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議案第６８号 令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算

（第８号）(議案書 P1～16) 

 歳入歳出それぞれ７９５，３８７千円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ１０１，３１１，３１３千円とするも

の 

（歳出） 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

「目１ 社会福祉総務費」 

 特定個人情報データ標準レイアウトの改版に伴う介護保

険事務処理システムの改修のため、介護保険事業特別会計

において委託料を増額することに伴い、「繰出金」を増額す

るもの 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴う生活支援対策として

実施する住居確保給付金の申請件数の増加に伴い、「負担金

補助及び交付金」を増額するもの 

「項２ 児童福祉費」 

「目１ 児童福祉総務費」 
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 新型コロナウイルス感染拡大に伴う生活支援対策として

実施する国によるひとり親世帯臨時特別給付金の給付事務

に従事する職員に係る「時間外勤務手当」を増額するもの 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の対策及び保護者の経

済的負担の軽減のため、保育料を返還する市内認可外保育

施設への補助を行うことに伴い、「負担金補助及び交付金」

を増額するもの 

「目２ 児童保育費」 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴う生活支援対策のた

め、国によるひとり親世帯臨時特別給付金を支給すること

に伴い、「報酬」、「共済費」、「費用弁償」、「消耗品費」、

「印刷製本費」、「通信運搬費」、「手数料」、「委託料」、

「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「目５ 地域児童福祉費」 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、公設及

び民設児童クラブの児童が登所を自粛したことにより、育

成料を返還する児童クラブに対して返還相当額等を補償す

るため、「補償補填及び賠償金」を増額するもの 
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「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

「目１ 保健衛生総務費」 

 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処する

ための作業に従事した職員に支給する感染症業務手当等の

特例を定めることに伴い、「特殊勤務手当」を増額するもの 

「款５ 労働費」 

「項１ 労働諸費」 

「目１ 労働諸費」 

 新型コロナウイルス感染症の影響に対する経済対策とし

て、影響を受けた事業者と求職者とのマッチングを図ると

ともに、雇用の維持及び経営の安定を支援するための緊急

雇用報奨金を支給することに伴い、「報償費」、「消耗品費」

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症の影響に対する経済対策とし
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て、売り上げが大幅に落ち込むなど特に厳しい状況にある

中小企業・小規模事業者への家賃補助を行うことに伴い、

「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「款９ 消防費」 

「項１ 消防費」 

「目１ 常備消防費」 

 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処する

ための作業に従事した職員に支給する感染症業務手当等の

特例を定めることに伴い、「特殊勤務手当」を増額するもの 

「款１０ 教育費」 

「項１ 教育総務費」 

「目２ 事務局費」 

 かながわ学びづくり推進地域研究事業の委託校として小

学校４校、中学校２校を指定して実践研究を行うため、「報

償費」及び「消耗品費」を増額するもの 

（歳入） 

「款１６ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「住居確保給付金支給事業費負
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担金」、「子ども・子育て支援交付金」、「ひとり親世帯臨

時特別給付金給付事業費補助金」、「ひとり親世帯臨時特別

給付金給付事務費補助金」を増額するもの 

「款１７ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「子ども・子育て支援交付金」、

「認可外保育施設保育料支援事業費補助金」、「かながわ学

びづくり推進地域研究委託金」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」を増額

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 

（繰越明許費） 

 新型コロナウイルス感染症対策事業において、今年度の

合同企業説明会に参加した事業者と求職者に対して、６か

月以上継続して雇用された方に、緊急雇用報奨金をそれぞ

れ支出することから、年度内での完了が見込めないため、次
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年度に繰り越すもの 

 

議案第６９号 令和２年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会

計補正予算（第２号）(議案書 P17～25) 

歳入歳出それぞれ６，８５２千円を増額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１６，１２７，４１２千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

特定個人情報データ標準レイアウトの改版に伴い、介護

保険事務処理システムを改修するため、「委託料」を増額す

るもの 

（歳入） 

「款３ 国庫支出金」 

歳出の事業の財源として、「介護保険事業費補助金」を増額

するもの 

「款６ 繰入金」 
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歳出の事業の財源として、「事務費繰入金」を増額するもの 

 

議案第７０号 令和２年度茅ヶ崎市病院事業会計補正予

算（第２号）(議案書 P26～31) 

