
解体費用等の増に伴う事業費の追加
（既定予算：115,500）

【特定財源】市債　　　　　12,400

居宅介護費，就労継続支援費等の利用
増による追加
（既定予算 1,141,570）

【特定財源】国庫支出金　　21,202
　　　　　　県支出金　 　 10,601

補助対象経費の増に伴う補助金の追加
（既定予算：195,064）

【特定財源】国庫支出金　　 6,292
　　　　　　市債　　　 　  △700

国の公定価格の改定に伴う事業費の追
加
（既定予算　260,650）

【特定財源】負担金　　　　　 255
　　　　　　国庫支出金　　30,790
　　　　　　県支出金　　　12,066

児童発達支援費，放課後等デイサービ
ス費等の利用増による追加
（既定予算　262,780）

【特定財源】国庫支出金　　 6,637
　　　　　　県支出金　 　  3,317

10 児童措置費 101 障害児通所給付事業 13,260

8
児童福祉
総務費

95
認定こども園整備事業費補
助金

11,659

9 児童委託費 97 私立保育所保育実施委託料 53,728

6 諸費 63 過誤納金等還付金 224,750

過年度の国・県支出金の精算等による
返還金
（既定予算　40,705）
・新型コロナウイルスワクチン接種体
制確保事業費補助金，生活保護費等

7 障害福祉費 81 障害福祉サービス事業 42,250

4 55
公共施設整備費引当基金積
立金

49,486
財政健全化のための基金への積立
（既定予算：7,615）

5 企画費 57 地域おこし協力隊事業 3,400
地域おこし協力隊員の採用増及びイン
ターン生の新規採用による追加
（既定予算 49,260）

2 49 新
私立学校施設整備事業費補
助金

3,000
私立学校に対し，学校施設の整備費用
の一部を補助する。

3 財産管理費 55 分庁第２解体事業 13,607

令和４年度３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 一般管理費 49 退職手当準備基金積立金 19,721
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
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令和４年度３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

寄附金による基金への積立
　積立金　　　　　　　　  10,200
　（既定予算　10,600）

【特定財源】寄附金　　 　 10,200

平成30年７月豪雨で被災した尾坂川３
号橋の復旧にかかる補償等の発生に伴
う追加費用の計上

【特定財源】市債　　　　　 9,800

財政健全化のための一括償還及び手数
料

16 災害復旧費 193
過年災（単独）土木施設災
害復旧事業

9,850

17 公債費 195 公債費の一括償還 21,684

14 事務局費 163 新
学校規模適正化学用品等助
成金

182

令和５年４月に今井小学校が笠岡小学
校へ統合されることに伴い必要となる
学用品を助成する。
　助成金　　　　　　　　　 　182

15 163 こども教育振興基金積立金 10,200

繰出基準の算定による追加
（既定予算　398,210）

12 港湾管理費 151 浮桟橋撤去工事 8,789
作業工種の変更による追加
・大飛島（北浦）地区
（既定予算　25,190）

13 下水道費 155 下水道事業会計補助金 27,440
繰出基準の算定による追加
（既定予算　712,260）

11 病院費 113 病院事業会計補助金 111,879
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市民病院で行う新型コロナウイルス感
染症の検査等に必要な抗原検査キット
及び人件費等の経費に対する補助
（既定予算 21,250）

【特定財源】国庫支出金　　 20,181
　　　　　　繰入金　　　 △16,600

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14校，中学校8校
・アルコール消毒液等
　消耗品費　　　　　　　  20,250
　負担金（小北中分）　　　 　270

【特定財源】国庫支出金　   10,125

施設内の換気がしやすいように，網戸
を設置する。
・笠岡東公民館，北木公民館
　工事請負費　　　　　　　　 370

【特定財源】国庫支出金　　　　370

20,520

3 公民館費 181 新 地区公民館施設整備事業 370

2 学校管理費
167
171

【国の補正関係】
学校教育活動継続支援事業

1 病院費 113 病院事業会計補助金 3,581

令和４年度３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・物価高騰対策】

Ｎｏ 費目
予算書
ページ

新
規

事業名
予算額

（千円）
事業内容
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対象事業取りやめによる減額
（既定予算 66,900）

【特定財源】県支出金　  △66,900

貸付を行わなかったことによる減額
（既定予算 400,000）

【特定財源】諸収入　　 △400,000

対象事業取りやめによる減額
（既定予算 17,190）

【特定財源】国庫支出金　 △6,876
　　　　　　県支出金　　 △1,200
　　　　　　諸収入　　　 △3,448

3月補正
（第７号）

△ 184,640

【財源内訳】国庫支出金   △85,775
　　　　　　県支出金    △137,132
　　　　　　市債　　　   △64,300
　　　　　　その他　　　△442,640
　　　　　　一般財源　　　545,207

△ 17,1903
都市計画総

務費
153 特定空き家除却工事

2 病院費 113 病院事業会計貸付金 △ 400,000

1 社会福祉費 81
地域医療介護総合確保基金
事業補助金

△ 66,900

令和４年度３月補正予算（第７号）の概要（一般会計）【主な減額内容】
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令和４年度３月補正予算（第７号）の概要（一般会計）【繰越明許費】

