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議案第６４号 令和３年度茅ヶ崎市一般会計補正予算

（第３号）(議案書 P1～19) 

歳入歳出それぞれ５２１,８５２千円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ７３,７１０,６６２千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目６ 財産管理費」 

 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、市役所

分庁舎トイレの手洗い場を自動水栓等に変更することに伴い、「工

事請負費」を増額するもの 

「款３ 民生費」 

「項２ 児童福祉費」 

「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、国による子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）

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 
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「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のた

め、国による子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）を支給

することに伴い、「報酬」、「会計年度任用職員期末手当」、「共済

費」、「費用弁償」、「消耗品費」、「印刷製本費」、「通信運搬費」、

「手数料」、「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の感染拡大に伴うＰＣＲ検査の実施件

数や入院患者の増加に対応するとともに、改正感染症法に基づく自

宅療養者の健康観察等の実施に伴い、「手数料」、「委託料」、「負

担金補助及び交付金」、「扶助費」を増額するもの 

「項２ 清掃費」 

「目２ じんかい処理費」 

 旧ごみ焼却処理施設地下部解体工事について、当該敷地の地中か

ら出現した廃棄物の埋設状況及び廃棄物下の土壌の汚染状況を把握

するための調査を実施することに伴い、「工事請負費」を増額するも
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の 

「款８ 土木費」 

「項４ 都市計画費」 

「目５ 公園費」 

 氷室椿庭園内建物の屋根が経年劣化及び強風により毀損したた

め、改修することに伴い、「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」 

 特別な配慮を要する児童の増加に対応するため、ふれあい補助員

を増員することに伴い、「報酬」、「費用弁償」を増額するもの 

（歳入） 

「款１５ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「感染症患者入院医療費負担金」、「感

染症発生動向調査事業費負担金」、「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金」、「新型コロナウイルス感染症セーフティネッ

ト強化交付金」を増額するもの 

「款１６ 県支出金」 
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 歳出の事業の財源として、「新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援補助金（医療分）」を増額するもの 

「款１９ 繰入金」 

 歳出の事業の財源として、「財政調整基金繰入金」、「ごみ減量

化・資源化基金繰入金」を増額するもの 

「款２０ 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 

（継続費の補正） 

 「粗大ごみ処理施設整備事業」について、旧ごみ焼却処理施設地下

部解体工事において、当該敷地の地中から出現した廃棄物の埋設状

況及び廃棄物下の土壌の汚染状況を把握するための調査を実施する

ことに伴い、継続費を変更するもの 

 

議案第６５号 令和３年度茅ヶ崎市一般会計補正予算

（第４号）(議案書 P21～39) 

歳入歳出それぞれ１９０,２３８千円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ７３,９００,９００千円とするもの 

（歳出） 
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「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

 新型コロナウイルス感染症により、地域経済、市民生活等に多大

な影響を受けていることに鑑み、令和３年４月から９月に支給する

市長等の「給料」、「地域手当」を減額するもの 

「目６ 財産管理費」 

 当初予定していた庁用自動車２台の購入を見直し、令和３年４月

の「気候非常事態宣言」における「ゼロカーボンシティ宣言」の趣旨

を受け、庁用自動車に電気自動車１台を導入することに伴い、「手数

料」、「自動車損害保険料」、「備品購入費」を減額するもの 

 公共施設等総合管理計画について、令和３年１月の総務省からの

要請内容及び本市の現状・課題等を踏まえた改訂を行うことに伴い、

「委託料」を増額するもの 

「目１４ 防災対策費」 

 私有地や市道への土砂流出防止のために応急的に設置した大型土

のうを撤去することに伴い、「委託料」を増額するもの 

「款３ 民生費」 
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「項２ 児童福祉費」 

「目１ 児童福祉総務費」 

 市独自の幼稚園類似施設就園奨励費補助金を廃止し、国の新たな

助成制度創設を踏まえた幼稚園類似施設利用料の助成を実施するこ

とに伴い、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「目５ 地域児童福祉費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、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３ 母子衛生費」 

