
平成２８年度３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４号補正） 64,590,038 613,337 65,203,375 

公共駐車場事業特別会計（第１号補正） 85,600 22,847 108,447 

国民健康保険特別会計（第２号補正） 19,656,993 26,870 19,683,863 

土地取得特別会計（第１号補正） 794,000 14,999 808,999 

収益的支出 

水道事業会計（第１号補正） 

資本的支出 

3,240,754 

 

1,842,538 

0 

 

△36,547 

3,240,754 

 

1,805,991 

収益的支出 

病院事業会計（第２号補正） 

資本的支出 

15,117,272 

 

2,450,371 

8,200 

 

0 

15,125,472 

 

2,450,371 

 

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 

財政課 公共施設整備基金積立金 700,000 基金積立金 

財産管理課 
ファシリティマネジメント推

進費 
△18,023 事業費確定に伴う減額 

企画政策課 とよかわ応援基金積立金 3,808 基金積立金 

文化振興課 文化のまちづくり基金積立金 41 基金積立金 



福祉課 
臨時福祉給付金等給付事業費 △33,000 実績見込みによる減額 

障害者自立支援事業費 113,778 サービス利用者等の増による増額 

介護高齢課 

在宅老人福祉委託事業費 4,104 稲荷北デイサービス空調機器取替修繕 

地域介護・福祉空間整備推進

費補助金 
2,614 介護施設のガス警報器、防犯カメラ設置に対する補助 

地域福祉基金積立金 5,176 基金積立金 

子育て支援課 児童福祉総務費返納金 18,545 国庫支出金返納金（平成２７年度分） 

保育課 

産休等代替職員給等 △40,000 実績見込みによる減額 

民間保育所運営費 78,177 実績見込みによる増額 

民間保育所運営費補助金等 △48,970 実績見込みによる減額 

保健センター 看護師等就学資金貸付金 △8,100 実績見込みによる減額 

清掃事業課 
清掃工場管理運営費 16,000 資材高騰による増額（運転管理委託料） 

清掃工場長寿命化事業費 451 継続事業における整備内容の組み替えに伴う増額 

農務課 
有害鳥獣駆除事業費 1,889 捕獲頭数の増加に伴う報償金の増額 

就農者確保対策事業費 △10,500 新規就農者支援事業補助の実績見込みによる減額 

商工観光課 信用保証料補助金 △7,000 実績見込みによる減額 

道路維持課 
道路等維持補修事業費 △80,000 御津佐脇浜２号線維持補修工事を２ヵ年に分割したことによる減額 

橋りょう整備事業費 △12,230 立切橋改修工事負担金実績見込みによる減額 



道路建設課 

国道 151 号一宮バイパス関連

整備事業費 
△67,683 事業の進捗状況に伴う補償費、用地費の減額 

市内道路整備事業費 38,524 道路用地購入費（城跡市役所線） 

桜町千両線整備事業費 △13,000 設計及び調査測量委託料の実績見込みによる減額 

公園緑地課 
赤塚山公園改修事業費 △59,000 市民のスクエア改修工事の実績見込みによる減額 

平和公園（仮称）整備事業 △41,528 設計及び調査測量委託料並びに土地購入費の実績確定に伴う減額 

教育庶務課 

教育振興基金積立金 5,060 基金積立金 

学校管理費 5,499 用地購入費（中部小学校） 

遊具整備事業費 △15,606 実績確定による減額（工事） 

生涯学習課 
旅籠大橋屋保存整備事業 △7,330 実績確定による減額（実施設計） 

平和公園（仮称）整備事業費 △13,242 実績確定による減額（実施設計） 

中央図書館 中央図書館管理運営費 △29,345 実績確定による減額（システム委託料等） 

財政課 
市債元金償還金 10,915 利率見直し等による変更 

市債等利子償還金 △49,102 利率見直し等による変更 

財産管理課 土地取得費 111,326 用地取得費（白鳥町） 

 

 

 

 

 



 （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） 

清掃工場Ｂ棟基幹的設備

改良事業費 

3,077,948 

平成 27 年度 197,234 

3,077,948 

平成 27 年度 197,234 

平成 28 年度 1,070,501 平成 28 年度 1,070,952 

平成 29 年度 767,201 平成 29 年度 767,878 

平成 30 年度 612,539 平成 30 年度 612,537 

平成 31 年度 430,473 平成 31 年度 429,347 

 

 （３）繰越明許費の補正 

   戸籍住民基本台帳一般事務費始め４事業   ４０，７７６千円 

 

（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）   １，８１１，６００千円  ⇒  １，８６１，７００千円 

道路新設改良事業費           １８７，３００千円  ⇒    １１８，４００千円 

    都市計画事業費（特例債）      １，１８８，６００千円  ⇒  １，１２６，１００千円 

    小学校建設事業費（特例債）       １９８，６００千円  ⇒    １８３，８００千円 

    文化財保護事業費              ７，０００千円  ⇒          ０千円 

    文化財保護事業費（特例債）        ２２，４００千円  ⇒      ９，８００千円 

  

３．公共駐車場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 

商工観光課 公共駐車場基金積立金 22,847 基金積立金 

 



 

４．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 
高額医療費拠出金 26,785 一般被保険者・退職被保険者等高額療養費 

償還金 85 国庫返納金（老人保健医療費拠出金） 

 

５．土地取得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 

財産管理課 土地開発基金費 14,999 基金償還金 

 

６．水道事業会計 

 （１）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 

資本的支出 建設改良費 営業用施設費 △36,547 実績確定による減額（工事） 

 

（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） 

中山配水池改修事業費 421,740 
平成 28 年度 195,372 

410,401 
平成 28 年度 158,825 

平成 29 年度 226,368 平成 29 年度 251,576 

 

 

 

 



７．病院事業会計 

 （１）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 

収益的支出 病院事業費用 医業費用 8,200 賠償金 

 

      

 

 

   平成２９年 ３月 ６日議決 


