
令和２年第２回 

茅 ヶ 崎 市 議 会 定 例 会 

議 案 等 要 旨

議案第５６号 令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第７号） 

～

議案第６７号 市道路線の認定について 

報告第 ５号 茅ヶ崎市土地開発公社の経営状況について 

～

報告第１２号 令和元年度茅ヶ崎市病院事業会計予算の繰越計 

算書について
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議案第５６号 令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算

（第７号）(議案書 P1～24) 

 歳入歳出それぞれ７６８，９５８千円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ１００，５１５，９２６千円とするも

の 

（歳出） 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

 茅ヶ崎市職員の公務災害等見舞金等に関する条例に基づ

く見舞金を支給するため、「負担金補助及び交付金」を増額

するもの 

「目１２ 地域活動推進費」 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、第３６

回春の市民まつりが中止となったことに伴い、「委託料」を

減額するもの 

「目１３ 文化行政費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、茅ヶ崎
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アロハマーケット２０２０が中止となったことに伴い、「負

担金補助及び交付金」を減額するもの 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

「目１ 社会福祉総務費」 

 国民健康保険事業特別会計における第三者行為損害賠償

請求事務手数料の増額に伴い、「繰出金」を増額するもの 

「項２ 児童福祉費」 

「目２ 児童保育費」 

 母子生活支援施設への措置費の増に伴い、「扶助費」を増

額するもの 

「項３ 生活保護費」 

「目１ 生活保護総務費」 

 生活保護受給者を対象にした住まいの区分の新設に伴う

生活保護システムの改修のため、「委託料」を増額するもの 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

「目１ 保健衛生総務費」 
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 新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、PCR検査

の集合検査場である「茅ヶ崎医師会地域外来・検査センタ

ー」を運営するため、「委託料」を増額するもの 

「款７ 商工費」 

「項１ 商工費」 

「目１ 商工振興費」 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、ちがさ

き産業フェア２０２０が中止となったことに伴い、「負担金

補助及び交付金」を減額するもの 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、神奈川

県の休業要請等を受け、休業又は営業時間を短縮し、県協力

金（第２弾）を受領した市内事業者に対して協力金を交付す

るため、「報償費」を増額するもの 

「目２ 観光費」 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、「第４６

回サザンビーチちがさき花火大会」及び「浜降祭」が中止と

なったことに伴い、「負担金補助及び交付金」を減額するも

の 
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「款８ 土木費」 

「項２ 道路橋りょう費」 

「目４ 橋りょう新設改良費」 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴う工期変更等により、

「委託料」及び「工事請負費」を減額するもの 

「款１０ 教育費」 

「項２ 小学校費」 

「目２ 教育振興費」 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う「ＧＩＧＡス

クール構想」の前倒しを受け、各小学校の１学年から４学年

の児童に１人１台端末を導入するため、「消耗品費」を増額

するもの 

「項３ 中学校費」 

「目２ 教育振興費」 

新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う「ＧＩＧＡスク

ール構想」の前倒しを受け、各中学校の２学年及び３学年の

生徒に１人１台端末を導入するため、「消耗品費」を増額す

るもの 
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「項４ 学校給食費」 

「目１ 学校給食管理費」 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として小学校を

臨時休業としたことによる学校給食の休止に伴い、既に発

注済みの食材等のキャンセル料相当額を各小学校の私会計

に補助するため、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「項５ 社会教育費」 

「目４ 青少年対策費」 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、第１５

回ちがさき宇宙記念日が中止となったことに伴い、「報償

費」、「委託料」、「使用料及び賃借料」を減額するもの 

（歳入） 

「款１２ 地方交付税」 

 歳出の事業の財源として、「特別交付税」を増額するもの 

「款１６ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「母子生活支援施設負担金」、

「生活保護適正実施推進事業費補助金」、「新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金」、「疾病予防対策事業
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費等補助金」、「公立学校情報機器整備費補助金」を増額す

