
令和３年町議会１２月定例会議提出予定議案 

 

 

第７３号議案 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて 

第７４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７５号議案 島本町ふれあいセンター及び緑地公園住宅集会所の指定管理者の指定につい 

       て 

第７６号議案 訴えの提起について 

第７７号議案 島本町国民健康保険条例の一部改正について 

第７８号議案 令和３年度島本町一般会計補正予算（第８号） 

第７９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３号） 

第８０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２号） 

第８１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３号） 

第８２号議案 令和３年度島本町水道事業会計補正予算（第４号） 

第８３号議案 令和３年度島本町下水道事業会計補正予算（第２号） 

第８４号議案 令和３年度島本町一般会計補正予算（第９号） 



令和３年１２月定例会議  

 

第７３号議案  固定資産評価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  税務課  

 

１  提案理由  

  前評価員の退任に伴い、新たに選任するもの。  

 

２  議案の概要  

 ⑴  氏      名   北  河  浩  紀 
 ⑵  住      所   高槻市千代田町  

 ⑶  生  年  月  日   昭和４０年  ５  月  ４  日  

 ⑷  根  拠  法  令   地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４０４条第

２項  

 ⑸  再任、新任の別   新任  



令和３年１２月定例会議  

 

第７４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   上  田  秀  樹  

⑵  住＊＊＊＊＊所   島本町桜井五丁目  

⑶  生＊年＊月＊日   昭和３９年１１月１６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４年２月１８日から令和７年２月１７日まで  



 

 

令和３年１２月定例会議  

 

第７５号議案  島本町ふれあいセンター及び緑地公園住宅集会所の指定管理者の

指定について  

                              

議案提出課  総務部  総務・債権管理課  

 

１  提案理由  

  指定管理者の候補者として選定した団体を指定管理者に指定したいため。  

 

２  議案の概要  

  指定する団体        住所  東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３  

          名称  シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社  

              代表取締役  山  田  智  治  

  指 定 期 間        令和４年４月１日から令和６年３月３１日まで  



令和３年１２月定例会議  

 

第７６号議案  訴えの提起について  

                              

議案提出課  健康福祉部  福祉推進課  

 

１  提案理由  

  生活保護法第７８条に基づく徴収金の請求について訴えを提起したいので、

地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により提案するもの。  

 

２  議案の概要  

  平成２４年７月３０日から平成２５年３月３１日までの間、本町から生活保

護を受給していた相手方は、年金収入があったにもかかわらず、この申告を怠

り生活保護費を不正に受給した。  

本町は、不正に受給した支給済の生活保護費の返還を求めてきたが、未だ納

付がないものにつき訴えの提起をするもの。  

 

３  訴えの相手方  

  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

  〇  〇  〇  〇  

 

４  請求の要旨  

 ⑴  相手方に対し、４４０，１７５円の支払いを求める。  

 ⑵  相手方に対し、訴訟費用の負担を求める。  

 

５  管轄裁判所  

  右京簡易裁判所  

 

 

 



令和３年１２月定例会議  

 

第７７号議案  島本町国民健康保険条例の一部改正について  

 

議案提出課  健康福祉部  保険課  

 

１   提案理由  

産科医療補償制度の見直しに伴い、所要の改正を行うもの。  

 

２   議案の概要  

  出産育児一時金の額を４０万４，０００円から４０万８，０００円に改める。  

  現行では、出産育児一時金４０万４，０００円と産科医療補償制度掛金１万

６，０００円の合計４２万円を支給しているが、令和４年１月１日から、産科

医療補償制度掛金が１万２，０００円に改められる。支給総額４２万円を維持

するため、出産育児一時金の額を改めるもの。  

 

３   施行期日  

令和４年１月１日  

 



第７８号議案　令和３年度島本町一般会計補正予算（第８号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　議案の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 13,155,373 千円

   　　　　　　　   補正後 13,787,493 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 632,120 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 53,000 △ 954 減収補填特例交付金

