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議案第５４号 公平委員会委員の選任について

〔公平委員会〕

〔提案の趣旨〕

公平委員会委員の村上康夫氏の任期が、令和3年10月31日をもって満了するため、

引き続き、同氏を任命しようとするもの

〔任期〕 令和3年11月1日から令和7年10月31日まで

議案第５５号 人権擁護委員の推薦に関し意見を求めることについて

〔ふるさと創生推進部広聴協働課〕

〔提案の趣旨〕

人権擁護委員の河村彰一氏の任期が、令和3年12月31日をもって満了するため、

引き続き、同氏を推薦しようとするもの

〔任期〕 令和4年1月1日から令和6年12月31日まで

議案第５６号 人権擁護委員の推薦に関し意見を求めることについて

〔ふるさと創生推進部広聴協働課〕

〔提案の趣旨〕

人権擁護委員の北野節子氏の任期が、令和3年12月31日をもって満了するため、

引き続き、同氏を推薦しようとするもの

〔任期〕 令和4年1月1日から令和6年12月31日まで
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議案第５７号 人権擁護委員の推薦に関し意見を求めることについて

〔ふるさと創生推進部広聴協働課〕

〔提案の趣旨〕

人権擁護委員の安田佐知子氏の任期が、令和3年12月31日をもって満了するため、

引き続き、同氏を推薦しようとするもの

〔任期〕 令和4年1月1日から令和6年12月31日まで

議案第５８号 令和２年度向日市一般会計歳入歳出決算の認定について

〔総務部財政課〕

歳入総額 ２９，２７７，２５９千円

歳出総額 ２８，３６９，７５４千円

歳入歳出差引額 ９０７，５０５千円

収支の状況

財政調整基金の令和２年度末残高は、１５億５，３８７万円となった。

市債は新庁舎整備などに伴う市債２０億２，０７０万円に加え、地方交付税からの振

替措置である臨時財政対策債６億７，３８０万円など、合わせて２６億９，４５０万円

を発行し、令和２年度末地方債現在高は、１７７億４，４５９万円（うち臨時財政対策

債９７億６，３８１万円）となった。

経常収支比率は、前年度から０．９ポイント増の９７．２％となった。

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に規定される健全化判断比率、公営企業

の資金不足比率は、財政・経営状況を改善する計画の策定を義務付けられる数値には至

っていない。
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議案第５９号 令和２年度向日市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 〔市民サービス部医療保険課〕

歳入総額 ５，２１４，８４５，１３８円

歳出総額 ５，０９９，４５８，２７４円

歳入歳出差引額 １１５，３８６，８６４円

議案第６０号 令和２年度向日市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 〔市民サービス部医療保険課〕

歳入総額 ８９６，２２３，１４０円

歳出総額 ８６１，５９５，８９０円

歳入歳出差引額 ３４，６２７，２５０円

議案第６１号 令和２年度向日市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

〔市民サービス部高齢介護課〕

歳入総額 ４，７２９，０７６，２６２円

歳出総額 ４，５６３，７２９，３９４円

歳入歳出差引額 １６５，３４６，８６８円
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議案第６２号 令和２年度大字寺戸財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

〔総務部総務課〕

歳入総額 １０，１１３，１９９円

歳出総額 ９，６３９，４２４円

歳入歳出差引額 ４７３，７７５円

議案第６３号 令和２年度物集女財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

〔総務部総務課〕

歳入総額 ３，２７５，１２３円

歳出総額 ３，０１８，０８０円

歳入歳出差引額 ２５７，０４３円

議案第６４号 令和２年度向日市水道事業会計決算の認定について

〔上下水道部営業課〕

収益的収入及び支出

収入総額 １，３４４，１５７，４５５円

支出総額 １，１５７，９５５，４８８円

収入支出差引額 １８６，２０１，９６７円

資本的収入及び支出

収入総額 ２２０，７６０，５７０円

支出総額 ４０７，８９６，５０７円

収入支出差引額 △１８７，１３５，９３７円
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議案第６５号 令和２年度向日市公共下水道事業会計決算の認定について

〔上下水道部営業課〕

収益的収入及び支出

収入総額 １，５７８，７９８，９５０円

支出総額 １，５１３，４３５，１３０円

収入支出差引額 ６５，３６３，８２０円

資本的収入及び支出

収入総額 １，３５０，９７９，１９７円

支出総額 １，８６３，６４７，０２３円

収入支出差引額 △５１２，６６７，８２６円
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議案第６６号 向日市の感染症感染者等の人権擁護に関する条例の制定について

