
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年度 3月補正予算説明資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

み よ し 市 



  

目  次 

 

Ⅰ 平成２８年度みよし市３月補正予算 

１ 会計別補正予算 ························································· １ 

２ 会計別予算一覧表 ······················································· １ 

３ 一般会計款別明細表(歳入) ··············································· ２ 

４ 一般会計款別明細表(歳出) ··············································· ３ 

 

Ⅱ ３月補正予算施策別事業概要 

１ 地域の特性を活かし、調和のとれたまち 

・都市計画決定事務 ····················································· ４ 

・都市計画基礎調査事業 ················································· ４ 

・地籍調査事業 ························································· ４ 

２ 緑に包まれ、水に親しむ、快適で美しいまち 

・みどりと景観計画推進事業 ············································· ４ 

・都市緑化推進事業 ····················································· ４ 

・緑と花のセンター管理運営事業 ········································· ４ 

・公園維持管理事業 ····················································· ４ 

・都市公園整備事業 ····················································· ４ 

・県営土地改良事業負担金事業 ··········································· ４ 

・準用河川改修事業 ····················································· ４ 

３ 環境と人にやさしいまち 

・大気環境調査事業 ····················································· ４ 

・水環境調査事業 ······················································· ４ 

・環境美化推進事業 ····················································· ４ 

・家庭ごみ計画収集事業 ················································· ４ 

・不燃物埋立処分場管理事業 ············································· ５ 

・リサイクル推進事業 ··················································· ５ 

・資源ごみ回収補助事業 ················································· ５ 

・公共下水道事業 ······················································· ５ 

・繰出金 ······························································· ５ 

・消費税 ······························································· ５ 

・長期債利子 ··························································· ５ 

・消費税 ······························································· ５ 

・し尿汲取り清掃事業 ··················································· ５ 

・公共下水道維持管理事業 ··············································· ５ 

・農業集落排水維持管理事業 ············································· ５ 

・コミュニティ・プラント維持管理事業 ··································· ５ 

・やすらぎ霊園一般管理事業 ············································· ５ 

・やすらぎ霊園特別会計繰出金 ··········································· ５ 

・やすらぎ霊園墓地建設事業 ············································· ５ 

４ みんなで助け合える福祉のまち 

・民生児童委員活動事業 ················································· ６ 

・敬老金支給事業 ······················································· ６ 

・福祉・医療・介護長期構想策定事業 ···································· ６ 

・障がい者福祉計画策定事業 ············································ ６ 

・障がい者自立支援事業 ················································ ６ 

５ 生涯健康で安心して暮らし続けられるまち 

・健康診査事業 ························································ ６ 

・健康教育事業 ························································ ６ 

・７０２２推進事業 ···················································· ６ 

・妊産婦・乳児健康診査事業 ············································ ６ 

・市民病院負担金事業 ·················································· ６ 

・住民健康管理システム運営事業 ········································ ６ 

・介護保険特別会計 介護サービス事業勘定繰出金 ························· ６ 

・国民健康保険税賦課徴収事業 ·········································· ６ 

・一般被保険者療養給付事業 ············································ ６ 

・一般被保険者高額療養費支給事業······································· ６ 

・後期高齢者支援金事業 ················································ ６ 

・介護納付金負担事業 ·················································· ６ 

・高額医療費共同事業医療費拠出事業 ···································· ６ 

・保険財政共同安定化拠出事業 ·········································· ６ 

・特定健康診査等事業 ·················································· ７ 

・国民健康保険特別会計繰出金 ·········································· ７ 

・後期高齢者医療推進事業 ·············································· ７ 

・愛知県後期高齢者医療広域連合納付金事務······························· ７ 

・後期高齢者医療特別会計繰出金 ········································ ７ 

・二次予防事業の対象者把握事業 ········································ ７ 

・通所型介護予防事業 ·················································· ７ 

・地域包括支援センター運営事業 ········································ ７ 

・認知症総合支援事業 ·················································· ７ 

・地域密着型介護予防サービス給付事業 ·································· ７ 

・介護保険特別会計 保険事業勘定繰出金································· ７ 

・年金相談事業 ························································ ７ 

・生活困窮者自立支援事業 ·············································· ７ 

６ 生きがいを持って楽しく暮らせるまち 

・勤労青少年ホーム施設管理事業 ········································ ７ 

・みよし悠学カレッジ講座運営事業 ······································ ７ 

・学習交流センター管理事業 ············································ ７ 

・生涯学習活動事業 ···················································· ７ 

・カリヨンハウス管理運営事業 ·········································· ７ 

・住民基本台帳事務 ···················································· ７ 

・図書館学習交流プラザ管理運営事業 ···································· ８ 

・高齢者生きがいセンター運営管理事業 ·································· ８ 

７ 文化・芸術に親しみ、育むまち 

・サンアート維持管理事業 ·············································· ８ 

・資料館展示事業 ······················································ ８ 

・図書、逐次刊行(新聞・雑誌等)物整備事業······························· ８ 



  

