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議案第８３号 令和３年度茅ヶ崎市一般会計補正予算

（第５号）(議案書 P1～30) 

歳入歳出それぞれ７６５,４４１千円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ７４,６６６,３４１千円とするもの 

（歳出） 

「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の感染拡大防止の対策として、職員用

の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３ 広報広聴費」 

 コロナ禍における消費生活相談件数や今後の生活設計相談件数の

増加に伴い、「報酬」、「報償費」、「費用弁償」を増額するもの 

「目１２ 地域活動推進費」 

 茅ヶ崎地区コミュニティセンターの外壁改修のため、「工事請負

費」を増額するもの 

「目１３ 文化行政費」 

 平和意識の高揚や啓発のため、平和のつどいや講演会を実施する
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ことに伴い、「報償費」、「消耗品費」を増額するもの 

 歴史公文書等や市史収集資料を普及・活用するとともに、市民共

有の知的資源を整理・保存等するため、市史に関する刊行物を発行

すること等に伴い、「消耗品費」、「印刷製本費」、「筆耕翻訳料」

を増額するもの 

 開高健記念館において後期展示会を実施するほか、シロアリ防除

処理並びにサンルーム床修繕のため、「修繕料」、「委託料」を増額

するもの 

 生涯学習の機会の提供のため、生涯学習支援者養成講座等を実施

することに伴い、「報償費」、「委託料」を増額するもの 

 茅ヶ崎ゆかりの人物館において、後期展示会を実施することに伴

い、「報償費」、「消耗品費」、「印刷製本費」、「委託料」を増額

するもの 

 市民文化の向上と発展のため、茅ヶ崎市民文化祭を実施すること

に伴い、「委託料」、「使用料及び賃借料」を増額するもの 

「目１５ 男女共同参画推進費」 

 男女共同参画社会の実現のため、啓発講座等を開催することに伴

い、「報償費」、「消耗品費」を増額するもの 
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「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

「目１ 社会福祉総務費」 

 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、国による新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援

金の給付事務に従事する職員に係る「時間外勤務手当」、「管理職員

特別勤務手当」を増額するもの 

 恒久平和への意識の涵養を図るため、戦没者追悼式を実施するこ

とに伴い、「消耗品費」、「委託料」を増額するもの 

 介護報酬改定等に伴う介護保険事務処理システム改修のため、介

護保険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 

 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、国による新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支

給することに伴い、「報酬」、「共済費」、「費用弁償」、「消耗品

費」、「印刷製本費」、「通信運搬費」、「手数料」、「使用料及び

賃借料」、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「目２ 障がい者福祉費」 
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 障がい者の社会参加を推進するため、県の身体障がい者卓球大会

及びボッチャ大会の開催におけるバス借上げを行うことに伴い、「使

用料及び賃借料」を増額するもの 

 地域への障がい理解促進を図るため、地域交流イベントの開催費

用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 

「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 

「目７ 交通安全推進費」 

 交通安全教育をはじめとした交通安全運動等の啓発のため、交通

安全注意喚起看板や横断幕の設置等を行うことに伴い、「消耗品費」、

「修繕料」、「委託料」を増額するもの 

「目８ 保健体育総務費」 

 スポーツ推進のため、高南一周駅伝競走大会を開催することに伴

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」 

 民間保育所等における加算認定において、令和２年度の委託料が
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増額となったことに伴い、「委託料」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

について、接種の加速化に向けた集団接種体制の拡充等に伴い、「報

酬」、「消耗品費」、「通信運搬費」、「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に伴い、相談・患者対応な

どに係る業務などに従事する人員体制を強化するため、保健師等の

派遣に係る「委託料」を増額するもの 

「目４ 環境衛生費」 

 海岸利用マナーの啓発のため、啓発業務を委託することに伴い、

「委託料」を増額するもの 

 環境基本計画等の啓発及び、環境講座や講演会等を実施すること

に伴い、「報償費」、「消耗品費」、「委託料」を増額するもの 

 二酸化炭素排出量削減に向けた啓発のため、啓発物品の作成等を

行うことに伴い、「消耗品費」を増額するもの 
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「目６ 地域医療センター費」 

 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、地域医療センターにおける感染待合室への独立した

動線を確保することに伴い、「工事請負費」を増額するもの 

「款５ 労働費」 

「項１ 労働諸費」 

「目１ 労働諸費」 

 多様な働き手の希望にあった就労機会の提供及び企業の人材採用

力向上のため、合同企業説明会やセミナーを開催することに伴い、

「報償費」を増額するもの 

「款６ 農林水産業費」 

「項１ 農業費」 

「目３ 農業振興費」 

 農業振興のため、園芸講習会や収穫体験等を実施することに伴い、

「報償費」、「消耗品費」を増額するもの 

「目４ 畜産業費」 

 家畜の飼養技術及び営農意欲の向上を図るため、畜産関連共進会

を開催することに伴い、「委託料」を増額するもの 
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「款８ 土木費」 