るもの 

 歳出の事業の財源として、「社会資本整備総合交付金」を

減額するもの 

「款１７ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「母子生活支援施設負担金」を

増額するもの 

「款１８ 財産収入」 

 歳出の事業の財源として、「市有土地貸付収入」を増額す

るもの 

「款２０ 繰入金」 

 歳出の事業の財源として、「財政調整基金繰入金」を減額

するもの 

「款２１ 繰越金」 

 歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を増額するも

の 

「款２２ 諸収入」 

 歳出の事業の財源として、「浜園橋橋りょう整備負担金」
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を減額するもの 

 歳出の事業の財源として、「学校臨時休業対策費補助金」

を増額するもの 

「款２３ 市債」 

 歳出の事業の財源として、「浜園橋橋りょう整備事業債」

を減額するもの 

（継続費の補正） 

 浜園橋橋りょう整備事業において、新型コロナウイルス

感染拡大に伴い工期を延長するため、継続費の変更を行う

もの 

（債務負担行為の補正） 

 茅ヶ崎第１駐車場の土地利活用について実施するアドバ

イザリー業務委託について、契約期間が令和３年度にまた

がるため、債務負担行為を設定するもの 

 浜園橋橋りょう整備事業において、新型コロナウイルス

感染拡大に伴う工期延長により、工事発注に係る積算業務

及び現場監理業務の期間を変更するため、債務負担行為の

変更を行うもの 
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 （地方債の補正） 

 歳出の事業の財源として、「浜園橋橋りょう整備事業債」

を減額したことに伴い、限度額を変更するもの 

 

議案第５７号 令和２年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特

別会計補正予算（第３号）(議案書 P25～33) 

 歳入歳出それぞれ１，９３１千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を、歳入歳出それぞれ２２，０３０，６９７千円とするも

の 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

 国民健康保険団体連合会に支払う第三者行為損害賠償請求

事務手数料に見込まれる不足額を増額するもの 

「款２ 保険給付費」 

「項１ 療養諸費」 

「目１ 一般被保険者療養給付費」 
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 第三者行為求償事務による損害賠償金の増額に伴い、保険給

付費の執行に要する経費の財源を更正するもの 

（歳入） 

「款３ 県支出金」 

 第三者行為求償事務による損害賠償金の増額に伴い、「普通

交付金」を減額するもの 

「款５ 繰入金」 

 歳出の事業の財源として、「職員給与費等繰入金」を増額す

るもの 

「款７ 諸収入」 

 第三者行為求償事務による損害賠償金の増額に伴い、「一般

被保険者第三者納付金」を増額するもの 

 

議案第５８号 茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改

正する条例(議案書 P34) 

 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画と生物の多

様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画とは

密接に関連があることから、一体の計画として策定し、及び
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推進するためのもの 

 

議案第５９号 茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改

正する条例 (議案書 P35～36) 

 新型コロナウイルス感染症の影響により生計を主として

維持する者の収入が減少した世帯に属する納付義務者等に係

る保険料を減免することができることとするとともに、東日

本大震災により被害を受けた者の属する世帯の納付義務者に

係る保険料の減免の特例措置の期間を延長するためのもの 

 

議案第６０号 茅ヶ崎市小規模水道等における安全で衛

生的な飲料水の確保に関する条例の一部を改正する条

例(議案書 P37) 

水道法施行規則の改正に鑑み、小規模水道の水質検査

等の頻度を改める等のためのもの 
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議案第６１号 農業委員会委員の少なくとも４分の１を認

定農業者等又はこれらに準ずる者とすることについて(議

案書 P38～41) 

平成２８年４月の「農業委員会等に関する法律」の改正に

基づく農業委員会の新制度移行にあたり、認定農業者が委

員の過半数を占めることを要しない場合について、議会の

同意を得るもの 

 

議案第６２号 和解について(議案書 P42) 

市が管理する道路施設の瑕疵による損害賠償請求につい

て和解を成立させるためのもの 

 

議案第６３号 工事請負契約の締結について(議案書 P43～

45) 
（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館（博物館）建設（電気設備）

工事の工事請負契約を締結するためのもの 

主な工事内容は、建築工事に付帯する電力設備や映像音

響設備及び電話・ＬＡＮ設備等の電気設備工事 
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議案第６４号 工事請負契約の締結について(議案書 P46～

