
議 案 概 要

〈令和３年第２回定例会〉

向 日 市



議案件数 ７ 件

専決処分（条例案件） １ 件

専決処分（補正予算） ４ 件

人事案件 １ 件

条例案件 １ 件

議案第３７号 教育長の任命について １

議案第３８号 専決処分の承認を求めることについて（向日市税条例等の

一部を改正する条例） ２

議案第３９号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度向日市

一般会計補正予算（第１４号）） ４

議案第４０号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度向日市

介護保険事業特別会計補正予算（第３号）） ８

議案第４１号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度向日

市一般会計補正予算（第３号）） ８

議案第４２号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度向日

市一般会計補正予算（第４号）） ９

議案第４３号 向日市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の制定

について ９
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議案第３７号 教育長の任命について

〔総務部人事課〕

〔提案の趣旨〕

教育長の永野憲男氏の任期が令和3年6月30日をもって満了するため、引き続き、同
な が の の り お

氏を任命しようとするもの

〔任期〕 令和3年7月1日から令和6年6月30日まで
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議案第３８号 向日市税条例等の一部改正について

〔環境経済部税務課〕

〔改正の趣旨〕

「地方税法」の一部改正に伴い、「向日市税条例」及び「向日市都市計画税条例」

の一部を改正するもの【令和3年3月31日専決処分】

〔改正の内容〕

(1) 固定資産税・都市計画税

土地に係る特別な負担調整措置

新型コロナ感染症による納税者の負担感に配慮し、令和３年度に限り、負担調整

措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置

を講じるもの。

(2) 軽自動車税

① 環境性能割（＝取得税）の税率区分見直し及び臨時軽減の延長

燃費性能等に応じた税率の適用区分について、現行の2020年度燃費基準から新

たに2030年度燃費基準に基づき見直しを行うもの

（１ℓ当たりの平均走行距離 17.6km→25.4km）

環境性能割の臨時軽減措置（△１％分）を９ヶ月延長し、令和３年１２月末ま

での取得分を対象とするもの

② グリーン化特例（軽課）（＝保有税）の見直し

燃費性能等に優れた軽自動車（新車に限る）の種別割について、翌年度分の税

率を軽減する特例措置の重点化を図るとともに、２年間延長するもの

(3) 個人住民税

住宅ローン控除の特例の延長等

所得税で改正された次の住宅ローン控除の措置についても、現行制度と同じ範囲

内で、所得税額から控除しきれない額を個人住民税から控除するもの

控除期間１３年の特例措置の入居期限を２年延長するもの（令和４年１２月末ま

で）

所得金額１，０００万円以下の者について面積要件を緩和するもの。（５０㎡

以上→４０㎡以上）

(4) その他地方税法等の改正に伴う規定の整備

地方税法の項番号のずれ等の整理
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〔施行期日〕令和３年４月１日 土地に係る特別な負担調整措置、環境性能割の税率区

分見直し及び臨時軽減の延長、グリーン化特例の見直

し、地方税法の項番号のずれ等の整理

令和４年１月１日 地方税法の項番号のずれ等の整理

令和６年１月１日 地方税法の項番号のずれ等の整理
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議案第３９号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度向日市一般会計補正

予算（第１４号））

〔総務部財政課〕

歳入歳出予算総額

補正前の額 ３０，００７，５９２千円

補 正 額 ２８５，０６４千円

補正後の額 ３０，２９２，６５６千円

歳出の補正内容

【新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る事業以外の経費】

〔２款 総務費 １項 総務管理費 ５目 財産管理費〕

公共施設整備基金積立金3億9,586万6千円を増額計上

〔２款 総務費 １項 総務管理費 ７目 企画費〕

ふるさと向日市応援基金積立金958万5千円を増額計上

〔３款 民生費 １項 社会福祉費 １目 社会福祉総務費〕

社会福祉基金積立金19万円を増額計上

〔３款 民生費 １項 社会福祉費 ２目 老人福祉費〕

後期高齢者医療特別会計繰出金104万6千円を増額計上

〔４款 衛生費 １項 保健衛生費 １目 保健衛生総務費〕

乙訓休日応急診療所運営費分担金451万2千円を増額計上

〔６款 農林水産業費 ２項 林業費 １目 林業振興費〕

森林整備等基金積立金44万4千円を増額計上

【新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費】

〔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接種に係るシステム改修費用100万円を増額計上
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【新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る経費】

