
１ 一般会計 

補正額  002,776,000 千円 

当 初  184,300,000 千円 

              補正前  185,279,000千円 

              補正後  188,055,000千円 

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

15 国庫支出金 86,316 2 総務費 434,851
16 県支出金 4,709 3 民生費 49,422
20 繰越金 2,684,975 6 農林水産業費 31,580

8 土木費 183,400
9 消防費 222,500
10 教育費 1,854,247

合計 2,776,000 合計 2,776,000

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

15

個人番号カード交付事務費
補助金（１０／１０）

【市民課】
・２款 人件費、個人番号カード交付事
    務費に充当 20,866

連続立体交差事業費補助金
（５．５／１０）【街路課】

・個別補助金での採択による増額
・８款 名鉄三河線若林駅付近連続立体

交差事業に充当 
77,000

社会資本整備総合交付金
連続立体交差事業費補助金
（５．５／１０）【街路課】

・個別補助金での採択による減額 ▲11,550

16

あいち森と緑づくり身近な
里山林整備事業交付金（１
０／１０）  【松平支所】

・２款 里山林整備事業費に充当 2,169

人・農地問題解決加速化支
援補助金（定額）【農政課】

・６款 人・農地プラン（地域農業マスタ
ープラン）推進費に充当 2,540

20前年度繰越金  【財政課】  2,684,975

令和元年度9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

2

後付け安全運転支援装置設
置費補助金（９／１０） 

【交通安全防犯課】
・アクセルとブレーキの後付け踏み間違
い加速抑制装置の設置に対し補助 36,000

小原地域交流館施設整備費
【小原支所】

・小原交流館ホール改修工事
・繰越明許費の新規設定あり 118,000

足助地域交流館施設整備費
【足助支所】

・足助交流館バリアフリー化整備工事
・公共下水道接続工事（足助交流館外２
施設） 
・繰越明許費の新規設定あり 

105,000

松平コミュニティセンター
施設整備費  【松平支所】

・トイレ改修工事 
・繰越明許費の新規設定あり 24,300

里山林整備事業費
【松平支所】

・里山林の整備のための測量、計画書の
作成 2,169

下山地域観光交流推進費
【下山支所】

・ラリーイベントにおける地域内の会場
設営や運営、広報等を地元組織と共働に
より実施 

4,500

旭支所施設整備費【旭支所】・旭支所空調等改修工事 ・繰越明許費の新規設定あり 119,400

稲武地域観光交流推進費
【稲武支所】

・ラリーイベントにおける地域内の会場
設営や運営、広報等を地元組織と共働に
より実施 

4,500

個人番号カード交付事務費 
【市民課】

・マイナンバーカードの交付を促進する
ための受付窓口の委託や休日窓口の開
設日の増等を実施 

20,982

3 温浴施設整備費 【高齢福祉課】
・土地開発公社からの用地（豊田ほっとか
ん等駐車場拡張として整備済み）の取得 49,422

6

人・農地プラン（地域農業マ
スタープラン）推進費 

【農政課】

・地域の特性に応じた具体性のあるプラ
ンの作成に向けたアンケート調査、地図
作成委託 

6,536

と畜場施設等整備費補助金
（９／１０・１／２） 

【農政課】

・豚コレラ対策のための食肉センターに
おける車両交差防止用入口の改修に対
する補助 

25,044



款 事業名 内容 補正額

8

公共建築物設計費 
【公共建築課】

・公共建築物の整備等に必要な設計委託
①足助消防署公共下水道接続・外構 
②笹戸詰所格納庫改築
・繰越明許費の新規設定あり

5,400

二輪車駐車場施設整備費
【交通安全防犯課】

・土橋駅南第３駐輪場整備工事
・繰越明許費の新規設定あり 59,000

名鉄三河線若林駅付近連続
立体交差事業 【街路課】・占用物件の支障移転補償 119,000

9

詰所・格納庫整備費 
【（消）総務課】

・乙部詰所格納庫整備工事 
・乙ケ林詰所格納庫整備工事 
・四ツ松詰所格納庫解体撤去工事 
・火の見櫓撤去工事 
・上丘・駒場詰所格納庫公共下水道接続
工事 
・繰越明許費の新規設定あり

84,100

南消防署建設費 
【（消）総務課】

・南消防署車庫棟整備工事
・繰越明許費の新規設定あり 80,500

水防対策費 【（消）総務課】・小原水防倉庫整備工事 ・繰越明許費の新規設定あり 17,900

避難場所対策整備費 
【防災対策課】

・畝部小学校緊急避難用屋外階段整備 
工事 
・繰越明許費の新規設定あり 

40,000

10

２０２０東京オリンピッ
ク・パラリンピック準備費 

【スポーツ課】
・聖火リレー実施準備のための県及び市
実行委員会に対する負担金 9,789

柳川瀬公園施設整備費
【スポーツ課】

・マレットゴルフ場トイレ改修設計委託
・繰越明許費の新規設定あり 1,300

（仮）梅坪台運動広場施設整
備費     【スポーツ課】・土地開発公社からの整備済み用地の取得 1,843,158

④ その他          

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

款 事業名 金額

2

小原交流館ホール改修事業                【小原支所】 118,000
足助交流館バリアフリー化整備事業            【足助支所】 84,000
公共下水道接続事業（足助交流館外２施設）        【足助支所】 21,000
松平コミュニティセンタートイレ改修事業         【松平支所】 24,300
旭支所空調等改修事業                   【旭支所】 119,400



款 事業名 金額

8

公共建築物設計事業                  【公共建築課】 5,400
橋りょう耐震補強事業（東梅坪橋）         【道路予防保全課】 254,000
土橋駅南第３駐輪場整備事業            【交通安全防犯課】 59,000
特定道路改良促進事業（豊田北バイパス関連市道上小田東小笹線）

【幹線道路推進課】 18,500

9

詰所格納庫整備事業（乙部詰所格納庫外 5施設）   【（消）総務課】 78,200
公共下水道接続事業（上丘詰所格納庫外１施設）     【（消）総務課】 5,900
南消防署車庫棟整備事業                【（消）総務課】 80,500
小原水防倉庫整備事業                 【（消）総務課】 17,900
畝部小学校緊急避難用屋外階段整備事業         【防災対策課】 40,000

10 柳川瀬公園マレットゴルフ場トイレ改修設計事業     【スポーツ課】 1,300

■債務負担行為の新規設定 （単位：千円）

款 事項 期間 限度額

8

後退用地整備事業                 【土木課】 R2 40,000
道路側溝修繕事業 【道路維持課】 R2 100,000
地域道路側溝修繕事業             【地域建設課】 R2 100,000
路面舗装修繕事業 【道路維持課】 R2 320,000
地域路面舗装修繕事業             【地域建設課】 R2 50,000

9 防災ラジオ取得事業              【防災対策課】 R2 20,000

■地方債の変更

  地域振興事業費始め 13事業の限度額を補正

２ 特別会計 

介護保険（介護保険課） 
■債務負担行為の新規設定 （単位：千円）

款 事項 期間 限度額
1 要介護認定調査委託事業（その２）       【介護保険課】 R2 46,900


