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改定の履歴 

版 年月 改定等の概要 

初版 令和 2 年 4 月 次に掲げる予算措置の内容等を踏まえ初版をとりま

とめ 

①令和元年度予算の流用による対応 

②令和元年度一般会計補正予算第１１号 

③令和 2 年度予算の流用による対応 

④令和２年度一般会計補正予算第１号から第５

号まで 

⑤令和２年度病院事業会計補正予算第１号 

⑥令和２年度国民健康保険事業特別会計補正

予算第１号 

 

 



 1 

第 1 はじめに 

令和元年１２月末頃に発生した新型コロナウイルス感染症1（以下「感染症」といい

ます。）は、瞬く間に世界中に感染が拡大し、茅ヶ崎市内においても感染が確認されて

います。感染の拡大を抑制するため、国は、2 月 27 日に全国の小中高校等の臨時休

校を要請したほか、4 月 7 日には、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急

事態宣言2を発令しました。こうした危機事態の発生により、全国的に活動の自粛が行わ

れ、茅ヶ崎市内においても経済活動や市民生活に大きな影響が生じています。 

こうした現下の状況に対して、国や神奈川県においても対策が進められているところで

すが、本市においても、深刻な危機事態という認識のもと、早い段階で必要な対応を講

じてきました。国の緊急事態宣言発令後には、直ちに法に基づく対策本部を立ち上げ、

令和 2 年 4 月１４日に「新型コロナウイルス感染症対策の茅ヶ崎市対処方針（以下

「対処方針」という。）」を策定しました。 

こうした危機事態に対して、基礎自治体としてより機動的に対応するため、対処方針

に基づく感染拡大防止対策や緊急経済・生活対策はもとより、危機事態終息後の強靭

化対策までを「茅ヶ崎市新型コロナウイルス感染症対策・政策パッケージ」として総合的に

取りまとめ、可及的速やかに対策を講じることとします。 

なお、本パッケージに掲げる項目は、対処方針を踏まえ、予算を伴う取り組みを中心に

掲載することとし、対策に要する経費の財源については、国県の財政支援を最大限活用

することはもちろんのこと、これまで市が行ってきた事務事業を改めて見直しすることにより

捻出するほか、必要に応じて財政調整基金3の繰り入れにより賄うこととします。 

また、危機事態の状況は刻一刻と変化することから、本政策パッケージについては、適

宜、内容の見直しを行い、節目において改定を行います。 

 

 

 

 

 

  

                                     
1 新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第 1 条の２参照 
2 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 HP 参照（https://corona.go.jp/） 
3 経済不況などによる市税収入の大幅な減少や、災害の発生により生じる予期せぬ支出の増加などに備え、長期的

視野に立った計画的な財政運営を行うために積み立てている市の基金 

 対処方針を踏まえ、予算を伴う取り組みを中心に掲載 

 危機事態の状況を踏まえ、適宜、内容の見直しを行い、節目において改定 

新型コロナウイルス感染症対策の茅ヶ崎市対処方針 

茅ヶ崎市新型コロナウイルス感染症対策・政策パッケージ 
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第２ 政策パッケージの枠組み 

政策パッケージは、この危機事態を乗り越え、平常期に戻るまでの中長期的な視点で

取り組みを取りまとめます。 

１ 取り組みのフェーズ 

取りまとめに当たっては、危機事態を乗り越えるまでのプロセスを次のとおり想定しまし

た。 

①危機対応期フェーズ 

②社会・経済の回復期フェーズ 

③平常期フェーズ 

それぞれの各局面において、必要な取り組みに優先順位を付け、適時適切に政策を

推進します。 

なお、感染症の終息の見通しや今回の危機事態による経済・社会への影響が未知数

である中にあっては、それぞれのフェーズの具体的な期間を示すことは困難です。また、それ

ぞれのフェーズは、特定の時期に切り替わるものではなく、徐々に移行していくものと考えて

います。 

 

  

危機対応期

フェーズ

•感染症に対する有効な抗ウイルス薬等がなく、対症療法が中心となる局面

•外出自粛など感染拡大防止策により流行の規模を抑える局面

•人の活動が抑制され社会・経済への大きなマイナスの影響が発生する局面

社会・経済の

回復期フェーズ

•治療薬の開発や知見の蓄積等により感染症により命を奪われるという最悪の事態

は回避できるようになり、安定した医療提供体制により、感染者数が減少している

局面

•一方で、社会・経済が危機対応期に受けたマイナスの影響からは回復途上の局面

平常期フェーズ

•社会・経済が危機事態発生前の状態へ回復した局面

•今回の危機事態により明らかになった脆弱性を総括し、次に同様の事態が発生し

てもより的確に対応できる強靭な社会づくりを推進する局面
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２ 政策の柱 

