
令和３年度１２月補正予算（第７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

1
債務負担

行為
4 新

市民活動支援センターアド
バイザー事業

2,840

市民活動支援センターの事業計画作成
支援，市民活動団体に対する相談支
援，センター職員人材育成支援などを
行うアドバイザー契約を行う。
・期間　令和４年度

2 4 市制施行70周年記念事業 5,550

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
義ある式典を開催する。
・期間　令和３年度から令和４年度
（既定予算760）

3 4 新 第3次環境基本計画策定事業 6,200

第2次笠岡市環境基本計画が令和4年度
に計画期間の終期を迎えることから，
計画策定の基礎資料とするためのアン
ケート調査及び第3次環境基本計画の策
定を行う。
・期間　令和３年度から令和４年度

4 4
篠坂スマートＩＣアクセス
道路等整備事業

18,000

ＮＥＸＣＯ西日本と行う協定による地
質調査及び詳細設計業務にかかる事業
費の設定
・期間　令和３年度から令和４年度　

5 4 救急艇整備事業 158,450

島しょ部の救急体制の充実を図るた
め，救急艇を建造する。
・期間　令和４年度
　救急艇購入費　　152,169
　建造監理委託料　　6,281
　令和３年度101,400と合せて259,850

6 4 外国語指導助手配置事業 48,510

令和４年度に小中学校に配置予定の外
国語指導助手（ＡＬＴ）の派遣業者を
選定する。
・配置予定数　９名
・期間　令和４年度

7 4 ＩＣＴ支援員配置事業 58,150

令和４年度に小中学校に配置予定のＩ
ＣＴ支援員の派遣業者を選定する。
・配置予定数　８名以上
・期間　令和４年度

8 4
子どもフェスティバル開催
事業

850
令和４年４月29日開催予定の子ども
フェスティバルの開催委託料
・期間　令和３年度から令和４年度
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令和３年度１２月補正予算（第７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

キャッシュレス化の促進及び市民サー
ビスの向上を図るため，多機能決済端
末を購入する。
　備品購入費　　　　　　　　 198
　手数料　　　　　　　　　　　12

【特定財源】寄附金　　　 　208

本庁舎周辺駐車場の一部をおもいやり
駐車区画に改修するのに合わせ，安全
で駐車しやすい駐車場にするため，入
口拡張等の工事を実施する。
　工事請負費　　　　　　　 2,910
（既定予算2,010）

【特定財源】市債　　　　 2,600

飛島研修所玄関上２階屋根から雨漏り
がするため，防水工事を行う。
　工事請負費　　　　　　　 1,210
（既定予算　646）

【特定財源】市債　　　　 1,000

まちづくり協議会が地域計画策定に主
体的に取り組むことができ，策定を支
援する地域担当職員も，安定的な支援
を行えるよう，地域計画策定マニュア
ルを作成する。
　委託料　　　　　　　　　　 300

【特定財源】県支出金　　　 150

9 一般管理費 19 新 多機能決済端末導入事業 210

10 財産管理費 19 本庁舎周辺駐車場改修事業 2,910

11 企画費 19 飛島研修所改修事業 1,210

12 19 新 小飛島待合所整備事業 530
小飛島待合所の既存施設を撤去し，新
たな待合所の据え付けを行う。
　工事請負費　　　　　　　　 530

13 19 住宅新築助成金 2,780

住宅建築に伴う申請件数の増による追
加
　補助金　　　　　　　　　 2,780
（既定予算　23,620）

14 19 定住化土地造成促進奨励金 7,570

民間住宅団地の新規造成に対する奨励
金
・場所　西大島新田地区
・件数　１件14区画
　補助金　　　　　　　　　 7,570
（既定予算　10,850）

15 諸費 19 新
地域計画策定マニュアル作
成事業

300

16 19 過誤納金等還付金 30,310
令和２年度国庫補助金等の精算による
返還金
（既定予算　104）

17 障害福祉費 21 新
障害福祉サービス事業所開
設整備事業

1,500

障害福祉サービス事業所の開設に伴う
施設整備事業に対する補助金
・放課後等デイサービス事業所(神島)
　補助金　　　　　　　　 　1,500
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令和３年度１２月補正予算（第７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

