
1.補正予算案議会上程予定日

2.予算規模 単位：千円

当初予算 補正前の額 今回補正額 補正後の額

22,860,000 23,207,821 309,514 23,517,335

100.00% 101.52% 1.36% 102.88%

6,289,534 6,289,534 2,657 6,292,191

100.00% 100.00% 0.04% 100.04%

9,304,461 9,304,461 25,252 9,329,713

100.00% 100.00% 0.27% 100.27%

38,453,995 38,801,816 337,423 39,139,239

100.00% 100.90% 0.88% 101.78%

※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額を表示しています。

3.会計別 単位：千円

会　計　区　分 補正号数 当初予算 補正前の額 今回補正額 補正後の額

一般会計 第6号 22,860,000 23,207,821 309,514 23,517,335
国民健康保険診療所特別会計 第1号 132,800 132,800 2,657 135,457
病院事業会計 第1号 4,823,191 4,823,191 25,252 4,848,443

総　　　　　計 337,423
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額を表示しています。

4.概要

　令和３年度　愛知県新城市の補正予算案の概要（No.6）　　

令和3年8月31日

会　　計　　区　　分

　今回の補正予算案は、新型コロナウイルス感染症に関する対策及び市政各分野において市民サービ
スの維持・向上を図るための経費、老朽化した公共施設等の補修を行うための経費を計上したほか、
当初予算編成後に生じた事情により、早期に取り組む必要が生じた事業を行うために編成した。
　予算補正を行う会計は、３会計である。
・一般会計
・国民健康保険診療所特別会計
・病院事業会計

