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令和３年９月定例会議  

 

第  ６  号報告  令和２年度島本町健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい

て  

 

議案提出課  総務部  財政課  

 

１  報告理由  

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項

の規定により、令和２年度島本町健全化判断比率及び資金不足比率を次のとお

り報告するもの。  

 

２  報告の概要  

⑴   健全化判断比率  

（単位：％）  

実質赤字比率  
連結実質  

赤字比率  
実質公債費比率  将来負担比率  

―  ―  ４．８  ―  

（１４．０２）  （１９．０２）  （２５．０）  （３５０．０）  

備考  

 １  実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は

将来負担比率が算定されない場合は、「―」で表している。  

 ２  括弧内は、本町の早期健全化基準である。  

 

⑵   資金不足比率  

（単位：％）  

特別会計の名称  資金不足比率  

水道事業会計  ―  

下水道事業会計  ―  

備考  

 １  資金不足額がない場合は、「―」で表している。  

 ２  経営健全化基準は、２０％である。  

 



 

                    令和３年９月定例会議  

 

第  ７  号報告  令和２年度島本町教育委員会の点検・評価に係る結果報告につい

て  

                       

議案提出課  教育こども部  教育総務課  

 

１  報告理由  

  令和２年度島本町教育委員会の点検・評価に係る結果報告書を作成したため。 

 

２  報告の概要  

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第

２６条第１項の規定により、島本町教育委員会所管事務の令和２年度における

管理及び執行の状況について点検及び評価を実施したため、町議会に結果を報

告するもの。  

 



 

 

                    令和３年９月定例会議  

 

第  ８  号報告  債権の放棄に係る報告について  

                       

議案提出課  総務部  総務・債権管理課  

 

１  報告理由  

  島本町債権の管理に関する条例（平成２６年島本町条例第２２号）第１９条

第１項の規定により、令和２年度に放棄した債権について、同条第２項の規定

により報告するもの。  

 

２  報告の概要  

名   称  発生年度  件   数  金   額  放棄事由  

生活保護法第６３条

返還金  
平成２９年度  １件  191,474 円  第３号  

合   計  －  １件  191,474 円  －  

 



令和３年９月定例会議  

 

第５１号議案  公平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   曽  根  由  美  

⑵  住＊＊＊＊＊所   島本町青葉二丁目  

⑶  生＊年＊月＊日   昭和３５年  ６  月１０日  

⑷  根＊拠＊法＊令   地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第９条の

２第２項  

⑸  新任、再任の別   再任  

⑹  任＊＊＊＊＊期   令和３年１０月１日から令和７年９月３０日まで  



 

 

令和３年９月定例会議  

 

第５２号議案  大字東大寺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  

  任期満了に伴い、再任するもの。  

 

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。  

  井上謙一、河上圭秀、藤原幸一郎、井上功、戸谷秀道、井上修一及び井上隆

司の７名を選任。  

 

３  任期  

令和３年１０月１日から令和７年９月３０日まで  

 

 



                    令和３年９月定例会議  

 

第５３号議案  動産の買入れについて  

                       

議案提出課  教育こども部  教育総務課  

 

１  提案理由  

  買入れ業者の確定に伴い、物品売買契約を締結したいため。  

 

２  議案の概要  

 ⑴  買入れ金額及び買入れ先  

   物品の名称   小・中学校タブレット端末  

買入れ金額   金７，７６０，６１０円  

買 入 れ 先  住所  大阪市中央区和泉町二丁目２番２号  

氏名  株式会社内田洋行  大阪支店  

     執行役員大阪支店長  岡  野  清  吾  

 

 ⑵  動産の内容  

   町立小・中学校で使用するタブレット端末  

  ア  タブレット端末  １１７台  

  イ  付随するソフトウェア  

 

⑶  契約方法    

随意契約（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号による。）  



第５４号議案　令和３年度島本町一般会計補正予算（第４号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　議案の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 12,897,716 千円

   　　　　　　　   補正後 13,019,806 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 122,090 千円

〔歳　入〕　　 (単位：千円)

