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［補正予算…４件］ 

 

市議案第１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３号 

 

 市議案第２号 

   平成２６年度豊中市一般会計補正予算第７号 

 

 市議案第３号 

平成２６年度豊中市介護保険事業特別会計補正予算第４号 

 

 市議案第４号 

   平成２６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５号 

   平成２７年度豊中市一般会計予算 

 

 市議案第６号 

   平成２７年度豊中市国民健康保険事業特別会計予算 

 

 市議案第７号 

   平成２７年度豊中市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 市議案第８号 

   平成２７年度豊中市介護保険事業特別会計予算 

 

 市議案第９号 

   平成２７年度豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 

 

市議案第１０号 

平成２７年度豊中市自動車駐車場事業特別会計予算 

 

 市議案第１１号 

平成２７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１２号 

平成２７年度豊中市財産区特別会計予算 



 

 市議案第１３号 

平成２７年度豊中市病院事業会計予算 

 

 市議案第１４号 

平成２７年度豊中市水道事業会計予算 

 

 市議案第１５号 

平成２７年度豊中市公共下水道事業会計予算 

 

 

［条  例…４２件］ 

 

 市議案第１６号 

豊中市行政手続条例の一部を改正する条例の設定について 

 

行政手続法の一部改正（平成２６年法律第７０号。平成２６年６月１３日公布）に準じ，行政指導の

方式に関する規定を改正するとともに，行政指導の中止等の求め及び処分等の求めに関する規定を定めるも

の 

   

   施行日 平成２７年４月１日 

   

市議案第１７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 

 

豊中市総合的な空き家対策方針策定委員会を廃止し，豊中市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会を

設置するもの 

 

  ⑴ 新たに設置する豊中市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会の担任事務 

    まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定についての調査審議に関する事務 

  ⑵ 施行日 

   ① 豊中市総合的な空き家対策方針策定委員会の廃止に係る改正 

平成２７年４月１日 

   ② 豊中市まち・ひと・しごと創生総合戦略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１８号 

 豊中市児童養護施設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，児童養護施設設置事業者選定委員会を設置するもの 

                                          

 ⑴ 所掌事項 

   児童養護施設設置事業者の選定に関する事項 

 ⑵ 組織 

  ① 委員数  7人 

  ② 委員構成 学識経験を有する者その他市長が必要と認める者 

 ⑶ 委員の任期 

   児童養護施設設置事業者の選定に係る調査審議の終了まで 

 ⑷ 委員報酬 

   日額 ９,７００円 

 ⑸ 施行日 市規則で定める日 

 



市議案第１９号 

 豊中市学校給食センター整備事業者選定委員会条例の設定について 

 

教育委員会の附属機関として，学校給食センター整備事業者選定委員会を設置するもの 

 

 ⑴ 所掌事項 

    原田学校給食センターの建替えに伴い，学校給食センター整備事業者の選定に関する事項 

 ⑵ 組織 

  ① 委員数  ４人 

  ② 委員構成 建築，設備，栄養学又は財務に関する学識経験を有する者 

 ⑶ 委員の任期 

 学校給食センター整備事業者の選定に係る調査審議の終了まで 

  ⑷ 委員報酬 

 日額 ９,７００円 

  ⑸ 施行日 市規則で定める日 

 

市議案第２０号 

 職員定数条例の一部を改正する条例の設定について   

 

市長部局，上下水道局及び教育委員会の職員並びに消防職員の定数を改正するもの 

 

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

 市長の補助職員 １，８３９人  １，８９８人 ５９人 

 上下水道局の職 

員を除く。                                            

 上下水道局の職員 ２６２人  ２６１人  △ １人 

 教育委員会の職員 ３７０人  ２９０人 △８０人 

 選挙管理委員会の職員 ８人  ８人 －人  

 監査委員の補助職員 ５人  ５人 －人  

消 防 職 員  ３７９人 ３９７人  １８人 

     合 計 ２，８６３人   ２,８５９人     △ ４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 ） 

 施行日 平成２７年４月１日 

 

市議案第２１号 

 職員の配偶者同行休業に関する条例の設定について 

 

地方公務員法に基づき，職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるもの 

 

⑴ 休業の期間 

   ３年 

⑵ 休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由 

   外国での勤務，外国での事業の経営及び外国の大学への修学 

⑶ 施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第２２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 