 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について、当初の想

定を超える対象児童からの申請により、給付費の不足が見込まれる

ため、「扶助費」を増額するもの 

「款８ 土木費」 

「項４ 都市計画費」 
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「目１ 都市計画総務費」 

 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 

「款９ 消防費」 

「項１ 消防費」 

「目１ 常備消防費」 

 使途が指定されたふるさと基金寄附金を活用し、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止の対策等として実施する空気呼吸器の面

体を購入することに伴い、「消耗品費」を増額するもの 

「目３ 消防施設費」 

 使途が指定されたふるさと基金寄附金を活用し、老朽化した水上

オートバイを更新することに伴い、「保険料」、「備品購入費」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」 

 新型コロナウイルス感染症により、地域経済、市民生活等に多大
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な影響を受けていることに鑑み、令和３年４月から９月に支給する

教育長の「給料」、「地域手当」を減額するもの 

 かながわ学びづくり推進地域研究事業の委託校として小学校４

校、中学校２校を指定して実践研究を行うため、「報償費」、「消耗

品費」を増額するもの 

「項２ 小学校費」 

「目２ 教育振興費」 

 改正著作権法により生じたＧＩＧＡスクール構想における授業目

的公衆送信に対する補償金を負担することに伴い、「使用料及び賃

借料」を増額するもの 

「項３ 中学校費」 

「目２ 教育振興費」 

 改正著作権法により生じたＧＩＧＡスクール構想における授業目

的公衆送信に対する補償金を負担することに伴い、「使用料及び賃

借料」を増額するもの 

「項４ 学校給食費」 

「目１ 学校給食管理費」 

 東海岸小学校給食調理場大規模改修工事に伴い自校方式による給
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食の代替えとして弁当箱方式による給食を実施するため、「委託料」

を増額するほか、学校給食における地場産物の使用促進のため、老

朽化した球根皮剥機を更新することに伴い、「備品購入費」を増額す

るもの 

「款１３ 予備費」 

「項１ 予備費」 

「目１ 予備費」 

 新型コロナウイルス感染拡大防止の対策として、緊急やむを得な

い事象が発生した際に迅速に対応するため、「予備費」を増額するも

の 

（歳入） 

「款１５ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「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」、「社会資本整備総

合交付金」、「教育支援体制整備事業費補助金」を増額するもの 

「款１６ 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」

を減額するもの 



10 

 

「子ども・子育て支援交付金」、「小児慢性特定疾病児童日常生活用

具給付事業補助金」、「かながわ学びづくり推進地域研究委託金」を

増額するもの 

「款１９ 繰入金」 

 歳出の事業の財源として、「ふるさと基金繰入金」、「財政調整基

金繰入金」、「公共用地先行取得事業特別会計繰入金」を増額するも

の 

「款２０ 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２１ 諸収入」 

 歳出の事業の財源として、「クリーンエネルギー自動車導入促進

補助金」を増額するもの 

「款２２ 市債」 

 歳出の事業の財源として、「香川駅周辺整備事業債」を増額するも

の 

（地方債の補正） 

 歳出の事業の財源として、「香川駅周辺整備事業債」を増額したこ

とに伴い、追加するもの 
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議案第６６号 令和３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 P40～50) 

歳入歳出それぞれ６，４４９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、

歳入歳出それぞれ７６，８５０千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 公債費」 

「項１ 公債費」 

「目１ 元金」 

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

えに伴い、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

「目２ 利子」 

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

えに伴い、「償還金利子及び割引料」を増額するもの 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

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
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えに伴い、「繰出金」を増額するもの 

（歳入） 

「款３ 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６７号 令和３年度茅ヶ崎市病院事業会計補正予

算（第１号）(議案書 P51～65) 