一　　　般　　　会　　　計

特　　　別　　　会　　　計

企　　　業　　　会　　　計

総　　　　　　　計
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5.補正予算の主な内容

 (1) 一般会計

　①歳入歳出予算補正

ア．歳入 単位：千円

歳入の区分 補正予算額 担当課

分担金及び負担金 1,023

554 農業課

469 保険医療課

国庫支出金 148,816

460 こども未来課

1,300 保険医療課

65,272 健康課

2,678 土木課

23 企画政策課

2,211 市民課

75,972 企画政策課

450 児童養育支援室

450 消防総務課

県支出金 △ 44,004

230 こども未来課

650 保険医療課

1,796 まちづくり推進課

337 農業課

△ 47,017 商工政策課

寄附金 1,700

1,000 企画政策課

700 こども未来課

繰入金 △ 213,308

△ 125,625 財政課

△ 83,375 財政課

△ 5,110 行政課

△ 398 企画政策課

1,200 財政課

繰越金 296,324

296,324 財政課

諸収入 1,863

500 農業課

△ 600 生涯共育課

△ 760 生涯共育課

2,723 まちづくり推進課

主な歳入内容

分担金

市単独土地改良事業分担金

負担金

未熟児養育医療保護者負担金

国庫負担金

子どものための教育・保育給付費負
担金

未熟児養育医療負担金

新型コロナウイルスワクチン接種対
策費負担金

公共土木施設災害復旧事業費負担金

国庫補助金

地方創生推進交付金

個人番号カード交付事務費補助金

新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金

母子家庭等対策総合支援事業費補助金

消防団設備整備費補助金

県負担金

施設型教育・保育給付費等負担金

未熟児養育医療負担金

県補助金

元気な愛知の市町村づくり補助金

中山間地域等直接支払交付金

企業再投資促進補助金

寄附金
しんしろ山の湊ふるさと寄附金

児童福祉費寄附金

基金繰入金

財政調整基金繰入金

減債基金繰入金

庁舎等建設基金繰入金

みんなのまちづくり基金繰入金

新型コロナウイルス感染症対策基金
繰入金

繰越金

前年度繰越金

雑入

経営継承・発展等支援事業補助金

市文化事業入場料収入

市民文化講座収入

市民総合賠償保険金
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歳入の区分 補正予算額 担当課

市債 117,100

36,400 財政課

4,500 財政課

21,000 財政課

600 財政課

51,300 財政課

1,300 財政課

2,000 財政課

歳入合計 309,514

 イ．歳出 ◎：新型コロナウイルス感染症緊急対策関連事業 単位：千円

事業名 補正予算額 担当課

（総務費）

共通管理事業 451 行政課

訴訟事務経費 2,723 行政課

新城まちなみ情報セン
ター管理事業

1,100
まちづくり
推進課

◎
新型コロナウイルス感
染症対策基金積立事業

1,765 財政課

◎
水源地域対策事業（新
型コロナウイルス対
策）

1,400 企画政策課

①
鳳来総合支所等整備事
業

31,201 行政課

地域情報通信基盤管理
事業

3,799 行政課

②
コミュニティ・ビジネ
ス推進基金積立事業

1,000
まちづくり
推進課

徴収管理事業 301 債権管理室

還付金・還付加算金・
返還金経費

4,377 税務課

個人番号カード交付事
業

2,211 市民課

（民生費）

高齢者福祉一般事務経
費

432 高齢者支援課

いきいきライフの館管
理事業

473 高齢者支援課

母子自立支援事業 600
児童養育支
援室

◎
保育所管理事業（新型
コロナウイルス対策）

955 こども未来課

保育所管理事業 921 こども未来課

保育所衛生管理事業 459 こども未来課

◎
おおぞら園管理運営事
業（新型コロナウイル
ス対策）

18 こども未来課

児童館運営事業 218 こども未来課

地域子育て支援セン
ター運営事業

652 こども未来課

主な歳入内容

市債

鳳来総合支所等整備事業

学童農園山びこの丘整備事業

緊急自然災害防止対策事業

消防防災施設・設備整備事業

地域文化広場改修事業

公共土木施設災害復旧事業

公共土木施設小災害復旧事業

主な事業内容

PCB廃棄物運搬、処理業務委託料

平成３０年に史跡長篠城跡敷地内で発生した見学
者の転落事故に係る賠償金

施設老朽化に伴う外壁調査業務委託料

新型コロナウイルス感染症対策基金への積立

５、６月の休業要請に伴う指定管理者に対する補
償

鳳来総合支所建設工事

光ファイバーケーブル移設及び引込線設置等委託
料の増

コミュニティ・ビジネス推進基金への積立

口座振替申込システム導入に伴う運用経費

市税還付金の増

マイナンバーカードの取得推進のための人員体制
の強化

旧作手中央老人憩いの家解体前のアスベスト調査
業務委託料

浄化槽修繕

母子自立支援給付金の増

足踏み式消毒スタンド及びサーキュレーターの購
入
緊急メール配信サービス導入に伴う経費

広域入所委託料の増

千郷東こども園 ガス回転釜の更新

足踏み式消毒スタンド及びサーキュレーターの購
入

日よけ対策備品（クイックテント）の購入

日よけ対策備品（クイックテント）の購入
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事業名 補正予算額 担当課

