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議案第１２１号 令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算

（第１５号）(議案書 P1～15) 

歳入歳出それぞれ７５，７２３千円を減額し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ１０２，５８１，０４９千円とするもの 

（歳出） 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

「目２ 予防費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、ＰＣＲ検査の実施件

数の増加に対応するとともに、公衆衛生行政に係る人員体制を強化す

るため、「報酬」、「費用弁償」、「手数料」を増額するもの 

「款１０ 教育費」 

「項５ 社会教育費」 

「目２ 文化財保護費」 

 新型コロナウイルス感染症の発生による市税等の減収対策として、

（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業を見直したことに伴い、「修

繕料」、「工事請負費」を増額するほか、「消耗品費」、「委託料」、

「公有財産購入費」、「負担金補助及び交付金」、「補償補填及び賠
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償金」を減額するもの 

（歳入） 

「款１６ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「感染症発生動向調査事業費負担金」、

「社会資本整備総合交付金」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 

「款２３ 市債」 

 歳出の事業の財源として、「（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備

事業債」、「民俗資料館整備事業債」を減額するもの 

（継続費の補正） 

 「（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業（旧和田家改修工事）」

について、新型コロナウイルス感染症の発生による市税等の減収対策

として、（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業を見直したことに

伴い、旧和田家改修工事に係る継続費を変更するもの 

 「（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業（博物館整備工事）」
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について、当該敷地の地中埋設物の撤去及び地盤改良等の必要が生じ

たほか、労務単価の上昇に対応することに伴い、博物館整備工事に係

る継続費を変更するもの 

 「（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業（旧三橋家改修工事）」

について、新型コロナウイルス感染症の発生による市税等の減収対策

として、（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業を見直し、旧三橋

家改修工事を凍結したことに伴い、同工事に係る継続費を廃止するも

の 

（債務負担行為の補正） 

 「民俗資料館（旧三橋家）改修工事監理業務委託経費」について、

新型コロナウイルス感染症の発生による市税等の減収対策として、（仮

称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業を見直し、旧三橋家改修工事を

凍結したことに伴い、同工事監理業務委託に係る債務負担行為を廃止

するもの 

（地方債の補正） 

 歳出の事業の財源として、「（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備

事業債」、「民俗資料館整備事業債」を減額したことに伴い、限度額

を変更するもの 
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議案第１２２号 令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算

（第１６号）(議案書 P17～47) 

 歳入歳出それぞれ４０７，８５２千円を減額し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ１０２，１７３，１９７千円とするもの 

（歳出） 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策、及び同感染症の発

生による市税等の減収対策として、当初予算及び補正予算で計上した

事業費の減額を一括して行うもの 

「款１ 議会費」 

「項１ 議会費」 

「目１ 議会費」 

 「調査活動費」について、各種行事及び視察が中止又は縮小となっ

たことに伴い、議長及び議員の「費用弁償」を減額するもの 

 「普通旅費」について、各種行事及び視察が中止又は縮小となった

ことに伴い、「普通旅費」を減額するもの 

 「全国議長会等負担金」について、各種会議が中止となったことに

伴い、「負担金補助及び交付金」を減額するもの 
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「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

 「交際費」について、各種行事が中止となったことに伴い、市長の

「交際費」を減額するもの 

「目３ 広報広聴費」 

 「消費生活センター運営事業費」について、各種イベント、講座、

相談等が中止となったこと等に伴い、「報償費」、「印刷製本費」を

減額するもの 

「目７ 企画費」 

 「総合計画事業費」について、附属機関の会議を開催しないことと

したため、「報酬」、「費用弁償」を減額するもの 

 「本庁舎跡地整備事業費」について、本庁舎跡地整備事業における

旧本庁舎跡地の分筆測量に係る「委託料」を減額するもの 

「目１３ 文化行政費」 

 「文化行政関係経費」について、附属機関の会議開催回数の減少に

伴い、「報酬」を減額するもの 

 「ゆかりのまち市民等交流事業関係経費」について、青少年交流事
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業を中止したことに伴い、「委託料」を減額するもの 

