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平 成 ３ １ 年 ３ 月 定 例 会 提 出 案 件 
 

 

告  示   平成３１年２月１８日（月） 

招  集   平成３１年２月２５日（月） 

 

【２月２５日提出】 

   

［補正予算…４件］ 

 

市議案第１号 

 平成３０年度豊中市一般会計補正予算第９号  

 

市議案第２号 

 平成３０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３号 

   平成３０年度豊中市公共用地先行取得事業特別会計補正予算第３号  

  

市議案第４号 

 平成３０年度豊中市公共下水道事業会計補正予算第３号 

 

 

［当初予算…１０件］ 

 

市議案第５号 

   平成３１年度豊中市一般会計予算 

 

市議案第６号 

 平成３１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３１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３１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３１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３１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１１号 

 平成３１年度豊中市財産区特別会計予算 

 

市議案第１２号 

 平成３１年度豊中市病院事業会計予算 

 

市議案第１３号 

 平成３１年度豊中市水道事業会計予算 
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市議案第１４号 

 平成３１年度豊中市公共下水道事業会計予算 

 

 

［条  例…２８件］ 

  

市議案第１５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 

 

   豊中市特別職報酬等審議会の担任事務に，議会の議員の期末手当並びに市長及び副市長の期末手当及 

び退職手当の額の決定についての調査審議に関する事務を追加するもの     

 

（現   行）       （改 正 案） 

議会の議員の議員報酬の額    議会の議員の議員報酬及び期末手当の額 

市長及び副市長の給料の額   市長及び副市長の給料，期末手当及び退職手当の額 

議会における政務活動費の額   議会における政務活動費の額 

 

 施行日 公布の日 

   

 

 市議案第１６号 

 豊中市印鑑条例及び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 

 

   証明書自動交付機の廃止に伴い，所要の規定を改正するもの 

 

   施行日 平成３１年５月２６日 

   

 

 市議案第１７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，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もの 

 

            （現 行）  （改正案）  （増 減） 

市長の補助職員    １,８２４人  １,７９７人   △２７人 

上下水道局の職 

員を除く。 

上下水道局の職員    ２６１人   ２５９人    △２人 

教育委員会の職員    ２５０人   ２３８人   △１２人 

選挙管理委員会の職員    ８人     ９人     １人 

監査委員の補助職員     ５人     ５人     －人 

消 防 職 員     ４０２人   ４０８人     ６人 

合 計       ２,７５０人  ２,７１６人   △３４人 

 

   施行日 平成３１年４月１日 

 

 

 市議案第１８号 

 勤務時間及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の設定について 

 

   正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項を定めるもの 
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   施行日 平成３１年４月１日 

 

 

 市議案第１９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 

 

   市長の補助機関として経営改革専門委員を設置することに伴い，同委員の報酬の額を定めるもの 

 

(1)  経営改革専門委員の報酬額 

    日額 １８，４００円 

 

(2)  施行日 平成３１年４月１日 

 

 

市議案第２０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 

 

   初任給調整手当の支給限度額等を改正するもの 

 

(1) 初任給調整手当の支給限度額の改正 

     （現  行）         （改 正 案） 

     ２５０,９００円        ２５１,２００円 

 

(2) 小・中学校任期付常勤講師の給料月額の改正 

    府費負担教職員の給与改正に準じ，小・中学校任期付常勤講師の給料の月額を改正するもの 

      （現  行）         （改 正 案） 

    153,100円～312,700円    153,100円～310,900円 

 

(3) 施行日 公布の日ほか 

 

 

市議案第２１号 

 手数料条例の一部を改正する条例の設定について   

 

   消費税法及び地方税法の一部改正に伴い，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。） 

      豊中市建築基準法施行条例に定める建築物の確認申請に係る手数料の額に次の額を加えた額 

       （現   行）        （改 正 案） 

      構造計算適合性判定に係る   構造計算適合性判定に係る 

      住宅の床面積に応じ，     住宅の床面積に応じ， 

      95,800円～584,700円           97,600円～595,500円 

  

(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。） 

      豊中市建築基準法施行条例に定める建築物の確認申請に係る手数料の額に次の額を加えた額 

       （現   行）        （改 正 案） 

      構造計算適合性判定に係る   構造計算適合性判定に係る 

      住宅の床面積に応じ，     住宅の床面積に応じ， 

      95,800円～584,700円           97,600円～595,500円 
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(3)  建築基準関係規定の適合審査を伴う建築物エネルギー消費性能向上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。） 