48) 

（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館（博物館）建設（機械設

備）工事の工事請負契約を締結するためのもの 

主な工事内容は、建築工事に付帯する空調設備、排水設備

及び衛生設備等の機械設備工事 

 

議案第６５号 動産の取得について(議案書 P49～50) 

 茅ヶ崎市立小学校給食調理場空調設備を取得するため

のもの 

 

議案第６６号 市道路線の廃止について(議案書 P51～53) 

 赤羽根地内の道路で、一般交通の用に供する必要がな

くなった市道路線を廃止するもの 

  

議案第６７号の１～８ 市道路線の認定について(議案書 P54

～77) 

１ 浜竹二丁目地内の道路で、株式会社ハートフルス
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テージにより造成され、本市に帰属したもの 

２ 中海岸二丁目地内の道路で、株式会社ハートフル

ステージにより造成され、本市に帰属したもの 

３ 浜見平地内の道路で、 独立行政法人都市再生機

構により造成され、本市に帰属したもの 

４ 本村三丁目地内の道路で、株式会社レイトンホー

ムにより造成され、本市に帰属したもの 

５ 室田一丁目地内の道路で、株式会社東栄住宅によ

り造成され、本市に帰属したもの 

６ 小和田二丁目地内の道路で、住友林業株式会社に

より造成され、本市に帰属したもの 

７ 今宿地内の道路で、株式会社富士建設により造成

され、本市に帰属したもの 

８ 堤地内の道路で、市内在住の個人から、交換によ

り取得した道路と道路として整備された水路を、新

たな市道路線として認定するもの 
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報告第５号 茅ヶ崎市土地開発公社の経営状況につい

て(議案書 P78) 

 （令和元年度事業報告） 

公有用地の取得及び売却なし 

保有土地賃貸事業については、保有土地の有効活用を

図るため、６,０２６．７９平方メートルを茅ヶ崎市ほ

かに貸し付けし、金額は、３６，６６２，５２５円とな

るもの 

（令和元年度収支計算書） 

収益的収入については、事業収益及び事業外収益で、

合計は３６，６６３，０５３円となるもの                             

収益的支出については、事業原価及び販売費及び一般

管理費で、合計は６，２３９，８１９円となるもの 

 資本的収入についは、金融機関及び茅ヶ崎市からの

借入金で、合計は２，４１０，０００，０００円とな

るもの 

 資本的支出については、公有地取得事業費及び借入金

償還金で、合計は２，４３６，５２３，１５６円となる
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もの 

 資金収支決算書については、受入資金から支払資金

を差し引いた２６，４７３，９４３円が次年度繰越金

となるもの 

（貸借対照表） 

資産の部については、現金及び預金、公有用地及び代

替地で、合計は２，５７３，９８１，７８３円となるも

の 

 負債の部については、未払金、短期借入金、未払費用

及び前受収益で、合計は１，９１０，８７４，８１９円

となるもの 

資本の部については、基本財産、前期繰越準備金及び

当期純利益で、合計は６６３，１０６，９６４円となる

もの  

以上により、負債及び資本の合計は、２，５７３，９

８１，７８３円となり、資産合計と一致するもの   

（損益計算書） 

事業収益については、附帯等事業収益で、３６，６６
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２，５２５円となるもの 

事業原価については、附帯等事業原価で、２６１，６

１７円となるもの 

事業総利益については、事業収益から事業原価を差し引

いたもので、３６，４００，９０８円となるもの 

 事業利益については、事業総利益から販売費及び一般

管理費を差し引いたもので、３０，４２２，７０６円と

なるもの 

 経常利益については、事業利益に事業外収益を加えた

もので、３０，４２３，２３４円となり、この額が当期

純利益となるもの 

 （キャッシュ・フロー計算書） 

事業活動によるキャッシュ・フローについては、２８，５

７８，７９２円となるもの 

 投資活動によるキャッシュ・フローについては、該

当なし 

財務活動によるキャッシュ・フローについては、２５，０

００，０００円の減少となるもの 
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現金及び現金同等物増加額は、３，５７８，７９２円

