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令和４年９月定例会議  

 

第  ８  号報告  令和３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３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  

―  ―  ５．７  ―  

（１３．８４）  （１８．８４）  （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４年９月定例会議  

 

第  ９  号報告  令和３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３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３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４年９月定例会議  

 

第４６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   

現委員の任期満了に伴い、新たに選任するもの。  

 

２  議案の概要   

⑴  氏＊＊＊＊＊名   松  村  信  夫  

⑵  住＊＊＊＊＊所   兵庫県川西市清和台西五丁目  

⑶  生＊年＊月＊日   昭和２６年  ８  月３０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   新任  

⑹  任＊＊＊＊＊期   令和４年１０月１日から令和８年９月３０日まで  



令和４年９月定例会議  

 

第４７号議案  工事請負契約の締結について  

 

議案提出課  都市創造部  環境課  

 

１  工事の概要  

名＊＊称   令和４・５年度島本町清掃工場ごみ処理施設改修工事  

場ああ所   島本町大字尺代４９０番地  清掃工場  

内ああ容   耐火材補修工事    

２号ガス冷却室ケーシング補修工事  

２号反応塔本体ケーシング更新工事  

２号ろ過式集じん機本体ケーシング更新工事  

２号ろ布取替工事  

スートブロワ更新工事  

焼却灰コンベヤＮо．１補修工事  

クーリングタワー更新工事  

コンテナ保管場所天井部屋根張替工事  

破砕機補修工事  

工ああ期   議会の議決日から令和５年８月３１日まで  

 

２  契約の概要  

契約金額   金２２８，８００，０００円  

契約業者   住所  大阪市此花区西九条五丁目３番２８号  

氏名  エスエヌ環境テクノロジー株式会社  

代表取締役  辻    勝  久  

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２号に  

よる。）  

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４年９月定例会議  

   

第４８号議案  動産の買入れについて     

 

                      議案提出課  消防本部  管理課  

 

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   仮眠用カプセルベッド  

買入れ金額   金１８，７００，０００円  

買 入 れ 先       住所  大阪市北区天満橋一丁目８番３０号  

ＯＡＰタワー１５階  

氏名  コトブキシーティング株式会社  関西支店  

              支店長  別  所  秀  則  

 

⑵   動産の内容  

仮眠用カプセルベッド  １８床（上下２床）  

ア  幅         ２，２４６ｍｍ程度  

イ  奥行        １，４８４ｍｍ程度  

ウ  高さ        ２，３４０ｍｍ程度  

  

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２号による。）  



令和４年９月定例会議  

 

第４９号議案  職員の育児休業等に関する条例の一部改正について  

 

議案提出課  総合政策部  人事課  

 

１  提案理由  

地方公務員の育児休業等に関する法律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  非常勤職員の育児休業取得要件の緩和等に係る措置について規定するもの

（第２条、第２条の３及び第２条の４関係）。  

⑵  育児休業の取得回数制限の緩和に係る措置について規定するもの（第３条、

第３条の２及び第９条関係）。  

⑶  その他文言の整理を行うもの。  

 

３  施行期日  

  令和４年１０月１日  



令和４年９月定例会議  

 

第５０号議案  島本町ふれあいセンター条例の一部改正について  

 

議案提出課  総務部  総務・債権管理課  

 

１  提案理由  

ふれあいセンターの浴室を廃止することに伴い、所要の改正を行うもの。  

 

２  議案の概要  

別表第１⑶貸館対象施設以外の施設使用料の表を削るもの。  

 

３  施行期日  

  令和４年１０月１日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年９月定例会議  

 

第５１号議案  島本町介護保険条例の一部改正について  

 

議案提出課  健康福祉部  高齢介護課  

 

１  提案理由  

指定地域密着型サービス事業者等の指定等の事務に係る手数料を新たに設定

するため、所要の改正を行うもの。  

 

２  議案の概要  

⑴   指定地域密着型サービス事業者等の指定又は指定の更新の申請に際し、新  

たに事務処理に係る手数料を徴収するために必要な条文を追加するもの（第  

１８条、第１９条及び第２０条関係）。  

⑵   その他文言の修正を行うもの。  

 

３  施行期日  

  令和５年４月１日  

 

 

 



