
令和２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６号補正） 86,320,231 1,933,294 88,253,525 

後期高齢者医療特別会計（第１号補正） 2,866,700 13,426 2,880,126 

収益的支出 

病院事業会計（第１号補正） 

資本的支出 

16,601,915 

 

2,554,841 

30,759 

 

417,492 

16,632,674 

 

2,972,333 

 

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 1,610,000 基金積立金 

財産管理課 
小坂井地域交流会館（仮称）

整備事業費 
△138,477 整備工事費等の減（継続費の年限及び年割額の補正） 

企画政策課 
まちづくり振興基金積立金 32 基金積立金 

とよかわ応援基金積立金 3,769 基金積立金（寄附金の積立） 

人権交通防犯課 交通安全対策推進事業費 1,152 消耗品費（新入学児童配布用ヘルメット） 

文化振興課 

文化会館管理運営費 5,000 非常照明用蓄電池修繕料 

御津文化会館管理運営費 4,600 空調設備修繕料 

桜ヶ丘ミュージアム管理運営

費 
2,970 基本設計委託料（茶室「心々庵」） 

市民協働国際課 キュパティーノ市交流事業費 △3,577 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業中止 



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 無錫市新呉区交流事業 △382 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業中止 

市民税課 
賦課一般事務費（新型コロナ

ウイルス対策） 
7,094 

感染症拡大防止対策経費（申告受付予約コールセンター等業務委託

料など） 

市民課 戸籍住民基本台帳一般事務費 4,235 住民記録システム等改修委託料 

福祉課 

社会福祉総務費返納金 38,939 国庫支出金返納金、県支出金返納金 

障害者自立支援事業費 △1,020 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業中止（手話講習会委託料） 

障害者福祉施設建設費補助金 1,176 障害者福祉施設建設費補助（多床室の個室化等） 

社会福祉会館管理運営費 1,265 自動給水ユニット取替修繕料 

障害者入浴施設管理運営費 330 自動ドア修繕料 

生活保護総務費返納金 25,708 国庫支出金返納金、県支出金返納金 

介護高齢課 

地域介護・福祉空間整備等施

設整備費補助金 
15,400 地域介護・福祉空間整備等施設整備費補助（非常用自家発電設備） 

ふれあいセンター管理運営費 899 扉サッシ取替修繕料 

保険年金課 後期高齢者医療費 8,463 療養給付費負担金過年度分 

子育て支援課 

放課後児童健全育成事業費

（新型コロナウイルス対策） 
23,000 

感染症拡大防止対策経費（市直営の児童クラブ 37クラブ） 

感染症拡大防止対策経費の補助（保護者会運営児童クラブ 9クラブ） 

利用者支援事業費（基本型）

（新型コロナウイルス対策） 
150 感染症拡大防止対策経費 

児童発達支援事業費 19,289 事業実施場所の移転経費（改修工事費、事業用器具費等） 

母子家庭等自立支援給付金支

給費 
4,938 高等職業訓練促進給付金 

交通児童遊園管理運営費（新

型コロナウイルス対策） 
500 感染症拡大防止対策経費 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

子育て支援課 

児童館管理運営費（新型コロ

ナウイルス対策） 
5,500 感染症拡大防止対策経費（11館） 

子育て支援センター管理運営

費（新型コロナウイルス対策） 
500 感染症拡大防止対策経費 

保育課 

児童福祉総務費負担金等（新

型コロナウイルス対策） 
21,671 

感染症拡大防止対策経費の補助（民間保育所、認定こども園等 30施

設） 

公立保育所管理運営費（新型

コロナウイルス対策） 
10,500 感染症拡大防止対策経費（21園） 

保健センター 

感染症拡大防止事業費（新型

コロナウイルス対策） 
1,000 感染症拡大防止対策経費（2事業） 

保健センター管理運営費 1,899 修繕料（雨漏り、空調設備） 

環境課 地域猫活動支援事業費 1,369 クラウドファンディングを活用した地域猫不妊去勢手術補助など 

農務課 

豊川産農産物普及推進事業費

（新型コロナウイルス対策） 
1,194 

花き活用拡大事業（リモートフラワーアレンジメント教室の開催経

費） 

産地パワーアップ事業費補助

金 
1,827 

あいち型産地パワーアップ事業費補助（能力向上を伴う既存農業施

設の改修） 

収入保険加入促進支援事業費

（新型コロナウイルス対策） 
20,000 

収入保険加入促進支援事業費補助（保険料の 2/3及び事務費の全額、

上限 20万円） 

市費単独土地改良事業費 4,684 農道整備工事（2か所） 

用排水路維持費 13,836 
修繕料（2か所）、草刈委託料（麻生田町）、浚渫委託料（5か所） 

維持補修工事費（3か所） 

商工観光課 

消費生活センター費（新型コ

ロナウイルス対策） 
638 

東三河広域連合消費生活事業費負担金（オンライン消費生活相談シ

ステム） 

市民まつり補助金 △17,747 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業中止 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

