
七番町町内会（神輿の整備）に対する
補助金
　補助金　　　　　　　　　2,400

【特定財源】諸収入　　　　　2,400

市制施行70周年記念事業として，ＮＨ
Ｋ「新・ＢＳ日本のうた」の公開収録
を行う。
　印刷製本費　　　　　　　　 27
　委託料　　　　　　　　　　743

【特定財源】繰入金　　　　　 380

子宮頸がんワクチンの定期接種期間を
逃した者に対し，公費負担による接種
機会を提供する。
・対象者
　　住民登録のある平成９年４月２日
　　から平成18年４月１日生まれの
　　女性で，過去にワクチンを合計
　　３回受けていない者
　消耗品　　　　　　　　 　　　8
　通信運搬費　　　　　　 　　128
　委託料　　　　　　　　  12,881
　補助金　　　　　　　　   2,373

7 予防費 19
子宮頸がん予防ワクチン接
種事業

15,390

6
市制70周年
記念事業費

15 新
ＮＨＫ公開番組（新・ＢＳ
日本のうた）実施事業

770

5 15 コミュニティ事業補助金 2,400

国際交流ヴィラ運営事業費に対する補
助金
　補助金　　　　　　　　　1,370

4 諸費 15 過誤納金等還付金 38,300
令和３年度国庫補助金等の精算による
返還金
（既定予算105）

3 国際交流費 15
国際交流ヴィラ運営事業補
助金

1,370

農業振興施設改修事業の補正予算に係
る提案説明についての事実確認に関す
る調査特別委員会における調査費用
　旅費　　　　　　　　　　　 40
　需用費　　　　　　　　　　 14
　役務費　　　　　　　　　　　3
　委託料　　　　　　　　　　333

2 企画費 15
かさおかイノベーション
リーダー養成塾

510

次世代の地域づくりを担う人材を育成
する養成塾を開講する。
　報償費　　　　　　　　　　352
　旅費　　　　　　　　　　　150
　消耗品　　　　　　　　　　　7
　食糧費　　　　　　　　　　　1

1 議会費 13
調査特別委員会（百条委員
会）調査費

390
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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３分団に対し，
雨合羽を配備する。
　被服購入費　　　　　　　 1,080

【特定財源】諸収入　　　　　1,000

Ｖリーグ女子バレーボール笠岡大会の
開催にあたり，会場に仮設観客席を設
置する。
　委託料　　　　　　　　　 3,100

【特定財源】繰入金　　　　　3,100

総合体育館事務室及び会議室の空調更
新工事を行う。
　工事請負費　　　　　　 　3,520

【特定財源】市債　　　　　　3,100

小計
73,440
74,010

【財源内訳】市債　　　　　  3,100
　　　　　　繰入金　　　　  3,480
　　　　　　諸収入　　　　　3,400
　　　　　　　　　　　　　 63,460
　　　　　　一般財源 　　  64,030

12 体育施設費 29 新 総合体育館空調更新工事 3,520

11
保健体育
総務費

29 新
Ｖリーグ女子バレーボール
笠岡大会仮設観客席設営事
業

3,100

市内中学２年生を対象に，他の生徒の
模範となる生徒を表彰する。
　記念品料　　　　　　　　　  60

10 公民館費 27 笠岡東公民館倉庫解体工事 7,120

笠岡東公民館の倉庫解体にあたり，ア
スベストの除去を行う。
　工事請負費　　　　　　　 7,120
（繰越予算3,003）

9 教育振興費 23 「井戸平左衛門賞」事業 60

8
非常備
消防費

21 消防団活動備品整備事業 1,080
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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の生活を支援する
ため臨時特別給付金を給付する。
・対象者
　① 令和４年４月分児童扶養手当の
     受給者
　② 令和４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
　③ ①②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　　　　　　　　　56,250
　電算委託料　　　　　　 　3,164
　通信運搬費　　　　　　　　 307
　手数料　　　　　　　　　　  72
　消耗品　 　　　　　　　　　207

【特定財源】国庫支出金　　 60,000

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，
オンライン等による業務の効率化を図
る。
・子ども子育て支援交付金事業
　委託料　　　　　　　　　　 600
【特定財源】国庫支出金　　　  400
　　　　　　県支出金　　　　　200

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。
・子ども子育て支援交付金事業
・対象施設　保育所，認定こども園
　補助金　　　　　　　　　 2,600

【特定財源】国庫支出金　　  1,732
　　　　　　県支出金　　　　  866

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。
　補助金　　　　　　　　　3,720

【特定財源】国庫支出金　　 3,720

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。
　補助金　　　　　　　　 17,450

【特定財源】国庫支出金　　17,450

5
児童福祉
総務費
幼稚園費

17
25

保育士等処遇改善臨時特例
事業

17,450

4 17
放課後児童支援員等処遇改
善臨時特例事業

3,720

3 17 保育環境改善等事業 2,600

2 17
放課後児童クラブＩＣＴ化
推進事業

600

1
児童福祉
総務費

17 子育て世帯生活支援事業 60,000
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令和４年度６月補正予算（第１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

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
　委託料　　　　　　　     3,600

【特定財源】国庫支出金　　  2,400
　　　　　　県支出金　 　　 1,200

新型コロナウイルスワクチンの４回目
接種等に係る，追加費用を計上する。
　コールセンター・会場設営等委託料
　　　　　　　　　    　　18,283
　ワクチン接種委託料　　　65,240
　接種券作成・郵送委託料　 3,015
　電算システム改修委託料　　 605
　ワクチン等移送委託料　　　 552
　医療廃棄物処理委託料　　　 150
　会場借上料　　　　　　　　 825
（既定予算101,020）

【特定財源】国庫支出金　　 88,670

小計 176,640
【財源内訳】国庫支出金　　174,372
　　　　　　県支出金　　 　 2,266
　　　　　　一般財源 　　   　　2

６月補正予算
（第１号）

250,080
250,650

【財源内訳】国庫支出金    174,372
　　　　　　県支出金    　  2,266
　　　　　　市債　　　      3,100
　　　　　　繰入金　　　　  3,480
　　　　　　諸収入　　　　　3,400
　　　　　　　　　　　　　 63,462
　　　　　　一般財源　　　 64,032

7 予防費 19
新型コロナウイルスワクチ
ン接種事業

88,670

6
児童福祉
総務費
児童館費

17
児童福祉施設等感染防止対
策事業

3,600
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