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議案第５０号 令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第６号） 
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議案第５５号 茅ヶ崎市特別職の職員の給与等に関する条例及び茅

ヶ崎市職員給与条例の一部を改正する条例 
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議案第５０号 令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算

（第６号）(議案書その２ P1～22) 

 歳入歳出それぞれ２７，６８７千円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ９９，７４６，９６８千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 議会費」 

「項１ 議会費」 

「目１ 議会費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」、「議員期末手当」を減額するもの 

「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症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、
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「共済費」を減額するもの 

「項２ 徴税費」 

「目１ 税務総務費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 

「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症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 

「項４ 選挙費」 

「目１ 選挙管理委員会費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、
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「共済費」を減額するもの 

「項６ 監査委員費」 

「目１ 監査委員費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」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」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 

国民健康保険事業特別会計及び介護保険事業特別会計に

おいて職員給与費を減額することに伴い、「繰出金」を減額

するもの 

「目４ 老人福祉費」 
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 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、後期高齢者医療事

業特別会計において職員給与費を減額することに伴い、「繰

出金」を減額するもの 

「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症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 

「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、児童扶養手当を受給するひとり親家庭等に対し、給付金

を支給することに伴い、「消耗品費」、「印刷製本費」、「通

信運搬費」、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 
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「目１ 保健衛生総務費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 

「項２ 清掃費」 

「目１ 清掃総務費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 

「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感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 
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「款６ 農林水産業費」 

「項１ 農業費」 

「目２ 農業総務費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 

「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感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 

「款８ 土木費」 

「項１ 土木管理費」 

「目１ 土木総務費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民
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生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 

「項２ 道路橋りょう費」 

「目１ 道路橋りょう総務費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 

「目３ 道路新設改良費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 

「項４ 都市計画費」 

「目１ 都市計画総務費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に
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要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するも 

また、公共下水道事業会計において職員給与費を減額す

ることに伴い、「負担金補助及び交付金」、「投資及び出資

金」を減額するもの 

「項５ 住宅費」 

「目１ 住宅管理費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 

「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の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 
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「款１０ 教育費」 

「項１ 教育総務費」 

「目２ 事務局費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 

「項５ 社会教育費」 

「目１ 社会教育総務費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 

（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

するもの 
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議案第５１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２号）(議案書その２ P23～32) 

 歳入歳出それぞれ２３４千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を、歳入歳出それぞれ２２，０２８，７６６千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 

（歳入） 

「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」を減額す

るもの 

  

議案第５２号 令和２年度茅ヶ崎市後期高齢者医療事業
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特別会計補正予算（第１号）(議案書その２ P33～42) 

歳入歳出それぞれ２３３千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を、歳入歳出それぞれ３，７５６，７６７千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 

（歳入） 

「款２ 繰入金」 

歳出の事業の財源として、「事務費繰入金」を減額するもの 

 

議案第５３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１号）(議案書その２ P43～52) 

歳入歳出それぞれ４４０千円を減額し、歳入歳出予算の総額
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を、歳入歳出それぞれ１６，１２０，５６０千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、その対策に

要する財源の一部として活用するため、「期末勤勉手当」、

「共済費」を減額するもの 

（歳入） 

「款６ 繰入金」 

歳出の事業の財源として、「職員給与費等繰入金」を減額す

るもの 

 

議案第５４号 令和２年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計

補正予算（第１号）(議案書その２ P53～65) 

第２条「収益的収入及び支出の補正」 

公共下水道事業収益の第１項営業収益の予定額を４７１
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千円減額し、４，２０３，２１１千円とし、公共下水道事

業費用の第１項営業費用の予定額を９３２千円減額し、

４，６１５，６５２千円とするもの 

第３条「資本的収入及び支出の補正」 

資本的収入の第２項出資金の予定額を２４３千円減額

し、２４６，０２１千円とし、資本的支出の第１項建設改

良費の予定額を４４５千円減額し、１，２０４，８４０千

円とするもの 

 内容としては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が

地域経済、市民生活等に多大な影響を与えていることに鑑

み、その対策に要する財源の一部として活用するため、「期

末勤勉手当」、「共済費」を減額するもの 

第４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 

職員給与費の既決予定額を１，３７７千円減額し、２９

４，６８６千円とするもの 

 

議案第５５号 茅ヶ崎市特別職の職員の給与等に関する
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条例及び茅ヶ崎市職員給与条例の一部を改正する条例

(議案書その２ P66～67) 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が地域経済、市民

生活等に多大な影響を与えていることに鑑み、令和２年６

月及び１２月に支給する市長等の期末手当並びに管理職の

期末手当及び勤勉手当を減額するためのもの 


