
令和元年町議会１２月定例会議提出予定議案 

 

第７８号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

第７９号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

第８０号議案 大字高浜財産区管理委員の選任につき同意を求めることについて 

第８１号議案 工事請負契約の締結について 

第８２号議案 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図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条例の整理に関する条例の制定について 

第８３号議案 島本町情報公開審査会条例及び島本町情報公開運営審議会条例の一部改正に

ついて 

第８４号議案 島本町地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部改正に

ついて 

第８５号議案 島本町水道事業条例の一部改正について 

第８６号議案 島本町下水道条例の一部改正について 

第８７号議案 令和元年度島本町一般会計補正予算（第５号） 

第８８号議案 令和元年度島本町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第８９号議案 令和元年度島本町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

第９０号議案 令和元年度島本町水道事業会計補正予算（第３号） 

第９１号議案 令和元年度島本町下水道事業会計補正予算（第２号） 



令和元年１２月定例会議  

 

第７８号議案  固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて  

 

議案提出課  総合政策部  人事課  

 

１  提案理由   

前委員の辞任に伴い、新たに任命するもの。  

 

２  議案の概要   

⑴  氏      名   德  留  新  人  

⑵  住      所   島本町山崎四丁目  

⑶  生  年  月  日   昭和５３年１２月２９日  

⑷  根  拠  法  令   地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第

３項  

⑸  新任、再任の別   新任  

⑹  任      期   発令日から令和３年３月９日まで  

 

 



令和元年１２月定例会議  

 

第７９号議案  固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることにつ

いて  

 

議案提出課  総合政策部  人事課  

 

１  提案理由   

任期満了に伴い、再任するもの。  

 

２  議案の概要   

⑴  氏＊＊＊＊＊名   森  山  慎  基  

⑵  住＊＊＊＊＊所   島本町百山  

⑶  生＊年＊月＊日   昭和２１年  ５  月１７日   

⑷  根＊拠＊法＊令   地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第

３項  

⑸  新任、再任の別   再任  

⑹  任＊＊＊＊＊期   令和元年１２月２３日から令和４年１２月２２日まで  



 

 

令和元年１２月定例会議  

 

第８０号議案  大字高浜財産区管理委員の選任につき同意を求めることについて  

                              

議案提出課  総務部  総務・債権管理課  

 

１  提案理由  

  前委員の死亡に伴い、新たに選任するもの。  

 

２  議案の概要  

  島本町大字部落財産区管理会条例第３条第１項の規定により、議会の同意を  

得て選任するもの。  

  吉村克彦の１名を選任。  

 

３  任期  

前任者の残任期間（令和２年３月３１日まで）  

 

 



                    令和元年１２月定例会議  

 

第８１号議案  工事請負契約の締結について  

                       

議案提出課  教育こども部  子育て支援課  

 

１  工事の概要  

   名   称   町立第四保育所解体工事  

   場   所   島本町桜井二丁目７番１号  

   内   容   保育所解体撤去工事  

         附帯施設解体撤去工事  

         屋外施設等解体撤去工事  

工   期   議会の議決日から令和２年７月３１日まで  

 

２  契約の概要  

契約金額       金８６，７９０，０００円  

契約業者       住所  大阪市大正区泉尾一丁目２６番５号  

氏名  丸翔建設株式会社  

代表取締役  丸  橋  和  夫  

契約方法       制限付き一般競争入札  

契約保証金の金額   免除（島本町財務規則第１１７条第１号による。）  



令和元年１２月定例会議  

 

第８２号議案 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について  

 

議案提出課 総務部 総務・債権管理課 

 

１ 提案理由 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行に伴い、関係条例の整理を行うもの。  

 

２ 議案の概要 

 成年被後見人又は被保佐人に係る欠格条項等を引用している職員に関する条例の

整理を行うほか、文言の整理を行う。 

⑴ 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正（第１条関係） 

⑵ 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正（第２条関係） 

⑶ 島本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正（第３条

関係） 

⑷ 島本町職員の退職手当に関する条例の一部改正（第４条関係） 

⑸ 島本町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

（第５条関係） 

⑹  島本町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正（第

６条関係） 

 

３ 施行期日 

 公布の日 



 
 

令和元年１２月定例会議  

 

第８３号議案  島本町情報公開審査会条例及び島本町情報公開運営審議会条例の

一部改正について  

 

