
平成２４年３月定例会提出案件 

 

告  示   平成２４年２月１７日（金） 

招  集   平成２４年２月２４日（金） 

 

 

《初日提出予定》 

 

 

【補正予算…６件】 

 

市議案第１号 

   平成２３年度豊中市一般会計補正予算第６号 

 

市議案第２号 

   平成２３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２３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４号 

   平成２３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２３年度豊中市水道事業会計補正予算第１号 

 

市議案第６号 

   平成２３年度豊中市公共下水道事業会計補正予算第１号 

 

【当初予算…１１件】 

 

市議案第７号 

   平成２４年度豊中市一般会計予算 

 

市議案第８号 

   平成２４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２４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２４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２４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２４年度豊中市自動車駐車場事業特別会計予算 
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市議案第１３号 

 平成２４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２４年度豊中市財産区特別会計予算 

 

市議案第１５号 

 平成２４年度豊中市病院事業会計予算 

 

市議案第１６号 

 平成２４年度豊中市水道事業会計予算 

 

市議案第１７号 

 平成２４年度豊中市公共下水道事業会計予算 

 

【条例…４０件】 

 

市議案第１８号 

   豊中市地域自治推進条例の設定について 

 

地域自治組織の形成及び活動に関し必要な事項その他地域自治に関する事項を定めるもの 

 

   第 １ 条 目的 

   第 ２ 条 定義 

   第 ３ 条 基本理念 

   第 ４ 条 地域自治の原則 

   第 ５ 条 地域住民の責務 

   第 ６ 条 市の責務 

   第 ７ 条 地域自治組織の認定等 

   第 ８ 条 市の支援 

   第 ９ 条 地域づくり活動計画 

   第１０条 パートナーシップ会議等 

 

市議案第１９号 

   住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の設定について 

 

   住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成２１年法律第７７号。平成２１年７月１５日公布）

に伴い，関係条例の規定の整理を行うもの 

 

（１）関係条例 

①豊中市市民投票条例 

②豊中市印鑑条例 

③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 

④手数料条例 

⑤豊中市訴訟等に係る資金の貸付けに関する条例 

 

 （２）施行日 平成２４年７月９日 

 

市議案第２０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 

 

市長の附属機関として豊中市大規模小売店舗立地審議会を設置するもの 
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担任事務 大規模小売店舗の立地に係る周辺地域の生活環境の保持に関する重要事項の調査審議

に関する事務 

 

市議案第２１号 

  豊中市印鑑条例の一部を改正する条例の設定について 

 

（１）住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の一部改正（平成２４年政令第４号。平成２４

年１月２０日公布）に伴い，住民基本台帳の記載事項に外国人住民の通称が追加されたため，

所要の規定を改正するもの 

 

 施行日 平成２４年７月９日 

 

（２）印鑑登録証の交付に係る手数料の新設   １枚 ３００円 

 

    施行日 平成２４年７月１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 

 

職員定数を改正するもの 

                 現 行        改正案     増減 

   市 長 の 補 助 職 員            １，８４３人  １，８４４人     １人 

豊中病院及び  

上下水道局職   

員を除く。 

   豊 中 病 院 の 職 員              ７８１人    ７８１人     －人 

   上 下 水 道 局 の 職 員   ２６６人    ２６５人    △１人 

   教 育 委 員 会 の 職 員              ４０４人    ３９４人   △１０人 

   選挙管理委員会の職員                ７人      ６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      ３人     －人 

   消 防 職 員              ３８３人    ３８３人     －人 

 （議 会 の 職 員               １４人     １３人    △１人） 

                                      

     合     計   ３，７０６人  ３，６９４人   △１２人（※） 

 （※ 中核市移行に伴う人員の増員分５２人を除くと△６４人となる。） 

 

市議案第２３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 

 

行政委員会の委員の報酬の額等を改正するもの 

 

市議案第２４号 

   一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定について 

 

