年度 

限度額 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3,699,600

千円の範囲内でその債務を保証す

る。 

 

３ 地方債 

目的  退職手当 

限度額 534,300千円 

 



目的  第三セクター等改革推進 

限度額 3,695,100千円 

 

目的  緊急防災・減災 

限度額 140,000千円 

 

目的  公共施設整備 

限度額 142,200千円 

 

目的  一般廃棄物処理施設整備 

限度額 277,800千円 

 

目的  住宅市街地総合整備 

限度額 1,127,500千円 

 

目的  地方道路等整備 

限度額 101,700千円 

 

目的  第二京阪道路高架下利用 

限度額 9,500千円 

 

目的  学校教育施設等整備 

限度額  57,000千円 

 

目的  臨時財政対策 

限度額 2,373,048千円 
議案第31号 平成24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

18,143,052千円と定める。 

１ 歳入歳出予算 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

国民健康保険料      3,883,233千円 

使用料及び手数料        500千円 

国庫支出金        4,755,641千円 

療養給付費等交付金     749,720千円 

前期高齢者交付金     3,870,327千円 

府支出金         1,413,348千円 

共同事業交付金      1,897,544千円 

財産収入             1千円 

繰入金          1,546,607千円 

諸収入           26,131千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費          379,675千円 

保険給付費       12,477,889千円 

後期高齢者支援金等   2,190,793千円 

前期高齢者納付金等     2,513千円 

老人保健拠出金       18,452千円 

民生常 

任委員 

会 

 



介護納付金        919,169千円 

共同事業拠出金     1,897,569千円 

保健事業費        110,162千円 

公債費           84,828千円 

諸支出金          12,002千円 

予備費           50,000千円 
議案第32号 平成24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

5,901,986千円と定める。 

１ 歳入歳出予算 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

分担金及び負担金       28,284千円 

使用料及び手数料     1,313,015千円 

国庫支出金         525,000千円 

繰入金          1,886,000千円 

諸収入            26,087千円 

市債           2,123,600千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費          232,337千円 

事業費         2,789,750千円 

公債費         2,874,899千円 

予備費           5,000千円 

２ 地方債 

目的  公共下水道事業 

限度額 1,456,700千円 

 

目的  流域下水道事業 

限度額 171,900千円 

 

目的  資本費平準化 

限度額 495,000千円 

建設文 

教常任 

委員会 

 

議案第33号 平成24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 

 

議案第34号 平成24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

820,768千円と定める。 

１ 歳入歳出予算 

⑴ 歳入（歳入の内訳） 

繰入金           820,768千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

公債費           820,768千円 

総務水 

道常任 

委員会 

 



議案第35号 平成24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

1,328,870千円と定める。 

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    955,206千円 

使用料及び手数料         10千円 

繰入金           315,260千円 

諸収入            6,140千円 

繰越金            52,254千円 

⑵ 歳出（歳出の内訳） 

総務費            39,089千円 

後期高齢者医療広域連合納付金 

1,279,081千円 

公債費             500千円 

諸支出金           8,200千円 

予備費            2,000千円 

民生常 

任委員 

会 

 

議案第36号 平成24年度門真市水道

事業会計予算 

収益・資本収入総額は3,240,467千円、収益・資

本支出総額は3,694,744千円と定める。 

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       3,038,495千円 

    営業外収益         50,616千円 

    特別利益           10千円 

   資本的収入 

企業債          50,000千円 

    工事負担金       101,346千円 

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       2,638,781千円 

営業外費用       188,929千円 

特別損失         4,835千円 

予備費          5,000千円 

   資本的支出 

建設改良費       604,926千円 

企業債償還金      251,273千円 

予備費                     1,000千円 

総務水 

道常任 

委員会 

 

議案第37号 人権擁護委員候補者の

推薦について 

西川 亮彦委員の任期満了（平成24年９月30日）に

伴うもの 

－  

議案第38号 人権擁護委員候補者の

推薦について 

玄番 允子委員の任期満了（平成24年９月30日）に

伴うもの 

－  

議案第39号 人権擁護委員候補者の

推薦について 

濵田 和則委員の任期満了（平成24年９月30日）に

伴うもの 

－  

 