就労継続支援費等の利用者及び報酬単
価の増による追加
　扶助費　　　　　　　　 105,200
（既定予算　996,750）

【特定財源】国庫支出金　52,600
　　　　　　県支出金　  26,300

医療給付費の増加に伴う追加
　扶助費　　　　　　　　　16,620
（既定予算　168,368）

【特定財源】県支出金　   2,092

令和4年度に児童手当法の一部が改正さ
れることに伴う，児童手当システムの
改修
　委託料　　　　　　　　　 1,250
（既定予算　1,089）

【特定財源】国庫支出金   1,250

地域住民が自ら開設・運営を予定して
いる託児所に使用する施設の改修を行
う。
・場所　　旧白石幼稚園
　保育室空調機器設置，腰壁修繕
　修繕料　　　　　　　　　　　88
　工事請負費　　　　　　　 1,512

【特定財源】繰入金　　   1,600

寄附金による備品の購入
　吉田保育所，新山保育所
　北川保育所，城見保育所
　外浦保育所
　備品購入費　　　　　　　　 300
（既定予算　1,217）

【特定財源】寄附金　　   　290

寄附金による備品の購入
　青空認定こども園
　備品購入費　　　　　　　　  90
（既定予算　248）

【特定財源】寄附金　　   　 90

事業所内保育所の利用見込み数の増に
よる給付費の追加
　扶助費　　　　　　　　　16,680
（既定予算　23,110）

【特定財源】国庫支出金   8,368
　　　　　　県支出金　   3,813

放課後等デイサービスの利用者の増に
よる追加
　扶助費　　　　　　　　　46,940
（既定予算　154,040）

【特定財源】国庫支出金  23,470
　　　　　　県支出金　  11,735

18 障害福祉費 21 障害福祉サービス事業 105,200

19 医療給付費 21 子ども医療給付事業 16,620

20
児童福祉総

務費
23 児童手当システム改修事業 1,250

21 23 新
離島地域協働型保育支援事
業

1,600

22 保育所費 23 保育備品整備事業 300

23
認定こども

園費
23 保育備品整備事業 90

24 児童措置費 23 地域型保育給付事業 16,680

25 23 障害児通所給付事業 46,940
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農道離着陸場が，ドローン技術の活用
の場や空飛ぶクルマの離発着場として
活用されることを目指し，利活用を促
進するため，老朽化している施設の改
修や休憩スペースの設置，滑走路中心
線標識整備などの環境整備を行う。
　委託料　　　　　　　　　　　274
　工事請負費　　　　　　　　6,920
　備品購入費　　　　　　　　　296

【特定財源】繰入金　　　 7,490

排水ポンプ用燃料費の不足による追加
及びポンプ吸水槽の汚泥撤去費用
　燃料費　　　　　　　　　 8,080
　汚泥撤去委託料　　　　　 1,000
（既定予算　29,990）

【特定財源】市債　　　　 1,000

国の補助増額に伴う事業費の追加計上
対象　13路線（大島中119号ほか）
　委託料　　　　　　　　　 　 50
　工事請負費　　　　　　  22,106
　用地購入費　　　　　　　　 894
　補償費　　　　　　　　　 6,230
（既定予算　145,700）

【特定財源】国庫支出金　14,590
　　　　　　市債　　　　13,200

26 環境衛生費 25 新 相生墓園漏水調査事業 220
相生墓園で発生した漏水について調査
を行う。
　委託料　　　　　　　　　　 220

27 清掃総務費 27 西部衛生施設組合負担金 1,709

新焼却場建設に伴い解体される予定の
西部環境整備施設組合ストックヤード
の代替施設整備費及び最終処分場の完
成に伴う竣工式典実施委託に係る笠岡
市の負担金を計上する。
　負担金　　　　　　　　　1,709
（既定予算　1,160,689）

