
 

 

 

 

平 成 ２ ７ 年 ９ 月 定 例 会 提 出 案 件 

 
 

告  示   平成２７年８月２６日（水） 

招  集   平成２７年９月 ２日（水） 

 

 

 【９月２日提出】 

 

［決算認定…４件］ 

 

市議案第７９号 

 平成２６年度大阪府豊中市各経済歳入歳出決算認定について 

 

市議案第８０号 

 平成２６年度豊中市病院事業会計決算認定について 

 

市議案第８１号 

 平成２６年度豊中市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定について 

 

市議案第８２号 

 平成２６年度豊中市公共下水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算認定について 

 

 

［補正予算…６件］ 

 

市議案第８３号 

 平成２７年度豊中市一般会計補正予算第４号 

 

市議案第８４号 

 平成２７年度豊中市国民健康保険事業特別会計補正予算第１号 

 

市議案第８５号 

 平成２７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８６号 

 平成２７年度豊中市公共用地先行取得事業特別会計補正予算第１号 

 

市議案第８７号 

 平成２７年度豊中市病院事業会計補正予算第１号 

 

市議案第８８号 

   平成２７年度豊中市水道事業会計補正予算第１号 

 

 

 

 



 

 

［条  例…１４件］ 

 

市議案第８９号 

 豊中市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用に関する条例の設定について 

 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。平

成２５年５月３１日公布）の施行に伴い，個人番号の利用に関し必要な事項を定めるもの 

 

（１）目的 

 

（２）利用範囲 

 

（３）施行日 平成２８年１月１日ほか 

 

市議案第９０号 

 豊中市個人情報保護条例及び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 

 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。平

成２５年５月３１日公布）等の施行に伴い，保有特定個人情報の利用及び提供の制限並びに開示，訂正，削

除等を実施するための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 

 

（１）豊中市個人情報保護条例の一部改正 

  ① 利用及び提供の制限 

  ② 代理人による開示請求等 

  ③ 情報提供等記録の削除等請求 

  ④ その他 

 

（２）豊中市情報公開条例の一部改正 

 

（３）施行日 平成２７年１０月５日ほか 

 

市議案第９１号 

 住民基本台帳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 

  

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関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２５年法律第２８号。平成２５年５月３１日公布）による住民基本台帳法の一部改正

に伴い，所要の規定を整備するもの 

  

（１）目的規定の整備 

        

（２）施行日 平成２８年１月１日 

 

市議案第９２号 

 手数料条例の一部を改正する条例の設定について 

 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。平

成２５年５月３１日公布）の施行に伴い，個人番号カード等の再発行手数料の新設及び個人番号カードによ



 

 

る住民票の写し等の交付手数料の減額措置を講じるとともに，行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関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２５年法律第２８号。平成

２５年５月３１日公布）による住民基本台帳法の一部改正に伴い，住民基本台帳カードの交付手数料に関す

る規定を削除するもの 

 

（１）個人番号カード等の再発行手数料の新設 

  

（２）住民基本台帳カードの交付手数料に関する規定の削除 

 

（３）個人番号カードによりコンビニエンスストアを利用した証明書の交付手数料の減額措置 

   

（４）施行日 平成２８年１月１日ほか 

 

市議案第９３号 

 豊中市市税条例の一部を改正する条例の設定について 

 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。平成 

２５年５月３１日公布）の施行に伴い，市民税の申告事項等に個人番号又は法人番号を追加するもの 

 

（１）納税義務者等の個人番号又は法人番号を利用した名寄せや管理により賦課徴収又は調査に関する事

務を効率的に行うため，申告事項等に個人番号又は法人番号を追加 

  

（２）施行日 平成２８年１月１日 

 

市議案第９４号 

 豊中市放課後こどもクラブ会費の徴収に関する条例の一部を改正する条例の設定について 

 

  土曜日開設事業に係る放課後こどもクラブ会費の額を定めるもの 

 

  土曜日開設事業に係る会費の額  １月  １，８００円 

                    ただし，同一世帯から２ 

人以上の児童が土曜日開設 

事業の利用承認を受けてい 

る場合は，そのうち１人を 

除く他の児童は，９００円 

 

施行日 平成２８年４月１日 

 

市議案第９５号 

 豊中市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例及び豊中市家庭的保育事業等の設備及び

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 

 

児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部

を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第６３号。平成２７年３月３１日公布）による児童福祉施設最

低基準の一部を改正する省令及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，乳児

４人以上を入所させる保育所等に係る保育士の数の算定について，１人に限って保育士とみなすことがで

きる者として，准看護師を追加するもの 

 



 

 