取り組みのフェーズごとに優先して取り組まなければならないことは、変化することが想定

されます。そのため、①感染拡大防止対策、②緊急経済・生活対策、③市税等減収対

策、④新型感染症強靭化対策の４つを市が取り組むべき政策の柱と設定し、取り組み

のフェーズごとに優先順位を定め、機動的に取り組みを進めます。 

なお、①感染拡大防止対策及び②緊急経済・生活対策については、対処方針に基

づき即時に実施すべき事項を順次位置付けて取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

政策の柱と優先順位 

柱１ 感染拡大防止対策 

爆発的な感染拡大を起こさないために必要な感染予防対策を実施 

柱２ 緊急経済・生活対策 

地域経済環境を下支えする効果的で即効性のある対策を実施 

柱３ 市税等減収対策 

●今後の市税等の減収に備え、当初予算を大胆に見直し、不要不急な事業については予算を凍結 

●凍結した予算の一部は、柱１・２の取り組みへ活用 

柱４ 新型感染症強靭化対策 

●今回の事態で露呈した社会の脆弱性を教訓とする強靭なまちづくりに資する中長期的な対策 

●国等においても政策誘導が進むことが想定されるため、早期に検討を進め、機を失することなく対応 

政策の柱の概要 
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３ 政策パッケージ関連予算の総括表 

(1) 歳出予算の内訳 

政策の柱と細目 予算額（千円） 

柱１ 感染拡大防止対策 599,989 

 

(1) 医療提供体制の確保 125,794 

(2) 子どもの感染防止対策 292,854 

(3) 市民生活における感染防止対策 13,973 

(4) 要配慮者の感染防止対策 27,593 

(5) 行政活動の感染防止対策 132,610 

(6) 自然災害発生時の感染防止対策 7,165 

柱２ 緊急経済・生活対策 25,212,708 

 

(1) 事業者向けの経済対策 217,690 

(2) 市民向けの生活対策 

（うち特別定額給付金（仮称）支給事業分） 
24,625,000 

(2) 市民向けの生活対策（上記以外の対策） 370,018 

柱３ 市税等減収対策 0 

柱４ 新型感染症強靭化対策 0 

合計 25,812,697 

(2) 財源の内訳 

項目 金額（千円） 

１ 国県の財政支援（国庫補助金等） 25,323,550  

２ 財政調整基金の繰り入れ 413,542  

３ 市債 20,500 

４ その他（前年度繰越金等） 55,105 

合計 25,812,697 
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第３ 政策の柱ごとの具体的な取り組み 

１ 感染拡大防止対策 

最優先に取り組まなければならないことは、市内においてこれ以上の感染者の発生を

抑制するとともに、仮に感染者が発生しても早期発見・早期対応ができる体制を整え、

爆発的な感染拡大を起こさないことであり、そのために必要な感染予防対策を実施しま

す。 

(1) 医療提供体制の確保 

ア 実施済み又は実施中の取り組み 

1 

項目名 帰国者・接触者相談センターの設置 

〇感染症への感染が疑われる場合の電話相談窓口として保健所に「帰国者・接

触者相談センター」を設置（令和 2 年 2 月 7 日） 

〇相談件数の増加に伴い、相談体制を強化 

（令和元年度予算の流用により対応） 

（令和２年度一般会計補正予算第２号【４月８日付け専決処分】） 

12,519 千円 

 

2 

項目名 新型コロナウイルス感染症患者への対応の強化 

〇感染症の疑いのある方へのＰＣＲ検査4 の実施体制を強化するとともに、陽性

患者に対する適切な対応体制を強化。 

〇患者対応に従事する職員及び医療従事者等に必要なマスク、防護服等の衛

生資材を整備。 

（令和元年度予算の流用により対応） 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

70,487 千円 

 

 

 

 

 

                                     
4  ポリメラーゼ連鎖反応（Polymerase Chain Reaction）によるウイルス検査。 
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3 

項目名 茅ヶ崎医師会地域外来・検査センターの設置 

〇ＰＣＲ検査の体制強化を目的として、令和 2 年 4 月２２日より「茅ヶ崎医師

会地域外来・検査センター」を茅ヶ崎医師会に委託し開設。 

〇検査は、かかりつけ医の診察で必要と判断した場合に、完全予約制のドライブス

ルー方式で実施。（4 月２４日記者発表） 

（令和２年度予算の流用により対応） 

18,114 千円 

 

4 

項目名 市立病院における感染拡大防止対策の強化 

〇人工呼吸器や空気清浄機、空気感染隔離ユニット等の医療設備を整備。 

〇医療従事者に必要なマスク、防護服等の衛生資材を整備。 

（令和２年度病院事業会計補正予算第１号【４月２７日専決処分】） 

24,141 千円 

 

イ 今後実施する取り組み 

1 

項目名 地域医療センターの対応体制の強化 

〇感染症の疑いのある地域医療センター利用者への対応に必要な医療従事者用

のマスクや防護服等の衛生資材を整備。 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

533 千円 

 

（参考） 関連する国・神奈川県等の取り組み 

〇 重点医療機関の設置・運営等【神奈川県】 

〇 軽度・無症状患者宿泊療養施設の運営【神奈川県】 

〇 神奈川モデルにおける検査・診察体制の強化【神奈川県】 
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(2) 子どもの感染防止対策（小中学校の休校に伴う対応を含む） 

ア 実施済み又は実施中の取り組み 

1 

項目名 市立小・中学校の臨時休校 

〇児童生徒の安全・安心を最優先とし、感染予防対策の徹底を図るため、令和

２年３月２日から市立小・中学校を臨時休業。 

（令和２年２月２８日・４月３日・４月９日記者発表） 

〇既に発注済みの小学校給食の食材のキャンセル料等を各小学校の私会計に補

助 

（令和元年度補正予算第１１号【３月２６日専決処分】） 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

7,055 千円 

 

2 

項目名 
小学校の臨時休校に伴う児童クラブ（学童保育）の開所時間の

拡大 

〇小学校の臨時休校に伴い、児童クラブ（学童保育）を平日の午前中から開

所。 

（令和元年度予算の流用により対応） 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

202,750 千円 

 

