
 

平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 定 例 会 提 出 案 件 

 
 

告  示   平成２６年１１月２０日（木） 

招  集   平成２６年１１月２７日（木） 

 

 

【１１月２７日提出】 

 

 

［報  告…１件］ 

 

 報告第２号 

   専決処分の報告について（平成２６年１１月２１日専決） 

    

・専決第４号 平成２６年度豊中市一般会計補正予算第４号 

 

 

［補正予算…１１件］ 

 

市議案第９９号 

 平成２６年度豊中市一般会計補正予算第５号 

 

市議案第１００号 

 平成２６年度豊中市介護保険事業特別会計補正予算第２号 

 

市議案第１０１号 

 平成２６年度豊中市自動車駐車場事業特別会計補正予算第１号 

 

市議案第１０２号 

 平成２６年度豊中市一般会計補正予算第６号 

 

市議案第１０３号 

 平成２６年度豊中市国民健康保険事業特別会計補正予算第２号 

 

市議案第１０４号 

 平成２６年度豊中市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第１号 

 

市議案第１０５号 

 平成２６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１０６号 

 平成２６年度豊中市自動車駐車場事業特別会計補正予算第２号 

 

市議案第１０７号 

 平成２６年度豊中市病院事業会計補正予算第２号 

  



 市議案第１０８号 

 平成２６年度豊中市水道事業会計補正予算第１号 

 

市議案第１０９号 

   平成２６年度豊中市公共下水道事業会計補正予算第１号 

 

 

［条  例…２０件］ 

 

市議案第１１０号 

 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の設定について 

 

   施行日 平成２６年１２月１日 

 

 市議案第１１１号 

   豊中市情報公開条例の一部を改正する条例の設定について   

 

行政文書の定義に関する規定を整備するもの 

   

  施行日 公布の日 

 

 市議案第１１２号 

 豊中市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の設定について 

 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき，市長が管理し，及び執行する事務を定めるもの 

 

  施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第１１３号 

 豊中市事務分掌条例の一部を改正する条例の設定について 

 

人権政策課及び都市活力部を新設するとともに，室及び部の廃止並びに室の名称及び部の事務分掌を改 

正するもの 

 

 施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第１１４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 

 

豊中市小児慢性特定疾患対策協議会を廃止するもの 

 

施行日 平成２７年１月１日 

 

 市議案第１１５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   

 

不在者投票の外部立会人及び小児慢性特定疾病審査会の委員の報酬の額を定めるとともに，そ

の他所要の規定を改正するもの 

 



（１） 不在者投票の外部立会人の報酬額 

日額   １０,７００円 

ただし，立会時間が７時間以内の場合は，立会に従事した時間に応じて算出した額 

（２） 小児慢性特定疾病審査会委員の報酬額 

       日額   １８,４００円 

（３） 施行日  （１） 公布の日 

（２） 平成２７年１月１日 

 

市議案第１１６号 

 小・中学校任期付常勤講師の任用に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について 

 

   小・中学校任期付常勤講師の任用に伴い，小・中学校任期付常勤講師の給与，勤務時間等に関し必要な 

事項を定めるもの 

   

（１） 小・中学校任期付常勤講師の主な制度概要 

     ① 任期 ３年を超えない範囲で任命権者が決定 

② 給料 月額１４８,８００円から月額３１４,４００円まで 

     ③ その他の勤務条件は，他の教員と同じ 

（２） 関係条例の改正 

     ① 分限条例 

     ② 勤務時間及び休暇に関する条例 

③ 一般職の職員の給与に関する条例 

④ 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例 

⑤ 退職手当条例 

（３） 施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第１１７号 

 手数料条例の一部を改正する条例の設定について  

 

薬事法の一部改正（平成２５年法律第４４号，平成２５年６月１４日公布。平成２５年法律第８４号，

平成２５年１１月２７日公布。平成２５年法律第１０３号，平成２５年１２月１３日公布）及び

薬事法施行令の一部改正（平成２６年政令第２６９号，平成２６年７月３０日公布）に伴い，高

度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料等を新設するとともに，引用法律等の名称の

改正その他所要の規定を整備するもの 

 

（１） 手数料の新設 

① 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料 

２９,０００円 

② 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請手数料 

１１,０００円 

（２） 施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第１１８号 

 豊中市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の設定について 

   

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律の

一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２４年法律第６７号。平成２４年

８月２２日公布）による児童福祉法の一部改正に伴い，放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定めるもの 



 

※ 市の独自基準（経過措置として設けるもの） 

                      国        市 

・ 一の支援の単位を構   おおむね４０人  おおむね７０人 

成する児童の数     以下       以下 

 

   ・ 専用区画の面積     児童１人につき  児童１人につき 

                １.６５平方      ０.９平方メー 

メートル以上    トル以上 

 

   施行日 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日 

 

市議案第１１９号 

 豊中市立障害福祉センター条例の一部を改正する条例の設定について 

 

日中一時支援事業及び短期入所事業を廃止するもの 

   

施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第１２０号 

 豊中市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の設定について 

 

国の難病医療費助成制度の見直しに伴い，助成対象者の範囲を改正するもの 

 

