
令和３年町議会９月定例会議（後半）提出予定議案 

 

 

第６３号議案 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

第６４号議案 工事請負契約の変更について 

第６５号議案 令和３年度島本町一般会計補正予算（第６号） 

第６６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２号） 

第６７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２号） 

第６８号議案 令和３年度島本町大沢地区特設水道施設事業特別会計補正予算（第１号） 

第６９号議案 令和３年度島本町水道事業会計補正予算（第３号） 
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第６３号議案  教育委員会委員の任命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   

現委員の任期満了に伴い、新たに任命するもの。  

 

２  議案の概要   

⑴   氏      名    丸  野   亨  

⑵  住      所   大阪市鶴見区横堤二丁目  

⑶  生  年  月  日   昭和４７年１０月３０日  

⑷  根  拠  法  令   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４条第２項  

⑸  新任、再任の別   新任  

⑹  任      期   令和３年１０月１日から令和７年９月３０日まで  
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第６４号議案  工事請負契約の変更について  

                       

議案提出課  教育こども部  教育総務課  

 

変更の概要  

 工事の名称   町立第三小学校Ａ棟建替工事  

 契 約 金 額       変更前  金１，６４０，０７８，０００円  

         変更後  金１，６８３，８９１，０００円  



第６５号議案　令和３年度島本町一般会計補正予算（第６号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　議案の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 13,066,379 千円

   　　　　　　　   補正後 13,069,471 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 3,092 千円

〔歳　入〕　　 (単位：千円)

款 目 補正前 補正額

新型コロナウイルス感
染症対応地方創生臨時
交付金

13,474

個人番号通知書・個人
番号カード関連事務交
付金

97

民生費国庫補助金 403,883 850

繰入金
財政調整基金繰入
金

272,025 △ 11,329

13,066,379 3,092

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

一般管理費 523,897 16

広報費 27,187 8

戸籍住民基本台帳
費

81,568 97 人件費

衆議院議員選挙費 12,473 31 人件費

人件費 39

新型コロナ生活困窮者
自立支援金受付等業務

850

国民健康保険費 294,979 16

介護保険費 443,235 8

生活保護総務費 34,601 201 人件費

保健衛生総務費 158,344 15

総務費

人件費

民生費

衛生費

社会福祉総務費 228,852

人件費

介護保険事業特別会計繰出し

889

歳入合計

国庫支出金

財政調整基金繰入金

総務費国庫補助金 13,571142,612

新型コロナウイルス感染症セーフ
ティネット強化事務費交付金

国民健康保険事業特別会計繰出し

人件費
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議案提出課　総務部　財政課

主な説明

主な説明



特設水道費 4,490 545

生活環境総務費 32,507 8 人件費

農林水産業費 農業総務費 30,697 8 人件費

都市計画総務費 88,859 8 人件費

交通安全対策費 20,072 604

事務局費 175,640 614

教育センター費 16,585 10 人件費

図書館費 41,732 14

13,066,379 3,092

　【人件費の補正】

　　1,069千円（報酬　872千円、職員手当等　197千円）

　           

歳出合計

衛生費

教育費

土木費

人件費

人件費

大沢地区特設水道施設事業特別会計
繰出し

路線バス感染防止対策・運行継続支
援事業補助金



第６６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 3,326,071 千円

   　　　　　　　   補正後 3,326,087 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 16 千円

〔歳　入〕　　
(単位：千円)

款 目 補正前

繰入金 一般会計繰入金 294,979

3,326,071

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前

人件費

人件費

3,326,071

　【人件費の補正】

　　16千円（報酬　16千円)

令和３年９月定例会議（後半）

保健事業費
特定健康診査等事業
費

25,524 8

16 職員給与費等繰入金

歳出合計 16

総務費 一般管理費 46,006 8

歳入合計 16

補正額 主な説明

補正額 主な説明



第６７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 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

その他一般会計
繰入金

〔歳　出〕
(単位：千円)

款 目

人件費

　【人件費の補正】

　　8千円（報酬　8千円)

歳出合計 2,887,815 8

8総務費 介護認定審査会費 21,966

補正前 補正額 主な説明

8

歳入合計 2,887,815 8

繰入金 35,794 8 その他一般会計繰入金
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2,887,815

2,887,823

8

補正前 補正額 主な説明



第６８号議案　令和３年度島本町大沢地区特設水道施設事業特別会計補正予算（第１号）

議案提出課　上下水道部　業務課

　議案の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 4,600 千円

　　　　　　　　　　補正後 5,145 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 545 千円

〔歳　入〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

款 目 補正前 補正額

4,490 545

4,600 545

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

款 目 補正前 補正額

4,590 545

4,600 545歳出合計

一般会計繰入金

主な説明

(単位：千円)

歳入合計

繰入金 一般会計繰入金
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(単位：千円)

主な説明

運営費 一般管理費 水質検査等業務



第６９号議案　令和３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

市町村水道水質共同検査業務営業費用 原水及び浄水費 173,340 2,461

支出合計 572,267 2,461

(単位：千円)

項 目 補正前 補正額 主な説明
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2,461

640,784

0

572,267

収　入 支  出

574,728640,784




