
[別紙]

付託委員会

別表１（歳入歳出予算補正）のとおり

[別表１（歳入歳出予算補正）]
 歳入
付託委員会 款 項 目 節 担当課かい

21 繰越金
01 繰越金

01 繰越金
01 前年度繰越金

01 前年度繰越金 財政課

 歳出
付託委員会 款 項 目 細目 担当課かい

03 民生費
01 社会福祉費

03 社会福祉施設費
060 福祉会館解体事業費

01 福祉会館解体事業費 福祉政策課

議案第91号　令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第10号）付託明細

条　　　項

細節

  第 １ 条（歳入歳出）

細々目

総務
常任委員会

環境厚生
常任委員会
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付託委員会

別表１（歳入歳出予算補正）のとおり

別表２（地方債補正）のとおり

[別表１（歳入歳出予算補正）]
 歳入
付託委員会 款 項 目 節 担当課かい

16 国庫支出金
02 国庫補助金

06 土木費国庫補助金
01 土木管理費補助金

01 社会資本整備総合交付金 建築指導課
17 県支出金

02 県補助金
05 土木費県補助金

01 土木管理費補助金 都市政策課
01 市町村地域防災力強化事業費補助金 建築指導課

22 諸収入
05 雑入

02 雑入
07 土木費雑入

01 広告掲載料 公園緑地課

90 その他雑入
都市政策課
下水道河川建設課

23 市債
01 市債

06 土木債
03 都市計画債

05 萩園地区産業系市街地整備事業債 拠点整備課
15 使用料及び手数料

01 使用料
01 総務使用料

01 総務管理使用料
01 建物使用料
04 開高健記念館使用料
05 市民ギャラリー使用料
06 茅ヶ崎ゆかりの人物館使用料
07 ハマミーナまなびプラザ使用料 文化生涯学習課

08 教育使用料
03 社会教育使用料

03 青少年会館使用料 青少年会館
04 茅ヶ崎公園体験学習センター使用料 体験学習センター

17 県支出金
02 県補助金

06 教育費県補助金
03 市町村事業推進交付金

01 市町村青少年行政推進費補助金 青少年課
22 諸収入

05 雑入
02 雑入

09 教育費雑入
03 青少年団体等宿泊研修負担金 青少年課

文化教育
常任委員会

議案第92号　令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第11号）付託明細

条　　　項

  第 １ 条（歳入歳出）

  第 ２ 条（地方債）

細節
都市経済
常任委員会
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15 使用料及び手数料
02 手数料

02 衛生手数料
01 保健衛生手数料

02 歯科予防処置手数料 地域保健課
16 国庫支出金

02 国庫補助金
02 民生費国庫補助金

01 社会福祉費補助金
02 市町村地域生活支援事業補助金（１／２） 障害福祉課
03 地域共助基盤づくり事業補助金（１／２） 福祉政策課

03 委託金
03 衛生費委託金

01 保健衛生費委託金
01 国民健康・栄養調査委託金 地域保健課

17 県支出金
02 県補助金

02 民生費県補助金
01 社会福祉費補助金

05 市町村地域生活支援事業費補助金（１／４） 障害福祉課
03 衛生費県補助金

01 保健衛生費補助金
03 健康増進事業運営費補助金（２／３） 健康増進課

03 委託金
03 衛生費委託金

01 保健衛生費委託金
01 厚生労働統計調査委託金 地域保健課

22 諸収入
05 雑入

02 雑入
03 衛生費雑入

02 広告掲載料 資源循環課
09 栄養改善事業費自己負担金 健康増進課
10 母子栄養健康づくり事業費自己負担金 健康増進課
11 後期高齢者医療制度事業補助金 健康増進課

