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議案第９７号 令和３年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第

８号）(議案書 P1～26) 

 歳入歳出それぞれ５，１８７，３２２千円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ８３，５６５，２０１千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目７ 企画費」 

 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、附属機関等の会議における感染リスクを低減するため、

デジタル有線会議マイクシステムを整備することに伴い、「備品購入

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を踏まえた新型感染症強靭化

対策として、非対面・非来庁型行政サービスを推進するため、ウェブ

会議用端末を追加整備することに伴い、「備品購入費」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」 
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 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への臨時特別給付金の給付事務に従事する職員に

支給する「時間外勤務手当」を増額するもの 

「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への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、

国による子育て世帯への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」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事業

に従事する職員に支給する「時間外勤務手当」を増額するもの 

「目２ 予防費」 
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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、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、追加接種等の実施に伴い、「報酬」、「報償費」、「消耗品費」、

「通信運搬費」、「委託料」を増額するもの 

「目７ 保健所費」 

 保健所の電話料について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

伴い、陽性患者の入院調整や自宅療養者への体調確認等の事務が増加

し、当初の想定を上回ることが見込まれるため、「通信運搬費」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

出現した廃棄物及び汚染土壌を除去することに伴う工程等の見直しに

より、「工事請負費」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」 

 小中学校における教育ＤＸを一気に加速化するとともに、児童・生
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徒の３密の回避や利便性の向上を図るため、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金を活用し、学校図書館の電算化を実施する

ことに伴い、「消耗品費」、「印刷製本費」、「委託料」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 

「目２ 教育振興費」 

 小学校における教育ＤＸを一気に加速化するため、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、ＧＩＧＡスクール構想

における予備端末及び大型モニターを整備することに伴い、「消耗品

費」、「備品購入費」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
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物品等を整備するため、「消耗品費」を増額するもの 

「目２ 教育振興費」 

 中学校における教育ＤＸを一気に加速化するため、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、ＧＩＧＡスクール構想

における予備端末及び大型モニターを整備することに伴い、「消耗品

費」、「備品購入費」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、「新型コロナウイルスワクチン接種対策

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」、

「子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金」「子育て世帯へ

の臨時特別給付金給付事務費補助金」、「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」、「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、「廃棄物処理施設整備交付金」を減額す

るもの 

「款１６ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支
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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、「ごみ減量化・資源化基金繰入金」を減

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、「粗大ごみ処理施設整備事業債」を減額

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及び汚染土

壌を除去することに伴う工程等の見直しにより、工期を延長するため、

継続費を変更するもの 

（繰越明許費の補正） 

 「職員給与費」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 
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 「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 

 「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

部解体工事監理業務委託において、当該敷地の地中から出現した廃棄

物及び汚染土壌を除去することに伴う工程等の見直しにより、年度内

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） 

 「旧焼却炉基礎解体工事監理業務委託経費」について、旧ごみ焼却

処理施設地下部解体工事監理業務委託において、当該敷地の地中から

出現した廃棄物及び汚染土壌を除去することに伴う工程等の見直しに

より、工期を延長するほか、令和３年度中の事業着手が必要なことか

ら、債務負担行為を設定するもの 

（地方債の補正） 

 歳出の事業の財源として、「粗大ごみ処理施設整備事業債」を減額

したことに伴い、限度額を変更するもの 

 

議案第９８号 令和３年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第
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９号）(議案書 P27～54) 

 歳入歳出それぞれ４７１，６９０千円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ８４，０３６，８９１千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

 通勤災害の補償等として、条例に基づき見舞金等を支給することに

伴い、「災害補償費」、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「目４ 財政管理費」 

 寄附金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」 

 公用車を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行う体制

を整備することに伴い、「消耗品費」を増額するもの 

「目７ 企画費」 

 令和４年度の前期実施計画策定において、コロナ禍を踏まえた市民

意識を的確に反映させるため、市民意識調査を実施することに伴い、

「消耗品費」、「通信運搬費」を増額するもの 
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 令和４年４月１日付けの組織改正に向けて、庁舎サイン改修等の準