・図書館電算事業 ······················································· ８ 

８ 生涯スポーツができ、健康で元気なまち 

・体育施設管理運営事業 ················································· ８ 

・カヌー競技推進事業 ··················································· ８ 

・カヌー競技全国大会補助事業 ··········································· ８ 

・プール開放事業 ······················································· ８ 

・みよし市体育祭実行委員会補助事業 ····································· ８ 

・スポーツ教室開催事業 ················································· ８ 

９ 安全で快適な住環境が整ったまち 

・住宅・建築物安全ストック形成事業 ····································· ８ 

・災害対策用品購入事業 ················································· ８ 

１０ 誰もが安心して出かけられるまち 

・公共交通推進事業 ····················································· ９ 

・都市計画道路整備事業 ················································· ９ 

・道路修繕事業 ························································· ９ 

・里道整備事業 ························································· ９ 

１１ 地域力を高めて安全で安心して暮らせるまち 

・交通安全啓発事業 ····················································· ９ 

・交通委員・交通指導員管理事業 ········································· ９ 

・道路安全施設維持管理事業 ············································· ９ 

・防犯推進事業 ························································· ９ 

・消防団運営管理事業 ··················································· ９ 

・防災意識普及啓発事業 ················································· ９ 

１２ 効率的で安定的な農業を育むまち 

・農業経営基盤強化事業 ················································· ９ 

・農業団体育成事業 ····················································· ９ 

・土地改良補助事業 ····················································· ９ 

・地場産業振興事業 ····················································· ９ 

・有害鳥獣捕獲事業 ····················································· ９ 

１３ 環境と調和した活気あふれる工業が盛んなまち 

・中小企業補助事業 ··················································· １０ 

・就労支援雇用安定事業 ··············································· １０ 

１４ にぎわいと交流のあるまち 

・複合施設建設事業 ··················································· １０ 

・中心市街地基本構想策定事業 ········································· １０ 

・観光協会補助事業 ··················································· １０ 

１５ 多様な文化に親しみ、ふれあえるまち 

・友好都市中学生派遣事業 ············································· １０ 

１６ 連携と友好のきずなで築くまち 

・小学生士別市交流事業 ··············································· １０ 

１７ 安心して子どもを産み、育てられるまち 

・保育園運営事業 ····················································· １０ 

・ひとり親家庭相談・自立支援事業 ····································· １０ 

・児童扶養手当事務 ··················································· １０ 

・子育て支援センター運営事業 ········································ １０ 

・児童手当支給事務 ·················································· １０ 

１８ 豊かな心と個性が輝くまち 

・教育支援事業 ······················································ １０ 

・小学校管理事業 ···················································· １０ 

・小学校施設整備事業 ················································ １１ 

・小学校学習活動事業 ················································ １１ 

・小学校コンピュータ整備事業 ········································ １１ 

・小学校副読本購入事業 ·············································· １１ 

・中学校管理事業 ···················································· １１ 

・中学校学習活動事業 ················································ １１ 

・外国語指導助手派遣事業 ············································ １１ 

・給食センター維持管理事業 ·········································· １１ 

・中学校施設整備事業 ················································ １１ 

・私立高校等授業料補助事業 ·········································· １１ 

・奨学金支給事業 ···················································· １１ 

１９ 市民サービスを高める行政運営の推進 

・議会会議録作成事業 ················································ １１ 

・財政分析諸表作成公表事務 ·········································· １１ 

・広報みよし発行事業 ················································ １１ 

・あいち電子自治体推進協議会システム運用事業 ························· １２ 

・電子自治体基盤管理事業 ············································ １２ 

・古瀬間聖苑に係る豊田市への事務委託等事業··························· １２ 

２０ 健全で安定した財政運営の推進 

・土地評価事務 ······················································ １２ 

・資産税課税事務 ···················································· １２ 

２１ その他（体系外） 

・財務会計システム運用事業 ·········································· １２ 

・文化の日記念式典事業 ·············································· １２ 

・庁舎維持管理事業 ·················································· １２ 

・公用車・バス管理事業 ·············································· １２ 

・選挙啓発事業 ······················································ １２ 

・参議院議員選挙事務 ················································ １２ 
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(単位：千円)

所　属 説　明 補正予算額

1 地域の特性を活かし、調和のとれたまち

都市計画決定事務費 一般会計 都市計画課

①都市計画決定図書作成業務委託 △ 2,376 千円 ①未執行による減額

△ 2,376

都市計画基礎調査事業費 一般会計 都市計画課

①都市計画基礎調査業務 △ 310 千円 ①事業費確定による減額

△ 310

地籍調査事業費 一般会計 道路河川課

①地籍調査推進員謝礼

②地積調査測量業務委託
③地籍調査成果等データセットアップ業務委託

△600

△2,500
△700

千円

千円
千円

①東山第４地区地積調査推進員謝礼実
績見込みによる減額
②③事業費確定による減額 △ 3,800

2 緑に包まれ、水に親しむ、快適で美しい
まち みどりと景観計画推進事業費 一般会計 都市計画課

①都市計画決定図書作成業務委託 △ 590 千円 ①事業費確定による減額

△ 590

都市緑化推進事業費 一般会計 公園緑地課

①都市緑化推進事業補助金 △ 5,000 千円 ①実績見込みによる減額

△ 5,000

緑と花のセンター管理運営事業費 一般会計
産業課（緑と花
のセンター）

①広場緑地保全業務委託
②管理棟空調取替工事

△566
△604

千円
千円

①②事業費確定による減額

△ 1,170

公園維持管理事業費 一般会計 公園緑地課

①都市公園遊具点検業務委託
②三好・保田ヶ池公園維持管理業務委託
③小坂公園他15維持管理業務委託
④大沢公園他13維持管理業務委託
⑤境川緑地維持管理業務委託
⑥緑地・緑道維持管理業務委託
⑦三好丘地区他6公園緑地維持管理業務委託

△800
△1,000
△2,500
△1,000
△5,000
△2,000

△500

千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円

①～⑦事業費確定による減額

△ 12,800

都市公園整備事業費 一般会計 公園緑地課

①保田ヶ池公園詳細設計業務委託
②三好公園総合体育館大規模改修設計業務委
託
③三好公園総合体育館大規模改修監理業務委
託
④三好公園詳細設計業務委託
⑤都市公園整備工事(前田緑道)(財源更正)

⑥保田ヶ池公園整備事業(財源更正)

△10,000
△1,000

△500

△500
(国庫支出金)△8,000

(地方債）△7,200
(一般財源）15,200
(県支出金)△5,000

(一般財源）5,000

千円
千円

千円

千円
千円
千円
千円
千円
千円

①～④事業費確定による減額

⑤公園整備事業費補助金確定による財
源更正

⑥あいち森と緑づくり都市緑化推進事業
補助金確定による財源更正

△ 12,000

県営土地改良事業負担金事業費 一般会計
産業課（農業
土木）

①県営水環境整備事業(愛知用水三好２期地区) △ 3,750 千円 ①事業費確定による減額

△ 3,750

準用河川改修事業費 一般会計 道路河川課

①河川改良工事（準用河川茶屋川）
②河川改修工事（準用河川砂後川）
③河川改修工事負担金（準用河川砂後川）
④物件移転補償費（準用河川砂後川）

△105,900
△30,000
△15,000
△4,000

千円
千円
千円
千円

①～④事業費確定による減額

△ 154,900

3 環境と人にやさしいまち

大気環境調査事業費 一般会計 環境課

①大気測定調査業務委託
②工事請負費（財源更正）

△3,051
(寄附金)20

(一般財源)△20

千円
千円
千円

①事業費確定による減額
②ふるさと寄附金による財源更正

△ 3,051

水環境調査事業費 一般会計 環境課

①水質測定調査業務委託 △ 2,316 千円 ①事業費確定による減額

△ 2,316

環境美化推進事業費 一般会計 環境課

①環境美化指導員報酬 △ 403 千円 ①環境指導員人数確定による減額

△ 403

家庭ごみ計画収集事業費 一般会計 環境課

①家庭ごみ計画集事業消耗品
②家庭ごみ計画収集業務委託

△1,914
△13,089

千円
千円

①実績見込みによる減額
②事業費確定による減額 △ 15,003

会　計

Ⅱ　３月補正予算施策別事業概要

施　策 事務事業 主 な 事 業
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(単位：千円)