3 

項目名 
小学校の臨時休校に伴うファミリー・サポート・センター利用者への支

援 

〇小学校の休校に伴いファミリー・サポート・センターを利用する場合の利用料を助

成。 

（令和元年度予算の流用により対応） 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

6,370 千円 
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イ 今後実施する取り組み 

1 

項目名 子育て支援関係施設の感染防止対策の強化 

〇子育て支援センターやファミリー・サポート・センター、こどもセンターといった子育て

支援施設等における感染症の拡大を防止するため、消毒液等の衛生資材を整

備。 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

1,925 千円 

 

2 

項目名 保育園の感染防止対策の強化 

〇保育園（公立保育園、認可保育所等）において、感染症の拡大を防止する

ため、消毒液等の衛生資材を整備。 

〇保育園（公立保育園、認可保育所等）における登園自粛要請に伴い、保育

料の日割り計算を実施。 

（令和元年度予算及び令和２年度予算の流用により一部対応済み） 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

53,188 千円 

 

3 

項目名 児童クラブ（学童保育）の感染防止対策の強化 

〇児童クラブ（学童保育）において、感染症の拡大を防止するため、消毒液等の

衛生資材を整備。 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

16,500 千円 

 

4 

項目名 乳幼児健康診査の感染防止対策の強化 

〇1 歳 6 か月児・3 歳 6 か月児健康診査の実施に際し、感染症の拡大を防止す

るため、消毒液等の衛生資材を整備。 

（令和元年度予算の流用により対応） 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

211 千円 

 

5 

項目名 妊婦用マスクの配布 

〇国において一括購入した布製マスクを妊婦へ配布（妊婦一人につき原則月２

枚を配布） 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

170 千円 

 



 9 

6 

項目名 小中学校の感染防止対策の強化 

〇小中学校の再開にむけ、感染症の拡大を防止するため、教育指導員やふれあ

い補助員等の会計年度任用職員、給食調理従事者等のマスクや消毒液等の

衛生資材を整備。 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

4,465 千円 

 

7 

項目名 市立小中学校 web サイトの改修 

〇休校が続く市立小中学校に通学する子どもの学習の一助となるよう小中学校の

ホームページにＩＤとパスワードによるセキュリティを確保したページを設定するため

システム改修を実施。 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

220 千円 

 

(3) 市民生活における感染防止対策 

ア 実施済み又は実施中の取り組み 

1 

項目名 市公式ホームページにおける特設ページの開設 

〇市公式ホームページにおいて、感染症に関する情報を集約した特設ページを開

設し、適時適切な情報提供を実施。 

〇市民生活における感染防止対策を注意喚起。 

 

2 

項目名 除菌液（微酸性次亜塩素酸水）の配布 

〇市役所等市内 9 か所で、市内在住者や事業者を対象に、微酸性次亜塩素酸

水を無料で配布。 

〇生成機器は、株式会社フジプロが無償で貸し出し。 
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イ 今後実施する取り組み 

1 

項目名 情報提供体制の迅速化・多様化 

〇刻一刻と状況が変化することに鑑み、より迅速な情報提供ができるよう啓発チラ

シの全戸配布やタウン誌への記事掲載など多様な広報手段を確保。 

〇市ホームページをリモート操作で更新できるよう web 管理システムを改修し、情

報提供の迅速化を推進。 

〇ごみ収集車や消防車、公用車といった市中を走行する車両への注意喚起メッセ

ージの掲示による感染防止対策の周知啓発の実施 

（令和２年度予算の流用により一部対応済み） 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

10,973 千円 

 

2 

項目名 国民健康保険被保険者に対する傷病手当金 

〇国民健康保険に加入している方であって、感染症に感染した方、または発熱等

の症状があり感染が疑われる方が、療養のため仕事ができない期間について、傷

病手当金を支給。 

（令和２年度国民健康保険事業特別会計補正予算第１号【５月１４日市

議会提案】） 

3,000 千円 

 

(4) 要配慮者（高齢者・障害者）の感染防止対策 

ア 実施済み又は実施中の取り組み 

1 

項目名 高齢者が利用する公共施設の休館 

〇感染症の拡大防止のため、老人憩の家や老人福祉センターなど高齢者が利用

する公共施設を令和２年3月から休館。（令和２年２月２８日・４月３日・

４月９日記者発表） 

 

2 

項目名 
特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービスの利用

者への支援 

〇特別支援学校等が臨時休校となったことに伴う放課後等デイサービスの報酬増

加分を負担 

〇臨時休校により追加的に生じた利用者負担を補助 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

27,113 千円 
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イ 今後実施する取り組み 

1 

項目名 
地域活動支援センター及び日中一時支援事業の受け入れ体制の

強化 

〇感染症の拡大防止対策を実施するため、地域活動支援センターや日中一時支

援事業といった障害福祉サービスの提供する事業所の新たな支援員の増などの

体制強化や衛生環境の整備を支援 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

480 千円 

 

 (5) 行政活動における感染防止対策 

ア 実施済み又は実施中の取り組み 

1 

項目名 公共施設の休館 

〇感染症の拡大防止のため、不特定の方が利用する公共施設などを令和２年３

月から休館。（令和２年２月２８日・４月３日・４月９日記者発表） 

 

