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議案第１号 専決処分の承認について(議案書 P1～13) 

（令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第２０号） 

歳入歳出それぞれ４７７，９４６千円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ１０４，０５７，８３７千円とするもの 

（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防止の対策として、国の指示

に基づき、県の協力を得て実施する同感染症に係るワクチン接種の実

施に必要な体制を確保することに伴い、「通信運搬費」、「委託料」

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感染拡大防止の対策として、神奈川県

の営業時間短縮の要請を受け、営業時間を短縮（休業を含む。）し、

県協力金（第５弾）を受領した市内事業者に対して協力金（第２弾）
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を交付するため、「報償費」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、「新型コロナウイルスワクチン接種体制

確保事業費補助金」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ワクチン接種事業」について、新型コロナウ

イルス感染症に係るワクチン接種の実施において、年度内の完了が見

込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」について、協力金（第２弾）

の交付において、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 

 

議案第２号 専決処分の承認について(議案書 P14～25) 

（令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第２１号） 

 歳入歳出それぞれ１，１２９，６３１千円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ１０５，１８７，４６８千円とするもの 
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（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防止の対策として、国の指示

に基づき、県の協力を得て実施する同感染症に係るワクチン接種の実

施に伴い、接種費用に係る「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、「新型コロナウイルスワクチン接種対策

費負担金」を増額するもの 

（繰越明許費の補正） 

 「新型コロナウイルスワクチン接種事業」について、新型コロナウ

イルス感染症に係るワクチン接種において、年度内の完了が見込めな

いため、次年度へ繰り越すもの 

 

議案第３号 令和２年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第２

２号）(議案書 P26～64) 
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歳入歳出それぞれ９１９，７４２千円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ１０６，１０７，２１０千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目４ 財政管理費」 

 ふるさと基金積立金について、寄附金及び運用益を基金へ積み立て

るため、「積立金」を増額するもの 

「目６ 財産管理費」 

 財政調整基金積立金について、運用益を基金へ積み立てるため、「積

立金」を増額するもの 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、市役所本

庁舎・分庁舎における感染防止用品を購入するため、「消耗品費」を

増額するもの 

「目７ 企画費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、オンライ

ンによる非対面・非来庁型の会議等への更なる対応及び庁内用のウェ

ブ会議環境を整備することに伴い、「消耗品費」、「委託料」を増額
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するもの 

「目８ 支所及び出張所費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、小出支所

及び出張所における感染防止用品を購入するため、「消耗品費」を増

額するもの 

「目１３ 文化行政費」 

 文化振興基金積立金について、寄附金及び運用益を基金へ積み立て

るため、「積立金」を増額するもの 

 姉妹都市交流基金積立金について、寄附金及び運用益を基金へ積み

立てるため、「積立金」を増額するもの 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、市民ギャ

ラリー、ハマミーナまなびプラザ、開高健記念館及び茅ヶ崎ゆかりの

人物館における感染防止用品を購入するため、「消耗品費」を増額す

るもの 

「目１５ 男女共同参画推進費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、男女共同

参画推進センターいこりあにおける感染防止用品を購入するため、「消

耗品費」を増額するもの 
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「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防止の対策として、市民窓口

センター等における感染防止用品を購入するため、「消耗品費」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」 

 寄附金を社会福祉協議会が管理する社会福祉基金に積み立てるた

め、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

 低所得者に対して行う国民健康保険料の軽減相当額について、当初

の見込みより増額となったことに伴い、「繰出金」を増額するもの 

 介護保険事業特別会計における高額介護サービス費の増額に伴い、

「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ついて、事業廃止により同補助金を市へ返還す

ることに伴い、同補助金の財源として歳入した地域介護・福祉空間整

備等施設整備交付金等を県へ返還するため、「償還金利子及び割引料」
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を増額するもの 

「目２ 障害者福祉費」 

 かながわ自立支援給付費等支払システムの再構築に対する仕様の見

直し等の経費を負担するとともに、令和元年度の精算に伴う障害児入

所給付費等国庫負担金、障害者医療費国庫負担金等の過配分を返還す

るため、「負担金補助及び交付金」及び「償還金利子及び割引料」を

増額するもの 

 生活介護の平均単価、居宅介護の利用件数及び平均単価の増加等に

伴い、「扶助費」を増額するもの 

「目３ 社会福祉施設費」 

 福祉会館解体工事の影響により生じた近隣住家の損傷に対する補償

額の確定に伴い、「補償補填及び賠償金」を増額するもの 

「項２ 児童福祉費」 

「目１ 児童福祉総務費」 

 令和元年度の精算に伴う子ども・子育て支援交付金の過配分を返還

するため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

 令和元年度の精算に伴う子育てのための施設等利用給付交付金等の

過配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 
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 子ども未来応援基金積立金について、寄附金及び運用益を基金へ積