となり、現金及び現金同等物期首残高１７，８９５，１

５１円に３，５７８，７９２円を加えた２１，４７３，

９４３円が、現金及び現金同等物期末残高となるもの 

（財産目録） 

令和元年度末における、資産合計から負債合計を差

し引いた６６３，１０６，９６４円が純財産となるも

の                          

（借入金明細書） 

令和元年度中の借入及び返済状況を借入先別に表し

たもので、期末残高は、１，９１０，０００，０００円

となるもの 

（公有用地保有状況） 

令和元年度末の保有地積は、７，０３７．９２平方メ

ートル、額にして２，５４７，５０７，８４０円となる

もの 

（令和２年度事業計画） 

公有用地取得計画及び売却計画については、予定な
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し 

その他の事業計画として、保有土地賃貸事業について

は、令和元年度に引き続き、茅ヶ崎市ほかに貸し付けを

行う予定となるもの 

 なお、これにより算定したものが、令和２年度予算実

施計画書となるもの  

 

報告第６号 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興

財団の経営状況について(議案書 P79) 

（令和元年度事業報告） 

 指定管理者として、市民文化会館、美術館及び松籟庵、体

育館、体育施設の管理運営業務を実施したほか、市民の要望

に応えた市民文化会館事業、美術館事業、松籟庵事業、埋蔵

文化財事業、体育館事業、体育施設事業、並びに主に体育館

及び体育施設利用時に必要な物品の販売事業を行うなど、

文化芸術・スポーツの向上及び振興に努めたもの 

 （正味財産増減計算書） 

経常収益については、基本財産の運用益、主催事業等の事
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業収益、指定管理料収益、受取補助金等などで、合計は、６

９０，５０２，３７２円となるもの 

  経常費用については、財団の運営に要する経費として、 

事業費及び管理費をそれぞれ支出したもので、合計は、 

６９９，５４２，３０６円となるもの 

  経常収益計から経常費用計を差し引いた当期経常増減額

は、９，０３９，９３４円の減額となるもの 

当期一般正味財産増減額については、税引前当期一般正

味財産増減額△９，１１４，９２３円より法人税・住民税及

び事業税分３４，５００円を差し引いた額に、一般正味財産

期首残高５０４，１６６，０２５円を加えた、４９５，０１

６，６０２円が一般正味財産期末残高となるもの 

 正味財産期末残高については、指定正味財産がないこと

から、一般正味財産期末残高と同額となるもの 

 （貸借対照表） 

 資産の部については、流動資産として現金・預金及び未収

金、固定資産として基本財産、特定資産、及びその他固定資

産で、合計は、５６８，９２６，１０４円となるもの 
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 負債の部については、流動負債として未払金、預り金、  

固定負債として退職給付引当金で、合計は、７３，９０９，

５０２円となるもの 

 正味財産の部については、資産合計から負債合計を差し

引いたものが一般正味財産であり、負債合計に一般正味財

産を合わせた、負債及び正味財産合計は、５６８，９２６，

１０４円となり、資産合計と一致するもの 

  （財産目録） 

貸借対照表における資産合計から負債合計を差し引き、

正味財産として表したもの 

 （令和２年度事業計画） 

展開する事業は、公益目的事業として、「芸術文化の振興

を目的とする事業」並びに「スポーツによる健康増進及びス

ポーツの振興を目的とする事業」、収益目的事業として、物

品販売事業及び公益目的外施設貸与事業を行うもの 

事業計画については、令和２年度事業計画書及び収支予

算書のとおり 
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報告第７号 土地信託の事務処理状況について (議案書

P80) 

本報告は、土地信託受託者の三菱ＵＦＪ信託銀行株式

会社より、令和元年度事業実績に関する書類及び令和２年

度事業計画に関する書類の提出を受け、報告するもの 

 （令和元年度事業実績） 

前年度に引き続き、テナントの契約管理、収支管理及

び建物の総合管理業務を行ったもの 

（損益計算書） 

収入の部については、テナントの賃貸料及び共益費等

で、収入合計は８８，３５６，９５４円、支出の部につ

いては、損害保険料から消費税まで、支出額合計は３

８，４１２，８３６円、当期信託利益金は、収支差額の

４９，９４４，１１８円となるもの 

（貸借対照表） 

資産の部については、土地及び建物等で、合計は１，
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３０９，０８４，９９１円、負債の部についは、前受金