第５２号議案　令和４年度島本町一般会計補正予算（第３号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　議案の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 13,622,871 千円

   　　　　　　　   補正後 14,011,997 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 389,126 千円

〔歳　入〕　　 (単位：千円)

款 目 補正前 補正額

国庫支出金 衛生費国庫補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,287 29

府支出金 教育費府補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,233 2,807

財産収入 利子及び配当金 673 482

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 60,492

町営住宅管理基金
繰入金

0 712

過年度社会福祉費国庫
負担金

313

過年度障害者福祉費国
庫負担金

100

過年度ひとり親家庭福
祉費国庫負担金

23

過年度児童福祉費国庫
負担金

8,060

過年度児童手当国庫負
担金

1,723

過年度生活保護費国庫
負担金

6,655

過年度幼稚園費国庫負
担金

967

過年度保健衛生費国庫
負担金

21,424

過年度社会福祉費府負
担金

14

過年度児童福祉費府負
担金

3,209

風しん抗体検査事業費補助金

スクールサポートスタッフ配置事業
費補助金

令和４年９月定例会議

議案提出課　総務部　財政課

主な説明

町営住宅管理基金繰入金

前年度介護保険事業特別会計給付費
等精算金

各基金の収益金収入

前年度後期高齢者医療特別会計事務
費精算金

繰入金

過年度収入諸収入 43,1060



過年度幼稚園費府負担
金

618

町債 総務債 87,300 1,500

繰越金 繰越金 0 279,982 純繰越金

13,622,871 389,126

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

財産管理費 174,004 405 公用車用消耗品

ビジネスチャットサー
ビス使用料

40

パソコン等 △ 4,075

各基金収益金積立て 394

財政調整基金積立て 66,429

財政調整基金積立て
（決算剰余金分）

139,992

ふれあいセンター
管理費

143,590 6,468

障害者福祉費国庫負担
金返還金

26,081

障害者福祉費府負担金
返還金

501

福祉医療助成費国庫負
担金返還金

77

子育て世帯特別給付金
等補助金返還金

25,531

生活困窮者自立支援事
業等国庫補助金返還金

1,478

生活困窮者自立支援事
業等国庫負担金返還金

1,052

子ども子育て支援事業
費補助金返還金

280

新型コロナウイルス感
染症セーフティネット
強化補助金返還金

6,401

児童福祉費国庫負担金
返還金

420

児童福祉費府負担金返
還金

345

児童福祉費国庫補助金
返還金

1,707

保育所保育料還付金 23

主な説明

歳入合計

民生費

過年度収入諸収入

ふれあいセンター整備事業債

43,1060

総務費

財政調整基金等積
立金

電算処理費

2,495224,136児童福祉総務費

61,401

206,815268,967

△ 4,035336,121

社会福祉総務費

ふれあいセンター浴室等改修設計業
務

167,065



ひとり親家庭福祉費国
庫負担金返還金

438

ひとり親家庭福祉費府
負担金返還金

219

児童扶養手当国庫負担
金返還金

708

児童手当費 616,391 315

人件費 64

生活保護費国庫負担金
返還金

176

生活保護費府負担金返
還金

29

自宅療養支援セット宅
配業務

6,083

三島救命救急センター
運営補助金

△ 3,212

保健ヘルス事業費 59,886 3

人件費 511

児童福祉費国庫補助金
返還金

115

予防接種手帳等 60

インフルエンザ予防接
種事務手数料

215

予防接種扶助 3,900

保健衛生費国庫補助金
返還金

837

保健衛生費国庫負担金
返還金

21,070

塵芥処理費 526,350 38,500

土木費 防犯費 21,259 2,759 防犯灯設置

消防費 消防施設費 21,965 12,600 庁舎改修工事

事務局費 181,159 1,165

教育総務費国庫補助金
返還金

4,398

前年度学童保育室保育
料還付金

14

インターネット使用料 1,711

町立小学校高架水槽改
修設計業務

1,100

出退勤システム導入業
務

5,978

ＩＣカード作成業務 156

民生費

ひとり親家庭福祉
費

生活保護総務費

保健衛生総務費

衛生費

児童手当国庫負担金返還金

1,365

26945,027

インターネット使用料

4,412145,265
放課後子ども支援
費

子育て支援事業費

26,082252,990予防費

保健衛生費国庫補助金返還金

電気計装管理業務

62656,384

2,871220,578

130,326

教育費

10,192463,367
学校管理費
（小学校）



小学校施設改善 1,247

インターネット使用料 856

町立中学校高架水槽改
修設計業務

1,100

出退勤システム導入業
務

2,989

ＩＣカード作成業務 83

中学校施設改善 9,390

13,622,871 389,126

　【人件費の補正】

　　575千円（報酬　547千円、職員手当等　28千円）

　              　

