
[別紙]

[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

15 国庫支出金
02 国庫補助金

04 商工費国庫補助金
01 商工費補助金

01 社会資本整備総合交付金 産業振興課
05 土木費国庫補助金

04 都市計画費補助金
01 社会資本整備総合交付金 道路建設課

16 県支出金
01 県負担金

03 商工費県負担金
01 商工費負担金

01 道の駅整備費負担金 産業振興課
22 市債

01 市債
03 商工債

01 商工債
01 道の駅整備推進事業債 産業振興課

04 土木債
03 都市計画債

10 東海岸寒川線街路事業債 道路建設課
15 国庫支出金

01 国庫負担金
02 衛生費国庫負担金

01 保健衛生費負担金
02 感染症患者入院医療費負担金（３／４） 保健予防課
03 感染症発生動向調査事業費負担金（１／２） 保健予防課

16 県支出金
02 県補助金

03 衛生費県補助金
01 保健衛生費補助金

10 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金（医療分） 保健予防課

  第 ５ 条（地方債） 都市経済常任委員会

都市経済
常任委員会

環境厚生
常任委員会

付託委員会

別表１（歳入歳出予算補正）のとおり

都市経済常任委員会

  第 １ 条（歳入歳出） ※（歳出において補正額が０で財源更生のみの場合）
財源更生に係る歳入を所管する委員会

  第 ３ 条（繰越明許費） 都市経済常任委員会

  第 ４ 条（債務負担行為）別表２（債務負担行為補正）のとおり

議案第88号　令和３年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第６号）付託明細

条　　　項

細節

  第 ２ 条（継続費）



15 国庫支出金
02 国庫補助金

01 総務費国庫補助金
03 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
02 民生費国庫補助金

04 地方創生臨時交付金
02 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

03 衛生費国庫補助金
03 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
04 商工費国庫補助金

02 地方創生臨時交付金
02 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 土木費国庫補助金
06 地方創生臨時交付金

02 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
06 消防費国庫補助金

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

07 教育費国庫補助金
05 地方創生臨時交付金

02 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
08 労働費国庫補助金

01 地方創生臨時交付金
02 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

18 寄附金
01 寄附金

02 総務費寄附金
01 総務費指定寄附金

01 ふるさと基金寄附金 財政課

06
まち・ひと・しごと創生総合戦略・子育て世代転入促進
事業寄附金 秘書広報課

19 繰入金
01 基金繰入金

01 ふるさと基金繰入金
01 ふるさと基金繰入金

01 ふるさと基金繰入金 財政課
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 財政課

20 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

総務
常任委員会



 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
100 道の駅整備推進事業費

01 道の駅整備推進事業費 産業振興課
08 土木費

04 都市計画費
01 都市計画総務費

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 都市政策課

03 街路事業費
030 東海岸寒川線街路事業費

01 東海岸寒川線街路事業費 道路建設課
05 公園費

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 公園緑地課

02 総務費
01 総務管理費

13 文化行政費
190 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 文化生涯学習課
03 民生費

01 社会福祉費
09 体育施設費

060 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 スポーツ推進課

10 教育費
02 小学校費

02 教育振興費
020 特別支援学級関係経費

01 特別支援学級関係経費 学校教育指導課
03 中学校費

02 教育振興費
020 特別支援学級関係経費

01 特別支援学級関係経費 学校教育指導課
04 衛生費

01 保健衛生費
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

080 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

07 保健所費
020 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 保健企画課

都市経済
常任委員会

文化教育
常任委員会

環境厚生
常任委員会

細々目



02 総務費
01 総務管理費

04 財政管理費
020 ふるさと基金積立金

01 ふるさと基金積立金 財政課
030 財政調整基金積立金

01 財政調整基金積立金 財政課
07 企画費

070 まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費
02 まち・ひと・しごと創生総合戦略・子育て世代転入促進事業費 秘書広報課

090 新型コロナウイルス感染症対策事業費 行政改革推進室
01 新型コロナウイルス感染症対策事業費 情報推進課

02 徴税費
02 賦課徴収費

050 過年度市税還付金及び還付加算金
01 過年度市税還付金及び還付加算金 収納課

03 戸籍住民基本台帳費
01 戸籍住民基本台帳費

070 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 市民課

03 民生費
01 社会福祉費

07 交通安全推進費
050 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 安全対策課

[別表２（債務負担行為補正）]

付託委員会 担当課かい

産業振興課

環境事業センター

保健企画課

国道１３４号道路改良外工事設計積算等業務委託経費

保健所情報機器賃借料

環境厚生
常任委員会

総務
常任委員会

事項

燃やせるごみ収集運搬業務委託経費

都市経済
常任委員会