（衛生費）

◎ 人件費（保健総務費） 24,671 秘書人事課

未熟児養育医療給付事
業

1,452 保険医療課

◎
③

新型コロナウイルスワ
クチン接種事業

41,801 健康課

訪問看護事業 2,321
地域医療支
援センター

◎ 水道事業会計出資金 905 財政課

国民健康保険診療所特
別会計繰出金

△ 429 財政課

（農林水産業費）

◎ 農作業省力化支援事業 2,597 農業課

担い手育成総合支援事
業

1,000 農業課

中山間地域等直接支払
事業

485 農業課

学童農園山びこの丘整
備事業

4,543 農業課

老朽ため池等整備事業 △ 3,750 農業課

緊急改修事業 5,440 農業課

土地改良施設維持管理
適正化事業

2,074 農業課

市単独林道事業 6,353 森林課

（商工費）

◎
新型コロナウイルス対
策資金利子補給基金積
立事業

4,500 商工政策課

企業再投資促進補助事
業

△ 94,034 商工政策課

◎
④

観光のまち 新城 ＰＲ
事業（新型コロナウイ
ルス対策）

1,150 観光課

観光施設等維持管理事
業

1,405 観光課

湯谷温泉配湯事業 2,165 観光課

鳳来ゆ～ゆ～ありいな
管理運営事業

2,904 観光課

道の駅管理事業 1,337 観光課

（土木費）

道路維持事業 15,471 土木課

市単独道路側溝改良事
業

1,182 土木課

市単独道路舗装事業 5,737 土木課

交通安全施設整備事業 14,454 土木課

主な事業内容

新型コロナウイルスワクチン接種に伴う手当等の
増

未熟児養育医療費助成金の増

10月以降の新型コロナウイルスワクチン接種に関
する経費

訪問用車両２台の更新

新型コロナウイルスの影響による水道料金の減免
により減収した水道料金に対する出資金

過年度分補助金受入に伴う一般会計繰出金の減

農作業省力化支援事業補助金の増

経営継承・発展等支援事業補助金の増

集落協定農用地面積の増加に伴う交付金の増

レストラン棟食堂内の空調機更新

県営事業の補助率変更に伴う負担金の減

修繕料の増
用水路改修工事（横川、牛倉）
原材料費の増

測量設計委託料（杉山 二ツ池浚渫）

修繕料の増（雁峰線はじめ８路線）
林道舗装工事（赤石線）
重機賃借料及び原材料費の増

愛知県融資制度を活用した中小企業者に対し、利
子補給を行うための基金への積立

補助対象者の操業開始の延期に伴う減

アフターコロナを見据えた大型ＳＡにおける観光
ＰＲ経費

施設修繕料の増

配湯所配湯管修繕及び止水バルブ交換

ボイラー熱交換器修繕

もっくる新城観光案内所周辺雨水排水対策工事

舗装等修繕の増
側溝修繕工事（宮前伊茂宇田線）
原材料費の増

設計変更に伴う事業費の増

道路舗装工事（西入船３号線、観音野田市場１号
線）

道路反射鏡、区画線、防護柵設置工事等の増
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事業名 補正予算額 担当課

河川維持事業 4,895 土木課

緊急自然災害防止対策
事業

21,500 土木課

狭あい道路整備等推進
事業

26,866 都市計画課

（消防費）

◎
新型コロナウイルス対
策事業

25,065 消防総務課

消防庁舎管理事業 803 消防総務課

消防団施設管理事業 5,864 消防総務課

消防団一般事務経費 282 消防総務課

防災行政無線保守管理
事業

5,448 防災対策課

（教育費）

学事関係事業 △ 378 学校教育課

◎
⑤

小学校管理事業（新型
コロナウイルス対策）

25,623 教育総務課

小学校管理事業 7,014 教育総務課

◎
⑤

中学校管理事業（新型
コロナウイルス対策）

11,963 教育総務課

中学校管理事業 1,277 教育総務課

◎ 青少年健全育成事業 275 生涯共育課

⑥ 地域文化広場改修事業 57,050 生涯共育課

市文化事業 △ 1,300 生涯共育課

市民文化講座開設事業 △ 1,447 生涯共育課

文化財保護事業 110 生涯共育課

設楽原歴史資料館管理
事業

277 生涯共育課

長篠城址史跡保存館管
理事業

291 生涯共育課

鳳来寺山自然科学博物
館管理事業

146 生涯共育課

西部公民館管理運営事
業

481 生涯共育課

鬼久保ふれあい広場管
理事業

198 生涯共育課

ふれあいパークほうら
い管理事業

258 生涯共育課

主な事業内容

河川修繕（準用河川弓木沢、和田川）
河川修繕工事（準用河川鴨ヶ谷川）

河川改修工事（普通河川又瀬川）

道路拡幅工事の増
用地購入費、補償費の増
上下水道布設負担金

救急隊の感染防止対策物品の購入
オゾン発生器（救急自動車用）の購入

修繕料の増

消防団詰所修繕（新城２班、千郷２班）
フェンス修繕（鳳来１班）
ホース乾燥塔ワイヤー修繕（１２か所）

詰所・器具庫廃止に伴う不要資機材処理委託料

戸別受信機新規取付等手数料及び戸別受信機購入
費の増

新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中
止、縮小等したことによる小学校球技大会交付金
の減