施行日 平成２７年１月１日 

 

 市議案第１２１号 

 豊中市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等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２

５年法律第４４号。平成２５年６月１４日公布）による介護保険法の一部改正に伴い，指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるもの 

 

※ 市の独自基準 

                  国         市 

・サービス提供の記    完結の日から２   市規則で定める 

録の保存期間      年         日から５年 

                          

施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第１２２号 

 豊中市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等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２

５年法律第４４号。平成２５年６月１４日公布）による介護保険法の一部改正に伴い，指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定めるもの 



 

※ 市の独自基準 

                  国         市 

・サービス提供の記    完結の日から２   市規則で定める 

録の保存期間      年         日から５年 

               

施行日 平成２７年４月１日 

 

市議案第１２３号 

 豊中市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準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２

５年法律第４４号。平成２５年６月１４日公布）による介護保険法の一部改正に伴い，地域包括支援セン

ターの包括的支援事業の実施に関する基準を定めるもの 

 

  施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第１２４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 

 

文化芸術センターの新設に伴い同施設の名称，位置及び利用料金の限度額を定めるとともに，市民ホー

ルの管理を指定管理者に行わせるために必要な事項を定めるもの 

 

（１） 市民ホールに指定管理者制度を導入することによる規定の改正 

（２） 文化芸術センターの新設に伴い，同施設の名称，位置及び利用料金の限度額等を規定 

     ① 名称及び位置 

       名  称   豊中市立文化芸術センター 

       位  置   豊中市曽根東町３丁目７番２号 

     ② 利用料金の限度額 

      ・大ホール    （１日につき）  （平日）      １５６，２００円 

                        （土曜日及び休日） １８７，０００円 

      ・中ホール    （１日につき）  （平日）        ６０，０００円 

                       （土曜日及び休日）   ７２，０００円 

      ・小ホール    （１日につき）  （平日）        ３０，８００円 

                       （土曜日及び休日）   ３７，４００円 

      ・その他多目的展示室等      

（３） 施行日 （１） 平成２８年４月１日 

（３） 施行日 （２） 市規則で定める日（平成２９年１月上旬を予定） 

 

市議案第１２５号 

 豊中市立火葬場条例の設定について   

 

市営葬儀を廃止するとともに，火葬場の名称，位置，使用料等を定めるもの 

 

（１） 名称及び位置 

   名  称   豊中市立火葬場 

位  置   豊中市新千里南町２丁目６番３号  

（２） 附則措置 



① 施行日 平成２７年４月１日 

② 市営葬儀条例（昭和３３年豊中市条例第１１号）の廃止 

 

 市議案第１２６号 

 文化施設等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   

 

文化芸術センター等駐車場の新設に伴い同施設の名称，位置及び利用対象施設を定めるとともに，文化

施設等駐車場の管理を指定管理者に行わせるために必要な事項を定めるもの 

 

（１） 文化施設等駐車場に指定管理者制度を導入することによる規定の改正 

（２） 文化芸術センター等駐車場の新設に伴い，同施設の名称，位置及び利用対象施設を規定 

名    称  豊中市立文化芸術センター等駐車場 

位    置  豊中市曽根東町３丁目３６番１ 

利用対象施設  豊中市立文化芸術センター 

豊中市立中央公民館 

（３） 施行日 （１） 平成２８年４月１日 

（２） 市規則で定める日（平成２９年１月上旬を予定） 

 

 市議案第１２７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及び二ノ切少年球技場の管理を指定管理者に行わせるとともに，温水プールに利用

料金制度を導入するもの 

 

（１） ふれあい緑地球技場及び二ノ切少年球技場に指定管理者制度を導入 

（２） 温水プールに利用料金制度を導入 

（３） 施行日 平成２８年４月１日 

 

 市議案第１２８号 

 豊中市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例の設定について 

   

消防本部の名称及び北消防署の管轄区域を改正するもの 

   

（１） 消防本部の名称を改正 

         （現  行）         （改 正 案） 

        豊中市消防本部         豊中市消防局 

（２） 豊能郡能勢町を北消防署の管轄区域に追加 

（３） 施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第１２９号 

 豊中市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の設定について   

 

次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正

する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成２６年政令第３１３号。平成２

６年９月２５日公布）による非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に

伴い，引用条項を整備するもの 

 

施行日 公布の日 

 



 

［指定管理者の指定…１件］ 

 

 市議案第１３０号 

   豊中市立青少年自然の家の指定管理者の指定について 

 

   施設の管理を行わせるため、指定管理者を指定するもの 

 

   施設の名称       豊中市立青少年自然の家 

   指定管理者       豊中市服部西町２丁目１４番１７号 
               特定非営利活動法人 豊中市青少年野外活動協会 

   指定期間        平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 

 

［工事請負…１８件］ 

 

 市議案第１３１号 

 工事請負変更契約の締結について（（仮称）豊中市新学校給食センター施設整備事業） 

契約先 東亜建設工業グループ  

契約金額 変更前 ２，３８４，５７４，０００円 

変更後 ２，４６７，６７７，８４０円 

  

