
平 成 ２ ６ 年 ３ 月 定 例 会 提 出 案 件 

 

告  示   平成２６年２月１８日（火） 

招  集   平成２６年２月２５日（火） 

 

 

【２月２５日提出】 

 

［補正予算…６件］ 

 

 市議案第１号 

   平成２５年度豊中市一般会計補正予算第７号 

 

 市議案第２号 

平成２５年度豊中市国民健康保険事業特別会計補正予算第３号 

 

 市議案第３号 

 平成２５年度豊中市介護保険事業特別会計補正予算第３号 

 

市議案第４号 

 平成２５年度豊中市財産区特別会計補正予算第１号 

 

 市議案第５号  

平成２５年度豊中市水道事業会計補正予算第２号 

 

 市議案第６号 

 平成２５年度豊中市公共下水道事業会計補正予算第２号 

 

 

［当初予算…１１件］ 

 

 市議案第７号 

 平成２６年度豊中市一般会計予算 

 

 市議案第８号 

 平成２６年度豊中市国民健康保険事業特別会計予算 

 

 市議案第９号 

平成２６年度豊中市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 市議案第１０号 

平成２６年度豊中市介護保険事業特別会計予算 

 

 市議案第１１号 

 平成２６年度豊中市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 

 

市議案第１２号 

 平成２６年度豊中市自動車駐車場事業特別会計予算 

 



市議案第１３号 

 平成２６年度豊中市公共用地先行取得事業特別会計予算 

 

市議案第１４号 

平成２６年度豊中市財産区特別会計予算 

 

市議案第１５号 

平成２６年度豊中市病院事業会計予算 

 

市議案第１６号 

 平成２６年度豊中市水道事業会計予算 

 

市議案第１７号 

 平成２６年度豊中市公共下水道事業会計予算 

 

 

［条  例…２９件］ 

  

市議案第１８号 

 豊中市市民投票条例の一部を改正する条例の設定について 

 

   成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律（平成２５年法律第２１号。

平成２５年５月３１日公布）による公職選挙法の一部改正に準じ成年被後見人に係る市民投票の請求権及び

投票権の制限を廃止するとともに，投票資格者名簿の調製に関する規定等を改正するもの 

 

（１） 市民投票の請求権及び投票権に関する規定の改正 

 

（２） 投票資格者名簿の調製に関する規定等の改正 

 

市議案第１９号 

 執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の設定について 

 

豊中市千里中央地区活性化ビジョン策定委員会を廃止し，豊中市総合的な空き家対策方針策定委員会を設置

するもの 

 

   （１） 新たに設置する豊中市総合的な空き家対策方針策定委員会の担任事務 

       総合的な空き家対策方針の策定についての調査審議に関する事務 

 

   （２） 施行日 

      ① 豊中市千里中央地区活性化ビジョン策定委員会の廃止に係る改正   

平成２６年４月１日 

      ② 豊中市総合的な空き家対策方針策定委員会の設置に係る改正 

        市規則で定める日 

 

 市議案第２０号 

豊中市太陽光発電設備設置事業者選定委員会条例の設定について 

  

市長の附属機関として，太陽光発電設備設置事業者選定委員会を設置するもの 

                                          

（１） 所掌事項 

       太陽光発電設備設置事業者の選定に関する事項 

  



（２） 組織 

      ① 委員数  ４人 

      ② 委員構成 建築，設備又は財務に関する学識経験を有する者 

 

（３） 委員の任期 

     太陽光発電設備設置事業者の選定に係る調査審議の終了まで 

 

（４） 委員報酬 

     日額 ９,７００円 

 

（５） 施行日 市規則で定める日 

 

 市議案第２１号 

 住民基本台帳カード及びとよなか市民カードの利用に関する条例の一部を改正する条例の設定について 

 

証明書自動交付機により交付する証明書等を改正するとともに，とよなか市民カードによるサー 

ビスの提供を廃止するもの  

 

（１） 題名の改正 

 

（２） 証明書自動交付機により交付する証明書等の改正 

 

（３） 施行日 市規則で定める日 

 

市議案第２２号 

 職員定数条例の一部を改正する条例の設定について 

 