地方交付税 地方交付税 1,252,000 436,922 普通交付税

民生費国庫負担金 1,421,467 △ 983 国民健康保険基盤安定交付金

総務費国庫補助金 156,183 △ 528

民生費国庫補助金 404,733 6,726

衛生費国庫補助金 92,922 3,685

国民健康保険基盤安定
交付金

4,317

後期高齢者医療基盤安
定交付金

637

総務費府委託金 50,496 △ 19

寄附金 一般寄附金 50,010 15,000

繰入金
国民健康保険事業
特別会計繰入金

0 478

町有建物災害共済金 1,425

各教室等参加負担金 △ 31

清掃工場リサイクルご
み売却

200

自治会集会所修繕負担
金

8

総務債 2,900 285,000

土木債 190,400 △ 24,400 水路整備事業債

ふれあいセンター整備事業債

社会保障・税番号制度補助金

子ども・子育て支援事業費補助金

令和３年１２月定例会議

議案提出課　総務部　財政課

主な説明

町債

民生費府負担金 626,195 4,954

感染症予防事業費等補助金

工業統計調査委託金

過年度国民健康保険事業特別会計保
険基盤安定繰入金返還金

ふるさと島本応援寄附金

国庫支出金

府支出金

1,60281,429雑入諸収入



教育債 331,100 7,900

臨時財政対策債 870,000 △ 103,263

13,155,373 632,120

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

議会費 議会費 128,855 △ 200 人件費

人件費 △ 17,013

水道事業会計補助金
（児童手当給付分）

△ 72

財産管理費 78,815 △ 26 ＡＥＤ賃借料

公共施設整備積立基金
積立て

285,310

ふるさと応援基金積立
て

15,000

指定管理料 2,297

ＡＥＤ賃借料 △ 26

ふれあいセンター空調
機更新等工事

380,000

税務総務費 109,428 110 人件費

人件費 △ 100

旅費 △ 18

改竄防止用紙 △ 21

封筒 △ 8

住民基本台帳ネット
ワークシステム管理

△ 330

住民基本台帳システム
改修業務

△ 1,397

戸籍システム改修業務 △ 528

住民基本台帳ネット
ワークシステム賃貸借

△ 13

事務用備品 △ 13

旅費 △ 5

統計事務消耗品 △ 14

主な説明

歳入合計

臨時財政対策債

町債

△ 17,085

145,869 382,271

300,310113,225

一般管理費 523,913

財政調整基金等積
立金

総務費

ふれあいセンター
管理費

△ 2,42881,665
戸籍住民基本台帳
費

△ 191,006諸統計費

屋内運動場空調整備事業債



人件費 △ 2,991

戦没者追悼式粗品 △ 70

戦没者追悼式舞台装
飾、音響、照明

△ 480

車両借上 △ 255

人件費 807

旅費 14

障害者自発的活動支援
補助金

△ 250

国民健康保険事業特別
会計繰出し

6,103

国民健康保険基盤安定
繰出し

4,445

後期高齢者医療特別会
計繰出し

△ 213

後期高齢者医療基盤安
定繰出し

850

介護保険費 443,243 △ 4,726

児童福祉総務費 564,689 △ 10,300 人件費

児童手当費 568,781 6,726

生活保護総務費 34,802 925 人件費

人件費 3,020

高槻島本夜間休日応急
診療所

5,570

人件費 18

事業用消耗品 △ 10

食育料理教室賄材料 △ 48

健康教育 △ 56

システム改修業務 6,105

子育て支援事業費 54,766 17 人件費

生活環境総務費 32,515 △ 800 人件費

清掃総務費 22,174 △ 100 人件費

塵芥処理費 581,754 192 不要自転車回収業務

農業総務費 30,705 △ 550 人件費

障害者福祉費 869,106

衛生費

農林水産業費

6,00962,229保健ヘルス事業費

社会福祉総務費 △ 3,796229,741

児童手当システム改修業務

民生費

8,590158,359保健衛生総務費

介護保険事業特別会計繰出し

10,548294,995国民健康保険費

571

637436,038後期高齢者医療費



農業振興費 2,570 △ 950 農林業祭補助金

農業土木費 35,736 △ 20

林業振興費 12,889 △ 483

人件費 △ 2,378

ふるさと島本応援寄附
金手数料

306

ふるさと島本応援寄附
金支援業務

7,613

ふるさと納税取扱事業
者利用料

863

土木総務費 87,974 1,070 人件費