款 目 補正前 補正額

民生費国庫負担金 1,421,214 253

総務費国庫補助金 142,185 427

衛生費国庫補助金 2,561 30,851

公立学校情報機器整備
費補助金

2,693

学校保健特別対策事業
費補助金

2,938

府支出金 教育費府補助金 11,386 2,136

財産収入 物品売払収入 0 110

後期高齢者医療特
別会計繰入金

0 16

介護保険事業特別
会計繰入金

0 51,889

財政調整基金繰入
金

315,737 △ 43,712

雑入 80,390 1,039

過年度障害者福祉費国
庫負担金

6,760

過年度児童手当国庫負
担金

1,564

過年度生活保護費国庫
負担金

3,319

過年度幼稚園費府負担
金

181

町債 教育債 287,600 8,600

繰越金 繰越金 0 53,026

12,897,716 122,090

公用車売却

消防団員安全装備品整備事業助成金

純繰越金

繰入金

諸収入
過年度収入 0 11,824

前年度後期高齢者医療特別会計事務
費精算金

令和３年９月定例会議

議案提出課　総務部　財政課

主な説明

歳入合計

教育費国庫補助金 67,749 5,631

国庫支出金

財政調整基金繰入金

低所得者保険料軽減負担金

個人番号通知書・個人番号カード関
連事務交付金

スクールサポートスタッフ配置事業
費補助金

前年度介護保険事業特別会計給付費
等精算金

新型コロナウイルスワクチン接種体
制確保事業費補助金

旧キャンプ場撤去事業債



〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

一般管理費 523,813 84

男女共同参画推進
費

1,127 △ 198

人権文化センター
費

9,676 9

財政調整基金等積
立金

86,712 26,513

戸籍住民基本台帳
費

81,141 427 人件費

人件費 △ 512

選挙協力報償 △ 5

旅費 △ 50

事務用消耗品 △ 5

マイクロバス燃料 △ 1

選挙賄 △ 15

選挙公報 △ 93

備品修理 △ 50

郵便料 △ 496

ポスター掲示場作製等
業務

△ 4

公営個人演説会場使用
料

△ 19

投票箱・立会人送迎用
タクシー借上

△ 2

投開票所机・椅子等借
上

△ 199

投開票所備品 △ 96

不在者投票取扱事務交
付金

△ 29

選挙公営交付金 △ 5,480

障害者福祉費国庫負担
金返還金

23,294

障害者福祉費府負担金
返還金

699

福祉医療助成費国庫負
担金返還金

697

パソコンソフト使用料

財政調整基金積立て（決算剰余金
分）

民生費

社会福祉総務費 187,659 41,193

男女共同参画講座講師謝礼

総務費

町長及び町議会議
員選挙費

22,690 △ 7,056

水道事業会計補助金（児童手当給付
分）

主な説明



生活困窮者自立支援事
業等国庫補助金返還金

1,513

生活困窮者自立支援事
業等国庫負担金返還金

1,292

臨時特別給付金補助金
返還金

13,698

障害者福祉費 867,721 1,385

社会福祉費府負担金返
還金

13

介護保険事業特別会計
繰出し

263

児童福祉費国庫負担金
返還金

3,017

児童福祉費府負担金返
還金

1,208

児童福祉費国庫補助金
返還金

2,153

児童福祉施設費 239,877 359 管理備品

ひとり親家庭福祉費国
庫負担金返還金

443

ひとり親家庭福祉費国
庫補助金返還金

1,569

ひとり親家庭福祉費府
負担金返還金

222

児童扶養手当国庫負担
金返還金

70

児童手当費 568,389 392

生活保護費国庫負担金
返還金

867

生活保護費府負担金返
還金

322

子育て支援事業費 54,629 137

人件費 6,106

旅費 43

事業用消耗品 1,500

郵便料 84

電話使用料 99

新型コロナウイルスワ
クチン接種事務手数料

740

事業保険 75

産業廃棄物（医薬器）
処理業務

393

介護保険費 276442,959

予防費 254,046 30,851

児童手当国庫負担金返還金

1,18933,412生活保護総務費

児童福祉費国庫補助金返還金

民生費

2,304131,256
ひとり親家庭福祉
費

児童福祉総務費

衛生費

6,378558,311

社会福祉総務費 187,659 41,193

旧やまぶき園アスベスト調査業務



新型コロナウイルスワ
クチン接種業務

4,548

集団接種会場警備業務 2,640

コールセンター業務 11,041

電子複写機借上 40

集団接種会場用備品借
上

3,150

タクシー借上 392

水質環境モニタリング
講師謝礼

△ 30

モニタリング用消耗品 △ 6

新型コロナウイルス対
策消耗品

△ 14