上下水道局，教育委員会及び選挙管理委員会の職員並びに消防職員の定数を改正するとともに，農業委員会 

の職員の定数を定める規定を削除するもの 

 

                             （現 行）  （改正案）  （増 減）  

   市長の補助職員    １，８３９人 １，８３９人    －人 

    上下水道局の職 

    職員を除く。 

   上下水道局の職員     ２６３人   ２６２人  △ １人 

教育委員会の職員     ３７７人   ３７０人  △ ７人 

選挙管理委員会の職員     ７人     ８人    １人 

監査委員の補助職員      ５人     ５人    －人 

   農業委員会の職員       ３人     削除  △ ３人 

消 防 職 員      ３８１人   ３７９人  △ ２人 

     合 計      ２，８７５人 ２，８６３人  △１２人 

 

＜参考＞ 

（豊中病院の職員     ８００人   ８００人    －人） 

（議会の職員        １３人    １３人    －人） 

 

 市議案第２３号 

 職員の修学部分休業に関する条例の一部を改正する条例の設定について 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成２５年 

法律第４４号。平成２５年６月１４日公布）による地方公務員法の一部改正に伴い，修学のため必要な休業の

期間を定めるもの 



     

    修学のため必要な休業の期間 ２年 

 

 市議案第２４号 

職員の高齢者部分休業に関する条例の一部を改正する条例の設定について 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成２５年 

法律第４４号。平成２５年６月１４日公布）による地方公務員法の一部改正に伴い，高齢者部分休業の対象と

なる職員の年齢を定めるもの 

 

高齢者部分休業の対象となる職員の年齢 ５５歳 

 

市議案第２５号 

豊中市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の設定について 

 

地方公務員法の一部改正（平成２５年法律第７９号。平成２５年１１月２２日公布）に伴い，任命権者の報

告事項を改正するもの 

  

市長への報告事項の追加 職員の休業の状況 

 

市議案第２６号 

委員等の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例の設定について 

 

民生委員推薦会委員の報酬の額の明確化を図るとともに，投票管理者及び投票立会人の報酬の額その他所要 

の規定を改正するもの 

 

（１） 民生委員推薦会委員の報酬の額の明確化 

  

（２） 投票管理者及び投票立会人の報酬の額の改正 

 

（３） 施行日  （１） 公布の日 

            （２） 平成２６年５月１日 

 

市議案第２７号 

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を改正する条例の設定について 

 

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法

律（平成２４年法律第５１号。平成２４年６月２７日公布）による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律の一部改正に伴い，所要の規定を整備するもの 

 

（１） 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正 

 

（２） みずほ園条例の一部改正 

 

（３） 豊中市消防団員等公務災害補償条例の一部改正 

 

市議案第２８号 

手数料条例の一部を改正する条例の設定について 

 

消費税法の一部改正（平成２４年法律第６８号。平成２４年８月２２日公布）及び地方税法の一部改正（平 

成２４年法律第６９号。平成２４年８月２２日公布）に伴い建築基準関係規定の適合審査を伴う長期優良住宅

建築等計画認定申請手数料等の額を改正するとともに，その他所要の規定を整備するもの 



 

（１） 建築基準関係規定の適合審査を伴う長期優良住宅建築等計画認定申請手数料の額の改正 

（構造計算適合性判定を行う場合に限る。） 

  

（２） 建築基準関係規定の適合審査を伴う低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の額の改正 

（構造計算適合性判定を行う場合に限る。） 

  

（３） 施行日 平成２６年４月１日 

 

 

市議案第２９号 

豊中市民生委員定数条例の設定について 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成２５年 

法律第４４号。平成２５年６月１４日公布）による民生委員法の一部改正に伴い，民生委員の定数を定めるも  

の 

 

民生委員の定数 ５７３人  

 

市議案第３０号 

豊中市指定障害福祉サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条

例の設定について 

    

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法

律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令（平成２５年厚生労働省令第１２４号。平成２５年１１

月２２日公布）及び障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部改正

（平成２６年厚生労働省令第５号。平成２６年１月２３日公布）による障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準の一部改

正に伴い，重度訪問介護の対象者の拡大，共同生活介護の共同生活援助への一元化その他所要の規定を整備す

るもの 

 

