
[別紙]

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

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
07 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金

（１／２） こども育成相談課
08 子ども・子育て支援事業費補助金（１０／１０） 保育課
14 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金

（１０／１０） 子育て支援課
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

23 市債
01 市債

02 民生債
02 児童福祉債

04 浜須賀保育園整備事業債 保育課
08 教育債

02 中学校債
01 義務教育施設整備事業債 教育施設課

03 社会教育債
08 図書館整備事業債 図書館

16 国庫支出金
01 国庫負担金

01 民生費国庫負担金
03 生活保護費負担金

02 自立相談支援事業費負担金（３／４） 生活支援課
02 国庫補助金

02 民生費国庫補助金
01 社会福祉費補助金

02 市町村地域生活支援事業補助金（１／２） 障害福祉課
03 生活保護費補助金

01 学習支援事業費補助金（１／２） 生活支援課
02 生活保護適正実施推進事業費補助金 生活支援課

03 委託金
02 民生費委託金

01 社会福祉費委託金
02 国民年金事務費交付金 保険年金課

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補助金（１／４） 障害福祉課
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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

51 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 市民課
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

23 市債
01 市債

07 消防債
01 消防債

02 消防署海岸出張所整備事業債 消防総務課

 歳出
付託委員会 款 項 目 細目 担当課かい

07 商工費
01 商工費

01 商工振興費
020 商工総務管理経費

01 商工総務管理経費 産業振興課
08 土木費

01 土木管理費
01 土木総務費

030 道水路境界確定事業費
01 道水路境界確定事業費 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 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
03 道路新設改良費

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

04 都市計画費
01 都市計画総務費

020 都市計画事務費
01 都市計画事務費 都市政策課

050 公共下水道事業会計負担金
01 公共下水道事業会計負担金 下水道河川総務課

060 公共下水道事業会計出資金
01 公共下水道事業会計出資金 下水道河川総務課

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
05 住宅費

01 住宅管理費
020 一般管理経費

01 一般管理経費 建築課
02 総務費

01 総務管理費
13 文化行政費

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

細々目

文化教育
常任委員会

都市経済
常任委員会

総務
常任委員会

2



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
02 相談事業費 男女共同参画課

03 民生費
01 社会福祉費

09 体育施設費
020 体育館管理経費

01 体育館管理経費 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 子育て支援課

01 児童福祉総務管理経費 保育課
030 家庭児童相談事業費

01 家庭児童相談事業費 こども育成相談課
140 療育相談事業費

01 療育相談事業費 こども育成相談課
02 児童保育費

030 児童手当費
01 児童手当費 子育て支援課

090 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費
02 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費 子育て支援課

03 母子福祉費
010 ひとり親家庭等福祉管理経費

01 ひとり親家庭等福祉管理経費 子育て支援課
04 児童福祉施設費

020 保育園施設維持管理経費
01 保育園施設維持管理経費 保育課

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 学務課
030 臨時雇用職員経費 教育総務課

01 臨時雇用職員経費 学校教育指導課
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
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
04 図書刊行事業費 教育センター
06 初任者研修等関係経費 教育センター

110 青少年教育相談経費
02 青少年教育相談事業費 教育センター

140 特別支援教育相談事業費
01 特別支援教育相談事業費 学校教育指導課

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

03 中学校費
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

090 学校施設整備事業費
01 学校施設整備事業費 教育施設課

文化教育
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05 社会教育費
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

040 埋蔵文化財遺跡確認調査事業費
01 埋蔵文化財遺跡確認調査事業費 社会教育課

050 文化資料館運営経費
01 文化資料館運営経費 社会教育課

090 埋蔵文化財保存活用事業費
01 埋蔵文化財保存活用事業費 社会教育課

130 埋蔵文化財遺跡発掘調査事業費
01 埋蔵文化財遺跡発掘調査事業費 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

04 青少年対策費
030 青少年健全育成事業費

05 インターネット有害情報監視事業費 青少年課
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

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

03 民生費
01 社会福祉費

01 社会福祉総務費
110  国民健康保険事業特別会計繰出金

01  国民健康保険事業特別会計繰出金 保険年金課
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
180 地域福祉総合相談室運営事業費

01 地域福祉総合相談室運営事業費 福祉政策課
02 障害者福祉費

010 障害者福祉管理経費
01 障害者福祉管理経費 障害福祉課

020 重度障害者福祉費
01 医療費助成費 障害福祉課

050 障害者生活支援事業費
02 就労支援事業費 障害福祉課

060 避難行動要支援者支援事業費
01 避難行動要支援者支援事業費 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
030 生活支援サービス事業費

04 避難行動要支援者支援事業費 高齢福祉介護課
110 後期高齢者医療事業特別会計繰出金

01 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 保険年金課
06 国民年金事務費

010 国民年金事務費
01 国民年金事務費 保険年金課

03 生活保護費
01 生活保護総務費

020 生活保護総務管理経費
01 生活保護総務管理経費 生活支援課

文化教育
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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
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
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

070 狂犬病予防事業費
01 狂犬病予防事業費 衛生課

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
010 母子保健事業費

02 母子健康診査相談事業費 健康増進課
03 母子訪問指導事業費 健康増進課

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

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

01 議会費
01 議会費

01 議会費
010  職員給与費

01  職員給与費 職員課
020 議員報酬及び手当等

01 議員報酬及び手当等 議会事務局
040 事務局費

03 その他事務局費 議会事務局
02 総務費

01 総務管理費
01 一般管理費

010 職員給与費
01 職員給与費 職員課

020 一般管理経費 行政総務課
01 一般管理経費 職員課

060 職員福利厚生費
01 健康管理費 職員課

02 文書管理費
010 文書管理経費

01 文書管理経費 文書法務課
03 広報広聴費

010 広報活動事業費
01 広報活動一般管理経費 秘書広報課

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

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
030 車両管理経費

01 車両管理経費 用地管財課
07 企画費

010 企画管理経費
01 企画管理経費 企画経営課

総務
常任委員会
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08 支所及び出張所費
030 出張所管理運営経費

