
令和３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５号補正） 66,349,896 2,108,086 68,457,982 

国民健康保険特別会計（第１号補正） 15,087,000 29,445 15,116,445 

後期高齢者医療特別会計（第１号補正） 2,947,700 14,963 2,962,663 

資本的収入 

病院事業会計（第３号補正） 

資本的支出 

977,323 

 

1,508,556 

38,746 

 

38,746 

1,016,069 

 

1,547,302 

 

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 1,450,000 基金積立金 

企画政策課 

とよかわ応援寄附金推進事業

費 
6,106 報償金、ふるさと納税業務委託料 

まちづくり振興基金積立金 1,640 基金積立金 

とよかわ応援基金積立金 62,697 基金積立金 

文化振興課 文化会館管理運営費 3,291 吸収式冷温水機操作盤修繕料 

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） 
5,065 リモート接続環境整備に係る機器・ソフトウェア購入など 

市民税課 
賦課一般事務費（新型コロナ

ウイルス対策） 
9,894 

法人市民税課税資料電子化に係る経費（会計年度任用職員報酬等） 

感染症拡大防止対策経費（申告受付事務・予約コールセンター等業務

委託料など） 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

資産税課 
賦課一般事務費（新型コロナ

ウイルス対策） 
11,782 

家屋台帳電子化に係る経費（会計年度任用職員報酬、課税資料等電子

データ整備委託料等） 

市民課 

戸籍住民基本台帳一般事務費 14,904 
マイナンバーカード臨時交付窓口設置等に係る経費（修繕料等） 

マイナンバーカード交付予約・管理サービス委託料等 

戸籍住民基本台帳一般事務費

（新型コロナウイルス対策） 
831 窓口番号案内システム改修委託料等 

福祉課 
社会福祉総務費返納金 34,779 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 9,916 国庫支出金返納金 

保険年金課 国民健康保険特別会計繰出金 16,024 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免分 

介護高齢課 

介護施設等整備事業費補助金

（新型コロナウイルス対策） 
2,516 感染症拡大防止対策支援事業費補助（ゾーニング環境） 

地域介護・福祉空間整備等施

設整備費補助金 
27,080 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等） 

保健センター 

新型コロナウイルスワクチン

接種事業費（新型コロナウイ

ルス対策） 

149,421 

接種体制確保事業費：66,270 

 ワクチン接種期間延長等に係るワクチン接種体制確保事業委託料 

接種対策費：83,151 

 ワクチン接種期間延長等に係る予防接種等委託料等 

健康づくり地域活動推進事業

費（新型コロナウイルス対策） 
4,268 

コロナ禍における市民等の健康増進・生活習慣病予防の推進に係る経費

（会計年度任用職員報酬等） 
保健センター管理運営費（新

型コロナウイルス対策） 
1,200 パソコン等購入費（スキャナ） 

清掃事業課 清掃工場管理運営費 5,665 事業用器具費（ポータブル蛍光エックス線分析装置） 

農務課 
用排水路維持費 8,300 浚渫委託料（3 か所）、樹木伐採等委託料（松原町） 

林道維持費 2,750 設計及び調査測量委託料（本宮山線） 

商工観光課 利子補給補助金 80,000 利子補給補助 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

商工観光課 

市民まつり補助金 △18,000 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業中止 

観光振興推進事業費（新型コ

ロナウイルス対策） 
25,131 

豊川稲荷等観光地周辺事業者支援事業費補助 

割引クーポン：20,000（＠500 円×40,000 回）、事務経費 

道路河川管理課 

交通安全施設整備事業費 11,978 
交通安全施設整備工事費 

 区画線対策（10 か所）、裸の横断歩道対策（2 か所） 

交通安全施設維持管理費 4,000 修繕料（反射鏡等） 

土木総務一般事務費 8,450 道路内民地の解消等に係る経費（分筆登記委託料、土地購入費） 

道路等維持補修事業費 20,772 
修繕料（道路施設等）、維持補修工事費（3 か所）、道路附属物補修

工事費（1 か所） 

道路維持管理委託費 5,600 浚渫土処理委託料（33 か所） 

道路河川管理課 

豊川駅東西自由通路等管理費 400 修繕料（雨漏り） 

河川維持管理費 12,859 
修繕料（9 か所）、分筆登記委託料（2 か所）、水路浚渫等委託料（4

か所）、樹木伐採等委託料（1 か所）、維持補修工事費（2 か所） 

急傾斜地崩壊対策事業費 12,914 設計及び調査測量委託料（長沢町大覚Ⅰ） 

街路維持管理費 5,000 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 39,000 設計及び調査測量委託料（3 か所）、道路改良工事費（3 か所） 

公園緑地課 
都市公園維持管理費 17,400 

草刈及び清掃委託料（31 か所）、樹木管理委託料（38 か所）、補修

工事費（上野公園遮音壁） 

児童遊園等維持管理費 500 樹木管理委託料（4 か所） 

建築課 市営住宅維持管理費 1,265 住宅設備等営繕工事費（上野住宅遮音壁） 

庶務課 

教育振興基金積立金 299 基金積立金 

小学校校舎施設営繕費 7,000 中部小学校校舎屋上等改修工事費 

小学校教育用器具等整備費 2,527 教育用コンピュータ機器保守等委託料 

中学校教育用器具等整備費 972 教育用コンピュータ機器保守等委託料 



担当課 事 業 名 補正額（千円） 補正事業の内容 

生涯学習課 
小坂井生涯学習センター管理

運営費 
3,114 解体撤去工事費 

スポーツ課 

市民体育大会費 △1,551 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う事業中止 

臨海球場管理費 450 事業用器具費（御津臨海球場草刈機格納用倉庫） 

体育施設営繕費 13,800 修繕料（市野球場グラウンド）、総合体育館空調設備取替工事費 

農務課 
農業施設応急復旧費 2,755 復旧工事費（排水路 2 か所） 

林業施設応急復旧費 4,506 復旧工事費（林道 2 か所） 

道路河川管理課 
道路橋りょう応急復旧費 9,100 

復旧作業委託料（路面清掃 7 か所、崩落土処理 2 か所） 

復旧工事費（道路 3 か所、橋りょう 1 か所） 

河川応急復旧費 9,716 復旧工事費（8 か所） 

 

 

３．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 

健康管理・健康づくり事業費 49 諸負担金 

一般被保険者保険料還付金 25,710 賦課誤りに係る一般被保険者保険料還付金 

退職被保険者等保険料還付金 941 賦課誤りに係る退職被保険者等保険料還付金 

一般被保険者保険料還付加算

金 
2,573 賦課誤りに係る一般被保険者保険料還付加算金 

退職被保険者等保険料還付加

算金 
172 賦課誤りに係る退職被保険者等保険料還付加算金 

 

 

 

 



４．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 11,049 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 3,914 一般会計繰出金 

 

 

５．病院事業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 

資本的支出 建設改良費 資産購入費 38,746 簡易陰圧装置等購入費 

 

 

令和３年９月２２日議決 