み立てるため、「積立金」を増額するもの 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、家庭児童

相談室及びこどもセンターにおける感染防止用品を購入するため、「消

耗品費」を増額するもの 

「目２ 児童保育費」 

 令和元年度の清算に伴う子どものための教育・保育給付交付金等の

追加交付に伴い国庫及び県支出金を増額するとともに、国が定める公

定価格における栄養管理加算の支払い方法の変更やチーム保育推進加

算の算定に係る勤続年数の緩和等による増額に伴い、「委託料」を増

額するもの 

 令和元年度の清算に伴う子育てのための施設等利用給付交付金等の

過配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」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の対策として、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 

 令和元年度の精算に伴う母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金
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（未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業費分）

の過配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

 令和元年度の精算に伴う母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金

（未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事務費分）

の過配分を返還するため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

「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の対策として、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」 

 令和元年度の精算に伴う子ども・子育て支援交付金の過配分を返還

するため、「償還金利子及び割引料」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の対策として、子育て支

援センター及びファミリーサポートセンターにおける感染防止用品を

購入するため、「消耗品費」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の対策として、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
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担金補助及び交付金」を増額するもの 

「項３ 生活保護費」 

「目１ 生活保護総務費」 

 令和元年度の精算に伴う生活保護費国庫負担金等の過配分を返還す

るため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

「目１ 保健衛生総務費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、集団検査の実施や患

者等の搬送など、感染症業務手当の支給対象業務の増加が見込まれる

ことに伴い、「特殊勤務手当」を増額するもの 

「目２ 予防費」 

 令和元年度の精算に伴う感染症予防事業費等国庫補助金の過配分を

返還するため、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うＰＣＲ検査の実施件数

の増加に伴い、「委託料」を増額するもの 

「目３ 母子衛生費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、感染防止
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用品等の購入のほか、同感染症への強い不安を抱える妊婦等への分娩

前ウイルス検査及び乳幼児健康診査の個別健診を実施するため、「消

耗品費」、「委託料」、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「目４ 環境衛生費」 

 太陽光発電設備普及啓発基金積立金について、売電収入、寄附金及

びマッチングギフト、並びに運用益を基金へ積立てるため、「積立金」

を増額するもの 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、斎場にお

ける感染防止用品を購入するため、「消耗品費」を増額するもの 

「項２ 清掃費」 

「目１ 清掃総務費」 

 ごみ減量化・資源化基金積立金について、有価物売却代金、寄附金

及び運用益を基金へ積立てるため、「積立金」を増額するもの 

「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防止の対策として、合同企業

説明会等における感染防止用品を購入するため、「消耗品費」を増額
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するもの 

「款６ 農林水産業費」 

「項１ 農業費」 

「目４ 畜産業費」 

 市内養豚農家が使用する家畜糞尿処理施設（密閉式縦型発酵処理施

設（縦型コンポスト））が稼働不能となったため、その更新に要する

経費の一部を補助することに伴い、「負担金補助及び交付金」を増額

するもの 

「款８ 土木費」 

「項２ 道路橋りょう費」 

「目２ 道路維持費」 

 国の補正予算に伴い、市道の舗装修繕及び歩道の段差解消工事を行

うため、「委託料」、「工事請負費」を増額するもの 

 国から改良すべき踏切道の指定を受けた松尾踏切の安全対策とし

て、東日本旅客鉄道株式会社が行う同踏切内のカラー舗装工事に対し、

負担金を支払うことに伴い、「負担金補助及び交付金」を増額するも

の 

「目５ 橋りょう維持費」 
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 国の補正予算に伴い、北茅ヶ崎橋の修繕計画を策定するため、「委

託料」を増額するもの 

「項４ 都市計画費」 

「目１ 都市計画総務費」 

 国の補正予算に伴い、公共下水道事業会計において中島ポンプ場の

耐震診断を実施するため、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

 国の補正予算に伴い、公共下水道事業会計において萩園桶管流向計

等設置工事及び管路施設長寿命化計画の点検調査を実施するため、「投

資及び出資金」を増額するもの 

 国の補正予算に伴い、市道７１１５号線歩道整備事業について、公

共用地先行取得事業特別会計を利用して買収した整備用地の買戻しを

行うため、「公有財産購入費」を増額するもの 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によるコミュニティバ

スの乗車人数の減少により、運行経費の市負担額が増加することに伴

い、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「目３ 街路事業費」 

 東海岸寒川線の歩道未整備区間の用地買収に伴い、用地測量、不動

産鑑定評価、補償算定に係る「委託料」を増額するもの 



14 

 

「目４ 緑化推進費」 

 緑のまちづくり基金積立金について、寄附金及び運用益を基金へ積

み立てるため、「積立金」を増額するもの 

 森林環境譲与税基金積立金について、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止や市税等の減収対策として、森林環境譲与税を財源とす

