
令和３年度６月補正予算について

　

●一般会計　補正予算（第２号）

1 補　正　額 （補正後予算額　４０５億６,０８０万円）

2 財　源 〇国庫支出金　５億５,９５３万６千円

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

・地方創生拠点整備交付金 ほか

〇県支出金　２億２,９０６万２千円

・園芸産地広域拠点整備事業補助金 ほか

〇寄附金　７００万円 ・指定寄附金

〇繰入金　１億３４４万７千円 ・基金繰入金

〇繰越金　７,８７０万８千円 ・前年度繰越金

〇諸収入　△１億６,６４５万３千円 ・小中学校給食負担金（1/2負担軽減）ほか

〇市債　　 △７億７,６１０万円 ・合併特例事業債

3 補正予算の内容 （★は、新型コロナウイルス感染症対策） （単位：千円）

16,300 財務部

協働のまちづくり事業 　まちづくり協議会が行う再興プロジェクト事業に対する支援 7,000 総合政策部

★

社会福祉総務事業

　要介護認定を受けている人へのサポート（コロナワクチン接種）推進

　・介護保険サービス提供事業者等に対する支援
3,500 健康福祉部

生活保護事務事業
　生活保護ケースワーカーの業務負担軽減および事務の効率化を図るた

め、生活保護訪問支援システムを導入
1,070 健康福祉部

★

コミュニティセンター維持

管理事業

　オンライン講座の実施

　・インターネット環境（Wi-Fi）の整備、受講者用のタブレット購入
23,800 総合政策部

財産管理事務事業 　有害鳥獣対策及び環境美化対応、市有地樹木伐採業務を委託 4,000 財務部

庁舎管理事務事業 　春江庁舎のトイレ改修（段差解消、洋式化等）

地方創生応援基金 （企業版ふるさと納税制度を活用）地方創生応援基金に積み立て

★

地方創生推進事業

　坂井市から県外に進学し、コロナウイルスの影響により生活が不安定と

なっている学生を支援するため、地元の特産品を「仕送り」する

　・県外へ進学した学生応援一人当たり約１万円（約1,300人）

14,100 総合政策部

5,000 総合政策部

　４月の第１号補正に引き続き、国の新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金に基づく低所得の子育て

世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するもので、ひとり親世帯以外の世帯を対象としています。その