手洗い等の自動水栓及びレバーハンドル設置工事

修繕料の増
給食室機器点検委託料
千郷小学校受変電設備改修工事
東郷西小学校給水ポンプ取替工事
鳳来東小学校職員室空調設備改修工事

手洗い等の自動水栓及びレバーハンドル設置工事

東郷中学校浄化槽修繕
東郷中学校防球ネット撤去工事
給食室機器点検委託料

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策とし
て、令和４年１月開催の成人式をライブ配信する
ための経費

特定天井改修工事（大ホール、小ホール）
特定天井改修工事監理業務委託料

新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中
止、縮小等したことによる減

新型コロナウイルス感染症の影響により事業を中
止、縮小等したことによる減

清岳向山湿原内樹木（枯松）伐採

浄化槽修繕

屋根上の除草

雨漏り修繕

浄化槽修繕

変圧器絶縁油取替

駐車場照明設備修繕
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事業名 補正予算額 担当課

◎ 修学旅行費支援事業 1,521 学校教育課

（災害復旧費）

現年発生災害復旧事業 7,011 土木課

公共土木施設小災害復
旧事業

7,631 土木課

歳出合計 309,514

② 継続費補正

追加内容 単位：千円

款 項 総額 年度 年割額

令和3年度 31,201

令和4年度 948,718

令和3年度 57,050

令和4年度 228,192

③債務負担行為補正

追加内容 単位：千円

④地方債補正

 変更内容 単位：千円

補正前 補正後

158,800 195,200

1,900 6,400

25,200 25,800

10,000 11,300

1,000 3,000

0 21,000

0 51,300

2,665,600 2,782,700

主な事業内容

新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行
を延期、計画変更、中止となった場合の追加等の
費用を補助