所　属 説　明 補正予算額会　計

Ⅱ　３月補正予算施策別事業概要

施　策 事務事業 主 な 事 業

3 環境と人にやさしいまち
不燃物埋立処分場管理事業費 一般会計 環境課

①水質検査業務委託 △ 1,046 千円 ①事業費確定による減額
△ 1,046

リサイクル推進事業費 一般会計 環境課

①古紙等資源回収業務委託
②新リサイクルステーション設置候補地調査委託

△6,143
△928

千円
千円

①②事業費確定による減額

△ 7,071

資源ごみ回収補助事業費 一般会計 環境課
①資源ごみ回収補助事業(財源更正) (財産収入）△210

(一般財源）210
千円
千円

①環境基金利子確定による財源更正
(0.125%） 0

公共下水道事業費
下水道事業
特別会計

下水道課

①公共下水道事業基本計画策定業務委託
②公共下水道実施設計(耐震)業務委託
③雨水排水整備測量業務委託(半野木地区)
④福田第２雨水ポンプ場建設工事委託【継続費】
（財源更正）

⑤既成市街地管渠築造工事（財源更正）

⑥下水道事業物件移転補償費

△2,956
△828
△968

(国庫支出金)△193
(地方債)200

(一般財源)△7
(国庫支出金)21,000

(地方債)△30,200
(一般財源)9,200

△24,832

千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円

①～③事業費確定による減額

④⑤公共下水道事業補助金確定による
財源更正

⑥事業費確定による減額

△ 29,584

繰出金 一般会計 下水道課
①下水道事業特別会計繰出金
②農業集落排水事業特別会計繰出金

△107,839
△85,358

千円
千円

①②事業費等確定による特別会計への
繰出金の減額 △ 193,197

消費税
下水道事業
特別会計

下水道課
①消費税 △ 19,773 千円 ①税額確定による減額

△ 19,773

長期債利子
下水道事業
特別会計

下水道課
①長期債利子償還金(財源更正) (使用料）5,327

(一般財源）△5,327
千円
千円

①公共下水道維持管理事業費実績見込
みによる減額に伴う充当先の変更 0

消費税
農業集落排
水事業特別
会計

下水道課

①消費税 △ 1,270 千円 ①税額確定による減額

△ 1,270

し尿汲取り清掃事業費 一般会計 環境課
①し尿汲取り清掃業務委託 △ 795 千円 ①実績見込みによる減額

△ 795

公共下水道維持管理事業費
下水道事業
特別会計

下水道課

①電気工作物保安管理業務委託
②中継ポンプ施設管理業務委託
③水質検査業務委託
④公共下水道台帳修正業務委託
⑤下水道事業地方公営企業法適用資産調査等
業務委託【継続費】

△409
△2,196
 △2,386

△336
△10,203

千円
千円
千円
千円
千円

①～④実績見込みによる減額

⑤事業費確定による減額及び継続費年
割額の変更
H28　24,797千円
H29　19,484千円

△ 15,530

農業集落排水維持管理事業費
農業集落排
水事業特別
会計

下水道課

①維持管理事業需用費
②電気工作物保安管理業務委託
③処理施設等管理業務委託
④水質検査業務委託
⑤取付管等築造工事
⑥処理施設維持管理工事

△1,100
△469

△23,923
△1,138
△4,500
△6,000

千円
千円
千円
千円
千円
千円

①～⑥実績見込みによる減額

△ 37,130

コミュニティ・プラント維持管理事業
費

一般会計 下水道課

①処理施設管理業務委託
②取付管等築造工事
③処理施設維持管理工事

△5,229
△2,600
△2,500

千円
千円
千円

①～③実績見込みによる減額

△ 10,329

やすらぎ霊園一般管理事業費
やすらぎ霊
園特別会計

環境課

①やすらぎ霊園維持管理委託 △ 228 千円 ①事業費確定による減額

△ 228

やすらぎ霊園特別会計繰出金 一般会計 環境課

①やすらぎ霊園特別会計繰出金 △ 5,980 千円 ①実績見込みによる特別会計への繰出
金の減額 △ 5,980

やすらぎ霊園墓地建設事業費
やすらぎ霊
園特別会計

環境課

①やすらぎ霊園特別会計繰入金(財源更正) (使用料）5,980
(一般財源）△5,980

千円
千円

①事業費確定による財源更正

0
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(単位：千円)

所　属 説　明 補正予算額会　計

Ⅱ　３月補正予算施策別事業概要

施　策 事務事業 主 な 事 業

4 みんなで助け合える福祉のまち

民生児童委員活動事業費 一般会計 福祉課

①民生児童委員活動事業（財源更正） (県支出金）29
(一般財源)△29

千円
千円

①民生委員推薦会費負担金確定による
財源更正 0

敬老金支給事業費 一般会計 長寿介護課

①敬老金支給事業 △ 530 千円 ①事業費確定による減額

△ 530

福祉・医療・介護長期構想策定事業
費

一般会計 長寿介護課

①福祉・医療・介護長期構想策定事業(財源更正) (国庫支出金）3,186
(一般財源)△3,186

千円
千円

①地方創生加速化交付金確定による財
源更正 0

障がい者福祉計画策定事業費 一般会計 福祉課

①障がい者福祉計画アンケート調査業務委託 △ 795 千円 ①事業費確定による減額

△ 795

障がい者自立支援事業費 一般会計 福祉課

①障がい児入所給付費等・医療費等 31,127 千円 ①実績見込みによる増額

31,127

5 生涯健康で安心して暮らし続けられるま
ち

健康診査事業費 一般会計 健康推進課

①印刷製本費（財源更正）

②健康診査業務委託(財源更正)

