
令和３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 繰越明許費補正額 

一般会計（第１０号補正） 74,458,643 1,634,438 76,093,081 610,216 

豊川駅東土地区画整理事業特別会計（第１号補正） 288,300 0 288,300 9,476 

国民健康保険特別会計（第２号補正） 15,116,445 307,517 15,423,962 ― 

下水道事業会計（第２号補正） 

収益的収入 

収益的支出 

資本的収入 

資本的支出 

4,424,290 

4,010,828 

1,952,589 

3,515,358 

0 

20,000 

41,000 

41,000 

4,424,290 

4,030,828 

1,993,589 

3,556,358 

― 

病院事業会計（第５号補正） 

収益的収入 

収益的支出 

資本的収入 

資本的支出 

16,333,517 

17,481,727 

1,039,769 

1,564,285 

1,770,462 

319,806 

26,480 

1,451 

18,103,979 

17,801,533 

1,066,249 

1,565,736 

 

― 

 

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 400,000 基金積立金 

企画政策課 

とよかわ応援寄附金推進事業

費 
28,012 報償金、ふるさと納税業務委託料など 

とよかわ応援基金積立金 55,783 基金積立金 

文化振興課 御津文化会館管理運営費 9,200 事業用器具費（図書館空調機器） 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

文化振興課 文化のまちづくり基金積立金 26 基金積立金 

情報システム課 
情報システム共通運営費（新

型コロナウイルス対策） 
3,600 リモート接続環境整備委託料 

市民協働国際課 

地区市民館活動費 △5,000 自治総合センターコミュニティ助成金不採択による減額 

地区市民館管理運営費 2,941 国庫支出金返納金 

地区市民館施設整備費 △10,000 実績見込みによる減額（営繕工事費） 

無錫市新呉区交流事業費 △354 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業中止 

音羽支所 音羽支所庁舎管理費 3,000 修繕料（照明器具取替） 

小坂井支所 小坂井支所庁舎管理費 14,033 国庫支出金返納金 

市民課 戸籍住民基本台帳一般事務費 6,820 住民記録システム等改修委託料 

福祉課 

生活困窮者自立支援事業費

（新型コロナウイルス対策） 
9,799 

総合支援資金の特例貸付を終了した世帯などを対象とした生活困窮

者自立支援金を支給 

障害者自立支援事業費 413,775 実績見込みによる増額（障害福祉サービス費、地域生活支援事業費） 

身体障害者・知的障害者給

付・支給費 
4,028 実績見込みによる増額（更生医療費） 

障害者日常生活用具給付費 3,572 実績見込みによる増額 

障害児施設給付費 107,816 実績見込みによる増額 

保険年金課 国民健康保険特別会計繰出金 35,704 実績見込みによる増額 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

保険年金課 
福祉医療費 9,398 実績見込みによる増額（審査支払手数料、精神障害者医療費） 

国民年金施行事務一般事務費 352 国民年金業務委託料 

介護高齢課 

地域介護・福祉空間整備等施

設整備費補助金 
△20,029 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の一部不採択による減額 

高齢者能力活用推進事業費 246 実績見込みによる増額（ちょこっとサポート事業委託料） 

地域福祉基金積立金 204,000 基金積立金 

健康福祉センター管理運営費 △23,000 実績見込みによる減額（改修工事費） 

子育て支援課 

放課後児童健全育成事業費 5,930 児童クラブ運営費補助 

児童福祉総務一般事務費（新

型コロナウイルス対策） 
291 

消耗品費（消毒液等） 

事業用器具費（加湿空気清浄機 4台） 

子ども・子育て応援基金積立

金 
300,000 基金積立金 

児童福祉総務費返納金 43,255 国庫支出金返納金 

保育課 

児童福祉総務費負担金等 △16,325 実績見込みによる減額（給食費減免事業負担金） 

私立幼稚園助成費 △66,302 実績見込みによる減額（子育て支援施設等利用給付費負担金） 

児童福祉総務費返納金 1,260 国庫支出金返納金、県支出金返納金 

民間保育所運営費 36,332 実績見込みによる増額（民間保育所運営委託料） 

民間保育所運営費補助金等 53,248 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助 

保健センター 

予防接種事業費 △49,068 
実績見込みによる減額（予防接種等委託料）：△60,000 

通信運搬費、国庫支出金返納金：10,932 

保健事業費返納金 612 国庫支出金返納金 

保健センター管理運営費 3,630 事業用器具費（空調機器） 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

保健センター 
休日夜間急病診療所管理運営

費 
△14,000 新型コロナウイルス感染症の影響による減額（医薬材料費） 

清掃事業課 

排水処理施設維持管理費 16,500 営繕工事費（三月田最終処分場データロガーシステム） 

清掃工場管理運営費 △241 実績見込みによる減額（Ｂ棟改修工事費） 

し尿処理施設管理運営費 1,790 
実績見込みによる増額（光熱水費） 

修繕料（空調設備） 

農務課 有害鳥獣対策事業費 4,508 実績見込みによる増額（報償金） 

商工観光課 

信用保証料補助金 △31,000 実績見込みによる減額 

産業活性化促進事業費補助金 △300 新型コロナウイルス感染症の影響による減額 

チャレンジとよかわ活性化事

業費補助金 
5,000 実績見込みによる増額 

建築課 建築開発指導費 12,700 大規模盛土造成地変動予測調査委託料 

道路河川管理課 

道路等維持補修事業費 12,250 修繕料（道路施設等）、補修材料費 

橋りょう補修工事費 3,120 橋りょう補修工事費（１か所） 

急傾斜地崩壊対策事業費 1,915 急傾斜地崩壊対策事業負担金 

港湾維持管理費 6,100 維持補修工事費（１か所） 

八幡駅周辺地区

まちづくり推進

室 

八幡駅周辺地区整備事業費 △46,384 実績見込みによる減額（道路拡幅改良工事費、土地購入費等） 

蔵子線整備事業費 △50,000 実績見込みによる減額（道路改良工事費） 

都市計画課 
立地適正化計画関連事業費

（民生費） 
2,000 拠点地区定住促進事業費補助（子育て奨励金） 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

