
１ 一般会計 
補正額          964,011 千円 
当 初      182,600,000 千円 

              補正前            235,266,608 千円 
              補正後      236,230,619 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 1,217,087 1  議会費 ▲20,160
17 県支出金 17,034 2  総務費 ▲31,288
21 繰越金 439,005 3  民生費 196,832
22 諸収入 ▲1,150,315 6 農林水産業費 35,050
23 市債 441,200 8 土木費 82,355

9 消防費 102,000
10 教育費 ▲207,778
11 災害復旧費 807,000

合計 964,011 合計 964,011

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に充当 84,823

新型コロナウイルス感染
症対応地方創生臨時交付
金（定額） 【財政課】

・新型コロナウイルス対策事業に充当 1,131,757

学校施設環境改善交付金
（１／３） 
【学校づくり推進課】

・10款 若園中学校校舎建設費に充当 507

17 地籍調査費補助金（７．５／１０） 【農地整備課】 ・6款 地籍調査費に充当 17,034

21 前年度繰越金 【財政課】  439,005

22

こども園給食費収入 
【保育課】

・3款 こども園給食運営費に充当 
給食費無償化に伴う収入の減 ▲136,888

小・中・特別支援学校給食
費収入  【保健給食課】

・10款 学校給食協会委託費に充当 
     学校休校及び給食費無償化に伴 

う収入の減
▲1,013,427

23 市債      【財政課】

・8 款 愛知環状鉄道災害対策費補助金に
充当 

・9款 詰所・格納庫整備費に充当 
・11款 災害復旧費に充当

441,200

令和２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 

1
他

新型コロナウイルス関連 事業中止に伴う減額
  ・給食協会委託費等の減 【保健給食課】    ▲173,078 
  ・東京オリンピック・パラリンピック関連事業開催費 

【生涯スポーツ推進課】 ▲97,790 
  ・議会活動費      【議会事務局】         ▲20,160 

他 １４事業

▲534,937

2

若園交流館建設費
【市民活躍支援課】

・若園交流館及び若園中学校の一部を合
築により改築 24,000

地域交通推進費 
【高岡支所】

・新型コロナウイルスの影響で減少した
運賃収入を補填 4,007

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、住居確保給付金を給付 113,098

こども園用地取得費 
【保育課】

・土地開発公社からの整備済み用地の取
得（渡刈こども園駐車場） 91,234

6
地籍調査費 【農地整備課】 ・国土調査法に基づく地籍調査を実施 26,800

水源環境保全林整備費
【森林課】・水源環境保全林の間伐を実施 8,250

8

基幹バス運行費
【交通政策課】

・新型コロナウイルスの影響で減少した
運賃収入を補填 71,135

愛知環状鉄道災害対策費補
助金（定額）【交通政策課】

・土砂災害復旧に係る補助金を愛知環状
鉄道に交付 11,220

9

消防庁舎営繕費 
【（消）総務課】・足助消防署の外構整備工事の実施 50,000

詰所・格納庫整備費 
【（消）総務課】・笹戸詰所格納庫の建設 52,000

10

若園中学校校舎建設費 
【学校づくり推進課】

・若園交流館及び若園中学校の一部を合
築により改築 17,200

こども園用地取得費 
【保育課】

・土地開発公社からの整備済み用地の取
得（野見こども園駐車場） 186,204

柳川瀬公園施設整備費
【生涯スポーツ推進課】

・柳川瀬公園マレットゴルフ場トイレ増
築工事を実施 10,000

藤岡地域体育施設整備費 
【藤岡支所】

・藤岡体育センター浄化槽の改築工事を
実施 24,300



款 事業名 内容 補正額

10小原地域体育施設整備費 【小原支所】・緑の公園に防球ネットを設置 2,500

11
災害復旧費
【農地整備課、森林課、道路
維持課、河川課、地域建設課】

・令和２年７月豪雨災害の復旧
・台風等に備え災害復旧費を増額 807,000

④ その他 
■継続費の新規設定 （単位：千円）
款 事業名 総額 年度 年割額 内容

2 若園交流館改築事業 【市民活躍支援課】 994,200
2 24,000 ・若園交流館と若園中学校

の一部を合築により改
築 

3 496,400
4 473,800

10
若園中学校技術科棟
改築事業 
【学校づくり推進課】

620,100
2 17,200 ・若園交流館と若園中学校

の一部を合築により改
築 

3 309,600
4 293,300

■繰越明許費の新規設定                        （単位：千円） 
款 事業名 金額
6 地籍調査事業                    【農地整備課】 26,800

9
足助消防署外構整備事業              【（消）総務課】 50,000
笹戸詰所格納庫整備事業              【（消）総務課】 52,000

10
柳川瀬公園マレットゴルフ場トイレ増築事業  【生涯スポーツ推進課】 10,000
藤岡体育センター浄化槽改築事業            【藤岡支所】 24,300
緑の公園防球ネット設置事業              【小原支所】 2,500

■債務負担行為の新規設定 （単位：千円） 
款 事項 期間 限度額
3 放課後児童施設取得事業（小清水小学校外１校）【次世代育成課】 R3 220,000

8

後退用地整備事業                【土木課】 R3 40,000
道路側溝修繕事業 【道路維持課】 R3 100,000
地域道路側溝修繕事業            【地域建設課】 R3 80,000
路面舗装修繕事業 【道路維持課】 R3 320,000
地域路面舗装修繕事業            【地域建設課】 R3 50,000

10 小中学校等外国人英語指導講師配置業務委託事業【学校教育課】 R3-R5 440,300



■地方債の追加 

災害復旧事業費を追加 

■地方債の変更
 地域振興事業費始め１２事業の限度額を補正

２ 特別会計 
■歳入歳出補正 
国民健康保険 （単位：千円）

歳入 歳出 
款 事業名 補正額 款 事業名 補正額 

3 特別調整交付金
【国保年金課】 21,000 6 過年度保険税還付金【債権管理課】 21,000

補正内容 
新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした保険税減免の創設に伴い必要となる還付
金