 「平和事業関係経費」について、ピーストレイン事業等を中止した

ことに伴い、「普通旅費」、「保険料」、「委託料」を減額するもの 

 「美術館管理運営事業経費」について、事業の見直しに伴い、「委

託料」を減額するもの 

 「文化振興関係経費」について、文化祭の規模が縮小したことに伴

い、「委託料」を減額するもの 

 「開高健記念館管理運営経費」について、開館時間を短縮したこと

等に伴い、「委託料」を減額するもの 

 「生涯学習推進事業費」について、生涯学習交流サロン事業等を縮

小したことに伴い、「報償費」、「委託料」を減額するもの 

 「ホノルル市交流事業費」について、令和３年３月に開催予定のホ

ノルルフェスティバルへの参加を中止としたことに伴い、「普通旅費」、

「負担金補助及び交付金」を減額するもの 

「目１５ 男女共同参画推進費」 

 「男女共同参画推進事業費」について、講座を中止したこと等に伴

い、「報償費」を減額するもの 

「項２ 徴税費」 
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「目２ 賦課徴収費」 

 「賦課徴収管理経費」について、市・県民税普通徴収納税通知書等

のブッキング及び封入封緘業務委託等に執行残が生じたことに伴い、

「印刷製本費」、「委託料」、「負担金補助及び交付金」を、納税通

知書等の封入封緘に係る業務委託に執行残が生じたことに伴い、「委

託料」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」 

 「民生委員関係経費」について、講座を中止したこと等に伴い、「報

償費」を減額するもの 

 「戦没者追悼式等事業費」について、戦没者追悼式を中止したこと

に伴い、「報償費」、「消耗品費」、「委託料」を減額するもの 

「目２ 障害者福祉費」 

 「障害者支援事業経費」について、イベント等を中止したことに伴

い、「使用料及び賃借料」を減額するもの 

 「地域生活支援事業費」について、書面会議への変更、研修会の中

止及びふれあい交流会（肢体不自由児（者）、知的障害者）の中止に
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伴い、「報償費」、「委託料」を減額するもの 

「目８ 保健体育総務費」 

 「ねんりんピックかながわ２０２１関係経費」について、ねんりん

ピックかながわ２０２１が１年延期となったことに伴い、「負担金補

助及び交付金」を減額するもの 

「項２ 児童福祉費」 

「目２ 児童保育費」 

 「児童手当費」について、児童手当業務の見直し等に伴い、「委託

料」を減額するもの 

「目５ 地域児童福祉費」 

 「地域児童福祉推進事業費」について、子育て支援団体の活動縮小

に伴い、「負担金補助及び交付金」を減額するもの 

 「放課後児童健全育成事業費」について、民設民営児童クラブ運営

事業者の公募の結果、１小学校区について選定者無しとなり、開所を

見送ったため、「負担金補助及び交付金」を減額するもの 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

「目１ 保健衛生総務費」 



9 

 

 「口腔がん検診事業費」について、口腔がん検診を中止したことに

より、「委託料」を減額するもの 

 「地域保健対策事業費」について、講習会や会議等の中止や縮小に

伴い、「報償費」、「普通旅費」を減額するもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業費」について、茅ヶ崎医師会

地域外来・検査センターに係る事務の見直しにより、「委託料」を減

額するもの 

「目２ 予防費」 

 「風しん定期予防接種事業費」について、風しん定期予防接種の接

種数が減少したことに伴い、「印刷製本費」、「委託料」を減額する

もの 

「目３ 母子衛生費」 

 「母子訪問指導事業費」について、訪問指導員を一部採用できなか

ったことに伴い、「報酬」、「会計年度任用職員期末手当」を減額す

るもの 

 「母子栄養健康づくり事業費」について、調理実習を伴う親子食育

教室、マタニティクッキング等を中止したことにより、「報酬」、「報

償費」、「費用弁償」、「消耗品費」、「委託料」を減額するもの 
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「目４ 環境衛生費」 

 「公衆便所関係経費」について、公衆便所清掃業務委託に執行残が

生じたことに伴い、「委託料」を減額するもの 

 「環境施策推進事業費」について、啓発業務等を縮小したことに伴

い、「委託料」を減額するもの 

「目５ 公害対策費」 

 「公害分析調査事業費」について、公害分析調査における各種委託

業務の執行残が生じたことに伴い、「委託料」を減額するもの 

「目６ 地域医療センター費」 

 「旧地域医療センター解体事業費」について、旧地域医療センター

解体事業に係る事務の見直しにより、「委託料」を減額するもの 

「目７ 保健所費」 

 「保健所管理運営経費」について、専門職研修が中止やオンライン

会議となったこと、また全国保健所長会全国大会等が書面会議となっ

たことに伴い、「普通旅費」を減額するもの 

「項２ 清掃費」 

「目２ じんかい処理費」 

 「広域リサイクルセンター管理運営経費」について、広域リサイク
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ルセンター管理運営費に執行残が生じたことに伴い、「負担金補助及