ほか令和３年度分の市内小中学生の給食費を２分の１に負担軽減するなど、必要額を計上するものです。

３,５２０万円

事業名 事業内容 事業費 所管

防災事業

企画事務事業

行政区施設整備事業

　地域の防災活動、コミュニティ活動の充実・強化のための支援

　・コミュニティ助成事業費補助金（各事業それぞれ1区）

　・自治総合センター助成金を活用

2,000

2,300

15,000

総務部

総合政策部



★

観光ビジョン戦略事業

　電子決済事業者と連携し、市内宿泊施設のクーポンに対する助成

　・（クーポン）２千円/人
57,360 産業環境部

観光ビジョン戦略事業
　県と連携し、店舗の商品やサービスの多言語化、マーケティング情報の

収集等を行うWebサイトを構築（インバウンド対応アプリ）
3,608 産業環境部

土地改良施設突事故復旧

事業
　土地改良施設の突発事故に対する復旧のための補助金 746 産業政策部

水産業経営支援事業 　三国港市場直売所経営コンサルティング業務の委託 2,000 産業政策部

個人番号カード等交付事務

事業

　交付窓口を増設し、会計年度任用職員を増員

　・会見年度任用職員報酬等、電算機器拡張委託料　ほか
8,900 生活環境部

新規就農サポート事業 　県への返還金 675 産業政策部

地域担い手づくり整備事業 　令和２年度３月補正計上（国の事業採択による減額） △ 15,000 産業政策部

園芸産地総合支援事業 　園芸作物生産に取り組む認定農業者等の施設整備に対する支援 7,556 産業政策部

三里浜砂丘地園芸産地

育成事業
　ニンジン集出荷施設整備に対する助成（ＪＡ福井県） 139,488 産業政策部

児童館管理運営事業 　城北児童館の外壁改修工事費 6,200 健康福祉部

周遊・滞在型観光推進事業
　丸岡城周辺整備（茶屋の移転新築等）の実施設計及び埋蔵文化

財の発掘調査を行う
130,000 産業政策部

東尋坊再整備事業 　東尋坊エリアプラットフォーム準備、現況や意向調査等の委託 3,000 産業政策部

丸岡寄附市民参画基金

事業

　持続的な集客の確保と夜間周遊の促進

　・丸岡城プロジェクションマッピング　映像コンテンツ制作　２本

　・丸岡城園路に行灯などを装飾

15,000 生活環境部

水田麦・大豆産地生産性

向上事業
　米から麦や大豆等の生産へ転換する取り組み等に対する補助 93,665 産業政策部

放課後児童対策事業
　・巡回アドバイザー予算組替（給料、職員手当等→報償費）

　・業務のＩＣＴ化（児童クラブ業務支援システム導入）26施設
7,331 健康福祉部

私立保育所運営支援事業 　公有財産の購入 11,710 健康福祉部

私立保育所施設整備

補助事業
　移設予定地の測量、開発行為申請などの委託 5,600 健康福祉部

★

幼保園等管理運営事業

私立保育所運営支援事業

放課後児童対策事業

　万が一 保育園等で新型コロナウイルス感染症が発生した場合、休園

措置後に再開する時の職員に、慰労金を支給する

　・児童福祉施設再開慰労金事業（公立・私立・児童クラブ）

1,260

1,260

420

健康福祉部

★

児童扶養手当支給事業

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、低所得の子育て世帯に

おける負担の増加や収入の減少などの状況を踏まえ、速やかに特別給付

金を支給

（ひとり親世帯以外分）

　・児童一人当たり５万円（対象者：約1,637人）

　・給付対象者は、児童手当、特別児童扶養手当受給者、

    令和3年度分の住民税均等割非課税者、家計急変世帯

★

健康教育・相談事業

　独自開発の健康アプリ「歩こっさプラス」を活用促進と、アプリを利用でき

ない人に対しても同様に、新型コロナウイルス感染症に起因した運動不

足の解消を促し、特典等で地域経済停滞の解消を図る

3,500 健康福祉部

82,600 健康福祉部

事業名 事業内容 事業費 所管



●病院事業会計　補正予算（第１号）

1 補　正　額 （補正後予算額　２５億６,０５６万５千円）
※補正後予算額＝収益的支出と資本的支出の合計

2 財　源 〇病院事業収益 ・通所リハビリテーション費収益

・利用料収益

3 補正予算の内容 （★は、新型コロナウイルス感染症対策） （単位：千円）

観光施設維持管理事業
　・海浜公園の再整備計画の策定委託

　・丸岡温泉たけくらべ改修工事
114,000 産業政策部

観光施設管理運営事業 　三国温泉ゆあぽ~と3号井（井戸掘削） 8,000 産業政策部

★

地域商業活性化事業
　【カイモンカード×PayPay】　電子決済サービス手数料など 126,500 産業政策部

空き家等対策事業

　市内（登録してある）空き家について、管理代行サービスを利用した

所有者等に対する助成（県外居住者または施設入居者等）

　・空家適正管理促進事業費補助金

360 建設部

除雪対策事業

　・老朽化した消雪井戸の更新及び融雪装置の取替工事

　・ＧＰＳ除雪管理システムの導入

　・除雪機械の整備に対する補助、オペレーター養成補助

67,300 建設部

交通安全施設整備事業 　本年1月の除雪作業時に破損した安全施設等の修繕 20,000 建設部

スポーツ大会運営事業
　・令和６年開催予定「福井フルマラソン」準備委員会負担金

　・福井国体レガシー継承事業「ハピネスフェスティバル」に係る経費
3,791 教育委員会

小学校管理事業

　・プール清掃委託

　・緊急地震速報装置　坂井地区４小学校に設置

　・備品購入（丸岡地区６小学校（寄附））

3,900 教育委員会

小学校施設整備事業 　令和２年度３月補正計上（国の事業採択による減額） △ 187,300 教育委員会

中学校管理事業 　・備品購入（丸岡地区２中学校（寄附）） 300 教育委員会

体育施設管理事業

　・春江Ｂ＆Ｇ海洋センター照明灯ＬＥＤ化工事

　・福井丸岡ラックを支援するため、練習環境の整備

　（丸岡中学校体育館シャッター、防球ネットを設置）

　・指定管理者修繕料負担金

7,700 教育委員会

みくに龍翔館改修整備事業 　令和２年度３月補正計上（国の事業採択による減額） △ 837,000 教育委員会

事業名 事業内容 事業費 所管

★

小学校教育振興事業

中学校教育振興事業

　ＧＩＧＡスクール構想により整備されたタブレット端末を有効活用する

ため、デジタルドリルの導入と、指導者用タブレットを整備

　最先端の学びの機会を創出するため、各学校にＡＩロボットを導入

28,000

12,200
教育委員会

★

学校給食管理事業

　市内の小中学生の給食費負担額軽減に伴う補助金

　・市外小中学校等に在籍している児童生徒分
6,500 教育委員会

通所リハビリテーション事業

　介護保険の通所リハビリテーション事業を実施するための環境整備

・人員配置

・介護保険事業システム購入

1,565 三国病院

１５６万５千円

事業名 事業内容 事業費 所管


