
分庁第二の解体撤去工事を行う。
　工事請負費　　　　　　120,500

【特定財源】市債　　　　　108,400

衛生面の向上を図るためトイレの改修
を行う。
・本庁１階　洋式化１基（男）
　　　　　　自動水栓化３か所
　　　　　　（男・女・多目的）
・監査横　　洋式化２基（男・女）
　　　　　　自動水栓化２か所
　　　　　　（男・女）
　　　　　　間仕切り設置
　工事請負費　　　　　　　5,820

【特定財源】市債　　　　　  5,000
　　　　　　繰入金　　　　　　200

神島寺間自治会（千歳楽の整備）に対
する補助金
　補助金　　　　　　　　　2,500

【特定財源】諸収入　　　　　2,500

20,000

令和３年度６月補正予算（第３号）の概要（一般会計）

Ｎｏ 費目
予算書
ページ

新
規

事業名
予算額
（千円）

事業内容

5 企画費 15 新 定住化土地造成促進奨励金 10,850

令和4年4月1日に市制施行70周年の節目
を迎えるにあたり，記念の年を市民と
ともに祝い，記念の年にふさわしい意
義ある式典・事業を開催するための準
備を行う。
・期間　令和３年度から４年度
（既定予算760）

4 15 新 庁舎施設等整備事業 5,820

1
債務負担

行為
4

3 財産管理費 15 新 分庁第二解体事業 120,500

市制70周年記念事業

新
国際交流ヴィラ運営事業補
助金

820

まちづくり協議会制度の見直しを行う
中で，外部識者等による検討委員会を
開催する。
　報償費　　　　　　　　　　320
　費用弁償　　　　　　　　　 50

2 4 団体営ため池整備事業 127,800

8 15 新
まちづくり協議会制度見直
し検討委員会開催事業

370

開発面積1,000㎡以上の住宅団地を開発
する民間事業者に対し，公共用道路，
公園等の整備に要する経費の一部を奨
励金として交付する。
　奨励金　　　　  　　　 10,850

国際交流ヴィラ運営事業費に対する補
助金
　補助金　　　　　　　　　　820

7 諸費 15 新 コミュニティ事業補助金 2,500

6 国際交流費 15

老朽化している岩神池の堤体，取水施
設等の大規模改修を行う。
・期間　令和４年度から５年度
（既定予算56,210）
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障がい者やその家族の方が困りごとに
対して，プライバシーに配慮しながら
安心して相談できる環境を整えるた
め，社会福祉事務所内からサンライフ
笠岡へ移転するための改修工事を行
う。
　通信運搬費　　　　　　　　 60
　工事請負費　　　　　　　2,200

【特定財源】諸収入　　　　　 402

次世代型農業施設，農業研修施設，観
光農園として活用予定である旧粗飼料
生産供給基地の管理棟トイレの水洗
化，洋式化を行う。
　工事請負費　　　　　　　5,530

【特定財源】市債　　　　　　4,400
　　　　　　諸収入　　　　　　600

尾坂ダムの有効貯水容量を洪水調節に
最大限活用するため，水位測定装置，
流量測定装置の設置及び監視システム
の構築を行う。
　工事請負費　　　　　　 18,000

【特定財源】県支出金　　　 18,000

転石の恐れのある市有山林法面の補強
工事を行う。
　工事請負費　　　　　　　3,000

【特定財源】県支出金　　　　　770
　　　　　　市債　　　　　　2,200

かさおか太陽の広場第一駐車場に防犯
カメラを設置する。
　消耗品費　　　　　　　　 　17
　工事請負費　　　　　　　　283

【特定財源】寄附金　　　　　　300

災害時における消防団のより効果的な
活動を図るため，市内６分団に対し，
発電機及び投光器等を配備する。
　備品購入費　　　　　　　1,000

【特定財源】諸収入　　　　　1,000

西部衛生施設組合が建設する新清掃工
場に伴い整備する地元還元施設の建設
費用の構成団体負担金
・負担内容　建設に伴う測量，
　　　　　　地質調査，土壌調査
　負担金　　　　　　　　　7,110
（既定予算1,153,579）

7,110

9 障害福祉費 19 新
笠岡市・里庄町相談支援セ
ンター移設事業

2,260

10 清掃総務費 25 西部衛生施設組合負担金

13 治山費 31 新 林地災害防止事業 3,000

5,530

12
農業用施設

改良費
29 新

緊急水管理システム整備事
業

18,000

11 農業振興費 27 新 農業振興施設改修事業

300

15
非常備消防

費
37 新 消防団活動備品整備事業 1,000

14 公園管理費 35 新 防犯カメラ設置事業
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救急艇整備のための材質比較検討業務
及び基本設計業務費用の追加
　委託料　　　　　　　　　2,100
（既定予算4,200）

【特定財源】市債　　　　　　2,100

白石島分団第1部消防機庫建設のための
地質調査を行う。
　委託料　　　　　　　　　2,400

【特定財源】市債　　　　　　2,400

寄附を受けての図書購入費の追加
（既定予算4,435）

【特定財源】寄附金　　　　　1,000

小計 195,610

【財源内訳】県支出金　　 　18,770
　　　　　　市債　　　　　124,500
　　　　　　繰入金　　　　  　200
　　　　　　寄附金　　　　  1,300
　　　　　　諸収入　　　　　4,502
　　　　　　一般財源 　　  46,338

20
土地等取得

費
45 新

旧神島保育所跡地土地取得
事業

550

17 37 新 消防機庫建設事業

16 消防施設費 37

11,500

旧神島保育所が隣接地へ越境していた
ことによる，越境部分の取得費
　土地購入費　　　　　　　　550

物価変動に伴う維持管理・運営委託料
の改訂
・改訂基準
　　企業向けサービス価格指数
　　岡山県消費者物価指数
　委託料　　　　　　　　 11,500
（既定予算251,863）

