
平成２８年度１２月補正予算の概要 

１．補正予算の規模                              （単位：千円） 

会   計   別 補正前の額 補正額 合計 

一般会計（第３号補正） 62,759,895 1,830,143 64,590,038 

公共下水道事業特別会計（第１号補正） 55,363,600 24,704 5,388,304 

農業集落排水事業特別会計（第１号補正） 98,200 785 98,985 

国民健康保険特別会計（第１号補正） 19,233,400 423,593 19,656,993 

後期高齢者医療特別会計（第２号補正） 2,264,304 5,357 2,269,661 

介護保険特別会計（第２号補正） 13,077,678 △14,436 13,063,242 

 

２．一般会計 

（１）歳出補正予算の主な内容 

担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

議事課 市議会議員報酬等 2,101 人事院勧告に基づく市議会議員の期末手当の増額 

人事課 人件費 △140,270 職員の異動等、共済組合乗率変更及び給与水準改定等による補正 

文化振興課 音羽文化ホール管理運営費 2,852 非常用照明取替修繕 

情報システム課 
情報システム共通運営費 3,020 セキュリティ強化対策 

社会保障・税番号制度導入費 1,684 システム構築等委託料 

一宮支所 庁舎管理費 392 防火シャッター修繕料 

音羽支所 庁舎管理費 4,925 非常用照明取替修繕 



収納課 徴収一般事務費 2,559 臨時職員給及び訴訟代理人等委託料 

福祉課 

臨時福祉給付金（経済対策）

給付事業費 
454,847 低所得者向け臨時福祉給付金 

障害者福祉施設建設費補助金 21,357 
社会福祉法人明世会による「信愛医療療育センター」の施設整備にか

かる補助金 

障害児施設給付費 103,042 利用者数の増加等に伴う補正 

保険年金課 精神障害者医療費支給事業費 20,737 医療費の増加に伴う補正 

介護高齢課 
在宅老人福祉委託事業費 213 稲荷北デイサービス非常用照明取替修繕料 

福祉センター管理運営費 4,306 非常用照明取替修繕料 

子育て支援課 

児童扶養・遺児手当支給費 5,608 児童扶養手当対象者数の増に伴う補正 

放課後児童健全育成事業費 1,276 萩児童クラブ開設に伴う経費 

子どもの生活実態調査費 519 愛知県が実施する「愛知子ども調査」と同調した調査経費 

ひとり親福祉費 4,541 母子の生活支援に関する委託料 

交通児童遊園管理運営費 933 信号機制御版取替修繕料 

保育課 

児童福祉総務費負担金等 3,925 地域型保育給付費の補正（たいよう保育園 つぼみ保育園） 

児童福祉総務費返納金 5,726 国庫支出金返納金：3,381  県支出金返納金：2,345 

公立保育所管理運営費 3,000 非常用照明取替修繕料（６保育所） 

保健センター 

保健センター管理運営費 2,918 非常用照明取替修繕料 

音羽福祉保健センター管理運

営費 
1,403 非常用照明取替修繕料 



清掃事業課 資源化施設整備事業費 6,245 整備工事費の追加 

農務課 
単県土地改良事業費 6,741 善光寺川取付排水路改修事業 

土地改良事業費負担金等 300 防災ダム事業負担金（宝地池） 

道路維持課 

交通安全施設整備事業費 6,300 交通安全施設整備工事費（カラー舗装） 

道路等維持補修事業費 6,800 道路付属物点検委託料 

橋りょう補修工事費 73,000 橋りょう補修工事費（開運橋 海見橋） 

道路建設課 幹線道路関連事業費 81,926 東三河環状線、国道 151号一宮バイパス等事業（公共補償） 

公園緑地課 

豊川駅東土地区画整理地内公

園整備事業費 
57,000 整備工事費の追加 

都市公園維持管理費 1,165 非常用照明取替修繕（赤塚山公園ぎょぎょランド） 

建築課 

市営住宅外壁等改修事業費 10,163 外壁診断委託料（３住宅） 

市営住宅埋設ガス管取替事業

費 
4,050 曙住宅埋設ガス管取替工事 

市営住宅耐震事業費 11,443 耐震補強実施設計委託料（２住宅） 

防災対策課 

防災センター整備事業費 17,172 基本設計委託料 

防災一般事務費 4,200 転倒防止用消耗品購入費 

熊本地震支援関係経費 298 熊本地震の支援要請に伴う普通旅費等 

教育庶務課 学校環境対策事業費 867,026 

小中学校普通教室空調設備設置工事実施設計委託料：7,776 

トイレ改修工事費（小学校５校）：137,250 

中学校普通教室空調設備設置工事費（中学校１０校）：722,000 



教育庶務課 
校舎外壁等改修事業費 155,110 外壁等改修工事費（小学校２校） 

中学校校舎施設営繕工事費 19,490 中部中学校普通教室改修工事費 

生涯学習課 公民館管理運営費 440 八南公民館非常用照明取替修繕料 

学校給食課 学校給食管理運営費 17,000 学校給食センター等調理機器修繕料 

 

 （２）継続費の補正 

事 業 名 
補 正 前 補 正 後 

総額（千円） 年度 年割額（千円） 総額（千円） 年度 年割額（千円） 

資源化施設整備事業費 1,642,109 
平成 27年度 141,805 

1,648,354 
平成 27年度 141,805 

平成 28年度 1,500,304 平成 28年度 1,506,549 

 

 （３）繰越明許費の補正 

   交通安全施設整備事業費始め１５事業   １，７３２，０３１千円 

 

（４）地方債の補正（限度額の変更） 

補正前             補正後 

一般廃棄物処理事業費（特例債）   １，８０８，１００千円  ⇒  １，８１１，６００千円 

道路新設改良事業費           １８４，６００千円  ⇒    １８７，３００千円 

    橋りょう新設改良事業費          ４２，４００千円  ⇒     ７４，８００千円 

    都市計画事業費（特例債）      １，１５５，８００千円  ⇒  １，１８８，６００千円 

    小学校建設事業費            １８７，５００千円  ⇒    ３４７，９００千円 

    小学校建設事業費（特例債）       １５２，３００千円  ⇒    １９８，６００千円 

    中学校建設事業費             ９５，０００千円  ⇒    １６５，８００千円 

    中学校建設事業費（特例債）        ２９，３００千円  ⇒    ３８６，２００千円 



  

３．公共下水道事業特別会計歳出補正予算の主な内容 

担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

下水管理課 
人件費 △16,296 職員の異動等、共済組合乗率変更及び給与水準改定等による補正 

公共下水道整備事業 41,000 特定環境保全公共下水道整備事業費 

 

４．農業集落排水事業特別会計歳出補正予算の主な内容 

款 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

下水管理課 人件費 785 共済組合乗率変更及び給与水準改定等による補正 

 

５．国民健康保険特別会計歳出補正予算の主な内容 

款 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

保険年金課 

人件費 722 共済組合乗率変更及び給与水準改定等による補正 

療養諸費 231,839 一般被保険者・退職被保険者等給付費 

高額療養費 190,571 一般被保険者・退職被保険者等高額療養費 

前期高齢者納付金 461 納付金 

 

６．後期高齢者医療特別会計歳出補正予算の主な内容 

款 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

保険年金課 保健事業費 5,357 健診業務等委託の増加に伴う補正 

 

 



 

７．介護保険特別会計歳出補正予算の主な内容 

款 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

介護高齢課 人件費 △14,436 職員の異動等、共済組合乗率変更及び給与水準改定等による補正 

 

      

   平成２８年１２月１２日議決 