2 

項目名 市が主催する事業・イベント等の中止又は延期 

〇感染症の拡大防止のため、市が主催する事業・イベント等を原則として令和２

年８月３１日まで中止又は延期。（令和２年３月２７日・４月３日・４月

９日記者発表） 

 

3 

項目名 市職員の柔軟な勤務体制の運用 

〇市職員の感染を防止するとともに、行政サービスの継続性を確保するため、令和

２年４月１５日から勤務時間帯や週休日の変更、在宅勤務の実施など、柔

軟な運用を実施。 

 

4 

項目名 外出抑制のための行政手続の代替手段の実施 

〇市役所等の公共施設へ各種の行政手続に来庁する方を抑制するため、可能な

ものについては、郵送による手続といった代替手法への変更を実施。 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

1,729 千円 
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イ 今後実施する取り組み 

1 

項目名 広報紙及び議会だよりの配布方法の見直し 

〇これまでの自治会を通じた広報紙及び議会だよりの配布作業による感染症の拡

大を防止するため、感染リスクが終息するまでの期間に限り、全戸ポスティングに

よる配布方法へ変更。 

（令和２年度予算の流用により一部対応済み） 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

20,570 千円 

 

2 

項目名 市役所窓口等における感染拡大防止対策の強化 

〇行政活動における感染症の拡大防止のため、市職員用のマスクや消毒液等の

資材を整備。 

〇市役所のほか、小出支所、出張所等の出先機関の窓口における感染拡大防

止のため、衝立等の設備を整備。 

（令和２年度予算の流用により一部対応済み） 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

6,784 千円 

 

3 

項目名 消防職員の感染拡大防止対策の強化 

〇消防職員の感染症の拡大を防止するため、救急搬送に関する感染防止用資

材等の整備。 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

3,527 千円 

 

4 

項目名 予備費の増額 

〇緊急の感染拡大防止対策が必要となる不測の事態に備え、一般会計予備費

を増額。 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

100,000 千円 
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 (6) 自然災害発生時の感染防止対策 

ア 実施済み又は実施中の取り組み 

1 

項目名 自然災害発生時の避難行動についての周知 

〇自然災害発生時の感染症対策に配慮した避難行動や非常時持出品等につい

て、広報紙や市公式ホームページなどで周知。 

     

2 

項目名 避難所における避難者の受入態勢の充実 

〇これまでの災害発生時よりも多くの避難所を開設できるよう避難所の受入態勢

を強化。 

○体調不良な方の避難方法や避難所での受入方法の充実。 

○避難所における感染症予防対策の周知。 

 

イ 今後実施する取り組み 

1 

項目名 避難所における感染症防止用品の充実 

〇地震や風水害といった自然災害発生時の避難所における感染症の拡大を防止

するため、衛生用品や密接環境防止用品といった防災備蓄を増強 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

7,165 千円 
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２ 緊急経済・生活対策 

感染拡大を予防する観点から市民活動の自粛が続いており、様々な業種において厳

しい経営環境にさらされています。そのため、国や神奈川県との動きとも連携しながら、地

域経済環境と市民生活を下支えする効果的で即効性のある対策を実施します。 

(1) 事業者向けの経済対策 

ア 実施済み又は実施中の取り組み 

1 

項目名 新型コロナウイルス対策特別融資資金利子補給金 

〇神奈川県が実施する新型コロナウイルス対策特別融資を受けた事業者に対し

て、事業者が負担した利子相当額の利子補給を実施。 

（令和２年度一般会計補正予算第１号【４月１日専決処分】） 

10,290 千円 

 

2 

項目名 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 

〇神奈川県が行った緊急事態措置による休業要請及び営業時間短縮要請に応

じ営業の自粛を行い、神奈川県が交付する感染拡大防止への協力金を受給し

た市内の事業者に対して、一律２０万円を支給。 

（令和２年度一般会計補正予算第３号【４月２７日専決処分】） 

207,400 千円 

 

3 

項目名 テイクアウト・デリバリーを行う飲食事業者支援 

〇外出・外食を控える動きが広まり、飲食店の来客が減少する中、テイクアウトやデ

リバリーの業態を行う事業者を支援するため、ソーシャル・ネットワーキング・サービ

ス（ＳＮＳ）等により情報発信する市民の取り組みを広報紙や市ホームページ

で広報。 

 

4 

項目名 市税の徴収猶予 

〇感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方の市税（県民

税を含む。）の徴収を 1 年間猶予（担保不要、延滞金免除）。 

（関係条例を 5 月１４日市議会提案） 
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イ 今後実施する取り組み 

 

 

 

 

（参考）関連する国・神奈川県等の取り組み 

〇 新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口【厚生労働省】 

〇 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金【厚生労

働省】 

〇 雇用調整助成金の特例措置の拡充【厚生労働省】 

〇 時間外労働等改善助成金（テレワークコース、職場意識改善コースの特例）

【厚生労働省】 

〇 神奈川県中小企業制度融資（新型コロナウイルス対策特別融資）【神奈川

県】 

〇 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【神奈川県】 

〇 持続化給付金【経済産業省】 

 

(2) 市民向けの生活対策 

ア 実施済み又は実施中の取り組み 

1 

項目名 市税の徴収猶予【再掲】 

〇感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方の市税（県民

税を含む。）の徴収を 1 年間猶予（担保不要、延滞金免除）。 

（関係条例を 5 月１４日市議会提案） 

 

