
令和４年町議会９月定例会議（後半）提出予定議案 

 

 

第１０号報告 損害賠償の額を定めること及び和解の専決処分について 

第６０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６１号議案 工事請負契約の締結について 

第６２号議案 島本町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

第６３号議案 令和４年度島本町一般会計補正予算（第４号） 

第６４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２号） 

第６５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２号） 

第６６号議案 令和４年度島本町一般会計補正予算（第５号） 

 

 



令和４年９月定例会議（後半）  

 

第１０号報告  損害賠償の額を定めること及び和解の専決処分について  

 

議案提出課  総務部  総務・債権管理課  

 

１  報告理由  

損害賠償の額を定めること及び和解について、令和４年８月２７日に地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した

ので、同条第２項の規定により報告するもの。  

 

２  報告の概要  

令和４年７月１５日高槻市古曽部町一丁目３番地内において発生した事故に

ついて、茨木市島四丁目地内在住者を相手方とし、これに対する損害を次のと

おり賠償し、民法（明治２９年法律第８９号）第６９５条の規定により和解し

たもの。  

 

３  損害賠償の額  

１ ０ ３ ， ７ ０ ８ 円  



令和４年９月定例会議（後半）  

 

第６０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   細  見  知  子  

⑵  住      所   島本町山崎四丁目  

⑶  生  年  月  日   昭和４９年１１月１６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（後半）  

 

第６１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  都市計画課  

 

１  工事の概要  

   名   称   町営緑地公園住宅外壁等改修工事  

   場   所   島本町山崎二丁目１番８号  

   内   容   建築一式工事  

工   期   議会の議決日の翌日から令和５年５月３１日まで  

 

２  契約の概要  

契約金額   金２４１，０１３，３００円  

契約業者   住所  東大阪市足代三丁目５番１号  

氏名  株式会社  ソトムラ  

代表取締役  外  村  耕  作  

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４年９月定例会議（後半）  

 

第６２号議案  島本町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について  

 

議案提出課  健康福祉部  保険年金課  

 

１   提案理由  

大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴

い、所要の改正を行うもの。  

 

２   議案の概要  

  大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の改正に伴い、

条ずれ箇所を改正するもの。  

 

３   施行期日  

公布の日  

 



第６３号議案　令和４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 14,011,997 千円

   　　　　　　　   補正後 14,159,096 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 147,099 千円

〔歳　入〕　　 (単位：千円)

款 目 補正前 補正額

衛生費国庫負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89,980 82,687

総務費国庫補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　235,473 214

衛生費国庫補助金 43,316 46,304

繰入金
財政調整基金繰入
金

633,868 17,894

14,011,997 147,099

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

一般管理費 473,011 297 人件費

人権文化センター
費

9,881 36

税務総務費 111,694 79 人件費

戸籍住民基本台帳
費

80,392 214 人件費

社会福祉総務費 228,466 81 人件費

高齢者福祉費 26,225 23 人件費

国民健康保険費 299,617 32

介護保険費 449,536 16

児童福祉総務費 226,631 151 費用弁償

令和４年９月定例会議（後半）

議案提出課　総務部　財政課

主な説明

主な説明

歳入合計

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

財政調整基金繰入金

国民健康保険事業特別会計繰出し

国庫支出金

総務費

新型コロナウイルス感染症対応消毒
等業務

新型コロナウイルスワクチン接種対
策費負担金

個人番号通知書・個人番号カード関
連事務交付金

介護保険事業特別会計繰出し

民生費

1



人件費 15

剪定業務 1

側溝砂上げ等清掃業務 1

玄関管理業務 45

生活保護総務費 45,296 410 人件費

保健衛生総務費 223,449 33 人件費

子育て支援事業費 57,010 1,931 人件費

人件費 2,983

予防接種手帳等 2,122

郵便料 2,350

電話使用料 165

新型コロナウイルスワ
クチン接種事務手数料

2,700

インフルエンザ 12,970

新型コロナウイルスワ
クチン接種業務

87,131

コールセンター業務 18,071

新型コロナウイルスワ
クチン集団接種会場運
営業務

13,350

タクシー借上 200

予防接種負担金 315

予防接種扶助 118

農林水産業費 農業総務費 31,352 16 人件費

土木総務費 84,602 64 人件費

美化推進費 29,911 201 美化作業業務

都市計画総務費 83,385 16 人件費

東大寺公園駐車場開閉
外管理業務

30

水無瀬川緑地公園清掃
管理業務

54

62243,766児童福祉施設費

衛生費

142,475279,072予防費

民生費

土木費 8490,017公園費
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緑地公園住宅管理業務 14

新型コロナウイルス感
染症対応消毒等業務

91

交通安全対策費 17,487 63

消防費 常備消防費 414,869 478 人件費

事務局費 182,324 53 人件費

教育センター費 19,451 27 人件費

図書館費 41,380 152 人件費

14,011,997 147,099

　【人件費の補正】

　　6,872千円（報酬　6,318千円、職員手当等　554千円）

　              　

　【債務負担行為の補正】

　　〔追　加〕

　　○インターネット仮想化システム機器賃貸借

　　　　期　間：令和４年度から令和１０年度まで

　　　　限度額：65,548千円

歳出合計

総合的自転車等放置対策業務

教育費

土木費

105252,822住宅管理費

3



第６４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２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 3,144,580 千円

   　　　　　　　   補正後 3,144,612 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 32 千円

〔歳　入〕　　
(単位：千円)

款 目 補正前

繰入金 一般会計繰入金 299,617

3,144,580

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前

人件費

人件費

3,144,580

　【人件費の補正】

　　32千円（報酬　32千円)

令和４年９月定例会議（後半）

保健事業費
特定健康診査等事業
費

25,549 16

32 職員給与費等繰入金

歳出合計 32

総務費 一般管理費 44,692 16

歳入合計 32

補正額 主な説明

補正額 主な説明



第６５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２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

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】

　　16千円（報酬　16千円)

歳出合計 3,059,037 16

補正前 補正額 主な説明

総務費 介護認定審査会費 20,665 16

歳入合計 3,059,037 16

繰入金 28,932 16 その他一般会計繰入金

令和４年９月定例会議（後半）

3,059,037

3,059,053

16

補正前 補正額 主な説明



第６６号議案　令和４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 14,159,096 千円

   　　　　　　　   補正後 14,362,599 千円

　　歳入歳出予算　　補正額 203,503 千円

〔歳　入〕　　 (単位：千円)

款 目 補正前 補正額

国庫支出金 民生費国庫補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　233,674 196,150

繰入金
財政調整基金繰入
金

651,762 7,353 財政調整基金繰入金

14,159,096 203,503

〔歳　出〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(単位：千円)

款 目 補正前 補正額

人件費 819

事務用消耗品 50

郵便料 733

口座振込手数料 440

コールセンター等業務 19,009

インターネット回線工
事

99

電力・ガス・食料品等
価格高騰緊急支援給付
金

175,000

衛生費 保健衛生総務費 223,482 7,353

14,159,096 203,503

　【人件費の補正】

　　819千円（報酬　444千円、職員手当等　375千円）

令和４年９月定例会議（後半）

歳出合計

議案提出課　総務部　財政課

主な説明

主な説明

歳入合計

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急
支援給付金補助金

自宅療養支援セット宅配業務

196,1500
電力・ガス・食料
品等価格高騰緊急
支援給付金費

民生費
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