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議案第１１９号 令和３年度茅ヶ崎市一般会計補正予算

（第１０号）(議案書 P1～29) 

歳入歳出それぞれ３，４３８，２３９千円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ８７，４７５，１３０千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 議会費」 

「項１ 議会費」 

「目１ 議会費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「項２ 徴税費」 
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「目１ 税務総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「項３ 戸籍住民基本台帳費」 

「目１ 戸籍住民基本台帳費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「項４ 選挙費」 

「目１ 選挙管理委員会費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「項５ 統計調査費」 

「目１ 統計調査総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共
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済費」を減額するもの 

「項６ 監査委員費」 

「目１ 監査委員費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

「目１ 社会福祉総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するほか、国による住民税非課税世帯等に対する臨時特

別給付金の給付事務に従事する職員の「時間外勤務手当」を増額する

もの 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定し、国民健康保険事業特別会計において

職員給与費等を減額することに伴い、「繰出金」を減額するもの 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す
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る期末手当の支給割合を改定し、介護保険事業特別会計において職員

給与費等を減額することに伴い、「繰出金」を減額するもの 

 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、「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に伴う生活支援対策のため、

国による住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給すること

に伴い、「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に伴う生活支援対策のため、

国による住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給すること

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」、「委託料」、「使用料及

び賃借料」を増額するもの 

「目４ 老人福祉費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定し、後期高齢者医療事業特別会計におい

て職員給与費等を減額することに伴い、「繰出金」を減額するもの 

「目９ 体育施設費」 
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 総合体育館第１体育室及び第２体育室の天井を解体するため、「工

事請負費」を増額するもの 

「項２ 児童福祉費」 

「目１ 児童福祉総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「項３ 生活保護費」 

「目１ 生活保護総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「款４ 衛生費」 

「項１ 保健衛生費」 

「目１ 保健衛生総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 
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 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定し、病院事業会計において職員給与費等

を減額することに伴い、「負担金補助及び交付金」を減額するもの 

「目２ 予防費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、年末年始に

発熱患者の診療・検査を行う医療提供体制を確保するため、体制を整

備した医療機関及び薬局に対し神奈川県を通じて協力金を支給するこ

とに伴い、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「目３ 母子衛生費」 

 特定不妊治療費助成事業について、当初の想定を超える対象者から

の申請により、助成金の不足が見込まれるため、「負担金補助及び交

付金」を増額するもの 

「項２ 清掃費」 

「目１ 清掃総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「款５ 労働費」 
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「項１ 労働諸費」 

「目１ 労働諸費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「款６ 農林水産業費」 

「項１ 農業費」 

「目２ 農業総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「項２ 水産業費」 

「目１ 水産業振興費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「款７ 商工費」 

「項１ 商工費」 
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「目１ 商工振興費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「款８ 土木費」 

「項１ 土木管理費」 

「目１ 土木総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「項２ 道路橋りょう費」 

「目１ 道路橋りょう総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「目３ 道路新設改良費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共
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済費」を減額するもの 

「項３ 河川費」 

「目１ 河川総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「項４ 都市計画費」 

「目１ 都市計画総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定し、公共下水道事業会計において職員給

与費等を減額することに伴い、「負担金補助及び交付金」を減額する

もの 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定し、公共下水道事業会計において職員給

与費等を減額することに伴い、「投資及び出資金」を減額するもの 
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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」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「項５ 住宅費」 

「目１ 住宅管理費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

 （仮称）市営小和田住宅外複合施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額の確定に伴い、「補償補填及び賠償金」を増

額するもの 

「款９ 消防費」 

「項１ 消防費」 

「目１ 常備消防費」 
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 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「款１０ 教育費」 

「項１ 教育総務費」 

「目２ 事務局費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「項２ 小学校費」 

「目１ 学校管理費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

 梅田小学校の児童数の増加に対応するため、不足する児童用の机・

椅子を購入することに伴い、「消耗品費」を増額するもの 

 梅田小学校の児童数の増加に対応するため、普通教室を整備するこ

とに伴い、「修繕料」を増額するもの 
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「目２ 教育振興費」 

 梅田小学校の児童数の増加に対応する普通教室の整備において、無

線ＬＡＮ環境を構築することに伴い、「委託料」を増額するもの 

「項３ 中学校費」 

「目１ 学校管理費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

 鶴嶺中学校及び松林中学校の生徒数の増加に対応するため、不足す

る生徒用の机・椅子を購入することに伴い、「消耗品費」を増額する

もの 

 鶴嶺中学校及び松林中学校の生徒数の増加に対応するため、普通教

室を整備することに伴い、「修繕料」を増額するもの 

 鶴嶺中学校の生徒数の増加に対応するため、不足する生徒用の下駄

箱を購入することに伴い、「備品購入費」を増額するもの 

「目２ 教育振興費」 

 鶴嶺中学校の生徒数の増加に対応する普通教室の整備において、無

線ＬＡＮ環境を構築することに伴い、「委託料」を増額するもの 
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「項４ 学校給食費」 