2 

項目名 住居確保給付金支給事業 

〇離職や廃業等により住居を失った又は失うおそれがある場合に支給される住居

確保給付金について、国の支給対象の見直しを踏まえ、支援を拡充。 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

29,376 千円 

 

 

 

国や神奈川県の支援策の動向や市内事業者のニーズを把握し、引き続き必

要な事業を検討。 
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イ 今後実施する取り組み 

1 

項目名 特別定額給付金（仮称）支給事業 

〇感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を

行うことを目的に、国の緊急経済対策の一環として「特別定額給付金（仮

称）」を支給（給付対象者 1 人につき１０万円）。 

（令和２年度一般会計補正予算第４号【４月３０日専決処分】） 

24,625,000 千円 

 

2 

項目名 子育て世代への臨時特別給付金 

〇児童手当（本則給付）を受給する世帯（０歳～中学生のいる世帯）に対

し、対象児童一人につき 1 万円を支給。 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

339,942 千円 

 

3 

項目名 勤労者生活資金融資事業 

〇感染症の影響により生活に苦慮されている勤労者を支援するため、生活資金の

融資を受けた方に対して、信用保証料を補助するとともに融資利率の一部を利

子補給。 

（令和２年度一般会計補正予算第５号【５月１４日市議会提案】） 

700 千円 

 

4 

項目名 国民健康保険料、介護保険料の減免 

〇感染症の影響により一定程度収入が下がった方に対して、国民健康保険、介

護保険等の保険料を減免。 

（関係条例を令和 2 年第 2 回市議会定例会に提案予定） 

 

（参考）関連する国・神奈川県等の取り組み 

〇 生活福祉資金貸付制度【厚生労働省】 

〇 上下水道料金の支払猶予【神奈川県】 

〇 後期高齢者医療保険料の減免【神奈川県後期高齢者医療広域連合】 

〇 国民年金保険料の減免【日本年金機構】 
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３ 市税等減収対策 

経営環境の悪化に伴い、市税や公共料金の徴収猶予や減免といった負担緩和策に

より、本市においても場合によっては数十億円規模の税収減となる可能性があります。加

えて、株価の下落も進行しており、先行きは不透明なところがあります。こうしたことから、

今後、市税や各種交付金の減収は不可避です。 

そのため、これまで実施してきた事業について、大胆な見直しを行い、不要不急な事業

は凍結し、不要となった予算の一部を感染拡大防止対策や緊急経済・生活対策の財

源に活用します。 

さらに、中長期的な減収に備え、今後実施が予定されている令和 3 年度以降の事業

についても、事業着手の有無や国費の採択状況に関わらず、ゼロベースで見直しの可能

性を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

具体的な見直し内容については、検討・整理中 
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４ 新型感染症強靭化対策 

今回の感染症の発生による一連の危機事態により、様々な社会システムの脆弱性が

露呈されることとなりました。 

こうした課題を踏まえ、ビルド・バック・ベター（危機事態発生後の復興段階において、

次の事態に備えて、より強靭な地域づくりを行うという考え方）を基本に、今回の危機事

態を教訓とする強靭なまちづくりに資する対策を実施します。 

なお、こうした対策は、今後、国等においても政策誘導が進むことが予想されることか

ら、早期に検討を進め、機を失することなく対応します。 

 

 

検討が必要な社会システムの脆弱性の例 

 
 

 

 

 

 

 

 

教育環境の脆弱性

•若年者への感染予防の観点から市立小中学校が休校となった。

•そうした状況においても子どもたちが在宅で学習できるよう、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用

した遠隔教育の環境整備の必要性がある。

医療現場の脆弱性

•医療現場においては、衛生管理に必要な物資不足が発生するなど、院内感染のリスクが発生

している。

•これを踏まえ、国において、オンライン診療・服薬指導など、新たな仕組みの必要性が示唆され

ている。

働く環境の脆弱性

•東京、横浜等の首都圏への通勤者が多い本市においては、勤務先への通勤によって罹患のリ

スクが発生している。

•そのため、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用したリモートワークを導入するなど、働き方を見直

す必要がある。

現段階では、感染拡大防止対策と緊急経済・生活対策に最優先に取り組むこ

ととし、新型感染症強靭化対策の具体的な取り組みについては今後検討 
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第 4 参考資料 

１ 茅ヶ崎市保健所管内の感染動向 

相談件数（累計） 3,924 件 

ＰＣＲ検査数（累計） 426 件 

陽性患者数（累計） 27 人 

 市
町
内
訳 

茅ヶ崎市 25 人 

寒川町 2 人 

状
況
内
訳 

入院者数 3 人 

施設入所中 4 人 

自宅療養中 2 人 

治療終了者 17 人 

死亡者数 1 人 

令和 2 年５月４日現在 
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２ 対処方針 

新型コロナウイルス感染症対策の茅ヶ崎市対処方針 

 

令和２年４月１４日 

茅ヶ崎市新型インフルエンザ等対策本部 

 

令和２年４月７日の新型インフルエンザ等対策特別措置法第３２条第１項に基づく緊

急事態宣言を踏まえ、同法第３４条に基づき、４月９日に茅ヶ崎市新型インフルエンザ等

対策本部を設置した。 

これに伴い、本市の対処方針を次のとおりとする。 

 

１ 感染症のまん延防止対策は、当面の間、神奈川県の対処方針及び実施方針に基づいて

実施する。 

 