　【債務負担行為の補正】

　　〔追　加〕

　　○住民集団健診等業務委託

　　　　期　間：令和４年度から令和７年度まで

　　　　限度額：21,304千円

　　○乳がん検診業務委託

　　　　期　間：令和４年度から令和７年度まで

　　　　限度額：6,886千円

　　○子宮頸がん検診業務委託

　　　　期　間：令和４年度から令和７年度まで

　　　　限度額：3,086千円

　　○空き瓶等の選別及び再資源化業務委託

　　　　期　間：令和４年度から令和５年度まで

　　　　限度額：8,006千円

　　○町立学校職員用出退勤システム使用料

　　　　期　間：令和４年度から令和９年度まで

　　　　限度額：2,838千円

　　○図書館システム使用料

　　　　期　間：令和４年度から令和９年度まで

　　　　限度額：27,847千円

歳出合計

教育費

10,192463,367
学校管理費
（小学校）

14,418238,174
学校管理費
（中学校）



第５３号議案　令和４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　保険年金課

　議案の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 613,535 千円

　　　　　　　　　　補正後 640,477 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 26,942 千円

〔歳　入〕　　
　(単位：千円)

款 目 補正前

繰越金 繰越金 0

613,535

〔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

583,141 保険料等負担金

諸支出金 一般会計繰出金 0

613,535

16 前年度事務費精算金

歳出合計 26,942

歳入合計 26,942

補正額 主な説明

26,926

令和４年９月定例会議

補正額 主な説明

26,942 前年度繰越金



第５４号議案　令和４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　高齢介護課

　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

介護給付費交付
金

地域支援事業支
援交付金

繰越金 繰越金

〔歳　出〕
(単位：千円)

款 目

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0 60,492

歳出合計 2,863,000 196,037

3,857

前年度府負担金償還金 2,398

前年度国庫補助金償還
金

4,330

前年度府補助金償還金 2,505

補正前 補正額 主な説明

3 122,455

諸支出金 償還金 0 13,090

前年度国庫負担金償還金

0 204,618 前年度繰越金

歳入合計 2,863,000 196,037

支払基金交
付金

710,538 △ 3,981 前年度交付金の精算確定

28,558 △ 4,600 前年度交付金の精算確定

令和４年９月定例会議

2,863,000

3,059,037

196,037

補正前 補正額 主な説明



第５５号議案　令和４年度島本町土地取得事業特別会計補正予算（第１号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　議案の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 273,950 千円

   　　　　　　　   補正後 274,414 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 464 千円

〔歳　入〕　　 (単位：千円)

款 目 補正前 補正額

財産収入 利子及び配当金 150 464

273,950 464

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

諸支出金 土地開発基金費 150 464

273,950 464

土地開発基金繰出し（利子収入分）

土地開発基金利子収入

歳出合計

令和４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



第５６号議案　令和４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　保険年金課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　議案の概要

　　歳入歳出総額　　補正前 3,123,500 千円

   　　　　　　　   補正後 3,144,580 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 21,080 千円

〔歳　入〕　　
(単位：千円)

款 目 補正前

普通交付分 △ 1,769

特別調整交付金分 165

財産収入 利子及び配当金 3 基金利子収入

繰越金 繰越金 0

3,123,500

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前

国保システム改修 165

国保財政調整基金
（利子）積立金

195

国保財政調整基金
積立金

16,787

前年度国庫補助金
償還金

1,109

保険給付費等交付
金償還金

2,824

3,123,500歳出合計 21,080

府支出金 保険給付費等交付金 2,150,338 △ 1,604

基金積立金 財政調整基金積立金 3 16,982

諸支出金 償還金 0 3,933

総務費 一般管理費 44,527 165

歳入合計 21,080

補正額 主な説明

195

22,489 前年度繰越金

令和４年９月定例会議

補正額 主な説明



　【債務負担行為の設定】

　　○特定健診等業務委託（集団）

　　　　期　間：令和４年度から令和７年度まで

　　　　限度額：19,230千円



第５７号議案　令和４年度島本町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

　【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 施設整備事業費 336,470 31,000 上下水道部庁舎空調更新工事

