
１ 一般会計 
補正額      001,319,099 千円 
当 初      180,100,000 千円 

              補正前            184,064,773 千円 
              補正後      185,383,872 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 1,020,208 3  民生費 693,424
17 県支出金 23,890 6 農林水産業費 35,000
21 繰越金 275,001 7 商工費 459,965

8 土木費 6,583
10 教育費 124,127

合計 1,319,099 合計 1,319,099

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

16

感染症予防費負担金（１／
２）   【障がい福祉課】

・３款 障がい福祉事業所等災害・感染症
対策費に充当 11,500

感染症予防費負担金（１／
２）   【介護保険課】

・３款 介護事業所等災害・感染症対策
費に充当 81,000

デジタル田園都市国家構
想推進交付金（１／２）

【情報戦略課】

・３款 介護保険事務費等繰出金
（介護認定審査会事務費）に充当 
・当初予算歳出に充当（財源補正）

164,380

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】

・３款 生活困窮者仕事と住まいの一体
支援費補助金（１０／１０）、
こども園給食運営費に充当 

・７款 カーボンニュートラル創エネ促
進補助金（１／２）、信用保証
料補助金（１０／１０）に充当 

・１０款 こども園給食運営費、給食材
料費、学校給食協会委託に充当

・当初予算歳出に充当（財源補正）

704,402

民間障がい者施設整備費補
助金（２／３）

【障がい福祉課】

・３款 民間障がい者施設整備費補助金
（３／４）に充当 58,926

令和４年度６月補正予算の概要



款 事業名 内容 補正額 

17

介護施設等整備事業費補
助金（１０／１０・１／
２・定額）【介護保険課】

・３款 介護事業所等サービス継続支援
費補助金（１０／１０）に充当 20,890

観光誘客促進事業費補助金
（１／２）【商業観光課】 ・７款 観光まちづくり推進費に充当 3,000

21前年度繰越金 【財政課】 275,001

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

3

生活困窮者仕事と住まいの
一体支援費補助金（１０／１
０） 【福祉総合相談課】

・「住まい」と「働く場」を提供する事
業者に対する補助金の創設 15,000

社会福祉費過年度国県支出
金返還金
【非課税世帯等給付金推進室】

・過年度国庫支出金の精算に基づく返還
非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金 187,689

介護保険事務費等繰出金
【介護保険課】・介護保険事業特別会計への繰出金 17,834

障がい福祉事業所等災害・感
染症対策費 

【障がい福祉課】

・障がい者施設等職員への新型コロナウ
イルス感染症スクリーニング検査の
継続

23,000

民間障がい者施設整備費補
助金（３／４）

【障がい福祉課】
・民間の入所支援施設改修への補助 88,390

介護事業所等災害・感染症対
策費    【介護保険課】

・高齢者施設等職員への新型コロナウイ
ルス感染症スクリーニング検査の継
続

162,000

介護事業所等サービス継続
支援費補助金（１０／１０）

【介護保険課】

・新型コロナウイルス感染者等が発生し
た介護事業所等のサービス継続に必
要な経費への補助

20,890

児童福祉費過年度国県支出
金返還金 【子ども家庭課】

・過年度国庫支出金の精算に基づく返還
子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 166,314

こども園給食運営費 
【保育課】・こども園給食材料費高騰に伴う増 12,307

6
県営震災対策農業水利施設
整備費（枝下用水地区） 

【農地整備課】

・愛知県が実施する耐震対策工事による
市施設（橋・緑道）撤去負担分 35,000

7

再開発施設整備費 
【商業観光課】

・参合館長寿命化等改修設計の市負担分
（共用部の長寿命化改修） 5,450

カーボンニュートラル創エ
ネ促進補助金（１／２） 

【産業労働課】

・再生可能エネルギー発電設備等を導入
する中小企業者等への補助 
・物価高騰を踏まえた事業の加速化

300,000



款 事業名 内容 補正額 

7

信用保証料補助金（１０／１
０） 

【商業観光課】

・中小企業・小規模事業者が支払う関連
融資の信用保証料に対する補助
・緊急経済対策延長に伴う増

145,000

観光まちづくり推進費 
【商業観光課】

・ジブリパーク開園に合わせた観光者に
対する豊田市への誘致事業 
・「どうする家康」PR事業

9,515

8 豊田市駅東口駅前広場整備費 【都市整備課】
・参合館長寿命化等改修設計の市負担分
（屋外昇降施設整備） 6,583

10

こども園給食運営費 
【保育課】・こども園給食材料費高騰に伴う増 2,669

給食材料費
【保健給食課】・学校給食材料費高騰に伴う増 4,180

学校給食協会委託費 
【保健給食課】・学校給食材料費高騰に伴う増 44,891

豊田参合館施設整備費 
【図書館管理課】

・参合館長寿命化等改修設計の市負担分
（中央図書館・共用部の長寿命化改修） 32,900

コンサートホール・能楽堂整
備費    【文化振興課】

・参合館長寿命化等改修設計の市負担分
（コンサートホール・能楽堂・共用部
の長寿命化改修）

39,487

④ その他 
■繰越明許費の新規設定                         （単位:千円） 
款 事業名 金額
3 民間障がい者施設整備費補助事業              【障がい福祉課】 224,170
7 豊田参合館長寿命化等改修設計負担事業（共用部）   【商業観光課】 5,450
8 豊田参合館長寿命化等改修設計負担事業（屋外昇降施設）【都市整備課】 6,583

10

豊田参合館長寿命化等改修設計負担事業（中央図書館・共用部）
【図書館管理課】 32,900

豊田参合館長寿命化等改修設計負担事業（コンサートホール・能楽堂・共用部）
【文化振興課】 39,487

■債務負担行為の変更 （単位：千円）

事項 
補正前 補正後

期間 限度額 期間 限度額
渡刈クリーンセン
ター大型ダンプ車
取得事業 
【清掃施設課】

令和５年度 22,000

令和 5年度
から 

令和６年度
まで

22,000



２ 特別会計 

■歳入歳出補正 
 介護保険【介護保険課】          （単位：千円）

歳入 歳出
款 事業名 補正額 款 事業名 補正額

8 介護保険事務費等繰入金 17,834 1 介護認定審査会事務費 17,834

補正内容 

・介護認定審査会へのタブレット及び認定審査会システム導入 