 

職員給与等を改正するとともに，管理職員特別勤務手当を新設するもの 



 

⑴ 給料表の改正  

⑵ 地域手当の支給割合の改正 

                 （現  行）    （改 正 案） 

職員（医師及び歯   １００分の１０   １００分の１２ 

   科医師を除く。）     

   医師及び歯科医師   １００分の１５   １００分の１６ 

⑶ 初任給調整手当の上限額の改正 

           （現  行）     （改 正 案） 

              ２４９,１００円   ２４９,８００円 

⑷ 単身赴任手当の額の改正 

                     （現  行）    （改 正 案） 

 基  礎  額 ２３,０００円  ３０,０００円 

  加算額の上限 ４５,０００円  ７０,０００円 

⑸ 管理職員特別勤務手当の新設 

   １０,０００円を超えない範囲内で市規則で定める額 

⑹ ５５歳を超える職員の給料月額の減額支給の廃止 

⑺ 施行日 平成２７年４月１日他 

 

 市議案第２３号 

 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の設定について  

 

府費負担教職員の教員特殊業務手当の額の改正に準じ，教員特殊業務従事職員の特殊勤務手当の

支給額を改正するもの 

 

        （ 現 行 ）         （改 正 案） 

      ２,８００円～６,４００円  ３,０００円～８,０００円 

 

 施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第２４号 

 退職手当条例の一部を改正する条例の設定について 

 

   国家公務員退職手当法の一部改正（平成２６年法律第１０７号。平成２６年１１月１９日公布）に準じ，退

職手当の調整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                 

      

 ⑴ 退職手当の調整額の改正 

   ① 第１号区分から第６号区分までの調整月額を改正 

             （現  行）      （改 正 案） 

  第１号 ５０,０００円 ６５,０００円 

  第２号 ４５,８５０円 ５９,５５０円 

  第３号 ４１,７００円 ５４,１５０円  

  第４号 ３３,３５０円 ４３,３５０円 

  第５号 ２０,８５０円 ２７,１００円 

  第６号 １６,７００円 ２１,７００円 

   ② 第６号区分について，勤続期間が２４年以下の退職者に対しても調整額を支給 

⑵ 施行日 平成２７年４月１日 

 

市議案第２５号 

 豊中市幼保連携型認定こども園の学校医等の公務災害補償に関す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）による公立学校の学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正に伴い，

幼保連携型認定こども園の学校医等の公務災害補償について定めるもの 

 

 ⑴ 補償の種類 

   ① 療養補償 

   ② 休業補償 

   ③ 傷病補償年金 

   ④ 障害補償 

   ⑤ 介護補償 

   ⑥ 遺族補償 

   ⑦ 葬祭補償 

 ⑵ 補償の範囲，金額，支給方法等及び福祉事業 

 ⑶ 施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第２６号 

 豊中市財産条例の一部を改正する条例の設定について 

 

  行政財産の貸付けに関する規定を定めるもの 

 

施行日 公布の日 

   

市議案第２７号 

 手数料条例の一部を改正する条例の設定について 

 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく容積率の特例許可申請手数料等を新設する

とともに，引用法律の名称等を改正するもの 

 

⑴ 手数料の新設 

① マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく容積率の特例許可申請手数料 

   １６０,０００円 

② 設計住宅性能評価書が交付された住宅の長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 

ア 一戸建て住宅 

２２,２００円～３５,２００円 

イ 共同住宅 

６７,３００円～１,００７,４００円 

③ 設計住宅性能評価書が交付された住宅の長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 

    ５,５００円 

  ⑵ 引用法律の名称の改正 

        （ 現 行 ）         （改 正 案） 

    鳥獣の保護及び狩猟の適正化に 鳥獣の保護及び管理並びに狩 

    関する法律         猟の適正化に関する法律 

⑶ 施行日 平成２７年４月１日他   

 

市議案第２８号 

 豊中市子ども健やか育み条例及び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   

 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。平成２４年８月２２日公布）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（平成２４年法律第６６号。平

成２４年８月２２日公布）の制定に伴い，所要の規定を整備するもの 

 



 施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第２９号 

 保育の実施に関する条例を廃止す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，保育の実施に関する条例を廃止するもの 

 