備作業を行うことに伴い、「委託料」を増額するもの 

「目８ 支所及び出張所費」 

 公用車を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行う体

制を整備することに伴い、「消耗品費」を増額するもの 

「目１２ 地域活動推進費」 

 市民活動推進基金に寄附金、マッチングギフト方式による上乗せ分

及び利子等を積立てることに伴い、「積立金」を増額するもの 

「款３ 民生費」 

「項１ 社会福祉費」 

「目２ 障がい者福祉費」 

 地域生活支援事業費について、日中一時支援及び地域活動支援セン

ターの利用件数等の増加に伴い、「扶助費」を増額するもの 

 障がい児支援給付費について、児童発達支援、放課後等デイサービ

ス、保育所等訪問支援の利用件数等の増加に伴い、「扶助費」を増額

するもの 

「目７ 交通安全推進費」 

 幸町自転車駐車場のらせん階段の修繕のため、「修繕料」を増額す
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るもの 

「目９ 体育施設費」 

 公用車を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行う体

制を整備することに伴い、「消耗品費」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４年６月の児童手当に係る制度改正（特例給付の所得上限の設

定及び現況届の廃止）に向け、システム改修や制度周知等に従事する

職員に支給する「時間外勤務手当」を増額するもの 

「目２ 児童保育費」 

 令和４年６月の児童手当に係る制度改正（特例給付の所得上限の設

定及び現況届の廃止）に向け、システム改修や制度周知等を行うこと

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」、「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に備え、ＰＣＲ検査の実施件
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数の増加に対応するとともに、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整備する等のため、「報酬」、「通信運搬費」、

「委託料」、「使用料及び賃借料」、「備品購入費」を増額するもの 

「目３ 母子衛生費」 

 不育症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 

「目４ 環境衛生費」 

 公用車を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行う体制

を整備することに伴い、「消耗品費」を増額するもの 

「目７ 保健所費」 

 公用車を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行う体制

を整備することに伴い、「消耗品費」を増額するもの 

「項２ 清掃費」 

「目２ じんかい処理費」 

 収集車両等を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行う

体制を整備することに伴い、「消耗品費」、「備品購入費」を増額す

るもの 
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「款８ 土木費」 

「項２ 道路橋りょう費」 

「目３ 道路新設改良費」 

 歩行者、自転車等の安全性及び利便性向上を図るため、上赤羽根堤

線において、道路拡幅に向けた用地交渉を進めることに伴い、「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」 

 市道７１１５号線歩道整備事業について、香川駅前の整備用地に存

置する電柱及び地下ケーブル等の移設補償を行うことに伴い、「補償

補填及び賠償金」を増額するもの 

「目５ 公園費」 

 市営殿山水泳プール管理棟の屋上防水及びトイレ等の改修のため、

「工事請負費」を増額するもの 

「項５ 住宅費」 

「目１ 住宅管理費」 

 市営住宅家賃の滞納に伴う住宅明渡し等の請求の訴えを提起する

ことに伴い、「通信運搬費」、「手数料」を増額するもの 
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「款９ 消防費」 

「項１ 消防費」 

「目１ 常備消防費」 

 消防車両等を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行

う体制を整備することに伴い、「消耗品費」を増額するもの 

「目２ 非常備消防費」 

 消防車両等を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行

う体制を整備することに伴い、「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」 

 公用車を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行う体

制を整備することに伴い、「消耗品費」を増額するもの 

「項２ 小学校費」 

「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う取消料を負担するとともに、修学

旅行の行程及び手法等の一部見直しによるかかり増し経費が不要とな
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ったことに伴い、「補償補填及び賠償金」を減額するもの 

「項３ 中学校費」 

「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対策として、中学校３年

生の修学旅行を延期し、同一行程での実施ができない場合の取消料を

負担することに伴い、「補償補填及び賠償金」を増額するもの 

「項５ 社会教育費」 

「目２ 文化財保護費」 

 枯死により倒木・枝折れの恐れがある鶴嶺八幡宮参道松並木の樹木

を伐採することに伴い、「委託料」を増額するもの 

 文化資料館移転後の施設解体に向けたアスベスト含有調査を実施す

ることに伴い、「委託料」を増額するもの 

 （仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業について、建設工事等の

完了に目途が立ち、開館に向けた準備として、駐車場を整備するとと

もに既存施設の収蔵資料を移転することに伴い、「委託料」、「工事

請負費」を増額するもの 

（歳入） 

「款１１ 地方交付税」 
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 歳出の事業の財源として、「普通交付税」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、「障害児入所給付費等負担金」、「感染