る事業を中止したこと等により、積立を行う額が増加したことに伴い、

「積立金」を増額するもの 

「項５ 住宅費」 

「目１ 住宅管理費」 

 （仮称）小和田地区市営住宅外複合施設整備工事の影響により生じ

た近隣住家の損傷に対する補償額の算定等のため、「委託料」を増額

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により、患者の搬送や使用車

両等の消毒など、感染症業務手当の支給対象業務の増加が見込まれる

ことに伴い、「特殊勤務手当」を増額するもの 
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 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、消防署及

び消防出張所における感染防止用品を購入するため、「消耗品費」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」 

 藤沢市への教育事務委託負担金について、学校管理費及び事務局費

等の不足のほか、国の補正予算に伴い藤沢市が実施する滝の沢小学校

トイレ改修工事等により不足が生じたため、「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防止の対策として、教育セン

ター及びあすなろ教室における感染防止用品を購入するため、「消耗

品費」を増額するもの 

「項２ 小学校費」 

「目１ 学校管理費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、小学校の

教育活動継続に伴う感染症対策や児童の学習を保障するために必要な

物品等を整備するため、「消耗品費」を増額するもの 
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 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、小学校の

健康診断及び児童の健康管理に必要な感染防止用品を整備するため、

「消耗品費」を増額するもの 

「目２ 教育振興費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、小学校６

年生の修学旅行を中止したことに伴い、「補償補填及び賠償金」を増

額するもの 

「項３ 中学校費」 

「目１ 学校管理費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、中学校の

教育活動継続に伴う感染症対策や生徒の学習を保障するために必要な

物品等を整備するため、「消耗品費」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の対策として、中学校の

健康診断及び生徒の健康管理に必要な感染防止用品を整備するため、

「消耗品費」を増額するもの 

「目２ 教育振興費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、中学校３

年生の修学旅行を中止したことに伴い、「補償補填及び賠償金」を増
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額するもの 

「項５ 社会教育費」 

「目２ 文化財保護費」 

 買収した整備用地に発見された地中障害物の処理等に伴う損害賠償

請求の訴えを提起するため、「手数料」を増額するとともに、（仮称）

茅ヶ崎市歴史文化交流館建設工事の工期延長による展示収蔵製作業務

委託の工期の見直し及び完了後出来高払いへの変更に伴い、「委託料」

を減額するもの 

「目３ 公民館費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、小和田公

民館、鶴嶺公民館、松林公民館、南湖公民館、香川公民館における感

染防止用品を購入するため、「消耗品費」を増額するもの 

「目４ 青少年対策費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、事業実施

に必要な感染防止用品を購入するため、「消耗品費」を増額するもの 

「目５ 青少年施設費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、青少年会

館及び体験学習センターにおける感染防止用品を購入するため、「消
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耗品費」を増額するもの 

「目６ 図書館費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、図書館に

おける感染防止用品を購入するため、「消耗品費」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、「保険基盤安定負担金」、「自立支援給

付費負担金」、「保育所運営費負担金」、「令和元年度施設型給付費

負担金」、「令和元年度保育所運営費負担金」、「令和元年度生活保

護費負担金」、「感染症発生動向調査事業費負担金」、「保育対策総

合支援事業費補助金」、「子ども・子育て支援交付金」、「母子保健

衛生費国庫補助金」、「社会資本整備総合交付金」、「学校保健特別

対策事業費補助金」を増額するもの 

 歳出の事業の財源として、「自立支援医療費負担金」を減額するも

の 

「款１７ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「保険基盤安定負担金」、「自立支援給

付費負担金」、「保育所運営費負担金」、「令和元年度施設型給付費
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負担金」、「令和元年度保育所運営費負担金」「障害者地域生活サポ

ート事業費負担金」、「子ども・子育て支援交付金」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」、「財政調整基金

利子」、「文化振興基金利子」、「姉妹都市交流基金利子」、「太陽

光発電設備普及啓発基金利子」、「ごみ減量化・資源化基金利子」、

「緑のまちづくり基金利子」を増額するもの 

「款１９ 寄附金」 

 歳出の事業の財源として、「ふるさと基金寄附金」、「姉妹都市交

流基金寄附金」、「社会福祉基金寄附金」、「子ども未来応援基金寄

附金」、「太陽光発電設備普及啓発基金寄附金」、「ごみ減量化・資

源化基金寄附金」、「緑のまちづくり基金寄附金」を増額するもの 

 歳出の事業の財源として、「文化振興基金寄附金」を減額するもの 

「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」、

「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 
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「款２２ 諸収入」 

 歳出の事業の財源として、「斎場運営管理受託事業収入」、「公的

介護施設等整備推進事業返還金」、「太陽光発電売電収入」、「有価

物売却代」を増額するもの 

「款２３ 市債」 

 歳出の事業の財源として、「道路舗装事業債」、「香川駅周辺整備

事業債」、「義務教育施設整備事業債」を増額するもの 

（継続費の補正） 

 「道の駅整備推進事業」について、国道１３４号線外道路改良工事

（その２）を実施するため、継続費を変更するもの 

（繰越明許費の補正） 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（財産管理費）について、

商品調達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 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（企画費）について、物品