01 市税
01 市民税

01 個人
01 現年課税分

01 均等割 市民税課
02 所得割 市民税課

02 法人
01 現年課税分

01 均等割 市民税課
02 税割 市民税課

02 固定資産税
01 固定資産税

01 現年課税分
01 土地家屋分 資産税課
02 償却資産分 資産税課

03 軽自動車税
01 環境性能割

01 現年課税分
01 現年課税分 収納課

02 種別割
01 現年課税分

01 現年課税分 収納課
05 都市計画税

01 都市計画税
01 現年課税分

01 現年課税分 資産税課

総務
常任委員会

環境厚生
常任委員会
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15 使用料及び手数料
01 使用料

01 総務使用料
01 総務管理使用料

03 コミュニティホール使用料 用地管財課
17 県支出金

02 県補助金
01 総務費県補助金

01 総務管理費補助金
01 消費者行政活性化事業費補助金 市民相談課
02 市町村地域防災力強化事業費補助金 防災対策課

20 繰入金
02 基金繰入金

02 財政調整基金繰入金
01 財政調整基金繰入金

01 財政調整基金繰入金 用地管財課

 歳出
付託委員会 款 項 目 細目 担当課かい

02 総務費
01 総務管理費

11 住居表示整備事業費
010 住居表示関係経費

01 住居表示関係経費 都市計画課
05 労働費

01 労働諸費
01 労働諸費

020 一般労政費
01 労働行政推進費 雇用労働課

030 労働福祉費
02 勤労者福祉事業費 雇用労働課

06 農林水産業費
01 農業費

01 農業委員会費
010 農業委員関係経費

01 農業委員関係経費 農業委員会事務局
020 農業委員会管理経費

01 農業委員会管理経費 農業委員会事務局
03 農業振興費

020 地産地消推進事業費
01 地産地消推進事業費 農業水産課

07 商工費
01 商工費

01 商工振興費
110 創業者支援推進事業費

01 創業者支援推進事業費 産業振興課
02 観光費

010 観光総務管理経費
01 観光総務管理経費 産業振興課

020 観光行事運営補助事業費
01 大岡越前祭行事補助 産業振興課

030 市観光協会補助事業費
02 市観光協会事業補助 産業振興課

040 観光施設管理事業費
01 観光施設管理事業費 産業振興課

細々目
都市経済
常任委員会

総務
常任委員会
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08 土木費
01 土木管理費

01 土木総務費
020 土木総務管理経費

01 土木総務管理経費 建設総務課
040 建築事務経費

01 建築事務経費 建築課
060 地籍調査事業費

01 地籍調査事業費 建設総務課
02 建築指導費

010 建築指導経費
01 建築指導経費 建築指導課
02 耐震改修促進計画事業費 建築指導課

020 建築審査経費
01 建築審査経費 都市計画課

02 道路橋りょう費
01 道路橋りょう総務費

020 道路橋りょう総務管理経費
01 道路橋りょう総務管理経費 道路管理課

02 道路維持費
070 幹線道路舗装修繕事業費

01 幹線道路舗装修繕事業費 道路管理課
03 河川費

01 河川総務費
040 水循環水環境啓発事業費

01 水循環水環境啓発事業費 下水道河川建設課
04 都市計画費

01 都市計画総務費 拠点整備課
020 都市計画事務費 都市計画課

01 都市計画事務費 都市政策課
040 開発審査経費 都市計画課

01 開発審査経費 開発審査課
070 景観まちづくり推進事業費

01 景観計画推進事業費 景観みどり課
090 交通政策推進事業費

02 自転車プラン推進事業費 都市政策課
110 都市防災推進事業費

01 都市防災推進事業費 都市政策課
130 住環境整備事業費

