
１ 一般会計 
補正額      001,074,480 千円 
当 初      179,800,000 千円 

              補正前            193,477,760 千円 
              補正後      194,552,240 千円 

① 概要 （単位：千円）
歳入 補正額 歳出 補正額

16 国庫支出金 137,654 1  議会費 ▲1,116
17 県支出金 1,000 2  総務費 118,691
21 繰越金 818,926 3  民生費 406,241
22 諸収入 116,900 4 衛生費 497,101

5 労働費 5,536
6 農林水産業費 31,510
7 商工費 2,361
8 土木費 ▲20,517
9 消防費 26,619
10 教育費 8,054

合計 1,074,480 合計 1,074,480

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

16

感染症予防費負担金
（３／４・１／２） 

【感染症予防課】
・４款 試験検査費に充当 8,775

新型コロナウイルスワク
チン接種体制確保事業費
国庫補助金（１０／１０）

【感染症予防課】

・４款 新型コロナウイルス感染症ワク
チン接種事業事務職員手当（職
員人件費）に充当 

126,879

特定都市河川浸水被害 
対策推進事業補助金
（１／２） 【河川課】

・８款 流域貯留施設整備費に充当 2,000

17 流域貯留施設整備費補助金（１／４） 【河川課】・８款 流域貯留施設整備費に充当 1,000

21 前年度繰越金  【財政課】  818,926

22

国県支出金過年度収入

【子ども家庭課】
【生活福祉課】
【障がい福祉課】

・過年度国県支出金の精算に基づく追加
交付 
未熟児養育医療給付費負担金等

   生活保護生活扶助費 
障がい者自立支援給付費負担金等

116,900

令和３年度１２月補正予算の概要



③ 歳出補正の内容                 （単位：千円）
款 事業名 内容 補正額 

１
他
職員人件費     【人事課】

【感染症予防課】

・給料（＋75,220） 
・手当（＋339,773） 
・共済費（▲1,030）

413,963

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減額 ▲40,167

３

過年度国県支出金返還金
【次世代育成課】
【子ども家庭課】

【保育課】
  【生活福祉課】
【障がい福祉課】

・過年度国県支出金の精算に基づく返還
子ども・子育て支援交付金等
児童手当交付金等
保育対策総合支援事業費補助金等
生活保護費負担金等
障がい者総合支援事業費等補助金等

461,351

４

過年度国県支出金返還金
  【子ども家庭課】
【感染症予防課】

・過年度国県支出金の精算に基づく返還
母子保健衛生費国庫補助金等
感染症発生動向調査事業費等

195,783

試験検査費 【保健衛生課】・新型コロナウイルス検査に必要な検査試薬等の購入に要する費用 17,550

７ 南部地域産業用地整備費 
【産業労働課】

・南部地域産業用地周辺の市道整備に関
する道路詳細設計を実施 22,000

８ 流域貯留施設整備費
【河川課】

・調整池（ゆたか台団地）整備の設計を
実施 4,000

④ その他 
■繰越明許費の新規設定                        （単位:千円） 
款 事業名 金額
３ 養護老人ホーム解体工事負担事業          【高齢福祉課】 24,000
４ 小型トラック取得事業               【清掃業務課】 5,100
７ 南部地域産業用地周辺道路設計事業         【産業労働課】 22,000

８

マンション管理適正化推進計画策定事業       【建築相談課】 2,600
市道改良事業（国道４１９号関連市道平戸橋土橋線）

【幹線道路推進課】 24,000

市道改良事業（市道藤岡西中山藤営線）                【土木課】 22,700
市道改良事業（市道四郷２５号線） 【区画整理支援課】 18,000
市道公共補償事業                                    【土木課】 13,700
秋葉緑地用地調査事業                                【河川課】 20,000
ゆたか台団地調整池設計事業                          【河川課】 4,000
総合都市交通体系調査事業                        【都市計画課】 26,000
名鉄豊田市駅駅舎改修事業                        【都市整備課】 440,000



■債務負担行為の新規設定 （単位：千円）
事項 期間 限度額

矢作川総合第二期地区耐震化対策負担事業 
      【農地整備課】

令和４年度
から 

令和５年度
まで

5,000

北部給食センター改築整備・運営業務委託事業
  【保健給食課】

令和４年度
から 

令和１６年度
まで 

6,392,300 千円
及び金利変動、物
価変動、消費税制
度等の変更に伴う
増減額の合計額を
加算した額

世界ラリー選手権開催負担事業  【スポーツ戦略課】

令和４年度
から 

令和７年度
まで

1,287,000 千円
及び為替変動に伴
う増減額の合計額
を加算した額

■債務負担行為の変更 （単位：千円）

事項 
補正前 補正後

期間 限度額 期間 限度額

中山こども園仮設
園舎借上 

【保育課】

令和４年度
から 

令和９年度
まで

51,000

令和４年度
から 

令和９年度
まで

74,600

２ 特別会計 

■人件費補正【人事課】 
国民健康保険（▲6,973 千円）、土橋土地区画整理（▲17,913 千円）、寺部土地区画整理
（▲3,179 千円）、分譲住宅建設事業（▲1,497 千円）、卸売市場（▲5,352 千円）、介護
保険（▲4,274 千円）、後期高齢者医療（▲437千円）、豊田東インターチェンジ周辺地区
産業用地造成（▲542千円） 

■歳入歳出補正 
国民健康保険【国保年金課】 ※人件費除く （単位：千円）

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 ▲97,621 
一般被保険者後期高齢者支援金等分
              74,427 
介護納付金分 23,194