01 辻堂駅前出張所 市民課
02 香川駅前出張所 市民課
03 ハマミーナ出張所 市民課

02 徴税費
01 税務総務費

010 職員給与費
01 職員給与費 職員課

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
010 賦課徴収管理経費 収納課

01 賦課徴収管理経費 市民税課
03 戸籍住民基本台帳費

01 戸籍住民基本台帳費
010 職員給与費

01 職員給与費 職員課
020 戸籍住民基本台帳管理経費

01 戸籍住民基本台帳管理経費 市民課
060  個人番号カード等交付事務管理経費

01  個人番号カード等交付事務管理経費 市民課
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
04 選挙費

01 選挙管理委員会費
010 職員給与費

01 職員給与費 職員課
05 統計調査費

01 統計調査総務費
010 職員給与費

01 職員給与費 職員課
06 監査委員費

01 監査委員費
010 職員給与費

01 職員給与費 職員課
03 民生費

01 社会福祉費
01 社会福祉総務費

010 職員給与費
01 職員給与費 職員課

02 児童福祉費
01 児童福祉総務費

010 職員給与費
01 職員給与費 職員課

03 生活保護費
01 生活保護総務費

010 職員給与費
01 職員給与費 職員課

04 衛生費
01 保健衛生費

01 保健衛生総務費
010 職員給与費

01 職員給与費 職員課
04 環境衛生費

060 斎場施設管理運営経費
01 斎場施設管理運営経費 小出支所

02 清掃費
01 清掃総務費

010 職員給与費
01 職員給与費 職員課

総務
常任委員会
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05 労働費
01 労働諸費

01 労働諸費
010 職員給与費

01 職員給与費 職員課
06 農林水産業費

01 農業費
02 農業総務費

010 職員給与費
01 職員給与費 職員課

02 水産業費
01 水産業振興費

010 職員給与費
01 職員給与費 職員課

07 商工費
01 商工費

01 商工振興費
010 職員給与費

01 職員給与費 職員課
08 土木費

01 土木管理費
01 土木総務費

010 職員給与費
01 職員給与費 職員課

02 道路橋りょう費
01 道路橋りょう総務費

010 職員給与費
01 職員給与費 職員課

03 道路新設改良費
010 職員給与費

01 職員給与費 職員課
03 河川費

01 河川総務費
010 職員給与費

01 職員給与費 職員課
04 都市計画費

01 都市計画総務費
010 職員給与費

01 職員給与費 職員課
03 街路事業費

010 職員給与費
01 職員給与費 職員課

05 住宅費
01 住宅管理費

010 職員給与費
01 職員給与費 職員課

09 消防費
01 消防費

01 常備消防費
010 職員給与費

01 職員給与費 職員課
020 常備消防管理経費

07 救命活動推進事業費 消防指導課
030 消防施設設備維持管理経費

01 消防施設設備維持管理経費 消防総務課
10 教育費

01 教育総務費
02 事務局費

010 職員給与費
01 職員給与費 職員課

総務
常任委員会
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02 小学校費
01 学校管理費

010 職員給与費
01 職員給与費 職員課

03 中学校費
01 学校管理費

010 職員給与費
01 職員給与費 職員課

04 学校給食費
01 学校給食管理費

010 職員給与費
01 職員給与費 職員課

05 社会教育費
01 社会教育総務費

010 職員給与費
01 職員給与費 職員課

[別表２（繰越明許費費補正）]

付託委員会 担当課かい

道路管理課

道路管理課

保育課

教育施設課

図書館

市民課

消防総務課

[別表３（地方債補正）]

付託委員会 担当課かい

保育課

図書館

教育施設課

消防総務課

事項

消防施設設備維持管理経費

道路橋りょう総務管理経費
都市経済
常任委員会

狭あい道路整備事業

文化教育
常任委員会

総務
常任委員会

義務教育施設整備事業

文化教育
常任委員会

管理運営経費

社会保障・税番号制度推進事業

保育園施設維持管理経費

学校施設整備事業

総務
常任委員会

浜須賀保育園整備事業

図書館整備事業

総務
常任委員会 消防署海岸出張所整備事業

事項
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[別紙]

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

02 民生費国庫補助金
02 児童福祉費補助金

16 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金
（１０／１０） 子育て支援課

17 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金
（１０／１０） 子育て支援課

16 国庫支出金
02 国庫補助金

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
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

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

07 商工費
01 商工費

01 商工振興費
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 産業振興課
03 民生費

02 児童福祉費
02 児童保育費

100 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 子育て支援課

110 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費
01 ひとり親世帯臨時特別給付金 子育て支援課
02 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費 子育て支援課

03 民生費
02 児童福祉費

01 児童福祉総務費
010 職員給与費

01 職員給与費 職員課

[別表２（繰越明許費費補正）]

付託委員会 担当課かい

産業振興課

総務
常任委員会

文化教育
常任委員会

文化教育
常任委員会

細々目
都市経済
常任委員会

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）付託明細

条　　　項

  第 １ 条（歳入歳出）

細節

総務
常任委員会

  第 ２ 条（繰越明許費）

事項

都市経済
常任委員会 新型コロナウイルス感染症対策事業
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