 第２条「業務の予定量の補正」 

 主な建設改良事業のうち施設整備の予定量を１，７９７千円増額

し、３９５，９０７千円とするもの 

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１，７００千円増額し、資本的収入の

予定額を１，０２３，３２７千円とし、資本的支出の既決予定額を

１，７９７千円増額し、資本的支出の予定額を１，４０４，４７０

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３８１，

１４３千円については、過年度分損益勘定留保資金で補填するもの 
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 収入の内容としては、支出の財源となる「企業債」を増額するもの 

支出の内容としては、市立病院の本館改修事業について、労務単

価等の変更に伴い、「工事請負費」を増額するもの 

第４条「継続費の補正」 

市立病院の本館改修事業について、工事請負費の増額に伴い、継

続費の総額及び年割額を変更するもの 

第５条「債務負担行為の補正」 

 病院給食調理業務委託経費について、新たに債務負担行為を設定

するもの 

第６条「企業債の補正」 

建設改良費の増額に伴い、市立病院本館改修事業に係る限度額を

変更するもの 

 

議案第６８号 茅ヶ崎市固定資産評価審査委員会条例

等の一部を改正する条例(議案書 P66) 

 審査の申出その他の手続における押印を見直す等のためのも

の 
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議案第６９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 P67～68) 

所期の目的を達成したことから、茅ヶ崎第１駐車場用地貸付

事業者選定委員会を廃止するためのもの 

 

議案第７０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 P69～70) 

粗大ごみ処理施設の整備及び運営を行う事業者の選定に関す

る事項について、専門的知見に基づく意見を聴取するためのも

の 

 

議案第７１号 茅ヶ崎市市税条例の一部を改正する条例 

(議案書 P71～72) 

地方税法の改正に鑑み、雨水貯留浸透施設に係る固定資産税

を減額するためその課税標準となるべき価格に乗じる割合を定

めるとともに、同法の改正に伴い、個人の市民税を非課税とす

る範囲等に係る扶養親族について、年齢１６歳未満の者及び控

除対象扶養親族に限ることとする等のためのもの 
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議案第７２号 茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条

例 (議案書 P73) 

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

する法律等の改正に伴い、所要の規定を整備するためのもの 

 

議案第７３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 P74～75) 

東日本大震災により被害を受けた者に係る保険料の減免の特

例措置の期間及び新型コロナウイルス感染症の影響により収入

が減少した者等に係る保険料の減免期間を延長する等のための

もの 

 

議案第７４号 茅ヶ崎漁港管理条例の一部を改正する条

例 (議案書 P76～79) 

茅ヶ崎漁港に駐車場及び多目的広場を設置することにより、

漁業の振興及び地域の活性化を図るためのもの 
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議案第７５号 茅ヶ崎市柳島キャンプ場条例の一部を改

正する条例 (議案書 P80～81) 

茅ヶ崎市柳島キャンプ場の利用時間及び利用料金の基準を緩

和することにより、より効果的に当該施設を運営するためのも

の 

 

議案第７６号 茅ヶ崎市公共下水道事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例 (議案書 P82) 

相模川流域下水道全体計画の変更に伴い、本市が行う公共下

水道事業の規模を改めるためのもの 

 

議案第７７号 公平委員会委員の選任について(議案書 P83

～85) 

令和３年６月２８日をもって任期満了となる公平委員会委員

の 米﨑 貴博 氏を再び選任するもの 

 

議案第７８号 監査委員の選任について(議案書 P86～88) 

議会選出の監査委員に 伊藤 素明 氏を選任するもの 
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議案第７９号 動産の取得について(議案書 P89) 

テレワーク用モバイル端末等を取得するもの 

 

議案第８０号 財産の無償譲渡について(議案書 P90～91) 

 茅ヶ崎市の財産（茅ヶ崎市茅ヶ崎二丁目２０７７番１８に存する

既存施設）を有限会社メディカルドリームに無償譲渡するもの 

 

議案第８１号 財産の無償貸付けについて(議案書 P92～93) 