の調達等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 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（支所及び出張所費）につ
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いて、商品調達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 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（文化行政費）について、

商品調達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 

 「防災対策管理経費」について、洪水ハザードマップ作成事業にお

いて、国における警戒レベル等の避難情報に関する改正が令和３年度

に実施される見込みとなり、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 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（男女共同参画推進費）に

ついて、商品調達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 

 「個人番号カード等交付事務管理経費」について、国による通知カ

ード・個人番号関連事務等の委任に係る交付金請求事務処理について、

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 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（戸籍住民基本台帳費）に

ついて、商品調達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 
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 「福祉会館解体事業」について、福祉会館解体工事の影響により生

じた近隣住家の損傷に対する補償協議について、不測の日数を要し、

年度内の完了が見込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「民間保育所等施設整備事業」について、令和３年４月開所予定の

民間認可保育所１か所の工事に不測の日数を要し、年度内での完了が

見込めない場合を想定し、次年度へ繰り越すもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（児童福祉総務費）につい

て、商品調達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 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（児童保育費）について、

事業開始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 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（児童福祉施設費）につい

て、事業開始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 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（地域児童福祉費）につい

て、商品調達及び事業開始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 
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 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（母子衛生費）について、

商品調達に不測の日数を要するほか、妊婦等への分娩前ウイルス検査

等について、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 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（環境衛生費）について、

商品調達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 

 「畜産経営環境保全対策事業」について、養豚農家における家畜糞

尿処理施設の新設工事について、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 

 「道の駅整備推進事業」について、道の駅開発図書修正等業務委託

について、県及び茅ケ崎警察署との協議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 

 「道路舗装修繕事業」について、舗装修繕及び歩道段差解消工事に

ついて、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 

 「幹線道路舗装修繕事業」について、東日本旅客鉄道株式会社が行

う同踏切内のカラー舗装工事について、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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 「市道０１１０号線歩道設置」について、市道０１１０号線歩道設

置事業において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の影響に

より、用地買収における相手方との交渉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 

 「橋りょう等長寿命化推進事業」について、北茅ヶ崎橋の修繕計画

の策定について、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 

 「国県事業対策費」について、（仮称）河童徳利ひろば整備事業に

おいて、地域住民や関係機関等と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 

 「浜見平地区拠点整備事業」について、市道０２０２号線（左富士

通り）の歩道未整備区間の用地買収において、地権者との用地交渉に

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 

 「東海岸寒川線街路事業」について、東海岸寒川線の歩道未整備区

間の用地買収に伴う各種業務において、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 

 「（仮称）小和田地区市営住宅整備事業」について、（仮称）小和
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田地区市営住宅外複合施設建設工事の影響により生じた近隣住家の損

傷に対する補償算定において、不測の日数を要し、年度内の完了が見

込めないため、次年度へ繰り越すもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（常備消防費）について、

商品調達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 

 「教育事務委託負担金」について、藤沢市への教育事務委託負担金

において、国の補正予算に伴い藤沢市が実施する滝の沢小学校トイレ

改修工事等が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 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（学校管理費）について、

商品調達に不測の日時を要し、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 

 「（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業」について、（仮称）

茅ヶ崎市歴史文化交流館建設工事の工期延長に伴う工事内容の変更に

より、工事監理につ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 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（公民館費）について、商
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品調達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 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（青少年対策費）について、

商品調達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 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（青少年施設費）について、

商品調達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 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（図書館費）について、商

品調達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 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（労働諸費）について、新

型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業の実施にあたり、感染防止

を講ずる物品等の不足を想定した消毒液の購入について、商品調達に

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 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（事務局費）について、新

型コロナウイルス感染症拡大防止のための消毒液の購入において、商



27 

 

品調達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 

（債務負担行為の補正） 

 「（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館展示収蔵製作業務」について、

（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館建設工事の工期延長による展示収蔵

製作業務委託の工期の見直し及び完了後出来高払いへ変更に伴い、同

業務委託経費に係る債務負担行為を変更するもの 

（地方債の補正） 

 歳出の事業の財源として、「道路舗装事業債」、「香川駅周辺整備

事業債」、「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４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７号）(議案書 P65～73) 

歳入歳出それぞれ３，０５１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ２２，０６４，７３９千円とするもの 

