
１ 一般会計 
補正額      006,378,088 千円 
当 初      182,600,000 千円 

              補正前            227,837,972 千円 
              補正後      234,216,060 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 783,788 2  総務費 737,700
17 県支出金 255,000 3  民生費 42,491
19 寄附金 200,000 4 衛生費 1,579,020
21 繰越金 4,802,600 5  労働費 760,000
23 市債 336,700 7 商工費 1,710,000

8  土木費 671,282
10 教育費 877,595

合計 6,378,088 合計 6,378,088

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

16

生活困窮者自立支援費負担
金（３／４）

【福祉総合相談課】

・３款 生活困窮者自立支援費（住居確保
給付金）に充当 28,611

過疎地域等自立活性化推進
事業補助金（定額） 

【旭支所】
・２款 旭地域活動推進費に充当 10,000

新型コロナウイルス感染症
対応地方創生臨時交付金

【財政課】
・７款 中小企業者等支援補助金に充当 404,109

生活困窮者自立支援費補助
金（２／３・１／２）

【福祉総合相談課】

・３款 生活困窮者自立支援費（一時生活
支援事業等）に充当 2,896

社会資本整備総合交付金
地域住宅支援補助金
（１／２）【定住促進課】

・８款 松平志賀住宅建設費に充当 303,000

GIGA スクール構想推進事
業費補助金（１／２・定額）

【学校教育課】

・１０款 GIGA スクール構想推進事業費
に充当 35,172

17
新型コロナウイルス感染症
対策協力金交付事業費補助
金（１／２）【商業観光課】

・７款 新型コロナウイルス感染症対策協
力金に充当 255,000

令和２年度６月補正予算の概要



款 事業名 内容 補正額

19一般寄附金  【財政課】
・７款 WE LOVE とよた応援商品券事業

費及び１０款 就学援助事業に充
当

200,000

21 前年度繰越金 【財政課】  4,802,600

23 市債      【財政課】・８款 松平志賀住宅建設費に充当 336,700

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

2

ふるさと寄附金推進費
【企画課・財政課】

・WE LOVE とよた応援寄附金の事務や
返礼に係る費用 97,700

旭地域活動推進費【旭支所】・ツキノワグマの生息調査や地域ぐるみの防除対策に要する費用 10,000

過誤納還付金
【債権管理課】

・企業業績の見通しを踏まえた法人市民
税の還付の増 630,000

3 生活困窮者自立支援費【福祉総合相談課】

・住居のない又は失うおそれのある困窮
者に対し、住居確保給付金の支給や緊
急一時的な宿泊場所を提供 

42,491

4

豊田地域医療センター再整
備費（単年度）
【地域包括ケア企画課】

・西棟改修に関連する医療機器購入や移
転計画策定支援委託 20,000

豊田地域医療センター再整
備費（継続費） 
【地域包括ケア企画課】

・西棟改修工事の追加に伴う工事費の増
・継続費の変更あり 183,000

豊田地域医療センター運営
費負担金
【地域包括ケア企画課】

・新型コロナウイルス感染症の影響等に
よる収入減に対し、運営費負担金を増 560,000

医療従事者応援金負担金
【地域包括ケア企画課】

・新型コロナウイルスに感染した患者を
受け入れた医療機関へ応援金を交付

・愛知県に対し市負担分を支出（１／３）
16,020

臨時特別水道事業補助金
（１０／１０）【経営管理課】・水道料金（基本料金）を４か月分免除 800,000

5

中小企業等雇用調整補助金
（１／５・１／１０・０．６
／１０）  【産業労働課】

・国の雇用調整助成金等の支給決定を受
けた中小企業等に対して上乗せ補助 730,000

テレワーク導入支援補助金
（１／２・１／３・１／４・
１／５）  【産業労働課】

・テレワーク導入に関する国の助成金等
の支給決定を受けた事業者に対して上
乗せ補助 

30,000



款 事業名 内容 補正額

7

新型コロナウイルス感染症
対策協力金（定額）

【商業観光課】

・県の休業要請に協力した事業者に対し
て交付する協力金の対象拡大に伴う増 510,000

中小企業者等支援補助金
（定額）  【商業観光課】

・売上が減少し、かつ県の休業要請等に
伴う協力金を受給していない中小企業
者等に１０万円の支援金を給付

700,000

WE LOVE とよた応援商品
券事業費  【商業観光課】

・市内中小店舗等で使用できるプレミア
ム付の商品券を発行 500,000

8 松平志賀住宅建設費【定住促進課】・松平志賀住宅の建替え 671,282

10

GIGA スクール構想推進事
業費    【学校教育課】

・児童生徒１人１台の学習用タブレット
端末整備について、緊急時における家
庭でのオンライン学習環境の整備のた
め、令和３年度以降で予定していた小
学１～３年生分を前倒しして整備 
・その他遠隔学習用カメラ・マイク、モ
バイルルーター、特別支援学校児童生
徒用入出力支援装置を整備 

846,039

就学援助事業【学校教育課】

・準要保護者等である小中学生の保護者
に対し、WE LOVE とよた応援商品券
を配付 
・１人１万２千円（２千円のプレミアム
分含む）

31,556

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

4

豊田地域医療セ
ンター再整備事
業（その２） 
【地域包括ケア

企画課】

11,364,000

30 703,000

11,730,000

30 703,000
元 2,889,000 元 2,889,000
2 5,445,000 2 5,628,000
3 1,276,000 3 1,459,000
4 1,051,000 4 1,051,000

・豊田地域医療センター西棟改修工事の追加

■債務負担行為の新規設定 （単位：千円）
款 事項 期間 限度額
8 住宅移転補償事業（松平志賀住宅） 【定住促進課】 R3 6,000

■地方債の追加 

住宅事業費を追加 



２ 特別会計 

■歳入歳出補正 

国民健康保険【国保年金課】 （単位：千円）

歳入 歳出 
款 事業名 補正額 款 事業名 補正額 

3 特別交付金
【国保年金課】 1,000 2 傷病手当金【国保年金課】 1,000

補正内容 
・国民健康保険の加入者である被用者が新型コロナウイルスに感染するなどし、療養のた
め労務に服することができなくなった場合に傷病手当金を支給


