令和 4 年 5 月定例会提出予定議案
知事提出
議案

【令和 4 年 5 月定例会提出予定】
番号

件名

１

工事請負契約締結の件

２

３

概要
大阪府営原山台４丁住宅高層耐火住宅撤去工事

（大阪府営住宅建設事

契約金額

５億２，５８０万円

業）

請負者

南海辰村建設株式会社

工事請負契約締結の件

大阪府計量検定所改築工事（本館）

（大阪府計量検定所整

契約金額

５億２，４７０万円

備事業）

請負者

藤原工業株式会社

不動産買入れの件

枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業により整備され
る建築物の一部
所在地

枚方市岡東町

面積

土地
１３，５４９．９０㎡のうち、共用持分
１，０００，０００分の５２，９４８
建物
専有部分の床面積３，２６９．５２㎡及
びこれに関係する共用部分に係る共用持
分

４

動産買入れの件（備蓄

買入れ金額

２９億１，８２４万９００円

相手方

枚方市駅周辺地区市街地再開発組合

新型インフルエンザ対策に係る備蓄用抗インフルエンザウ

用抗インフルエンザウ イルス薬
イルス薬）

５

大阪府立生野支援学校

リレンザ備蓄用
買入れ金額

２億７，４９０万５，８４０円

買入れ先

グラクソ・スミスクライン株式会社

大阪府立生野支援学校において発生した生徒の負傷事案に

における生徒の負傷事 関して、損害賠償の額を決定し、民法第６９５条の規定によ
故に関する損害賠償の り和解するため、議決を求めるもの。
額の決定及び和解の件

1

６

指定管理者の指定の件 (1) 浜寺公園
（都市公園）

指定期間

令和５年４月１日から
令和２５年３月３１日まで

指定する団体

浜寺公園指定管理グループ

(2) 服部緑地
指定期間

令和５年４月１日から
令和２５年３月３１日まで

指定する団体

服部緑地スマイルパートナーズ

(3) 二色の浜公園
指定期間

令和５年４月１日から
令和２５年３月３１日まで

指定する団体

二色の浜リバイバル・プロジェクトグ
ループ

７

職員の退職手当に関す
る条例一部改正の件

国家公務員退職手当法の改正により、雇用保険法に基づく
地域延長給付に相当する金額を退職手当として支給する特例
措置の対象が令和７年３月３１日以前の退職者までとされた
ことに伴い、失業者の退職手当に関する特例について同趣旨
の改正を行う。
施行日：公布の日ほか

８

職員の特殊勤務手当に

教育職員の勤務時間の管理をより柔軟に行うため、勤務日

関する条例一部改正の 間において１時間単位で勤務時間を割り振ることができるこ
件

ととしたことに伴い、１時間単位で勤務時間の割振りを行っ
た日についても教員特殊業務手当を支給することができるこ
ととする。
施行日：公布の日

2

９

大阪府議会議員及び大

公職選挙法施行令の改正に伴い、大阪府議会議員及び大阪

阪府知事の選挙におけ 府知事の選挙における選挙運動の公費負担の額を改正する。
る選挙運動の公費負担

〔主な改正内容〕

に関する条例一部改正

・選挙運動用自動車の借入れ

の件

１日当たりの上限額
〔改正前〕１５，８００円
〔改正後〕１６，１００円 等
・選挙運動用ビラの作成
５万枚以下の場合 １枚当たりの作成単価
〔改正前〕７円５１銭
〔改正後〕７円７３銭

等

・選挙運動用ポスターの作成
選挙区のポスター掲示場数が５００以下の場合
１枚当たりの作成単価
〔改正前〕５２５円６銭
〔改正後〕５４１円３１銭 等
施行日：公布の日
１０

大阪府建築都市行政事

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正により、

務手数料条例一部改正 既存の住宅のうち、その構造及び設備が長期使用構造等に該
の件

当すると認められるものについて、増改築行為がなくとも長
期優良住宅維持保全計画を認定することができることとされ
たこと等に伴い、当該事務に係る手数料を新たに設定する等
の改正を行う。
・住宅性能評価書等が交付された一戸建ての住宅で、建築
行為を伴わない既存のもの
１７，４００円 等
施行日：令和４年１０月１日