（歳出） 

「款５ 保健事業費」 
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「項２ 保健事業費」 

「目２ 病院事業費」 

 病院事業会計において実施する事業に要する経費に対し、県支出金

を財源として負担する病院事業会計負担金について、当初の見込みを

上回る県支出金の交付が見込まれるため、「負担金補助及び交付金」

増額するもの 

「款６ 国民健康保険運営基金」 

「項１ 国民健康保険運営基金」 

「目１ 国民健康保険運営基金」 

 国民健康保険運営基金利子収入を基金へ積み立てるため、「積立金」

を増額するもの 

（歳入） 

「款１ 国民健康保険料」 

 低所得者に対して行う国民健康保険料軽減相当額が確定し、保険基

盤安定繰入金が増額となることから、一体として算定する国民健康保

険料を減額するもの 

「款３ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「特別交付金」を増額するもの 
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「款４ 財産収入」 

 歳出の事業の財源として、「利子収入」を増額するもの 

「款５ 繰入金」 

低所得者に対して行う国民健康保険料軽減相当額が確定し、当初の

見込みより増額となることから、「保険基盤安定繰入金」を増額する

もの 

 

議案第５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７号）(議案書 P74～85) 

歳入歳出それぞれ７５，０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、

歳入歳出それぞれ１６，６７８，９９１千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 保険給付費」 

「項１ 保険給付費」 

「目３ 高額介護サービス費」 

高額介護（予防）サービス費や高額医療合算介護（予防）サービス

費について、支給件数の増加に伴い、「負担金補助及び交付金」を増

額するもの 
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「款５ 諸支出金」 

「項１ 償還金及び還付加算金」 

「目１ 被保険者保険料還付金及び還付加算金」 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入減となった被保険者

の介護保険料の減免について、令和元年度分の一部も対象となるこ 

とによる還付額の増加に伴い、「償還金利子及び割引料」を増額するも

の 

（歳入） 

「款１ 介護保険料」 

歳出の事業の財源として、「現年度分」を増額するもの 

また、被保険者の介護保険料の減免の財源として交付される、「特別調

整交付金」及び「災害等臨時特例補助金」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のうち、令和２年度介護保険料の減免分に相

当する額の「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、「現年度分」、「調整交付金」、「特別調整

交付金」、「災害等臨時特例補助金」を増額するもの 

「款４ 支払基金交付金」 
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歳出の事業の財源として、「現年度分」を増額するもの 

「款５ 県支出金」 

歳出の事業の財源として、「介護給付費負担金」を増額するもの 

「款６ 繰入金」 

歳出の事業の財源として、「介護給付費繰入金」、「介護保険運営基金

繰入金」を増額するもの 

 

議案第６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２号）(議案書 P86～96) 

歳入歳出それぞれ６，４４２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳

入歳出それぞれ２５９，０５４千円とするもの 

（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 
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「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 

「目２ 利子」 

繰上償還に伴う「市債利子」を増額するもの 

（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７号 令和２年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計補

正予算（第３号）(議案書 P97～109) 

第２条「業務の予定量の補正」 

 主要な建設改良費のうち、管渠建設事業費の予定量を１０９，２０

８千円増額し、１，０７３，３２１千円とするとともに、相模川流域

下水道建設費負担金の予定量を１１，３７７千円増額し、１０３，８

２０千円とするもの 
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第３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１９，２７２千円増額し、５，７００，

７３４千円とし、収益的支出の既決予定額を１９，２７２千円増額し、

５，２７５，３７１千円とするもの 

第４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１１５，４１７千円増額し、１，８５３，

３３４千円とし、資本的支出の既決予定額を１２０，５８５千円増額

し、３，８３０，０８８千円とするもの 

 内容としては、補正が組まれた国庫補助金を活用し、後年に予定し

ていた事業を一部前倒しするもの 

第５条「企業債の補正」 

建設改良費の増額に伴い、「公共下水道整備事業」、「流域下水道整備

事業」を目的とした起債の限度額を変更するもの 

 

議案第８号 令和２年度茅ヶ崎市病院事業会計補正予算

（第７号）(議案書 P111～121) 

第２条「業務の予定量の補正」 

 年間患者数のうち入院の予定量を２３，７２５人減とし、９１，２



34 

 

５０人とするとともに、外来の予定量を１９，４４０人減とし、１８

９，５４０人とするもの 

 一日平均患者数のうち入院の予定量を６５人減とし、２５０人とす

るとともに、外来の予定量を８０人減とし、７８０人とするもの 

 主な建設改良事業のうち施設整備の予定量を２０，５００千円減額

し、４２９，２７６千円とするとともに、資産購入の予定量を４０，

０００千円減額し、２７６，０８０千円とするもの 

第３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３６，８８２千円増額し、収益的収入の

予定額を１１，７８２，０９７千円とし、収益的支出の既決予定額を

８８，１３６千円増額し、収益的支出の既決予定額を１２，３３６，

２５２千円とするもの 

収入の内容としては、新型コロナウイルス感染症の影響により減少

する見込みとなった入院及び外来収益を減額等するとともに、新型コ

ロナウイルス感染症患者を受入れるため、空床及び休床となった病床

への補償として交付される補助金等を増額するもの 

支出の内容としては、注射薬等の購入に要する薬品費を増額するも

の 
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第４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５８，９９１千円減額し、資本的収入の