19
学校給食施

設費
43

給食センター施設管理運営
委託料

救急艇導入事業 2,100

18
学校管理費
(小学校費)

39 図書購入費 1,000

2,400
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来庁者の体温測定をするため，サーモ
グラフィカメラを設置する。
・設置場所　本庁舎正面玄関，
　　　　　　税務課横玄関
　備品購入費　　　　　　　1,100

【特定財源】国庫支出金　　  1,100

電子行政を推進するためのマイナン
バーカードの普及率の向上と地域経済
の活性化を図るため，カード取得者に
市内共通商品券を贈呈する。
・対象者　「マイナポイント」事業の
対象外となるマイナンバーカード取得
者（R3.9.30までに申請し，R3.12.28ま
でにカードを受け取りする者）
・贈呈額　　2,500円
・贈呈規模　 １万人
　記念品料　　　　　　　 25,000
（既定予算　6,782）

【特定財源】国庫支出金　　 25,000

在宅の寝たきりの高齢者及び認知症高
齢者の介護を行う者に対して慰労金を
追加支給する。
・給付額　5万円
　家族介護慰労金　　　　  1,250

【特定財源】国庫支出金　　  1,250

新型コロナウイルス感染症の影響を受
けている子育て世帯（ひとり親以外）
の生活を支援するため給付される臨時
特別給付金及び給付事務経費
・対象者
　①令和3年4月分児童手当または特別
児童扶養手当の受給者で，住民税均等
割非課税者
　②①のほか，対象児童の養育者で
あって，住民税均等割非課税者，また
は家計が急変し住民税均等割非課税者
と同等の者
　給付金　　　　　　　　 35,000
　電算委託料　　　　　　  1,738
　通信運搬費　　　　　　　　 84
　手数料　　　　　　　　　　 44
　消耗品　 　　　　　　　　　54

【特定財源】国庫支出金　　 36,920

令和３年度６月補正予算（第３号）の概要（一般会計）

【新型コロナウイルス感染症対策】

Ｎｏ 費目
予算書
ページ

新
規

事業名
予算額
（千円）

事業内容

1 一般管理費 15 新
サーモグラフカメラ購入事
業

4
児童福祉総

務費
21

子育て世帯生活支援事業
（ひとり親以外）

1,100

25,000

1,250

36,920

2
戸籍住民基
本台帳費

17
マイナンバーカード普及促
進事業

3 老人福祉費 19 新 家族介護慰労金給付事業

－4－



令和３年度６月補正予算（第３号）の概要（一般会計）

【新型コロナウイルス感染症対策】

Ｎｏ 費目
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ページ

新
規

事業名
予算額
（千円）

事業内容

感染症対策の強化を図るため，感染防
止のための消毒液等の物品を整備す
る。
・対象施設　保育所，認定こども園，
　　地域型保育事業所，
　　認可外保育施設
　需用費　　　　　　　　　1,230
　補助金　　　　　　　　　9,300

【特定財源】国庫支出金　　  9,662
　　　　　　県支出金　　　　　866

感染症対策の強化を図るため，感染防
止のための消毒液等の物品を整備す
る。
・対象施設　放課後児童クラブ，
　　地域子育て支援拠点，
　　大井児童館，子ども食堂
　委託料　　　　　　　　　3,360
　補助金　　　　　　　　　　300

【特定財源】国庫支出金　　  2,540
　　　　　　県支出金　　　　1,120

新型コロナウイルス感染症の陽性者が
発生した場合に，その者の属する市内
の学校・事業所・社会福祉施設等に，
抗原検査キットを状況に応じて配布
し，該当者の不安の払拭，速やかな業
務の再開，感染症拡大防止を図る。
・500人分を購入
　需用費　　　　　　　　　5,390

【特定財源】国庫支出金　　　5,390

集団接種における接種者の身体的，経
済的負担を軽減するため，帰宅時にタ
クシーを利用する接種者に対し，タク
シーチケットを交付し，利用料の助成
を行う。
　タクシーチケット助成金　5,550
（既定予算207,280）

【特定財源】国庫支出金　　　5,550

プレミアム付商品券事業での２次販売
による，換金，印刷費等の費用の追加
　委託料　　　　　　　　　3,200
（令和2年度予算　152,380）

【特定財源】国庫支出金　　　3,200

10,530

3,660

5,550

3,200

5,390

5
児童福祉総

務費
21 新 保育環境改善等事業

6
児童福祉総

務費
児童館費

21 新
児童福祉施設等感染防止対
策事業

8 予防費 23
新型コロナワクチン接種事
業

9
商工業振興

費
33 プレミアム付商品券事業

7
保健衛生総

務費
23 新 抗原検査キット配布事業
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感染症対策の強化を図るため，感染防
止のための消毒液等の物品を整備す
る。
・対象施設　幼稚園
　需用費　　　　　　　　　　660

【特定財源】国庫支出金　　　　660

小計 93,260
【財源内訳】国庫支出金　　 91,272
　　　　　　県支出金　　 　 1,986
　　　　　　一般財源 　　   　　2

６月補正予算
（第３号）

288,870

【財源内訳】国庫支出金     91,272
　　　　　　県支出金    　 20,756
　　　　　　市債　　　    124,500
　　　　　　繰入金　　　　  　200
　　　　　　寄附金　　　　  1,300
　　　　　　諸収入　　　　　4,502
　　　　　　一般財源　　　 46,340

10 幼稚園費 41 新 教育環境改善等事業 660
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