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議案第７９号 令和４年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第

１０号）(議案書 P1～41) 

 歳入歳出それぞれ４４０，８８２千円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ８６，６０５，２１０千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 議会費」 

「項１ 議会費」 

「目１ 議会費」 

 年度末に不足が見込まれる経費を増額するとともに、人事院による

国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額及び勤勉手当

の額を改定することに伴い、「給料」、「扶養手当」、「地域手当」、

「住居手当」、「通勤手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、

「管理職手当」、「共済費」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、市議会における会議でのペーパーレス化やウェブ会議等

を推進するため、タブレット端末等を導入することに伴い、「消耗品

費」、「通信運搬費」、「備品購入費」を増額するもの 

「款２ 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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

 職員の出張について、当初見込みを上回る件数の増加に伴い、「普

通旅費」を増額するもの 

「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、ペーパーレス化の徹底及びウェブ会議等を一層推進する

ため、タブレット端末等を導入することに伴い、「消耗品費」、「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 

 令和５年４月１日付けの組織改正に向け、レイアウト変更や什器の

移設、庁舎サインの改修等の準備作業を行うことに伴い、「消耗品費」、

「委託料」、「使用料及び賃借料」、「備品購入費」を増額するもの 

「項２ 徴税費」 

「目１ 税務総務費」 
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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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

「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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

「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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

「目５ 市長選挙費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「時間外勤務手当」を増

額するもの 

「目６ 参議院議員通常選挙費」 
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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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「時間外勤務手当」を増

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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「共済費」を増額するもの 

「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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共

済費」を増額するもの 

「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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、
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「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定し、国民健康保険事業特別会計において職

員給与費等を増額することに伴い、「繰出金」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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定し、介護保険事業特別会計において職員給

与費等を増額することに伴い、「繰出金」を増額するもの 

「目４ 老人福祉費」 

 年度末に不足が見込まれる経費を増額するとともに、人事院による

国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額及び勤勉手当

の額を改定し、後期高齢者医療事業特別会計において職員給与費等を

増額することに伴い、「繰出金」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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

「項３ 生活保護費」 
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「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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」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」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定し、病院事業会計において職員給与費等を

増額することに伴い、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

 物価高騰の影響を受ける医療機関や薬局等の負担を軽減し、事業運

営を支援することに伴い、「報酬」、「費用弁償」、「消耗品費」、

「印刷製本費」、「通信運搬費」、「負担金補助及び交付金」を増額

するもの 

「項２ 清掃費」 
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「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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

「款５ 労働費」 

「項１ 労働諸費」 

「目１ 労働諸費」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「共済費」を増額するもの 

「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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「共済費」を増額するもの 

「項２ 水産業費」 

「目１ 水産業振興費」 
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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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

「款７ 商工費」 

「項１ 商工費」 

「目１ 商工振興費」 

 年度末に不足が見込まれる経費を増額するとともに、人事院による

国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額及び勤勉手当

の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、「住居手当」、

「通勤手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「管理職手

当」、「共済費」を増額するもの 

「款８ 土木費」 

「項１ 土木管理費」 

「目１ 土木総務費」 

 年度末に不足が見込まれる経費を増額するとともに、人事院による

国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額及び勤勉手当

の額を改定することに伴い、「給料」、「扶養手当」、「地域手当」、

「住居手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」
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を増額するもの 

「項２ 道路橋りょう費」 

「目１ 道路橋りょう総務費」 

 年度末に不足が見込まれる経費を増額するとともに、人事院による

国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額及び勤勉手当

の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、「期末勤勉手

当」、「時間外勤務手当」、「管理職手当」、「管理職員特別勤務手

当」、「共済費」を増額するもの 

「目３ 道路新設改良費」 

 年度末に不足が見込まれる経費を増額するとともに、人事院による

国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額及び勤勉手当

の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、「期末勤勉手

当」、「管理職手当」、「共済費」を増額するもの 

「項３ 河川費」 

「目１ 河川総務費」 

 年度末に不足が見込まれる経費を増額するとともに、人事院による

国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額及び勤勉手当

の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、「通勤手当」、
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「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