予定額を１，０２５，５７３千円とし、資本的支出の既決予定額を６

０，５００千円減額し、資本的支出の予定額を１，４１３，７１２千

円とするもの 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額３８８，１

３９千円については、過年度分損益勘定留保資金で補填するもの 

 支出の内容としては、市立病院の本館改修の事業着手が遅れたこと

により、先送りとなった委託料及び資産購入費を減額するもの 

収入の内容としては、支出の財源となる企業債を減額するとともに、

既決予定額に定めた建設改良費の財源として国庫補助金が見込まれる

こととなったため、県補助金を減額し、国庫補助金を増額するもの 

第５条「債務負担行為の補正」 

 市立病院の本館改修の事業着手が遅れたことにより、付随する委託

経費を廃止するもの 

第６条「企業債の補正」 

建設改良費の減額に伴い、医療機器購入に係る限度額を変更すると

ともに、市立病院の本館改修事業に付随する企業債を廃止するもの 
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第７条「棚卸資産購入限度の補正」 

 薬品費の増額に伴い、限度額を２，５７３，２１１千円から２，６

６１，３４７千円に改めるもの 

 

議案第９号 令和３年度茅ヶ崎市一般会計予算 

 歳入については、市民税では、前年度より１，９４５，６２４千円の

減、固定資産税や都市計画税でも、併せて２８０，５８０千円の減と

なるなど、市税全体では、前年度より２，１７６，８６５千円減の３

３，８２２，００３千円となる見込み 

 交付金関係については、地方財政対策等における伸び率を参考に、

令和２年度の決算見込み額等に基づいて計上 

 国庫支出金をはじめとした、そのほかの歳入については、所要の額

を見込んだもの 

 歳出については、扶助費などの義務的経費が引き続き増額となる中、

茅ヶ崎市財政健全化緊急対策に基づく取り組みを進めるとともに、新

型コロナウイルス感染症の動向や社会経済情勢が極めて不透明である

状況に鑑み、「義務的事業（最低限のまちの機能維持に必要不可欠な

事業）」、「ウィズ・コロナ関連事業」、「その他政策的な判断を要
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する事業」に限定し、予算を編成したもの 

 予算総額は、前年度比１．３％減の７２，９９０，０００千円 

 

議案第１０号 令和３年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特

別会計予算 

 国民健康保険事業の健全な運営と適正な保険医療を推進するため編

成したもの 

 予算総額は、前年度比０．３％増の２２，０９０，０００千円 

 

議案第１１号 令和３年度茅ヶ崎市後期高齢者医療事業

特別会計予算 

 後期高齢者の医療保険制度を推進するため編成したもの 

 予算総額は、前年度比２．６％増の３，８５５，０００千円 

 

議案第１２号 令和３年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会

計予算 

介護保険事業の健全な運営と適正な保険給付及び介護予防事

業を推進するため編成したもの 
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 予算総額は、前年度比５．１％増の１６，９３７，０００千円 

 

議案第１３号 令和３年度茅ヶ崎市公共用地先行取得事

業特別会計予算 

 これまでに借入れをした公共用地先行取得事業債の元金及び

利子の償還のため編成したもの 

 予算総額は、前年度比６８．４％減の７０，４０１千円 

 

議案第１４号 令和３年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計

予算 

 下水道経営の健全化・安定化を図るとともに、生活環境の改善

や水質の保全を図り、市民の快適な住環境、水環境を確保するた

め編成したもの 

 予算総額は、前年度比１．２％減の８，８５９，００１千円 

 

議案第１５号 令和３年度茅ヶ崎市病院事業会計予算 

 地域の基幹病院として、市民の健康管理と医療福祉を推進する

ため編成したもの 
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 予算総額は、前年度比０．９％増の１３，８３６，８０８千円 

 

議案第１６号 茅ヶ崎市選挙公報の発行に関する条例の

一部を改正する条例(議案書 P122) 

公職選挙法の改正に鑑み茅ヶ崎市議会議員選挙及び茅ヶ崎市

長選挙における選挙公報の掲載文を電磁的記録により作成する

ことができることとすることに伴い、規定を整備するためのもの 

 

議案第１７号 茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

(議案書 P123) 

 茅ヶ崎市学校運営協議会の設置に伴い、茅ヶ崎市学校運営協議

会の委員の報酬の額を定めるためのもの 

 

議案第１８号 茅ヶ崎市職員給与条例の一部を改正する

条例(議案書 P124) 

副救急医療部長の職を設置することに伴い、同職の職務の級の基準

を定めるためのもの 
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議案第１９号 茅ヶ崎市職員特殊勤務手当条例等の一部

を改正する条例(議案書 P125) 