①高齢層職員の昇給抑制 

②持家に係る住居手当の廃止 

③職員給与の減額特例措置の適用期間の延長 

④医療職給料表（１）を除く各給料表の係長級職員に適用する号給の改正 

⑤平成１８年度給与構造改革時の在職者に係る給料の経過措置の廃止 

⑥その他所要の規定の改正 
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市議案第２５号 

   市長等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定について 

 

市長等及び教育長の給料月額並びに議会の議員の議員報酬月額を改正するもの 

 

市議案第２６号 

   市長，副市長，上下水道事業管理者及び病院事業管理者並びに教育長の給料及び手当の特例に関

する条例の設定について 

 

市長，副市長，上下水道事業管理者，病院事業管理者及び教育長の給与について特例措置を講じ

るもの 

 

市議案第２７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 

 

（１）放射線取扱職員の特殊勤務手当の新設 

 

１日につき２３０円 

 

（２）病原菌・感染症取扱職員の特殊勤務手当の受給対象業務の追加 

 

    犬の予防注射，検診，捕獲（麻酔銃等を用いて行うものに限る。）又は薬殺の作業に従事したと

き 

 

市議案第２８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に準じ，勤続期間の計算に関する規定の見直しを行うもの 

 

市議案第２９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の一部を改正する条例の設定につ

いて 

 

  障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間におい

て障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成２２年法律第７１号。

平成２２年１２月１０日公布）による障害者自立支援法の一部改正に伴い，引用条項を整備するも

の 

 

市議案第３０号 

 手数料条例の一部を改正する条例の設定について 

 

（１）当分の間，住民基本台帳カード及びとよなか市民カードの交付手数料の額を，５００円か

ら３００円に減額するもの 

 

（２）液化石油ガス事業登録申請手数料等の新設 

（大阪版地方分権推進制度による権限移譲に伴うもの） 

 

市議案第３１号 

 用品調達基金条例を廃止する条例の設定について 

 

用品の集中購買方式から単価契約方式に移行することに伴い，用品調達基金を廃止するもの 
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施行日 平成２４年６月１日 

 

市議案第３２号 

 豊中市土地基金条例の設定について 

 

   公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ

取得することにより事業の円滑な執行を図るため，土地基金を設置するもの 

 

   基金の額  ５０，０００，０００円 

 

市議案第３３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 

 

   経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関す

る暫定措置法の一部を改正する法律（平成２３年法律第１１５号。平成２３年１２月２日公布）に

よる地方税法の一部改正，東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施

策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第１１８号。平成２

３年１２月２日公布）の制定及び地方税法の一部を改正する法律（平成２３年法律第１２０号。平

成２３年１２月１４日公布）に伴い，所要の改正を行うもの 

 

（１）市たばこ税の税率の引き上げ 

（２）退職所得の分離課税に係る特例の廃止 

（３）個人の市民税の均等割の税率の特例の創設 

（４）その他所要の規定の整備 

（５）施行日 （１）平成２５年４月１日 

         （２）平成２５年１月１日 

         （３）公布の日 

 

市議案第３４号 

 あゆみ学園条例の一部を改正する条例の設定について 

 

   障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間におい

て障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成２２年法律第７１号。

平成２２年１２月１０日公布）による障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正に伴い，あゆみ

学園を知的障害児通園施設から児童発達支援センターに移行するため，使用料等に関する規定を改

正するとともに，同施設で行う事業を定めるもの 

 

   事業 児童発達支援 

    障害児に対し，児童発達支援センター等に通わせ，日常生活における基本的な動作の指導，知

識技能の付与，集団生活への適応訓練その他の便宜を供与すること 

     

市議案第３５号 

 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 

 

   障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間におい

て障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成２２年法律第７１号。

平成２２年１２月１０日公布）による児童福祉法の一部改正に伴い，しいの実学園を，肢体不自由

児通園施設から児童発達支援センターに移行するため，使用料等に関する規定を改正するとともに，

同施設で行う事業を定めるもの 

 

   事業 医療型児童発達支援 

    上肢，下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対し，医療型児童発達支援センター等に通わせ，
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児童発達支援及び治療を行うこと 

 

市議案第３６号 

 豊中市ひとり親家庭等の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 

 