「項１ 土木管理費」 

「目１ 土木総務費」 

 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、窓口での密集・密接を回避するとともに必要な情報

を非対面式での閲覧及び取得を可能とするため、道路情報管理シス

テムの整備及び道路台帳等をデジタル化することに伴い、「委託料」

を増額するもの 

「目２ 建築指導費」 

 建築物の地震に対する安全性の向上を図るため、木造住宅の耐震

診断や耐震補強工事、危険ブロック塀等撤去費に係る補助制度の普

及啓発リーフレットを作成することに伴い、「印刷製本費」を増額す

るもの 

「項２ 道路橋りょう費」 

「目２ 道路維持費」 

 道路の安全性を確保するため、市道の道路側溝等の道路小規模構

造物の修繕工事を実施することに伴い、「工事請負費」を増額するも

の 
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「目３ 道路新設改良費」 

 歩行者等の安全を図るため、上赤羽根堤線において、歩道を暫定

的に整備することに伴い、「消耗品費」、「使用料及び賃借料」、「工

事請負費」を増額するもの 

「項３ 河川費」 

「目１ 河川総務費」 

 水循環水環境に係る啓発事業を実施することに伴い、「報償費」を

増額するもの 

「項４ 都市計画費」 

「目１ 都市計画総務費」 

 都市計画等の変更を反映した都市計画総括図を作成することに伴

い、「印刷製本費」を増額するもの 

 良好な景観の形成のため、景観まちづくり市民団体の要請により、

必要な情報の提供や助言を行う景観まちづくりアドバイザーを派遣

することに伴い、「報償費」を増額するもの 

 地域防災力の向上を図るため、「防災“も”まちづくりワークショ

ップ」を実施することに伴い、「報償費」、「委託料」を増額するも

の 
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「目４ 緑化推進費」 

 自然環境の保全や再生を図るため、自然環境評価調査に協力して

いただく市民調査員の養成講座を実施することに伴い、「報償費」を

増額するもの 

「款９ 消防費」 

「項１ 消防費」 

「目１ 常備消防費」 

 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

における手洗い設備を自動水栓に変更することに伴い、「修繕料」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、消防緊

急通信指令システムにおける１１９番通報の受付に必要なヘッドセ

ットの個人貸与数を確保することに伴い、「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」 

 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、あすな



10 

 

ろ教室における手洗い設備を自動水栓に変更することに伴い、「修

繕料」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

における手洗い設備を自動水栓やレバーハンドル等に変更すること

に伴い、「修繕料」、「工事請負費」、「原材料費」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年生の修学旅行を安全に実施するため、行程及び手法等を一部見

直したことによるかかり増し経費を補償することに伴い、「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

における手洗い設備を自動水栓やレバーハンドル等に変更すること

に伴い、「修繕料」、「工事請負費」、「原材料費」を増額するもの 

「項５ 社会教育費」 



11 

 

「目１ 社会教育総務費」 

 社会教育の振興のため、講座や社会教育委員等の研修を実施する

こと等に伴い、「報酬」、「報償費」、「費用弁償」、「消耗品費」、

「保険料」を増額するもの 

「目２ 文化財保護費」 

 埋蔵文化財を保護するため、発掘調査により出土した資料の整理、

記録化等を実施することに伴い、「印刷製本費」を増額するもの 

 ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業の推進のため、講座等の

開催や市内の都市資源に係る説明板の作成等を行うことに伴い、「報

償費」、「消耗品費」、「委託料」を増額するもの 

 文化財保護の普及啓発のため、講演会を実施することに伴い、「報

償費」を増額するもの 

 埋蔵文化財の保存活用のため、市内遺跡調査の状況を公開する講

演会等を実施することに伴い、「報償費」、「消耗品費」、「印刷製

本費」を増額するもの 

「目３ 公民館費」 

 多世代との交流や学びあう機会の提供のため、小和田公民館、鶴

嶺公民館、松林公民館における自主事業を実施することに伴い、「報
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償費」、「消耗品費」を増額するもの 