(寄附金）100
(一般財源)△100
(国庫支出金）79
(一般財源）△79

千円
千円
千円
千円

①ふるさと寄附金による財源更正

②感染症予防事業費等国庫負担金確定
による財源更正

0

健康教育事業費 一般会計 健康推進課

①健康教育事業(財源更正) (国庫支出金）1,972
(一般財源） △1,972

千円
千円

①地方創生加速化交付金確定による財
源更正 0

７０２２推進事業費 一般会計 健康推進課

①７０２２推進事業需用費(財源更正) (寄附金）100
(一般財源）△100

千円
千円

①ふるさと寄附金による財源更正

0

妊産婦・乳児健康診査事業費 一般会計 健康推進課

①妊産婦・乳児健康診査事業 △ 4,641 千円 ①実績見込みによる減額

△ 4,641

市民病院負担金事業費 一般会計 健康推進課

①市民病院負担金事業(財源更正) (県支出金）2,062
(一般財源）△2,062

千円
千円

①元気な愛知の市町村づくり補助金確定
による財源更正 0

住民健康管理システム運営事業費 一般会計 健康推進課

①健康管理システム改修業務委託 △ 1,276 千円 ①事業費確定による減額

△ 1,276

介護保険特別会計　介護サービス
事業勘定繰出金

一般会計 長寿介護課

①介護保険特別会計介護サービス事業勘定繰出
金

△ 2,993 千円 ①事業費等確定による特別会計への繰
出金の減額 △ 2,993

国民健康保険税賦課徴収事業費
国民健康保
険特別会計

保険年金課

①国保システム等改修業務委託(財源更正) (繰入金）291
(一般財源）△291

千円
千円

①社会保障・税番号制度システム整備費
補助金確定に伴い一般会計繰入金が増
額となったことによる財源更正

0

一般被保険者療養給付事業費
国民健康保
険特別会計

保険年金課

①一般被保険者療養給付費(財源更正) (国庫支出金）△2,798
(県支出金）△13,098
(交付金）△157,822
(一般財源）173,718

千円
千円
千円
千円

①療養給付費及び県財政調整交付金、
前期高齢者交付金確定見込みによる財
源更正 0

一般被保険者高額療養費支給事業
費

国民健康保
険特別会計

保険年金課

①一般被保険者高額療養費支給事業(財源更正) (交付金）△5,233
(一般財源）5,233

千円
千円

①高額医療費共同事業交付金確定見込
みによる財源更正 0

後期高齢者支援金事業費
国民健康保
険特別会計

保険年金課

①後期高齢者支援金 △ 116,843 千円 ①事業費確定による減額

△ 116,843

介護納付金負担事業費
国民健康保
険特別会計

保険年金課

①介護納付金 △ 89,450 千円 ①事業費確定による減額

△ 89,450

高額医療費共同事業医療費拠出事
業費

国民健康保
険特別会計

保険年金課

①高額医療費共同事業 △ 25,801 千円 ①事業費確定見込みによる減額

△ 25,801

保険財政共同安定化拠出事業費
国民健康保
険特別会計

保険年金課

①保険財政共同安定化搬出事業 △ 150,172 千円 ①事業費確定見込みによる減額

△ 150,172
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(単位：千円)