２ 市が実施すべき対応は、特設チームを編成し、４月１７日までに検討し、実施する。 

検討にあたっての具体的な対応の視点は次のとおりとする。 

○サーベイランス・医療供給体制の確保 

・感染拡大に対応できるよう、陽性者及び濃厚接触者へ積極的疫学調査を実施し、

感染の拡大防止に努める。 

・帰国者・接触者相談センター、帰国者・接触者外来及び感染症指定医療機関の連携

による、適切な医療供給体制の確保に努める。 

○教育・子どもの受け入れ等 

・新型コロナウイルス感染拡大を防止し、小中学校の児童・生徒の安全を図るため、

必要な措置を講ずる。 

・学校が休業している間の児童・生徒の学習支援及び心のケアについて、必要な措

置を講ずる。 

・学校が休業している間の保育を必要とする子どもの受け入れ場所を可能な限り確

保する。 

・保育を必要とする未就学児に対しては保育を提供しつつ、家庭で保育が可能な場

合は登園の自粛を要請する。 

○経済雇用・生活困窮者等への支援 

・国や県と連携し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている企業や事業者及

び勤労者を支援する。 

・市内企業や事業者の事業継続のため、経済回復の基盤構築に寄与する取組みにつ

いて迅速かつ積極的に支援する。 

・国や県と連携し、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が

減少し生活に困っている世帯及び子育て世帯を支援する。 

○市民の安定的な生活の確保 

・市民の生活に混乱を来さず、安定した生活が送れるための支援を行う。 

○必要な行政機能の堅持 

・新型コロナウイルス感染拡大を防止する措置を優先業務としつつ、市民生活に必

要不可欠な業務は継続する。 

・市民生活に与える影響が少ない不急の業務は縮小し、感染拡大につながるおそれ

のある業務は極力休止する。 

・新型コロナウイルス感染拡大のフェーズに応じ、庁内横断的な体制を整備すると

ともに、柔軟かつ機動的に職員を配置する。 

・職員の集団感染が発生しないよう必要な措置を講ずる。 
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３ 関係する法律及び条例等 

○新型インフルエンザ等対策特別措置法（抄） 

平成二十四年五月十一日 

法律第三十一号 

（目的） 

第一条 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフ

ルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤と

なるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに

鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時にお

ける措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項に

ついて特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律（平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。）その他新型インフルエンザ

等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する

対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保

護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とす

る。 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染

症及び同条第九項に規定する新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに

限る。）をいう。 

二～七 略 

（国、地方公共団体等の責務） 

第三条 国は、新型インフルエンザ等から国民の生命及び健康を保護し、並びに新型インフル

エンザ等が国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、新型インフル

エンザ等が発生したときは、自ら新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、並び

に地方公共団体及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に

支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有する。 

２ 国は、新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の医薬品の調査及び研究を推

進するよう努めるものとする。 

３ 国は、世界保健機関その他の国際機関及びアジア諸国その他の諸外国との国際的な連携を

確保するとともに、新型インフルエンザ等に関する調査及び研究に係る国際協力を推進する

よう努めるものとする。 

４ 地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときは、第十八条第一項に規定する基

本的対処方針に基づき、自らその区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実

施し、及び当該地方公共団体の区域において関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策

を総合的に推進する責務を有する。 

５・６ 略 

（市町村行動計画） 

第八条 市町村長は、都道府県行動計画に基づき、当該市町村の区域に係る新型インフルエン

ザ等対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を作成するものとする。 

２ 市町村行動計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項 

二 市町村が実施する次に掲げる措置に関する事項 

イ 新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び住民への適切な方法による提供 



 22 

ロ 住民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関す

る措置 

ハ 生活環境の保全その他の住民の生活及び地域経済の安定に関する措置 

三 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項 

四 新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連

携に関する事項 

五 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関

し市町村長が必要と認める事項 

３ 市町村長は、市町村行動計画を作成する場合において、他の地方公共団体と関係がある事

項を定めるときは、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。 

４ 市町村長は、市町村行動計画を作成したときは、都道府県知事に報告しなければならな

い。 

５ 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けた市町村行動計画について、必要があると

認めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。 

６ 市町村長は、市町村行動計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告するととも

に、公表しなければならない。 

７ 第六条第五項及び前条第七項の規定は、市町村行動計画の作成について準用する。 

８ 第三項から前項までの規定は、市町村行動計画の変更について準用する。 

 

第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置 

第一節 通則 

（新型インフルエンザ等緊急事態宣言等） 

第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等（国民の生命及び健康に著しく重大な

被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章

において同じ。）が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経

済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事

態（以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。）が発生したと認めるときは、新型イ

ンフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示（第五項及び第三十四条第

一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。）をし、並びにその旨及び当

該事項を国会に報告するものとする。 

一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間 

二 新型インフルエンザ等緊急事態措置（第四十六条の規定による措置を除く。）を実施す

べき区域 

三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要 

２ 前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。 

３ 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の

状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更す

ることが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公

示をし、及びこれを国会に報告するものとする。 

４ 前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。 

５ 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等

緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ

等緊急事態解除宣言（新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。）をし、

及び国会に報告するものとする。 

６ 政府対策本部長は、第一項又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第

十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ

等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。 

（政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指示） 
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第三十三条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、第二十条第一項の

