
１ 一般会計

補正額   3,246,000 千円 

当 初  180,300,000 千円 

              補正前  181,249,000千円 

              補正後  184,495,000千円 

① 概要（目的別）                        （単位：千円） 
歳入 補正額 歳出 補正額

14 国庫支出金 238,000 1 議会費 14,867
15 県支出金 15,071 2 総務費 160,999
18 繰入金 1,275,805 3 民生費 458,524
19 繰越金 681,906 4 衛生費 87,394
20 諸収入 35,218 5 労働費 5,167
21 市債 1,000,000 6 農林水産業費 23,363

7 商工費 ▲1,651
8 土木費 42,102
9 消防費 96,998
10 教育費 2,358,238
11 災害復旧費 ▲1

合計 3,246,000 合計 3,246,000

② 歳入補正の内容                        （単位：千円） 
款 事業名 内容 補正額

14
他
国の補正予算（第１号）に
対応する事業 

■15款 経営体育成支援事業補助金
 +15,071       【農政課】

■14款 ブロック塀・冷房設備対応臨時特
例交付金  +238,000 

【学校づくり推進課】

253,071

18

財政調整基金繰入金
【財政課】  775,805

教育施設整備基金繰入金
【学校づくり推進課】・10款 中学校空調機器整備費に充当 500,000

19前年度繰越金 【財政課】  681,906

20

国県支出金過年度収入
【子ども家庭課】
【障がい福祉課】
【感染症予防課】

・H29国県支出金の精算に基づく追加交付
小児慢性特定疾病医療費等 

 障がい児入所給付費等 
結核医療費

5,760
28,352
1,106

21市債     【財政課】・10款 中学校空調機器整備費のための 借入 1,000,000
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③ 歳出補正の内容                        （単位：千円） 
款 事業名 内容 補正額

6
他
国の補正予算（第１号）に
対応する事業 

■６款 被災農業者向け補助金
+21,247       【農政課】

■10款 中学校空調機器整備費 
+2,147,000【学校づくり推進課】

2,168,247

1
他 職員人件費  【人事課】

・給料 （+140,462） 
・手当 （+101,886） 
・共済費（+ 71,622） 

313,970

3
他
特別会計繰出金

【国保年金課他】・職員の人件費補正に伴う繰出金の補正 ▲9,105

1 議員人件費【議会事務局】・期末手当 2,044

2

職員退職手当 【人事課】・退職予定者の増加 40,317

児童手当   【人事課】・実績に基づく支給額の増加 452

支所・コミュニティセンタ
ー施設整備費【上郷支所】

・非常用発電設備更新設計
・繰越明許費の新規設定あり 5,000

どんぐりの里再整備費
【稲武支所】

・どんぐり横丁の再整備設計費の増額 
・繰越明許費の新規設定あり 14,800

3

過年度国県支出金返還金
【生活福祉課】
【障がい福祉課】
【次世代育成課】

【保育課】
【子ども家庭課】

・H29国県支出金の精算に基づく返還
 生活保護費等 
障がい者自立支援給付費等
子ども・子育て支援交付金
子ども・子育て支援交付金
児童手当交付金等

181,869
168,472
15,969
13,415
40,556

4

過年度国県支出金返還金
【保健衛生課】
【感染症予防課】
【子ども家庭課】
【地域保健課】

・H29国県支出金の精算に基づく返還
 感染症予防事業費等 
 感染症予防事業費等 
母子保健衛生費国庫補助金等
子ども・子育て支援交付金

36
2,272
28,467
219

10

中学校諸営繕工事 
【学校づくり推進課】

・空調機器整備工事に合わせ、老朽化した
受変電設備を更新
・繰越明許費の新規設定あり 

425,000

中央公園施設整備費 
【スポーツ課】

・メインマスト等再塗装工事について、補修
工事の追加により、スケジュールを延伸 
・継続費の変更あり 

▲166,000



④ その他        

■継続費の変更 （単位：千円）

款 事業名 補正前 補正後
総額 年度 年割額 総額 年度 年割額

10
豊田スタジアム修繕事業 
（メインマスト等再塗装） 

【スポーツ課】

430,000 29 172,000
430,000

29 172,000
30 258,000 30 92,000

31 166,000

・スケジュールの延伸に伴う期間及び年割額の変更

■繰越明許費の新規設定                      （単位：千円）
款 事業 金額

2
上郷コミュニティセンター非常用発電設備設計事業    【上郷支所】 5,000

どんぐり横丁再整備設計事業              【稲武支所】 38,700

4 四郷町リサイクルステーション整備事業      【ごみ減量推進課】 25,100

6 林道改良事業（北ノ平線） 【森林課】 9,000

8 橋りょう修繕事業（山之手横断歩道橋外４橋）   【道路予防保全課】 100,000

10

中学校空調機器整備事業            【学校づくり推進課】 2,147,000

中学校受変電設備整備事業（崇化館中学校外 16校）【学校づくり推進課】 425,000

（仮）梅坪台運動広場管理棟等整備事業        【スポーツ課】 103,900

■債務負担行為費の新規設定 （単位：千円）
款 事項 期間 限度額

5 女性しごとテラス運営業務委託事業 【ものづくり産業振興課】 H31 43,000

9 防災ラジオ取得事業             【防災対策課】 H31 57,900

■債務負担行為費の変更 （単位：千円）

款 事項 補正前 補正後
期間 限度額 期間 限度額

２ 本庁舎等総合管理業務委託事業【財産管理課】
H31-32 628,600 H31-33 871,100

・複数年度契約のスケジュールの変更



■地方債の追加 

  中学校事業費を追加 

２ 特別会計 

■人件費補正【人事課】 

国民健康保険（▲8,314 千円）、土橋土地区画整理（15,909 千円）、寺部土地区画整理

（7,902 千円）、花園土地区画整理（7,852 千円）、分譲住宅建設（▲4,084 千円）、 

介護保険（▲10,469 千円）、後期高齢者医療（351千円）、産業用地造成（2,430 千円） 

■歳入歳出補正 

国民健康保険【国保年金課】 ※人件費除く 
歳入 歳出

款 事業名 補正額 款 事業名 補正額

3
国民健康保険事業費納付金
一般被保険者医療給付費分 ▲40,906 
介護納付金分        40,906 

6 前年度繰越金 4,000 6 過年度保険税還付金 4,000

 介護保険【介護保険課】 ※人件費除く 
歳入 歳出

款 事業名 補正額 款 事業名 補正額

8 介護給付費準備基金繰
入金 382 5 第１号被保険者保険料還付金 382