28 27
西部環境整備施設組合負担
金

20,361

ストックヤードの解体・周辺樹木の伐
採にかかる費用及びストックヤード解
体に伴い建設時の国庫補助金の返還を
行うことによる笠岡市の負担金を計上
する。
　負担金　　　　　　　　 20,361
（既定予算　291,162）

29 し尿処理費 27 し尿収集車修繕事業 2,950
し尿収集車タンク破損の修繕を行う。
　需用費　　　　　　　　　 2,950
（既定予算　6,067）

30 農業振興費 31 新 農道離着陸場整備事業 7,490

31
農業用施設
維持費

33 寺間排水機場維持管理事業 9,080

32
道路新設改

良費
35 狭あい道路整備等促進事業 29,280
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令和３年度１２月補正予算（第７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

島しょ部の救急体制の充実を図るた
め，救急艇を建造する。
　救急艇購入費　　101,400
債務負担行為158,450と合せて259,850
（既定予算　2,100）

【特定財源】市債　　　 101,400

企業版ふるさと納税による寄附を受
け，避難所看板の設置を行う。
対象　市指定避難所　21か所
　　　（看板設置　20か所）
　委託料　　　　　　　　　 2,200

【特定財源】寄附金　　　 2,000

寄附金による図書購入費の追加
　小学校　　　　　　　　　 　200
（既定予算　5,835）

【特定財源】寄附金　　　 　200

寄附金による理科教材の購入
　消耗品費　　　　　　　　　 500
（既定予算　6,248）

【特定財源】寄附金　　　 　500

改修項目の追加による実施設計委託料
の追加及びアスベスト調査のための手
数料の追加
　手数料　　　　　　　　　 　231
　委託料　　　　　　　　　 2,399
（既定予算　3,100）

【特定財源】市債　　　　 1,800

寄附金による備品の購入
　富岡幼稚園
　備品購入費　　　　　　　　 120 
（既定予算　862）

【特定財源】寄附金　　   　120

寄附金による地区公民館管理委託料の
追加
（既定予算　15,299）

【特定財源】寄附金　　　　 100

寄附金による恐竜公園ベンチの購入
　備品購入費　　　　　　　　 230 

【特定財源】寄附金　　　　 200

33 消防施設費 37 救急艇整備事業 101,400

34 災害対策費 37 避難所看板整備事業 2,200

35 37 新
同報系デジタル防災行政無
線障害調査事業

280

デジタル防災行政無線の再送信子局
（横江幼稚園周辺）で発生している障
害の原因特定のための調査を行う。
　委託料　　　　　　　　　　 280

36
学校管理費
（小学校）

39 図書購入費 200

37
教育振興費
（小学校）

39 理科教材整備事業 500

38
学校建設費
（中学校）

41
笠岡東中学校体育館改修事
業

2,630

39 幼稚園費 43 幼稚園備品整備事業 120

40 公民館費 45 公民館管理委託料 100

41
カブトガニ
博物館費

45 新 博物館備品整備事業 230
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Ｎｏ 費目
予算書
ページ

新
規

事業名
予算額

（千円）
事業内容

8月13日から15日の降雨による被害に対
する復旧事業費
　笠岡西中学校校舎裏法面崩壊
　災害復旧工事費　　　　　 2,350

【特定財源】国庫支出金　 1,562
　　　　　　市債　　　　 　700

小計

417,100 【財源内訳】国庫支出金    101,840
　　　　　　県支出金    　 44,090
　　　　　　市債　　　    121,700　
　　　　　　繰入金　　　　  9,090
　　　　　　寄附金　　　　  3,708
　　　　　　一般財源　　　136,672

42
災害復旧費
(学校施設)

47 新
学校施設災害復旧事業
（現年補助）

2,350
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放課後児童クラブでのパソコン等の整
備及びWiFi環境の整備を行うことで，
事務の効率化及び利用児童のオンライ
ンでの学習機会を確保する。
・子ども子育て支援交付金事業
　パソコン等整備　6クラブ
　WiFi環境整備　　2クラブ
　委託料　　　　　　　　　 2,800
・地方創生臨時交付金事業
　WiFi環境整備　　6クラブ
　工事請負費　　　　　　　 1,130