（１）１人に限って保育士とみなすことができる者 

       （現   行）         （改 正 案） 

       保健師及び看護師     保健師，看護師及び准看護師 

   

（２）施行日 公布の日 

 

市議案第９６号 

 豊中市国民健康保険条例の一部を改正する条例の設定について 

   

国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成 

２７年厚生労働省令第１１４号。平成２７年６月２３日公布）による国民健康保険法施行規則の一部改正

に伴い，所要の規定を整備するもの 

 

施行日 公布の日 

 

市議案第９７号 

 廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の設定について 

   

所定の場所に排出された紙類，缶類等の特定再生資源等を持ち去る行為を禁止するとともに，当該行為

に係る禁止命令に違反した者に対する罰則等を定めるもの 

 

（１）特定再生資源等を持ち去る行為の禁止 

   ① 次の者以外の者による特定再生資源等の収集又は運搬の禁止 

    ア 市 

    イ 市から収集又は運搬の委託を受けた者 

    ウ 再生資源集団回収登録行商者 

 

② ①に違反した者に対する警告及び禁止命令 

 

（２）（１）②の命令に関し，豊中市行政手続条例の適用を除外 

   

（３）（１）②の命令に違反した者に対する罰則 

    ２００,０００円以下の罰金 

 

（４）施行日 平成２８年４月１日 

 

市議案第９８号 

 豊中市都市公園条例の一部を改正する条例の設定について 

 

  豊島公園，二ノ切池公園及びふれあい緑地の各自動車駐車場を公園管理者以外の者に管理させることに伴

い，公園施設の使用料の限度額その他所要の規定を改正するもの 

 

（１）有料施設としての位置付けの廃止 

   豊島公園，二ノ切池公園及びふれあい緑地の各自動車駐車場を民間事業者に管理させることに伴うもの 

 

（２）公園施設の使用料の限度額の改正 

   公園施設のうち自動車駐車場を管理する場合の使用料の限度額を入札価格を勘案して市長が定める額

とするもの 



 

 

 

（３）施行日 平成２８年４月１日  

 

市議案第９９号 

 北部大阪都市計画東豊中第一団地地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を

改正する条例の設定について 

 

建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成２７年政令第１１号。

平成２７年１月２１日公布）による建築基準法施行令の一部改正に伴い，所要の規定を整備するもの 

  

（１）既存の建築物に対する制限の緩和に関する規定の引用条項の整備  

       （現  行）          （改 正 案） 

     第１３７条の１８第２項     第１３７条の１９第２項 

 

（２）施行日 公布の日 

 

市議案第１００号 

 北部大阪都市計画永楽荘地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の設定について 

  

  北部大阪都市計画に係る地区計画の決定に伴い，永楽荘地区地区計画の区域内における建築物の敷地，構

造及び用途に関する制限を定めるもの 

 

（１）制限内容 

   建築物の用途制限     

   建築物の敷地面積の最低限度   

   建築物の高さの最高限度 

       

（２）施行日 平成２７年１０月１日 

 

市議案第１０１号 

 豊中市都市景観条例の一部を改正する条例の設定について 

 

景観計画の変更に伴い，永楽荘地区内における建築物の新築その他の行為の規制に関する事項を定める

もの 

 

 施行日 平成２７年１０月１日 

 

市議案第１０２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 

 

消防法等に違反している防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規定を定めるもの 

 

施行日 平成２８年４月１日 

 

 

［指定管理者の指定…６件］ 

 

市議案第１０３号 

 とよなか国際交流センター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 

 

  （１）施設の名称     とよなか国際交流センター 

  （２）指定管理者     豊中市玉井町１丁目１番１－６０１号 

公益財団法人とよなか国際交流協会 

  （３）指定期間      平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

 

市議案第１０４号 

 とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ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 

 

  （１）施設の名称     とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ 

  （２）指定管理者     豊中市玉井町１丁目１番１－５０１号 

一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団 

  （３）指定期間      平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

 

市議案第１０５号 

 豊中市立介護老人保健施設かがやき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 

 

  （１）施設の名称     豊中市立介護老人保健施設かがやき 

  （２）指定管理者     豊中市上野坂２丁目６番１号 

一般財団法人豊中市医療保健センター 

  （３）指定期間      平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

市議案第１０６号 

 豊中市立豊島体育館ほか９施設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 

 

  （１）施設の名称     豊中市立豊島体育館 

豊中市立柴原体育館 

豊中市立庄内体育館 

豊中市立千里体育館 

豊中市立武道館ひびき 

豊中市立高川スポーツルーム 

豊中市立二ノ切温水プール 

豊中市立豊島温水プール 

豊中市立武道館ひびき等駐車場 

豊中市立庄内体育館等駐車場 

  （２）指定管理者     豊中市服部西町５丁目１番１号 

公益財団法人豊中市スポーツ振興事業団・公益財団法人フィットネ

ス２１事業団共同事業体 

  （３）指定期間      平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

 

