
No. 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

1 議案第1号
令和３年度秦野市一般会計予算を定める
ことについて

財政課
　歳入歳出予算額　　52,430,000千円
　（対前年度伸び率　3.4％）

2 議案第2号
令和３年度秦野市水道事業会計予算を定
めることについて

経営総務課
　歳入歳出予算額　　3,230,000千円
　（対前年度伸び率　△10.6％）

3 議案第3号
令和３年度秦野市公共下水道事業会計予
算を定めることについて

経営総務課
　歳入歳出予算額　　5,247,000千円
　（対前年度伸び率　△5.0％）

4 議案第4号
令和３年度秦野市国民健康保険事業特別
会計予算を定めることについて

国保年金課
　歳入歳出予算額　　17,020,000千円
　（対前年度伸び率　△1.8％）

5 議案第5号
令和３年度秦野市介護保険事業特別会計
予算を定めることについて

高齢介護課
　歳入歳出予算額　　12,903,000千円
　（対前年度伸び率　1.9％）

6 議案第6号
令和３年度秦野市後期高齢者医療事業特
別会計予算を定めることについて

国保年金課
　歳入歳出予算額　　2,546,000千円
　（対前年度伸び率　3.3％）
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7 議案第7号
秦野市新型コロナウイルス感染症対策利
子補給基金の設置、管理及び処分に関す
る条例を制定することについて

財政課
産業振興課

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により事業資金の融資を受けた
中小企業者を支援することを目的として、秦野市新型コロナウイルス感染症対
策利子補給基金を設置するため、制定するもの
　施行日　公布の日

8 議案第8号
秦野市学校給食の実施に関する条例を制
定することについて

学校教育課
　学校給食法第４条の規定に基づく学校給食の実施について、必要な事項を定
めるため、制定するもの
　施行日　令和3年12月1日

9 議案第9号
秦野市空家等の適正管理に関する条例を
制定することについて

交通住宅課

　空家等の適正な管理に係る所有者等及び本市の責務並びに管理が不全な空家
等に対して本市がとる処置を定めることにより、市民の安全で安心な暮らしの
確保及び良好な生活環境の保全を図るため、制定するもの
　施行日　令和3年6月1日

10 議案第10号
秦野市特別職職員の給与等に関する条例
の一部を改正することについて

人事課

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う本市の財政及び地域経済への影
響を勘案し、現在行っている市長、副市長及び教育長の給与に係る減額措置
を、市長については任期満了まで、副市長及び教育長については令和４年３月
３１日まで延長するため、改正するもの
　施行日　令和3年4月1日

11 議案第11号
秦野市国民健康保険療養給付費支払準備
基金の設置、管理及び処分に関する条例
の一部を改正することについて

国保年金課

　国民健康保険法の一部改正により、本市が支出する療養給付費が交付金とし
て神奈川県から交付され、本市はその財源となる納付金を負担することとなっ
たことに伴い、国民健康保険事業における財政の安定を図るため、題名及び基
金の目的を改めるとともに、字句の整理を行うため、改正するもの
　施行日　公布の日

12 議案第12号
秦野市文化会館条例の一部を改正するこ
とについて

文化振興課
行政経営課

　秦野市文化会館について、指定管理者による管理に移行するに当たり、指定
管理者の指定の手続、指定管理者が行う業務の範囲等を定めるとともに、その
移行後に文化会館運営委員会を廃止するため、改正するもの
　施行日　令和3年4月1日

条例一部改正

条例制定

条例制定

条例制定

条例一部改正

条例一部改正

2



No. 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

資料２－２

13 議案第13号
秦野市スポーツ推進審議会設置条例の一
部を改正することについて

スポーツ推進課

　健康寿命の延伸などスポーツに求められる役割が多様化していること等を踏
まえ、秦野市スポーツ推進審議会の委員の構成を改めるとともに、字句の整理
を行うため、改正するもの
　施行日　公布の日

14 議案第14号
秦野市国民健康保険税条例の一部を改正
することについて

国保年金課

　地方税法及び同法施行令の一部改正により、個人所得課税における基礎控除
額の引上げ並びに給与所得控除額及び公的年金等控除額の引下げが行われたこ
とに伴い、国民健康保険税について、次のとおり改正するもの
 (1)　所得割額の基礎控除額を引き上げること。
 (2)　被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減額対象となる所得上限額
    を引き上げること。
 (3)　公的年金等控除額の適用を受けた６５歳以上の者の所得に係る課税
    の特例を継続すること。
　施行日　令和3年4月1日

15 議案第15号
秦野市介護保険条例の一部を改正するこ
とについて

高齢介護課

　次の理由により改正するもの
 (1)　６５歳以上の介護保険被保険者に係る令和３年度から令和５年度ま
　　での介護保険料について、令和２年度の額に据え置くこと。
 (2)　介護者への紙おむつ給付事業について、事業費の全額を介護保険料
　　により負担する保健福祉事業に位置付けること。
 (3)　介護保険法施行規則の一部改正に伴い、６５歳以上の介護保険被保
　　険者について、基準所得金額における第７段階及び第８段階の上限額
　　を引き上げること。
 (4)　介護保険法施行令の一部改正に伴い、給与所得又は公的年金等に係
　　る所得を有する者に係る介護保険料の算定方法の特例を定めること。
　施行日　令和3年4月1日