「項４ 都市計画費」 

「目１ 都市計画総務費」 

 年度末に不足が見込まれる経費を増額するとともに、人事院による

国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額及び勤勉手当

の額を改定することに伴い、「給料」、「扶養手当」、「地域手当」、

「通勤手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「管理職員

特別勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

 年度末に不足が見込まれる経費を増額するとともに、人事院による

国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額及び勤勉手当

の額を改定することにより、公共下水道事業会計において職員給与費

等を増額することに伴い、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

 年度末に不足が見込まれる経費を増額するとともに、人事院による

国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額及び勤勉手当

の額を改定することにより、公共下水道事業会計において職員給与費

等を増額することに伴い、「投資及び出資金」を増額するもの 

 物価高騰の影響を受けるバス事業者やタクシー事業者に対し、燃料

費高騰による影響を軽減するため、「負担金補助及び交付金」を増額
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するもの 

「目３ 街路事業費」 

 年度末に不足が見込まれる経費を増額するとともに、人事院による

国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額及び勤勉手当

の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、「期末勤勉手

当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

「項５ 住宅費」 

「目１ 住宅管理費」 

 年度末に不足が見込まれる経費を増額するとともに、人事院による

国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額及び勤勉手当

の額を改定することに伴い、「給料」、「扶養手当」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「管理職手当」、「共済費」

を増額するもの 

「款９ 消防費」 

「項１ 消防費」 

「目１ 常備消防費」 

 年度末に不足が見込まれる経費を増額するとともに、人事院による

国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額及び勤勉手当
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の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、「住居手当」、

「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「管理職手当」、「特殊勤

務手当」、「共済費」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」 

 人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

「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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「共済費」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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「期末勤勉手当」、「共
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済費」を増額するもの 

「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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

「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、職員の給料月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

「目４ 青少年対策費」 

 白浜町青少年広場を返還するため、原状復帰を行うことに伴い、「工

事請負費」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感染症対応地方創

生臨時交付金」、「新たな子育て家庭支援基盤整備事業費補助金」を
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増額するもの 

「款１６ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「参議院議員通常選挙費委託金」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、「保健所業務受託事業収入」、「斎場運

営管理受託事業収入」、「ごみ焼却処理施設運営管理受託事業収入」、

「消防業務受託事業収入」を増額するもの 

（繰越明許費） 

 「組織改正関連経費」について、令和５年４月１日付けの組織改正

に係るレイアウト変更等において、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 

 「青少年広場整備事業」について、白浜町青少年広場フェンス及び

遊具撤去工事において、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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議案第８０号 令和４年度茅ヶ崎市一般会計補正予算（第

１１号）(議案書 P42～72) 

 歳入歳出それぞれ６３８，４１１千円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ８７，２４３，６２１千円とするもの 

（歳出） 

「款２ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目４ 財政管理費」 

 企業版ふるさと納税を活用し、市内施設等においてふるさと納税と

しての寄附を行い、その場で返礼品を受け取ることができるシステム

の導入に伴い、「委託料」を増額するもの 

 ふるさと基金に寄附金を積み立てることに伴い、「積立金」を増額

するもの 

「目７ 企画費」 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、非対面のウ

ェブ会議を推進するため、個室空間を創出できる専用ワークブースの

導入に伴い、「消耗品費」、「備品購入費」を増額するもの 

「目８ 支所及び出張所費」 



16 

 

 辻堂駅前出張所について、原油価格の高騰による電気料金の上昇等

に伴い、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

 香川駅前出張所について、原油価格の高騰による電気料金の上昇等

に伴い、「光熱水費」を増額するもの 

 ハマミーナ出張所について、原油価格の高騰による電気料金の上昇

等に伴い、「負担金補助及び交付金」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 

 （仮称）松林地区地域集会施設の整備に向けて、予定地の地質調査

を行うことに伴い、「委託料」を増額するもの 

「目１３ 文化行政費」 

 茅ヶ崎ゆかりの人物館について、原油価格の高騰による電気料金の

上昇等に伴い、「光熱水費」を増額するもの 

 ハマミーナまなびプラザについて、原油価格の高騰による電気料金

の上昇等に伴い、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

 ネスパ茅ヶ崎ビルについて、原油価格の高騰による電気料金の上昇

等に伴い、「光熱水費」を増額するもの 
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 ロシアによるウクライナ侵攻により、同国から他国への避難を余儀