 第２条「収益的収入及び支出の補正」 

収入及び支出の既決予定額をそれぞれ３２，９８１千円

増額し、収益的収入の予定額を１１，７３９，２１５千円と

し、収益的支出の予定額を１２，２５８，７７４千円とする

もの 

 支出の内容としては、新型コロナウイルスの感染症によ

り生じた事態に対処するための業務に従事した医療従事者

に対し、感染症業務手当を増額して支給するため、給与費を

計上するもの 

収入の内容としては、新型コロナウイルス感染症におけ

る診療報酬の引き上げによる入院収益及び外来収益を計上

するもの 

第３条「議会の議決を経なければ流用することができな

い経費の補正」 



8 

 

職員給与費の既決予定額を３２，９８１千円増額し、６，

２９８，１０６千円とするもの 

 

議案第７１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 P32～33) 

地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条第１項

に規定する地方公共団体実行計画を茅ヶ崎市環境基本

計画に包含させ、これを茅ヶ崎市環境審議会が審議する

ことにより、環境施策をより総合的に推進するためのも

の 

 

議案第７２号 茅ヶ崎市職員特殊勤務手当条例及び茅

ヶ崎市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手

当に関する条例の一部を改正する条例(議案書 P34～35) 

 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処する

ための作業に従事した職員に支給する感染症業務手当等の

特例を定めるためのもの 
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議案第７３号 茅ヶ崎市会計年度任用職員の報酬、費用

弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例

(議案書 P36) 

休日勤務手当に相当する報酬を支給する会計年度任用職

員の範囲を改める等のためのもの 

 

議案第７４号 茅ヶ崎市浄化槽保守点検業者の登録に

関する条例の一部を改正する条例(議案書 P38) 

浄化槽法の改正に伴い、浄化槽管理士に対する研修の機

会の確保に関する事項を定めるためのもの 

 

議案第７５号 農業委員会委員の任命について(議案書 P39

～41) 

農業委員会委員に阿部富美（あべ ふみ）氏を任命す

るもの 

 

議案第７６号 農業委員会委員の任命について(議案書 P42

～43) 

農業委員会委員に石射祥光（いしい よしみつ）氏を

任命するもの 
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議案第７７号 農業委員会委員の任命について(議案書 P44

～45) 

農業委員会委員に石腰明美（いしこし あけみ）氏を

任命するもの 

 

議案第７８号 農業委員会委員の任命について(議案書 P46

～47) 

農業委員会委員に遠藤信行（えんどう のぶゆき）氏

を任命するもの 

 

議案第７９号 農業委員会委員の任命について(議案書 P48

～49) 

農業委員会委員に小澤昇（おざわ のぼる）氏を任命

するもの 

 

議案第８０号 農業委員会委員の任命について(議案書 P50

～51) 

農業委員会委員に齋藤和子（さいとう かずこ）氏を

任命するもの 
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議案第８１号 農業委員会委員の任命について(議案書 P52

～53) 

農業委員会委員に鈴木邦夫（すずき くにお）氏を任

命するもの 

 

議案第８２号 農業委員会委員の任命について(議案書 P54

～55) 

 農業委員会委員に髙橋久雄（たかはし ひさお）氏を

任命するもの 

 

議案第８３号 農業委員会委員の任命について(議案書 P56

～57) 

農業委員会委員に野﨑雅博（のざき まさひろ）氏を

任命するもの 

 

議案第８４号 農業委員会委員の任命について(議案書 P58

～59) 

 農業委員会委員に原田勝幸（はらだ かつゆき）氏を

任命するもの 

 



12 

 

議案第８５号 農業委員会委員の任命について(議案書 P60

～61) 

農業委員会委員に廣瀬正実（ひろせ まさみ）氏を任

命するもの 

 

議案第８６号 農業委員会委員の任命について(議案書 P62

～63) 

農業委員会委員に三橋清高（みつはし きよたか）氏

を任命するもの 

 

議案第８７号 農業委員会委員の任命について(議案書 P64

～65) 

農業委員会委員に村越重芳（むらこし しげよし）氏

を任命するもの 

 

議案第８８号 農業委員会委員の任命について(議案書 P66

～67) 

農業委員会委員に吉田恵子（よしだ けいこ）氏を任

命するもの 