び交付金」を減額するもの 

「目３ し尿処理費」 

 「し尿処理事業経費」について、し尿及び浄化槽汚泥収集運搬業務

委託及びし尿処理手数料納入通知書封入封緘委託に執行残が生じたこ

とに伴い、「委託料」を減額するもの 

「款５ 労働費」 

「項１ 労働諸費」 

「目１ 労働諸費」 

 「労働行政推進費」について、各種イベントが中止となったことに

伴い、「報償費」、「印刷製本費」、「負担金補助及び交付金」を減

額するもの 

「款６ 農業水産業費」 

「項１ 農業費」 

「目５ 農地費」 

 「農業用排水路維持管理事業費」について、農業用排水路整備工事

を中止したことにより、「工事請負費」を減額するもの 

 「農とみどりの整備事業費」について、農業用排水路整備工事を中
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止したことにより、「工事請負費」を減額するもの 

「款７ 商工費」 

「項１ 商工費」 

「目１ 商工振興費」 

 「道の駅整備推進事業費」について、道の駅整備に必要な道路改良

工事に係る設計積算業務の「委託料」を減額するもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業費」について、茅ヶ崎市新型

コロナウイルス感染症対応家賃補助金の交付件数が想定を下回ったこ

とにより、「負担金補助及び交付金」を減額するもの 

「目２ 観光費」 

 「観光施設管理事業費」について、海岸清掃回数を縮減したことに

伴い、「委託料」を減額するもの 

「款８ 土木費」 

「項１ 土木管理費」 

「目２ 建築指導費」 

 「建築指導経費」について、各種イベントが中止となったこと及び

事業の見直し等に伴い、「報酬」、「会計年度任用職員期末手当」、

「費用弁償」、「使用料及び賃借料」を減額するもの 
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「項４ 都市計画費」 

「目１ 都市計画総務費」 

 「都市計画事務費」について、事業の見直しに伴い、「委託料」を

減額するもの 

 「景観計画推進事業費」について、附属機関の開催回数の見直し等

に伴い、「報酬」、「費用弁償」、「委託料」を減額するもの 

 「萩園地区産業系市街地整備事業費」について、事業内容の見直し

により市街地整備に係る「委託料」、「負担金補助及び交付金」を減

額するもの 

「目４ 緑化推進費」 

 「特別緑地保全地区整備推進事業費」について、対象区域における

土砂災害特別警戒区域指定による影響の対策として、特別緑地保全地

区整備推進事業の一部を一時休止したことにより、「委託料」を減額

するもの 

「款９ 消防費」 

「項１ 消防費」 

「目１ 常備消防費」 

 「救命活動推進事業費」について、１２月末まで各種救命講習会を
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中止にしたことに伴い、「消耗品費」、「食糧費」、「印刷製本費」、

「修繕料」を減額し、また、ＡＥＤの更新事業に入札残が発生したこ

とに伴い、「使用料及び賃借料」を減額するもの 

 「消防出初式運営経費」について、消防出初式の規模を縮小したこ

とに伴い、「委託料」を減額するもの 

「目２ 非常備消防費」 

 「消防団活動経費」について、消防団の行事等が中止となったこと

に伴い、「費用弁償」を減額するもの 

「款１０ 教育費」 

「項１ 教育総務費」 

「目２ 事務局費」 

 「特別支援教育指導関係経費」について、響きあい交流送迎バス活

用事業を中止したことに伴い、「使用料及び賃借料」を減額するもの 

「項２ 小学校費」 

「目１ 学校管理費」 

 「施設管理経費」について、小学校プール授業が中止となったこと

に伴い、「手数料」、「委託料」を減額するもの 

「項５ 社会教育費」 
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「目３ 公民館費」 

 「業務管理経費」について、小和田公民館を一時休館したこと等に

伴い、「報酬」、「会計年度任用職員期末手当」、「費用弁償」を減

額するもの 

 「業務管理経費」について、鶴嶺公民館を一時休館したこと等に伴

い、「報酬」、「会計年度任用職員期末手当」、「費用弁償」を減額

するもの 

 「業務管理経費」について、松林公民館を一時休館したこと等に伴

い、「報酬」、「会計年度任用職員期末手当」、「費用弁償」を減額

するもの 

 「業務管理経費」について、香川公民館を一時休館したこと等に伴

い、「会計年度任用職員期末手当」、「費用弁償」、「燃料費」を減

額するもの 

 「施設維持管理経費」について、小和田公民館を一時休館したこと

等に伴い、「光熱水費」を減額するもの 

 「施設維持管理経費」について、鶴嶺公民館を一時休館したこと等

に伴い、「光熱水費」を減額するもの 

 「施設維持管理経費」について、松林公民館を一時休館したこと等
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に伴い、「光熱水費」を減額するもの 