 茅ヶ崎市の財産（茅ヶ崎市茅ヶ崎二丁目２０７７番１８の土地）

を有限会社メディカルドリームに無償貸付けするもの 

 

議案第８２号の１～７ 市道路線の認定について(議案書 P94

～114) 

１ 中島地内の道路で、株式会社ハートフルステージにより

造成され、本市に帰属したもの 

２ 松林二丁目地内の道路で、市内在住の個人により造成さ

れ、本市に帰属したもの 
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３ 円蔵二丁目地内の道路で、 湘南レーベル株式会社及び市

内在住の個人により本市に寄附されたもの 

４ 円蔵地内の道路で、株式会社マッケンジーハウスにより

造成され、本市に帰属したもの 

５ 西久保地内の道路で、有限会社日本ホームカンパニーに

より造成され、本市に帰属したもの 

６ 西久保地内の道路で、有限会社日本ホームカンパニーに

より造成され、本市に帰属したもの 

７ 香川二丁目地内の道路で、株式会社アーネストワンによ

り造成され、本市に帰属したもの 

 

報告第５号 茅ヶ崎市土地開発公社の経営状況につい

て(議案書 P115) 

 （令和２年度事業報告） 

公有用地の取得及び売却なし 

保有土地賃貸事業については、保有土地の有効活用を図るた
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め、６,０２６．７９平方メートルを茅ヶ崎市ほかに貸し付け

し、金額は、３６，７５１，９５９円となるもの 

（令和２年度収支計算書） 

収益的収入については、事業収益及び事業外収益で、合計は

３６，７５２，４７９円となるもの                             

収益的支出については、事業原価及び販売費及び一般管理費

で、合計は５，７８９，２０５円となるもの 

 資本的収入についは、金融機関及び茅ヶ崎市からの借入金

で、合計は２，３８０，０００，０００円となるもの 

 資本的支出については、公有地取得事業費及び借入金償還金

で、合計は２，４１１，３００，８２０円となるもの 

 資金収支決算書については、受入資金から支払資金を差し

引いた２６，１７７，２３６円が次年度繰越金となるもの 

（貸借対照表） 

資産の部については、現金及び預金、公有用地及び代替地で、

合計は２，５７４，９８５，８９６円となるもの 

 負債の部については、未払金、短期借入金、未払費用及び前

受収益で、合計は１，８８０，９１５，６５８円となるもの 
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資本の部については、基本財産、前期繰越準備金及び当期純

利益で、合計は６９４，０７０，２３８円となるもの  

以上により、負債及び資本の合計は、２，５７４，９８５，

８９６円となり、資産合計と一致するもの   

（損益計算書） 

事業収益については、附帯等事業収益で、３６，７５１，９

５９円となるもの 

事業原価については、附帯等事業原価で、２７３，９８１円

となるもの 

事業総利益については、事業収益から事業原価を差し引いたも

ので、３６，４７７，９７８円となるもの 

 事業利益については、事業総利益から販売費及び一般管理費

を差し引いたもので、３０，９６２，７５４円となるもの 

 経常利益については、事業利益に事業外収益を加えたもの

で、３０，９６３，２７４円となり、この額が当期純利益となる

もの 

 （キャッシュ・フロー計算書） 

事業活動によるキャッシュ・フローについては、２９，７０３，２
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９３円となるもの 

 投資活動によるキャッシュ・フローについては、該当なし 

財務活動によるキャッシュ・フローについては、３０，０００，０

００円の減少となるもの 

現金及び現金同等物増加額は、△２９６，７０７円となり、

現金及び現金同等物期首残高２１，４７３，９４３円から２９

６，７０７円を差し引いた２１，１７７，２３６円が、現金及

び現金同等物期末残高となるもの 

（財産目録） 

令和２年度末における、資産合計から負債合計を差し引い

た６９４，０７０，２３８円が純財産となるもの    

（借入金明細書） 

令和２年度中の借入及び返済状況を借入先別に表したもの

で、期末残高は、１，８８０，０００，０００円となるもの 

（公有用地保有状況） 

令和２年度末の保有地積は、７，０３７．９２平方メートル、

額にして２，５４８，８０８，６６０円となるもの 

（令和３年度事業計画） 
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公有用地取得計画及び売却計画については、予定なし 

