
平成３０年度９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２号補正） 60,037,882 2,186,383 62,224,265 

豊川西部土地区画整理事業特別会計（第１号補正） 420,100 20,000 440,100 

豊川駅東土地区画整理事業特別会計（第１号補正） 347,500 71,000 418,500 

公共下水道事業特別会計（第１号補正） 4,735,300 △5,000 4,730,300 

国民健康保険特別会計（第１号補正） 16,088,000 10,448 16,098,448 

後期高齢者医療特別会計（第１号補正） 2,382,700 15,653 2,398,353 

 

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 

秘書課 広報大使事業費 517 広報大使委嘱式関係経費 

財政課 財政調整基金積立金 1,660,000 基金積立金 

企画政策課 とよかわ応援基金積立金 49,525 基金積立金（寄附金の積立金） 

文化振興課 文化会館管理運営費 4,000 ブロック塀等改修工事費 

市民協働国際課 地区市民館施設整備費 6,200 古宿地区市民館整備工事基本設計委託料 

福祉課 
社会福祉総務費返納金 10,717 国庫支出金返納金、県支出金返納金 

生活保護総務費返納金 23,514 国庫支出金返納金、県支出金返納金 

介護高齢課 介護保険者統合事業拠出金 283,171 介護保険特別会計の廃止に伴う精算 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

人権交通防犯課 
小坂井文化センター管理運営

費 
304 屋根修繕料 

保育課 

児童福祉総務費負担金等 13,356 
実績見込みによる保育協会補助の減額：△13,310 千円 

小規模保育所改修費等補助：26,666 千円 

民間保育所建設費補助金 △222,940 実績見込みによる民間保育所建設費補助金の減額 

公立保育所施設整備費 3,600 ブロック塀等改修工事費（４園） 

民間保育所運営費補助金等 1,406 民間保育所のブロック塀等改修工事に対する補助（２園） 

子育て支援課 
子ども・子育て支援事業計画

策定事業費 
3,356 子ども・子育て支援事業計画策定委託料等 

清掃事業課 
焼却灰最終処分場管理運営費 8,748 設備用消耗品の購入 

資源化施設管理運営費 9,600 堆肥化施設修繕料等 

農務課 

豊川産農産物普及促進事業費 1,700 豊川産農産物ＰＲ映像制作等委託料（バラのＰＲ） 

市費単独土地改良事業費 2,070 農道整備工事費（伊奈町）、ため池補修工事費（和久地池） 

用排水路維持費 3,350 草刈等委託料、浚渫委託料 

林業維持費 5,572 豪雨災害対応等（修繕２か所 委託６か所 工事１か所） 

企業立地推進課 企業立地推進事業費 4,000 設計及び調査測量委託料 

商工観光課 御油の松並木資料館運営費 1,600 ブロック塀等改修工事費 

建築課 

地震対策事業費 1,000 民間ブロック塀等撤去費補助（補助率 1/2、上限 10 万円） 

空家等対策推進事業費 7,600 
実績見込みによる増額（倒壊危険空家解体費補助、老朽空家解体費

補助） 

市営住宅維持管理費 4,000 ブロック塀等改修工事費（平尾住宅） 

道路維持課 
土木総務一般事務費 507 公共補償（２か所） 

道路等維持補修事業費 29,000 維持補修工事費（８か所） 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