新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正等に伴い、所要の規定

を整備するためのもの 

 

議案第２０号 茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条

例(議案書 P126～158) 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正によ

り建築物エネルギー消費性能基準への適合義務の対象となる特

定建築物の範囲が拡大されたことに伴い、建築物エネルギー消費

性能適合性判定に係る審査の手数料の額を定める等のためのも

の 

 

議案第２１号 茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条

例(議案書 P159～162) 

食品衛生法の改正に伴い、所要の規定を整備し、及び手数料の

額を改めるとともに、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する

法律の施行に伴い、農林水産物又は食品に関する輸出証明書の発
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行等の審査について手数料を徴収するためのもの 

 

議案第２２号 茅ヶ崎市証紙条例の一部を改正する条例

(議案書 P163) 

茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

の改正により一般家庭等から排出される大型ごみ等の一般廃棄

物処理手数料の額が引き上げられたことに伴い、証紙の種類を改

める等のためのもの 

 

議案第２３号 茅ヶ崎市国民健康保険条例の一部を改正

する条例(議案書 P164) 

国民健康保険法施行令の改正に伴い、保険料の減額に係る基準

を見直すためのもの 

 

議案第２４号 茅ヶ崎市食品衛生条例の一部を改正する

条例(議案書 P165) 

食品衛生法の改正により営業の届出に関する制度が創設され

たことに伴い、届出をしなければならない営業の区分を改めるた

めのもの 
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議案第２５号 茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適

正処理等に関する条例の一部を改正する条例(議案書 P166～

170) 

一般家庭等から排出される一般廃棄物の収集、運搬及び処理を

有料化し、並びに大型ごみ等の一般廃棄物処理手数料を引き上げ

ることにより、廃棄物の減量化及び資源化の推進並びに受益者負

担の適正化を図るためのもの 

 

議案第２６号 茅ヶ崎市企業等立地等促進条例の一部を

改正する条例(議案書 P171) 

企業等の立地等に係る固定資産税及び都市計画税の課税の特

例の期間を延長するためのもの 

 

議案第２７号 茅ヶ崎市建築基準条例の一部を改正する

条例(議案書 P172～173) 

建築基準法施行令の改正に伴い、共同住宅、寄宿舎又は下宿の

用途に供する建築物のうち、階数が３以下で延べ面積が２００平

方メートル未満の建築物であって階段と階段以外の部分を区画
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したもの等に関する規制を緩和するためのもの 

 

議案第２８号 茅ヶ崎市地区計画の区域内における建築

物の制限に関する条例の一部を改正する条例(議案書 P174～

176) 

茅ヶ崎都市計画浜見平地区地区計画が変更されたことに伴い、

当該地区計画の区域内における建築物の壁面の位置の制限を改

める等のためのもの 

 

議案第２９号 茅ヶ崎市火災予防条例の一部を改正する

条例(議案書 P177～178) 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の

取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に

伴い、急速充電設備の全出力の上限を拡大する等のためのもの 

 

議案第３０号 茅ヶ崎市介護保険条例の一部を改正する

条例(議案書 P179～180) 

 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険

料率を定めるためのもの 
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議案第３１号 工事請負契約の締結について (議案書 P181～

183) 

 浜園橋橋りょう整備工事（下部工）の工事請負契約を締結する

ためのもの 

 主な工事内容は、橋台工、護岸工、道路改良工など。 

 

議案第３２号 動産の取得について (議案書 P184) 

茅ヶ崎市立小中学校 GIGA スクール教員用端末等を取得するた

めのもの 

 

議案第３３号 指定管理者の指定について (議案書 P185) 

地域集会施設茅ヶ崎地区コミュニティセンターの指定管理者に茅ヶ

崎地区コミュニティセンター管理運営委員会を指定するためのもの 

 

議案第３４号 指定管理者の指定について (議案書 P186) 

地域集会施設南湖会館の指定管理者に南湖地区まちぢから協議会を

指定するためのもの 
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議案第３５号 指定管理者の指定について (議案書 P187) 

地域集会施設高砂コミュニティセンターの指定管理者に茅ヶ崎南地

区まちぢから協議会を指定するためのもの 

 

議案第３６号 指定管理者の指定について (議案書 P188) 

地域集会施設海岸地区コミュニティセンターの指定管理者に海岸地

区まちぢから協議会を指定するためのもの 

 

議案第３７号 指定管理者の指定について (議案書 P189) 

地域集会施設鶴嶺西コミュニティセンターの指定管理者に鶴嶺西地

区まちぢから協議会を指定するためのもの 

 

議案第３８号 指定管理者の指定について (議案書 P190) 

地域集会施設鶴嶺東コミュニティセンターの指定管理者に鶴嶺東地

区まちぢから協議会を指定するためのもの 

 

議案第３９号 指定管理者の指定について (議案書 P191) 