なくされた方が、地域で安全、安心な暮らしを送るため、市内の避難

民の方への支援金を給付することに伴い、「負担金補助及び交付金」

を増額するもの 

「目１４ 防災対策費」 

 神奈川県流域下水道整備事務所柳島水再生センターに設置する海面

監視カメラについて、原油価格の高騰による電気料金の上昇等に伴い、

「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

 防災行政用無線屋外拡声子局について、原油価格の高騰による電気

料金の上昇等に伴い、「光熱水費」を増額するもの 

「項２ 徴税費」 

「目２ 賦課徴収費」 

 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、滞納処分への早期着手及び早期解決を図り、市税等の徴

収率の更なる向上のため、ＩＣＴを活用した預金等調査のオンライン

化を行うことに伴い、「通信運搬費」を増額するもの 

「項３ 戸籍住民基本台帳費」 

「目１ 戸籍住民基本台帳費」 
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 戸籍事務へのマイナンバー制度の導入に関するシステム改修等にお

ける生体認証機等の導入について、国庫補助金の上限額の拡大を踏ま

えた調達方法の見直しに伴い、「委託料」を増額するとともに、「使

用料及び賃借料」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」 

 茅ヶ崎市社会福祉協議会事務所等について、原油価格の高騰による

電気料金の上昇等に伴い、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

 介護保険事業特別会計において、県が運営する介護保険指定機関等

管理システム改修事業及び認定調査に係る経費を増額することに伴

い、「繰出金」を増額するもの 

 香川駅前及び本宿町自転車駐車場内の街頭緊急通報装置街角マモル

君について、原油価格の高騰による電気料金の上昇等に伴い、「光熱

水費」を増額するもの 

 地区ボランティアセンターについて、原油価格の高騰による電気料

金の上昇等に伴い、「光熱水費」、「負担金補助及び交付金」を増額

するもの 
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「目２ 障がい者福祉費」 

 かながわ自立支援給付費等システムの再構築において、帳票類やデ

ータ移行作業等の追加のほか、機器調達方法の変更等に伴い、「委託

料」を増額するもの 

 介護給付費について、生活介護や施設入所支援等の平均単価等が増

加したほか、令和４年度障害福祉サービス等報酬改定における「福祉・

介護職員等ベースアップ等支援加算」の創設に伴い、「扶助費」を増

額するもの 

 訓練等給付費について、共同生活援助、就労継続支援Ｂ型等の利用

件数が増加したほか、令和４年度障害福祉サービス等報酬改定におけ

る「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の創設に伴い、「扶

助費」を増額するもの 

 障がい児支援給付費について、児童発達支援や放課後等デイサービ

ス等の利用件数が増加したほか、令和４年度障害福祉サービス等報酬

改定における「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の創設に

伴い、「扶助費」を増額するもの 

「目３ 社会福祉施設費」 

 生きがい会館について、原油価格の高騰による電気料金の上昇等に
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伴い、「光熱水費」を増額するもの 

「目４ 老人福祉費」 

 地域包括支援センターについて、原油価格の高騰による電気料金の

上昇等に伴い、「光熱水費」、「負担金補助及び交付金」を増額する

もの 

「目５ 老人福祉施設費」 

 老人福祉センターについて、原油価格の高騰による電気料金の上昇

等に伴い、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「項２ 児童福祉費」 

「目１ 児童福祉総務費」 

 養育医療給付事業において、当初の想定を超える申請件数の増加等

により、給付費に不足が見込まれるため、「扶助費」を増額するもの 

「目４ 児童福祉施設費」 

 公立保育園について、原油価格の高騰による電気料金の上昇等に伴

い、「燃料費」、「光熱水費」、「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」 

 ファミリーサポートセンターについて、原油価格の高騰による電気
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料金の上昇等に伴い、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