 「施設維持管理経費」について、南湖公民館を一時休館したこと等

に伴い、「光熱水費」を減額するもの 

 「施設維持管理経費」について、香川公民館を一時休館したこと等

に伴い、「光熱水費」を減額するもの 

 「公民館活動費」について、小和田公民館の自主事業講座等を一部

中止したことに伴い、「報償費」、「委託料」、「使用料及び賃借料」

を減額するもの 

 「公民館活動費」について、鶴嶺公民館の自主事業講座等を一部中

止したことに伴い、「報償費」、「委託料」を減額するもの 

 「公民館活動費」について、松林公民館の自主事業講座等を一部中

止したことに伴い、「報償費」、「委託料」を減額するもの 

 「公民館活動費」について、南湖公民館の自主事業講座等を一部中

止したことに伴い、「委託料」を減額するもの 

 「公民館活動費」について、香川公民館の自主事業講座等を一部中

止したことに伴い、「報償費」、「委託料」を減額するもの 

「目４ 青少年対策費」 

 「青少年指導者活動推進費」について、青少年指導者育成研修を中
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止したこと等に伴い、「報償費」、「消耗品費」を減額するもの 

 「青少年健全育成事業費」について、自然体験教室等を中止したこ

とに伴い、「報償費」、「食糧費」、「保険料」、「委託料」、「使

用料及び賃借料」、「負担金補助及び交付金」を減額するもの 

 「小学校ふれあいプラザ事業費」について、小学校ふれあいプラザ

及び同運営協議会を一部中止したことに伴い、「報償費」、「通信運

搬費」、「委託料」を減額するもの 

 「宇宙飛行士展示コーナー関連事業費」について、宇宙飛行士展示

コーナーを休館するとともに、宇宙教室事業を一部中止したことに伴

い、「報償費」、「委託料」、「使用料及び賃借料」、「負担金補助

及び交付金」を減額するもの 

「目５ 青少年施設費」 

 「青少年会館管理経費」について、青少年会館の夜間区分の利用を

取り止めしたことに伴い、「報酬」を減額するもの 

 「青少年会館業務運営経費」について、自主事業講座を一部中止し

たことに伴い、「報償費」、「費用弁償」、「使用料及び賃借料」を

減額するもの 

 「茅ヶ崎公園体験学習センター管理運営経費」について、体験学習



18 

 

センターの一時休館及びイベントの中止に伴い、「報酬」、「報償費」、

「費用弁償」、「光熱水費」を減額するもの 

「目６ 図書館費」 

 「子ども読書活動推進事業費」について、自主事業講座を一部中止

したことに伴い、「報償費」を減額するもの 

（歳入） 

「款１５ 使用料及び手数料」 

 歳出の事業の財源として、「茅ヶ崎公園体験学習センター使用料」

を減額するもの 

「款１６ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「感染症発生動向調査事業費負担金」、

「市町村地域生活支援事業補助金」、「子ども・子育て支援交付金」、

「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を減額するも

の 

「款１７ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「市町村地域防災力強化事業費補助金」、

「市町村地域生活支援事業補助金」、「子ども・子育て支援交付金」、

「農とみどりの整備事業費補助金」、「放課後子ども教室推進事業費
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補助金」、「市町村青少年行政推進費補助金」を減額するもの 

「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」、「公共施設等

再編整備基金繰入金」を減額するもの 

「款２２ 諸収入」 

 歳出の事業の財源として、「母子栄養健康づくり事業費自己負担金」、

「青少年団体等宿泊研修負担金」を減額するもの 

「款２３ 市債」 

 歳出の事業の財源として、「農業用排水路整備事業債」、「農とみ

どりの整備事業債」、「道の駅整備推進事業債」を減額するもの 

 （地方債の補正） 

 歳出の事業の財源として、「農業用排水路整備事業債」、「農とみ

どりの整備事業債」、「道の駅整備推進事業債」を減額したことに伴

い、限度額を変更するもの 

 

議案第１２３号 令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算

（第１７号）(議案書 P49～79) 

歳入歳出それぞれ７５３，４０６千円を追加し、歳入歳出予算の総
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額をそれぞれ１０２，９２６，６０３千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目４ 財政管理費」 

 ふるさと納税ポータルサイトの追加等、寄附環境の整備等の影響に

よる、ふるさと納税に係る寄附件数の増加に伴い、「委託料」を増額

するもの 

 ふるさと基金に寄附金及び運用益を積み立てることに伴い、「積立

金」を増額するもの 

「目５ 会計管理費」 

 コンビニエンスストアでの市税の収納件数の増加に伴い、「手数料」

を増額するもの 

「目７ 企画費」 

 令和３年４月１日付けの組織改正に向けて、事務室のレイアウト変

更による什器の移設や庁舎サイン改修等の準備作業を行うことに伴

い、「修繕料」、「委託料」を増額するもの 

「目１２ 地域活動推進費」 
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 市民活動推進基金に寄附金、マッチングギフト方式による上乗せ分