地域集会施設コミュニティセンター湘南の指定管理者に湘南地区ま
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ちぢから協議会を指定するためのもの 

 

議案第４０号 指定管理者の指定について (議案書 P192) 

地域集会施設小和田地区コミュニティセンターの指定管理者に小和

田地区コミュニティセンター管理運営委員会を指定するためのもの 

 

議案第４１号 指定管理者の指定について (議案書 P193) 

地域集会施設松浪コミュニティセンターの指定管理者に松浪地区ま

ちぢから協議会を指定するためのもの 

 

議案第４２号 指定管理者の指定について (議案書 P194) 

地域集会施設浜須賀会館の指定管理者に浜須賀会館管理運営委員会

を指定するためのもの 

 

議案第４３号 指定管理者の指定について (議案書 P195) 

地域集会施設小出地区コミュニティセンターの指定管理者に小出地

区コミュニティセンター管理運営委員会を指定するためのもの 
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議案第４４号 指定管理者の指定について (議案書 P196) 

老人憩の家しおさい南湖の指定管理者に南湖地区まちぢから協議会

を指定するためのもの 

 

議案第４５号 指定管理者の指定について (議案書 P197) 

老人憩の家萩園いこいの里の指定管理者に社会福祉法人翔の会を指

定するためのもの 

 

議案第４６号 指定管理者の指定について (議案書 P198) 

老人憩の家浜須賀会館の指定管理者に浜須賀会館管理運営委員会を

指定するためのもの 

 

議案第４７号 指定管理者の指定について (議案書 P199) 

老人憩の家皆楽荘の指定管理者に小出地区コミュニティセンター管

理運営委員会を指定するためのもの 

 

議案第４８号 指定管理者の指定について (議案書 P200) 

子どもの家茅っ子（かやっこ）の指定管理者に茅ヶ崎地区コミュニ
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ティセンター管理運営委員会を指定するためのもの 

 

議案第４９号 指定管理者の指定について (議案書 P201) 

子どもの家さんぽみちの指定管理者に鶴嶺東地区まちぢから協議会

を指定するためのもの 

 

議案第５０号 指定管理者の指定について (議案書 P202) 

子どもの家わくわくらんどの指定管理者に湘南地区まちぢから協議

会を指定するためのもの 

 

議案第５１号 指定管理者の指定について (議案書 P203) 

子どもの家銀河（ぎんが）の指定管理者に小和田地区コミュニティ

センター管理運営委員会を指定するためのもの 

 

議案第５２号 指定管理者の指定について (議案書 P204) 

子どもの家なみっこの指定管理者に松浪地区まちぢから協議会を指

定するためのもの 
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議案第５３号 指定管理者の指定について (議案書 P205) 

子どもの家わいわいハウスの指定管理者に小出地区コミュニティセ

ンター管理運営委員会を指定するためのもの 

 

議案第５４号 訴えの提起について (議案書 P206～207) 

瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求事件について訴えを提起

するためのもの 

 

議案第５５号の１～６ 市道路線の認定について(議案書 P208

～225) 

 １ 東海岸北四丁目地内の道路で、株式会社ディーシーにより

造成され、本市に帰属したもの 

 ２ 浜須賀地内の道路で、株式会社八清建設により造成され、

本市に帰属したもの 

 ３ 東海岸北二丁目地内の道路で、積水ハウス株式会社から、

本市に寄附されたもの 

 ４ 浜見平地内の道路で、独立行政法人都市再生機構により造

成され、本市に帰属したもの 

 ５ 甘沼地内の道路で、株式会社富士建設により造成され、本
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市に帰属したもの 

 ６ 赤羽根地内の道路で、市内在住の個人により造成され、本

市に帰属したもの 

 

報告第１号 専決処分の報告について(議案書 P226) 

 令和２年８月１７日午後６時２５分頃、香川七丁目４番地先に

おいて、相手方車両が対向車とすれ違うため側溝の上を走行した

際、側溝の蓋が跳ね上がり車両下部に接触し、損害を与えたため、

これに対する修理費を賠償したもの 

 

報告第２号 専決処分の報告について(議案書 P227) 

 令和２年１０月１日午前１０時４８分頃、香川６丁目２８番６号先

において、環境事業センター職員が運転するごみ収集車が、収集経路

に駐車車両があったため迂回した際､迂回先のＴ字路を右折時に相手

方所有の掲示板上部に接触し、損害を与えたため、これに対する修理

費を賠償したもの 

 

報告第３号 専決処分の報告について(議案書 P228) 
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令和３年１月７日午前１０時３０分頃、藤沢市鵠沼石上二丁目

７番１号神奈川県藤沢合同庁舎駐車場内において、学校教育指導

課職員が軽自動車から降車する際に扉が風にあおられ、隣に駐車

していた相手方車両に接触し、損害を与えたため、これに対する

修理費等を賠償したもの 