モニタリング事業保険 △ 10

新型コロナウイルス感
染症対応消毒等業務

268

町営住宅管理基金積立
て

132

消防団員制服、作業服
等

1,039

車両借上 △ 163

救急救助活動消耗品 919

救急医薬品 3,501

仮眠用寝具 204

救急、救助器具等 △ 207

放課後子ども支援
費

140,603 2,266

幼稚園費国庫負担金返
還金

230

幼稚園費府負担金返還
金

115

青少年費 9,875 9,603

12,897,716 122,090

　【人件費の補正】

　　6,021千円（報酬　5,198千円、職員手当等　823千円）

　           

教育総務費国庫補助金返還金

旧キャンプ場撤去工事

予防費 254,046 30,851

△ 6015,656環境保全費

教育費 345192,404幼稚園費

土木費 40032,080住宅管理費

消防費

87621,137非常備消防費

4,417420,806常備消防費

歳出合計

衛生費



　【債務負担行為の補正】

　　〔追　加〕

　　○空き瓶等の選別及び再資源化業務委託

　　　　期　間：令和３年度から令和４年度まで

　　　　限度額：7,893千円



第５５号議案　令和３年度島本町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１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 516,926 千円

　　　　　　　　　　補正後 542,831 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 25,905 千円

〔歳　入〕　　
　(単位：千円)

款 目 補正前

繰越金 繰越金 0

516,926

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　(単位：千円)

款 目 補正前

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

497,368 保険料等負担金

諸支出金 一般会計繰出金 0

516,926

令和３年９月定例会議

補正額 主な説明

25,905 前年度繰越金

16 前年度事務費精算金

歳出合計 25,905

歳入合計 25,905

補正額 主な説明

25,889



第５６号議案　令和３年度島本町介護保険事業特別会計補正予算（第１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 千円

　　　　　　　　　　補正後 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 千円

〔歳　入〕
(単位：千円)

款 目

介護給付費負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

介護給付費交付
金

地域支援事業支
援交付金

府支出金
介護給付費負担
金

その他一般会計
繰入金

繰越金 繰越金

令和３年９月定例会議

2,751,000

2,887,815

136,815

補正前 補正額 主な説明

国庫支出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　457,373 2,454 前年度負担金の精算確定

359,414 1,489 前年度負担金の精算確定

支払基金交
付金

678,561 △ 3,087 前年度交付金の精算確定

27,625 △ 5,684 前年度交付金の精算確定

繰入金 35,531 263 その他一般会計繰入金

0 141,380 前年度繰越金

歳入合計 2,751,000 136,815



〔歳　出〕
(単位：千円)

款 目

旅費

庁用器具費

保険給付費 給付準備費 介護保険給付準備基金積立

一般会計繰出金 前年度保険給付費等精算金

補正前 補正額 主な説明

3 76,735

263

0 51,889

0 7,928

前年度国庫補助金償還
金

4,949

前年度府補助金償還金 2,979

歳出合計 2,751,000 136,815

△ 12

275
総務費 介護認定審査会費 21,978

諸支出金
償還金



第５７号議案　令和３年度島本町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

〔収　入〕 （款） 水道事業収益

84

〔支　出〕 （款） 水道事業費用

233

△ 1,307

9

△ 868

1,100

クレジットカード
決済システムテス
ト業務

総係費 115,622 232

営業費用

人件費

人件費

委託料

収入合計 640,700 84

項 目

人件費9

補正額

営業外収益 他会計繰入金 19,712 児童手当繰入金

(単位：千円)