道路河川管理課 

道路等維持補修事業費 32,300 設計及び調査測量委託料（国府町山ノ入）、維持補修工事費（6か所） 

道路維持管理委託費 7,800 草刈等委託料、樹木剪定委託料 

市費単独整備事業費 750 急傾斜地崩壊対策事業負担金（御津山地区） 

河川維持管理費 41,180 
修繕料（4か所）、樹木伐採等委託料（3か所）、維持補修工事費（浚

渫工事 10河川、その他 4か所） 

街路維持管理費 5,000 街路樹剪定委託料（14か所） 

道路建設課 
市内道路整備事業費 65,000 

設計及び調査測量委託料（東上滝平 2 号線）、道路拡幅改良工事費

（大崎門 8号線）、道路改良工事費（3か所） 

篠束野口線改良事業費 10,000 道路改良工事費 

公園緑地課 

都市公園整備事業費 3,000 改修工事費（2か所） 

都市公園維持管理費 31,085 草刈及び清掃委託料、樹木管理委託料、補修工事費（2か所） 

児童遊園等維持管理費 15,479 樹木管理委託料（5か所）、補修工事費（4か所） 

防災対策課 

防災施設等整備費 17,000 指定緊急避難場所看板作成等委託料（95か所） 

防災施設等整備費（新型コロ

ナウイルス対策） 
4,907 感染症拡大防止対策経費（避難所 95か所） 

中央図書館 

一宮図書館管理運営費（新型

コロナウイルス対策） 
240 感染症拡大防止対策経費（書籍消毒器） 

音羽図書館管理運営費（新型

コロナウイルス対策） 
240 感染症拡大防止対策経費（書籍消毒器） 

御津図書館管理運営費（新型

コロナウイルス対策） 
240 感染症拡大防止対策経費（書籍消毒器） 

小坂井図書館管理運営費（新

型コロナウイルス対策） 
240 感染症拡大防止対策経費（書籍消毒器） 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

スポーツ課 

市民体育大会費 △1,591 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業中止 

保健体育総務費負担金等 △1,900 
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業中止（シティマラソン大

会負担金、リレーマラソン負担金） 

 

（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） 

小坂井地域交流会館（仮

称）整備事業費 
1,590,190 

令和元年度 123,528 

1,590,190 

令和元年度 123,528 

令和２年度 1,466,662 令和２年度 1,328,185 

令和３年度  令和３年度 138,477 

 

（３）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            １６，２００千円   ⇒    ２４，１００千円 

     公共施設整備事業費（推進債）    １，０２４，０００千円   ⇒   ９３２，０００千円 

     道路新設改良事業費（特例債）       ４４，１００千円   ⇒    ５６，８００千円 

     都市計画事業費             １２８，９００千円   ⇒   １３０，２００千円 

     都市計画事業費（特例債）         ８０，５００千円   ⇒    ９１，１００千円 

     都市計画事業費（推進債）         ７６，８００千円   ⇒   １０９，５００千円 

     河川整備事業費                   ０千円   ⇒    ３３，４００千円 

     



３．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 8,082 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 5,344 一般会計繰出金 

 

４．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 
医業費用 材料費 1,010 新型コロナウイルス感染症に係る抗体検査及び遺伝子検査の試薬等 

医業費用 経費 29,749 感染症拡大防止対策経費等 

資本的支出 建設改良費 資産購入費 417,492 器械備品購入費（ダ・ヴィンチ）等 

 

 （２）企業債の補正（限度額の変更） 

補正前             補正後 

    機械器具整備事業費          １，１３０，０００千円  ⇒  １，３０５，０００千円 

 

 （３）たな卸資産購入限度額の補正 

補正前             補正後 

        限度額       ２，６２０，４７５千円  ⇒  ２，６２１，５８６千円 

 

 （４）重要な資産の取得の追加 

内視鏡手術用支援機器   一式 

 

特別会計・企業会計   令和２年９月 ７日議決 

一般会計   令和２年９月２４日議決 