河川維持費 111,207 △ 27,200

都市計画総務費 88,867 △ 3,670 人件費

住宅管理費 32,480 2,805

消防費 常備消防費 425,223 △ 4,610 人件費

人件費 1,650

三島地区教育長協議会
等

△ 2

教育センター費 16,595 164 電気使用料

二小ＬＰガス 97

電気使用料 2,794

ガス使用料 736

小学校屋内運動場空調
整備設計業務

5,236

二中給食棟ＬＰガス 491

中学校屋内運動場空調
整備設計業務

2,684

第一中学校放送設備改
修実施設計業務

1,562

幼稚園費 192,749 △ 14,640 人件費

人件費 △ 2,160

こども会育成連絡協議
会

△ 180

人件費 △ 54

子ども料理教室賄材料 △ 18

6,40494,615商工振興費商工費

土木費

青少年費

農林水産業費

教育費

学校管理費
（小学校）

755,812

津梅原水路外付替工事

緑地公園住宅補修工事

森林ボランティア養成講座

大阪府ため池総合整備推進連絡協議
会

4,737141,671
学校管理費
（中学校）

事務局費

社会教育総務費

△ 53119,478

8,863

△ 2,340100,477

1,648176,254



青少年健全育成大会業
務

△ 459

文化財保護費 24,226 △ 500

生涯学習費 4,992 △ 2,700

ＬＰガス △ 10

スポーツ事業賄材料 △ 30

ゼッケン等クリーニン
グ

△ 25

ＡＥＤ賃借料 △ 14

大阪府体育連合 △ 61

三島地区体育連合 △ 47

財務省 705

地方公共団体金融機構 1,149

財務省 △ 5,896

地方公共団体金融機構 △ 7,857

大阪府市町村振興協会 485

銀行等 △ 1,179

大阪府 △ 23

13,155,373 632,120

　【人件費の補正】

　　△51,949千円（報酬　755千円、給料　△28,963千円、職員手当等　△19,866千円、

　              　共済費　△3,875千円）

　【繰越明許費の補正】

　　〔追　加〕

　　○ふれあいセンター空調機更新等工事

380,000 千円

　【債務負担行為の補正】

　　〔追　加〕

　　○職員健康診断業務委託

　　　　期　間：令和３年度から令和６年度まで

　　　　限度額：12,304千円

歳出合計

青少年費

教育費

公債費

△ 14,47063,292利子

島本町「水無瀬駒」による地域活性
化事業実行委員会

文化祭事業実行委員会

△ 18739,793スポーツ推進費

△ 53119,478

1,8541,194,626元金



　　○役場公共下水道マンホールポンプ保守点検等業務委託

　　　　期　間：令和３年度から令和４年度まで

　　　　限度額：638千円

　　○広報しまもと・議会だより等宅配業務委託

　　　　期　間：令和３年度から令和４年度まで

　　　　限度額：2,045千円

　　○公募型公益活動支援事業補助金

　　　　期　間：令和３年度から令和４年度まで

　　　　限度額：500千円

　　○ふれあいセンター等指定管理事業

　　　　期　間：令和３年度から令和５年度まで

　　　　限度額：239,923千円

　　○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３年度から令和４年度まで

　　　　限度額：5,027千円

　　○美化推進業務委託

　　　　期　間：令和３年度から令和４年度まで

　　　　限度額：1,549千円

　　○防犯灯修繕業務

　　　　期　間：令和３年度から令和４年度まで

　　　　限度額：6,558千円

　　○緑地公園住宅等補修工事

　　　　期　間：令和３年度から令和４年度まで

　　　　限度額：4,590千円

　　○英語によるコミュニケーション能力育成業務委託

　　　　期　間：令和３年度から令和４年度まで

　　　　限度額：21,120千円



　　○町立小中学校健康診断業務委託（心電図検査）

　　　　期　間：令和３年度から令和６年度まで

　　　　限度額：1,449千円

　　○町立学校園所健康診断業務委託（尿検査）

　　　　期　間：令和３年度から令和６年度まで

　　　　限度額：2,422千円

　　○町立小中学校健康診断等業務委託（教職員健康診断）

　　　　期　間：令和３年度から令和６年度まで

　　　　限度額：4,980千円

　　○町立小中学校健康診断業務委託（脊柱側弯症検診）

　　　　期　間：令和３年度から令和６年度まで

　　　　限度額：3,208千円

　　○図書館雑誌購入

　　　　期　間：令和３年度から令和４年度まで

　　　　限度額：1,772千円

　　〔廃　止〕

　　○役場庁舎ＡＥＤ賃貸借