      豊中市建築基準法施行条例に定める建築物の確認申請に係る手数料の額に次の額を加えた額 

       （現   行）        （改 正 案） 

      構造計算適合性判定に係る   構造計算適合性判定に係る 

      住宅の床面積に応じ，     住宅の床面積に応じ， 

      95,800円～584,700円           97,600円～595,500円 

 

(4) 施行日 平成３１年１０月１日 

  

 

市議案第２２号 

 財政調整基金積立条例等の一部を改正する条例の設定について   

 

積立基金に属する現金の管理の方法として，有価証券による管理を追加するもの 

 

対象条例 

① 財政調整基金積立条例 

② 公共施設等整備基金積立条例 

③ 社会福祉事業基金積立条例 

④ 緑化事業基金積立条例 

⑤ 庁舎建設基金積立条例 

⑥ 介護給付費準備基金条例 

⑦ 減債基金積立条例 

⑧ 市民公益活動基金積立条例 

⑨ 教育振興基金積立条例 

⑩ 地球温暖化防止基金積立条例 

⑪ スポーツ振興基金積立条例 

⑫ 消防・救急救命基金積立条例 

⑬ 文化芸術振興基金積立条例 

⑭ 豊中市まちづくり応援基金積立条例 

 

施行日 平成３１年４月１日 

 

 

市議案第２３号 

 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の設定について                                

 

災害弔慰金の支給等に関する法律等の改正に伴い，災害援護資金の貸付けの利率，償還方法その他所要の

規定を改正するもの 

 

(1) 資金の貸付利率の引き下げ 

（現   行）          （改  正 案） 

年３パーセント     年１．５パーセント以内で市規則で定める率 

 

  (2) 資金の償還方法 

（現   行）          （改  正 案） 

半年賦          月賦 

 

(3) 施行日 平成３１年４月１日 
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市議案第２４号 

 豊中市子ども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 

 

   助成対象者の範囲を拡大するもの                 

 

    (1) 医療費の助成の対象となる子どもの範囲の拡大 

      （現   行）          （改  正 案） 

１５歳未満等の子ども     １８歳未満等の子ども 

  

(2) 施行日 平成３１年１１月１日   

 

 

 市議案第２５号 

 豊中市介護医療院の人員，施設及び設備並びに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 

 

介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準等の一部改正に伴い，検体検査の業務等を 

委託する場合の基準を改正するもの 

 

 施行日 公布の日 

 

 

市議案第２６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令の改正に伴い，基礎賦課限度額を改正するとともに，保険料の応益割軽減措置

を拡充するもの 

 

(1)  基礎賦課限度額の引上げ 

（現 行）    （改正案） 

     ５８０,０００円  ６１０,０００円 

 

 (2) 保険料の応益割軽減措置の拡充 

   ５割軽減及び２割軽減の対象世帯を拡充するもの 

 

(3) 施行日 平成３１年４月１日 

 

 

市議案第２７号 

平成３１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３１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３１年度）   （平成３０年度） 

   所得割       １００分の７.９７  １００分の７.８６ 

    被保険者均等割     ２６,４２４円     ２５,７６７円 

   世帯別平等割 

    特定世帯又は特定継  ２４,３３３円    ２２,８４０円 

続世帯以外の世帯 

特定世帯        １２,１６７円       １１,４２０円 
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    特定継続世帯      １８,２５０円    １７,１３０円 

 

 (2) 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 

              （平成３１年度）    （平成３０年度） 

   所得割        １００分の２.３５  １００分の２.２９ 

   被保険者均等割        ８,５６１円     ８,４２４円 

   世帯別平等割 

    特定世帯又は特定継     ７,０９７円     ６,５３７円 

続世帯以外の世帯 

    特定世帯         ３,５４９円     ３,２６９円 

    特定継続世帯       ５,３２３円     ４,９０３円 

 

 (3) 介護納付金賦課額の保険料率 

               （平成３１年度）    （平成３０年度） 

   所得割        １００分の２．０８   １００分の１．９８ 

   被保険者均等割     １４,５５９円     １３,６４５円 

 

 

市議案第２８号 

 とよなか国際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 

  

とよなか国際交流センターの施設使用料の限度額を改正するもの 

     

(1) 使用料（１日につき） 

      （現 行）            （改正案） 

 ギャラリー ８４０円      ギャラリー１ ４２０円 

                   ギャラリー２ ４２０円 

 