都市計画課 
立地適正化計画関連事業費

（土木費） 
2,000 拠点地区定住促進事業費補助（固定資産税相当額） 

公園緑地課 赤塚山公園整備事業費 48,500 改修工事費 

教育庶務課 

教育委員会事務局一般事務費 2,500 学校災害賠償金 

教育振興基金積立金 4,000 基金積立金 

小学校環境対策事業費 56,800 
赤坂小学校管理諸室等空調設備改修工事費、普通教室空調設備設置

工事費（２か所） 

国府小学校校舎改修事業費 △180,956 実績見込みによる減額（校舎改修工事費） 

中学校環境対策事業費 27,200 一宮中学校管理諸室等空調設備改修工事費 

学校教育課 教育指導費負担金等 △5,007 
新型コロナウイルス感染症の影響による減額（野外教育活動推進事

業費補助） 

生涯学習課 生涯学習関係事業費 2,500 
新型コロナウイルス感染症の影響による増額（とよかわオープンカ

レッジ活動費補助） 

中央図書館 中央図書館管理運営費 △37,864 実績見込みによる減額（空調設備改修工事費、外壁等改修工事費） 

スポーツ課 

保健体育総務費返納金 26,573 国庫支出金返納金 

体育施設費指定管理料 16,394 新型コロナウイルス感染症の影響による増額 

豊川公園整備事業費 △84,191 実績見込みによる減額（市庭球場整備工事費） 

財政課 

市債元金償還金 130,923 利率見直し等による変更、繰上償還金 

市債等利子 △23,177 利率見直し等による変更 

病院事業会計繰出金（新型コ

ロナウイルス対策） 
157,700 繰出金（新型コロナウイルス感染症対策機器） 

 



（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棟改修事業費 1,162,305 

令和３年度 36,100 

1,161,591 

令和３年度 35,859 

令和４年度 559,263 令和４年度 553,974 

令和５年度 566,942 令和５年度 571,758 

国府小学校校舎改修事業

費 
1,347,500 

令和３年度 808,500 
1,347,500 

令和３年度 627,544 

令和４年度 539,000 令和４年度 719,956 

中央図書館空調設備改修

事業費 
442,420 

令和３年度 88,484 
406,218 

令和３年度 73,120 

令和４年度 353,936 令和４年度 333,098 

中央図書館外壁等改修事

業費 
195,031 

令和３年度 79,963 
158,135 

令和３年度 57,463 

令和４年度 115,068 令和４年度 100,672 

市庭球場整備事業費 754,000 
令和３年度 146,674 

690,108 
令和３年度 62,483 

令和４年度 607,326 令和４年度 627,625 

 

（３）繰越明許費の補正 

   文化会館管理運営費始め２０事業  ６１０，２１６千円 

（４）地方債の補正（限度額の変更） 

補正前             補正後 

     社会福祉施設整備事業費           ２５６，７００千円   ⇒   ２３６，０００千円 

     一般廃棄物処理事業費             ７７，７００千円   ⇒    ８４，４００千円 

     道路新設改良事業費（推進債）        ３７８，７００千円   ⇒   ３６４，４００千円 

     都市計画事業費               ２２３，４００千円   ⇒   ２５９，１００千円 

     都市計画事業費（推進債）          ３００，６００千円   ⇒   ２８９，３００千円 

     小学校建設事業費              ２４０，２００千円   ⇒   １８２，８００千円 

     中学校建設事業費                ５，５００千円   ⇒    ２５，９００千円 



     社会教育施設整備事業費            ８７，４００千円   ⇒    ６７，１００千円 

     社会教育施設整備事業費（特例債）       ８４，０００千円   ⇒    ６９，４００千円 

     保健体育施設整備事業費（推進債）       ６６，０００千円   ⇒    ２８，１００千円 

     臨時財政対策費               ９００，０００千円   ⇒         ０千円 

 

３．豊川駅東土地区画整理事業特別会計 

 （１）繰越明許費の補正 

   土地区画整理事業費  ９，４７６千円 

 

４．国民健康保険特別会計 

（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 

保険年金課 

一般被保険者療養給付費 302,593 実績見込みによる増額 

一般被保険者高額療養費 4,710 実績見込みによる増額 

償還金 214 県支出金返納金 

 

５．下水道事業会計 

（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 

下水道事業費用 営業費用 流域下水道費 20,000 流域下水道維持管理費等負担金 

資本的支出 
建設改良費 公共下水道汚水

管渠整備費 
41,000 工事請負費 

 

 

 



６．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 

病院事業費用 

医業費用 材料費 166,000 薬品費、診療材料費 

医業費用 減価償却費 19,000 器械備品減価償却費 

医業外費用 保育費 10,000 院内保育所運営委託料 

特別損失 過年度損益修正損 120,000 実績見込みによる増額 

特別損失 その他特別損失 4,806 県支出金返納金 

資本的支出 
その他資本的支出 その他支

出 
1,451 県支出金返納金 

 

 （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            ５１３，７００千円  ⇒    ３５６，０００千円 

 

令和４年３月８日議決 


