
１ 一般会計 
補正額       1,215,061 千円 
当 初      182,600,000 千円 

              補正前            236,521,746 千円 
              補正後      237,736,807 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 441,246 1 議会費 ▲10,344
19 寄附金 27,100 2  総務費 272,743
20 繰入金 85,873 3  民生費 610,892
21 繰越金 128,087 4 衛生費 484,460
22 諸収入 263,855 5 労働費 8,830
23 市債 268,900 6 農林水産業費 3,738

7 商工費 ▲156,949
8 土木費 ▲10,040
9 消防費 8,287
10 教育費 3,444

合計 1,215,061 合計 1,215,061

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

16

生活保護費負担金（３／４）
【生活福祉課】・3款 生活保護扶助費に充当 137,316

感染症予防費負担金
（１／２）【感染症予防課】

・4 款 新型コロナウイルス感染症対策
費に充当 

・4款 試験検査費に充当
165,106

地方創生拠点整備交付金
（１／２） 【企画課】 ・2款 どんぐりの里再整備費に充当 125,000

介護職チームケア実践力向
上推進事業費補助金
（定額） 【介護保険課】

・3 款 介護職チームケア実践力向上推
進事業費補助金に充当 13,824

19

先進技術等推進事業寄附金
【未来都市推進課】

・2款 先進技術等移動支援事業費に充
    当（企業版ふるさと納税） 2,100

スポーツ事業寄附金
【スポーツ戦略課】

・10 款 J リーグホームタウン推進費及
び中央公園施設整備費に充当 25,000

20 財政調整基金繰入金  【財政課】  85,873

21 前年度繰越金   【財政課】  128,087

令和２年度１２月補正予算の概要



款 事業名 内容 補正額

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】

・令和元年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
生活保護医療扶助費等
障がい者自立支援給付費負担金等 

3,276
24,318
232,628

クリーンエネルギー自動車
等導入費補助金

【未来都市推進課】
・2款 未来都市推進事務費に充当 2,040

医療提供体制設備整備交付
金（３／４・１／２）
【地域包括ケア企画課】

・4款 マイナンバーカードオンライン資格
確認システム整備費に充当 1,593

23 市債       【財政課】 ・2款 どんぐりの里再整備費に充当 268,900

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】

・給料（+80,403）
・手当（▲10,228） 
・共済費（＋66,903）

137,078

2
他

新型コロナウイルス関連 事業中止に伴う減額 
・おいでんまつり開催負担金 【商業観光課】    ▲168,000
・世界ラリー選手権開催負担金【スポーツ戦略課】  ▲ 37,000 
   他 2 事業 

▲230,000

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 ▲12,463

1 議員人件費 【議会事務局】 ・手当（▲2,106） ▲2,106

2

未来都市推進事務費 
【未来都市推進課】・新型MIRAI を購入 7,253

先進技術等移動支援事業費 
【未来都市推進課】

・里モビ LIFE プロジェクト推進協議会に
負担金を交付 2,100

どんぐりの里再整備費
【稲武支所】・どんぐり横丁の増築・改修等を実施 393,900

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】

・令和元年国県支出金の精算に基づく返還
 生活保護生活扶助費等 
特別障がい者手当等給付費負担金等
子ども・子育て支援交付金等
子ども・子育て支援交付金等
児童手当交付金等

77,086
5,764
26,916
167,784
61,209



款 事業名 内容 補正額

3

介護職チームケア実践力向
上推進事業費補助金

【介護保険課】

・介護助手の活用やリーダー職の育成等、
多様な人材によるチームケア実践を推
進するためのかかり増し費用を補助 

13,824

生活保護扶助費 
【生活福祉課】・医療扶助費の増加に伴う増額 183,090

4

過年度国県支出金返還金
【感染症予防課】
【子ども家庭課】

・令和元年国県支出金の精算に基づく返還
 感染症予防事業費等 
母子保健衛生費国庫補助金等

2,953
15,120

マイナンバーカードオンラ
イン資格確認システム整備
費 【地域包括ケア企画課】

・マイナンバーカードを活用したオンライ
ン資格確認システムを導入 10,338

新型コロナウイルス感染症
対策費  【感染症予防課】

・かかりつけ医等の地域で身近な医療機関
で行う新型コロナウイルス検査費用等 308,804

試験検査費 【保健衛生課】・衛生試験所で行う新型コロナウイルス検査に必要な検査試薬等の費用の増 21,411

10

J リーグホームタウン推進費
【スポーツ戦略課】

・クラウドファンディングの実施に係る負
担金等 17,450

中央公園施設整備費 
【スポーツ戦略課】

・ウォーミングアップルームの人工芝修繕
等を実施 7,550

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 どんぐりの里再整備事業    【稲武支所】 537,800
2 393,900 ・横丁増築 

・横丁改修 
・キャノピー設置 
・テーマ館改修

3 115,200
4 28,700

■繰越明許費の新規設定                       （単位：千円）
款 事業名 金額
8 （仮）三河豊田駅前地区優良建築物等整備事業     【定住促進課】 80,200

■債務負担行為の新規設定
款 事項 期間 限度額
8 市道改良事業（市道三好岡崎線）      【土木課】 R3 33,000

■地方債の変更

地域振興事業費の限度額を補正



２ 特別会計 

■人件費補正【人事課】 
国民健康保険（▲3,587 千円）、土橋土地区画整理（▲2,883 千円）、寺部土地区画整理
（▲8,139 千円）、花園土地区画整理（3,182 千円）、分譲住宅建設事業（1,657 千円）、
卸売市場（▲3,093 千円）、介護保険（▲6,377 千円）、後期高齢者医療（5,446 千円） 