議案提出課  総合政策部  コミュニティ推進課  

 

１  提案理由  

  島本町情報公開審査会及び島本町個人情報保護審査会並びに島本町情報公開

運営審議会及び島本町個人情報保護運営審議会を統合するため、所要の改正を

行うもの。  

 

２  議案の概要  

⑴  島本町情報公開審査会条例の一部改正（第１条関係）  

ア  審査会を統合するため条例の名称を改めるもの（題名関係）。  

イ  審査会を統合するため審査会の名称を改めるもの（第１条関係）。  

ウ  所掌事務に島本町個人情報保護条例の規定を追加し、答申の期日に係る

項目を削除するとともに、文言を整理するもの（第２条第１項及び第２項

関係）。  

⑵  島本町情報公開運営審議会条例の一部改正（第２条関係）  

ア  審議会を統合するため条例の名称を改めるもの（題名関係）。  

イ  審議会を統合するため審議会の名称を改めるもの（第１条関係）。  

ウ  所掌事務に島本町個人情報保護条例の規定の追加等を行うもの（第２条

第１項及び第２項関係）。  

エ  委員に個人情報に関わる守秘義務を加えるもの（第３条第３項関係）。  

 ⑶  その他、所要の規定の整備を行うもの。  

 

３  施行期日  

  令和２年４月１日  

 



令和元年１２月定例会議  

 

第８４号議案  島本町地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の

一部を改正する条例について  

 

議案提出課  都市創造部  都市計画課  

 

１  提案理由  

地区計画で定めた建築物等の制限内容について、より実効性や継続性を担保

するため、所要の改正を行うもの。  

 

２  議案の概要  

⑴  島本町ＪＲ島本駅西地区及び島本町百山地区地区整備計画区域の追加に伴

い、別表を改正するもの（別表第１関係）。  

⑵  島本町ＪＲ駅西地区及び島本町百山地区地区整備計画区域の追加に伴い、

別表を改正するもの（別表第２関係）。  

 

３  施行期日  

公布の日  

 



令和元年１２月定例会議  

 

第８５号議案 島本町水道事業条例の一部改正について  

 

議案提出課    上下水道部 工務課  

 

１   提案理由  

 水道法及び学校教育法の一部改正等に伴い、所要の改正を行うもの。  

 

２   議案の概要  

⑴ 学校教育法及び技術士法施行規則の一部改正に伴い、資格要件の改正をする  

 もの（第４条の３、第４条の４関係）。  

⑵ 水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新を追加する  

もの（第３５条関係）。  

⑶ その他、所要の規定の整備を行うもの（第１９条関係）。  

 

３  施行期日    

公布の日（ただし、２⑵及び⑶については、令和２年４月１日） 

 

 

 



令和元年１２月定例会議  

 

第８６号議案 島本町下水道条例の一部改正について  

 

議案提出課    上下水道部 工務課  

 

１ 提案理由  

下水道法及び下水道排水設備工事責任技術者登録の大阪府内一元化に伴い、所  

要の改正を行うもの。  

 

２   議案の概要  

⑴  下水道法に則し、特定事業場からの下水水質規制を改正するもの（第８条、

第９条関係）。  

⑵ 下水道排水設備工事責任技術者登録の大阪府下水道協会への府内一元化に伴  

い、改正するもの（第２条、第７条の２関係）。  

⑶ ⑵に併せて、指定工事店に関わる各手数料を見直すもの（第２２条関係）。  

 

３  施行期日    

令和２年４月１日 

 

 

 



第８７号議案　令和元年度島本町一般会計補正予算（第５号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　議案の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 12,059,013 千円

   　　　　　　　   補正後 12,166,625 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 107,612 千円

〔歳　入〕　　 (単位：千円)

款 目 補正前 補正額

地方特例交付
金

地方特例交付金 37,000 4,165

地方交付税 地方交付税 1,090,000 135,107 普通交付税

国庫支出金 民生費国庫負担金 1,246,010 2,858

国民健康保険基盤安定
交付金

10,294

後期高齢者医療基盤安
定交付金

1,267

総務費府補助金 27,739 1,000

臨時財政対策債 500,000 △ 47,679

災害復旧債 0 600

12,059,013 107,612

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位：千円)