症発生動向調査事業費負担金」、「市町村地域生活支援事業補助金」、

「子ども・子育て支援事業費補助金」を増額するもの 

 歳出の事業の財源として、「新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金」を減額するもの 

「款１６ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「障害児施設措置費（給付費等）負担金」、

「市町村地域生活支援事業補助金」、「新型コロナウイルス感染症緊

急包括支援補助金（医療分）」を増額するもの 

「款１８ 寄附金」 

 歳出の事業の財源として、「ふるさと基金寄附金」、「市民活動推

進基金寄附金」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」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」を減額するもの 
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「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」、「殿山水泳

プール整備事業債」、「（仮称）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業債」、

「臨時財政対策債」を増額するもの 

（繰越明許費の補正） 

 「市営プール管理運営事業」について、市営殿山水泳プール管理棟

の屋上防水及びトイレ等の改修において、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）茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業」について、駐車場及

び隣接河川の管理用通路の整備において、年度内の完了が見込めない

ため、次年度へ繰り越すもの 

（債務負担行為の補正） 

 「電子契約サービス使用料」について、市及び受注者双方の業務効

率化と利便性の向上に向け、電子契約サービスを導入するにあたり、

令和３年度中に事業着手が必要なため、債務負担行為を設定するもの 

 「ふるさと納税業務委託経費」について、令和４年度からのふるさ

と納税業務委託において、令和３年度中の事業着手が必要なため、債

務負担行為を設定するもの 
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 「市民意識調査委託経費」について、令和４年度の前期実施計画策

定において、コロナ禍を踏まえた市民意識を的確に反映させるための

市民意識調査委託について、令和３年度中の事業着手が必要なため、

債務負担行為を設定するもの 

 「公共施設産業廃棄物処理業務委託経費（市長部局）」について、

公共施設から排出される産業廃棄物処理委託業務において、令和３年

度中の事業着手が必要なため、債務負担行為を設定するもの 

 「公共施設産業廃棄物処理業務委託経費（教育委員会）」について、

公共施設から排出される産業廃棄物処理委託業務について、令和３年

度中の事業着手が必要なため、債務負担行為を設定するもの 

 「文化資料館収蔵資料等引越業務委託経費」について、文化資料館

の移転に伴う収蔵資料等の引越業務委託において、契約期間が令和４

年度にまたがるため、債務負担行為を設定するもの 

（地方債の補正） 

 歳出の事業の財源として、「殿山水泳プール整備事業債」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、「香川駅周辺整備事業債」、「（仮称）

茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業債」、「臨時財政対策債」を増額し



18 

 

たことに伴い、限度額を変更するもの 

 

議案第９９号 令和３年度茅ヶ崎市病院事業会計補正予

算（第３号）(議案書 P55～69) 

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５８，７５３千円減額

し、３３７，１５４千円とするもの 

第３条「収益的収入及び支出の補正」 

 収益的収入及び支出の既決予定額をそれぞれ３０３，６４０千円増

額し、収益的収入の予定額を１２，０８０，５４３千円とし、収益的

支出の予定額を１２，７３７，７７５千円とするもの 

収入の内容としては、注射薬等に係る入院収益及び外来収益を増額

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 

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５８，７００千円減額し、資本的収入の

予定額を９８３，９０２千円とし、資本的支出の既決予定額を５８，

７５３千円減額し、資本的支出の予定額を１，３６４，９１０千円と
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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３８１，０

０８千円については、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「企業債」を減額するもの 

支出の内容としては、市立病院の本館改修事業について、施工方法

の変更等に伴う「工事請負費」を増額及び空冷チラー更新工事及び外

来・病棟エアコン更新工事について、事業計画見直しに伴う「工事請

負費」を減額するもの 

第５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６条「企業債の補正」 

建設改良費の増額に伴い、財源となる市立病院本館改修事業に係る

企業債の限度額を変更するとともに、事業計画の見直しに伴う空冷チ

ラー更新工事及び外来・病棟エアコン更新工事を廃止するもの 

                                                              

議案第１００号 茅ヶ崎市工場立地に関する準則を定める

条例(議案書 P70～71) 
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緑地面積率等の基準について、経済産業大臣等により公表された製

造業等に係る工場等の立地に関する準則に代えて適用すべき準則を定

めることにより、工場等の建替えを促進するとともに、工場等の新設

を推進するためのもの 

 

議案第１０１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 P72～73) 

災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給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１０２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 P74) 

地域公共交通計画の作成及び実施に関する協議を茅ヶ崎市地域公共

交通会議において行うこととするためのもの 

 

議案第１０３号 茅ヶ崎市職員定数条例等の一部を改正

する条例(議案書 P75) 