　　　　期　間：令和３年度から令和８年度まで

　　　　限度額：191千円

　　○ふれあいセンターＡＥＤ賃貸借

　　　　期　間：令和３年度から令和８年度まで

　　　　限度額：191千円



第７９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 3,326,087 千円

   　　　　　　　   補正後 3,338,576 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 12,489 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 2,298,081 普通交付分

保険基盤安定繰入
金

4,445

職員給与費等繰入
金

1,835

財政安定化支援事
業繰入金

4,268

財政調整基金繰入金 20,096

3,326,087

繰入金
一般会計繰入金 294,995

令和３年１２月定例会議

補正額

12,489

主な説明

10,548

29

1,912 国保財政調整基金繰入金

歳入合計



〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前

人件費 △ 550

国保システム改修 2,385

保健事業費
特定健康診査等事業
費

25,532 旅費 29

基金積立金 財政調整基金積立金 40,302

過年度国庫支出金
返還金

956

過年度府支出金返
還金

478

一般会計繰出金 478
過年度保険基盤安
定繰入金返還金

478

3,326,087

　【人件費の補正】

　　△550千円（職員給　△310、職員手当等　△171千円、共済費　△69千円)

　【債務負担行為の設定】

　　○コンビニ収納代行業務

　　　　期　間：令和３年度から令和４年度まで

　　　　限度額：409千円

償還金 3,344 1,434

諸支出金

補正額

歳出合計 12,489

8,713

478

主な説明

国保財政調整基金積立金

29

総務費 一般管理費 46,014 1,835



第８０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 542,831 千円

   　　　　　　　   補正後 543,468 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 637 千円

〔歳　入〕　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

事務費繰入金 18,888 △ 213 事務費繰入金

保険基盤安定繰入
金

75,313 850

542,831 637

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

人件費 △ 213

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

523,257 850

542,831 637

　【人件費の補正】

　　△213千円（職員手当等　△224千円、共済費　11千円)

歳入合計

令和３年１２月定例会議

主な説明

繰入金　
保険基盤安定繰入金

歳出合計

主な説明

総務費 一般管理費 14,416 △ 213

保険基盤安定負担金



第８１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 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

地域支援事業交
付金

介護保険事業費
補助金

府支出金
地域支援事業交
付金

地域支援事業交
付金

職員給与費等繰
入金

その他一般会計
繰入金

介護保険給付準
備基金繰入金

37,937 △ 3,270 職員給与費等繰入金

35,802 △ 1,440 その他一般会計繰入金

令和３年１２月定例会議

2,887,823

2,884,469

△ 3,354

補正前 補正額 主な説明

介護保険給付準備基金繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　

介護保険事業費補助金　

繰入金

0 1,440

77,446 △ 20

△ 3,354

23,788 △ 16

23,788

歳入合計 2,887,823

△ 32

国庫支出金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地域支援事業交付金（包括的支援
事業・任意事業）

△ 16
地域支援事業交付金（包括的支援
事業・任意事業）

地域支援事業繰入金（包括的支援
事業・任意事業）

42,457



〔歳　出〕
(単位：千円)