総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的

確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、指定

行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに第十九条の規定により権限を委任された当

該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、都道府県知事等並びに指定公共機

関に対し、必要な指示をすることができる。この場合においては、第二十条第三項及び第四

項の規定を準用する。 

２ 都道府県対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、第二十四条第一項の総

合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、当該都道府県の区域に係る新型イ

ンフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必

要な限度において、関係市町村長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要

な指示をすることができる。 

（市町村対策本部の設置及び所掌事務） 

第三十四条 新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計

画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。 

２ 市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等

対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。 

（市町村対策本部の組織） 

第三十五条 市町村対策本部の長は、市町村対策本部長とし、市町村長をもって充てる。 

２ 市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。 

一 副市町村長 

二 市町村教育委員会の教育長 

三 当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員（消防本部を置かない

市町村にあっては、消防団長） 

四 前三号に掲げる者のほか、市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する者 

３ 市町村対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、市町村長が指名する。 

４ 市町村対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該市町村の職員以外

の者を市町村対策本部の会議に出席させることができる。 

（市町村対策本部長の権限） 

第三十六条 市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措

置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該市町村が実施する当該市

町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合調整を行うことができ

る。 

２ 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、都道

府県並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する新型インフルエンザ等緊急事態

措置に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、都道府県対策

本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。 

３ 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、指定

行政機関及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する第二十

四条第四項の規定による要請を行うよう求めることができる。 

４ 市町村対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県

対策本部長に対し、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関

し必要な情報の提供を求めることができる。 

５ 市町村対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総合

調整の関係機関に対し、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施

の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。 

６ 市町村対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の区域に係る新型イン

フルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求

めることができる。 
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７ 市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確

かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、当該都道

府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関し必要な要請をすること

ができる。 

（準用） 

第三十七条 第二十五条及び第二十六条の規定は、市町村対策本部について準用する。この場

合において、第二十五条中「第二十一条第一項の規定により政府対策本部が廃止された」と

あるのは「第三十二条第五項の公示がされた」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」

と、第二十六条中「第二十二条から前条まで及び第三十三条第二項」とあるのは「第三十四

条から第三十六条まで及び第三十七条において読み替えて準用する第二十五条」と、「都道

府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。 

 

読み替え後 

（市町村対策本部の廃止） 

第二十五条 第三十二条第五項の公示がされたときは、市町村長は、遅滞なく、市町村

対策本部を廃止するものとする。 

（条例への委任） 

第二十六条 第三十四条から第三十六条まで及び第三十七条において読み替えて準用す

る第二十五条に規定するもののほか、市町村対策本部に関し必要な事項は、市町村の

条例で定める。 

 

附 則 

（新型コロナウイルス感染症に関する特例） 

第一条の二 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス

（令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有する

ことが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。第三項において同じ。）について

は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律（令和二年法律第四号。同

項において「改正法」という。）の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政

令で定める日までの間は、第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等とみなして、この

法律及びこの法律に基づく命令（告示を含む。）の規定を適用する。 

２ 前項の場合におけるこの法律の規定の適用については、第十四条中「とき」とあるのは、

「とき（新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令

和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有すること

が新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。）にあっては、そのまん延のおそれが

高いと認めるとき）」とする。 

３ 前項に定めるもののほか、第一項の場合において、改正法の施行前に作成された政府行動

計画、都道府県行動計画、市町村行動計画及び業務計画（以下この項において「行動計画等」

という。）に定められていた新型インフルエンザ等に関する事項は、新型コロナウイルス感

染症を含む新型インフルエンザ等に関する事項として行動計画等に定められているものと

みなす。 
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○茅ヶ崎市新型インフルエンザ等対策本部条例 

平成２５年３月２５日 

茅ヶ崎市条例第６号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号。以下

「法」という。）第３７条において準用する法第２６条の規定に基づき、茅ヶ崎市新型インフ

ルエンザ等対策本部（以下「対策本部」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 茅ヶ崎市新型インフルエンザ等対策本部長（以下「本部長」という。）は、対策本部

の事務を総括し、職員を指揮監督する。 

２ 茅ヶ崎市新型インフルエンザ等対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を

助け、対策本部の事務を整理し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 茅ヶ崎市新型インフルエンザ等対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を

受け、対策本部の事務に従事する。 

４ 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。 

５ 前項の職員は、市の職員のうちから市長が任命する。 

（会議） 

第３条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、

対策本部の会議（次項において「会議」という。）を招集する。 

２ 本部長は、法第３５条第４項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議に

出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。 

（部） 

第４条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、本部長が指名する本部員をもって充てる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（委任） 

第５条 前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 

附 則 

この条例は、法の施行の日から施行する。 
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○茅ヶ崎市新型インフルエンザ等対策本部及び対策会議要綱 

 

平成２５年４月２４日 

茅ヶ崎市要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、茅ヶ崎市新型インフルエンザ等対策本部条例（平成２５年茅ヶ崎市条例

第６号。以下「条例」という。）第５条の規定に基づき、茅ヶ崎市新型インフルエンザ等対

策本部（以下「対策本部」という。）の所掌事項、組織及び運営に関し必要な事項を定める

とともに、新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律

第３１号。以下「法」という。）第２条第１号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以

下同じ。）及び鳥インフルエンザに対する対策の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（対策本部） 

第２条 対策本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 新型インフルエンザ等に関する情報の収集、共有及び提供に関すること。 