項 目 補正前 補正額 主な説明

573,100

572,267640,784

配水及び給水費 47,561 △ 1,307

支出合計

△ 833

主な説明

640,700

令和３年９月定例会議

84

573,100

(単位：千円)

収　入

補正前

支  出

人件費

受託工事費

△ 833

原水及び浄水費 173,107 233

3,325



　【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

〔支　出〕 （款） 資本的支出

　　項      

建設改良費 69

　【人件費の補正】

　　△1,864 千円（給与　△1,191 千円、手当　 △285 千円、法定福利費　△388 千円）

人件費

(単位：千円)

247,910

0

目 補正前

69

5,967

事務費 69

主な説明

支出合計 247,910 69

247,979

支  出

補正額

5,967

8,869

収　入



第５８号議案　令和３年度島本町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１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 3,282,000 千円

   　　　　　　　   補正後 3,326,071 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 44,071 千円

〔歳　入〕　　
(単位：千円)

款 目 補正前

府支出金 保険給付費等交付金 2,298,055 普通交付分

繰越金 繰越金 0

3,282,000

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前

人件費 399

旅費 26

基金積立金 財政調整基金積立金 0

諸支出金 償還金 0 前年度国庫補助金償還金

3,282,000

　【人件費の補正】

　　399千円（報酬　399千円)

保健事業費
特定健康診査等事業
費

25,099 425

3,344

歳出合計 44,071

40,302

歳入合計 44,071

補正額 主な説明

44,045 前年度繰越金

26

令和３年９月定例会議
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第５９号議案　令和３年度島本町下水道事業会計補正予算（第１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      

令和３年９月定例会議

収　入 支  出

899,400

営業費用

支出合計

859,500

899,400 859,650

0 150

(単位：千円)

項 目 補正前 補正額 主な説明

859,500 150

収　入 支  出

山崎ポンプ場電気使用料ポンプ場費 28,176 150

357,200 11,300 公共下水道事業債

1,016,800

688,312 1,016,800

11,300 0

(単位：千円)

677,012

収入合計 677,012 11,300

目 補正前 補正額 主な説明

企業債 企業債
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第６０号議案  令和２年度島本町水道事業剰余金の処分について  

 

議案提出課  上下水道部  業務課  

 

議案の概要  

剰余金の処分  

  当年度未処分利益剰余金             128,740 千円  

  利益剰余金処分額  

   資本金                15,935 千円  

減債積立金                         85,000 千円  

 翌年度繰越利益剰余金                 27,805 千円  
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第６１号議案  令和２年度島本町下水道事業剰余金の処分について  

 

議案提出課  上下水道部  業務課  

 

議案の概要  

剰余金の処分  

  当年度未処分利益剰余金              50,355 千円  

  利益剰余金処分額  

   減債積立金              50,000 千円  

 翌年度繰越利益剰余金                    355 千円  



第６２号議案　令和３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 13,019,806 千円

   　　　　　　　   補正後 13,066,379 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 46,573 千円

〔歳　入〕　　 (単位：千円)

款 目 補正前 補正額

繰入金
財政調整基金繰入
金

272,025 11,673

町債 教育債 296,200 34,900

13,019,806 46,573

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

第三小学校Ａ棟建替
工事監理業務

2,573

第三小学校Ａ棟建替
工事

44,000

13,019,806 46,573

学校管理費
（小学校）

46,573

歳出合計

教育費 709,239

令和３年９月定例会議

議案提出課　総務部　財政課

主な説明

主な説明

歳入合計

財政調整基金繰入金

第三小学校整備事業債
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第  １  号認定  令和２年度島本町一般会計歳入歳出決算  

 

議案提出課  総務部  財政課  

 

 認定の概要   

  歳入総額  17,333,720 千円  

  歳出総額  17,248,785 千円  

  歳入歳出差引額  84,935 千円  

  翌年度へ繰り越すべき財源  31,909 千円  

  実質収支額  53,026 千円  
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第  ２  号認定  令和２年度島本町土地取得事業特別会計歳入歳出決算  

 

議案提出課  総務部  財政課  

 

