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議案第３７号 専決処分の承認について 

※ 令和元年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第１１号） 
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議案第４９号 茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例 
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議案第３７号 専決処分の承認について(議案書 P1～13) 

（令和元年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第１１号）） 

歳入歳出それぞれ２，８３２千円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ７７，９８４，３９１千円としたもの。 

（歳出） 

「款１０ 教育費」 

「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

済みの食材のキャンセル料等及び保護者への給食費返還に

係る振込手数料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」を増額したもの 

（歳入） 

「款１１ 地方交付税」 

学校臨時休業対策費補助金に係る地方公共団体負担分に

対する特別交付税措置分を増額したもの 

「款１５ 国庫支出金」「款２０ 繰越金」 
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新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業

等の影響により、ファミリー・サポート・センター事業を利

用する場合において、利用者に利用料相当額を助成する財

源の更正として、「前年度繰越金」を減額し、「子ども・子

育て支援交付金」を増額したもの 

「款２０ 繰越金」「款２１ 諸収入」 

 歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」及び「学校臨

時休業対策費補助金」を増額したもの 

（繰越明許費の補正） 

新型コロナウイルス感染症対策事業について、既に発注

済みの食材のキャンセル料等及び保護者への給食費返還に

係る事務手続きに日数を要し、年度内での完了が見込めな

いため、令和２年度に繰越明許するもの 

 

議案第３８号 専決処分の承認について(議案書 P14～16) 

（茅ヶ崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例） 

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の
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改正に伴い、非常勤消防団員等の損害補償に係る補償基礎

額を改定した等のもの 

 

議案第３９号 専決処分の承認について(議案書 P17～19) 

（茅ヶ崎市介護保険条例の一部を改正する条例） 

 介護保険法施行令の改正に伴い、所得の少ない者につい

て保険料の負担の軽減を図ったもの 

 

議案第４０号 専決処分の承認について(議案書 P20～22) 

（茅ヶ崎市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条

例） 

 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災

害補償の基準を定める政令の改正に伴い、学校医等の公務

災害に対する介護補償の額及び休業補償等の額の算定の基

礎となる補償基礎額を改めた等のもの 

 

議案第４１号 専決処分の承認について(議案書 P23～33) 
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（令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第１号）） 

歳入歳出それぞれ１０，２９０千円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ７３，９９０，２９０千円としたもの 

（歳出） 

「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拡大により事業活動に影響

を受け、業況が特に悪化した中小企業を支援するため、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

に対して利子補給を実施するため、負担金補助及び交付金

を増額したもの 

（歳入） 

「款２１ 繰越金」 

 歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を増額したも

の 

 

議案第４２号 専決処分の承認について(議案書 P34～45) 
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（令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第２号）） 

 歳入歳出それぞれ１２，３１０千円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ７４，００２，６００千円としたもの 

（歳出） 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

「目７ 保健所費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、既に保

健所内に設置済みの帰国者・接触者相談センターについて、

看護師等の派遣により体制を強化する等のため、「消耗品

費」、「修繕料」、「通信運搬費」、「委託料」、「使用料

及び賃借料」を増額したもの 

（歳入） 

「款１６ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「感染症予防体制整備事業費補

助金」を増額したもの 

「款２１ 繰越金」 

歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を増額したも



7 

 

の 

 

議案第４３号 専決処分の承認について(議案書 P46～57) 

（令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第３号）） 

歳入歳出それぞれ２１１，００６千円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ７４，２１３，６０６千円としたもの 

（歳出） 

「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拡大防止の対策として、市立病

院における診療に必要な資産購入等のため、「負担金補助及

び交付金」を増額したもの 

「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、神奈川

県の休業要請を受けて休業又は営業時間を短縮し、県協力
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金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」を増額したもの 

（歳入） 

「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

したもの 

 

議案第４４号 専決処分の承認について(議案書 P58～69) 

（令和２年度茅ヶ崎市病院事業会計補正予算（第１号）） 

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３，５７１千円増

額し、収益的収入の予定額を１１，７０６，２３４千円とし、

収益的支出の予定額を１２，２２５，７９３千円としたもの 

 支出の内容としては、衛生材料を購入するため、診療材料

費を計上したもの 

収入の内容としては、一般会計負担金を計上したもの 

第３条「資本的収入及び支出の補正」 

資本的収入の既決予定額を２０，５３５千円増額し、資
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本的収入の予定額を１，１１７，０８１千円とし、資本的