及び利子等を積立てることに伴い、「積立金」を増額するもの 

「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を踏まえた新型感染症強靭化

対策として、り災証明書発行窓口での密着・密集の回避や証明書の円

滑な発行のため、り災証明書発行支援システムを導入することに伴い、

「委託料」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」 

 国によるマイナンバーカードの普及及び利活用のための施策の実施

により、同カードの申請件数が大幅に増加したことに伴い、関連業務

に従事する人員体制の強化等のため、「報酬」、「共済費」、「費用

弁償」、「通信運搬費」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」 

 令和３年度介護報酬改定等に伴い、本市の介護保険事務処理システ



22 

 

ム及び県の介護保険指定機関等管理システムを改修するため、介護保

険事業特別会計において委託料及び負担金補助及び交付金を増額する

ことに伴い、「繰出金」を増額するもの 

 市内の介護事業所が公的介護施設等整備推進事業補助金を受けて過

去に整備した施設等において、施設の一部転用を行うため、同補助金

の一部を市へ返還することに伴い、同補助金の財源として歳入した地

域医療介護総合確保基金の一部を県へ返還するため、「償還金利子及

び割引料」を増額するもの 

「目２ 障害者福祉費」 

 訓練等給付費及び障害児支援給付費の給付件数の増加による審査支

払件数の増加及び法改正による障害者自立支援審査支払等システムの

改修を行うことに伴い、「手数料」、「委託料」を増額するもの 

 訓練等給付費について、共同生活援助、就労継続支援Ｂ型等の利用

件数及び平均単価の増加に伴い、「扶助費」を増額するもの 

 障害者生活支援事業費について、グループホーム等利用者家賃補助

事業等におけるグループホームの利用者数の増加に伴い、「負担金補

助及び交付金」を増額するもの 

 障害児支援給付費について、児童発達支援の利用件数の増加及び放
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課後等デイサービスの利用件数、平均単価の増加に伴い、「扶助費」

を増額するもの 

「目４ 老人福祉費」 

 後期高齢者医療事業における市町村定率負担金について、令和元年

度療養給付費等の実績が確定したことによる変更に伴い、「負担金補

助及び交付金」を増額するもの 

 税制改正に係るシステム改修を行うため、後期高齢者医療事業特別

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 

「目６ 国民年金事務費」 

 年金生活者支援給付金業務における所得情報提供のための国民年金

システムの改修を行うことに伴い、「委託料」を増額するもの 

「項２ 児童福祉費」 

「目２ 児童保育費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、保育所等に

おける感染防止用品の購入に要する経費や、消毒作業等を行った際の

超過勤務手当などのかかり増し経費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 
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「目４ 児童福祉施設費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、公立保育園

において感染防止用品を購入するため、「消耗品費」、「委託料」を

増額するもの 

「目５ 地域児童福祉費」 

 児童クラブの新たな指定管理者に対し、児童情報の管理及び入所決

定通知書等の各種帳票の発行を行うための放課後児童クラブシステム

を導入することに伴い、「委託料」を増額するもの 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、児童クラブ

における感染防止用品等の購入に要する経費や、消毒作業等を行った

際の超過勤務手当などのかかり増し経費のため、「委託料」、「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」 

「目２ 予防費」 

 新型コロナウイルス感染症に対する医療提供体制の維持に向けて、

季節性インフルエンザの流行を抑制するための高齢者インフルエンザ

予防接種事業について、県の補助制度を活用した無償化により接種希
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望者の増加が見込まれることから、「委託料」を増額するもの 

「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拡大に伴う外出自粛やライフスタイ

ルの変化による大型ごみ排出量の増加に伴う、大型ごみ証紙等に係る

経費の不足に対応するため、「印刷製本費」、「手数料」を増額する

もの 

「目２ じんかい処理費」 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛やライフスタイル

の変化による資源物の排出量の増加を踏まえ、回収量に応じて交付し

ている自治会への補助金を増額することに伴い、「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症の拡大に伴う外出自粛やライフスタイル

の変化による資源物の排出量の増加を踏まえ、かん及びペットボトル

の収集に使用しているネット容器の不足に対応するため、「消耗品費」

を増額するもの 

「款７ 商工費」 

「項１ 商工費」 
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「目１ 商工振興費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、市の要請に

より閉鎖した茅ヶ崎サザンビーチ西浜駐車場の利用料金収入等を補償

するため、「補償補填及び賠償金」を増額するもの 

「款８ 土木費」 

「項２ 道路橋りょう費」 

「目３ 道路新設改良費」 

 狭あい道路整備事業費について、想定を超える件数の申請がなされ

たことに伴い、「委託料」、「公有財産購入費」、「補償補填及び賠

償金」を増額するもの 

「項４ 都市計画費」 

「目１ 都市計画総務費」 

 市道７１１５号線歩道整備事業における補償費の減を踏まえ、国庫

補助金の有効活用の観点から、「工事請負費」、「公有財産購入費」

を増額するとともに、「補償補填及び賠償金」を減額するもの 

 市道０２０２号線（左富士通り）の歩道未整備区間の用地買収に伴

い、「消耗品費」、「委託料」、「公有財産購入費」を増額し、新型

コロナウイルス感染症の発生による市税等の減収対策のため、「委託
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料」、「工事請負費」を減額するもの 