【特定財源】国庫支出金   2,997
　　　　　　県支出金　   　933

大井児童館でのパソコン等の整備を行
うことで，事務の効率化を図る。
・子ども子育て支援交付金事業
　委託料　　　　　　　　　 　300

【特定財源】国庫支出金   　200
　　　　　　県支出金　   　100

産後ケア事業を行う施設における感染
拡大防止のために必要な備品の整備を
行う。
・対象　市内助産院　1か所
　備品購入費　　　　　　　　 170

【特定財源】国庫支出金　   170

新型コロナウイルスワクチン追加接種
等に係る費用を計上する。
　需用費　　　　　　　　　1,534
　役務費　　　 　　　　　 6,750
　ワクチン接種委託料　　162,419
　電算システム委託料　　　1,819
　広報紙等折込委託料　　　　111
　接種券作成・郵送委託料　1,320
　コールセンター・会場設営等委託料
　　　　　　　　　　　　　　772
　ワクチン等移送委託料　　　205
　医療廃棄物処理委託料　　　　8
　車船借上料　　　　　　　　415
　会場借上料　　　　　　　1,287
（既定予算　527,610）

【特定財源】国庫支出金　176,640

令和３年度１２月補正予算（第７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
児童福祉総

務費
23 新

放課後児童クラブＩＣＴ推
進事業

3,930

2 児童館費 23 新 児童館ＩＣＴ推進事業 300

3
保健衛生総

務費
25 新

産後ケア施設感染症拡大防
止事業

170

4 予防費 25
新型コロナウイルスワクチ
ン接種事業

176,640
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令和３年度１２月補正予算（第７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

市民病院の医療体制を強化する費用に
対し補助を行う。
・院内エアコン改修工事
・ネットワーク増設工事
・WiFi環境整備事業
・外来感染防止環境整備事業
・検査機器整備事業
・医療機器整備事業
・医療従事者等宿泊所整備事業
・訪問リハビリ体制整備事業
　補助金　　　　　　　　　 27,450
（既定予算　367,670）

【特定財源】国庫支出金　 27,450

サンライフ笠岡で利用者の利便性向上
のため，施設内にWiFi環境を整備す
る。
　工事請負費　　　　　　　　　780

【特定財源】国庫支出金　　　780

ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた
タブレット端末の追加購入及び児童生
徒が自宅に持ち帰って学習する際等に
必要な電源アダプタ，有害サイト等へ
のアクセスを制限するフィルタリング
ソフトの追加購入を行う。
・小学校費
　消耗品費（電源アダプタ）　　4,780
　委託料（フィルタリングソフト）250
　備品購入費（パソコン端末） 24,460
・中学校費
　消耗品費（電源アダプタ）　　2,000
（既定予算　4,430）

【特定財源】国庫支出金　 31,490

小計
240,760 【財源内訳】国庫支出金    239,727

　　　　　　県支出金　　 　 1,033

12月補正予算
（第７号）

657,860 【財源内訳】国庫支出金    341,567
　　　　　　県支出金    　 45,123
　　　　　　市債　　　　　121,700
　　　　　　繰入金　　　　　9,090
　　　　　　寄附金　　　　  3,708
　　　　　　一般財源 　　 136,672

5 病院費 25 病院事業会計補助金 27,450

6
労働者福祉
センター費

29 新
サンライフ通信環境整備事
業

780

7
教育振興費
（小学校）
（中学校）

39
41

学校ＩＣＴ環境整備事業 31,490
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新型コロナウイルス感染症対策として
医療体制を整備する。
・院内エアコン改修工事
・ネットワーク増設工事
・WiFi環境整備事業
・外来感染防止環境整備事業
・検査機器整備事業
・医療機器整備事業
・医療従事者等宿泊所整備事業
・訪問リハビリ体制整備事業

【特定財源】他会計出資金 27,450

令和３年度１２月補正予算の概要

【新型コロナウイルス感染症対策】

　病院事業会計

Ｎｏ 費目
予算書
ページ

新
規

事業名
予算額

（千円）
事業内容

1 資本的支出 病1 医療体制整備事業 27,450
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