所　属 説　明 補正予算額会　計

Ⅱ　３月補正予算施策別事業概要

施　策 事務事業 主 な 事 業

5 生涯健康で安心して暮らし続けられるま
ち 特定健康診査等事業費

国民健康保
険特別会計

保険年金課

①特定健康審査委託 △ 5,327 千円 ①実績見込みによる減額

△ 5,327

国民健康保険特別会計繰出金 一般会計 保険年金課

①国民健康保険特別会計繰出金(財源更正) (国庫支出金)1,587
(一般財源)△1,587

千円
千円

①地方創生加速化交付金及び社会保
障・税番号制度システム整備費補助金確
定による財源更正

0

後期高齢者医療推進事業費
後期高齢者
医療特別会
計

保険年金課

①後期高齢者医療システム改修業務委託(マイナ
ンバー対応）

△ 1,020 千円 ①事業費確定による減額

△ 1,020

愛知県後期高齢者医療広域連合納
付金事務費

後期高齢者
医療特別会
計

保険年金課

①愛知県後期高齢者医療広域連合納付金 △ 4,182 千円 ①保険料実績見込み等による減額

△ 4,182

後期高齢者医療特別会計繰出金 一般会計 保険年金課

①後期高齢者医療特別会計繰出金 △ 2,845 千円 ①事業費等確定による特別会計への繰
出金の減額 △ 2,845

二次予防事業の対象者把握事業費
介護保険特別
会計（保険事
業勘定）

長寿介護課

①二次予防事業の対象者把握事業 △ 235 千円 ①事業費確定による減額

△ 235

通所型介護予防事業費
介護保険特別
会計（保険事
業勘定）

長寿介護課

①通所型介護予防事業委託 △ 877 千円 ①事業費確定による減額

△ 877

地域包括支援センター運営事業費
介護保険特別
会計（保険事
業勘定）

長寿介護課

①非常勤職員賃金
②システムデータ移行作業業務委託

△1,914
△5,083

千円
千円

①非常勤職員の欠員による減額
②システム更新に伴うデータ移行が不要
となったことによる減額

△ 6,997

認知症総合支援事業費
介護保険特別
会計（保険事
業勘定）

長寿介護課

①認知症初期集中支援チーム報償費 △ 1,309 千円 ①実績見込みによる減額

△ 1,309

地域密着型介護予防サービス給付
事業費

介護保険特別
会計（保険事
業勘定）

長寿介護課

①地域密着型介護予防サービス給付費 △ 4,276 千円 ①実績見込みによる減額

△ 4,276

介護保険特別会計　保険事業勘定
繰出金

一般会計 長寿介護課

①介護保険特別会計保険事業勘定繰出金 △ 2,292 千円 ①事業費等確定による特別会計への繰
出金の減額 △ 2,292

年金相談事業費 一般会計 保険年金課

①国民年金システム改修業務委託（マイナンバー
対応）

△ 873 千円 ①事業費確定による減額

△ 873

生活困窮者自立支援事業費 一般会計 福祉課

①臨時的非常勤職員賃金 △ 2,073 千円 ①再任用職員の配置による減額

△ 2,073

6 生きがいを持って楽しく暮らせるまち

勤労青少年ホーム施設管理事業費 一般会計
生涯学習推進
課

①廃棄物処理手数料 △ 443 千円 ①事業費確定による減額

△ 443

みよし悠学カレッジ講座運営事業費 一般会計
生涯学習推進
課

①みよし悠学カレッジ講座運営事業 △ 2,777 千円 ①実績見込みによる減額

△ 2,777

学習交流センター管理事業費 一般会計 協働推進課

①冷暖房機器設備保守点検業務委託
②施設清掃業務委託
③埋設ガス管改修工事

△1,086
△773
△648

千円
千円
千円

①～③事業費確定による減額

△ 2,507

生涯学習活動事業費 一般会計
生涯学習推進
課

①地区生涯学習講座補助金 △ 694 千円 ①実績見込みによる減額

△ 694

カリヨンハウス管理運営事業費 一般会計 市民課

①カリヨンハウス給水設備改修工事 △ 4,100 千円 ①事業費確定見込みによる減額

△ 4,100

住民基本台帳事務費 一般会計 市民課

①通知カード・個人番号カード関連事務費
【繰越明許費】

【繰越明許費】4,509 千円 ①事業完了が見込めないため繰越明許
の設定 0
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(単位：千円)

所　属 説　明 補正予算額会　計

Ⅱ　３月補正予算施策別事業概要

施　策 事務事業 主 な 事 業

6 生きがいを持って楽しく暮らせるまち

図書館学習交流プラザ管理運営事
業費

一般会計
生涯学習推進
課

①総合維持管理業務委託
②備品等運搬運送業務委託
③託児スタッフ派遣業務委託
④受付案内派遣業務委託

△7,869
△6,781
△1,958
△1,580

千円
千円
千円
千円

①②事業費確定による減額

③④実績見込みによる減額 △ 18,188

高齢者生きがいセンター運営管理
事業費

一般会計 長寿介護課

①行政財産目的外使用料超過分(過年度分)返還
金

4 千円 ①電柱使用料の過徴収分の返還金

4

7 文化・芸術に親しみ、育むまち

サンアート維持管理事業費 一般会計 教育行政課

①大規模改修工事(2期)監理業務委託
②大規模改修工事(4期)設計業務委託
③大規模改修工事(2期)
④レセプションホール等音響機器工事

△1,400
△7,000

△15,000
△2,000

千円
千円
千円
千円

①～④事業費確定による減額

△ 25,400

資料館展示事業費 一般会計
教育行政課
（歴史民俗資
料館）

①文化財運搬費
②展示企画業務委託

△500
△370

千円
千円

①実績見込みによる減額
②事業費確定による減額 △ 870

図書、逐次刊行(新聞・雑誌等)物整
備事業費

一般会計
生涯学習推進
課

①図書購入費（財源更正） (寄附金）350
(繰入金）△350

千円
千円

①ふるさと寄附金による財源更正

0

図書館電算事業費 一般会計
生涯学習推進
課

①図書システム一式保守業務委託
②図書システムデーターセンター使用料

△2,893
△1,844

千円
千円

①②事業費確定による減額

△ 4,737

8 生涯スポーツができ、健康で元気なまち

体育施設管理運営事業費 一般会計 スポーツ課

①三好公園総合体育館設備管理業務委託
②旭グラウンド芝生維持管理業務委託
③きたよしグラウンド草刈業務委託
④トレーニングルーム備品購入費
⑤カローリング購入費

△3,369
△3,099
 △545

△10,709
△425

千円
千円
千円
千円
千円

①～⑤事業費確定による減額

△ 18,147

カヌー競技推進事業費 一般会計 スポーツ課

①ミニカヤック購入費（財源更正） (国庫支出金）1,296
(一般財源）△1,296

千円
千円

①地方創生加速化交付金確定による財
源更正 0

カヌー競技全国大会補助事業費 一般会計 スポーツ課

①カヌー競技全国大会実行委員会補助金 △ 2,058 千円 ①事業費確定による減額

△ 2,058

プール開放事業費 一般会計 教育行政課

①学校プール一般開放業務委託 △2,630 千円 ①事業費確定による減額

△ 2,630

みよし市体育祭実行委員会補助事
業費

一般会計 スポーツ課

①みよし市体育祭実行委員会補助金 △ 840 千円 ①事業費確定による減額

△ 840

スポーツ教室開催事業費 一般会計 スポーツ課

①スポーツ教室開催事業(財源更正) (諸収入）236
(一般財源）△236

千円
千円

①スポーツ振興くじ助成金確定による財
源更正

0

9 安全で快適な住環境が整ったまち

住宅・建築物安全ストック形成事業
費

一般会計 都市計画課

①民間木造住宅耐震診断業務委託
②通行障害既存不適格建築物耐震診断補助金
③住宅段階的耐震改修費補助金
④耐震シェルター設置費補助金

△926
△903

△1,200
△750

千円
千円
千円
千円

①事業費確定による減額
②～④実績見込みによる減額

△ 3,779

災害対策用品購入事業費 一般会計 防災安全課

①災害対策用品購入事業 △ 2,150 千円 ①事業費確定による減額

△ 2,150
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(単位：千円)

所　属 説　明 補正予算額会　計

Ⅱ　３月補正予算施策別事業概要

施　策 事務事業 主 な 事 業

10 誰もが安心して出かけられるまち

公共交通推進事業費 一般会計 企画政策課

①さんさんバス車両購入費
②さんさんバス運行負担金

△869
△20,045

千円
千円

①事業費確定による減額
②地域公共交通確保維持改善事業補助
金確定による減額 △ 20,914

都市計画道路整備事業費 一般会計 道路河川課

①街路新設改良工事（都市計画道路平池天王台
線）
②街路新設改良工事(都市計画道路青木線)
③街路新設改良工事負担金(都市計画道路平池
天王台線)
④街路新設改良工事負担金(都市計画道路青木
線)
⑤物件移転補償費(都市計画道路平池天王台線)
⑥物件移転補償費(都市計画道路青木線)