及び敷金で、合計は５４，７２２，８６９円、資本の部

については、引受不動産及び修繕積立金等で、合計は

１，２０４，４１８，００４円、負債・資本の部の合計

は１，２５９，１４０，８７３円となり、資産合計から

負債・資本合計を差し引いた４９，９４４，１１８円が当

期未処分利益金となるもの 

 （利益金処分計算書） 

当期未処分利益金から元本組入額を差し引いた３０，

７００，０００円が、令和元年度の信託配当額となるも

の 

 （令和２年度事業計画） 

今年度の期間については、三菱 UFJ 信託銀行株式会社

との土地信託契約期間である令和２年４月１日から令和

３年３月３１日までの期間のもの 
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（事業計画） 

前年度に引き続き、テナントの契約管理、収支管理及

び建物の総合管理業務を行うもの 

信託配当額については、今年度予定されている茅ヶ崎

トラストビル全体の防水工事等の財源とするため、前年

度とほぼ同額を計上 

 

報告第８号 令和元年度茅ヶ崎市一般会計予算の継続

費繰越計算書について(議案書 P81～85) 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

 「本庁舎跡地整備事業」、及び「防災行政用無線整備事業」

の令和元年度の年割額の執行残額を、令和２年度に逓次繰

越するもの 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

 「小和田地区ボランティアセンター整備事業」、「小和田
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地区地域包括支援センター整備事業」、及び「福祉会館解体

事業」の令和元年度の年割額の執行残額を、令和２年度に逓

次繰越するもの 

「項２ 児童福祉費」 

 「小和田児童クラブ整備事業」の令和元年度の年割額の執

行残額を、令和２年度に逓次繰越するもの 

「款８ 土木費」 

「項５ 住宅費」 

 「（仮称）小和田地区市営住宅整備事業」の令和元年度の

年割額の執行残額を、令和２年度に逓次繰越するもの 

「款１０ 教育費」 

「項５ 社会教育費」 

 「（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業（旧和田家改

修工事）」の令和元年度の年割額の執行残額を、令和２年度

に逓次繰越するもの 
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報告第９号 令和元年度茅ヶ崎市一般会計予算の繰越

明許費繰越計算書について(議案書 P87～93) 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

 「文書管理経費」において、文書管理システムの改修業務

委託について、年度内での完了が見込めなかったため、令和

２年度に繰越明許するもの 

 「庁舎維持管理経費」において、分庁舎空調設備の改修工

事について、年度内での完了が見込めなかったため、令和２

年度に繰越明許するもの 

「項３ 戸籍住民基本台帳費」 

 「住民基本台帳ネットワークシステム業務管理経費」にお

いて、新しいウイルス対策ソフトの変更作業について、年度

内での完了が見込めなかったため、令和２年度に繰越明許

するもの 

 「個人番号カード等交付事務管理経費」において、個人番

号カード関連事務の委任に係る交付金請求事務処理につい

て、年度内での完了が見込めなかったため、令和２年度に繰
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越明許するもの 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

 「福祉会館解体事業」において、跡地売却に向けた不動産

鑑定評価委託について、年度内での完了が見込めなかった

ため、令和２年度に繰越明許するもの 

 「皆楽荘管理経費」において、皆楽荘屋上防水工事につい

て、年度内での完了が見込めなかったため、令和２年度に繰

越明許するもの 

「項２ 児童福祉費」 

 「民間保育所等施設整備事業」において、平和学園幼稚園

旧園舎解体工事について、年度内での完了が見込めなかっ

たため、令和２年度に繰越明許するもの 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

 「母子健康診査相談事業」において、母子保健情報連携シ

ステムの改修作業について、年度内での完了が見込めなか

ったため、令和２年度に繰越明許するもの 
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 「斎場施設管理運営経費」において、斎場キャリアカー及