その他の事業計画として、保有土地賃貸事業については、茅

ヶ崎市への貸付面積は減少するものの、令和２年度に引き続

き、茅ヶ崎市ほかに貸し付けを行う予定となるもの 

 なお、これにより算定したものが、令和３年度予算実施計画

書となるもの  

 

報告第６号 公益財団法人茅ヶ崎市文化・スポーツ振興

財団の経営状況について(議案書 P116) 

（令和２年度事業報告） 

 指定管理者として、市民文化会館、美術館及び松籟庵、体育館、体

育施設の管理運営業務を実施したほか、市民の要望に応えた市民文

化会館事業、美術館事業、松籟庵事業、体育館事業、体育施設事業、

並びに主に体育館及び体育施設利用時に必要な物品の販売事業を行

うなど、文化芸術・スポーツの向上及び振興に努めたもの 

 （正味財産増減計算書） 

経常収益については、基本財産の運用益、主催事業等の事業収益、

指定管理料収益、受取補助金等などで、合計は、６０３，４８２，８
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３３円となるもの 

  経常費用については、財団の運営に要する経費として、事業費及

び管理費をそれぞれ支出したもので、合計は、６７４，６８４，１１

４円となるもの 

  経常収益計から経常費用計を差し引いた当期経常増減額は、７１，

２０１，２８１円の減額となるもの 

当期一般正味財産増減額については、税引前当期一般正味財産増

減額△７１，２０１，２８１円より法人税・住民税及び事業税分３，

７００円を差し引いた額に、一般正味財産期首残高４９５，０１６，

６０２円を加えた、４２３，８１１，６２１円が一般正味財産期末残

高となるもの 

 正味財産期末残高については、指定正味財産がないことから、一

般正味財産期末残高と同額となるもの 

 （貸借対照表） 

 資産の部については、流動資産として現金・預金及び未収金、固定

資産として基本財産、特定資産、及びその他固定資産で、合計は、４

９６，０８９，０２８円となるもの 

 負債の部については、流動負債として未払金、預り金、固定負債と



24 

 

して退職給付引当金で、合計は、７２，２７７，４０７円となるもの 

 正味財産の部については、資産合計から負債合計を差し引いたも

のが一般正味財産であり、負債合計に一般正味財産を合わせた、負

債及び正味財産合計は、４９６，０８９，０２８円となり、資産合計

と一致するもの 

  （財産目録） 

貸借対照表における資産合計から負債合計を差し引き、正味財産

として表したもの 

 （令和３年度事業計画） 

展開する事業は、公益目的事業として、「芸術文化の振興を目的と

する事業」並びに「スポーツによる健康増進及びスポーツの振興を

目的とする事業」、収益目的事業として、物品販売事業及び公益目的

外施設貸与事業を行うもの 

事業計画については、令和３年度事業計画書及び収支予算書のと

おり 

 

報告第７号 土地信託の事務処理状況について (議案書

P117) 
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本報告は、土地信託受託者の三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社よ

り、令和２年度事業実績に関する書類及び令和３年度事業計画に

関する書類の提出を受け、報告するもの 

 （令和２年度事業実績） 

前年度に引き続き、テナントの契約管理、収支管理及び建物の

総合管理業務を行ったもの 

（損益計算書） 

収入の部については、テナントの賃貸料及び共益費等で、収

入合計は１０４，５６０，６８３円、支出の部については、損

害保険料から消費税まで、支出額合計は５５，５３２，１５２

円、当期信託利益金は、収支差額の４９，０２８，５３１円と

なるもの 

（貸借対照表） 

資産の部については、土地及び建物等で、合計は１，３１６，

３２５，０５７円、負債の部についは、前受金及び敷金で、合計
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は５４，７５９，５９３円、資本の部については、引受不動産