款 目

一般管理費 人件費

地域支援事
業費

包括的支援事業
費

人件費

【人件費の補正】

　△3,354千円（職員給　△1,165千円、職員手当等　△1,705千円、共済費　△484千円）

△ 3,27049,489 △ 3,270

歳出合計 2,887,823 △ 3,354

補正前 補正額

14,964 △ 84 △ 84

主な説明

総務費



第８２号議案　令和３年度島本町水道事業会計補正予算（第４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

△ 72

〔支　出〕 （款） 水道事業費用

△ 3,888

3,334

人件費

受託工事費

△ 4,881

△ 4,881

主な説明

640,784

令和３年１２月定例会議

△ 72

574,728

(単位：千円)

収　入

補正前

支  出

569,847640,712

配水及び給水費 46,254 △ 68

支出合計

(単位：千円)

項 目 補正前 補正額 主な説明

目

人件費△ 14

補正額

営業外収益 他会計繰入金 19,796 児童手当繰入金

原水及び浄水費 175,801

営業費用

人件費

人件費総係費 115,854

収入合計 640,784 △ 72

項

△ 911

574,728



　【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      

工事負担金

〔支　出〕 （款） 資本的支出

　　項      

　【人件費の補正】

　　△4,956 千円（給与　△1,881 千円、手当　 △2,417 千円、法定福利費　△658 千円）

支  出

補正額

5,967

206,810

収　入

施設整備事業費 7,200

主な説明

支出合計 247,979 7,125

255,104

247,979

目 補正前

7,125

13,167

(単位：千円)

目 補正前 補正額 主な説明

7,200

収入合計 5,967 7,200

(単位：千円)

公共下水道関連配水管移設工事
負担金

工事負担金 0 7,200

建設改良費

事務費 8,938 △ 75 人件費

桜井公共下水道関連給配水管布
設替実施設計業務



第８３号議案　令和３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      

収入合計 688,312 23,300

目 補正前 補正額 主な説明

国庫補助金 国庫補助金 153,600 7,300 社会資本整備総合交付金

1,016,800

711,612 1,041,663

23,300 24,863

(単位：千円)

688,312

収　入 支  出

人件費総係費 16,766 △ 133

(単位：千円)

項 目 補正前 補正額 主な説明

営業費用

支出合計

859,650

899,400 859,517

0 △ 133

859,650 △ 133

令和３年１２月定例会議

収　入 支  出

899,400

企業債 企業債 368,500 16,000 公共下水道事業債



〔支　出〕 （款） 資本的支出

163

6,500

11,000

7,200

　【人件費の補正】

　　30 千円（手当　 32 千円、法定福利費　△2 千円）

　【債務負担行為】

　　〔追　加〕

　　　○企業会計支援業務委託

　　　　　期　間：令和３年度から令和６年度まで

　　　　　限度額：4,100千円

公共下水道整備事
業費

436,322 24,863

人件費

公共下水道関連配水
管移設補償金

公共下水道島本３号
汚水幹線外築造工事
公共下水道汚水管渠
築造工事

支出合計 1,016,800 24,863

建設改良費

(単位：千円)

項 目 補正前 補正額 主な説明



第８４号議案　令和３年度島本町一般会計補正予算（第９号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　議案の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 13,787,493 千円

   　　　　　　　   補正後 14,078,349 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 290,856 千円

〔歳　入〕　　 (単位：千円)

款 目 補正前 補正額

子育て世帯臨時特別給
付金事務費補助金

856

子育て世帯臨時特別給
付金事業費補助金

290,000

13,787,493 290,856

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

社会福祉総務費 225,945 100 人件費

事務用消耗品 100

封筒 12

郵便料 259

口座振込手数料 385

子育て世帯への臨時特
別給付金

290,000

13,787,493 290,856

　【人件費の補正】

　　100千円（職員手当等　100千円）

歳出合計

令和３年１２月定例会議（追加）

議案提出課　総務部　財政課

主な説明

主な説明

歳入合計

民生費国庫補助金 290,856411,459国庫支出金

児童手当費 290,756575,507
民生費