 認定の概要         

  歳入総額  17 千円  

  歳出総額  17 千円  

  歳入歳出差引額  0 千円  

  翌年度へ繰り越すべき財源  0 千円  

  実質収支額  0 千円  
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第  ３  号認定  令和２年度島本町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  

 

議案提出課  健康福祉部  保険課  

 

認定の概要                           

歳入総額  3,266,220  千円  

歳出総額  3,222,175 千円  

歳入歳出差引額  44,045  千円  

翌年度へ繰り越すべき財源  0  千円  

実質収支額  44,045 千円  

 

一般状況  

被保険者数  5,819  人  

 

主要事項  

一人当たり年間保険料調定額（介護分・後期分を含む。）  

現年度（全体分）  118,601 円  

現年度収納率           全体   97.62  ％  

 

一人当たり年間医療費（療養給付費保険者負担分）  

全体被保険者  313,759 円  
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第  ４  号認定  令和２年度島本町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算  

 

議案提出課  健康福祉部  保険課  

 

認定の概要                           

歳入総額  535,345 千円  

歳出総額  509,440 千円  

歳入歳出差引額  25,905 千円  

翌年度へ繰り越すべき財源  0 千円  

実質収支額  25,905 千円  

 

一般状況  

被保険者数  4,280 人  

 

主要事項  

一人当たり年間保険料調定額  

現年度  96,611 円  

現年度収納率                 99.83％  
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第  ５  号認定  令和２年度島本町介護保険事業特別会計歳入歳出決算  

 

議案提出課  健康福祉部  保険課  

 

認定の概要  

歳入総額   2,699,565 千円  

歳出総額  2,558,276 千円  

歳入歳出差引額  141,380 千円  

翌年度へ繰り越すべき財源  0 千円  

実質収支額  141,380 千円  

 

一般状況  

被保険者数  8,853 人  

 

主要事項  

一人当たり年間保険料調定額  

現年度  64,939 円  

現年度収納率  99.71  ％  

 

一人当たり年間保険給付費  258,852 円  
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第  ６  号認定  令和２年度島本町大沢地区特設水道施設事業特別会計歳入歳出決

算  

 

議案提出課  上下水道部  業務課  

 

認定の概要  

歳入総額  3,030 千円  

歳出総額  3,030 千円  

歳入歳出差引額  0 千円  

翌年度へ繰り越すべき財源  0 千円  

実質収支額  0 千円  
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第  ７  号認定～第１１号認定  令和２年度島本町大字財産区特別会計歳入歳出決

算（５件）  

 

議案提出課  総務部  総務・債権管理課  

 

 認定の概要  

  歳入総額  135,695 千円  

  歳出総額  7,073 千円  

  歳入歳出差引額  128,622 千円  

  翌年度へ繰り越すべき財源  0 千円  

  実質収支額  128,622 千円  

   

（単位：千円）  

財産区名  歳入総額  歳出総額  歳入歳出差引額  

大字山崎財産区  1,653 100 1,553 

大字広瀬財産区  1,743 0 1,743 

大字桜井財産区  116,802 4,106 112,696 

大字東大寺財産区  641 0 641 

大字大沢財産区  14,856 2,867 11,989 
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第１２号認定  令和２年度島本町水道事業会計決算  

 

議案提出課  上下水道部  業務課  

 

認定の概要  

 収益的収支  

 収入総額  596,980 千円  

   支出総額  511,355 千円  

   当年度純利益  85,625 千円  

  資本的収支  

   収入総額  16,384 千円  

   支出総額  291,478 千円  

   収入支出差引額  △  275,094 千円  

                           （不足額は、内部留保資金等で補塡）  
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第１３号認定  令和２年度島本町下水道事業会計決算  

 

議案提出課  上下水道部  業務課  

 

認定の概要  

 収益的収支  

 収入総額  867,217 千円  

   支出総額  816,862 千円  

   当年度純利益  50,355 千円  

  資本的収支  

   収入総額  691,042 千円  

   支出総額  1,004,464 千円  

   収入支出差引額  △  313,422 千円  

                           （不足額は、内部留保資金等で補塡）  