及び修繕積立金等で、合計は１，２１２，５３６，９３３円、

負債・資本の部の合計は１，２６７，２９６，５２６円とな

り、資産合計から負債・資本合計を差し引いた４９，０２８，５３

１円が当期未処分利益金となるもの 

 （利益金処分計算書） 

当期未処分利益金から元本組入額を差し引いた３０，６５０，

０００円が、令和２年度の信託配当額となるもの 

 （令和３年度事業計画） 

今年度の期間については、三菱 UFJ 信託銀行株式会社との土地

信託契約期間である令和３年４月１日から令和４年３月３１日ま

での期間のもの 

（事業計画） 

前年度に引き続き、テナントの契約管理、収支管理及び建物の

総合管理業務を行うもの 
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信託配当額については、今年度予定されている茅ヶ崎トラスト

ビル全体の大規模修繕等の財源とするため、計上するもの 

 

報告第８号 令和２年度茅ヶ崎市一般会計予算の継続

費繰越計算書について(議案書 P119～121) 

「款４ 衛生費」 

「項２ 清掃費」 

 「粗大ごみ処理施設整備事業」の令和２年度の年割額の執行残額

を、令和３年度に逓次繰越するもの 

「款７ 商工費」 

「項１ 商工費」 

 「道の駅整備推進事業」の令和２年度の年割額の執行残額を、令

和３年度に逓次繰越するもの 

「款８ 土木費」 

「項２ 道路橋りょう費」 

 「浜園橋橋りょう整備事業」の令和２年度の年割額の執行残額を、

令和３年度に逓次繰越するもの 

「款１０ 教育費」 
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「項５ 社会教育費」 

 「（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業（博物館整備工事）」

の令和２年度の年割額の執行残額を、令和３年度に逓次繰越するも

の 

 

報告第９号 令和２年度茅ヶ崎市一般会計予算の繰越

明許費繰越計算書について(議案書 P123～131) 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

 「防災対策管理経費」において、洪水ハザードマップ作成事業に

ついて、年度内での完了が見込めなかったため、令和３年度へ繰越

明許するもの 

「項２ 徴税費」 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（税務総務費）において、

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

めなかったため、令和３年度に繰越明許するもの 

「項３ 戸籍住民基本台帳費」 

 「個人番号カード等交付事務管理経費」において、年度内での完
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了が見込めなかったため、令和３年度に繰越明許するもの 

 「社会保障・税番号制度推進事業」において、国による法改正に

伴う住民基本台帳システムの改修について、年度内での完了が見込

めなかったため、令和３年度に繰越明許するもの 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

 「障害者福祉管理経費」において、障害者自立支援審査支払等シ

ステムの改修について、年度内での完了が見込めなかったため、令

和３年度に繰越明許するもの 

 「福祉会館解体事業」において、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、年度内での完了が見込めなかったため、令和３年度に繰越明許

するもの 

「項２ 児童福祉費」 

 「児童福祉総務管理経費」において、過年度分の保育料返還につ

いて、年度内での完了が見込めなかったため、令和３年度に繰越明

許するもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（児童保育費）において、



30 

 

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かったた

め、令和３年度に繰越明許するもの 

 「保育園施設維持管理経費」において、浜須賀保育園の空調設備

改修工事について、年度内での完了が見込めなかったため、令和３

年度に繰越明許するもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（児童福祉施設費）にお

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か

ったため、令和３年度に繰越明許するもの 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

 「職員給与費」において、新型コロナウイルス感染症に係るワク

チン接種の実施について、年度内での完了が見込めなかったため、

令和３年度に繰越明許するもの 

 「新型コロナウイルスワクチン接種事業」において、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ついて、年度内での完

了が見込めなかったため、令和３年度に繰越明許するもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（母子衛生費）において、

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
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査等について、年度内での完了が見込めなかったため、令和３年度