道路復旧工事（梛宗国線、マンゼハマイバ線、
鴨ヶ谷小林線）
河川復旧工事（普通河川新戸川）

道路復旧工事（国広大谷前線、川田野田線、新間
平奥陣後線）
河川復旧工事（普通河川坪ノ口沢、市場沢）

事業名

事項 期間 限度額

定年延長制度例規整備業務委託料 令和４年度 2,200

学校給食施設実施設計修正業務委託料 令和４年度 4,400

限度額

鳳来総合支所等整備事業

学童農園山びこの丘整備事業

消防防災施設・設備整備事業

公共土木施設災害復旧事業

公共土木施設小災害復旧事業

緊急自然災害防止対策事業

地域文化広場改修事業

地方債合計

２ 総務費 １ 総務管理費 鳳来総合支所等整備事業 979,919

10 教育費 ４ 社会教育費 地域文化広場改修事業 285,242

項目
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（2）国民健康保険診療所特別会計

① 歳入 単位：千円

歳入の区分 補正予算額 担当課

繰入金 2,228 繰入金

一般会計繰入金 2,228 作手診療所

諸収入 429 雑入

429 作手診療所

歳入合計 2,657

② 歳出 単位：千円

事業名 補正予算額 担当課

（総務費）

人件費（職員分） 2,657 秘書人事課

歳出合計 2,657

（3）病院事業会計

① 収益的支出 単位：千円

事業名 補正予算額 担当課

（病院事業費用）

医業費用 8,463 総務企画課

医業外費用 △ 1 医事課

収益的支出合計 8,462

② 資本的支出 単位：千円

事業名 補正予算額 担当課

建設改良費 16,790 医事課

資本的支出合計 16,790

主な歳入内容

医療提供体制設備整備交付金（過年度分）

主な事業内容

新型コロナウイルスワクチン集団接種に係る医師特殊
勤務手当

主な事業内容

感染対策用パーティション
新型コロナウイルス感染症患者病室清掃業務

リース支払利息の減

主な事業内容

仮想環境システムの更新
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①

新しい鳳来総合支所を建設します

平成３１年3月に策定した新城市鳳来総合支所周辺総合開発計画（基本計画書）

において、鳳来総合支所及び長篠地域は鳳来地区の地域中心核として位置づけられ

ています。鳳来総合支所については、新城市開発センターの機能も集約した新たな

建物を建設します。

鳳来総合支所建設工事及び建設工事に関する監理委託については、令和３年度か

ら令和４年度までの継続事業として行います。

１ 鳳来総合支所建設工事等の概要

鳳来総合支所庁舎（新城市開発センター機能を含む）、公用車駐車場、自転車

置場、思いやり駐車場等の建設並びに駐車場、外構等の整備、建設工事に関する

監理委託を行います。

鳳来総合支所 鉄骨造 平屋建て 約１，３５０㎡

公用車駐車場 鉄骨造 平屋建て 約 ６０㎡

自転車置場 鉄骨造 平屋建て 約 １２㎡

思いやり駐車場等 鉄骨造 平屋建て 約 １００㎡

２ 鳳来総合支所建設工事等の予算額

令和３年度分： 3 1 , 2 0 １千円

令和４年度分： 9 4 8 , 7 1 ８千円

計 9７９,９１９千円

３ 財源

令和３年度分：地方債 ３１，２００千円 基金繰入金 １千円

令和４年度分：地方債９４８，７００千円 基金繰入金１８千円

問合先 鳳来総合支所地域課 課長 松井（電話０５３６－２２－９９３３）

継 続

市独自

２款 － １項 － ９目 （企画費）

鳳来総合支所等整備事業
予算額(R3～R4継続費)