(2) 新型インフルエンザ等の対応策に関する調査研究に関すること。 

(3) 新型インフルエンザ等への具体的な対処方法や対策の決定及び実施に関すること。 

(4) その他市が実施する市の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関す

ること。 

２ 茅ヶ崎市新型インフルエンザ等対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、主管の副

市長、他の副市長及び教育長をもって充てる。 

３ 茅ヶ崎市新型インフルエンザ等対策本部員（以下「本部員」という。）は、別表第１に掲

げる職にある者をもって充てる。 

４ 副本部長は、本部長を補佐する。 

５ 本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、主管の副市長、他の副市長の順に、

その職務を代理する。 

６ 法第３４条第１項の規定によるほか、市長が特に必要と認めた場合に、対策本部を設置す

る。 

７ 前項の規定により設置した対策本部の所掌事項、組織及び運営は、法第３４条第１項の規

定により設置した対策本部の所掌事項、組織及び運営の例による。 

（対策会議） 

第３条 法第３２条第１項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言

がされていない場合において主管の副市長が特に必要と認めるとき及び茅ヶ崎市又は近隣

の市町村において鳥インフルエンザが発生した場合は、新型インフルエンザ等対策会議（以

下「対策会議」という。）を設置する。 

２ 対策会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザに関する情報の収集、共有及び提供に関

すること。 

(2) 新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザの予防策及び対応策に関する調査研究に

関すること。 

(3) 新型インフルエンザ等に対する事前対策の決定及び実施に関すること。 

(4) 鳥インフルエンザに対する具体的な対処方針及び対策の決定及び実施に関すること。 

(5) その他新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザに対する対策に関すること。 

３ 対策会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

４ 対策会議の会長は、市長をもって充て、副会長は、主管の副市長、他の副市長及び教育長

をもって充て、委員は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 対策会議の会長は、対策会議の会務を総理し、対策会議を代表する。 

６ 対策会議の副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

７ 対策会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。 
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８ 会長が必要と認めたときは、対策会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

９ 会長は、前項の規定に基づき、委員以外の者を対策会議に出席させたときは、当該出席者

に対し、意見を求めることができる。 

１０ 会長は、対策会議の会議の結果を市長に報告するものとする。 

（連絡会議） 

第４条 対策本部及び対策会議に、その所掌事項に係る専門的事項を調査審議する組織とし

て、新型インフルエンザ等連絡会議（以下「連絡会議」という。）を置く。 

２ 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。 

３ 連絡会議の会長は、市民安全部長をもって充て、副会長は、保健所副所長及び経済部長を

もって充て、委員は、別表第３に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 前条第５項から第９項までの規定は、連絡会議について準用する。 

（庶務） 

第５条 対策本部、対策会議及び連絡会議の庶務は、新型インフルエンザ等に関する事項は保

健所保健企画課及び市民安全部防災対策課危機管理担当において処理し、鳥インフルエンザ

に関する事項は市民安全部防災対策課危機管理担当、経済部農業水産課、保健所保健企画課

及び保健所衛生課において処理する。 

（委任） 

第６条  この要綱に定めるもののほか、対策本部及び対策会議の運営に関し必要な事項は、本

部長又は会長が対策本部又は対策会議に諮って定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成２５年４月２４日から施行する。 

２ 茅ヶ崎市新型インフルエンザ対策本部及び対策会議要綱（平成２１年４月２８日施行）

は、廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年２月２６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年３月１３日から施行する。 

 

別表第１（第２条関係） 

総務部長 企画部長 財務部長 市民安全部長 経済部長 文化生涯学習部長 福祉部長 

こども育成部長 環境部長 都市部長 建設部長 下水道河川部長 保健所長 保健所副所

長 市立病院長 市立病院事務局長 消防本部消防長 会計管理者 議会事務局長 選挙管

理委員会事務局長 監査事務局長 教育委員会事務局教育総務部長 教育委員会事務局教育

推進部長 教育委員会事務局教育指導担当部長 

 

別表第２（第３条関係）   

総務部長 企画部長 財務部長 市民安全部長 経済部長 文化生涯学習部長 福祉部長 

こども育成部長 環境部長 都市部長 建設部長 下水道河川部長 保健所長 保健所副所

長 市立病院長 市立病院事務局長 消防本部消防長 会計管理者 議会事務局長 選挙管

理委員会事務局長 監査事務局長 教育委員会事務局教育総務部長 教育委員会事務局教育

推進部長 教育委員会事務局教育指導担当部長 

 

別表第３（第４条関係） 

総務部行政総務課長 総務部職員課長 企画部企画経営課長 企画部秘書広報課長 財務部

財政課長 市民安全部防災対策課長 市民安全部危機管理担当課長 経済部産業振興課長 

経済部農業水産課長 文化生涯学習部文化生涯学習課長 福祉部福祉政策課長 福祉部障害

福祉課長 福祉部高齢福祉介護課長 こども育成部子育て支援課長 こども育成部こども育

成相談課長 こども育成部保育課長 環境部環境政策課長 都市部都市計画課長建設部建設

総務課長 下水道河川部下水道河川総務課長 保健所保健企画課長 保健所保健予防課長 
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保健所衛生課長 市立病院事務局病院総務課長 消防本部消防総務課長 消防本部救命担当

課長 会計管理者 議会事務局次長 選挙管理委員会次長 監査事務局次長 教育委員会事

務局教育総務部教育総務課長教育委員会事務局教育総務部学務課長 教育委員会事務局教育

推進部教育政策課長 教育委員会事務局教育推進部学校教育指導課長 

 

  



 

 