「目１ 学校給食管理費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

「項５ 社会教育費」 

「目１ 社会教育総務費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

（歳入） 

「款１１ 地方交付税」 

 歳出の事業の財源として、「特別交付税」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、「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」、「住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業

費補助金」、「住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金」、

「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を増額するも
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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 

（繰越明許費の補正） 

 「体育館管理経費」について、総合体育館第１体育室及び第２体育

室天井解体工事において、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 

 「農業用排水路維持管理事業」について、西久保ポンプ場のポンプ

の更新に向けた設計業務において、入札不調により受注事業者の選定

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 

 

議案第１２０号 令和３年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特

別会計補正予算（第１号）(議案書 P31～40) 

歳入歳出それぞれ１，７９９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ２２，０８８，２０１千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 
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「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

（歳入） 

「款５ 繰入金」 

「項１ 一般会計繰入金」 

「目１ 一般会計繰入金」 

 歳出の事業の財源として、「職員給与費等繰入金」を減額するもの 

 

議案第１２１号 令和３年度茅ヶ崎市後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第１号）(議案書 P41～50) 

歳入歳出それぞれ４８４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳

入歳出それぞれ３,８５４,５１６千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 
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「目１ 一般管理費」 

人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

（歳入） 

「款２ 繰入金」 

「項１ 一般会計繰入金」 

「目１ 事務費繰入金」 

歳出の事業の財源として、「事務費繰入金」を減額するもの 

 

議案第１２２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３号）(議案書 P51～60) 

歳入歳出それぞれ２，４７２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳

入歳出それぞれ１７，４５０，００９千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 
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人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員に支給す

る期末手当の支給割合を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を減額するもの 

（歳入） 

「款６ 繰入金」 

歳出の財源である、「職員給与費等繰入金」を減額するもの 

 

議案第１２３号 令和３年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計

補正予算（第１号）(議案書 P61～73) 

第２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４９７千円減額し、５，６７５，３７２

千円とするとともに、収益的支出の既決予定額を９７７千円減額し、

５，２２６，８０４千円とするもの 

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４４０千円減額し、１，７０９，００９

千円とするとともに、資本的支出の既決予定額を８１２千円減額し、

３，６３０，４０８千円とするもの 

 内容としては、人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、
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職員に支給する期末手当の支給割合を改定することに伴い、「手当」、

「法定福利費」を減額し、その財源である「一般会計負担金」、「一

般会計出資金」を減額するもの 

第４条「議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正」 

職員給与費の既決予定額を１，７８９千円減額し、２７８，６６４

千円とするもの 

 

議案第１２４号 令和３年度茅ヶ崎市病院事業会計補正予

算（第４号）(議案書 P74～83)                                                                                                                                                                                                                     

第２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７，６２１千円減額し、１２，０７２，

９２２千円とするとともに、収益的支出の既決予定額を３８，８９０

千円減額し、１２，６９８，８８５千円とするもの 

内容としては、人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑

み、職員に支給する期末手当の支給割合を改定することに伴い、「医

師手当」、「看護師手当」、「医療技術員手当」、「事務員手当」、

「労務員手当」、「法定福利費」を減額し、その財源である一般会計

負担金をあわせて減額するもの 
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第３条｢議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正｣ 

職員給与費の既決予定額を３８，８９０千円減額し、６，４７４，３

９１千円とするもの  

 

議案第１２５号 監査委員の選任について(議案書 P84～86) 

監査委員に 成田 博隆 氏を選任するためのもの 

 

議案第１２６号 工事請負契約の変更について(議案書 P87) 

 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、当該敷地の地中から発見された廃棄物及び汚染土壌を除去

することに伴う工事内容及び工期の見直しにより、令和３年度分の契

約金額の減額及び令和４年度分の契約金額の新規計上、並びに工期を

延長するためのもの 

 

議案第１２７号 動産の取得について(議案書 P88) 

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、非対面型の行政サービスの推進のため、キャ

ッシュレス決済機能を有するセミセルフＰＯＳレジを取得する
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もの 

 

報告第２１号 専決処分の報告について(議案書 P89) 

 令和３年９月２２日午後１時４５分頃、東海岸北一丁目３番１１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走行中、

対向自転車を避けるために車両を右側に寄せたところ、相手方の花壇

に接触し、損傷を与えたため、これに対する修理費を賠償したもの 

 

報告第２２号 専決処分の報告について(議案書 P90) 

 令和３年９月２７日午後１時２０分頃、小和田小学校において、児

童が昼休み時間中にボールで遊んでいたところ、ボールが防球ネット

を越え、相手方２名が共同所有するポールライトに当たり、破損させ

たため、これに対する修理費を賠償したもの 