「目３ 街路事業費」 

 道路予定地の立入防止柵として設置している木柵の腐食が著しく、

歩行者等の安全を確保するための修繕を実施することに伴い、「委託

料」を増額するもの 

「目５ 公園費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として休場した柳島

キャンプ場の指定管理者の利用料金収入等を補償するため、「補償補

填及び賠償金」を増額するもの 

「款１０ 教育費」 

「項２ 小学校費」 

「目１ 学校管理費」 

 梅田小学校校舎棟西側屋上防水改修及び柳島小学校渡り廊下、理科

室及び図工室屋根防水改修のため、「工事請負費」を増額するもの 

「項５ 社会教育費」 

「目３ 公民館費」 

 鶴嶺公民館の空調設備改修のため、「工事請負費」を増額するもの 

「目５ 青少年施設費」 
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 体験学習センターにおいて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止対策として換気を行う際に生じる、施設内の湿度対策を行うため、

除湿器を設置することに伴い、「消耗品費」を増額するもの 

（歳入） 

「款１２ 地方交付税」 

 歳出の事業の財源として、「普通交付税」を増額するもの 

「款１５ 使用料及び手数料」 

 歳出の事業の財源として、「大型ごみ処理手数料」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、「自立支援給付費負担金」、「障害児入

所給付費等負担金」、「社会保障・税番号制度推進事業補助金」、「新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」、「障害者自立支

援給付支払等システム事業補助金」、「年金生活者支援給付金支給業

務市町村事務取扱交付金」を増額するもの 

「款１７ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「自立支援給付費負担金」、「障害児施

設措置費（給付費等）負担金」、「障害者グループホーム等運営費補

助事業費補助金」、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」、



29 

 

「インフルエンザ予防接種事業費補助金」を増額するもの 

「款１８ 財産収入」 

 歳出の事業の財源として、「ふるさと基金利子」を増額するもの 

「款１９ 寄附金」 

 歳出の事業の財源として、「一般寄附金」、「ふるさと基金寄附金」、

「市民活動推進基金寄附金」を増額するもの 

「款２０ 繰入金」 

 歳出の事業の財源として、「公共用地先行取得事業特別会計繰入金」

増額するもの 

 歳出の事業の財源として、「財政調整基金繰入金」を減額するもの 

「款２１ 繰越金」 

 歳出の事業の財源として、「前年度繰越金」を減額するもの 

「款２２ 諸収入」 

 歳出の事業の財源として、「公的介護施設等整備推進事業返還金」

を増額するもの 

「款２３ 市債」 

 歳出の事業の財源として、「狭あい道路整備事業債」、「義務教育

施設整備事業債」、「鶴嶺公民館整備事業債」、「臨時財政対策債」
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を増額するもの 

 歳出の事業の財源として、「香川駅周辺整備事業債」、「浜見平地

区拠点整備事業債」を減額するもの 

（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、り災証明書発行

支援システムの導入に際し、年度内での完了が見込めないため、次年

度へ繰り越すもの 

 「障害者福祉管理経費」について、障害者自立支援審査支払等シス

テムの改修内容の詳細が現時点で国から示されておらず、年度内での

完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「香川甘沼線道路改良事業」について、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大の影響により、用地買収における地権者との交渉に不測の

時間を要し、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「上赤羽根堤線道路改良事業」について、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大の影響により、用地買収における地権者との交渉に不測

の時間を要し、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すも

の 

 「景観計画推進事業」について、小学校の総合的な学習の時間で行
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う取り組みにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響により、開始

時期に後れを生じ、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越

すもの 

 「香川駅周辺整備事業」について、市道７１１５号線歩道整備事業

において、用地買収に不測の日数を要し、工事の開始時期が遅れるこ

とにより、拡幅用地の駅前暫定整備等について年度内の完了が見込め

ないため、次年度へ繰り越すもの 

 「道路整備プログラム策定事業」について、道路整備プログラム策

定事業費について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によ

り、受注者との協議等に不測の時間を要し、年度内の完了が見込めな

いため、次年度へ繰り越すもの 

 「学校施設整備事業費」について、梅田小学校及び柳島小学校の屋

上防水工事等について、年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰

り越すもの 

 「施設維持管理経費」について、鶴嶺公民館の空調設備の更新及び

自家用電気工作物等の改修について、年度内の完了が見込めないため、

次年度へ繰り越すもの 

（債務負担行為の補正） 
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 「庁舎総合管理業務委託経費」について、令和３年度からの市庁舎