△44,000

△3,000
△285,000

△15,000

△1,000
△1,000

千円

千円
千円

千円

千円
千円

①～⑥事業費確定による減額

△ 349,000

道路修繕事業費 一般会計 道路河川課

①橋梁定期点検業務委託
②舗装修繕工事(市道三好ヶ丘駒場線)
③橋梁修繕工事(三好ヶ丘高架橋)（財源更正）

△4,000
△13,000

(国庫支出金）△6,050
(一般財源)6,050

千円
千円
千円
千円

①②事業費確定による減額

③社会資本整備総合交付金確定による
財源更正

△ 17,000

里道整備事業費 一般会計 道路河川課

①里道整備工事(打越行政区) △ 2,000 千円 ①事業費確定による減額

△ 2,000

11 地域力を高めて安全で安心して暮らせる
まち 交通安全啓発事業費 一般会計 防災安全課

①啓発資材(財源更正) (寄附金）10
(一般財源)△10

千円
千円

①ふるさと寄附金による財源更正

0

交通委員・交通指導員管理事業費 一般会計 防災安全課

①交通委員報酬(財源更正) (県支出金）1,000
(一般財源)△1,000

千円
千円

①元気な愛知の市町村づくり補助金(従来
枠)確定による財源更正 0

道路安全施設維持管理事業費 一般会計 道路河川課

①道路照明灯電気料 △ 6,804 千円 ①実績見込みによる減額

△ 6,804

防犯推進事業費 一般会計 防災安全課

①深夜防犯パトロール業務委託 △ 1,307 千円 ①事業費確定による減額

△ 1,307

消防団運営管理事業費 一般会計 防災安全課

①消防団運営管理事業 △ 8,628 千円 ①団員数等確定による減額

△ 8,628

防災意識普及啓発事業費 一般会計 防災安全課

①防災マップ作成事業 △ 918 千円 ①事業費確定による減額

△ 918

12 効率的で安定的な農業を育むまち

農業経営基盤強化事業費 一般会計 産業課

①農地集積推進事業補助金
②農事組合法人運営費補助金

△1,000
△1,000

千円
千円

①②実績見込みによる減額

△ 2,000

農業団体育成事業費 一般会計 産業課

①農業ふるさと活性化推進協議会事業補助金(財
源更正)

(財産収入）716
(繰入金）△716

千円
千円

①利子確定による財源更正

0

土地改良補助事業費 一般会計
産業課（農業
土木）

①県営防災ダム事業(保田ヶ池地区）

②県営特定農業用管水路特別対策事業(愛知用
水三好支線地区)

5,500

△600

千円

千円

①県営防災ダム事業追加工事による負担
金の増額
②事業費確定による減額 4,900

地場産業振興事業費 一般会計 産業課

①果実海外輸出プロモーション旅費
②水稲減農薬栽培事業補助金
③果樹減農薬栽培事業補助金
④経営体育成支援事業補助金
⑤地場産業振興事業補助金
⑥農畜産物表示シール印刷製本費（財源更正）

△822
△844
△333

△1,579
△2,430

(国庫支出金)259
(一般財源)△259

千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円

①～⑤事業費確定による減額

⑥地方創生加速化交付金確定による財
源更正

△ 6,008

有害鳥獣捕獲事業費 一般会計 産業課

①鳥獣被害防止対策事業 △ 300 千円 ①鳥獣被害防止対策事業補助金確定に
よる減額 △ 300
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(単位：千円)

所　属 説　明 補正予算額会　計

Ⅱ　３月補正予算施策別事業概要

施　策 事務事業 主 な 事 業

13 環境と調和した活気あふれる工業が盛ん
なまち 中小企業補助事業費 一般会計 産業課

①信用保証料補助金
②小規模事業者経営改善資金利子補給補助金

△5,300
△400

千円
千円

①②実績見込みによる減額

△ 5,700

就労支援雇用安定事業費 一般会計 産業課

①中小企業退職金共済補助 1,034 千円 ①実績見込みによる増額

1,034

14 にぎわいと交流のあるまち

複合施設建設事業費 一般会計
生涯学習推進
課

①テレビ電波障害事後調査業務委託
②事業損失防止調査業務委託
③利用者駐車場整備工事他
④消耗品費
⑤備品購入費等

△796
△750

△4,722
△849

△17,208

千円
千円
千円
千円
千円

①～⑤事業費確定による減額

△ 24,325

中心市街地基本構想策定事業費 一般会計 企画政策課

①臨時的非常勤職員賃金 △ 619 千円 ①実績見込みによる減額

△ 619

観光協会補助事業費 一般会計 産業課

①観光協会補助金 △ 1,664 千円 ①実績見込みによる減額

△ 1,664

15 多様な文化に親しみ、ふれあえるまち

友好都市中学生派遣事業費 一般会計 学校教育課

①友好都市中学生派遣事業 △ 1,436 千円 ①事業費確定による減額

△ 1,436

16 連携と友好のきずなで築くまち

小学生士別市交流事業費 一般会計 学校教育課

①小学生士別市派遣事業 △ 538 千円 ①事業費確定による減額

△ 538

17 安心して子どもを産み、育てられるまち

保育園運営事業費 一般会計 子育て支援課

①保育園図書購入事業（財源更正）

②保育園合同観劇会実行委員会補助金（財源更
正）
③保育園空調設備保守点検業務委託
④天王保育園管理運営委託
⑤黒笹保育園管理運営委託
⑥莇生保育園管理運営委託
⑦天王保育園管理運営補助金
⑧黒笹保育園管理運営補助金
⑨莇生保育園管理運営補助金