（１） 重度訪問介護の対象者の拡大 

 

（２） 共同生活介護の共同生活援助への一元化 

 

（３） 施行日 平成２６年４月１日 

 

市議案第３１号 

豊中市指定障害者支援施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の設定

について 

 

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法

律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令（平成２５年厚生労働省令第１２４号。平成２５年１１

月２２日公布）による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援

施設等の人員，設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，所要の規定を整備するもの 

 

市議案第３２号 

豊中市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の設定につ

いて 

 

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法

律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令（平成２５年厚生労働省令第１２４号。平成２５年１１



月２２日公布）による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービ

ス事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，所要の規定を整備するもの 

 

市議案第３３号 

豊中市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の設定について 

 

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法

律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令（平成２５年厚生労働省令第１２４号。平成２５年１１

月２２日公布）による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設

の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，所要の規定を整備するもの 

 

市議案第３４号 

老人デイサービスセンター条例及び豊中市立特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例の設定につい 

  て 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成２３年

法律第３７号。平成２３年５月２日公布）及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正す

る法律（平成２３年法律第７２号。平成２３年６月２２日公布）による介護保険法の一部改正に伴い，所要の

規定を整備するもの 

 

（１） 老人デイサービスセンター条例の一部改正 

 

（２） 豊中市立特別養護老人ホーム条例の一部改正 

 

市議案第３５号 

豊中市介護保険条例の一部を改正する条例の設定について 

  

指定居宅サービス事業者の指定等に係る手数料の額を定めるもの  

 

施行日 平成２６年１０月１日 

 

市議案第３６号 

市民ホール条例の一部を改正する条例の設定について 

 

ルシオーレホールを廃止するもの 

 

施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第３７号 

平成２６年度分の国民健康保険料の料率の特例に関する条例の設定について 

 

平成２６年度分の国民健康保険料の基礎賦課額，後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の料率の

特例を定めるもの                 

 

（１） 基礎賦課額の保険料率                      

平成２６年度        （平成２５年度）  

所得割               １００分の７.８４   １００分の７.８４  

被保険者均等割             ２５,５１０円     ２６,５１０円  

世帯別平等割                          

特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯  ２１,７０２円     ２１,７０２円 

特定世帯               １０,８５１円     １０,８５１円   

特定継続世帯             １６,２７７円     １６,２７７円  



【参考】１人当たり保険料月額 ５,２６４円 

（前年度 ５,２４８円に比し１６円 ０.３０％の引上げ） 

 

（２） 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率               

平成２６年度    （平成２５年度）  

所得割              １００分の２.２３   １００分の２.２３    

被保険者均等割             ８,２９９円      ８,２９９円  

世帯別平等割                          

特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯  ５,９６５円      ５,９６５円 

特定世帯               ２,９８３円      ２,９８３円  

特定継続世帯             ４,４７４円      ４,４７４円 

       【参考】１人当たり保険料月額 １,５７６円 

          （前年度 １,５１９円に比し５７円 ３.７５％の引上げ） 

 

（３） 介護納付金賦課額の保険料率                   

平成２６年度     （平成２５年度）  

所得割              １００分の１.９３   １００分の１.９３  

被保険者均等割            １３,０７６円     １３,０７６円  

【参考】１人当たり保険料月額 １,７８９円 

（前年度 １,７０４円に比し８５円 ４.９９％の引上げ） 

 

市議案第３８号 

豊中市道路占用料条例の一部を改正する条例の設定について 

 

道路法の一部改正（平成２５年法律第３０号。平成２５年６月５日公布）及び道路法施行令の一部改正

（平成２５年政令第２４３号。平成２５年８月２６日公布）に伴い，道路の占用の特例に関する規定を改

正するとともに，その他所要の規定を整備するもの 

 

市議案第３９号 

豊中市立自動車駐車場条例の一部を改正する条例の設定について 

 

服部西自動車駐車場を廃止するもの 

施行日 平成２６年１２月１日 

  

市議案第４０号 

豊中市幼稚園条例の一部を改正する条例の設定について 

 

預かり保育の実施日を拡大するもの 

 