01 住環境整備事業費 都市政策課
140 バリアフリー基本構想推進事業費

01 バリアフリー基本構想推進事業費 都市政策課
150 萩園地区産業系市街地整備事業費

01 萩園地区産業系市街地整備事業費 拠点整備課
03 街路事業費

020 街路事業用地維持管理経費
01 街路事業用地維持管理経費 道路建設課

04 緑化推進費
010 緑化推進事業費

01 緑化推進事業費 景観みどり課
020 緑の保全事業費

01 緑の保全事業費 景観みどり課
05 公園費

010 公園緑地等管理運営経費
01 公園緑地等管理運営経費 公園緑地課

020 市営プール管理運営経費
01 市営プール管理運営経費 公園緑地課

040 北部地区緑地維持管理経費
01 北部地区緑地維持管理経費 公園緑地課

都市経済
常任委員会
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05 住宅費
01 住宅管理費

030 市営住宅管理運営経費
01 市営住宅管理運営経費 建築課

02 総務費
01 総務管理費

13 文化行政費
010 文化行政関係経費

01 文化行政関係経費 文化生涯学習課
02 ゆかりのまち市民等交流事業関係経費 男女共同参画課

030 平和事業関係経費
01 平和事業関係経費 男女共同参画課

070 文化振興関係経費
01 文化振興関係経費 文化生涯学習課

080 レインボーフェスティバル事業費
01 レインボーフェスティバル事業費 文化生涯学習課

100 市史編さん関係経費
01 市史編さん関係経費 文化生涯学習課

120 市民ギャラリー管理経費
01 市民ギャラリー管理経費 文化生涯学習課

130 生涯学習推進事業費
01 生涯学習推進事業費 文化生涯学習課

140 茅ヶ崎ゆかりの人物館管理運営経費
01 茅ヶ崎ゆかりの人物館管理運営経費 文化生涯学習課

150 ハマミーナまなびプラザ管理運営経費
01 ハマミーナまなびプラザ管理運営経費 文化生涯学習課

15 男女共同参画推進費
010 男女共同参画推進事業費

01 男女共同参画推進事業費 男女共同参画課
020 男女共同参画推進センター管理運営事業費

01 男女共同参画推進センター管理運営事業費 男女共同参画課
03 民生費

01 社会福祉費
08 保健体育総務費

020 体育振興事業費
02 各種大会等選手役員派遣事業費 スポーツ推進課

030 オリンピック・パラリンピック関係経費
01 オリンピック・パラリンピック関係経費 スポーツ推進課

09 体育施設費
030 学校体育施設開放事業費

01 学校体育施設開放事業費 スポーツ推進課
02 児童福祉費

01 児童福祉総務費
020 児童福祉総務管理経費

01 児童福祉総務管理経費 保育課
140 療育相談事業費

01 療育相談事業費 こども育成相談課
180 子ども・子育て支援事業費

01 子ども・子育て支援事業費 保育課
05 地域児童福祉費

010 地域児童福祉推進事業費
01 地域児童福祉推進事業費 子育て支援課

040 放課後児童健全育成事業費
01 放課後児童健全育成事業費 保育課

文化教育
常任委員会

都市経済
常任委員会
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10 教育費
01 教育総務費

02 事務局費
020 事務局管理経費

01 事務局管理経費 教育政策課
060 学校教育指導関係経費

01 学校教育指導関係経費 学校教育指導課
070 特別支援教育指導関係経費

01 特別支援教育指導関係経費 学校教育指導課
090 教育研究会等交付金

01 教育研究会等交付金 教育センター
100 教育研究研修経費

01 教育研究研修管理経費 教育センター
02 調査研究経費 教育センター
03 研修講座経費 教育センター
05 創意工夫研究作品展経費 教育センター
06 初任者研修等関係経費 教育センター