(寄附金）300
(一般財源）△300

(寄附金）50
(一般財源）△50

△1,402
△1,621

△16,842
△13,663
△4,478
△1,323
△1,323

千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円

①②ふるさと寄附金による財源更正

③事業費確定による減額
④～⑨実績見込みによる減額

△ 40,652

ひとり親家庭相談・自立支援事業費 一般会計 子育て支援課

①母子生活支援施設入所保護事業 △4,180 千円 ①実績見込みによる減額

△ 4,180

児童扶養手当事務費 一般会計 子育て支援課

①児童扶養手当事務 △10,000 千円 ①実績見込みによる減額

△ 10,000

子育て支援センター運営事業費 一般会計 子育て支援課

①子育て支援センター運営事業工事請負費（財
源更正）

(国庫支出金）△6,426
(一般財源）6,426

千円
千円

①社会資本整備総合交付金確定による
財源更正 0

児童手当支給事務費 一般会計 子育て支援課

①児童手当支給事業 △40,000 千円 ①実績見込みによる減額

△ 40,000

18 豊かな心と個性が輝くまち

教育支援事業費 一般会計 学校教育課

①豊田市立豊田特別支援学校運営協力金 △ 1,670 千円 ①実績見込みによる減額

△ 1,670

小学校管理事業費 一般会計 教育行政課

①小学校普通教室空調機器設置工事
②中部小学校プールろ過機取替工事
③その他備品購入費

△240,000
△1,400

△930

千円
千円
千円

①～③事業費確定による減額

△ 242,330
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(単位：千円)

所　属 説　明 補正予算額会　計

Ⅱ　３月補正予算施策別事業概要

施　策 事務事業 主 な 事 業

18 豊かな心と個性が輝くまち

小学校施設整備事業費 一般会計 教育行政課

①北部小学校体育館非構造部材耐震化工事設
計業務委託
②北部小学校体育館非構造部材耐震化工事監
理業務委託
③北部小学校体育館非構造部材耐震化工事
【繰越明許費】
④緑丘小学校体育館非構造部材耐震化工事設
計業務委託
⑤緑丘小学校体育館非構造部材耐震化工事監
理業務委託
⑥緑丘小学校体育館非構造部材耐震化工事
【繰越明許費】

1,500

1,100

26,939

1,800

1,300

31,217

千円

千円

千円

千円

千円

千円

①～③北部小学校体育館非構造部材耐
震化事業

④～⑥緑丘小学校体育館非構造部材耐
震化事業

63,856

小学校学習活動事業費 一般会計 学校教育課

①野外学習バス借上料 △ 992 千円 ①事業費確定による減額

△ 992

小学校コンピュータ整備事業費 一般会計 教育行政課

①教育用コンピュータ機器等賃借料 △ 790 千円 ①事業費確定による減額

△ 790

小学校副読本購入事業費 一般会計 学校教育課

①小学校副読本購入事業 △ 702 千円 ①事業費確定による減額

△ 702

中学校管理事業費 一般会計 教育行政課

①三好中学校職員室空調機取替工事
②南中学校プール塗装塗替工事
③南中学校普通教室照明取替工事

△2,000
△3,900

△600

千円
千円
千円

①～③事業費確定による減額

△ 6,500

中学校学習活動事業費 一般会計 学校教育課

①自然教室等バス借上料 △ 3,473 千円 ①事業費確定による減額

△ 3,473

外国語指導助手派遣事業費 一般会計 学校教育課

①外国人英会話講師派遣委託 △ 990 千円 ①事業費確定による減額

△ 990

給食センター維持管理事業費 一般会計
学校教育課
（給食セン
ター）

①給食センター調理場天井耐震化等改修(1期)工
事監理委託
②給食センター調理場天井耐震化等改修(1期)工
事
③殺菌ロッカー(エプロン)購入費

△1,112

△53,745

△600

千円

千円

千円

①～③事業費確定による減額

△ 55,457

中学校施設整備事業費 一般会計 教育行政課

①北中学校大規模改修(2期)工事設計業務委託
②北中学校大規模改修(1期)工事監理業務委託
③北中学校大規模改修(1期)工事
④北中学校大規模改修(2期)工事監理業務委託
【繰越明許費】
⑤北中学校大規模改修(2期)工事【繰越明許費】

△1,100
△2,800

△24,900
9,930

397,000

千円
千円
千円
千円

千円

①～③事業費確定による減額

④大規模改修(2期)工事監理業務委託

⑤大規模改修(2期)工事

378,130

私立高校等授業料補助事業費 一般会計 教育行政課

①私立高校等授業料補助事業 △ 518 千円 ①実績見込みによる減額

△ 518

奨学金支給事業費 一般会計 教育行政課

①奨学金支給事業 △ 672 千円 ①事業費確定による減額

△ 672

19 市民サービスを高める行政運営の推進

議会会議録作成事業費 一般会計 議事課

①議会会議録作成業務委託 △732 千円 ①実績見込みによる減額

△ 732

財政分析諸表作成公表事務費 一般会計 財政課

①地方公会計標準システム保守業務委託
②地方公会計標準システム導入業務委託
③地方公会計標準システム機器等購入費

△594
△2,375

△852

千円
千円
千円

①～③事業費確定による減額

△ 3,821

広報みよし発行事業費 一般会計 広報情報課

①広報みよし印刷製本費 △2,979 千円 ①実績見込みによる減額

△ 2,979
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(単位：千円)

所　属 説　明 補正予算額会　計

Ⅱ　３月補正予算施策別事業概要

施　策 事務事業 主 な 事 業

19 市民サービスを高める行政運営の推進
あいち電子自治体推進協議会シス
テム運用事業費

一般会計 広報情報課

①あいち電子自治体推進協議会負担金 △ 750 千円 ①負担金確定による減額

△ 750

電子自治体基盤管理事業費 一般会計 広報情報課

①電子自治体基盤管理事業(財源更正) (国庫支出金)184
(一般財源)△184

千円
千円

①社会保障・税番号制度システム整備費
補助金確定による財源更正 0

古瀬間聖苑に係る豊田市への事務
委託等事業費

一般会計 環境課

①古瀬間聖苑委託 △ 1,225 千円 ①事業費確定による減額

△ 1,225

20 健全で安定した財政運営の推進

土地評価事務費 一般会計 税務課

①標準宅地鑑定評価業務委託 △ 572 千円 ①事業費確定による減額

△ 572

資産税課税事務費 一般会計 税務課

①土地家屋課税資料整備業務委託
②航空写真合同撮影事業負担金

△700
△593

千円
千円

①②事業費確定による減額

△ 1,293

21 その他(体系外)