 子育て支援センターについて、原油価格の高騰による電気料金の上

昇等に伴い、「光熱水費」、「負担金補助及び交付金」を増額するも

の 

「項３ 生活保護費」 

「目１ 生活保護総務費」 

 生活保護における医療扶助制度の適正かつ効率的な運営を促進する

とともに、生活保護受給者の利便性の向上を図るため、令和５年度中

のマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認の導入に向けた

システム改修等を行うことに伴い、「通信運搬費」、「委託料」、「備

品購入費」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状況を踏まえ、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、相談・患者対応などに係

る業務を行うため、「手数料」、「委託料」、「使用料及び賃借料」、

「負担金補助及び交付金」、「扶助費」を増額するもの 
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「目４ 環境衛生費」 

 斎場について、火葬件数の増加や原油価格の高騰による燃料価格の

上昇に伴い、「燃料費」を増額するもの 

「目６ 地域医療センター費」 

 休日・夜間急患診療所及び調剤薬局について、コロナ禍における検

査体制や診療体制を維持する一方で、利用者の減少やＰＣＲ検査に係

る診療報酬単価の減額による診療報酬の減少により、運営に要する委

託料に不足が生じることに伴い、「委託料」を増額するもの 

 地域医療センターについて、原油価格の高騰による電気料金の上昇

等に伴い、「光熱水費」を増額するもの 

「款７ 商工費」 

「項１ 商工費」 

「目２ 観光費」 

 サザンビーチちがさき海水浴場において、誰もが自由に、安全に楽

しめる海水浴場を目指すバリアフリービーチを実施するため、車いす

等でも砂浜での移動が可能となるバリアフリーマットを購入すること

に伴い、「備品購入費」を増額するもの 

「款８ 土木費」 
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「項２ 道路橋りょう費」 

「目１ 道路橋りょう総務費」 

 国道１号地下横断歩道について、新型コロナウイルス感染症の感染

動向の変化による人流の回復を受けたエレベータ利用の増加のほか、

原油価格の高騰による電気料金の上昇等に伴い、「光熱水費」を増額

するもの 

「項４ 都市計画費」 

「目１ 都市計画総務費」 

 原油価格の高騰による電気料金の上昇等により、公共下水道事業会

計における相模川流域下水道維持管理費負担金が増額となることに伴

い、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「項５ 住宅費」 

「目１ 住宅管理費」 

 市営住宅について、原油価格の高騰による電気料金の上昇等に伴い、

「光熱水費」を増額するもの 

「款９ 消防費」 

「項１ 消防費」 

「目１ 常備消防費」 
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 本署や分署、出張所等の消防施設について、原油価格の高騰による

電気料金の上昇等に伴い、「燃料費」、「光熱水費」を増額するもの 

 救急件数の増加への対応のほか、原油価格の高騰による燃料価格の

上昇に伴い、「燃料費」を増額するもの 

「目２ 非常備消防費」 

 消防団施設について、原油価格の高騰による電気料金の上昇等に伴

い、「光熱水費」を増額するもの 

「款１０ 教育費」 

「項２ 小学校費」 

「目１ 学校管理費」 

 小学校について、原油価格の高騰による電気料金の上昇等に伴い、

「光熱水費」を増額するほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止対策として、電話や郵送等の非対面・非接触の連絡機会の増加に

伴い、「通信運搬費」を増額するもの 

「目２ 教育振興費」 

 ＧＩＧＡスクール構想の推進のため、鶴が台小学校など、児童数の

増加に応じた普通教室の整備に合わせ大型モニターを購入することに

伴い、「備品購入費」を増額するもの 
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「項３ 中学校費」 