 市議案第１３２号 

 工事請負変更契約の締結について（豊中市立第一中学校校舎改築工事） 

契約先 共立・河崎特定建設工事共同企業体 

契約金額 変更前 １，６８５，０４０，０００円 

変更後 １，７４６，３２７，８４０円 

 

 市議案第１３３号 

 工事請負変更契約の締結について（豊中市立第一中学校校舎改築電気設備工事） 

契約先 三栄電気・西田電気特定建設工事共同企業体 

契約金額 変更前 ３６２，２５０，０００円 

変更後 ３７０，５５６，２８０円 

 

 市議案第１３４号 

 工事請負変更契約の締結について（豊中市立第一中学校校舎改築空調設備工事） 

契約先 精研・ササベ特定建設工事共同企業体 

契約金額 変更前 １８８，７９０，０００円 

変更後 １９１，４１１，１６０円 

 

 市議案第１３５号 

 工事請負変更契約の締結について（豊中市立小曽根小学校校舎改築及び耐震補強工事その２） 

契約先 共立・河崎特定建設工事共同企業体 

契約金額 変更前 ６４２，０６２，０４０円 

変更後 ６６２，４７５，１２０円 

 

市議案第１３６号 

 工事請負変更契約の締結について（（仮称）豊中市文化芸術センター建設工事その２） 

契約先 大林組・河崎組特定建設工事共同企業体 



契約金額 変更前 ４，７５６，５００，０００円 

変更後 ５，６５２，９７４，５２０円 

  

 市議案第１３７号 

 工事請負変更契約の締結について（（仮称）豊中市文化芸術センター電気設備工事） 

契約先 日本電設・薮谷電気特定建設工事共同企業体 

契約金額 変更前 ６１７，４００，０００円 

変更後 ６３７，１６４，０００円 

  

 市議案第１３８号 

 工事請負変更契約の締結について（（仮称）豊中市文化芸術センター空調設備工事） 

契約先 高砂・ササベ特定建設工事共同企業体 

契約金額 変更前 ６５６，１２４，０００円 

変更後 ６７８，７３７，０４０円 

 

 市議案第１３９号 

 工事請負変更契約の締結について（（仮称）豊中市文化芸術センター給排水衛生設備工事） 

契約先 クリマ・オーディーエー特定建設工事共同企業体 

契約金額 変更前 ２６６，４９８，４００円 

変更後 ２７８，３５４，６４０円 

 

市議案第１４０号 

 工事請負変更契約の締結について（（仮称）豊中市文化芸術センター舞台照明設備工事その２） 

契約先 日本電設・薮谷電気特定建設工事共同企業体 

契約金額 変更前 ２７８，３６２，４４０円 

変更後 ２７８，６４５，４００円 

  

 市議案第１４１号 

 工事請負変更契約の締結について（豊中市立第五中学校校舎改築工事（第二期）その２） 

契約先 村本建設 株式会社 大阪支店 

契約金額 変更前 ８７６，３２７，８４０円 

変更後 ９１９，３４９，６４０円 

 

 市議案第１４２号 

 工事請負変更契約の締結について（（仮称）市営二葉第３住宅建設工事） 

契約先 大鉄工業・河崎組特定建設工事共同企業体 

契約金額 変更前 ８４２，４００，０００円 

変更後 ８９８，０１３，５２０円 

 

 市議案第１４３号 

 工事請負変更契約の締結について（豊中市立南桜塚小学校校舎改築工事（第一期）） 

契約先 株式会社 河崎組 

契約金額 変更前 ３４３，００８，０００円 

変更後 ３５３，９８４，０４０円 

 

 市議案第１４４号 

 工事請負契約の締結について（豊中市立桜井谷東小学校校舎増築工事） 

   契約先 大木建設 株式会社 大阪支店 

    契約金額  ４３０，０７６，５２０円 



 

 市議案第１４５号 

 工事請負契約の締結について（豊中市立西丘小学校校舎改築工事） 

   契約先 共立・河崎特定建設工事共同企業体 

    契約金額  ２，０４１，２００，０００円 

 

 市議案第１４６号 

 工事請負契約の締結について（豊中市立西丘小学校校舎改築工事に伴う電気設備工事） 

   契約先 栗原・村上特定建設工事共同企業体 

   契約金額  ３４１，５０８，９６０円 

 

市議案第１４７号 

 工事請負契約の締結について（豊中市立西丘小学校校舎改築工事に伴う空調設備工事） 

契約先 日比谷・アオイ特定建設工事共同企業体 

契約金額  １８０，３７９，４４０円 

 

 市議案第１４８号 

   工事請負契約の締結について（豊中市立西丘小学校校舎改築工事に伴う給排水衛生設備工事） 

   契約先 有限会社 山田管工 

契約金額  １４３，４４１，２８０円 

 

 

［議案外提出…１件］ 

 

 １ 専決処分の報告について（平成２６年１０月３０日専決） 

 

・専決第３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  ・建物等の明渡しを求める。 

・市営住宅滞納家賃等の支払を求める。 

・建物等賃貸借契約終了の日の翌日から建物等明渡済に至るまでの家賃

等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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


