
令 和 ２ 年 度 

安 城 市 補 正 予 算 書



 



第１００号議案 

令和２年度安城市一般会計補正予算（第６号）について 

令和２年度安城市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４７，１００千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８１，８０６，４２１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２１３条

第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 

繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為補正」による。

令和２年１２月１日提出 

安城市長 神 谷 学 
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　　 歳　　　　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

65 国庫支出金 9,347,116 7,750 9,354,866

10 国庫補助金 2,963,873 7,750 2,971,623

70 県支出金 4,511,176 49,000 4,560,176

10 県補助金 1,860,729 49,000 1,909,729

80 寄附金 82,652 25,615 108,267

5 寄附金 82,652 25,615 108,267

90 繰越金 1,550,742 164,735 1,715,477

5 繰越金 1,550,742 164,735 1,715,477

歳　　入　　合　　計 81,559,321 247,100 81,806,421

　　第１表　歳入歳出予算補正
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　　 歳　　　　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

10 総務費 12,550,090 19,800 12,569,890

5 総務管理費 11,281,149 12,600 11,293,749

15 戸籍住民基本台帳費 513,627 5,800 519,427

30 監査委員費 44,189 1,400 45,589

15 民生費 26,618,522 54,800 26,673,322

5 社会福祉費 11,624,009 1,500 11,625,509

10 児童福祉費 13,567,989 53,300 13,621,289

20 衛生費 6,897,353 80,000 6,977,353

5 保健衛生費 2,861,013 80,000 2,941,013

30 農林水産業費 1,451,012 500 1,451,512

5 農業費 1,451,012 500 1,451,512

35 商工費 2,004,670 3,800 2,008,470

5 商工費 2,004,670 3,800 2,008,470

40 土木費 12,514,394 42,000 12,556,394

5 土木管理費 333,356 2,300 335,656

30 住宅費 452,931 39,700 492,631

45 消防費 2,182,433 0 2,182,433

5 消防費 2,182,433 0 2,182,433

50 教育費 13,540,391 31,700 13,572,091

15 中学校費 690,154 24,500 714,654

25 社会教育費 1,935,876 4,000 1,939,876

30 保健体育費 6,335,060 3,200 6,338,260

70 予備費 61,000 14,500 75,500

5 予備費 61,000 14,500 75,500

歳　　出　　合　　計 81,559,321 247,100 81,806,421
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　　第２表　繰越明許費補正

　　 追　　　　加

金　　　額

千円

40 土 木 費 10 道路橋りょう費 道 路 新 設 改 良 事 業 30,000

事　　　業　　　名款 項
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　　第３表　債務負担行為補正

　　 追　　　　加

504,000

スポーツ大会運営補助事業 令和2年度 ～ 令和3年度 300

令和2年度 ～ 令和3年度 6,500

レジャープール施設管理事業

東京２０２０オリンピック聖火リレー
実施事業

令和2年度 ～ 令和7年度

4,000

ビジネス交流スペース管理運営事業 令和2年度 ～ 令和3年度 9,500

市議会ＩＣＴ推進事業 令和2年度 ～ 令和5年度 7,500

森林環境保全啓発イベント開催事業 令和2年度 ～ 令和3年度

事　　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

千円

368,000

令和2年度 ～ 令和3年度 70,000

70,000令和2年度 ～ 令和3年度

河川新設改良事業

道路施設管理事業

道路側溝等新設改良事業

堀内公園管理運営事業 令和2年度 ～ 令和7年度

令和2年度 ～ 令和3年度 18,000
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第１０１号議案 

 

   令和２年度安城市水道事業会計補正予算（第２号）について 

 

 （総則） 

第１条 令和２年度安城市の水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （資本的支出） 

第２条 予算第４条括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

１，４９４，６００千円は、減債積立金７３，９００千円、建設改良積立金１

００，０００千円、過年度分損益勘定留保資金１，１１１，３００千円及び当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２０９，４００千円で補填する

ものとする。）」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

支  出 

   科  目         既決予定額   補正予定額     計 

第４款 資本的支出     1,913,000千円   7,600千円  1,920,600千円 

 第10項 建 設 改 良 費  1,839,119千円    7,600千円  1,846,719千円 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第３条 予算第７条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。 

   科  目         既決予定額   補正予定額     計 

（１）職員給与費       323,999千円   7,600千円    331,599千円 

 

  令和２年１２月１日提出 

 

                      安城市長 神 谷  学    
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