   障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間におい

て障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成２２年法律第７１号。

平成２２年１２月１０日公布）による児童福祉法の一部改正に伴い，引用条項を整備するもの 

   

市議案第３７号 

 豊中市障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例の設定について 

 

   障害者基本法の一部を改正する法律（平成２３年法律第９０号。平成２３年８月５日公布）に伴

い，引用条項を整備するもの 

 

市議案第３８号 

 豊中市立障害福祉センター条例等の一部を改正する条例の設定について 

 

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間におい

て障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成２２年法律第７１号。

平成２２年１２月１０日公布）による障害者自立支援法の一部改正に伴い，引用条項を整備するも

の 

 

市議案第３９号 

 みのり園条例の一部を改正する条例の設定について 

 

   障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間におい

て障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成２２年法律第７１号。

平成２２年１２月１０日公布）による障害者自立支援法の一部改正に伴い，引用条項を整備するも

の 

 

市議案第４０号 

 豊中市立たちばな園条例の一部を改正する条例の設定について 

 

   障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間におい

て障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成２２年法律第７１号。

平成２２年１２月１０日公布）による障害者自立支援法の一部改正に伴い，引用条項を整備するも 

の 

 

市議案第４１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 

 

①介護保険法施行令の一部改正（平成２３年政令第３７６号。平成２３年１２月２日公布）に伴い，

指定介護老人福祉施設の指定に係る手数料等を新設 

②介護保険法施行令の一部改正（平成２３年政令第３７６号。平成２３年１２月２日公布）に伴い，

平成２４年度から平成２６年度までの保険料率を設定 

③介護保険法施行令の一部改正（平成２３年政令第３７６号。平成２３年１２月２日公布）に伴い，

保険料率の特例措置の設定 
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市議案第４２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，添加物等の規格基準の一部改正（平成２３年厚生労働省告示第３２１号。平成２３年９月

１２日公布）に伴い，営業者は，生食用食肉を加工し，又は調理する場合は，生食用食肉取扱者を

設置することとするもの 

 

市議案第４３号 

豊中市立リサイクル交流センター条例の一部を改正する条例の設定について 

 

   リサイクル交流センターを環境交流センターに変更することに伴い，条例の題名，同施設の名称，

設置目的及び事業を改正するとともに，指定管理者制度を導入するもの 

 

   施行日 平成２５年４月１日 

 

市議案第４４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 

現行（第４期計画） 改正案（第５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 

25,560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 

30,336円 4,776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 

25,560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 4,776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 

38,340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 5,647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 120万円超 

45,504円 7,164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 

44,730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 

53,088円 8,358円 

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 

51,120円 

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 9,552円 

第５

段階 

市民税課税者（合計所

得金額が 125万円未満） 
57,510円 

第５

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 125万円未満） 
68,256円 10,746円 

第６

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） 

63,900円 
第６

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 11,940円 

第７

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） 

76,680円 
第７

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 14,328円 

第８

段階 

市民税課税者（合計所

得金額が 300万円以上） 
89,460円 

第８

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 16,716円 

第９

段階 

市民税課税者（合計所得

金額が 400万円以上） 
113,760円 24,300円 
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   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２４年厚生労働省令第７号。平成２４年１月２０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，被保険者としない者に関する規定を整備するもの 

 

   施行日 平成２４年７月９日 

 

市議案第４５号 

 平成２４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 

 

（１）基礎賦課額の保険料の料率 

 

         （区  分）    （平成 24年度） （平成 23年度）  （差 引） 

        所 得 割            7.84/100          7.95/100      △0.11/100 

        被保険者均等割        29,510円         30,010円    △500円 

        世帯別平等割            21,702円         21,702円       0円 

        世帯別平等割（特定世帯）10,851円         10,851円       0円 

 

        【参考】一人当たり保険料月額  5,372円 

                  （前年度 5,516円に比し△144円  2.61％の引下げ） 

（２）後期高齢者支援金等賦課額の保険料の料率 

 