   施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第３０号 

 豊中市立幼保連携型認定こども園条例の設定について   

 

   幼保連携型認定こども園の新設に伴い，同施設の名称，位置，定員等を定めるもの 

 

   施行日 平成２７年４月１日 

  

 市議案第３１号 

 あゆみ学園条例及びしいの実学園条例の一部を改正する条例の設定について   

 

   あゆみ学園及びしいの実学園の事業に保育所等訪問支援事業等を追加するもの 

  

   施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第３２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厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成２６年厚生労働省令第

１１５号。平成２６年９月３０日公布）による児童福祉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 

 

   施行日 公布の日 

 

 市議案第３３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   

 

障害福祉センターの事業を改正するもの 

   

   施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第３４号 

 みずほ園条例及びおおぞら園条例を廃止する条例の設定について   

 

みずほ園条例及びおおぞら園条例を廃止するもの 

 

   施行日 平成２７年４月１日 

 

市議案第３５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  



 

   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及び厚生労働省関係構造改革特別区域法第３４条に規定する政令等規制事業

に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第５号。平成２

７年１月１６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，基準該当生活介護及び基準該当

短期入所の対象を拡大するとともに，その他所要の規定を整備するもの 

 

   施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第３６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 

 

平成２７年度から平成２９年度までの各年度における介護保険第１号被保険者の保険料率及び介護予防・日

常生活支援総合事業等の実施に係る移行期間を定めるもの 

  

  ⑴ 保険料率の改正 
現行（第５期計画） 改正案（第６期計画） 増減 

所得段階 保険料 所得段階 保険料 

第１ 

段階 

生活保護受給者又は市民税非

課税世帯で老齢福祉年金受給

者 

30,336 円 第１ 

段階 

生活保護受給者又は市民税

非課税世帯で老齢福祉年金

受給者 

33,966 円 3,630 円 

第２ 

段階 

市民税非課税世帯で本人の課

税年金収入額と合計所得金額

の合計が 80 万円以下 

30,336 円 市民税非課税世帯で本人の

課税年金収入額と合計所得

金額の合計が 80 万円以下 

3,630 円 

第３ 

段階 

市民税非課税世帯で、本人の

課税年金収入額と合計所得金

額の合計が 80万円超 120万円

以下 

43,987 円 第２ 

段階 

市民税非課税世帯で、本人の

課税年金収入額と合計所得

金額の合計が 80 万円超 120

万円以下 

49,250 円 5,263 円 

第４ 

段階 

市民税非課税世帯で、本人の

課税年金収入額と合計所得金

額の合計が 120 万円超 

45,504 円 第３ 

段階 

市民税非課税世帯で、本人の

課税年金収入額と合計所得

金額の合計が 120 万円超 

50,949 円 5,445 円 

第５ 

段階 

市

民

税

課

税

世

帯 

本人が市民税非課税で本

人の課税年金収入額と合

計所得金額の合計が 80

万円以下 

53,088 円 第４ 

段階 

市

民

税

課

税

世

帯 

本人が市民税非課税で

本人の課税年金収入額

と合計所得金額の合計

が 80 万円以下 

59,440 円 6,352 円 

第６ 

段階 

本人が市民税非課税で本

人の課税年金収入額と合

計所得金額の合計が 80

万円超 

60,672 円 第５ 

段階 

本人が市民税非課税で

本人の課税年金収入額

と合計所得金額の合計

が 80 万円超 

67,932 円 7,260 円 

第７ 

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 125 万円未満） 

68,256 円 第６ 

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 120 万円未満） 

76,763 円 8,507 円 

第７ 

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 120万円以上 125

万円未満） 

77,102 円 8,846 円 

第８ 

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 125 万円以上 200

万円未満） 

75,840 円 第８ 

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 125万円以上 190

万円未満） 

85,933 円 10,093 円 



第９ 

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 190万円以上 200

万円未満） 

86,613 円 10,773 円 

第９ 

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 200 万円以上 300

万円未満） 

91,008 円 第 10 

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 200万円以上 290

万円未満） 

102,916円 11,908 円 

第 11 

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 290万円以上 300

万円未満） 

103,596円 12,588 円 

第 10 

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 300 万円以上 400

万円未満） 

106,176円 第 12 

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 300万円以上 400

万円未満） 

120,579円 14,403 円 

第 11 

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 400 万円以上） 

113,760円 第 13 

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 400万円以上 600

万円未満） 

129,070円 15,310 円 

第 14 

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 600万円以上 800

万円未満） 

135,864円 22,104 円 

第 15 

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 800 万円以上

1,000 万円未満） 

149,450円 35,690 円 

第 16 

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 1,000 万円以上） 

163,036円 49,276 円 

 