02 小学校費
01 学校管理費

020 一般管理経費
01 一般管理経費 教育総務課

030 施設管理経費
01 施設管理経費 学務課

03 中学校費
01 学校管理費

030 施設管理経費
01 施設管理経費 学務課

05 社会教育費
01 社会教育総務費

030 社会教育振興事業費
01 社会教育振興事業費 社会教育課

02 文化財保護費
010 文化財保護管理経費

01 文化財保護管理経費 社会教育課
020 文化財調査・普及事業費

01 文化財調査・普及事業費 社会教育課
080 ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業費

01 ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業費 社会教育課
03 公民館費 小和田公民館

020 業務管理経費 鶴嶺公民館
松林公民館
南湖公民館
香川公民館

040 公民館活動費 小和田公民館
鶴嶺公民館
松林公民館
南湖公民館
香川公民館

04 青少年対策費
010 青少年対策管理経費

01 青少年対策管理経費 青少年課
020 青少年指導者活動推進費

01 青少年指導者活動推進費 青少年課
030 青少年健全育成事業費

01 青少年健全育成事業費 青少年課
02 小学校ふれあいプラザ事業費 青少年課
04 宇宙飛行士展示コーナー関連事業費 青少年課

040 青少年広場整備事業費
01 青少年広場整備事業費 青少年課

文化教育
常任委員会

01 公民館活動費

01 業務管理経費
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05 青少年施設費
010 青少年会館管理経費

01 青少年会館管理経費 青少年会館
020 青少年会館業務運営経費

01 青少年会館業務運営経費 青少年会館
030 茅ヶ崎公園体験学習センター管理運営経費

01 茅ヶ崎公園体験学習センター管理運営経費 体験学習センター
06 図書館費

010 図書館事業費
01 管理運営経費 図書館
03 奉仕活動経費 図書館
04 視聴覚経費 図書館
05 子ども読書活動推進事業費 図書館

020 分館事業費
03 奉仕活動経費 図書館香川分館

03 民生費
01 社会福祉費

01 社会福祉総務費
030 民生委員関係経費

01 民生委員関係経費 福祉政策課
130 介護保険事業特別会計繰出金

01 介護保険事業特別会計繰出金 高齢福祉介護課
150 地域福祉計画推進経費

01 地域福祉計画推進経費 福祉政策課
02 障害者福祉費

070 障害者保健福祉計画事業費
01 障害者保健福祉計画事業費 障害福祉課

080 地域生活支援事業費
01 地域生活支援事業費 障害福祉課

04 老人福祉費
090 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業費

01 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業費 高齢福祉介護課
130 高齢者虐待防止対策事業費

01 高齢者虐待防止対策事業費 高齢福祉介護課
04 衛生費

01 保健衛生費
01 保健衛生総務費

020 健康増進事業費
01 がん検診事業費 健康増進課
04 口腔がん検診事業費 健康増進課
07 健康教育事業費 健康増進課

060 栄養改善事業費
01 栄養改善事業費 健康増進課

080 歯科保健事業費
01 歯科保健事業費 健康増進課

100 食育推進事業費
01 食育推進事業費 健康増進課

110 地域保健対策事業費
01 地域保健対策事業費 地域保健課

120 保健衛生統計調査事務経費
01 保健衛生統計調査事務経費 地域保健課

02 予防費
070 狂犬病予防事業費

01 狂犬病予防事業費 衛生課
03 母子衛生費

010 母子保健事業費
01 母子保健管理経費 健康増進課
02 母子健康診査相談事業費 健康増進課
04 母子保健教育事業費 健康増進課
05 母子栄養健康づくり事業費 健康増進課

文化教育
常任委員会

環境厚生
常任委員会
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04 環境衛生費
030 美化運動推進事業費