（本庁舎・分庁舎）の総合管理業務委託において、令和２年度中の事

業着手が必要なため、設定するもの 

 「コミュニティホール管理業務委託経費」について、令和３年度か

らのコミュニティホール集会室等の管理業務委託において、令和２年

度中の事業着手が必要なため、設定するもの 

 「剪定枝収集運搬業務委託経費」について、ごみの減量化を推進す

るため、焼却処理している剪定枝を令和３年度より資源化することに

伴い、剪定枝を収集運搬するための委託経費において、令和２年度中

の事業着手が必要なため、設定するもの 

 「剪定枝処分業務委託経費」について、ごみの減量化を推進するた

め、焼却処理している剪定枝を令和３年度より資源化することに伴い、

剪定枝をリサイクルするための委託経費において、令和２年度中の事

業着手が必要なため、設定するもの 

 「がん検診等受診券作成業務委託経費」について、令和３年度に実

施するがん検診等の受診券の作成及び発送業務において、令和２年度

中の事業着手が必要なため、設定するもの 

 「こども予防接種予診票作成業務委託経費」について、令和３年度
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に実施するこども予防接種に係る予診票の印刷、バーコード出力及び

封入封緘業務において、令和２年度中の事業着手が必要なため、設定

するもの 

  「茅ヶ崎駅北口広場及び地下道等保安業務委託経費」について、

令和３年度からの茅ヶ崎駅北口ペデストリアンデッキ及び国道一号線

地下道に設置しているエスカレータ及びエレベータ等の道路施設の監

視カメラ映像による確認業務委託において、令和２年度中の事業着手

が必要なため、設定するもの 

「外国人英語指導助手活用事業経費」について、令和３年度からの

外国人指導助手活用事業において、人材の確保及び学校現場の事務負

担の軽減のため複数年契約により実施するとともに、令和２年度中の

事業着手が必要なため、設定するもの 

（地方債の補正） 

 歳出の事業の財源として、「鶴嶺公民館整備事業債」を増額したこ

とに伴い、追加するもの 

 歳出の事業の財源として、「狭あい道路整備事業債」、「義務教育

施設整備事業債」、「臨時財政対策債」を増額したことに伴い、限度

額を変更するもの 
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 歳出の事業の財源として、「香川駅周辺整備事業債」、「浜見平地

区拠点整備事業債」を減額したことに伴い、限度額を変更するもの 

 

議案第１２４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５号）(議案書 P81～85) 

（債務負担行為の補正） 

 「国民健康保険システム改修業務委託経費（税制改正対応分）」及び

「特定健康診査受診券作成業務委託経費」について、事業期間が２か

年にわたるため、設定するもの 

 

議案第１２５号 令和２年度茅ヶ崎市後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第２号）(議案書 P86～93) 

歳入歳出それぞれ８,１７９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、

歳入歳出それぞれ３,７６４,９４６千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 
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「一般管理費」について、平成３０年度税制改正における住民税の

基礎控除の見直しに伴う、後期高齢者医療保険料の算出方法の変更に

対応し、後期高齢者医療システムの改修が必要とされるため、改修業

務に係る「委託料」を増額するもの 

（歳入） 

「款２ 繰入金」 

歳出の事業の財源として、「事務費繰入金」を増額するもの 

「款５ 国庫支出金」 

歳出の事業の財源として、「高齢者医療制度円滑運営事業費補助金」

を増額するもの 

 

議案第１２６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５号）(議案書 P94～103) 

歳入歳出それぞれ８，２８１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳

入歳出それぞれ１６，６０４，７８３千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 
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「目１ 一般管理費」 

令和３年度介護報酬改定等に伴い、県の介護保険指定機関等管理シ

ステムの改修に要する経費を負担するため、「負担金補助及び交付金」

を増額するもの 

令和３年度介護報酬改定等に伴い、本市の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１ 介護保険料」 

高齢者の自立支援・重度化防止等の取組を推進するため交付される、

「保険者機能強化推進交付金」及び「介護保険保険者努力支援交付金」を

歳入することによる財源更正に伴い、これらの収入見込額と同額の介護

保険料を減額するため、「現年度分」を減額するもの 

「款３ 国庫支出金」 

歳出の事業の財源として、「保険者機能強化推進交付金」を増額するも

の 

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 

歳出の事業の財源として、「介護保険保険者努力支援交付金」を増額す

るもの 
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「款６ 繰入金」 

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１２７号 令和２年度茅ヶ崎市公共用地先行取得事

業特別会計補正予算（第１号）(議案書 P104～113) 