Ｎｏ 費目
予算書
ページ

新
規

事業名
予算額
（千円）

事業内容

1 総務管理費 8 交通安全施設整備事業 9,460

国庫補助金の事業計画を再検討するに
あたり，工事箇所の追加の検討に不測
の日数を要したことによる。
・対象　1路線（神島）

2 児童福祉費 8
出産育児応援特別給付金事
業（新型コロナ対策）

330

令和５年４月１日に出生した新生児の
給付に対応することによる。
・コロナ禍での出産育児を応援するた
め，新生児の保護者に対する特別給付
金

3 8
ひまわり認定こども園新築
事業

18,500

園舎の構造，材質，工程の見直しに不
測の日数を要したことによる。
・ひまわり認定こども園を新築するた
めの設計

5 清掃費 8 西部衛生施設組合負担金 161,835

西部衛生施設組合において事業の繰越
明許費を設定することによる。
・西部衛生施設組合が整備する新清掃
工場の建設費用に係る構成団体負担金

4 保健衛生費 8
笠岡市新病院基本計画策定
事業

11,500
基本計画における事業費及び構造等の
検討に不測の日数を要したことによ
る。

6 農業費 8
農業振興地域整備計画策定
事業

5,560

関係機関との調整に不測の日数を要し
たことによる。
・農業振興に関する計画や農用地区域
等の見直し

7 農地費 8 農業用施設整備事業 91,420

関係者との調整に不測の日数を要した
ことによる。
・笠岡共用導水路移設工事事業
　　対象　1か所
・国営寺間地区共同工事事業
　　対象　1か所（カブト西町）
・団体営かんがい排水事業
　　対象　1か所（カブト東町）
・団体営ため池整備事業
　　対象　1か所（新賀）

8 水産業費 8 漁港施設整備事業 57,910

関係者との協議による工程調整及び冬
季波浪の影響による材料搬入の遅れの
ため工期内での完成が困難になったこ
とによる。
・漁港海岸施設老朽化対策事業
　　対象　1か所（北木島町）
・高島漁港改修事業
　　対象　1か所（高島）
・湛江漁港高潮対策事業
　　対象　1か所（六島）

9 商工費 8
小規模事業者等エネルギー
価格高騰対策支援事業（新
型コロナ対策）

20,000

不測の事態等により期限内に申請でき
なかった事業者に対応することによ
る。
・エネルギー価格等高騰の影響を受け
る小規模事業者等を支援するための支
援金
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令和４年度３月補正予算（第７号）の概要（一般会計）【繰越明許費】

Ｎｏ 費目
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規
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予算額
（千円）

事業内容

10 道路橋梁費 8 道路橋梁整備事業 174,400

関係者との協議調整に不測の日数を要
したこと等による。
・地方道路整備事業
　　対象　2路線（大河ほか）
・狭あい道路整備等促進事業
　　対象　3路線（小平井ほか）
・無電柱化事業
　　対象　1路線（中央町）
・自然災害防止事業
　　対象　3路線（茂平ほか）
・篠坂スマートＩＣアクセス道路等
　整備事業
　　対象　ランプ及び側道
・地方橋梁整備事業
　　対象　1橋（吉浜）
・橋梁長寿命化事業
　　対象　1橋（東大戸）

11 河川費 8 自然災害防止事業 35,810
関係業者との協議調整に不測の日数を
要したことによる。
・対象　3河川（茂平ほか）

12 港湾費 8 港湾施設整備事業 31,940

資材調達に不測の日数を要し，工期内
での完成が困難となったことによる。
・港湾施設長寿命化事業
　　対象　1か所（六島）
・豊浦港高潮対策事業
　　対象　1か所（北木島町）

13 都市計画費 8 公営住宅改修事業 12,870

エレベーター本体の納期遅延により，
工期内での完成が困難となったことに
よる。
・市営住宅十一番町団地エレベーター
の改修工事

14 小学校費 8 学校教育活動継続支援事業 13,500
国の補正予算に伴う令和５年度事業の
前倒しによる。

15 中学校費 8 学校教育活動継続支援事業 7,020
国の補正予算に伴う令和５年度事業の
前倒しによる。

16 社会教育費 8 市民会館施設長寿命化事業 121,090

半導体の世界的供給不足により，一部
部品の調達が困難となったこと等によ
る。
・ホール棟屋上防水・外壁改修工事
・受電設備内遮断器取替工事

17 8
移動図書館車更新事業（新
型コロナ対策）

19,450
半導体関連の慢性的な欠品により，車
両の納入が困難となったことによる。

18 8
竹喬美術館空調熱源機器更
新事業

33,760
半導体の世界的供給不足及び運送停滞
により，部品の調達が困難となったこ
とによる。

19 保健体育費 8 体育施設修繕事業 610
資材の調達に不測の日数を要したこと
による。
・茂平運動場フェンス修繕
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