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議案第１４１号 令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算

（第１８号）(議案書 P１～40) 

歳入歳出それぞれ７４，８２１千円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ１０３，００１，４２４千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 議会費」 

「項１ 議会費」 

「目１ 議会費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う現下の社会状況に鑑

み、その対策に要する財源の一部として活用するため、令和２年１２

月に支給する「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」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す
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ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 

「目２ 文書管理費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「目３ 広報広聴費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「目６ 財産管理費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「目７ 企画費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「目８ 支所及び出張所費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「目１３ 文化行政費」 
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 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「目１５ 男女共同参画推進費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「項２ 徴税費」 

「目１ 税務総務費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 

「目２ 賦課徴収費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」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」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 
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 法改正に伴い、令和３年度に実施を予定していた住民基本台帳シス

テムの改修について、国庫補助金の活用の観点から、令和２年度に前

倒しして実施するため、「委託料」を増額するもの 

「項４ 選挙費」 

「目１ 選挙管理委員会費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「共済費」を減額するもの 

「項５ 統計調査費」 

「目１ 統計調査総務費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「共済費」を減額するもの 

「項６ 監査委員費」 

「目１ 監査委員費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「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」 
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 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定し、

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

与費等を減額することに伴い、「繰出金」を減額するもの 

「目２ 障害者福祉費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「目４ 老人福祉費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定し、

後期高齢者医療事業特別会計において職員給与費等を減額することに

伴い、「繰出金」を減額するもの 

「目６ 国民年金事務費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 



6 

 

「目９ 体育施設費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「項２ 児童福祉費」 

「目１ 児童福祉総務費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 

「目２ 児童保育費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「目３ 母子福祉費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「目４ 児童福祉施設費」 

 浜須賀保育園の空調設備改修のため、｢工事請負費｣を増額するもの 

「項３ 生活保護費」 

「目１ 生活保護総務費」 
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 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」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」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 

「目２ 予防費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「目３ 母子衛生費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「目４ 環境衛生費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 
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「項２ 清掃費」 

「目１ 清掃総務費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「共済費」を減額するもの 

「目２ じんかい処理費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「款５ 労働費」 

「項１ 労働諸費」 

「目１ 労働諸費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「共済費」を減額するもの 

「款６ 農林水産業費」 

「項１ 農業費」 

「目２ 農業総務費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「共済費」を減額するもの 

「項２ 水産業費」 



9 

 

「目１ 水産業振興費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「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」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「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」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 

「目２ 建築指導費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 
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「項２ 道路橋りょう費」 

「目１ 道路橋りょう総務費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 

「目３ 道路新設改良費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 

「項３ 河川費」 

「目１ 河川総務費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「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」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 
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 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定し、

公共下水道事業会計において職員給与費等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 

「目３ 街路事業費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「共済費」を減額するもの 

「目５ 公園費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「項５ 住宅費」 

「目１ 住宅管理費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「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」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す
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ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 

 消防署海岸出張所の空調設備改修のため、「工事請負費」を増額す

るもの 

「款１０ 教育費」 

「項１ 教育総務費」 

「目２ 事務局費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 

「項２ 小学校費」 

「目１ 学校管理費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 

「項３ 中学校費」 

「目１ 学校管理費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す



13 

 

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 

 萩園中学校の屋上防水改修のため、「工事請負費」を増額するもの 

「項４ 学校給食費」 

「目１ 学校給食管理費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「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」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「共済費」を減額するもの 

「目２ 文化財保護費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「目３ 公民館費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「目４ 青少年対策費」 
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 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「目５ 青少年施設費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「目６ 図書館費」 

 図書館本館の南面吸排気塔及び西面の外壁改修のため、「工事請負

費」を増額するもの 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」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、「自立相談支援事業費負担金」、「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」、「児

童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金」、「子ども・子育て支援

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」、

「学習支援事業費補助金」、「生活保護適正実施推進事業費補助金」、

「国民年金事務費交付金」を減額するもの 
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 歳出の事業の財源として、「社会保障・税番号制度システム整備費

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、「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」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２３ 市債」 

 歳出の事業の財源として、「浜須賀保育園整備事業債」、「消防署

海岸出張所整備事業債」、「義務教育施設整備事業債」、「図書館整

備事業債」を増額するもの 

（繰越明許費の補正） 

 「社会保障・税番号制度推進事業」について、国による法改正に伴

う住民基本台帳システムの改修において、年度内の完了が見込めない

ため、次年度へ繰り越すもの 

 「保育園施設維持管理経費」について、浜須賀保育園の空調設備改

修工事において、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 
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 「道路橋りょう総務管理経費」について、茅ヶ崎駅北口のエスカレ

ーター改修工事において、入札が定数に達せず中止となり年度内での

完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「狭あい道路整備事業」について、狭あい道路整備工事において、

地権者との施工日時の調整に不測の日数を要し、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 

 「消防施設設備維持管理経費」について、消防署海岸出張所の空調

設備改修工事において、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 

 「学校施設整備事業」について、萩園中学校の屋上防水改修工事に

おいて、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 

 「管理運営経費」について、図書館本館の吸排気塔西面及び南面の

外壁改修工事において、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 

（地方債の補正） 

 歳出の事業の財源として、「浜須賀保育園整備事業債」、「消防署

海岸出張所整備事業債」、「図書館整備事業債」を増額したことに伴

い、追加するもの 
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 歳出の事業の財源として、「義務教育施設整備事業債」を増額した

ことに伴い、限度額を変更するもの 

 

