
マイナンバーカード保有者の利便性向
上を図るため，マイナポータルからオ
ンラインで転出・転入の手続きができ
るよう，住民記録システムの改修を行
う。

【特定財源】国庫支出金　　  3,560

白石島での係留施設の適正利用を促す
看板を設置し，定期船の安全運航及び
係留施設の保全を図り，島民，観光客
等の利用者が安全安心に施設利用でき
るよう対策を講じる。
　委託料　　　　　　　　　 350

【特定財源】県支出金　 　  　232

番町コミュニティ推進協議会（ステー
ジ他コミュニティ活動備品の整備）に
対する補助金
　補助金　　　　　　　　 2,400

【特定財源】諸収入　　 　  2,400

居宅介護費，共同生活援助費等の利用
増による追加
（既定予算 1,101,950）

【特定財源】国庫支出金　　33,032
　　　　　　県支出金　 　 16,516

令和３年度３月補正予算（第10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 一般管理費 51 新
【国の補正関係】
転出転入ワンストップ化対
応事業

3,560

2 51 退職手当準備基金積立金 108,160
退職手当の年度間負担を平準化するた
めの基金への積立

3 財政管理費 55 減債基金積立金 233,810
令和３年度に借入した臨時財政対策債
に対する，後年度の償還に充当するた
めの基金への積立

4 55 財政調整基金積立金 250,000 財政健全化のための基金への積立

5 財産管理費 57
公共施設整備費引当基金積
立金

25,200
財政健全化のための基金への積立
（利子積立等497を除く）

6 企画費 59 新
地域と暮らしの維持応援事
業

350

7 諸費 63 コミュニティ事業助成金 2,400

8 65 過誤納金等還付金 102,240

過年度の国・県支出金の精算等による
返還金
（既定予算　30,414）
・生活保護費，障害者自立支援給付費
　子ども・子育て支援交付金等

9 障害福祉費 81 障害福祉サービス事業 66,140

10 老人福祉費 87 島しょ部介護サービス事業 13,131
島しょ部での介護サービス事業者への
補助金の追加
（既定予算　5,749）
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令和３年度３月補正予算（第10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

給付費の加算適用による追加
（既定予算 340,250）

【特定財源】国庫支出金　　 △388
　　　　　　県支出金　　 △2,788

障害児相談支援費，児童発達支援費等
の利用増による追加
（既定予算 200,980）

【特定財源】国庫支出金　　 4,172
　　　　　　県支出金　 　  2,085

農業委員会による農地の現地調査等に
活用し，情報収集等の業務効率をあげ
ることを目的に，農業委員及び農地利
用最適化推進委員にタブレット端末を
配備する。
　備品購入費　　　　　　　1,120

【特定財源】国庫支出金　　 1,120

老朽化が見られる，または基準を満た
さない遊具等について，笠岡市公園施
設長寿命化計画に基づき改修を行う。
国の補助採択に伴う事業費の計上

【特定財源】国庫支出金　  18,500
　　　　　　市債　　　　　18,500

寄附による基金の積立を行い，児童生
徒の未来につながる事業に活用する。

【特定財源】寄附金　　 　 10,000

子どもたちの優れた活動や見過ごしが
ちな善行を発掘し，表彰する。
　表彰名　未来たまご表彰

【特定財源】繰入金　　 　 　 400

笠岡東中学校体育館の老朽化に伴う大
規模改修事業
国の補助採択に伴う事業費の増額
（既定予算 3,100）

【特定財源】国庫支出金　  15,358
　　　　　　市債　　 　  101,200

11 児童措置費 101
認定こども園等施設型給付
費

18,930

12 101 障害児通所給付事業 8,500

13 病院費 113 病院事業会計補助金 51,100
繰出基準の算定による増額
（既定予算 367,670）

14
農業委員会

費
121

【国の補正関係】
農地集積・集約化対策事業

1,120

15 公園管理費 157 新
【国の補正関係】
公園長寿命化対策事業

40,000

16 事務局費 165 新 未来こども教育基金積立金 10,000

17 165 新 こども善行表彰 400

18 学校建設費 175
【国の補正関係】
笠岡東中学校体育館改修事
業

116,850

19 公債費 199 公債費の一括償還 30,430
財政健全化のための一括償還及び手数
料
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来庁者，施設利用者の体温測定をする
ため，サーモグラフィカメラ等を設置
する。
・設置場所
　議会棟入口，中央公民館１階
　市民会館，図書館，竹喬美術館
　総合体育館，市民体育センター　　
　備品購入費　　　　　　　3,200

【特定財源】国庫支出金　　  3,200

テレワーク・リモートワークを推進す
るため，更新時期を迎える職員用PCの
ノートPCへの更新，及びリモート会議
用タブレット端末を購入する。
　備品購入費　8,803