歳入歳出それぞれ３０，１４９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、

歳入歳出それぞれ２５２，６１２千円とするもの 

（歳出） 

 市道７１１５号線歩道整備事業用地について、一般会計での買換面積の

増加に伴い、事業費を増額するもの 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

一般会計へ繰り出す「一般会計繰出金」を増額するもの 

「款２ 公債費」 

「項１ 公債費」 

「目１ 元金」 

繰上償還に伴う「市債償還金」を増額するもの 
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（歳入） 

「款２ 財産収入」 

買換に伴って一般会計から歳入する「土地売払収入」を増額するもの 

 

議案第１２８号 茅ヶ崎市事務分掌条例の一部を改正する

条例(議案書 P114) 

財務部に公共施設の再編に関する事務を分掌させることによ

り、当該事務を財産の管理に関する事務と一体的に推進するため

のもの 

 

議案１２９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 P115～117) 

茅ヶ崎ゆかりの人物館及び茅ヶ崎市美術館の運営に関する事

項を茅ヶ崎市文化生涯学習プラン推進委員会が審議することに

より、総合的な文化生涯学習施策を推進するとともに、審議会に

係る事務の効率化を図るためのもの 

 

議案第１３０号 茅ヶ崎市附属機関設置条例の一部を改
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正する条例(議案書 P118～119) 

経営形態その他の茅ヶ崎市立病院の在り方に関する事項について、

専門的判断を求め、及び広く意見を聴取するためのもの 

 

議案第１３１号 茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条

例(議案書 P120) 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律の改正に伴い、所要の規定を整備するためのもの 

 

議案第１３２号 茅ヶ崎市指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改

正する条例(議案書 P121) 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等の

改正に鑑み、介護支援専門員を指定居宅介護支援事業所の管理者

とすることができる場合を定める等のためのもの 

 

議案第１３３号 茅ヶ崎市屋外広告物条例の一部を改正

する条例(議案書 P122～123) 
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屋外広告物の表示者等に屋外広告物の点検を行わせることに

より屋外広告物の落下等を予防するとともに、広告により得た収

入を地域における取組等の財源に充てるために表示し、又は設置

する広告物又は掲出物件に係る規制を緩和する等のためのもの 

 

議案第１３４号 監査委員の選任について(議案書 P124～126) 

 令和２年１２月１８日をもって任期満了となる森誠一 氏を引き

続き選任するもの 

 

議案第１３５号 指定管理者の指定について(議案書 P127) 

 茅ヶ崎市民活動サポートセンターの指定管理者に特定非営利

活動法人ＮＰＯサポートちがさきを指定するためのもの 

 

議案第１３６号 指定管理者の指定について(議案書 P128) 

茅ヶ崎市老人福祉センターの指定管理者に社会福祉法人茅ヶ

崎市社会福祉協議会を指定するためのもの 

 

議案第１３７号 字の区域の変更について(議案書 P129～130) 
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本案は、萩園字上ノ前地区土地区画整理事業の換地処分が行わ

れるに当たり、字の区域を変更するもの 

なお、この字の区域の変更は、土地区画整理法第１０３条第４

項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から効力を生

ずるもの  

 

議案第１３８号の１～６ 市道路線の認定について(議案書

P131～148) 

 １ 松が丘二丁目地内の道路で、レモンホーム株式会社により

造成され、本市に帰属したもの 

 ２ 東海岸北三丁目地内の道路で、アイディホーム株式会社に

より造成され、本市に帰属したもの 

 ３ 菱沼海岸地内の道路で、湘栄建設株式会社により造成さ

れ、本市に帰属したもの 

 ４ 菱沼一丁目地内の道路で、株式会社東栄住宅により造成さ

れ、本市に帰属したもの 

 ５ 小和田一丁目地内の道路で、レモンホーム株式会社により

造成され、本市に帰属したもの 
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 ６ 浜之郷地内の道路で、有限会社浜住宅により造成され、本

市に帰属したもの 

 

報告第２１号 専決処分の報告について(議案書 P149) 

 令和２年９月２５日午後６時２０分頃、茅ヶ崎第２駐車場内におい

て、道路管理課職員が運転する軽自動車が駐車場内に入庫する際、ゲ

ートバーに接触し、損害を与えたため、これに対する修繕費を賠償し

たもの 

 

報告第２２号 専決処分の報告について(議案書 P150) 

 令和２年８月１２日午後３時頃、浜之郷２５５番地５地先において、

道路管理課職員が運転するダンプトラックが後退時に、相手方所有地内

にあるごみ集積場所のブロック塀に接触し、損害を与えたため、これに

対する修理費を賠償したもの 

 

 