 ⑵ 介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施日 

平成２９年４月１日 

   ⑶ 施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第３７号 

  豊中市指定居宅サービス等の事業の人員，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 

                       

   介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第４号。平成２７年１月１６日公布）

による指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，通所介護

に係る設備に関する基準その他所要の規定を改正するもの     

 

   施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第３８号 

  豊中市指定地域密着型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 

 

   介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第４号。平成２７年１月１６日公布）

による指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い，小規

模多機能型居宅介護に係る設備に関する基準その他所要の規定を改正するもの                         

 

   施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第３９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一部を改正する

条例の設定について 

  

   介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第４号。平成２７年１月１６日公布）

による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の一部改正に伴い，所要の規定を整

備するもの 



 

   施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第４０号 

  豊中市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

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一部を改正する条例の設定

について  

 

   介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第４号。平成２７年１月１６日公布）

による指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い，介護予防通所介護に係る設

備に関する基準その他所要の規定を改正するもの                      

  

   施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第４１号 

  豊中市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービス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一部を改

正する条例の設定について 

 

   介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第４号。平成２７年１月１６日公布）

による指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービス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の一部改正に伴い，介護予防

小規模多機能型居宅介護に係る設備に関する基準その他所要の規定を改正するもの       

 

   施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第４２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一部を改正する条例の設定について 

  

   介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第４号。平成２７年１月１６日公布）

による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の一部改正に伴い，所要の規定を整備するもの                        

   

施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第４３号 

 豊中市立母子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   

 

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（平成２６年法律第２８号。平成２６年４月２３日公布）による母子及び寡婦福祉法の一部

改正に伴い，条例の題名等を改正するもの 

 

   施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第４４号 

 豊中市婦人保護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   

 

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厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成２６年厚生労働省令第

１１５号。平成２６年９月３０日公布）による婦人保護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 

 

 施行日 公布の日 

  

市議案第４５号 

 豊中市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例の設定について   

 

食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針の改正に準じ，公衆衛生上講ずべき措置に関する基

準を改正するもの 

  

    ⑴ 公衆衛生上講ずべき措置に関する基準をア又はイのいずれかによることとするもの 

 ア 従来型基準（危害分析・重要管理点方式を用いずに衛生管理を行う場合の基準） 

   イ HACCP導入型基準（危害分析・重要管理点方式を用いる場合の基準） 

 ⑵ 施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第４６号 

 平成２７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２７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                 

 

   ⑴ 基礎賦課額の保険料率  ※平成２６年度と同じ                      

               平成２７年度     

   所得割       １００分の７.８４    

     被保険者均等割      ２５,５１０円       

    世帯別平等割                          

     特定世帯又は特定継   ２１,７０２円      

続世帯以外の世帯 

特定世帯         １０,８５１円            

     特定継続世帯           １６,２７７円            

【参考】１人当たり保険料月額 ５,２７３円 

      （前年度 ５,２６４円に比し９円 ０.１７％の引上げ） 

  

  ⑵ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率  ※平成２６年度と同じ             

               平成２７年度    

    所得割       １００分の２.２３      

    被保険者均等割       ８,２９９円        

    世帯別平等割                          

     特定世帯又は特定継    ５,９６５円       

続世帯以外の世帯    

     特定世帯         ２,９８３円        

     特定継続世帯       ４,４７４円       

【参考】１人当たり保険料月額 １,５７５円 

      （前年度 １,５７６円に比し△１円 △０.０６％の引下げ） 

 

 ⑶ 介護納付金賦課額の保険料率  ※平成２６年度と同じ                 

               平成２７年度       

    所得割       １００分の１.９３     

    被保険者均等割     １３,０７６円       

【参考】１人当たり保険料月額 １,７４１円 

     （前年度 １,７８９円に比し△４８円 △２.６８％の引下げ） 

  ⑷ 施行日 平成２７年４月１日 



 