支出の既決予定額を２０，５７０千円増額し、資本的支出

の予定額を１，５０６，７４９千円としたもの 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

３８９，６６８千円については、過年度分損益勘定留保資金

で補填するもの 

 支出の内容としては、新型コロナウイルス感染症対策に

要する医療機器等を購入するため、資産購入費を増額した

もの 

収入の内容としては、財源となる企業債を増額するとと

もに、企業債で賄えない部分について、一般会計負担金を増

額したもの 

第４条「企業債の補正」 

建設改良費の増額に伴い、新型コロナウイルス感染症対

策に要する医療機器購入に係る企業債を追加したもの。 

第５条「棚卸資産購入限度額の補正」 

診療材料費を増額するため、２，５６９，６４０千円から

２，５７３，２１１千円に改めたもの 
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議案第４５号 専決処分の承認について(議案書 P70～84) 

（令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第４号）） 

歳入歳出それぞれ２４，６２５，０００千円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ９８，８３８，６０６千円とし

たもの  

（歳出） 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

「款３ 民生費」において、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特別定額給付金の給付

事務に従事する職員に係る「給料」、「職員手当等」及び「共

済費」を増額することに伴い、減額したもの 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

「目１ 社会福祉総務費」 

特別定額給付金の給付事務に従事する職員に係る「給



11 

 

料」、「職員手当等」及び「共済費」を増額したもの 

「目１０ 特別定額給付金給付事業費」 

特別定額給付金の給付事務に従事する職員に係る「職員

手当等」を、特別定額給付金を給付するため「負担金補助及

び交付金」を、特別定額給付金の給付に要する事務費として

「報酬」、「費用弁償」、「消耗品費」、「印刷製本費」、

「光熱水費」、「通信運搬費」、「手数料」、「委託料」、

「使用料及び賃借料」を増額したもの 

（歳入） 

「款１６ 国庫支出金」 

歳出の事業の財源として、「特別定額給付金給付事業費補

助金」及び「特別定額給付金給付事務費補助金」を増額した

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

したもの 

 

議案第４６号 令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算
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（第５号）(議案書 P85～108) 

 歳入歳出それぞれ８８０，６７５千円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ９９，７１９，２８１千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、職員用

の感染防止用品を購入するため、「消耗品費」を増額するも

の 

「目３ 広報広聴費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、自治会

等による広報ちがさき等の配布を一時的に中止することに

伴い、「手数料」を減額するもの 

当面の間、広報ちがさき等の配布を全戸ポスティングに

より行うとともに、タウン誌や広報誌特集号等を活用した、

感染拡大防止のための周知啓発を行うため、「印刷製本費」

及び「委託料」を増額するもの 
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外出抑制の注意喚起に向けたメッセージをパッカー車等

に表示するため、「消耗品費」及び「委託料」を増額するも

の 

「目６ 財産管理費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、市役所

本庁舎及び分庁舎における感染防止用品を購入するため、

「消耗品費」を増額するもの 

「目８ 支所及び出張所費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、出張所

及び小出支所における感染防止用品を購入するため、「消耗

品費」を増額するもの 

「目１４ 防災対策費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、避難所

における感染防止用品を購入するため、「消耗品費」を増額

するもの 

「項３ 戸籍住民基本台帳費」 

「目１ 戸籍住民基本台帳費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、市民窓
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口センターにおける感染防止用品を購入するため、「消耗品

費」を増額するもの 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

「目１ 社会福祉総務費」 

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、支給対象が拡大された住居確保給付金の実施のため、

「負担金補助及び交付金」を増額するもの、 

「目２ 障害者福祉費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、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支援事業

の実施に伴う「扶助費」、来庁者抑制のための郵送手続実施

に伴う「消耗品費」、「通信運搬費」、日中一時支援事業に

おける受入体制強化等のための「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」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、家庭児
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童相談室及びこどもセンターにおける感染防止用品を購入

するため、「消耗品費」を増額するもの 

保育所等における感染防止用品の購入、認可保育所等に

おける保育料の日割り計算の対応等を行うため、「消耗品

費」、「印刷製本費」、「通信運搬費」、「償還金利子及び

割引料」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、子育て世帯への臨時特別給付金を支給することに伴い、

「報酬」、「職員手当等」、「共済費」、「費用弁償」、「消

耗品費」、「印刷製本費」、「通信運搬費」、「委託料」、

「負担金補助及び交付金」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として、保育所

等における感染防止用品の購入に対する補助を行うため、

「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「目４ 児童福祉施設費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、公立保

育園等における感染防止用品を購入するため、「消耗品費」
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及び「委託料」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、子育て