01 美化運動推進事業費 環境保全課
070 環境施策推進事業費

01 環境施策推進事業費 環境政策課
080 地球温暖化対策実行計画推進事業費

01 地球温暖化対策実行計画推進事業費 環境政策課
05 公害対策費

010 公害分析調査事業費
01 公害分析調査事業費 環境保全課

030 その他公害対策費
01 その他公害対策費 環境保全課

07 保健所費
010 保健所管理運営経費

01 保健所管理運営経費 保健企画課
02 清掃費

01 清掃総務費
020 清掃総務管理経費

01 清掃総務管理経費 資源循環課
030 環境指導員関係経費

01 環境指導員関係経費 環境事業センター
02 じんかい処理費

010 環境事業センター管理経費
01 環境事業センター管理経費 環境事業センター

080 ごみの減量化・資源化推進費
01 ごみの減量化・資源化推進費 資源循環課

01 議会費
01 議会費

01 議会費
030 議会活動費

02 交際費 議会事務局
02 総務費

01 総務管理費
01 一般管理費

020 一般管理経費 職員課
01 一般管理経費 契約検査課

030 交際費
01 交際費 秘書広報課

050 職員研修事業費
01 職員研修事業費 職員課

060 職員福利厚生費
01 健康管理費 職員課

03 広報広聴費
020 広聴活動事業費

01 広聴活動事業費 市民相談課
040 消費生活センター運営事業費

01 消費生活センター運営事業費 市民相談課
04 財政管理費

010 財政管理経費
01 財政管理経費 財政課

06 財産管理費
010 庁舎維持管理経費

01 庁舎維持管理経費 用地管財課
020 市有財産管理経費

01 市有財産管理経費 用地管財課
030 車両管理経費

01 車両管理経費 用地管財課
040 ネスパ茅ヶ崎ビル維持管理経費

01 ネスパ茅ヶ崎ビル維持管理経費 用地管財課
050 コミュニティホール管理経費

01 コミュニティホール管理経費 用地管財課

総務
常任委員会

環境厚生
常任委員会
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07 企画費
020 情報化管理経費

01 情報化管理経費 情報推進課
050 情報化推進経費

01 情報化推進経費 情報推進課
060 総合計画事業費

01 総合計画事業費 企画経営課
100 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費

01 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費 企画経営課
12 地域活動推進費

010 地域活動推進経費
01 地域活動推進経費 市民自治推進課

14 防災対策費
010 防災対策管理経費

01 防災対策管理経費 防災対策課
02 国民保護対策事業費 防災対策課

020 防災対策事業費
01 防災訓練事業費 防災対策課
03 自主防災組織育成事業費 防災対策課

02 徴税費
01 税務総務費

020 税務総務管理経費
01 税務総務管理経費 資産税課

02 賦課徴収費 収納課
010 賦課徴収管理経費 市民税課

01 賦課徴収管理経費 資産税課
04 選挙費

01 選挙管理委員会費
020 選挙管理委員関係経費

01 選挙管理委員関係経費 選挙管理委員会事務局

030 事務局費
01 事務局費 選挙管理委員会事務局

02 選挙啓発費
010 選挙常時啓発経費

01 選挙常時啓発経費 選挙管理委員会事務局

06 監査委員費
01 監査委員費

020 監査委員経費
01 監査委員経費 監査事務局

030 事務局費
01 事務局費 監査事務局

03 民生費
01 社会福祉費

07 交通安全推進費
010 交通安全指導啓発事業費

01 交通安全指導啓発事業費 安全対策課
09 消防費

01 消防費
01 常備消防費

020 常備消防管理経費
01 常備消防管理経費 消防総務課
03 消防活動運用経費 消防指導課
04 警防事務管理経費 警防救命課
05 安心カプセル・安心カード推進事業費 警防救命課
07 救命活動推進事業費 消防指導課
09 救急隊員育成事業費 警防救命課

050 火災予防事業費
01 火災予防事業費 予防課

070 消防防災フェスティバル開催事業費
01 消防防災フェスティバル開催事業費 消防総務課

総務
常任委員会
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02 非常備消防費
020 消防団活動経費

02 消防団操法訓練経費 警防救命課

[別表２（地方債補正）]