979,919千円
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②

コミュニティ・ビジネスを支援する財源を基金に積み立てます

市民活動団体等に対して公益性や社会性の高い特定の事業や活動を支援するため

に、コミュニティ・ビジネス推進基金を設置し、ふるさと納税を原資として当該基金

へ積み立てを行います。

令和3年度及び令和4年度に積み立てを行い、令和5年度の実施事業から充当を

行います。

ふるさと納税の使途

①森と水を守るための事業

②福祉・健康の推進のための事業

③観光・交流の推進のための事業

④教育環境を充実させるための事業

⑤バリアフリー化をするための事業

⑥新型コロナウイルス感染症対策を実施するための事業

⑦市にお任せ

令和3年１０月から

①森と水を守るための事業

②福祉・健康の推進のための事業

③観光・交流の推進のための事業

④教育環境を充実させるための事業

⑤バリアフリー化をするための事業

⑥新型コロナウイルス感染症対策を実施するための事業

⑦コミュニティ・ビジネスを推進するための事業

⑧市にお任せ

問合先 企画部まちづくり推進課 課長 松下（電話０５３６－２３－７６９２）

新 規

市独自

２款 － １項 －１１目 （地域振興費）

コミュニティ・ビジネス推進基金積立事業
予算額

１，0００千円
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③

新型コロナウイルスワクチン接種を継続して行います

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を予防接種法に基づき迅速かつ適切に

実施するため必要な経費です。

接種対象年齢が満１２歳以上とされたこと、また国がワクチン接種に係る支援策

として接種業務に係る時間外・休日加算の上乗せを決定したため、委託料や集団接

種に係る経費を追加計上します。

１ 概要 新型コロナウイルスワクチン接種費用

①ワクチン接種を実施するための人件費

ワクチンの集団接種会場にて接種業務に従事する会計年度任用職

員の看護師等の報酬を追加計上します。

②ワクチン接種を行うための委託料

国の支援策に基づき、ワクチン接種業務委託料について時間外加

算（税抜730円）・休日加算（税抜2,130円）を上乗せしま

す。

③接種会場運営等業務委託料

10月 1日以降に必要となる経費を確保します。

２ 財源 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 ４１，８０１千円

問合先 健康福祉部健康課 参事 武川（電話０５３６－２３－１１１１）

継 続

４款 － １項 － ５目 （予防費）

新型コロナウイルスワクチン接種事業
予算額

４１，８０１千円
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④

アフターコロナを見据え大型ＳＡにおける

観光ＰＲを実施します

新型コロナウイルス感染症が流行すると同時に、東三河特に奥三河へのマイクロツーリ

ズムが注目され、昨年のゴールデンウィーク以降、市内への観光客も増えている傾向にあ

ります。

ワクチン接種が進み、これから秋の行楽シーズンを迎えるなか、市内観光や今秋行われ

る世界ラリー選手権や今後の新城ラリーなど市のツーリズムに関するＰＲを、新東名高速

道路上下線集約型の大型サービスエリアであるＮＥＯＰＡＳＡ岡崎において行い、アフタ

ーコロナ対策としての誘客に繋げます。

１ 概 要

(1) 足湯体験

・市内唯一の温泉、湯谷温泉の簡易足湯の設置

・足湯に浸かりながら新城茶、和菓子の飲食

・市内特産品の販売

(2) ラリー車展示

・世界ラリー選手権・新城ラリーＰＲ車両の展示

・ラリーに関するグッズ販売

２ 予 算 額 １，１５０千円

・消耗品費 ２０千円

・印刷製本費 １００千円

・手数料 ４０千円

・賃借料 ９９０千円

財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 １，１５０千円

問合先 産業振興部観光課 課長 加藤（電話０５３６－２３－７６１３）

市独自

７款 － １項 － ３目 （観光振興費）

観光のまち 新城 ＰＲ事業
（新型コロナウイルス対策）

予算額

１，１５０千円
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⑤

小中学校の手洗い水栓を一部自動水栓化します

新型コロナウイルス感染防止対策として、トイレ等手洗いのうち使用頻度の高い水

栓を自動水栓化し、その他日常で使用される水栓を非接触型ハンドルに取り替えま

す。

１ 小学校水栓取替工事

・予算額 ２５，６２３千円

・対 象 市内小学校 １３校

・概 要 自動水栓化 ３８７個

レバーハンドル化 ４７３個

分岐栓 １３個

２ 中学校水栓取替工事

・予算額 １１，９６３千円

・対 象 市内中学校 ６校

・概 要 自動水栓化 １７５個

レバーハンドル化 ２７０個

財 源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ３７，５８６千円

問合先 教育部教育総務課 課長 原田（電話０５３６－２３－７６３３）

新 規

市独自

１０款 － ２項 － １目 （小学校費－学校管理費）

１０款 － ３項 － １目 （中学校費－学校管理費）

小学校管理事業（新型コロナウイルス対策）
中学校管理事業（新型コロナウイルス対策）

予算額 ２５，６２３千円

１１，９６３千円
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⑥

文化会館ホール等の天井改修工事を実施します

建築基準法第12条点検報告により、既存不適格と指摘のあった文化会館ホール等の天井に

ついて、令和2年度に行った現況調査結果及び実施設計に基づき改修工事を実施します。

また、今回の天井改修工事に併せて、今後の効率的な施設管理に向けた照明器具のＬＥＤ化

を実施します。

１ 工事概要

⑴ 建築工事

ア 特定天井の改修

・大ホール：落下防止ネット（フェイルセーフ工法）

・小ホール：落下防止ネット（フェイルセーフ工法）

・ホワイエ：軽量天井化（質量2㎏／㎡以下）

イ 音響測定

・大、小ホールに関しては施工前、後で音響（残響）測定を実施

⑵ 電気設備工事

ア 照明改修

・大ホール：ＬＥＤ化（ＬＥＤ化に伴う付属機器改修含む）

・小ホール：ＬＥＤ化（ＬＥＤ化に伴う付属機器改修含む）

・ホワイエ：ＬＥＤ化及び天井割付により照明器具追加、スピーカーの移設

⑶機械設備工事

ア ホワイエ天井改修に伴う工事

・空調吹出口の位置及び形状改修

・スプリンクラーヘッドの移設

２ 工期 契約日の翌日から令和５年３月１５日まで

３ 財源

（総 額） （Ｒ３年割額） （Ｒ４年割額）

予算額 ２８５，２４２千円 ５７，０５０千円 ２２８，１９２千円

地方債 ２５６，６００千円 ５１，３００千円 ２０５，３００千円

一般財源 ２８，６４２千円 ５，７５０千円 ２２，８９２千円

問合先 教育部生涯共育課 課長 村田（電話０５３６－２３－７６３９）

新 規

市独自

１０款 － ４項 － ２目（文化振興費）

地域文化広場改修事業
予算額(R3～R4継続費)

285,242千円
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