〔ふるさと創生推進部広聴協働課〕

〔制定の趣旨〕

新型コロナウイルス感染症をはじめとする社会生活に重大な影響を及ぼす感染症

の感染者等の人権を擁護し、感染症を原因とする人権の侵害を未然に防止し、市民

一人ひとりが安心して暮らすことができる地域社会を実現するため条例を制定する

もの

〔制定内容〕

新型コロナウイルス感染症をはじめとする社会生活に重大な影響を及ぼす感染症

の感染者等の人権を擁護するための基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を

明らかにするもの

〔施行期日〕 公布の日

議案第６７号 旧上田家住宅の設置及び管理に関する条例の制定について

〔教育部文化財調査事務所〕

〔制定の趣旨〕

国登録有形文化財旧上田家住宅の保存及び活用を図り、市民文化の発展に寄与す

ることを目的に旧上田家住宅を設置するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第１項の規定により、「旧上田家住宅の設置及び管理に関する

条例」を制定するもの

〔制定内容〕

設置目的及び事業、使用者の範囲、使用料等について規定する。

〔施行期日〕 令和３年１１月１日
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議案第６８号 向日市個人情報保護条例及び向日市個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部を改正する条例について 〔総務部情報政策課〕

〔制定の趣旨〕

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」及び「デジタ

ル庁設置法」による、「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」及び「統計法」等の一部改正、並びに「行政機関の保有する個人

情報の保護に関する法律」の廃止に伴い、これらの法律を引用している「向日市個

人情報保護条例」及び「向日市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例」の規定について、一部改正を行うもの

〔制定内容〕

（１） 用語の定義について、新たに引用する法律条項に整備する。（個人情報

保護条例第２条第２号関係）

（２） 情報提供等記録の訂正の通知先を変更する。（個人情報保護条例第29条

第３項関係）

（３） 他の制度との調整による適用除外について、引用する「統計法」の改正

に伴い、引用条号を整備する。（個人情報保護条例第41条第１項第１号

関係）

（４） その他、引用法律の改正に伴う号ずれを整備する。

〔施行期日〕

公布の日から施行し、令和３年９月１日から適用する。ただし、「個人情報保護

条例」の用語の定義、適用除外に関する部分については、「デジタル社会の形成を

図るための関係法律の整備に関する法律」附則第１条第４号に定める日から施行す

る。
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議案第６９号 向日市手数料条例の一部改正について

〔市民サービス部市民課〕

〔制定の趣旨〕

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第

３７号）の公布に伴い、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）の一部改正が令和３年９月１日に施行

され、個人番号カードの再交付手数料に係る向日市手数料条例の規定が不要となる

ことから、条例の一部改正を行うもの

〔制定内容〕

手数料条例別表１中の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マイナンバーカードの再交付手数料に関する項目を削除す

るもの

〔施行期日〕 公布の日から施行し、令和３年９月１日から適用する
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議案第７０号 令和３年度向日市一般会計補正予算（第８号）

〔総務部財政課〕

歳入歳出予算総額

補正前の額 ２１，８４７，６６９千円

補 正 額 ４８２，５９９千円

補正後の額 ２２，３３０，２６８千円

歳出の補正内容

〔２款 総務費 １項 総務管理費 ２目 文書広報費〕

広報むこう臨時号に係る費用358万2千円を増額計上

〔２款 総務費 １項 総務管理費 ９目 自治振興費〕

向日市自治会活動支援補助事業補助金150万円を増額計上

（補助額：連合自治会・区100千円、単位自治会50千円を上限）

〔２款 総務費 １項 総務管理費 13目 庁舎等建設費〕

議会棟改修費用及び議会中継映像用配信システムに係る費用2,150万円を増額計上

〔２款 総務費 １項 総務管理費 14目 諸費〕

過年度の国及び府支出金の精算に伴う返還金1億4,121万4千円を増額計上

〔２款 総務費 ３項 戸籍住民基本台帳費 １目 戸籍住民基本台帳費〕

マイナンバーカード交付のための土日開庁に係る費用（時間外勤務手当）150万円

を増額計上

〔３款 民生費 １項 社会福祉費 １目 社会福祉総務費〕

法律改正に伴う福祉医療システム改修に係る費用27万6千円、国民健康保険システ

ム改修に係る繰出金13万9千円を増額計上

〔３款 民生費 １項 社会福祉費 ２目 老人福祉費〕

京都府後期高齢者医療広域連合への負担金の精算791万1千円を増額計上
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〔３款 民生費 ２項 児童福祉費 １目 児童福祉総務費〕