款 目 補正前 補正額

議会費 議会費 131,296 2,150

一般管理費 537,230 △ 13,590

防災計画費 16,776 2,000

財務会計費 7,201 3,874

財政調整基金等積
立金

30,079 107,630

税務総務費 110,436 2,299

戸籍住民基本台帳
費

59,428 600

令和元年１２月定例会議

主な説明

議案提出課　総務部　財政課

財務会計システム改修業務

主な説明

国民健康保険基盤安定交付金

臨時財政対策債

フェニックスセンター災害復旧事業
債

減収補填特例交付金

被災者生活再建支援事業補助金

人件費

人件費

被災者生活再建支援金

歳入合計

町債

人件費

公共施設整備積立基金積立て

人件費

民生費府負担金 486,880 11,561
府支出金

総務費



社会福祉総務費 189,345 △ 8,750

国民健康保険事業特別
会計繰出し

2,269

国民健康保険基盤安定
繰出し

17,537

後期高齢者医療費 411,829 1,689

人件費 12,624

児童福祉費国庫補助金
返還金

115

国民年金総務費 6,408 570

保健衛生総務費 140,663 2,073

塵芥処理費 484,296 608

農林水産業費 農業総務費 26,091 △ 1,940

土木費 土木総務費 60,747 △ 2,220

消防費 常備消防費 383,839 △ 4,830

事務局費 184,892 △ 542 人件費

人件費 △ 5,261

賃金 3,057

給食用消耗品 2,227

学校管理備品 832

学校管理備品 787

給食用機器 285

人件費 △ 7,650

賃金 641

社会教育総務費 112,976 3,884 人件費

図書館費 36,946 1,518 賃金

元金 1,002,554 1,042 財務省

財務省 △ 3,012

地方公共団体金融機構 △ 12,668

大阪府市町村振興協会 9

銀行等 △ 2,245

12,059,013 107,612

　【人件費の補正】

　　△20,583千円（報酬　△5,137千円、給料　△11,710千円、職員手当　△3,006千円、

　　　　　　　　　共済費　△730千円）

　【債務負担行為の補正】

　　〔追　加〕

　　○役場電気設備管理等業務委託

　　　　期　間：令和元年度から令和４年度まで

　　　　限度額：58,707千円

△ 7,009

人件費

人件費

人件費

人件費

人件費

歳出合計

フェニックス負担金

放課後子ども支援
費

124,877 △ 2,204

学校管理費（小学
校）

364,999 3,059

学校管理費(中学
校）

207,692 1,072

民生費 後期高齢者医療基盤安定繰出し

国民健康保険費 311,441 19,806

人件費

公債費
利子 87,754 △ 17,916

児童福祉総務費 673,553 12,739

衛生費

教育費

幼稚園費 237,094



　　○広報しまもと等宅配業務委託

　　　　期　間：令和元年度から令和２年度まで

　　　　限度額：2,495千円

　　○公募型公益活動支援事業補助金

　　　　期　間：令和元年度から令和２年度まで

　　　　限度額：500千円

　　○第四保育所警備業務委託

　　　　期　間：令和元年度から令和２年度まで

　　　　限度額：18,380千円

　　○清掃工場排ガス自動測定装置保守点検業務委託

　　　　期　間：令和元年度から令和２年度まで

　　　　限度額：4,460千円

　　○清掃工場受付・粗大ごみ処理施設運転及び分別作業業務委託

　　　　期　間：令和元年度から令和４年度まで

　　　　限度額：222,750千円

　　○自動車運行管理業務委託（一般廃棄物等）

　　　　期　間：令和元年度から令和４年度まで

　　　　限度額：23,642千円

　　○ごみ搬入指導業務委託

　　　　期　間：令和元年度から令和４年度まで

　　　　限度額：12,276千円

　　○不法投棄防止パトロール業務委託

　　　　期　間：令和元年度から令和４年度まで

　　　　限度額：11,049千円

　　○まちづくり活動支援業務委託

　　　　期　間：令和元年度から令和２年度まで

　　　　限度額：4,101千円

　　○防犯灯修繕業務

　　　　期　間：令和元年度から令和２年度まで

　　　　限度額：6,519千円

　　○外国人英語指導講師派遣業務委託

　　　　期　間：令和元年度から令和２年度まで

　　　　限度額：21,120千円



　　○町立小中学校校務業務委託

　　　　期　間：令和元年度から令和４年度まで

　　　　限度額：71,781千円

　　○第二小学校給食調理業務委託

　　　　期　間：令和元年度から令和５年度まで

　　　　限度額：88,977千円

　　○第三小学校給食調理業務委託

　　　　期　間：令和元年度から令和５年度まで

　　　　限度額：83,114千円

　　○町立幼稚園等バス運行管理業務委託

　　　　期　間：令和元年度から令和４年度まで

　　　　限度額：15,000千円



第８８号議案　令和元年度島本町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

　議案提出課　健康福祉部　保険課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　議案の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 3,354,016 千円