「目１ 学校管理費」 

 中学校について、原油価格の高騰による電気料金の上昇等に伴い、

「光熱水費」を増額するほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止対策として、電話や郵送等の非対面・非接触の連絡機会の増加に

伴い、「通信運搬費」を増額するもの 

「目２ 教育振興費」 

 ＧＩＧＡスクール構想の推進のため、浜須賀中学校など、生徒数の

増加に応じた普通教室の整備に係る無線ＬＡＮ環境を構築するととも

に、大型モニターを購入することに伴い、「委託料」、「備品購入費」

を増額するもの 

「項４ 学校給食費」 

「目１ 学校給食管理費」 

 小学校の給食調理場について、原油価格の高騰によるガス料金の上

昇等に伴い、「燃料費」、「光熱水費」を増額するもの 

 選択制デリバリー方式による中学校給食の実施に向け、調理施設か

らの給食の配送を受ける各中学校の配膳室整備に向けた設計を行うこ

とに伴い、「委託料」を増額するもの 
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「項５ 社会教育費」 

「目３ 公民館費」 

 鶴嶺公民館について、原油価格の高騰による電気料金の上昇等に伴

い、「光熱水費」を増額するもの 

「目５ 青少年施設費」 

 青少年会館について、原油価格の高騰による電気料金の上昇等に伴

い、「光熱水費」を増額するもの 

「目６ 図書館費」 

 図書館本館及びハマミーナ図書室について、原油価格の高騰による

電気料金の上昇等に伴い、「光熱水費」「負担金補助及び交付金」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１１ 地方交付税」 

 歳出の事業の財源として、「普通交付税」を減額するもの 

「款１５ 国庫支出金」 

 歳出の事業の財源として、「自立支援給付費負担金」、「障害児入
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所給付費等負担金」、「養育医療給付費負担金」、「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」、「社会保障・

税番号制度推進事業補助金」、「新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金」、「社会保障・税番号制度システム整備費等補助金」

を増額するもの 

「款１６ 県支出金」 

 歳出の事業の財源として、「自立支援給付費負担金」、「障害児施

設措置費（給付費等）負担金」、「養育医療給付費負担金」、「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」、「企業版ふるさと納税寄附金」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」を増額するもの 

「款２１ 諸収入」 
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 歳出の事業の財源として、「斎場運営管理受託事業収入」、「消防

業務受託事業収入」、「生きがい会館管理費自己負担金」、「地域医

療センター管理運営費負担金」を増額するもの 

「款２２ 市債」 

 歳出の事業の財源として、「臨時財政対策債」を増額するもの 

（繰越明許費の補正） 

 「粗大ごみ処理施設整備事業」について、粗大ごみ処理施設整備・

運営事業者選定業務委託において、同施設の整備・運営事業の入札不

調により、事業契約年度を令和５年度に延期することに伴い、事業者

選定業務の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 

 「観光総務管理経費」について、バリアフリーマットの納品におい

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 

 「中学校給食施設整備事業」について、中学校配膳室整備設計業務

委託において、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 

（債務負担行為の補正） 

 「庁舎総合管理業務委託経費」について、令和５年度からの市庁舎

（本庁舎・分庁舎）の総合管理業務委託において、令和４年度中の事
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業着手が必要なため、債務負担行為を設定するもの 

 「コミュニティホール管理業務委託経費」について、令和５年度か

らのコミュニティホール集会室等の管理業務委託において、令和４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 

 「（仮称）松林地区地域集会施設設計委託経費」について、令和４

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 

 「生活保護システム医療扶助オンライン資格確認対応業務委託経費」

について、令和４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に係る処理委託業務において、令

和４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 

 「茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設整備事業者選定業務

委託経費」について、粗大ごみ処理施設整備・運営事業者選定業務委

託において、同施設の整備・運営事業の入札不調により、事業契約年

度を令和５年度に延期することに伴い、事業者の選定を改めて実施す

ることに伴う契約期間の延長及び委託経費の増加に対応するため、債

務負担行為を設定するもの 
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 「茅ヶ崎駅北口広場及び地下道等保安業務委託経費」について、令