に繰越明許するもの 

「款５ 労働費」 

「項１ 労働諸費」 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（労働諸費）において、緊

急雇用報奨金の交付について、年度内での完了が見込めなかったた

め、令和３年度に繰越明許するもの 

「款６ 農林水産業費」 

「項１ 農業費」 

 「畜産経営環境保全対策事業」において、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かっ

たため、令和３年度に繰越明許するもの 

「項２ 水産業費」 

 「漁港維持管理事業」において、漁港背後地整備工事について、

漁業関係者や関係機関との調整に不測の日数を要したことにより、

年度内での完了が見込めなかったため、令和３年度に繰越明許する

もの 

「款７ 商工費」 
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「項１ 商工費」 

 「道の駅整備推進事業」において、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かったため、令和３年度に繰越明許するも

の 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（商工振興費）において、

感染拡大防止協力金（第２弾）の交付について、年度内での完了が見

込めなかったため、令和３年度に繰越明許するもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（商工振興費）において、

茅ヶ崎ローカル応援チケット（第２弾）発行事業について、年度内で

の完了が見込めなかったため、令和３年度に繰越明許するもの 

「款８ 土木費」 

「項２ 道路橋りょう費」 

 「道路橋りょう総務管理経費」において、茅ヶ崎駅北口のエスカ

レーター改修工事について、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かったため、令和３年度に繰越明許するもの 

 「道路舗装修繕事業」において、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かったため、令和３年度に繰
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越明許するもの 

 「幹線道路舗装修繕事業」において、東日本旅客鉄道株式会社が

行う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

かったため、令和３年度に繰越明許するもの 

 「狭あい道路整備事業」において、狭あい道路整備工事について、

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

見込めなかったため、令和３年度に繰越明許するもの 

 「香川甘沼線道路改良事業」において、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、年度内での完了が見込めなかったため、令和３年

度に繰越明許するもの 

 「上赤羽根堤線道路改良事業」において、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、年度内での完了が見込めなかったため、令和３

年度に繰越明許するもの 

 「市道０１１０号線歩道設置」において、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、年度内での完了が見込めなかったため、令和３
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年度に繰越明許するもの 

 「橋りょう等長寿命化推進事業」において、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かったため、令和３

年度に繰越明許するもの 

「項３ 河川費」 

 「千ノ川整備事業」において、千ノ川の護岸整備工事について、

年度内での完了が見込めなかったため、令和３年度に繰越明許する

もの 

「項４ 都市計画費」 

 「景観計画推進事業」において、小学校の総合的な学習の時間で

行う取り組みについて、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、年度内での完了が見込めなかったため、令

和３年度に繰越明許するもの 

 「国県事業対策費」において、（仮称）河童徳利ひろば整備事業に

ついて、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かったため、令和３年度に繰越明許するもの 

 「香川駅周辺整備事業」において、市道７１１５号線歩道整備事

業における用地買収に不測の日数を要し、工事の開始時期が遅れる
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ことにより、拡幅用地の駅前暫定整備等について、年度内での完了

が見込めなかったため、令和３年度に繰越明許するもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（都市計画総務費）にお

いて、自転車レーンの設置について、年度内での完了が見込めなか

ったため、令和３年度に繰越明許するもの 

 「東海岸寒川線街路事業」において、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ついて、年度内での完了が見込め

なかったため、令和３年度に繰越明許するもの 

 「道路整備プログラム策定事業」において、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、年度内での完了が

見込めなかったため、令和３年度に繰越明許するもの 

 「茅ヶ崎駅南口周辺道路整備事業」において、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大に伴い関係機関が在宅勤務となるなど、必要な

協議が行えないこと等により、年度内での完了が見込めなかったた

め、令和３年度に繰越明許するもの 

「項５ 住宅費」 

 「（仮称）小和田地区市営住宅整備事業」において、（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ついて、不測の日数を要し、年度内での完