付託委員会 担当課かい

拠点整備課
都市経済
常任委員会

萩園地区産業系市街地整備事業

総務
常任委員会

事項
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付託委員会

別表１（歳入歳出予算補正）のとおり

別表２（繰越明許費補正）のとおり

別表３（地方債補正）のとおり

[別表１（歳入歳出予算補正）]
 歳入
付託委員会 款 項 目 節 担当課かい

16 国庫支出金
02 国庫補助金

04 農林水産業費国庫補助金
01 水産業費補助金

01 浜の活力再生交付金（１／２） 農業水産課
23 市債

01 市債
04 農林水産業債

02 水産業債
01 漁港整備事業債 農業水産課

06 土木債
01 道路橋りょう債

04 道路排水設備整備事業債 道路管理課
06 道路照明灯等整備事業債 道路管理課

02 河川債
03 河川浚渫事業債 下水道河川管理課

03 都市計画債
12 自転車走行空間整備事業債 道路管理課

16 国庫支出金
02 国庫補助金

02 民生費国庫補助金
02 児童福祉費補助金

04 子ども・子育て支援交付金（１／３） 保育課
08 教育費国庫補助金 教育総務課

01 教育総務費補助金 学校教育指導課
02 学校保健特別対策事業費補助金 教育センター

02 小学校費補助金 教育総務課
07 学校保健特別対策事業費補助金 学務課
08 公立学校情報機器整備費補助金 学校教育指導課

03 中学校費補助金
06 公立学校情報機器整備費補助金 学校教育指導課
07 学校保健特別対策事業費補助金 教育総務課

17 県支出金
02 県補助金

02 民生費県補助金
02 児童福祉費補助金

06 子ども・子育て支援交付金（１／３） 保育課

条　　　項

議案第93号　令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第12号）付託明細

  第 １ 条（歳入歳出）

  第 ２ 条（繰越明許費）

都市経済
常任委員会

文化教育
常任委員会

  第 ３ 条（地方債）

細節
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16 国庫支出金
01 国庫負担金

02 衛生費国庫負担金
01 保健衛生費負担金

03 感染症発生動向調査事業費負担金（１／２） 地域保健課
02 国庫補助金

02 民生費国庫補助金
01 社会福祉費補助金

05 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 高齢福祉介護課
03 衛生費国庫補助金

01 保健衛生費補助金
08 母子保健衛生費国庫補助金 健康増進課
10 疾病予防対策事業費等補助金（１／２） 地域保健課

22 諸収入
04 受託事業収入

02 衛生費受託事業収入
01 保健衛生費受託事業収入

04 後期高齢者保健事業受託事業収入 健康増進課
23 市債

01 市債
03 衛生債

01 保健衛生債
03 旧地域医療センター解体事業債 地域保健課

16 国庫支出金
02 国庫補助金

01 総務費国庫補助金
02 戸籍住民基本台帳費補助金

01 社会保障・税番号制度推進事業補助金 市民課
03 地方創生臨時交付金

01 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 企画経営課
02 民生費国庫補助金

05 地方創生臨時交付金
01 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 企画経営課

03 衛生費国庫補助金
03 地方創生臨時交付金

01 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 企画経営課
05 商工費国庫補助金

02 地方創生臨時交付金
01 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 企画経営課

06 土木費国庫補助金
06 地方創生臨時交付金

01 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 企画経営課
08 教育費国庫補助金

05 地方創生臨時交付金
01 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 企画経営課

10 議会費国庫補助金
01 地方創生臨時交付金

01 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 企画経営課
20 繰入金

02 基金繰入金
02 財政調整基金繰入金

01 財政調整基金繰入金
01 財政調整基金繰入金 用地管財課

21 繰越金
01 繰越金

01 繰越金
01 前年度繰越金

01 前年度繰越金 財政課

総務
常任委員会

環境厚生
常任委員会
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 歳出
付託委員会 款 項 目 細目 担当課かい

05 労働費
01 労働諸費

01 労働諸費
050 新型コロナウイルス感染症対策事業費

01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 雇用労働課
07 商工費

01 商工費
01 商工振興費

050 中小企業振興支援事業費
02 新型コロナウイルス感染症対策事業費 産業振興課

160 新型コロナウイルス感染症対策事業費
01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 産業振興課

08 土木費
03 河川費

02 河川管理費
010  河川維持管理経費

01  河川維持管理経費 下水道河川管理課
04 都市計画費

01 都市計画総務費
190 新型コロナウイルス感染症対策事業費 都市政策課

01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 道路管理課
05 公園費

130 新型コロナウイルス感染症対策事業費
01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 公園緑地課