寒川町の消防業務に関する事務の管理及び執行を受託することに伴
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い、消防職員の定数及び茅ヶ崎市消防署の管轄区域を改める等のため

のもの 

 

議案第１０４号 茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条

例(議案書 P76～79) 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進

等に関する法律の改正により、長期優良住宅建築等計画の認定基準の

うち、あらかじめ登録住宅性能評価機関に確認させることができるも

のが見直されたことに伴い、長期優良住宅建築等計画の認定等の申請

に対する審査に係る手数料の額を改めることとする等のためのもの 

 

議案第１０５号 茅ヶ崎市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び茅

ヶ崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例(議案書 P80～83) 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子

育て支援施設等の運営に関する基準等の改正に鑑み、特定教育・保育

施設等及び家庭的保育事業者等が行う記録、作成、保存等について、書
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面等に代えて電磁的記録により行うことができることとするためのもの 

 

議案第１０６号 茅ヶ崎市児童クラブ条例の一部を改正す

る条例(議案書 P84) 

児童クラブとして利用する建物の賃貸借契約の期間の満了に伴い、

茅ヶ崎市浜須賀第２児童クラブを移転するためのもの 

 

議案第１０７号 茅ヶ崎市道路占用料徴収条例等の一部

を改正する条例(議案書 P85～96) 

土地の価格の変動等に伴い、道路、水路及び準用河川の河川区域に

係る占用料の額を改定するためのもの 

 

議案第１０８号 茅ヶ崎市雨水貯留浸透施設に係る標識

の設置に関する条例の一部を改正する条例(議案書 P97) 

特定都市河川浸水被害対策法の改正に伴い、所要の規定を整備する

ためのもの 

 

議案第１０９号 固定資産評価審査委員会委員の選任に



23 

 

ついて(議案書 P98～100) 

固定資産評価審査委員会委員に 前田 史子 氏を選任するため

のもの 

 

議案第１１０号 指定管理者の指定について(議案書 P101) 

 茅ヶ崎市松林ケアセンターの指定管理者に社会福祉法人慶寿

会を指定するためのもの 

 

議案第１１１号 指定管理者の指定について(議案書 P102) 

茅ヶ崎市元町ケアセンターの指定管理者に社会福祉法人麗寿

会を指定するためのもの 

 

議案第１１２号 指定管理者の指定について(議案書 P103) 

萩園いこいの里及び茅ヶ崎市萩園ケアセンターの指定管理者

に社会福祉法人翔の会を指定するためのもの 

 

議案第１１３号 指定管理者の指定について(議案書 P104) 

 茅ヶ崎市柳島キャンプ場の指定管理者に株式会社塚原緑地研
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究所を指定するためのもの 

 

議案第１１４号 訴えの提起について(議案書 P105) 

市営住宅家賃の滞納に伴う建物明渡等請求事件について訴え

を提起するためのもの 

 

議案第１１５号 公の施設の区域外設置に関する協議に

ついて(議案書 P106～109) 

河童徳利ひろばを寒川町の区域内に設置し、同施設を維持管理

していくことについて、寒川町と協議するもの 

 

議案第１１６号の１～６ 市道路線の認定について(議案書

P110～127) 

 １ 小桜町地内の道路で、市内在住の個人により築造され、本

市に帰属したもの 

 ２ 東海岸北三丁目地内の道路で、株式会社飯田産業により築

造され、本市に帰属したもの 

 ３ 菱沼海岸地内の道路で、株式会社ハートフルステージによ

り築造され、本市に帰属したもの 
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 ４ 中島地内の道路で、株式会社ハートフルステージにより築

造され、本市に帰属したもの 

 ５ 本村三丁目地内の道路で、有限会社インテグラルにより築

造され、本市に帰属したもの 

 ６ 今宿地内の道路で、ホームポジション株式会社により築造

され、本市に帰属したもの 

 

報告第１９号 専決処分の報告について(議案書 P128) 

 令和３年７月１４日午後１時２２分頃、南湖四丁目２０番１９

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、対向車を避けるために車両を左側に寄せたところ、相手方

のブロック塀に接触し、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２０号 専決処分の報告について(議案書 P129) 

 令和３年８月１２日午前１１時１０分頃、甘沼７３４番地１地

先において、環境事業センター職員がごみ収集車を転回したとこ

ろ、相手方のブロック塀に接触し、損傷を与えたため、これに対

する修理費相当額を賠償したもの 


