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令和２年第４回鹿嶋市議会定例会提出議案説明書 

 

議案第５０号 令和２年度鹿嶋市一般会計補正予算（第１０号） 

       【政策企画部 財政課】 

 

１ 歳入歳出予算の補正について 

  既定の歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ 5 億 54 万 8 千円を追加し，総

額 337億 3,067万 5千円となりました。 

  歳入の主なものとしましては，普通交付税による地方交付税の増 1 億 5,186 万 5

千円，新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などによる国庫支出金

の増 1億 6,178万 6千円，土地売払収入による財産収入の増 7,528万円，財政調整

基金繰入金などによる繰入金の減 2億 9,283万 2千円，臨時財政対策債などによる

市債の増 2億 5,150万円などを見込みました。 

  歳出の主なものとしましては，扶助費などによる自立支援給付事業 1億 8,479万

3 千円，新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援給付金などによる救急医療

対策経費 4,614万 5千円，団体宿泊費助成金による観光関係事務経費 1,800万円，

道路維持補修工事費による道路維持補修費 3,900万円，大規模改造工事費などによ

る中学校大規模改造事業 6,770万円などを計上しました。 

 

２ 繰越明許費について 

 繰越明許費は，総合戦略推進事業を設定しました。 

 

３ 債務負担行為の補正について 

  債務負担行為は，老人福祉センター指定管理料，給食調理委託料，鹿島地方事務

組合分担金（広域ごみ中継施設整備事業分），道路維持補修工事費，高松緑地公園

（公園部）指定管理料，どきどきセンター指定管理料，鹿嶋勤労文化会館指定管

理料，スポーツセンター等指定管理料，北海浜多目的球技場等体育施設指定管理

料について新たに設定しました。 

 

４ 地方債の補正について 

  市債は，中学校大規模改造事業，臨時財政対策債について限度額を変更しました。 

 

 

議案第５１号 令和２年度鹿嶋市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

       【健康福祉部 国保年金課】 

 

 既定の歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ 2,521 万 7 千円を追加し，総額
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74億 5,296万 4千円となりました。 

 歳入としましては，繰越金の増 2,521万 7千円を見込みました。 

 歳出としましては，総務費の増 7 万 7 千円，国民健康保険事業費納付金の増 2,130

万円，諸支出金の増 384万円を計上しました。 

 

 

議案第５２号 令和２年度鹿嶋市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

       【健康福祉部 国保年金課】 

 

 既定の歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ 2,139万 8千円を追加し，総額 7

億 8,553万 6千円となりました。 

 歳入としましては，繰入金の増 2,049万 8千円，諸収入の増 90万円を見込みまし

た。 

 歳出としましては，後期高齢者医療広域連合納付金の増 2,049万 8千円，諸支出金

の増 90万円を計上しました。 

 

 

議案第５３号 令和２年度鹿嶋市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

       【福祉事務所 介護長寿課】 

 

 既定の歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ 2,365万 7千円を追加し，総額

45億 5,098万 9千円となりました。 

 歳入としましては，国庫支出金の増 823万 4千円，支払基金交付金の増 930万 5千

円，県支出金の増 430万 8千円，繰入金の増 181万円を見込みました。 

 歳出としましては，保険給付費の増 2,470万 9千円，地域支援事業費の増 976万 1

千円，総務費の減 206万円，積立金の減 875万 3千円を計上しました。 

 

 

議案第５４号 令和２年度鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業

特別会計補正予算（第１号） 

       【都市整備部 区画整理事務所】 

 

 既定の歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ 1,417 万円を追加し，総額 1 億

4,417万円となりました。 

 歳入としましては，平井東部土地区画整理事業基金繰入金の増 1,417万円を見込み

ました。 

 歳出としましては，補償，補填及び賠償金の増 1,417万円を計上しました。 
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議案第５５号 令和２年度鹿嶋市下水道事業会計補正予算（第２号） 

       【都市整備部 下水道課】 

 

 収益的収支については，既定の収入予算総額に増減はありませんが，既定の支出予

算総額に，営業費用 7万円を追加し，総額 14億 4,328万 3千円となりました。 

 資本的収支については，既定の収入予算総額に増減はありませんが，既定の支出予

算総額に，建設改良費 3 万 9 千円を追加し，総額 11 億 2,349 万 4 千円となりました。 

 

 

議案第５６号 鹿嶋市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

       【政策企画部 財政課】 

 

 今回の改正は，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

る法律の改正により，個人番号通知カードが廃止されたことに伴い，同カードの再交

付手数料に係る規定の削除等を行うため，条例の一部を改正するものです。 

 

 

議案第５７号 鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

       【総務部 人事課】 

 

 今回の改正は，民間給与との較差是正のための人事院勧告及び国家公務員に係る一

般職の給与に関する法律改正に準じて，期末手当の引下げを行うため，関連する条例

の一部を改正するものです。 

 

 

議案第５８号 鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

       【総務部 人事課】 

 

 今回の改正は，一般職の職員に準じ，市長等の期末手当の引下げを行うため，条例

の一部を改正するものです。 

 

 

議案第５９号 鹿嶋市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

       【健康福祉部 国保年金課】 

 