議案第１４２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６号）(議案書 P41～50) 

 歳入歳出それぞれ６７０千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ２２，０６１，６８８千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 

「項２ 徴収費」 

「目１ 賦課徴収費」 

 国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 
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（歳入） 

「款５ 繰入金」 

「項１ 一般会計繰入金」 

「目１ 一般会計繰入金」 

 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１４３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３号）(議案書 P51～60) 

歳入歳出それぞれ１６９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳

入歳出それぞれ３,７６４,７７７千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 

（歳入） 
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「款２ 繰入金」 

「項１ 一般会計繰入金」 

「目１ 事務費繰入金」 

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１４４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６号）(議案書 P61～70) 

歳入歳出それぞれ７９２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳

出それぞれ１６，６０３，９９１千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「期末勤勉手当」、「会計年度任用職員期末手当」、

「共済費」を減額するもの 

「項３ 介護認定審査費」 

「目１ 介護認定審査会費」 



20 

 

国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」を減額するもの 

「目２ 介護認定審査会費」 

国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支給割合を改定す

ることに伴い、「会計年度任用職員期末手当」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１４５号 令和２年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計

補正予算（第２号）(議案書 P71～83) 

第２条「収益的収入及び支出の補正」 

 収益的収入の既決予定額を２０１千円減額し、５，６８１，４６２

千円とし、収益的支出の既決予定額を３８６千円減額し、５，２５６，

０９９千円とするもの 

第３条「資本的収入及び支出の補正」 

 資本的収入の既決予定額を１５９千円減額し、１，７３７，９１７

千円とし、資本的支出の既決予定額を２８９千円減額し、３，７０９，
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５０３千円とするもの 

 内容としては、国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支

給割合を改定することに伴い、「報酬」、「手当」、「法定福利費」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６７５千円減額し、２９４，０１１千円

とするもの 

 

議案第１４６号 令和２年度茅ヶ崎市病院事業会計補正予

算（第６号）(議案書 P85～93) 

第２条「収益的収入及び支出の補正」 

収益的支出の既決予定額を１６，６５８千円減額し、収益的支出の

既決予定額を１２，２４８，１１６千円とするもの 

内容としては、国家公務員に準じて、職員に支給する期末手当の支

給割合を改定することに伴い、「医師手当」、「看護師手当」、「医

療技術員手当」、「事務員手当」、「労務員手当」、「報酬」、「法

定福利費」を減額するもの 

第３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｣ 
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職員給与費の既決予定額を１６，６５８千円減額し、６，２８１，

４４８千円とするもの 

 

議案第１４７号 工事請負契約の変更について(議案書 P94) 

（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館（博物館）建設（建築）工事の請

負契約について、敷地から石綿含有建材、木くず、アスファルトガラ

の地中障害が新たに発見されたことに伴う工期の延長及び労務単価の

上昇により契約金額を増額、並びに駐車場エリアの工事内容の変更に

より契約金額を減額するためのもの 

 

議案第１４８号 工事請負契約の変更について(議案書 P95) 

（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館（博物館）建設（電気設備）工事

の請負契約について、敷地から石綿含有建材、木くず、アスファルト

ガラの地中障害が新たに発見されたことに伴う工期の延長及び労務単

価の上昇により契約金額を増額、並びに駐車場エリアの工事内容の変

更により契約金額を減額するためのもの 

 

議案第１４９号 工事請負契約の変更について(議案書 P96) 
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（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館（博物館）建設（機械設備）工事

の請負契約について、敷地から石綿含有建材、木くず、アスファルト

ガラの地中障害が新たに発見されたことに伴う工期の延長及び労務単

価の上昇により契約金額を増額するためのもの 

 

議案第１５０号 和解について(議案書 P97) 

 令和元年１２月２日午後４時５５分頃、茅ヶ崎市本村４丁目６番５

１号先において、安全対策課職員が運転する軽自動車が、踏切の手前

で一時停止した相手方車両に追突し、損害を与えたため、これに対す

る修理費等を賠償するもの 

 

議案第１５１号 令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算

（第１９号）(議案書 P98～108) 

歳入歳出それぞれ５７８,４６７千円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ１０３,５７９,８９１千円とするもの 

（歳出） 

「款３ 民生費」 

「項２ 児童福祉費」 
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「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に伴う生活支援対策として実

施する国によるひとり親世帯臨時特別給付金の給付事務に従事する職

員に係る「時間外勤務手当」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症の感染拡大に伴う生活支援対策として実

施する、国によるひとり親世帯臨時特別給付金の対象者に対し、ひと

り親世帯への更なる支援の観点から、市独自の給付金を上乗せして支

給するため、「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感染拡大に伴う生活支援対策のため、

国によるひとり親世帯臨時特別給付金を再支給することに伴い、「消

耗品費」、「印刷製本費」、「通信運搬費」、「手数料」、「負担金

補助及び交付金」を増額するもの 

「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影響に対する消費喚起策として、茅ヶ

崎ローカル応援チケット（ロコチケット）第２弾を発行することに伴
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い、「消耗品費」、「通信運搬費」、「広告料」、「委託料」を増額

するもの 

（歳入） 

「款１６ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業

費補助金」、「ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金」、「新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」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 

（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、茅ヶ崎ローカル

応援チケット発行事業において、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 

 

報告第２３号 専決処分の報告について(議案書 P109) 

 令和２年４月１５日午後４時３０分頃、松風台１０５１番１３（松

風台東公園内）において、相手方が木の根に躓き転倒し、負傷したた

め、これに対する治療費等を賠償したもの 