和５年度からの茅ヶ崎駅北口広場及び地下道等保安業務委託におい

て、令和４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に係る処理委託業務において、令

和４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 

 「がん検診等受診券作成業務委託経費」について、がん検診等の受

診券作成及び発送業務において、物価高騰による委託単価の上昇に対

応するため、債務負担行為の限度額を変更するもの 

 「茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設整備・運営事業経費

（設計・建設分）」について、粗大ごみ処理施設整備・運営事業にお

いて、同事業の入札不調により、事業契約年度を令和５年度に延期す

ることに伴い、設計・建設に係る期間を延伸するほか、物価高騰によ

る建設価格の高騰に対応するため、債務負担行為の期間及び限度額を

変更するもの 

 「茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設整備・運営事業経費

（管理運営分）」について、粗大ごみ処理施設整備・運営事業におい
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て、同事業の入札不調により、事業契約年度を令和５年度に延期する

ことに伴い、管理運営に係る期間を延伸するため、債務負担行為の期

間を変更するもの 

 「茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理施設整備・運営事業設計

施工監理業務委託経費」について、粗大ごみ処理施設整備・運営事業

設計施工監理業務委託において、同施設の整備・運営事業の入札不調

により、事業契約年度を令和５年度に延期することに伴い、令和４年

度中に設計施工監理に係る事業着手が見込めないため、債務負担行為

を廃止するもの 

（地方債の補正） 

 歳出の事業の財源として、「臨時財政対策債」を増額したことに伴

い、限度額を変更するもの 

 

議案第８１号 令和４年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特

別会計補正予算（第３号）(議案書 P73～82) 

歳入歳出それぞれ１，５６２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ２２，６９０，９０１千円とするもの 

（歳出） 
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「款１ 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、職員の給与月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

（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」を増額するもの 

 

議案第８２号 令和４年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特

別会計補正予算（第４号）(議案書 P83～87) 

 特定健康診査の受診券作成及び発送業務について、物価高騰による

委託単価の上昇に対応するため、債務負担行為の限度額を変更するも

の。 

 



33 

 

議案第８３号 令和４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 P88～98) 

歳入歳出それぞれ４，６２１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、

歳入歳出それぞれ４,１６６,６２１千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

年度末に不足が見込まれる経費を増額するとともに、人事院による

国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給与月額及び勤勉手当

の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、「期末勤勉手

当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

（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」を増額するもの 
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議案第８４号 令和４年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会

計補正予算（第２号）(議案書 P99～108) 

歳入歳出それぞれ２，４５６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳

入歳出それぞれ１８，２５６，９３２千円とするもの 

（歳出） 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給与月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

「款３ 地域支援事業費」 

「項３ 包括的支援事業費・任意事業費」 

「目１ 包括的支援事業費」 

人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給与月

額及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「地域手当」、

「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、「共済費」を増額するもの 

（歳入） 
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「款１ 介護保険料」 

歳出の事業の財源として、「被保険者保険料」を増額するもの 

「款３ 国庫支出金」 

歳出の事業の財源として、「地域支援事業交付金」を増額するもの 

「款５ 県支出金」 

歳出の事業の財源として、「地域支援事業交付金」を増額するもの 

「款６ 繰入金」 

歳出の事業の財源として、「職員給与費等繰入金」、「地域支援事業繰

入金」を増額するもの 

「款９ 諸収入」 

歳出の事業の財源として、「在宅医療介護連携推進事業費負担金」を増

額するもの 

 

議案第８５号 令和４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 P109～117) 

歳入歳出それぞれ８，９７９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳

入歳出それぞれ１８，２６５，９１１千円とするもの 

（歳出） 



36 

 