03 民生費
01 社会福祉費

09 体育施設費
060 新型コロナウイルス感染症対策事業費

01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 スポーツ推進課
02 児童福祉費

05 地域児童福祉費
040 放課後児童健全育成事業費

01 放課後児童健全育成事業費 保育課
080 新型コロナウイルス感染症対策事業費

01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 保育課
10 教育費

01 教育総務費
02 事務局費

160 新型コロナウイルス感染症対策事業費
01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 学務課

02 小学校費
01 学校管理費

110 新型コロナウイルス感染症対策事業費
01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 教育総務課

02 教育振興費
050 情報機器配備運営経費

01 情報機器配備運営経費 学校教育指導課
03 中学校費

01 学校管理費
110 新型コロナウイルス感染症対策事業費

01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 教育総務課
02 教育振興費

050 情報機器配備運営経費
01 情報機器配備運営経費 学校教育指導課

04 学校給食費
01 学校給食管理費

070 新型コロナウイルス感染症対策事業費
01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 学務課

文化教育
常任委員会

都市経済
常任委員会

細々目
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03 民生費
01 社会福祉費

01 社会福祉総務費
220 公的介護施設等整備推進事業補助金

01 公的介護施設等整備推進事業補助金 高齢福祉介護課
240  新型コロナウイルス感染症対策事業費

01  新型コロナウイルス感染症対策事業費 福祉政策課
04 衛生費

01 保健衛生費
01 保健衛生総務費

020  健康増進事業費
08 後期高齢者保健事業費 健康増進課

150 新型コロナウイルス感染症対策事業費
01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 地域保健課

02 予防費
030 感染症対策事業費

01 感染症対策事業費 保健予防課
090 新型コロナウイルス感染症対策事業費

01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 保健予防課
03 母子衛生費

020 こども予防接種事業費
01 こども予防接種事業費 健康増進課

060 新型コロナウイルス感染症対策事業費
01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 健康増進課

07 保健所費
020 新型コロナウイルス感染症対策事業費

01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 保健企画課
02 清掃費

02 じんかい処理費
010 環境事業センター管理経費

01 環境事業センター管理経費 環境事業センター
120 新型コロナウイルス感染症対策事業費

01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 環境事業センター
01 議会費

01 議会費
01 議会費

080 新型コロナウイルス感染症対策事業費
01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 議会事務局

02 総務費
01 総務管理費

03 広報広聴費
010 広報活動事業費

02 広報ちがさき等発行経費 秘書広報課
060 新型コロナウイルス感染症対策事業費

01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 秘書広報課
05 会計管理費

020 新型コロナウイルス感染症対策事業費
01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 収納課

06 財産管理費
110 新型コロナウイルス感染症対策事業費

01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 用地管財課
03 戸籍住民基本台帳費

01 戸籍住民基本台帳費
090 社会保障・税番号制度推進事業費

01 社会保障・税番号制度推進事業費 市民課
03 民生費

01 社会福祉費
07 交通安全推進費

060 自動車駐車場管理経費
01 自動車駐車場管理経費 安全対策課

総務
常任委員会

環境厚生
常任委員会
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[別表２（繰越明許費費補正）]

付託委員会 担当課かい

農業水産課

道路管理課

道路管理課

学務課

[別表３（地方債補正）]

付託委員会 担当課かい

下水道河川管理課

道路管理課

農業水産課

道路管理課

道路管理課

地域保健課

事項

漁港維持管理事業

事項

道路照明灯等整備事業

新型コロナウイルス感染症対策事業

茅ヶ崎駅南口周辺道路整備事業

河川浚渫事業

自転車走行空間整備事業

漁港整備事業

道路排水設備整備事業

文化教育
常任委員会

新型コロナウイルス感染症対策事業

都市経済
常任委員会

環境厚生
常任委員会

旧地域医療センター解体事業

都市経済
常任委員会
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