財務会計システム運用事業費 一般会計 財政課

①財務会計システム改修業務委託
②財務会計連携サブシステム購入費

△2,961
△1,848

千円
千円

①事業費確定による減額
②未執行による減額 △ 4,809

文化の日記念式典事業費 一般会計 総務課

①文化の日記念式典事業 △811 千円 ①事業費確定による減額

△ 811

庁舎維持管理事業費 一般会計 総務課

①市役所バス車庫・倉庫改修工事設計業務委託
②分庁舎(旧町民病院入院棟)解体工事設計業務
委託

△216
△216

千円
千円

①②事業費確定による減額

△ 432

公用車・バス管理事業費 一般会計 総務課

①公用車購入費 △ 5,957 千円 ①事業費確定による減額

△ 5,957

選挙啓発事業費 一般会計 総務課

①選挙啓発事業 △ 10,667 千円 ①事業費確定による減額

△ 10,667

参議院議員選挙事務費 一般会計 総務課

①参議院議員選挙事務 △ 11,689 千円 ①事業費確定による減額

△ 11,689

愛知用水土地改良区総代会総代総
選挙事務費

一般会計 総務課

①愛知用水総代会総選挙事務 △ 520 千円 ①事業費確定による減額

△ 520

公有財産管理事業費 一般会計 財政課

①公有財産情報管理システムデータ作成業務委
託

△1,159 千円 ①未執行による減額

△ 1,159

電算システム管理運用事業費 一般会計 広報情報課

①団体内統合宛名構築(番号制度対応)業務委託 △2,160 千円 ①事業費確定による減額

△ 2,160

自衛官募集事務費 一般会計 防災安全課

①自衛官募集事務 △ 4 千円 ①事務委託金確定による減額

△ 4

総合福祉システム整備事業費 一般会計 福祉課

①総合福祉システム・マイナンバー制度改修業務
委託(財源更正)
②自立支援システム改修(国保連対応)業務委託
③総合福祉システム賃借料

（国庫支出金)△219
(一般財源)219

△1,296
△702

千円
千円
千円
千円

①社会保障・税番号制度システム整備費
補助金確定による財源更正
②③事業費確定による減額 △ 1,998

臨時福祉給付金給付事業費 一般会計 福祉課

①臨時福祉給付金給付事業業務委託 △ 1,490 千円 ①事業費確定による減額

△ 1,490

会計事務費 一般会計 会計課

①指定金融機関派出業務手数料 △ 488 千円 ①事業費確定による減額

△ 488

委員会行政調査事業費 一般会計 議事課

①委員会行政調査事業 △ 1,034 千円 ①実績見込みによる減額

△ 1,034
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Ⅱ　３月補正予算施策別事業概要
(単位：千円)

事務事業 会　計 所　属 説　明 補正予算額

積立金

一般会計 財政課

①財政調整基金利子積立金
②公共施設維持管理基金利子積立金
③減債基金利子積立金
④土地開発基金利子積立金
⑤財政調整基金積立金(一般財源)
⑥公共施設維持管理基金積立金(一般財源)

14,163
4,482
△31

△300
745,707
500,000

千円
千円
千円
千円
千円
千円

①利子確定による増額(0.015～0.420%)
②利子確定による増額(0.010～0.396%)
③利子確定による減額(0.125%)
④利子確定による減額(0.050～0.235%) 1,264,021

一般会計 福祉課

①福祉基金利子積立金
②福祉基金積立金(一般財源)

△407
300,000

千円
千円

①利子確定による減額(0.125%)

299,593

一般会計 下水道課

①下水道施設整備基金利子積立金
②下水道施設整備基金積立金

△354
150,000

千円
千円

①利子確定による減額(0.125%)

149,646

一般会計 教育行政課

①奨学基金利子積立金
②奨学基金積立金

△13
3,380

千円
千円

①利子確定による増額(0.100%)
①ふるさと寄附金による積立 3,367

一般会計 教育行政課

①小、中学校建設基金利子積立金
②小、中学校建設基金積立金(一般財源)

4,408
200,000

千円
千円

①利子確定による増額(0.125～0.396%)

204,408

一般会計 教育行政課

①文化振興基金利子積立金
②文化振興基金積立金(一般財源)

△12
50,000

千円
千円

①利子確定による減額(0.100%）

49,988

一般会計 環境課

①環境基金寄附積立金
②環境基金積立金(一般財源)

5
100,000

千円
千円

①ふるさと寄附金による積立

100,005

一般会計 産業課

①ベンチャー起業家支援奨励基金利子積立金 △ 17 千円 ①利子確定による減額(0.100%)

△ 17

一般会計 生涯学習推進課

①複合施設建設基金利子積立金 △159 千円 ①利子確定による減額(0.020～0.257%)

△ 159

一般会計 道路河川課

①中心拠点市街地における都市施設整備基金利子積立金 2,920 千円 ①利子確定による増額(0.125～0.420%)

2,920

一般会計 企画政策課

①さんさんバス運営基金利子積立金 2 千円 ①利子確定による増額(0.100%)

2

一般会計 公園緑地課

①公園緑地保全基金利子積立金
②公園緑地保全基金積立金(一般財源)

113
200,000

千円
千円

①利子確定による増額(0.125%）

200,113

一般会計 産業課

①商工業活性化基金利子積立金 △ 1 千円 ①利子確定による減額(0.100%)

△ 1

一般会計 協働推進課

①地区拠点施設整備基金利子積立金
②地区拠点施設整備基金積立金(一般財源)

△122
100,000

千円
千円

①利子確定による減額(0.100%）

99,878

国民健康保険特別
会計

保険年金課

①国民健康保険事業基金利子積立金
②国民健康保険事業基金積立金(一般財源)

△47
140,719

千円
千円

①利子確定による減額(0.125%)

140,672

介護保険特別会計（保険
事業勘定） 長寿介護課

①介護給付費準備基金利子積立金
②介護給付費準備基金積立金(一般財源)

△643
59,592

千円
千円

①利子確定による減額(0.100～0.125%)
②平成27年度収支精算による剰余金の積立 58,949

やすらぎ霊園特別
会計

環境課

①やすらぎ霊園基金利子積立金
②やすらぎ霊園基金積立金(一般財源)

△11
16,724

千円
千円

①利子確定による減額(0.150%)

16,713

主 な 事 業
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