了が見込めなかったため、令和３年度に繰越明許するもの 

「款９ 消防費」 

「項１ 消防費」 

 「消防施設設備維持管理経費」において、消防署海岸出張所の空

調設備改修工事について、年度内での完了が見込めなかったため、

令和３年度に繰越明許するもの 

「款１０ 教育費」 

「項１ 教育総務費」 

 「教育事務委託負担金」において、藤沢市への教育事務委託負担

金について、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かったため、令和３

年度に繰越明許するもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（事務局費）において、就

学援助等システムの導入について、年度内での完了が見込めなかっ

たため、令和３年度に繰越明許するもの 

「項２ 小学校費」 
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 「学校施設整備事業」において、梅田小学校、柳島小学校及び浜

須賀小学校の改修工事について、年度内での完了が見込めなかった

ため、令和３年度に繰越明許するもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（学校管理費）において、

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かったた

め、令和３年度に繰越明許するもの 

「項３ 中学校費」 

 「学校施設整備事業」において、萩園中学校の屋上防水改修工事

について、年度内での完了が見込めなかったため、令和３年度に繰

越明許するもの 

 「新型コロナウイルス感染症対策事業」（学校管理費）において、

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かったた

め、令和３年度に繰越明許するもの 

 「学校教育振興関係経費」において、教員が使用する教科書及び

指導書等の購入について、年度内の納品完了が見込めなかったため、

令和３年度に繰越明許するもの 

「項５ 社会教育費」 

 「（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業」において、（仮称）
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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かったため、

令和３年度に繰越明許するもの 

 「施設維持管理経費」において、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、年度内での完了が見込めな

かったため、令和３年度に繰越明許するもの 

 「管理運営経費」において、図書館本館の西面及び南面給排気塔

の外壁改修工事について、年度内での完了が見込めなかったため、

令和３年度に繰越明許するもの 

 

報告第１０号 令和２年度茅ヶ崎市一般会計予算の事故

繰越し繰越計算書について(議案書 P133～135) 

「款１０ 教育費」 

「項２ 小学校費」 

 「一般管理経費」において、新型コロナウイルスの感染拡大の影

響により物品の納品に不測の日数を要したため、事故繰越しするも

の 

「項３ 中学校費」 
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 「一般管理経費」において、新型コロナウイルスの感染拡大の影

響により物品の納品に不測の日数を要したため、事故繰越しするも

の 

 

報告第１１号 令和２年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計

予算の繰越計算書について(議案書 P137～141) 

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

として、「雨水施設整備事業」については、入札不調に伴う再入札に

不測の日数を要したことや、国の令和２年度第３次補正予算による

国庫補助金を活用し、事業を実施することとしたことなどのため、

事業費を令和 3 年度に繰り越すもの 

「汚水施設整備事業」については、入札不調に伴う再入札に不測

の日数を要したことや、新型コロナウイルス感染症の影響により、

委託業務受託者と十分な打合せを重ねることが困難であったため、

事業費を令和 3 年度に繰り越すもの 

「長寿命化事業」及び「地震対策事業」については、国の令和２年

度第３次補正予算による国庫補助金を活用し、事業を実施すること

としたため、事業費を令和 3 年度に繰り越すもの 
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「相模川流域下水道建設費負担金」については、国の令和２年度

第３次補正予算による国庫補助金を活用し、神奈川県が事業を実施

するため、事業費を令和 3 年度に繰り越すもの 

地方公営企業法第２６条第２項ただし書きの規程による繰越額と

して、「一般管理費」については、新型コロナウイルス感染症の影響

により、委託業務受託者と十分な打合せを重ねることが困難であっ

たため、事業費を令和 3 年度に繰り越すもの 

 

報告第１２号 令和２年度茅ヶ崎市病院事業会計予算の

継続費繰越計算書について(議案書 P143～145) 

地方公営企業法施行令第１８条の２第１項の規定による継続費の

繰越額として、「市立病院本館改修事業」については、入札の不調に

より不測の日数を要したため、事業費を令和３年度に繰り越すもの 