〔4款 衛生費 １項 保健衛生費 ５目 健康増進施設費〕

新型コロナウイルス感染症予防に伴う利用料減収に係る協力金1,000万円を増額計

上

〔7款 商工費 １項 商工費 ２目 商工振興費〕

個人事業主応援支援金に係る報奨金1億220万円を減額計上

応援サイト制作事業に係る費用235万4千円を減額計上

時短要請支援金に係る費用1,202万5千円を減額計上

〔１０款 教育費 ２項 小学校費 ２目 教育振興費〕

修学旅行キャンセル料に係る費用640万円を減額計上

〔１０款 教育費 ３項 中学校費 ２目 教育振興費〕

修学旅行キャンセル料に係る費用1,460万円を減額計上

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に係る経費】

執行見込み額に合わせ、充当が不用となった交付金分について、令和３年度に繰り越

す事業へ充当するため、各款において財源内訳補正

繰越明許費の設定

次の事業に係る経費を翌年度に繰り越すもの

〔２款 総務費 １項 総務管理費〕

健康管理集計事務事業 680千円

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 18,942千円

市営駐車場整備事業 15,000千円

新庁舎等整備事業 238,685千円

防犯カメラ整備事業 7,682千円

〔２款 総務費 ２項 徴税費〕

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 10,565千円
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〔３款 民生費 １項 社会福祉費〕

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 2,750千円

〔３款 民生費 ２項 児童福祉費〕

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 4,200千円

〔４款 衛生費 １項 保健衛生費〕

新型コロナウイルスワクチン接種事業 9,630千円

(補正予算第10号及び11号分)

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 4,035千円

〔４款 衛生費 ３項 上水道費〕

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 40,304千円

〔７款 商工費 １項 商工費〕

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 13,015千円

〔８款 土木費 ２項 道路橋梁費〕

市道路改良事業 277,395千円

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 63,167千円

〔８款 土木費 ４項 都市計画費〕

地籍調査事業 4,480千円

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 70,292千円

JR向日町駅東口開設推進事業 132,732千円

都市再生まちづくり推進事業 25,600千円

〔９款 消防費 １項 消防費〕

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 2,761千円

〔10款 教育費 ２項 小学校費〕

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 15,009千円

(補正予算第8号分)

第２向陽小学校施設環境整備事業 7,544千円
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〔10款 教育費 ３項 中学校費〕

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 3,121千円

(補正予算第8号分)

〔10款 教育費 ４項 社会教育費〕

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 25,530千円

地方債

次の起債を追加及び変更するもの

〔追加〕

減収補てん債 限度額 152,400千円

〔変更〕

市庁舎整備事業債 限度額 1,451,700千円 ⇒ 1,398,400千円

【令和3年3月31日専決処分】
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議案第４０号 専決処分の承認を求めることについて（令和２年度向日市介護保険事業

特別会計補正予算（第３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 ４，９５３，０２４千円

補 正 額 １１，９３４千円

補正後の額 ４，９６４，９５８千円

歳出の補正内容

〔２款 保険給付費 １項 介護サービス等諸費 １目 居宅介護サービス給付費〕

〔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〕

国からの交付金の確定等に伴い、居宅介護サービス給付費1,187万5千円を減額する

とともに、介護保険給付費基金積立金2,380万9千円を増額し、予算全体として

1,193万4千円を増額計上

【令和3年3月31日専決処分】

議案第４１号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度向日市一般会計補正

予算（第３号）） 〔総務部財政課〕

歳入歳出予算総額

補正前の額 ２１，４０５，９６１千円

補 正 額 ４２，９８３千円

補正後の額 ２１，４４８，９４４千円

歳出の補正内容

〔３款 民生費 ２項 児童福祉費 ７目 子育て世帯生活支援特別給付金費〕

低所得のひとり親世帯に対する給付金給付事業に係る費用4,298万3千円を増額計上

【令和3年4月19日専決処分】
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議案第４２号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度向日市一般会計補正

予算（第４号）） 〔総務部財政課〕

歳入歳出予算総額

補正前の額 ２１，４４８，９４４千円

補 正 額 ９０，０００千円

補正後の額 ２１，５３８，９４４千円

歳出の補正内容

〔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接種体制確保事業における費用9,000万円を増額計上

【令和3年5月14日専決処分】

議案第４３号 向日市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の制定について

〔総務部人事課〕

〔制定の趣旨〕

不当要求行為等を定義するとともに、不当要求行為等に対する措置等の対処方法を

明確にすることで、職員はもとより市民に対し、不当要求行為等に組織的に取り組む

体制を明らかにすることによって、市民から信頼される市政の確立を図るもの

〔制定の内容〕

目的及び定義、責務、不当要求行為等審査会、不当要求行為等対策委員会、書面以

外の方法により要望等を受けた場合の記録、不当要求行為等の行為者への措置等につ

いて規定する

〔施行期日〕 公布の日