支援センター等における感染防止用品を購入するととも

に、小学校の臨時休業に伴いファミリー・サポート・センタ

ーを利用する際の利用料を助成するため、「消耗品費」、「負

担金補助及び交付金」を増額するもの 

児童クラブにおける感染防止用品の購入、小学校の臨時

休業に伴う児童クラブの開所時間の拡大等を行うため、「委

託料」、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「項３ 生活保護費」 

「目１ 生活保護総務費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、来庁者

抑制のために生活保護関連の手続きを郵送で実施すること

に伴い、「通信運搬費」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、地域医

療センターにおける感染防止用品を購入するため、「消耗品

費」を増額するもの 

「目２ 予防費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、ＰＣＲ

検査の実施、感染症患者の入院医療費の公費負担等を実施

するため、「報酬」、「職員手当等」、「共済費」、「医薬

材料費」、「通信運搬費」、「手数料」、「委託料」及び「扶

助費」を増額するもの 

「目３ 母子衛生費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、１歳６

か月児、３歳６か月児健康診査の実施時の感染防止用品を

購入する等のため、「消耗品費」及び「通信運搬費」を増額

するもの 

「目４ 環境衛生費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、斎場に

おける感染防止用品を購入するため、「消耗品費」を増額す

るもの 
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「目７ 保健所費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、保健所

における感染防止用品を購入するため、「消耗品費」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拡大に伴う生活支援対策とし

て、生活資金の融資を受けた方に対して保証料及び利子の

一部を補給するため、「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拡大防止の対策として、消防署

等における感染防止用品を購入する等のため、「消耗品費」、

「委託料」、「使用料及び賃借料」を増額するもの 

「款１０ 教育費」 
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「項１ 教育総務費」 

「目２ 事務局費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、小中学

校、教育センター等における感染防止用品を購入するため、

「消耗品費」を増額するもの 

「項２ 小学校費」「項３ 中学校費」 

「目１ 学校管理費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、小中学

校における感染防止用品を購入するため、「消耗品費」を増

額するもの 

「目２ 教育振興費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、臨時休

業期間中の児童・生徒の学習支援等に向けて、小中学校サイ

トの活用を広げるためのＩＤ・パスワード化を行うため、

「委託料」を増額するもの 

「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
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給食調理場における感染防止用品を購入するとともに、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、「消耗品費」、「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５ 青少年施設費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、体験学

習センターにおける感染防止用品を購入するため、「消耗品

費」を増額するもの 

「目６ 図書館費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、図書館

における感染防止用品を購入するため、「消耗品費」を増額

するもの 

「款１３ 予備費」 

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、緊急や

むを得ない事象が発生した際に迅速に対応するため、増額

するもの 

（歳入） 
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「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、「住居確保給付金支給事業費負

担金」、「障害児入所給付費等負担金」、「感染症予防事業

費負担金」、「感染症患者入院医療費負担金」、「感染症発

生動向調査事業費負担金」、「子ども・子育て支援交付金」、

「子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金」、「子

育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金」、「保育対

策総合支援事業費補助金」、「母子保健衛生費国庫補助金」、

「学校保健特別対策事業費補助金」を増額するもの 

「款１７ 県支出金」 

歳出の事業の財源として、「障害児施設措置費（給付費等）

負担金」、「市町村地域防災力強化事業費補助金」、「障害

者総合支援事業費補助金」、「放課後等デイサービス支援事

業費補助金」、「日中一時支援事業等受入体制強化事業費補

助金」を増額するもの 

「款２０ 繰入金」 
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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２２ 諸収入」 

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 

 

議案第４７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１号）(議案書 P１０９～117) 

 歳入歳出それぞれ３，０００千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を、歳入歳出それぞれ２２，０２９，０００千円とするも

の 

（歳出） 

「款２ 保険給付費」 

「項６ 傷病手当金」 

「目１ 傷病手当金」 

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等の労務に

服することができなかった期間における傷病手当金の支給に

要する経費として、「負担金補助金及び交付金」を増額するも
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の 

（歳入） 

「款３ 県支出金」 

歳出の事業の財源として、「特別交付金」を増額するもの 

  

議案第４８号 茅ヶ崎市市税条例の一部を改正する条例

(議案書 P1１８～119) 

地方税法の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症及び

そのまん延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響を緩

和するための臨時の措置として個人の市民税及び固定資産

税の特例を定める等のためのもの 

 

議案第４９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 P12０～121) 

新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、臨時の

措置として新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者

等に係る保険給付の特例を定めるためのもの 


