
１ 一般会計 
補正額      001,440,313 千円 
当 初      179,800,000 千円 

              補正前            184,291,274 千円 
              補正後      185,731,587 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 587,009 1 議会費 ▲15,032
17 県支出金 21,330 2  総務費 254,055
21 繰越金 831,974 3  民生費 194,530

4 衛生費 745,543
6 農林水産業費 34,500
8 土木費 58,077
10 教育費 ▲58,099
11 災害復旧費 226,739

合計 1,440,313 合計 1,440,313

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

16

新型コロナウイルスワク
チン接種対策費負担金
（１０／１０） 

【感染症予防課】

・４款 新型コロナウイルス感染症ワク
チン接種事業費に充当 574,170

過疎地域持続的発展支援
交付金（定額）【旭支所】・２款 旭地域活動推進費に充当 10,439

子ども・子育て支援交付金
（１０／１０・１／３） 

【保育課】

・10款 多様な集団活動事業利用支援給
付費に充当 2,400

17

ホストタウン等新型コロナ
ウイルス感染症対策交付金
（１０／１０） 

【スポーツ戦略課】

・10款 東京オリンピック・パラリンピ
ック関連事業開催費に充当 
カナダ水泳チームの事前合宿
の中止に伴う減

▲21,951

子ども・子育て支援交付金
（１／３） 【保育課】

・10款 多様な集団活動事業利用支援給
付費に充当 2,400

自宅療養者配食サービス
提供体制確保事業補助金
（１０／１０） 

【感染症予防課】

・４款 自宅療養者配食サービス事業費
に充当 31,900

令和３年度９月補正予算の概要



款 事業名 内容 補正額

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 8,981

21 前年度繰越金 【財政課】  831,974

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 
・議会活動費        【議会事務局】      ▲15,032
・姉妹都市提携６０周年記念費【国際まちづくり推進課】▲ 7,631
・中学生海外派遣費     【学校教育課】     ▲28,338
・国際体操競技大会負担金 【スポーツ戦略課】   ▲15,010
・東京オリンピック・パラリンピック関連事業開催費 

【スポーツ戦略課】 ▲21,951

▲87,962

２

財産管理費【財産管理課】・旧教職員平和住宅解体工事を実施 32,300

長寿命化推進費
 【建築計画調整課】

・市有建築物長寿命化設計を実施（スカ
イホール豊田、井上公園プール及び西
部コミュニティセンター）

36,000

交流館施設保全費
【建築予防保全課】・逢妻交流館長寿命化工事を実施 99,000

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 3,947

小原支所施設整備費 
【小原支所】 ・小原支所東側擁壁の補修工事を実施 13,800

香嵐渓施設整備費 
【足助支所】

・宮町、西町第二及び落部駐車場公衆便
所公共下水接続工事を実施 66,200

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 10,439

３

高齢者温泉休養施設整備費
【高齢福祉課】

・寿楽荘要介助者向け入浴施設の増築工
事を実施 90,000

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（本地及び東山こども園） 104,530

４

感染症予防課過年度国県
支出金返還金

【感染症予防課】

・令和２年度に受け入れた新型コロナウ
イルスワクチン接種体制確保事業費国
庫補助金の超過額を返還

139,473

新型コロナウイルス感染
症ワクチン接種事業費 

【感染症予防課】

・ワクチン個別接種における時間外及び
休日接種の報酬単価の増額等 574,170

自宅療養者配食サービス
事業費  【感染症予防課】

・自宅療養する新型コロナウイルス感染
症患者の配食サービス利用の増による
補正

31,900

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 34,500



款 事業名 内容 補正額 

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 58,077

10 多様な集団活動事業利用支援給付費 【保育課】
・多様な集団活動事業を利用する未就学
児の利用料を支援 7,200

11
災害復旧費
【道路維持課・河川課・

地域建設課】
・令和３年５月、７月豪雨災害の復旧 226,739

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

旧教職員平和住宅解体事業 【財産管理課】 32,300
公共建築物長寿命化設計事業           【建築計画調整課】 36,000
逢妻交流館長寿命化改修事業          【建築予防保全課】 99,000
小原支所法面補修事業                【小原支所】 13,800
公共下水道接続事業（宮町駐車場公衆便所外２施設）  【足助支所】 66,200

３ 寿楽荘要介助者向け入浴施設増築事業         【高齢福祉課】 90,000
6 地籍調査事業                   【農地整備課】 34,500
８ 名鉄三河線若林駅付近連続立体交差事業 【街路課】 1,039,000

■債務負担行為の新規設定 （単位：千円）
事項 期間 限度額

後退用地整備事業                  【土木課】 R4 50,000
道路側溝修繕事業 【道路維持課】 R4 100,000
地域道路側溝修繕事業             【地域建設課】 R4 100,000
路面舗装修繕事業 【道路維持課】 R4 320,000
地域路面舗装修繕事業             【地域建設課】 R4 80,000
水源公園交通誘導業務委託事業      【公園緑地つかう課】 R4 4,000
桂野詰所格納庫整備事業            【（消）総務課】 R4 25,000
西水防倉庫整備事業              【（消）総務課】 R4 12,000
学校教育情報システム運用管理支援業務委託事業 【学校教育課】 R4 69,100

■地方債の変更
 地域振興事業費始め１１事業の限度額を補正