   　　　　　　　   補正後 3,373,822 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 19,806 千円

〔歳　入〕　　
(単位：千円)

款 目 補正前

保険基盤安定繰入
金

17,537

財政安定化支援事
業繰入金

2,269

3,354,016

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前

基金積立金 財政調整基金積立金 53,801

3,354,016

　【人件費の補正】

　　△742千円（給料　△334千円、職員手当等　△200千円、共済費　△208千円)

歳出合計 19,806

19,806

歳入合計

主な説明

国保財政調整基金積立金

繰入金 一般会計繰入金 311,441

令和元年１２月定例会議

補正額

補正額

19,806

主な説明

19,806



第８９号議案　令和元年度島本町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案提出課　健康福祉部　保険課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　議案の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 501,840 千円

   　　　　　　　   補正後 503,529 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 1,689 千円

〔歳　入〕　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

保険基盤安定繰
入金

65,349 1,689 保険基盤安定繰入金

501,840 1,689

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

後期高齢者医療
広域連合納付金

後期高齢者医療
広域連合納付金

475,503 1,689

501,840 1,689

　【人件費の補正】

　　△31千円（給料　6千円、職員手当等　8千円、共済費　△45千円)

保険基盤安定負担金

歳出合計

令和元年１２月定例会議

主な説明

繰入金　

歳入合計

主な説明



第９０号議案　令和元年度島本町水道事業会計補正予算（第３号）

議案提出課　上下水道部　業務課

　議案の概要

　【収益的収入及び支出】

　　　補正前 千円 千円

　　　補正後 千円 千円

　　　補正額 千円 千円

〔支　出〕 （款） 水道事業費用

370

156

　【人件費の補正】

　　27千円（法定福利費　27千円）

営業費用

0 576

533,293

原水及び浄水費 166,786

配水及び給水費 53,785

576支出合計 533,293

項 補正前目

23

収　入 支  出

533,869

補正額

616,740

主な説明

616,740

郵便料
526

山崎加圧ポンプ場外３カ所電
気使用料

27 人件費

(単位：千円)

令和元年１２月定例会議

88,332総係費
コンビニ収納手数料



第９１号議案　令和元年度島本町下水道事業会計補正予算（第２号）

議案提出課　上下水道部　業務課

　議案の概要

　【収益的収入及び支出】

　　　補正前 千円 千円

　　　補正後 千円 千円

　　　補正額 千円 千円

〔支　出〕 （款） 下水道事業費用

　【資本的収入及び支出】

　　　補正前 千円 千円

　　　補正後 千円 千円

　　　補正額 千円 千円

〔収　入〕 （款） 資本的収入

　　項      

企業債

国庫補助金

企業債 451,000 7,200

収入合計

国庫補助金

令和元年１２月定例会議

主な説明

(単位：千円)

目 補正前

16,075

886,713

支  出収　入

871,513 1,212,760

補正額

1,228,835

15,200

公共下水道事業債

871,513 15,200

233,500 8,000 防災・安全交付金

収　入 支  出

842,700 835,600

842,700 835,620

0 20

(単位：千円)

項 目 補正前 補正額 主な説明

総係費 14,967 20 人件費

支出合計 835,600 20

営業費用



〔支　出〕 （款） 資本的支出

　　項      

75

　【人件費の補正】

　　95千円（法定福利費　95千円）

　【債務負担行為の補正】

　　〔追　加〕

　　　○公共下水道五反田雨水幹線整備工事（第３期）

　　　　　期　間：令和元年度から令和２年度まで

　　　　　限度額：１９１，０００千円

16,0751,212,760支出合計

目 補正額

(単位：千円)

補正前 主な説明

人件費

公共下水道整備事
業費

建設改良費 16,075599,695 公共下水道五反
田雨水幹線整備
工事（第３期）

16,000