【特定財源】国庫支出金　　  8,803

放課後児童クラブで働く職員の処遇改
善を行うため，賃上げ相当額を補助す
る。

【特定財源】国庫支出金　 　2,730

私立保育園，認定こども園，事業所内
保育施設等で働く職員の処遇改善を行
うため，賃上げ相当額を補助する。

【特定財源】国庫支出金　 　4,560

【特定財源】国庫支出金　　　2,200

令和３年度３月補正予算（第10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
市民会館費
図書館費

竹喬美術館
費

体育施設費

 51
183
187
189

サーモグラフィカメラ等購
入事業

3,200

2 一般管理費 51 テレワーク推進事業 8,803

3
児童福祉総

務費
93 新

【国の補正関係】
放課後児童支援員等処遇改
善臨時特例事業

2,730

4 95 新
【国の補正関係】
保育士等処遇改善臨時特例
事業

4,560

5 95
【国の補正関係】
子育て世帯への臨時特別給
付金（拡充分）

2,200

子どもを養育しているものの，離婚等
が原因で，国の給付金が受け取れな
かった保護者や令和4年4月1日生まれの
子どもの保護者に対し，給付金を給付
する。
・対象者
①令和3年9月分の児童手当の受給者で
なかったが，令和4年3月分の児童手当
の受給者になった者
②令和3年9月30日において高校生等を
養育していなかったが，令和4年2月28
日時点において養育している者
③令和4年4月1日に生まれた子どもの保
護者
・給付額　 子ども１人あたり10万円
　給付金　　　　　　　　　2,200
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令和３年度３月補正予算（第10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

市民病院で行う無料PCR検査に必要な検
査機器及び人件費等の経費に対する補
助
（既定予算 27,450）

【特定財源】国庫支出金　　  4,200
　　　　　　繰入金　　　　  4,041

小学校修学旅行が中止となった場合
に，やむを得ず発生する宿泊施設等の
キャンセル料を学校に対し負担する。

【特定財源】国庫支出金　　  3,880

学校教育活動の中で，密閉，密集，密
接を回避し，児童生徒・教職員等の感
染症対策に必要となる物品等の購入を
行う。
・小学校15校，中学校8校
・アルコール消毒液等
　消耗品費　　　　　　　 23,300
　負担金（小北中分）　　　　300

【特定財源】国庫支出金　   12,755

6 病院費 113 病院事業会計補助金 8,250

7 事務局費 165 新
修学旅行キャンセル料補助
金

3,880

8 学校管理費
169
173

【国の補正関係】
学校教育活動継続支援事業

23,600
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実績見込みによる減額
（既定予算 187,240）

【特定財源】国庫支出金　 △4,344

実績見込みによる減額
（既定予算 95,601）

【特定財源】国庫支出金　△55,004
　　　　　　市債　　　　△24,100

実績見込みによる減額
（既定予算 35,000）

【特定財源】国庫支出金　△11,000

実績見込みによる減額
（既定予算 596,400）

【特定財源】国庫支出金　△12,300
　　　　　　県支出金　   △2,550

実績見込みによる減額
（既定予算 704,250）

【特定財源】国庫支出金　△97,980
　　　　　　諸収入　　　   1,500

焼却場建設事業費の減等に伴う負担金
の減額
（既定予算 1,162,398）

【特定財源】市債　　　　△56,500

実績見込みによる減額
（既定予算 149,000）

【特定財源】市債　　　　△41,400

実績見込みによる減額
（既定予算 71,400）

【特定財源】国庫支出金　　35,070

実績見込みによる減額
（既定予算 73,820）

【特定財源】国庫支出金　△25,640

実績見込みによる減額
（既定予算 200,700）

【特定財源】市債　　　　△33,900

令和３年度３月補正予算（第10号）の概要（一般会計）（主な減額内容）

Ｎｏ 費目
予算書
ページ

新
規

事業名
予算額

（千円）
事業内容

1 医療給付費 89 子ども医療給付 △ 10,400
実績見込みによる減額
（既定予算 184,988）

2
児童福祉総

務費
93 児童扶養手当 △ 13,030

3 95
認定こども園整備事業費補
助金

△ 85,335

4 95
子育て世帯生活支援特別給
付金（ひとり親世帯以外
分）（新型コロナ対策）

△ 11,000

5 児童措置費 101 児童手当費 △ 17,400

6 予防費 111
新型コロナウイルスワクチ
ン接種事業

△ 96,480

7 清掃総務費 115 西部衛生施設組合負担金 △ 163,048

8 漁港建設費 133
自然災害防止事業（漁港建
設）

△ 41,400

9
商工業振興

費
137

飲食店等一時支援金
（新型コロナ対策）

△ 11,300

10
企業誘致促

進費
137 企業立地促進奨励金 △ 14,610

申請見送りによる減額
（既定予算 172,540）

11
道路橋梁総

務費
143

道路台帳電子化業務委託料
（新型コロナ対策）

△ 25,640

12 河川総務費 151
自然災害防止事業（河川総
務）

△ 33,900
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令和３年度３月補正予算（第10号）の概要（一般会計）（主な減額内容）

Ｎｏ 費目
予算書
ページ

新
規

事業名
予算額

（千円）
事業内容

令和２年度国の補正予算に伴う補助採
択による減額
（既定予算 102,000）

【特定財源】国庫支出金  △13,520
　　　　　　市債　　　　△66,200

3月補正
（第10号）

583,150

【財源内訳】国庫支出金  △127,529
　　　　　　県支出金   　△21,411
　　　　　　市債　　　  △121,500
　　　　　　その他　　　  141,586
　　　　　　一般財源　　　712,004

13
非常備消防

費
161 笠岡地区消防組合負担金 △ 22,492

実績見込みによる減額
（既定予算 708,748）

14
学校建設費
（小学校）

171
大井小学校体育館改修事
業

△ 102,000
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