「款１ 総務費」 

「項１ 総務管理費」 

「目１ 一般管理費」 

県が運営する介護保険指定機関等管理システムの改修に係る市町村

負担金の確定に伴い、「負担金補助及び交付金」を増額するもの 

「項３ 介護認定審査費」 

「目２ 認定調査費」 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から導入して

いた要介護等認定の有効期間を延長する臨時的取扱を縮小したことに

より、主治医意見書の作成依頼手数料及び要介護等認定調査の委託件

数が増加することに伴い、「手数料」、「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８６号 令和４年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計
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補正予算（第２号）(議案書 P119～131) 

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に１，９５２千円追加し、５，７４１，８

０４千円とするとともに、収益的支出の既決予定額に３，７９７千円

追加し、５，３５５，６３９千円とするもの 

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に３，５４６千円追加し、２，８４４，９

１１千円とするとともに、資本的支出の既決予定額に４，３３５千円

追加し、４，７７３，８４１千円とするもの 

 内容としては、年度末に不足が見込まれる経費を増額するとともに、

人事院による国家公務員の給与に関する勧告に鑑み、職員の給料月額

及び勤勉手当の額を改定することに伴い、「給料」、「扶養手当」、

「地域手当」、「通勤手当」、「期末勤勉手当」、「時間外勤務手当」、

「管理職手当」、「法定福利費」を増額し、その財源である「一般会

計負担金」、「一般会計出資金」を増額するもの 

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に８，１３２千円追加し、２５９，８６３

千円とするもの 
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議案第８７号 令和４年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計

補正予算（第３号）(議案書 P133～141) 

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に１８，８２２千円追加し、５，７６０，

６２６千円とするとともに、収益的支出の既決予定額に１３５，３９

７千円追加し、５，４９１，０３６千円とするもの 

内容としては、相模川流域下水道維持管理費負担金について、県に

おける電気料金高騰に伴う見直しにより当初予算より増額となること

に伴い、「負担金」を増額し、その財源である「一般会計負担金」を

増額するもの 

 

議案第８８号 令和４年度茅ヶ崎市病院事業会計補正予

算（第４号）(議案書 P142～153) 

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に５，７３８千円追加し、収益的収入の予

定額を１２，３１８，６６６千円とし、収益的支出の既決予定額に３

５，２３２千円追加し、収益的支出の予定額を１３，００９，４２４
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千円とするもの 

 収入の内容としては、支出の財源となる「一般会計負担金」を増額

するもの 

支出の内容としては、人事院による国家公務員の給与に関する勧告

に鑑み､職員に支給する給与、手当の額等を改定することに伴い､「医

師給」､「看護師給」､「医療技術員給」､「事務員給」､「医師手当」､

「看護師手当」､「医療技術員手当」､「事務員手当」､「法定福利費」

を増額するもの 

 

議案第８９号 個人情報の保護に関する法律施行条例 (議

案書 P154～156) 

個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定め

ることにより、個人情報の適正な取扱いの確保を図るためのもの 

 

議案第９０号 茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護審査会

条例 (議案書 P157～160) 

茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護審査会の設置、組織及び運営に関

し必要な事項を定めるためのもの 
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議案第９１号 茅ヶ崎市病院事業職員の給与の種類及び

基準に関する条例 (議案書 P161～166) 

病院事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴い、そ

の職員の給与の種類及び基準を定めるためのもの 

 

議案第９２号 茅ヶ崎市事務分掌条例等の一部を改正す

る条例 (議案書 P167～172) 

組織マネジメントの強化を図り、複雑化する行政課題に適切に対応

できる組織体制を確立するためのもの 

 

議案第９３号 茅ヶ崎市附属機関設置条例等の一部を改

正する条例(議案書 P173～177) 

個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、茅ヶ崎市個人情報保護

条例を廃止するほか、関係条例の規定を整備するためのもの 

 

議案第９４号 茅ヶ崎市職員の定年等に関する条例等の

一部を改正する等の条例 (議案書 P178～198) 

地方公務員法の改正に伴い、職員の定年の年齢を引き上げるととも

に、管理監督職勤務上限年齢による降任等を行い、及び定年前再任用
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短時間勤務職員を任用するために必要な事項を定める等のためのもの 

 