 市議案第４７号 

 螢池駅前再開発地区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   

  

   螢池駅西自動車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 

 

 ⑴ 指定管理者が行う業務の範囲 

 ⑵ 指定管理者の指定の手続 

 ⑶ 利用料金制度の導入 

 ⑷ 豊中市螢池駅前再開発地区自動車駐車場指定管理者選定評価委員会の設置 

 ⑸ 施行日 平成２８年４月１日他 

 

 市議案第４８号 

 豊中市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の設定について 

 

建築基準法の一部改正（平成２６年法律第５４号，平成２６年６月４日公布）に伴い，構造計算適

合性判定に関する手数料の額の改正及び既存不適格建築物の移転に係る制限の緩和の認定の申請審

査に係る手数料の名称及び額を定めるとともに，その他所要の規定を改正するもの 

 

 ⑴ 構造計算適合性判定制度の見直しに伴う改正 

 ⑵ 既存不適格建築物の他の敷地への移転に係る制限の緩和に伴う手数料の新設 

    ２７,０００円～５８４,０００円 

 ⑶ 施行日 平成２７年６月１日他 

 

 市議案第４９号 

 北部大阪都市計画千里中央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及び北部大阪都市計

画新千里西町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   

 

   建築基準法の一部改正（平成２６年法律第５４号。平成２６年６月４日公布）等に準じ，千里中

央地区及び新千里西町団地地区の建築物の容積率等の算定の基礎となる延べ面積の算定方法の合理

化を図るもの 

 

施行日 平成２７年４月１日他 

 

 市議案第５０号 

 豊中市教育委員会委員定数条例の一部を改正す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の一部改正（平成２６年法律第７６号。平成２６年６月２

０日公布）に伴い，教育委員会の委員の定数を改正するもの 

 

                （現 行）       （改正案）      

           ６人          ５人       

 

  施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第５１号 

 教育長の職務に専念する義務の特例に関す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の一部改正（平成２６年法律第７６号。平成２６年６月２

０日公布）に伴い，教育長の職務に専念する義務の特例について定めるもの 

 



施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第５２号 

 教育長の勤務時間及び休暇に関す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の一部改正（平成２６年法律第７６号。平成２６年６月２

０日公布）を踏まえ，教育長の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めるもの 

 

施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第５３号 

 委員等の報酬及び費用弁償条例等の一部を改正す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の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号。平成２

６年６月２０日公布）による地方自治法の一部改正に伴い，教育長に係る規定等を改正するもの 

 

⑴ 関係条例 

 ① 委員等の報酬及び費用弁償条例 

 ② 市長等の給与に関する条例 

 ③ 市長等の退職手当に関する条例 

⑵ 施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第５４号 

 教育長の給与並びに勤務条件に関する条例を廃止す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の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号。平成２

６年６月２０日公布）による教育公務員特例法の一部改正に伴い，教育長の給与並びに勤務条件に関

する条例を廃止するもの 

 

施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第５５号 

 教育センター条例の一部を改正する条例の設定について   

 

教育センターの教育相談に関する業務を移管するもの 

 

   施行日 平成２７年４月１日 

 

 市議案第５６号 

 豊中市学校給食センター条例の一部を改正する条例の設定について   

 

   服部学校給食センターを廃止し，走井学校給食センターを設置するとともに，同施設の名称及び

位置について定めるもの 

 

   施行日 市規則で定める日 

 

 市議案第５７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） 

   ２１１,７４７,０００円           ２２６,３５８,０００円    

 

施行日 平成２７年３月３１日 

 

 

［その他…４件］ 

 

 市議案第５８号 

   指定金融機関の指定について 

 

     平成２７年８月１日から平成２８年７月３１日まで 

       株式会社 三井住友銀行 

 

 市議案第５９号 

   市道路線の認定、変更及び廃止について 

 

    （認定２２路線、変更３路線、廃止１路線） 

 

 市議案第６０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）契約の期間 

    平成２７年４月１日から平成２８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 豊中市新千里北町１丁目２０番３号 

    資 格 公認会計士 

    氏 名 玉置寿子 

 

 市議案第６１号 

   大阪府豊能地区教職員人事協議会の規約変更について 

 

 

［議案外提出…１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 

 

 

 

 

 

 