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として病児・病後児保育に係る費用60万円

を増額計上

（新型コロナウイルス感染症拡大防止対策）

対象施設 カウベルキッズ、かおりのはな病児保育室

各施設300千円

〔３款 民生費 ２項 児童福祉費 ３目 家庭児童相談費〕

支援対象児童等見守り強化に係る費用1,944万6千円を増額計上

（9,723千円×２団体 補助率：国１０／１０）

〔３款 民生費 ２項 児童福祉費 ４目 保育所管理費〕

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として公立保育所に係る費用255万円、子

育て支援拠点及びファミリーサポートセンター等に係る費用330万円を増額計上

（新型コロナウイルス感染症拡大防止対策）

対象施設 公立保育所３か所、まこと幼稚園、ファミリーサポートセンター、子

育て支援センター等、ねこばす、マナハウス、さくらんぼ

事業規模等に応じて、各施設300千円から750千円

〔３款 民生費 ２項 児童福祉費 ５目 委託児童運営費〕

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として民間保育園に係る費用及び小規模保

育所の整備費に係る補助金あわせて2,084万円を増額計上

（新型コロナウイルス感染症拡大防止対策）

対象施設 民間保育所等14か所

事業規模等に応じて、各施設300千円から750千円

（小規模保育所の整備費補助）

（福）洛西永正福祉会 定員12人 寺戸町七ノ坪地内

〔４款 衛生費 １項 保健衛生費 ２目 予防費〕

新型コロナウイルスワクチンの予防接種に係る費用1億4,415万2千円を増額計上
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〔７款 商工費 １項 商工費 ２目 商工振興費〕

向日市創業支援事業補助金、向日市お買いもの応援クーポン事業及び向日市経営発

展おうえん補助金に係る費用として7,628万9千円を増額計上

（向日市創業支援事業補助金 ５件分追加 補助金200千円×５件、

専門家派遣100千円×５件

お買い物応援クーポン １世帯当たり4,000円（500円×8枚）を配布

使用期間：令和３年12月～令和４年１月

向日市経営発展おうえん補助金 30件 （補助金100千円×30件）)

〔９款 消防費 １項 消防費 ４目 災害対策費〕

物集女町長野地区急傾斜地における緊急自然災害防止対策負担金160万円を増額計

上

〔10款 教育費 ２項 小学校費 １目 学校管理費〕

株式会社ハウスサポート様からのご寄附を活用した備品購入費100万円、小学校老

朽化に伴う緊急対応等工事費800万円を増額計上

〔10款 教育費 ２項 小学校費 ２目 教育振興費〕

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う修学旅行等キャンセル費用1,130万円を増額

計上

〔10款 教育費 ３項 中学校費 １目 学校管理費〕

中学校老朽化に伴う緊急対応等工事費300万円を増額計上

〔10款 教育費 ２項 中学校費 ２目 教育振興費〕

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う修学旅行等キャンセル費用1,290万円を増額

計上

債務負担行為補正

次の債務負担を追加するもの

〔追加〕

市制施行50周年ＰＲ映像作成事業 限度額 1,500千円

市民会館整備事業 限度額 28,000千円
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地方債補正

次の起債を追加及び変更するもの

〔追加〕

災害対策事業債 限度額 1,600千円

〔変更〕

市庁舎整備事業債 限度額 41,000千円 ⇒ 50,900千円

小学校施設環境改善債 限度額 28,500千円 ⇒ 34,500千円

中学校施設環境改善債 限度額 22,200千円 ⇒ 24,400千円

議案第７１号 令和３年度向日市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

〔市民サービス部医療保険課〕

歳入歳出予算総額

補正前の額 ５,３６３，０８５千円

補 正 額 １３９千円

補正後の額 ５,３６３，２２４千円

歳出の補正内容

〔１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費〕

国民健康保険事務管理費13万9千円を増額計上

議案第７２号 令和３年度向日市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

〔市民サービス部医療保険課〕

歳入歳出予算総額

補正前の額 ８７４，９００千円

補 正 額 ３４，６２６千円

補正後の額 ９０９，５２６千円

歳出の補正内容

〔２款 後期高齢者医療広域連合納付金 １項 後期高齢者医療広域連合納付金

１目 後期高齢者医療広域連合納付金〕

後期高齢者医療広域連合納付金3,204万3千円を増額計上

〔３款 諸支出金 ２項 繰出金 １目 一般会計繰出金〕

決算の確定に伴い、一般会計繰出金258万3千円を増額計上
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議案第７３号 令和３年度向日市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

〔市民サービス部高齢介護課〕

歳入歳出予算総額

補正前の額 ５，１１４，２４４千円

補 正 額 １６５，３４６千円

補正後の額 ５，２７９，５９０千円

歳出の補正内容

〔４款 基金積立金 １項 基金積立金 １目 介護保険給付費基金積立金〕

基金積立金として8,759万5千円を増額計上

〔６款 諸支出金 １項 償還金及び還付加算金 ２目 償還金〕

国及び府等への返還金として2,945万8千円を増額計上

〔６款 諸支出金 ３項 繰出金 １目 一般会計繰出金〕

一般会計繰出金として4,829万3千円を増額計上