び遺体保冷庫の更新等について、年度内での完了が見込め

なかったため、令和２年度に繰越明許するもの 

「項２ 清掃費」 

 「収集車等購入経費」において、収集車両について、年度

内での納車が見込めなかったため、令和２年度に繰越明許

するもの 

「款６ 農林水産業費」 

「項１ 農業費」 

 「強い農業・担い手づくり総合支援事業」において、被災

農業者が行う農業施設の再建、修繕等について、年度内での

完了が見込めなかったため、令和２年度に繰越明許するも

の 

「款７ 商工費」 

「項１ 商工費」 

 「道の駅整備推進事業」において、市道０１２１号線南側

歩道改良工事について、年度内での完了が見込めなかった

ため、令和２年度に繰越明許するもの 
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 「プレミアム付商品券事業」において、商品券発行販売業

務委託について、換金等の一部業務が翌年度にまたがるた

め、令和２年度に繰越明許するもの 

「款８ 土木費」 

「項２ 道路橋りょう費」 

 「道路橋りょう総務管理経費」において、茅ヶ崎駅北口駅

前広場エレベーター修繕工事について、年度内での完了が

見込めなかったため、令和２年度に繰越明許するもの 

 「補修作業用諸費」において、本村地下道のポンプ設備更

新について、年度内での完了が見込めなかったため、令和２

年度に繰越明許するもの 

 「市道７４４９号線道路改良事業」において、事業用地の

買収について、年度内での完了が見込めなかったため、令和

２年度に繰越明許するもの 

 「高田萩園線道路改良事業」において、事業用地の買収に

ついて、年度内での完了が見込めなかったため、令和２年度

に繰越明許するもの 

 「狭あい道路整備事業」において、地権者との施工日時の
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調整に伴い、年度内での完了が見込めなかったため、令和２

年度に繰越明許するもの 

 「道路照明灯等関係経費」において、道路照明灯設置工事

について、年度内での完了が見込めなかったため、令和２年

度に繰越明許するもの 

 「北部地区幹線道路改良事業」において、下寺尾芹沢線道

路改良工事について、年度内での完了が見込めなかったた

め、令和２年度に繰越明許するもの 

 「浜園橋橋りょう整備事業」において、事業用地の買収に

ついて、年度内での完了が見込めなかったため、令和２年度

に繰越明許するもの 

「項４ 都市計画費」 

 「自転車プラン推進事業」において、国の多様なモビリテ

ィ導入支援事業補助金の公募開始が令和２年３月とされた

ことに伴い、年度内での完了が見込めなかったため、令和２

年度に繰越明許するもの 

 「国県事業対策費」において、事業用地の買収について、

年度内での完了が見込めなかったため、令和２年度に繰越
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明許するもの 

 「香川駅周辺整備事業」において、事業用地の買収につい

て、年度内での完了が見込めなかったため、令和２年度に繰

越明許するもの 

 「萩園地区産業系市街地整備事業」において、事業用地の

買収について、年度内での完了が見込めなかったため、令和

２年度に繰越明許するもの 

 「公園緑地等管理運営経費」において、公園長寿命化計画

策定に係る事務及び湘南夢わくわく公園内施設の撤去工事

について、年度内での完了が見込めなかったため、令和２年

度に繰越明許するもの 

 「甘沼向原公園整備事業」において、事業用地の買収につ

いて、年度内での完了が見込めなかったため、令和２年度に

繰越明許するもの 

 「（仮称）浜竹四丁目地内公園整備事業」において、事業

用地の買収について、年度内での完了が見込めなかったた

め、令和２年度に繰越明許するもの 

 「茅ヶ崎駅南口周辺道路整備事業」において、歩道改良工
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事及び駅前広場設計委託について、年度内での完了が見込