(2) 施行日 平成３１年４月１日 

 

 

市議案第２９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 

 

  消費税法及び地方税法の一部改正に伴い，文化芸術センター及びローズ文化ホールの利用料金の限度 

額を改正するもの 

 

(1) 文化芸術センターの利用料金の限度額の改正 

名称 単位     （現行）     （改正案） 

大ホール 1日（平日） 156,200円 159,090円 

 1日（土曜日及び休日） 187,000円 190,460円 

中ホール 1日（平日） 60,000円 61,110円 

 1日（土曜日及び休日） 72,000円 73,330円 

小ホール 1日（平日） 30,800円 31,370円 

 1日（土曜日及び休日） 37,400円 38,090円 

多目的展示室A 1日 46,200円 47,050円 

 1単位 277,200円 282,330円 

多目的展示室B 1日 36,300円 36,970円 

 1単位 217,800円 221,830円 

音楽室 1時間 580円 590円 

練習室A 1時間 910円 920円 

 

(2) ローズ文化ホールの利用料金の限度額の改正 
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名称 単位 （現行） （改正案） 

ホール 1日（平日） 45,000円 45,830円 

 1日（土曜日及び休日） 54,000円 55,000円 

    

(3) 施行日 平成３１年１０月１日 

 

 

 市議案第３０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 

 

   庭球場の使用料及び温水プールの利用料金の限度額を改正するとともに，市外居住者が使用する場合 

の使用料等の限度額を定めるもの 

 

(1)  庭球場の使用料の限度額の改正 

野畑庭球場 

        （現 行）      （改正案）    （引上額） 

（料 金）    １,３００円     １,８００円     ５００円 

 

(2) 市外居住者が使用する場合の使用料等の限度額の設定 

 

① 体育館及び体力診断システム 

② 野球場 

③ 庭球場 

④ 武道館ひびき 

⑤ ふれあい緑地球技場 

⑥ グリーンスポーツセンター 

⑦ 温水プール 

 

(3) 温水プールの利用料金の限度額の改正 

 

（現 行） （改正案） 

（単 位） １回２時間以内 １回１時間以内 

（料 金） 大人６００円  大人３１０円 

小人３００円  小人１５０円 

  

(4) 施行日 平成３１年１０月１日 

 

 

 市議案第３１号 

 豊中市立伝統芸能館条例等の一部を改正する条例の設定について 

 

   公の施設の使用料に関する指針に基づき，伝統芸能館等の使用料の限度額を改正し，冷暖房装置を使 

用する場合の使用料の限度額を廃止するとともに，市外居住者が使用する場合の使用料の限度額を定め 

るもの 

 

(1) 使用料の限度額の改正 

①  豊中市立伝統芸能館条例 

 

        （現 行） （改正案） （引上額） 

多目的ホール ７,２００円 １０,８００円 ３,６００円 

 

② 人権まちづくりセンター条例 

        （現 行） （改正案） （引上額） 
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ホール    １５,０００円 ２２,５００円 ７,５００円 

 

(2) 冷暖房装置を使用する場合の使用料の限度額の廃止 

① 豊中市立障害福祉センター条例 

② 労働会館条例 

③ 豊中市立伝統芸能館条例 

④ 人権まちづくりセンター条例 

⑤ 豊中市立生活情報センター条例 

⑥ 豊中市立環境交流センター条例 

⑦ 豊中市青年の家条例 

    

 (3) 市外居住者が使用する場合の使用料の限度額の設定 

①  豊中市立伝統芸能館条例 

②  人権まちづくりセンター条例 

     

 (4) 附則措置 

① 施行日  平成３１年４月１日ほか 

② 他の条例の一部改正 

     豊中市立人権平和センター条例 

    

 

市議案第３２号 

 豊中市立介護老人保健施設条例の一部を改正する条例の設定について 

 

  消費税法及び地方税法の一部改正に伴い，特別療養室の利用料金及び診断書等の交付手数料の消費税 

相当額の加算に係る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 

 豊中市水道事業給水条例の一部を改正する条例の設定について 

 

   消費税法及び地方税法の一部改正に伴い，水道料金及び加入金の消費税相当額の加算に係る所要の規 

定を整備するもの 

 

   施行日 公布の日 

 

 

市議案第３４号 

 豊中市下水道条例の一部を改正する条例の設定について 

 

