
１ 一般会計 
補正額       1,745,161 千円 
当 初      180,100,000 千円 

              補正前            185,391,872 千円 
              補正後      187,137,033 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 86,565 2 総務費 250,071
17 県支出金 51,782 3 民生費 179,442
21 繰越金 1,606,814 4 衛生費 260,550

7 商工費 500,000
8 土木費 381,315
9 消防費 39,844
10 教育費 133,939

合計 1,745,161 合計 1,745,161

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

16

地域生活支援事業費等補助金
（２／３・１／２）     

【障がい福祉課】

・３款 ロボット等導入支援事業費補助
金に充当 1,565

連続立体交差事業費補助金（５．
５／１０） 【街路課】

・８款 名鉄三河線若林駅付近連続立体
交差事業に充当 55,000

都市再生整備計画事業（豊田 
都心地区）補助金（１／２）

【都市整備課】
・８款 豊田市駅西口施設整備費に充当 30,000

17

保育所等給食費軽減対策支援金
（２／３） 【保育課】

・３款 保育所等給食費軽減対策補助金
に充当 6,132

新型コロナウイルス感染症相
談窓口設置事業等補助金（１０
／１０） 【地域保健課】

・４款 新型コロナウイルス感染症相談
窓口設置事業費に充当 45,650

21前年度繰越金 【財政課】 1,606,814

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

2

財産管理費 【財産管理課】・旧学校下住宅解体工事 4,800
西部コミュニティセンター長
寿命化推進費 

【建築計画調整課】

・西部コミュニティセンター長寿命化改
修工事 197,660

令和４年度９月補正予算の概要



款 事業名 内容 補正額

2 どんぐりの里施設整備費【稲武支所】
・土地開発公社からの用地（どんぐりの
里いなぶ駐車場等）の取得 47,611

3

ロボット等導入支援事業費補
助金（１０／１０）

【障がい福祉課】

・障がい福祉事業所のロボット等の導入
への補助 2,350

障がい者総合福祉会館長寿命
化推進費 【建築計画調整課】・障がい者福祉会館長寿命化改修工事 138,860

保育所等給食費軽減対策補助
金（定額） 【保育課】・民間保育所等の給食費高騰への支援 13,680

こども園施設整備費【保育課】・平井こども園、渡刈こども園の下水道接続工事 24,552

4

保健センター施設整備費 
【（保）総務課】・旧藤岡保健センター解体工事 54,400

新型コロナウイルス感染症相
談窓口設置事業費 

【地域保健課】

・受診相談センター業務委託の期間延長
に伴う増 45,650

省エネ家電設置費補助金（定
額） 【環境政策課】

・省エネ家電（エアコン・冷蔵庫）設置
に対する補助金を新設 160,500

7
省エネ設備導入支援補助金
（１／２・定額） 
【産業労働課・商業観光課】

・中小企業者等のユーティリティ設備へ
の更新に対する補助金を新設 500,000

8

公共建築物設計費 
【建築整備課】

・公共建築物の整備等に必要な設計委託 
①益富交流館受変電設備
②花本・豊栄詰所格納庫公共下水道接続 
③旧北部給食センター解体
④地域文化広場プール換気設備等改修 
⑤平戸橋いこいの広場公共下水道接続

16,315

矢作川水辺プロジェクト費 
【河川課】 ・矢作川高水敷の散策路等の整備 150,000

名鉄三河線若林駅付近連続立
体交差事業 【街路課】

・現線踏切の施設撤去及び周辺道路整備
等 155,000

豊田市駅西口施設整備費
【都市整備課】

・豊田市駅西口ペデストリアンデッキの
一部を改築 60,000

9

消防施設長寿命化推進費 
【建築計画調整課】

・消防本部中消防署（訓練棟・北車庫）
の長寿命化改修工事 36,144

詰所・格納庫整備費 
【（消）総務課】・渡刈詰所格納庫の下水道接続工事 3,700

10

小学校諸営繕工事 
【学校づくり推進課】

・市木・井上・西保見小学校の受変電設
備改修工事設計委託 3,939

給食センター施設整備費 
【保健給食課】 ・中部給食センター空調改修工事 130,000



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

８

豊田市駅西口ペデス
トリアンデッキ一部
改築事業 

【都市整備課】

1,300,000

4 60,000 ・桁制作 
・下部工、上部工 
・昇降施設設置
・既存施設撤去工 

5 440,000
6 600,000
7 200,000

■繰越明許費の新規設定                         （単位:千円） 
款 事業名 金額

2
旧学校下住宅解体事業 【財産管理課】 4,800
西庁舎・環境センター改修設計事業 【財産管理課】 35,662
西部コミュニティセンター長寿命化改修事業   【建築計画調整課】 197,660

3
障がい者福祉会館長寿命化改修事業       【建築計画調整課】 138,860
公共下水道接続事業（平井こども園外１園）       【保育課】 25,503

４ 旧藤岡保健センター解体事業            【（保）総務課】 54,400

7
省エネ設備導入支援補助事業      【産業労働課・商業観光課】 500,000
カーボンニュートラル創エネ促進補助事業      【産業労働課】 500,000

8

公共建築物設計事業                【建築整備課】 16,315
矢作川水辺空間利活用事業                【河川課】 140,000
名鉄三河線若林駅付近連続立体交差事業 【街路課】 3,213,000

豊田市駅東口施設設計事業              【都市整備課】 120,000

豊田市駅西口施設設計事業              【都市整備課】 87,000

9
中消防署訓練棟・北車庫長寿命化改修事業    【建築計画調整課】 36,144
渡刈詰所格納庫公共下水道接続事業        【（消）総務課】 3,700

10

小学校受変電設備改修設計事業（市木小学校外２校）【学校づくり推進課】 3,939
中部給食センター空調改修事業            【保健給食課】 130,000
スカイホール豊田施設保全事業 【建築予防保全課】 15,000
豊田スタジアム施設保全事業           【建築予防保全課】 25,000

■債務負担行為の新規設定 （単位：千円）
事項 期間 限度額

市有建築物維持補修事業        【建築予防保全課】 R5 40,000

こども園保全業務委託事業       【建築予防保全課】 R5からR7まで 336,000

後退用地整備事業               【土木課】 R5 50,000
道路側溝修繕事業 【道路維持課】 R5 100,000



事項 期間 限度額
地域道路側溝修繕事業           【地域建設課】 R5 100,000
路面舗装修繕事業 【道路維持課】 R5 320,000
地域路面舗装修繕事業           【地域建設課】 R5 100,000
重要法定外道路橋耐震補強事業（ひらち跨道橋外２橋）

【道路予防保全課】 R5 143,000

歩道設置事業（市道高原梅坪１号線）      【土木課】 R5 18,000
藤岡飯野詰所格納庫取得事業        【(消)総務課】 R5 34,000

■地方債の追加 
 交通安全施設事業費を追加

■地方債の変更
地域振興事業費始め７事業の限度額を補正