支出合計 373,520 31,000

0 31,000

(単位：千円)

目 補正前 補正額 主な説明

収　入 支  出

36,300 373,520

36,300 404,520

令和４年９月定例会議



令和４年９月定例会議  

 

第５８号議案  令和３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             150,787 千円  

  利益剰余金処分額  

   資本金                16,247 千円  

減債積立金                         40,322 千円  

建設改良積立金                      66,000 千円  

 翌年度繰越利益剰余金                 28,218 千円  



令和４年９月定例会議  

 

第５９号議案  令和３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             119,924 千円  

  利益剰余金処分額  

   減債積立金             119,000 千円  

 翌年度繰越利益剰余金                    924 千円  



令和４年９月定例会議  

 

第  １  号認定  令和３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  14,044,427 千円  

  歳出総額  13,661,817 千円  

  歳入歳出差引額  382,610 千円  

  翌年度へ繰り越すべき財源  102,628 千円  

  実質収支額  279,982 千円  

 



令和４年９月定例会議  

 

第  ２  号認定  令和３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  12 千円  

  歳出総額  12 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  



令和４年９月定例会議  

 

第  ３  号認定  令和３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  保険年金課  

 

認定の概要                           

歳入総額  3,160,223  千円  

歳出総額  3,137,734 千円  

歳入歳出差引額  22,489  千円  

翌年度へ繰り越すべき財源  220  千円  

実質収支額  22,269 千円  

 

一般状況  

被保険者数  5,571  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）  117,281 円  

現年度収納率           全体   97.50  ％  

 

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  321,845 円  

 

 

 



令和４年９月定例会議  

 

第  ４  号認定  令和３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  保険年金課  

 

認定の概要                           

歳入総額  549,077 千円  

歳出総額  522,135 千円  

歳入歳出差引額  26,942 千円  

翌年度へ繰り越すべき財源  0 千円  

実質収支額  26,942 千円  

 

一般状況  

被保険者数  4,483 人  

 

主要事項  

一人当たり年間保険料調定額  

現年度  95,923 円  

現年度収納率                 99.89％  

 

 



令和４年９月定例会議  

 

第  ５  号認定  令和３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  高齢介護課  

 

認定の概要  

歳入総額   2,786,789 千円  

歳出総額  2,582,171 千円  

歳入歳出差引額  204,618 千円  

翌年度へ繰り越すべき財源  0 千円  

実質収支額  204,618 千円  

 

一般状況  

被保険者数  8,941 人  

 

主要事項  

一人当たり年間保険料調定額  

現年度  70,175 円  

現年度収納率  99.69  ％  

 

一人当たり年間保険給付費  259,854 円  



令和４年９月定例会議  

 

第  ６  号認定  令和３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  4,734 千円  

歳出総額  4,734 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  



 

 

令和４年９月定例会議  

 

第  ７  号認定～第１１号認定  令和３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  134,394 千円  

  歳出総額  10,652 千円  

  歳入歳出差引額  123,742 千円  

  翌年度へ繰り越すべき財源  0 千円  

  実質収支額  123,742 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  1,553 100 1,453 

大字広瀬財産区  7,473 1,146 6,327 

大字桜井財産区  112,737 4,106 108,631 

大字東大寺財産区  641 0 641 

大字大沢財産区  11,990 5,300 6,690 
 



令和４年９月定例会議  

 

第１２号認定  令和３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              603,057 千円  

支出総額              496,322 千円  

当年度純利益            106,735 千円  

  資本的収支  

   収入総額  44,599 千円  

   支出総額  198,511 千円  

   収入支出差引額  △  153,912 千円  

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



令和４年９月定例会議  

 

第１３号認定  令和３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              925,035 千円  

支出総額              805,467 千円  

当年度純利益            119,569 千円  

  資本的収支  

   収入総額   786,926 千円  

   支出総額  1,097,003 千円  

   収入支出差引額  △  310,077 千円  

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