市議案第４１号 

豊中市私立幼稚園在籍園児の保護者に対する補助金の交付に関する条例の一部を改正する条例の設定につ

いて 

 

保護者補助金と就園奨励費補助金を統合し，新たな保護者補助金制度に改めるもの 

 

（１） 補助金の交付目的の明確化 

 

（２） 補助対象者の範囲の拡大 

 

（３） 補助金の額の改正 

 

（４） 補助金の交付時期の規定の整備 



 

（５） 施行日 平成２６年４月１日 

 

市議案第４２号 

公民館条例の一部を改正する条例の設定について  

 

螢池公民館の第２集会場の使用料の限度額を定めるもの 

  

施設の名称      施設使用料（１日につき） 

第２集会場         ４,５００円 

 

施行日 平成２７年４月１日 

 

市議案第４３号 

豊中市体育施設条例の一部を改正する条例の設定について 

 

ふれあい緑地球技場の新設に伴い，同施設の名称，位置及び使用料の限度額を定めるもの 

   

（１） 名称及び位置 

          （名  称）          （位  置） 

豊中市立ふれあい緑地球技場  豊中市利倉東２丁目２２番１他 

 

（２） 使用料 

１日  ５０,０００円 

 

（３） 施行日 市規則で定める日 

 

 市議案第４４号 

奨学基金条例の一部を改正する条例の設定について 

 

基金の額を改正するもの 

 

     （現   行）                     （改 正 案） 

２０７,６１０,０００円            ２１１,７４７,０００円 

 

市議案第４５号 

豊中市消防長及び消防署長の資格を定める条例の設定について 

   

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成２５年 

法律第４４号。平成２５年６月１４日公布）による消防組織法の一部改正に伴い，消防長及び消防署長の資格

を定めるもの 

 

施行日 平成２６年４月１日 

 

市議案第４６号 

豊中市火災予防条例の一部を改正する条例の設定について 

 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正（平成２６年政令第１７号。平成２６年１

月２９日公布）に伴い製造所の設置の許可申請等に関する手数料の額を改正するとともに，消防法

施行令の一部改正（平成２５年政令第８８号。平成２５年３月２７日公布）による引用条項の移動

に伴い所要の規定を整備するもの 

 



（１） 製造所の設置の許可申請等に関する手数料の額の改正 

 

（２） 所要の規定の整備 

 

（３） 施行日 平成２６年４月１日 

 

 

［その他…３件］ 

 

市議案第４７号 

指定金融機関の指定について 

 

平成２６年８月１日から平成２７年７月３１日まで 

株式会社 池田泉州銀行 

 

市議案第４８号 

市道路線の認定、変更及び廃止について 

 

   （認定９３路線、変更１４路線、廃止１路線） 

 

市議案第４９号 

包括外部監査契約の締結について 

 

包括外部監査を行うため，地方自治法第２５２条の３６第１項の規定により提案するもの 

 

（１） 契約の目的 

       地方自治法の定めるところにより，特定の事件について監査を受けるとともに，監査の

結果に関する報告を受けること 

 

（２） 契約期間 

       平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで 

 

（３） 契約金額 

       １２，７００，０００円を上限とする額 

 

（４） 費用の支払方法 

監査の結果に関する報告提出の後に一括払い 

 

（５） 契約先 

住 所 大阪市北区大淀中２丁目１１番１２－９０３号 

資 格 公認会計士 

名 前 石崎一登 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

［議案外提出…１件］ 

 

 １ 専決処分の報告について（平成２６年１月１５日専決） 

 

  専決第１号 建物明渡等請求訴訟の提起について 

    

  市営住宅の明渡請求に応じない者に対する建物明渡等請求について訴訟を提起するもの 

 

（１） 被 告  市営住宅の明渡請求に応じない者 計２人 

   （２） 事 件 名  建物明渡等請求事件 

   （３） 請求の趣旨  ・建物の明渡しを求める。 

              ・市営住宅滞納家賃の支払を求める。 

              ・建物賃貸借契約終了の日の翌日から建物明渡済に至るまでの家賃相当

損害金の支払を求める。 

              ・訴訟費用は被告の負担とする。 

 

 

 