 多世代との交流や学びあう機会の提供のため、南湖公民館におけ

る自主事業を実施することに伴い、「報償費」、「消耗品費」、「委

託料」を増額するもの 

 多世代との交流や学びあう機会の提供のため、香川公民館におけ

る自主事業を実施することに伴い、「報償費」、「消耗品費」、「保

険料」を増額するもの 

「目４ 青少年対策費」 

 青少年の健全育成のため、青少年指導者等の資質向上に向けた研

修を実施することに伴い、「報償費」を増額するもの 

 青少年の健全育成のため、体験活動の機会の提供や交流事業等を

実施することに伴い、「消耗品費」、「食糧費」、「印刷製本費」、

「委託料」、「使用料及び賃借料」を増額するもの 

 子どもの科学への関心を高め、宇宙・科学への夢を育むため、宇宙

教室の開催及び茅ヶ崎ゆかりの宇宙飛行士等による講演会を実施す

ることに伴い、「報償費」、「費用弁償」、「消耗品費」、「印刷製

本費」、「委託料」、「使用料及び賃借料」を増額するもの 

「目５ 青少年施設費」 
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 多世代との交流や学びあう機会の提供のため、茅ヶ崎公園体験学

習センターにおける自主事業を実施することに伴い、「報償費」、

「消耗品費」を増額するもの 

 青少年育成のため、青少年会館における自主事業を実施すること

に伴い、「報償費」、「消耗品費」を増額するもの 

「目６ 図書館費」 

 子どもの読書活動の推進及び啓発のため、ブックトークを開催す

るとともに、ブックスタートパックを配付することに伴い、「報償

費」、「消耗品費」を増額するもの 

（歳入） 

「款１ 市税」 

 歳出の事業の財源として、「所得割」を増額するもの 

「款１５ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「保育所運営費負担金」、「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」、「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１６ 県支出金」 
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 歳出の事業の財源として、「保育所運営費負担金」、「障害者地域

生活サポート事業費補助金」、「新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援補助金（医療分）」、「市町村地域防災力強化事業費補助金」、

「市町村青少年行政推進費補助金」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２２ 市債」 

 歳出の事業の財源として、「道路舗装事業債」、「茅ヶ崎地区コミ

ュニティセンター整備事業債」を増額するもの 

 歳出の事業の財源として、「減収補塡債」を減額するもの 

（地方債の補正） 

 歳出の事業の財源として、「道路舗装事業債」、「茅ヶ崎地区コミ

ュニティセンター整備事業債」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、「減収補塡債」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８４号 令和３年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会

計補正予算（第１号）(議案書 P31～39) 

歳入歳出それぞれ１０，３９９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、

歳入歳出それぞれ１６，９４７，３９９千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

令和３年度介護報酬改定等に伴い、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３ 国庫支出金」 

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 

「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８５号 令和３年度茅ヶ崎市病院事業会計補正予

算（第２号）(議案書 P40～49) 
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 第２条「業務の予定量の補正」 

 主な建設改良事業のうち資産購入の予定量を１９，１９３千円増

額し、２７５，６５２千円とするもの 

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１９，２７５千円増額し、資本的収入

の予定額を１，０４２，６０２千円とし、資本的支出の既決予定額

を１９，１９３千円増額し、資本的支出の予定額を１，４２３，６

６３千円とするもの 

 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，

０６１千円については、過年度分損益勘定留保資金で補填するもの 

 収入の内容としては、支出の財源となる「補助金」を増額するとと

もに、既決予定額に定めた建設改良費の財源として補助金が見込ま

れることとなったため「企業債」を減額するもの 

支出の内容としては、新型コロナウイルス感染症対策に要する医

療機器等を購入するため、「資産購入費」を増額するもの 

第４条「企業債の補正」 

建設改良費の財源に補助金が見込まれることに伴い、医療機器購

入に係る企業債を減額するもの 
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議案第８６号 茅ヶ崎市個人情報保護条例等の一部を

改正する条例(議案書 P50) 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の改正等に伴い、所要の規定を整備するためのもの 

 

議案第８７号 工事請負契約の変更について (議案書 P51) 

環境事業センター旧ごみ焼却処理施設地下部解体工事の請負契約

について、基礎下から廃棄物が発見されたことに伴い、埋設部の汚

染状況、範囲及び廃棄物数量の新たな調査経費として契約金額を増

額するためのもの 

 

報告第１３号 専決処分の報告について(議案書 P52) 

 令和３年３月１８日午後６時００分頃、浜之郷で発生した火

災現場付近の駐車場において、警備第二課職員が延焼状況及び

避難状況の確認中に、背負っていた空気呼吸器を駐車中の相手

方車両リアガラスに接触させ、損害を与えたため、これに対す

る修繕費を賠償したもの 