16 議案第16号
秦野市介護保険に係る指定地域密着型
サービス事業に関する条例等の一部を改
正することについて

高齢介護課

　厚生労働省令で定める「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準」等の一部改正に伴い、介護サービス事業者が遵守すべき一般原則
及び基本方針について、利用者の人権擁護、介護保険等関連情報の活用などの
責務を追加するため、改正するもの

　施行日　令和3年4月1日

条例一部改正

条例一部改正
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17 議案第17号
秦野市まちづくり条例の一部を改正する
ことについて

まちづくり計画
課

開発指導課

　秦野市総合計画基本構想の策定及び新東名高速道路の開通等の本市を取り巻
く環境の変化を踏まえ、土地利用の適正な誘導と民間投資を促し、持続可能な
まちづくりを推進するため、次のとおり改正するもの
 (1)　新たな都市像に合わせ、条例の目的等を改めること。
 (2)　特定環境創出行為について、環境影響評価法の規定による評価書の
    公告又は神奈川県環境影響評価条例の規定による予測評価書の公告手
    続を経たものを対象から除外するとともに、事業者による計画書の周
    知期間及び見解書の縦覧期間並びに市民等による意見書の提出期間を
    短縮すること。
 (3)　一戸建住宅等の小規模環境創出行為を事前協議が必要な環境創出行
    為から除外すること。
 (4)　秦野市まちづくり審議会の委員数を変更すること。
 (5)　字句等の整理をすること。
　施行日　令和3年4月1日

18 議案第18号
秦野市都市公園条例の一部を改正するこ
とについて

公園課
行政経営課

　本市の都市公園について、指定管理者による管理に移行するに当たり、指定
管理者の候補の選定及び都市公園の管理に係る意見を、秦野市指定管理者選定
評価委員会に求める規定を加えるとともに、字句の整理を行うため、改正する
もの
　施行日　公布の日

19 議案第19号
秦野市水道事業及び公共下水道事業の設
置等に関する条例の一部を改正すること
について

下水道施設課
　秦野市公共下水道全体計画の見直しに伴い、公共下水道事業における排水区
域面積、排水人口及び１日最大汚水量を変更するため、改正するもの
　施行日　令和3年4月1日

20 議案第20号
秦野市下水道条例の一部を改正すること
について

下水道施設課

　秦野市公共下水道全体計画の見直しに伴い算定した計画汚水量において、工
業系の汚水が一般家庭等の汚水によって十分に希釈されることが見込まれるこ
と、及び酒匂川流域下水道連絡協議会において決定された方針を踏まえ、製造
業及びガス供給業の施設に適用する上乗せ基準を廃止するため、改正するもの
　施行日　令和3年4月1日

21 議案第21号
秦野市公共下水道事業受益者負担に関す
る条例の一部を改正することについて

営業課

　秦野市公共下水道事業計画の変更による整備区域の拡大に伴い、中央処理区
における公共下水道事業について、受益者の負担の公平性を考慮して新たな分
担金の負担区及び額を設定するため、改正するもの
　施行日　令和3年4月1日

条例一部改正

条例一部改正
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22 議案第22号
秦野市消防団員の定員、任免、給与、服
務等に関する条例の一部を改正すること
について

警防課

　消防団員の処遇を改善することにより、消防団員の入団を促進するととも
に、
その継続的な活動の維持を図ることを目的として、報酬及び費用弁償の額を引
き上げるため、改正するもの
　施行日　令和3年4月1日

23 議案第23号 専決処分の承認について 財政課

　新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン接種体制の確保及び医療従
事者等のワクチン接種に係る経費について、早急に予算措置する必要があるた
め専決処分したので、地方自治法第179条第3項の規定により議会の承認を求め
るもの
　専決処分日　令和3年1月20日
　歳入歳出補正額　65,000千円

24 議案第24号 専決処分の承認について 財政課

　新型コロナウイルス感染症対策として、感染拡大の防止に係る経費につい
て、早急に予算措置をする必要があるため専決処分したので、地方自治法第
179条第3項の規定により議会の承認を求めるもの
　専決処分日　令和3年2月10日
　歳入歳出補正額　13,102千円

25 議案第25号
令和２年度秦野市一般会計補正予算（第
１３号）を定めることについて

財政課
　歳入歳出補正見込額　741,084千円
　債務負担行為（ゼロ市債）の設定　124,923千円

26 議案第26号
令和２年度秦野市一般会計補正予算（第
１４号）を定めることについて

財政課 　歳入歳出補正見込額　419,109千円

27 議案第27号
令和２年度秦野市水道事業会計補正予算
（第１号）を定めることについて

経営総務課 　債務負担行為（ゼロ市債）の設定　44,500千円

28 議案第28号
令和２年度秦野市公共下水道事業会計補
正予算（第２号）を定めることについて

経営総務課 　債務負担行為（ゼロ市債）の設定　28,600千円

条例一部改正
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29 議案第29号
令和２年度秦野市公共下水道事業会計補
正予算（第３号）を定めることについて

経営総務課 　歳入歳出補正見込額　144,564千円

30 議案第30号
令和２年度秦野市国民健康保険事業特別
会計補正予算（第２号）を定めることに
ついて

国保年金課 　歳入歳出補正見込額　2千円

31 報告第1号 専決処分の報告について
国保年金課
人事課

　秦野市国民健康保険条例及び秦野市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
　新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正により、条例で引用する同
法の条項が削除されたことに伴い、その条項で規定されている新型コロナウイ
ルス感染症の定義と同様の定義を規定するため、改正したもの
　施行日　令和3年2月13日
　専決処分日　令和3年2月10日

条例一部改正
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