  消費税法及び地方税法の一部改正に伴い，下水道使用料の消費税相当額の加算に係る所要の規定を整 

備するもの 

 

  施行日 公布の日 

 

 

市議案第３５号 

 豊中市病院事業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 

 

  消費税法及び地方税法の一部改正に伴い，料金及び診断書等の交付手数料の消費税相当額の加算に係 

る所要の規定を整備するもの 
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  施行日 公布の日 

 

 

市議案第３６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 

 

  事業者が排出する一般廃棄物の収集，運搬及び処分の方法の見直しに伴い，処理手数料を廃止するも 

 の 

 

施行日 平成３１年４月１日 

 

 

 市議案第３７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等の一部を改 

正する条例の設定について  

 

 建築基準法等の改正に準じ，千里中央地区，新千里西町団地地区及び新千里東町近隣センター地区に 

おける建築物の容積率等の規定の整備を図るもの 

 

 (1) 建築物の容積率等の規定の整備 

① 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 

② 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 

③ 北部大阪都市計画新千里東町近隣センター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 

   

(2)  施行日 公布の日 

 

 

 市議案第３８号 

 豊中市布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する

条例の設定について 

 

   水道法施行令の一部改正に伴い，水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件を拡大するも

の 

 

(1)  布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件に，専門職大学の前期課程を修了した者の追加 

  

(2) 施行日 平成３１年４月１日 

    

 

 市議案第３９号 

 市立豊中病院職員定数条例の一部を改正する条例の設定について  

 

   市立豊中病院の職員の定数を改正するもの 

 

        （現  行）         （改 正 案） 

８０７人           ８２０人 

 

   施行日 平成３１年４月１日 
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 市議案第４０号 

 豊中市立小・中学校設置条例の一部を改正する条例の設定について 

 

   豊中市立第六中学校と豊中市立第十中学校を廃止し，豊中市立庄内さくら学園中学校を設置するとと 

もに，豊中市立庄内小学校の位置を変更するもの 

 

(1) 豊中市立庄内さくら学園中学校の設置 

    名称 豊中市立庄内さくら学園中学校 

    位置 豊中市野田町８番１号 

    

(2) 豊中市立庄内小学校の位置の改正 

（現  行）       （改 正 案） 

豊中市庄内幸町４丁目２９番２号   豊中市野田町１番１号 

 

    (3) 施行日 平成３２年４月１日 

 

 

市議案第４１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  

   

   原田学校給食センターを廃止し，原田南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 

 

   名称 豊中市立原田南学校給食センター 

   位置 豊中市原田南２丁目８番１６号 

 

   施行日 市規則で定める日 

 

 

 市議案第４２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） 

   ２６４,６９０,０００円           ２６９,６１１,０００円 

 

＊内 訳 

      寄附金   １,１９０,０００円 

      一般財源  ３,７３１,０００円 

       計    ４,９２１,０００円 

 

   施行日 平成３１年３月２９日 

 

 

［契  約…１件］ 

  

市議案第４３号 

 工事請負契約の締結について（豊中市役所第一庁舎耐震補強工事） 

 

  契約先 株式会社 河崎組 

    契約金額  ７４３，５８０，０００円 
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［その他…５件］  

 

 市議案第４４号 

 指定金融機関の指定について 

 

     平成３１年８月１日から平成３２年７月３１日まで 

       株式会社池田泉州銀行 

 

 市議案第４５号 

 市道路線の認定、変更及び廃止について 

 

    （認定１７路線、変更３路線、廃止１路線） 

 

 市議案第４６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３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

（３）契約金額 

１２，６４０，０００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 東京都新宿区西新宿７丁目１９番１４－１１０６号 

資 格 公認会計士 

名 前 谷川 淳 

 

 市議案第４７号 

 調停の成立について 

 

  下記のとおり調停案を受諾するもの 

 

（１） 相 手 方  有限会社ワークス 

   （２） 事 件 名  市有地賃料増額請求事件 

    

 市議案第４８号 

 調停の申立てについて 

 

  下記のとおり調停を申し立てるもの 

 

（１） 相 手 方  新関西国際空港株式会社 

   （２） 事 件 名  損害賠償請求事件 

      

 

［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 

（平成３１年１月１５日専決） 

 
 本書において、平成 31年は2019年、平成32年は2020年、平成33年は2021年、平成34年は2022年、平成 35年は2023年を示す。 
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