道路維持課 

道路維持管理委託費 2,584 処理困難物処理委託料（御津金野国坂２号線） 

橋りょう補修工事費 1,200 修繕料（６か所） 

道路等施設管理費 6,200 
伊奈駅東西連絡橋照明灯修繕料 

ガード排水ポンプ施設修繕料（４か所） 

市費単独整備事業費 5,000 雨水浸透施設築造工事費 

河川維持管理費 26,086 
修繕料（４か所）、草刈等委託料（１か所）、水路浚渫等委託料（２

か所）、樹木伐採等委託料（４か所）、維持補修工事費（６か所） 

街路維持管理費 7,100 街路樹剪定委託料（19 か所） 

道路建設課 

市内道路整備事業費 

（道路拡幅改良事業費） 
9,000 設計及び調査測量委託料 

市内道路整備事業費 

（道路改良事業費） 
39,700 道路改良工事費（６か所） 

区画整理課 
豊川駅東土地区画整理事業特

別会計繰出金 
71,000 繰出金 

公園緑地課 

スポーツ公園整備事業費 8,500 継続事業における整備内容変更に伴う増額 

赤塚山公園改修事業費 2,500 花しょうぶ園循環ポンプ更新工事費 

都市公園維持管理費 19,900 樹木管理委託料（43 か所）、補修工事費（４か所） 

児童遊園等維持管理費 6,900 
樹木管理委託料（５か所） 

ブロック塀等改修工事費（２か所） 

防災対策課 

防災行政無線整備事業費 1,682 デジタル同報系防災行政無線屋外拡声子局移設委託料 

防災施設等整備費 179 修繕料（ブロック塀撤去） 

平成３０年７月豪雨支援関係

経費 
88 東広島市への災害応援派遣に係る普通旅費 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

防災対策課 マンホールトイレ整備事業費 811 避難所（学校）のマンホールトイレ用物品の購入 

下水管理課 

下水整備課 
マンホールトイレ整備事業費 6,600 整備工事費（一宮南部小学校） 

学校教育課 
心理教育相談事業費 385 「ゆずりは」小坂井分室移転経費 

登校支援事業費 601 「さくらんぼ」小坂井分室移転経費 

教育庶務課 

小学校校舎施設営繕費 24,800 

プール改修工事費（八南小学校） 

フェンス設置工事費（桜木小学校） 

ブロック塀等改修工事費（３校） 

小学校砂埃対策事業費 1,880 塩化カルシウム散布委託料・砂埃対策工事費（金屋小学校） 

小学校環境対策事業費 11,664 管理諸室空調設備改修工事実施設計委託料（９校） 

中学校校舎施設営繕費 4,800 ブロック塀等改修工事費（金屋中学校） 

中学校砂埃対策事業費 780 塩化カルシウム散布委託料（金屋小学校） 

中学校環境対策事業費 2,592 管理諸室空調設備改修工事実施設計委託料（２校） 

生涯学習課 

旅籠大橋屋保存整備事業 5,838 継続事業における整備内容変更に伴う増額 

公民館営繕工事費 1,200 ブロック塀等改修工事費（御油公民館） 

小坂井生涯学習会館管理運営

費 
424 屋上防水シート修繕料 

中央図書館 中央図書館管理運営費 916 施設及び設備保守点検委託料 

 



（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） 

スポーツ公園整備事業費 270,000 
平成 29 年度 41,000 

278,500 
平成 29 年度 41,000 

平成 30 年度 229,000 平成 30 年度 237,500 

旅籠大橋屋保存整備事業

費 

118,585 
平成 29 年度 21,568 

124,423 
平成 29 年度 21,568 

平成 30 年度 97,017 平成 30 年度 102,855 

 

（３）債務負担行為の補正 

   子ども・子育て支援事業計画策定事業費 

    限度額 ３，３９２千円 （平成３１年度） 追加 

 

（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）     ５６１，８００千円   ⇒   ５０１，７００千円 

     道路新設改良事業費            ５５，０００千円   ⇒    ６３，４００千円 

     道路新設改良事業費（特例債）       ２４，２００千円   ⇒    ２６，９００千円 

     都市計画事業費             １５７，５００千円   ⇒   ２１６，４００千円 

     都市計画事業費（特例債）        ２０２，６００千円   ⇒   ２５２，９００千円 

     消防施設整備事業費            ２６，８００千円   ⇒    ４４，５００千円 

     消防施設整備事業費（特例債）      １８５，５００千円   ⇒   ２０２，７００千円 

     消防施設整備事業費（推進債）       ３３，６００千円   ⇒    ２９，８００千円 

     小学校建設事業費            ２１１，７００千円   ⇒   ３６１，７００千円 

     小学校建設事業費（特例債）        ２４，０００千円   ⇒    ３６，５００千円 

     中学校建設事業費             ４７，５００千円   ⇒    ５９，６００千円 

文化財保護事業費             ７８，５００千円   ⇒    ８１，６００千円 



３．豊川西部土地区画整理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 

区画整理課 土地区画整理事業費 20,000 移転補償費 

 

４．豊川駅東土地区画整理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 

区画整理課 土地区画整理事業費 71,000 移転補償費 

 

５．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 
水環境整備下水道事業費 △5,000 雨水浸透施設築造工事費 

 

（１）地方債の補正（限度額の変更） 

補正前             補正後 

     公共下水道事業費          １，１５５，９００千円   ⇒ １，１５０，９００千円 

 

６．国民健康保険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 

保険年金課 償還金 10,448 国、支払基金、県への返納金（前年度分） 

 



 

７．後期高齢者医療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 

保険年金課 
負担金 11,373 保険料等負担金過年度分（後期高齢者医療広域連合） 

一般会計繰出金 4,280 一般会計繰出金 

      

特別会計   平成３０年 ９月 ４日議決 

一般会計   平成３０年 ９月２０日議決 