１１

大阪府監査委員の選任

監査委員高橋明男氏の任期が令和４年５月２９日に満了と

について同意を求める なるので、再任することについて、地方自治法第１９６条第
件

１２

大阪府人事委員会委員

１項の規定により同意を求めるもの。

人事委員会委員中川幾郎氏の任期が令和４年６月１０日に

の選任について同意を 満了となるので、山下淳氏を新たに選任することについて、
求める件

地方公務員法第９条の２第２項の規定により同意を求めるも
の。

3

報告

【令和 4 年 5 月定例会提出予定】
番号

件名

１

令和４年度大阪府一般

概要
新型コロナウイルス感染症に係る緊急的な対応に必要な経

会計補正予算（第１号） 費について、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決
の専決処分の件

処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求め
るもの。

２

大阪府池田子ども家庭

予算額

６７億４，７７５万円

専決日

令和４年３月３１日

大阪府池田子ども家庭センターにおける児童の一時保護事

センターにおける児童 案に係る損害賠償請求事件の控訴について、地方自治法第１
の一時保護事案に係る ７９条第１項の規定により専決処分したので、同条第３項の
損害賠償請求事件の控 規定により報告し、承認を求めるもの。
訴の専決処分の件
３

府営住宅明渡請求に関

専決日

令和４年４月５日

家賃滞納者等に対する府営住宅明渡請求に関する訴えの提

する訴えの提起及び和 起及び和解について、地方自治法第１８０条第１項の規定に
解の専決処分の件

より専決処分にしたので、同条第２項の規定により報告する
もの。
(1) 訴えの提起

６５件

専決日

令和４年４月７日

(2) 和解

３４件

専決日
４

府営住宅の家賃及び共

令和４年４月７日 ほか

府営住宅の家賃及び共益費並びに賃料相当損害金の支払請

益費並びに賃料相当損 求に関する和解について、地方自治法第１８０条第１項の規
害金の支払請求に関す 定により専決処分にしたので、同条第２項の規定により報告
る和解の専決処分の件 するもの。

５

母子父子寡婦福祉資金

件数

１件

専決日

令和４年４月２５日

母子父子寡婦福祉資金貸付金返還請求に伴う訴えの提起に

貸付金返還請求に関す ついて、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分
る訴えの提起の専決処 にしたので、同条第２項の規定により報告するもの。
分の件

件数

６件

専決日

令和４年４月２５日

4

６

交通事故に係る損害賠

公務のため公用車を運転していた府警察職員が発生させた

償請求に関する損害賠 交通事故に係る損害賠償請求に関する損害賠償の額の決定及
償の額の決定及び和解 び和解について、地方自治法第１８０条第１項の規定により
の専決処分の件

７

工事委託契約変更の専

専決処分にしたので、同条第２項の規定により報告するもの。
件数

１件

専決日

令和４年４月２７日

工事委託契約の変更について、地方自治法第１８０条第１

決処分の件（道路改良 項の規定により専決処分にしたので、同条第２項の規定によ
事業）

り報告するもの。
都市計画道路大県本郷線新設事業に伴う関西本線柏原構内
大県本郷線架道橋新設工事委託契約
（平成２７年１２月２２日議決）
専決日

８

工事請負契約変更の専

令和４年３月２５日

工事請負契約の変更について、地方自治法第１８０条第１

決処分の件（大阪府警 項の規定により専決処分にしたので、同条第２項の規定によ
察署施設整備事業）

り報告するもの。
大阪府守口警察署旧庁舎撤去工事請負契約
（令和３年６月９日議決）
専決日

９

令和３年度大阪府流域

令和４年４月２５日

地方公営企業法の規定に基づき、予算の繰越しをしたので、

下水道事業会計予算繰 同法第２６条第３項の規定により報告するもの。
越計算書報告の件
１０

副首都推進本部（大阪

副首都推進本部（大阪府市）会議の合意事項及び合意事項

府市）会議の合意事項 についての進捗状況について、大阪府及び大阪市における一
及び合意事項について 体的な行政運営の推進に関する条例第７条第２項の規定によ
の進捗状況に関する報 り報告するもの。
告の件

5