めなかったため、令和２年度に繰越明許するもの 

「款１０ 教育費」 

「項１ 教育総務費」 

 「教育事務委託負担金」において、藤沢市が実施する滝の

沢小学校空調工事等について、年度内での完了が見込めな

かったため、令和２年度に繰越明許するもの 

「項２ 小学校費」 

 「学校教育振興関係経費」において、教員が使用する教科

書及び指導書等の購入について、年度内での納品完了が見

込めなかったため、令和２年度に繰越明許するもの 

 「学校施設整備事業」において、浜須賀小学校の南側サッ

シ、緑が浜小学校のプール濾過装置、小出小学校外１校の放

送設備、柳島小学校・今宿小学校のトイレ、緑が浜小学校の

空調機器の改修工事について、年度内での完了が見込めな

かったため、令和２年度に繰越明許するもの 

 「情報機器配備運営経費」において、小学校における児童

１人１台端末の整備等について、年度内での完了が見込め
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なかったため、令和２年度に繰越明許するもの 

「項３ 中学校費」 

 「学校施設整備事業」において、浜須賀中学校の長寿命化

改修工事設計業務委託及び第一中学校南棟サッシ改修工事

について、年度内での完了が見込めなかったため、令和２年

度に繰越明許するもの 

 「情報機器配備運営経費」において、中学校における生徒

１人１台端末の整備等について、年度内での完了が見込め

なかったため、令和２年度に繰越明許するもの 

「項４ 学校給食費」 

 「学校給食管理運営費」において、小学校給食調理場空調

設備整備事業について、年度内での完了が見込めなかった

ため、令和２年度に繰越明許するもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」において、既に発

注済みの食材のキャンセル料等の支払い及び保護者への給

食費返還について、年度内での完了が見込めなかったため、

令和２年度に繰越明許するもの 

「項５ 社会教育費」 
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 「（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業」において、

旧三橋家住宅の耐震補強及び移築設計業務委託及び旧和田

家住宅の耐震改修工事監理業務委託について、年度内での

完了が見込めなかったため、令和２年度に繰越明許するも

の 

 「管理運営経費」において、図書館のエレベーター改修工

事等について、年度内での完了が見込めなかったため、令和

２年度に繰越明許するもの 

 

報告第１０号 令和元年度茅ヶ崎市一般会計予算の事

故繰越し繰越計算書について(議案書 P95～97) 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

 「防犯対策事業」において、新型コロナウイルスの感染拡

大の影響により物品の納品に不測の日数を要したため、事

故繰越しするもの 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 
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 「斎場施設管理運営経費」において、新型コロナウイルス

の感染拡大の影響により物品の納品に不測の日数を要した

ため、事故繰越しするもの 

「款９ 消防費」 

「項１ 消防費」 

 「常備消防管理経費」において、新型コロナウイルスの感

染拡大の影響により物品の納品に不測の日数を要したた

め、事故繰越しするもの 

 

報告第１１号 令和元年度茅ヶ崎市公共下水道事業会

計予算の繰越計算書について(議案書 P99～103) 

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費

の繰越額として、「汚水施設整備事業費」については、管渠

布設工事の施工に際し、支障物件移設工事に不測の日数を

要したため、事業費を令和２年度に繰り越すもの 

「長寿命化事業費」及び「柳島ポンプ場整備事業費」につ

いては、入札不調に伴う再入札に不測の日数を要したため、

事業費を令和２年度に繰り越すもの 
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「一般管理費」については、茅ヶ崎市萩園字上ノ前地区土

地整理組合に対する助成について、地権者との合意形成に

不測の日数を要したため、事業費を令和２年度に繰り越す

もの 

地方公営企業法第２６条第２項ただし書きの規程による

繰越額として、「施設管理費（官渠費）」については、入札不

調に伴う再入札に不測の日数を要したため、事業費を令和

２年度に繰り越すもの 

 

報告第１２号 令和元年度茅ヶ崎市病院事業会計予算

の繰越計算書について(議案書 P105～107) 

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費

の繰越額として、「手術室空冷チラー更新工事・空調設備更

新工事」については、手術室系統の配管経路改修作業に不測

の日数を要したため、事業費を令和２年度に繰り越すもの 

「資産購入費」については、受注生産である高圧蒸気滅菌

装置の納期に時間を要したため、事業費を令和２年度に繰

り越すもの 
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