 



 

 

市議案第１０７号 

 豊中市立豊島公園野球場ほか１０施設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 

 

  （１）施設の名称     豊中市立豊島公園野球場 

豊中市立大門公園野球場 

豊中市立千里北町公園野球場 

豊中市立ふれあい緑地少年野球場 

豊中市立豊島公園庭球場 

豊中市立千里東町公園庭球場 

豊中市立野畑庭球場 

豊中市立ふれあい緑地庭球場 

豊中市立二ノ切少年球技場 

豊中市立グリーンスポーツセンター 

豊中市立ふれあい緑地球技場 

  （２）指定管理者     東大阪市長田東３丁目２番７号 

奥アンツーカ・とよすぽグループ 

  （３）指定期間      平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

 

市議案第１０８号 

 豊中市立文化芸術センターほか３施設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 

 

  （１）施設の名称     豊中市立文化芸術センター 

               豊中市立アクア文化ホール 

               豊中市立ローズ文化ホール 

豊中市立文化芸術センター等駐車場 

  （２）指定管理者     大阪市北区梅田３丁目３番１０号 

ＪＴＢ・日本センチュリー・日本管財・大阪共立グループ 

  （３）指定期間      平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

               ※ただし、豊中市立文化芸術センター等駐車場の指定期間は、平成

２８年１１月１日から平成３３年３月３１日まで。豊中市立文化芸

術センターの指定期間は、平成２９年１月１日から平成３３年３月

３１日まで。 

 

 

［工事請負…１２件］ 

 

市議案第１０９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 １，７４６，３２７，８４０円 

変更後 １，７８１，１９５，６４０円 

 

市議案第１１０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 ５，６５２，９７４，５２０円 

変更後 ５，８７８，８９８，６４０円 

 

市議案第１１１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 ６３７，１６４，０００円 

変更後 ６５１，４３７，２８０円 

 

市議案第１１２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 ６７８，７３７，０４０円 

変更後 ６９２，７３９，２４０円 

 

市議案第１１３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 ２７８，３５４，６４０円 

変更後 ２８５，０４０，９２０円 

 

市議案第１１４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機構工事） 

契約先 三精テクノロジーズ株式会社 

契約金額 変更前 ４５９，０００，０００円 

変更後 ４６６，６５９，３６０円 

 

市議案第１１５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音響設備工事） 

契約先 ヤマハサウンドシステム株式会社 大阪営業所 

契約金額 変更前 １９５，２４３，４８０円 

変更後 １９８，５９６，８８０円 

 

市議案第１１６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 ２７８，６４５，４００円 

変更後 ２８３，１７２，７６０円 

 

市議案第１１７号 

 工事請負変更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 変更前 ４３０，０７６，５２０円 

変更後 ４３４，７７７，７６０円  

 

市議案第１１８号 

 工事請負変更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 変更前 ２，０４１，２００，０００円 



 

 

変更後 ２，０８６，５９０，２４０円 

 

市議案第１１９号 

 工事請負契約の締結について（豊中市立第十七中学校校舎増築工事） 

   契約先 株式会社 松本工務店 

    契約金額  １６１，７８４，０００円 

 

市議案第１２０号 

 工事請負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（第二期）） 

   契約先 株式会社 河崎組 

    契約金額  ５０４，３６０，０００円 

 

 

［その他…１件］ 

 

市議案第１２１号 

 大阪府都市競艇組合の規約変更に関する協議について 

   

 

［議案外提出…７件］ 

 

１ 損害賠償の額の決定等における市長の専決事項に関する件の報告について 

（平成２７年７月１４日専決） 

 

２ 債権放棄の報告について 

 

  豊中市債権の管理に関する条例第９条の規定により、債権を放棄したので、同条例第１０条第

１項の規定により報告するもの 

 

３ 平成２６年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

 

 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、健

全化判断比率及び資金不足比率について報告するもの 

 

 ４ 平成２６年度各会計繰越計算書の報告について 

 

・平成２６年度豊中市一般会計継続費繰越計算書の報告について 

 

・平成２６年度豊中市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

・平成２６年度豊中市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

 ５ 一般財団法人豊中市医療保健センター  平成２６年度決算書 

 

 ６ 豊中都市管理株式会社         平成２６年度決算書 

 

 ７ 教育に関する事務の点検及び評価報告書 

 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規定に基づき提出するもの 

 
 