議案第９５号 茅ヶ崎市職員退職手当条例の一部を改正

する条例 (議案書 P199) 

雇用保険法の改正に伴い失業者の退職手当の支給期間に係る特例を

定めるとともに、国家公務員に準じて非常勤職員の退職手当の支給要

件を緩和するためのもの 

 

議案第９６号 茅ヶ崎市手数料条例の一部を改正する条

例 (議案書 P200) 

動物の愛護及び管理に関する法律に基づきマイクロチップ登録情報

の通知を受けることにより狂犬病予防法の規定による犬の登録に必要

な情報を収集することができることから、マイクロチップが装着され

ている犬の登録に係る事務の手数料を徴収しないこととする等のため

のもの 

 

議案第９７号 茅ヶ崎市病院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 P201～204) 
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病院事業の経営形態を見直し、地方公営企業法の規定の全部を適用

することにより、病院事業の経営をより自立的なものとするためのも

の 

 

議案第９８号 工事請負契約の締結について(議案書 P205～

207) 

 浜園橋橋りょう整備工事（上部工）の工事請負契約を締結する

ためのもの 

 

議案第９９号 工事請負契約の変更について(議案書 P208) 

浜園橋橋りょう整備工事（下部工）の請負契約について、既設橋台

を撤去するため解体を行う予定であったが、当初計画していた解体方

法に変更が生じたこと等により、令和４年度分の契約金額を増額する

ためのもの 

 

議案第１００号 指定管理者の指定について(議案書 P209) 

 茅ヶ崎市民文化会館の指定管理者に公益財団法人茅ヶ崎市文化・ス

ポーツ振興財団を指定するためのもの 
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議案第１０１号 指定管理者の指定について(議案書 P210) 

茅ヶ崎市営浜須賀水泳プール及び茅ヶ崎市営殿山水泳プールの指定

管理者にハヤシグループを指定するためのもの 

 

議案第１０２号の１～７ 市道路線の認定について(議案書

P211～231) 

 １ ひばりが丘地内の道路で、大和ハウス工業株式会社が築造

し、本市に帰属したもの 

 ２ 浜須賀地内の道路で、株式会社ハートフルステージが築造

し、本市に帰属したもの 

 ３ 鶴が台地内の道路で、株式会社東栄住宅が築造し、本市に

帰属したもの 

 ４ 矢畑地内の道路で、株式会社ティーズエステートが築造

し、本市に帰属したもの 

 ５ 萩園地内の道路で、株式会社東栄住宅が築造し、本市に帰

属したもの 

 ６ 萩園地内の道路で、株式会社東栄住宅が築造し、本市に帰

属したもの 

 ７ 香川二丁目地内の道路で、積水化学工業株式会社が築造
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し、本市に帰属したもの 

 

報告第２７号 専決処分の報告について(議案書 P232) 

 令和４年４月９日午前２時頃、赤羽根２２６３番地先において、相

手方が軽自動車で走行していたところ、道路に生じていた穴を通過し

たことにより、左側前輪及び左後輪に損害を与えたため、これに対す

る修理費を賠償したもの 

 

報告第２８号 専決処分の報告について(議案書 P233) 

 令和４年６月７日午後２時頃、芹沢４１９２番地先において、相手

方が普通自動二輪車で走行していたところ、道路に堆積した泥により

転倒し、損害を与えたため、これに対する修理費を賠償したもの 

 

報告第２９号 専決処分の報告について(議案書 P234) 

令和４年６月１０日午前１０時００分頃、東海岸南三丁目２番

２１号先において、公園緑地課職員が運転するごみ収集車が左折

しようとしたところ、相手方の外構に接触し、損傷を与えたため、

これに対する修理費を賠償したもの 
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報告第３０号 専決処分の報告について(議案書 P235) 

令和４年７月１８日午前９時４３分頃、香川六丁目２８番５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右折

しようとしたところ、段差によって車体が傾き、相手方所有の屋

外広報掲示板に接触し、損傷を与えたため、これに対する修理費

を賠償したもの 