 今回の改正は，租税特別措置法及び地方税法の改正に伴い，国民健康保険税の軽減
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判定に係る所得基準の見直し等を行うため，条例の一部を改正するものです。 

 

 

議案第６０号 鹿嶋市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

       【健康福祉部 国保年金課】 

 

 今回の改正は，地方税法の改正に伴い，文言を整理するため，条例の一部を改正す

るものです。 

 

 

議案第６１号 鹿嶋市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

       【福祉事務所 介護長寿課】 

 

 今回の改正は，地方税法の改正に伴い，文言を整理するため，条例の一部を改正す

るものです。 

 

 

議案第６２号 鹿嶋市教育委員会委員の任命について 

       【総務部 人事課】 

 

 鹿嶋市教育委員会委員の任命に当たり，地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第２項の規定により，議会の同意を求めるものです。任期は，令和３年１月１

日から令和６年１２月３１日までです。 

 

・信樂 悊（再任） 

 昭和４４年度から３８年間，鹿行地区の高等学校の教員としての勤務経験があり，

学校教育現場に精通している。平成２５年１月１日に教育委員会委員に就任し，本市

の教育行政の推進に大きく貢献している。 

 

 

議案第６３号 鹿嶋市老人福祉センターの指定管理者の指定について 

       【福祉事務所 介護長寿課】 

 

 鹿嶋市老人福祉センターの指定管理者として，社会福祉法人鹿嶋市社会福祉協議会

を指定するものです。 
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議案第６４号 鹿嶋市シルバーワークプラザの指定管理者の指定について 

       【福祉事務所 介護長寿課】 

 

 鹿嶋市シルバーワークプラザの指定管理者として，公益社団法人鹿嶋市シルバー人

材センターを指定するものです。 

 

 

議案第６５号 高松緑地（公園部分）の指定管理者の指定について 

       【都市整備部 施設管理課】 

 

 高松緑地（公園部分）の指定管理者として，特定非営利活動法人かしまスポーツク

ラブを指定するものです。 

 

 

議案第６６号 訴訟の和解について 

       【都市整備部 区画整理事務所】 

 

 鹿嶋市平井東部土地区画整理組合が法律上の原因なくして不当に保留地を廉価処分

したことに起因して提起した訴訟事件について，水戸地方裁判所から和解勧告がなさ

れたため，地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により，議会の議決を求めるも

のです。 

 

 

議案第６７号 財産の取得について 

       【教育委員会 総務就学課】 

 

 授業での利用や家庭学習の充実を図るため，市立小中学校への１人１台学習用端末

導入に併せて学習用ドリル教材ソフトウェア等を取得したいので，議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により，議会の議決を求

めるものです。 

 

 

議案第６８号 財産の取得について 

       【教育委員会 総務就学課】 

 

 新しい学習指導要領に資する授業基盤を構築し，学習の充実を図るため，ＧＩＧＡ

スクール構想の推進に併せて市立小中学校に整備する大型電子黒板等を取得したいの
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で，議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より，議会の議決を求めるものです。 

 

 

議案第６９号 鹿嶋勤労文化会館及び鹿嶋市どきどきセンターの指定管理者の指定

について 

       【教育委員会 社会教育課】 

 

 鹿嶋勤労文化会館及び鹿嶋市どきどきセンターの指定管理者として，公益財団法人

鹿嶋市文化スポーツ振興事業団を指定するものです。 

 

 

議案第７０号 鹿嶋市立カシマスポーツセンター外３施設の指定管理者の指定につ

いて 

       【教育委員会 スポーツ推進課】 

 

 鹿嶋市立カシマスポーツセンター，卜伝の郷運動公園多目的球技場，鹿嶋市立大野

第一球場及び鹿嶋市立はまなす公園球場の指定管理者として，特定非営利活動法人鹿

嶋市体育協会を指定するものです。 

 

 

議案第７１号 鹿嶋市立北海浜多目的球技場外３施設の指定管理者の指定について 

       【教育委員会 スポーツ推進課】 

 

 鹿嶋市立北海浜多目的球技場，鹿嶋市まちづくり市民センター（体育館・庭球場），

高松緑地（プール・多目的球技場・野球場・庭球場・クラブハウス）及び鹿嶋市立高

松球場の指定管理者として，特定非営利活動法人かしまスポーツクラブを指定するも

のです。 

 

 

報告第１２号 専決処分について（令和２年度鹿嶋市水道事業会計補正予算（第２

号）） 

       【水道事業都市整備部 水道課】 

 

 債務負担行為の限度額を 3 億 5,678 万円から 4 億 72 万 3 千円に改める補正予算に

ついて，地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分を行いました。 
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報告第１３号 専決処分について（令和２年度鹿嶋市一般会計補正予算（第９号）） 

       【政策企画部 財政課】 

 

 繰越明許費に，支庁舎管理経費を設定する補正予算について，地方自治法第１７９

条第１項の規定により専決処分を行いました。 

 

 

 以上で説明を終わりますが，なお詳細につきましては，お手元の議案書により御審

議のうえ，適切な議決を賜りますようお願いいたします。 


