
平成３０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６号補正） 63,279,338 1,206,833 64,486,171 

公共下水道事業特別会計（第３号補正） 4,722,300 29,052 4,751,352 

国民健康保険特別会計（第２号補正） 16,098,448 193,992 16,292,440 

土地取得特別会計（第１号補正） 293,000 61,589 354,589 

収益的支出 

水道事業会計（第１号補正） 

資本的支出 

3,141,619 

 

1,762,055 

0 

 

1,923 

3,141,619 

 

1,763,978 

 

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 財政調整基金積立金 529 基金積立金 

企画政策課 とよかわ応援基金積立金 6,151 基金積立金 

人権交通防犯課 バス路線運行対策費補助金 2,736 実績見込みによる増額 

情報システム課 
行政情報システム運営費 △10,000 実績見込みによる減額 

情報システム共通運営費 148,330 電算機器移設等委託料、非常用蓄電池設置工事費 

文化振興課 
文化施設整備基金積立金 800,000 基金積立金 

文化のまちづくり基金積立金 28 基金積立金 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

市民協働国際課 地区市民館施設整備費 △13,200 事業の進捗状況による実施設計委託料の減額 

市民課 戸籍住民基本台帳事務費 △18,584 実績見込みによる減額（社会保障・税番号制度事業費負担金） 

保険年金課 

国民健康保険特別会計繰出金 29,659 実績見込みによる増額 

後期高齢者医療特別会計繰出

金 
19,193 実績見込みによる増額 

福祉課 
障害者自立支援事業費 197,916 実績見込みによる増額 

障害児施設給付費 45,854 実績見込みによる増額 

介護高齢課 
地域福祉基金積立金 4,000 基金積立金 

ふれあいセンター管理運営費 △31,531 実績見込みによる減額（外壁等改修工事費） 

保育課 

児童福祉総務費負担金等 △12,361 
実績見込みによる減額（特定地域型保育事業地域型保育給付費負担

金） 

臨時職員給等 △49,000 実績見込みによる減額 

民間保育所運営費 △67,366 実績見込みによる減額（運営委託料） 

民間保育所運営費補助金等 △98,000 実績見込みによる減額 

子育て支援課 児童福祉総務費返納金 8,519 国庫支出金返納金 

清掃事業課 

焼却灰最終処分場管理運営費 △8,000 事業の進捗状況による工事費の減額 

ごみ収集管理運営費 273,486 実績見込みによる増額（可燃・不燃ごみ収集運搬等委託料） 

処理センター管理運営費 2,300 実績見込みによる増額（粗大ごみ処理委託料） 

資源化施設管理運営費 2,400 実績見込みによる増額（不燃ごみ処理委託料） 

清掃工場管理運営費 2,978 実績見込みによる増額（Ｂ棟屋根改修工事費） 

し尿処理施設管理運営費 5,700 実績見込みによる増額（包括的運転維持管理委託料） 

商工観光課 温泉施設整備基金積立金 60,000 基金積立金 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

道路建設課 

足山田大木線拡幅改良事業費 △9,000 実績見込みによる減額（道路拡幅改良工事費） 

市内道路整備事業費 △11,000 事業の進捗状況による土地購入費の減額 

城跡市役所線整備事業費 2,432 事業の進捗状況による調査測量委託料の増額 

道路維持課 市費単独整備事業費 △20,000 実績見込みによる減額（当古調整池整備工事費） 

下水管理課 

下水整備課 

公共下水道事業特別会計繰出

金 
△1,348 繰出金 

公園緑地課 緑化推進事業費 △8,000 実績見込みによる減額（緑化推進事業費補助） 

防災対策課 
防災センター整備事業費 △11,782 実績見込みによる減額（工事監理委託料及び整備工事費） 

防災基金積立金 200,000 災害復旧等にかかる基金への積立金（新設） 

教育庶務課 

教育振興基金積立金 4,000 基金積立金 

小学校校舎施設営繕費 37,360 ブロック塀等改修工事費（７校） 

小学校校舎外壁等改修事業費 △10,358 実績確定による減額（中部小学校校舎外壁等改修工事費） 

小坂井東小学校校舎改修事業

費 
△79,440 実績見込みによる減額（校舎等改修工事費） 

中学校校舎施設営繕費 3,040 ブロック塀等改修工事費（１校） 

中学校校舎外壁等改修事業費 △9,872 実績確定による減額（南部中学校校舎外壁等改修工事費） 

財政課 
市債元金償還金 57,926 利率見直し等による変更（44,046） 繰上償還金（13,880） 

市債等利子償還金 △29,576 利率見直し等による変更 

財産管理課 土地取得費 61,600 用地取得費（土地取得特別会計買戻し） 

 



 （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） 

防災センター整備事業費 775,948 
平成 30 年度 94,623 

731,377 
平成 30 年度 82,841 

平成 31 年度 681,325 平成 31 年度 648,536 

小坂井東小学校校舎改修

事業費 

480,000 
平成 30 年度 288,000 

480,000 
平成 30 年度 208,560 

平成 31 年度 192,000 平成 31 年度 271,440 

 

 （３）繰越明許費の補正 

                          補正前             補正後 

    経営体育成支援事業費補助金（変更）    ６７，３１２千円  ⇒     ７５，７９５千円 

情報システム共通運営費始め６事業（追加）      ０千円  ⇒    ２３７，２１８千円 

 

（４）地方債の補正（限度額の変更） 

補正前             補正後 

公共施設整備事業費（特例債）       ８０，４００千円  ⇒     ６７，９００千円 

公共施設整備事業費                 ０千円  ⇒    １４５，０００千円 

    社会福祉施設整備事業費（特例債）    １６４，８００千円  ⇒    １２９，７００千円 

道路新設改良事業費            ６３，４００千円  ⇒     ６０，８００千円 

橋りょう新設改良事業費          ４５，６００千円  ⇒     ４８，３００千円 

    消防施設整備事業費            ４４，５００千円  ⇒     ５７，４００千円 

消防施設整備事業費（特例債）      ２０２，７００千円  ⇒    １９１，２００千円 

    小学校建設事業費            ５１８，１００千円  ⇒    ６４４，１００千円 

    小学校建設事業費（特例債）       ６４４，６００千円  ⇒    ４９５，１００千円 

    中学校建設事業費             ５９，６００千円  ⇒     ６４，１００千円 

    文化財保護事業費             ８１，６００千円  ⇒    １０６，４００千円 



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 

下水整備課 

管渠等維持管理費 79,883 公共下水道改築・更新工事費、公共下水道総合地震対策工事費の増額 

維持管理費 11,896 豊川流域下水道事業維持管理費等負担金の増額 

単独公共下水道整備事業費 △45,597 豊川流域下水道建設費負担金の減額 

市債元金償還金 4,868 利率見直しによる増額 

市債等利子償還金 △21,998 利率見直しによる減額 

 

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 償還金 193,992 国庫支出金返納金（療養給付費負担金） 

 

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 38,999 基金償還金 

一般会計繰出金 22,590 繰出金 

 

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 その他資本的支出 1,923 県補助金返納金 

  平成３１年 ３月 ４日議決 