         （区  分）    （平成 24年度） （平成 23年度）   （差 引） 

        所 得 割             2.23/100         2.23/100         0 

        被保険者均等割         8,299円          8,299円        0円 

        世帯別平等割             5,965円          5,965円        0円 

        世帯別平等割（特定世帯） 2,983円       2,983円        0円 

 

        【参考】一人当たり保険料月額 1,534円 

（前年度 1,481円に比し 53円  3.58％の引上げ） 

（３）介護納付金賦課額の保険料の料率 

 

                （区  分）    （平成 24年度） （平成 23年度）   （差 引） 

        所 得 割            1.93/100         1.82/100      0.11/100 

        被保険者均等割        13,076円        12,576円        500円 

 

                【参考】一人当たり保険料月額 1,728円 

（前年度 1,721円に比し 7円  0.41％の引上げ） 

 

市議案第４６号 

 豊中市路上喫煙の防止に関する条例の設定について 

 

 （１）目的 

   路上喫煙の防止について必要な事項を定めることにより，市民等の身体及び財産への被害の防止

を図り，もって市民等の快適な生活環境の確保に寄与すること 

 

 （２）路上喫煙を禁止する路上喫煙禁止区域の指定 

 

 （３）過料 

   （２）の指定区域内における路上喫煙者に対する措置命令に違反した者    

２０,０００円以下の過料 
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市議案第４７号 

 豊中市屋外広告物条例の一部を改正する条例の設定について 

 

   民法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第６１号。平成２３年６月３日公布）による民法

の一部改正に伴い，屋外広告業の登録に関する規定を整備するもの 

 

市議案第４８号 

 豊中市まちづくり条例の一部を改正する条例の設定について 

 

   条例の題名，目的等を改正するとともに，まちづくり構想の提案要件及びまちづくりの活動に対

する助成等の対象を追加するもの 

 

市議案第４９号 

 市営住宅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）による公営住宅法の一部改正に伴い，公営

住宅等整備基準及び入居者の資格を定めるとともに，その他所要の規定を整備するもの 

 

市議案第５０号 

 豊中市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例の設定について 

 

   風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の一部改正（平成

２３年政令第３６３号。平成２３年１１月２８日公布，平成２３年政令第１８１号。平成２３年６

月２４日公布）に伴い，所要の規定を整備するもの 

 

  （１）許可を要する行為に関する規定に，１０ヘクタール以上の風致地区（２以上の市の区域にわ

たるものを除く。）を追加するもの 

 

  （２）放送形態の変更に伴う所要の規定の整備 

 

市議案第５１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 

 

  補助金の支給限度月額等を改正するもの 

（現  行）  （改 正 案） 

３，７５０円  ３，５００円 

 

市議案第５２号 

 豊中市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例の設定について 

 

   スポーツ振興法の全部改正（平成２３年法律第７８号。平成２３年６月２４日公布）に伴い，題

名の改正等が行われたため，スポーツ振興審議会をスポーツ推進審議会に改正するもの 

 

市議案第５３号 

 公民館条例の一部を改正する条例の設定について 

 

   公民館運営審議会委員の定数を見直すとともに，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１０５号。平成２３年８月３０

日公布）による社会教育法の一部改正に伴い，委員構成を定めるもの 
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  （１）委員定数の改正 

（現  行）  （改 正 案） 

１７人以内  １３人以内 

 

  （２）委員構成 

    ①学校教育関係者 

    ②社会教育関係者 

    ③家庭教育の向上に資する活動の関係者 

    ④学識経験者 

 

市議案第５４号 

 図書館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１０５号。平成２３年８月３０日公布）による図書館法の一部改正に伴い，図

書館協議会の委員構成を定めるもの 

 

   委員構成 

①学校教育関係者 

    ②社会教育関係者 

    ③家庭教育の向上に資する活動の関係者 

    ④学識経験者 

 

市議案第５５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） 

２０４，７８０，０００円  ２０６，５８０，０００円 

 

市議案第５６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 

 

   危険物の規制に関する政令及び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２３

年政令４０５号。平成２３年１２月２１日公布）に伴い，新たに危険物となった炭酸ナトリウム過

酸化水素付加物の貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準についての経過措置を定めるとともに，浮き

蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可申請に関する手数料の額を定めるもの 

 

市議案第５７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 

 

   障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間におい

て障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律（平成２２年法律第７１号。

平成２２年１２月１０日公布）による障害者自立支援法の一部改正に伴い，引用条項を整備するも 

の 

 

【その他…９件】 

 

市議案第５８号 

   指定金融機関の指定について 

 

     平成２４年８月１日から平成２５年７月３１日まで 
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      株式会社  りそな銀行 

 

市議案第５９号 

   市道路線の認定及び廃止について 

 

    （認定２２路線，廃止１路線） 

 

市議案第６０号 

   施設の購入について 

 

（１）購入する施設 

施設名 （仮称）養護老人ホーム永寿園とよなか 

所在地 豊中市新千里南町３丁目２番１２２ 

施設の規模 鉄筋コンクリート造（地上５階・地下１階建） 

延べ面積５，３８９．１６平方メートルのうち 

１階の一部１２３．０３平方メートル， 

３階・４階の２，１０７．７６平方メートル及び 

各階の共用部１，５８５．８２平方メートルの 

合計３，８１６．６１平方メートル 

 

（２）購入金額 

９３６，６００，０００円（消費税及び地方消費税含む） 

 

（３）購入先 

大阪市中央区谷町７丁目４番１５号 

社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 

 

市議案第６１号 

   豊中市大字走井財産区財産の公用廃止及び処分について 

 

   公用廃止及び処分する土地 

   （１）売却する土地 

    豊中市走井３丁目２７番１ 

     池沼 ７，６０２．０９平方メートル 

   （２）寄附する土地 

豊中市走井３丁目２７番２７ 

池沼   ２５０．０２平方メートル 

 

市議案第６２号 

   土地売買契約の締結について 

 

（１）購入する土地 

    （仮称）新学校給食センター整備用地 

 豊中市走井３丁目２７番１ 池沼 ７，６０２．０９平方メートル 

 

（２）購入金額 

 ７２２，１９８，５５０円 

 

（３）購入先 

豊中市大字走井財産区財産管理者 

豊中市長 淺 利 敬 一 郎   
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市議案第６３号 

   豊中市土地開発公社の解散について 

 

   豊中市土地開発公社の長期保有土地を解消し，当市の将来的財政負担を軽減するため，同公社を

解散するものである。 

 

市議案第６４号 

   第三セクター等改革推進債の起債に係る許可申請について 

 

   豊中市土地開発公社の解散に伴い，地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第３３条の５の７

第１項第３号に規定する地方債について，大阪府知事に許可を申請するために同条第３項の規定に

より提案するもの 

 

市議案第６５号 

   権利の放棄について 

 

   豊中市土地開発公社の解散に伴い，回収不可能な債権を放棄するため，地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１０号の規定により提案するもの 

 

（１）権利放棄の相手方 

豊中市中桜塚３丁目１番１号 

豊中市土地開発公社 理事長 武井 眞一 

（２）権利の内容 

市が豊中市土地開発公社のために各金融機関との間で履行する保証債務額のうち，代物弁済と

して取得する土地の価格等を控除した２，４６３，２８１，０９６円の債権 

 （３）権利放棄の理由 

豊中市土地開発公社の解散に当たり，回収不可能な債権を放棄するもの 

 

市議案第６６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２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

  （３）契約金額 

    １２，３００，０００円 

  （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１番２０－６０１号 

    資 格 公認会計士 

    氏 名 石崎一登 
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【条例…１件】（追加） 

 

市議案第６７号 

   手数条例の一部を改正する条例の設定について 

 

（１）病院開設許可申請手数料の新設 

 

（２）病院の構造設備使用前検査手数料の新設 

 

（３）ふぐ販売営業許可申請手数料の新設 

 

 

【議案外…１件】 

 

 １ 専決処分の報告について（平成２４年２月８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 ・建物等の明渡しを求める。 

・市営住宅滞納賃料等の支払を求める。 

・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賃

料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。 
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