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1 

平成 30年度一般会計補正予算（補正第１号）の概要等 
 

 

１ 平成 30年度一般会計補正予算（補正第１号）の編成方針等 

 

 

○ 基本事項 

『平成 30 年度当初予算の執行開始後間もない』こと、及び『増額補正に対応する

財源確保が困難である』ことから、原則として次の事項に該当するものを補正する。 

 

① 市民の安全確保や利便性確保のため、緊急を要する施設の修繕等であって、既決予

算を超えると見込まれる部分の補正 

② 国庫・県支出金の交付決定が出されたもののうち、早期着手が必要な案件に係る部

分の補正 

③ 当初予算編成時に「諸条件が整い次第予算化を検討する」としたもののうち、要件

を満たしたものであって、緊急を要するものの補正 

 

 

 

 

２ 補正予算見積状況 

 

 

 補正予算額            １億３００万円 

補正前の予算額     ４０２億７，０００万円 
 

補正後の予算額     ４０３億７，３００万円 



 

２ 

３ 歳入の主な増額・減額項目 

 

予算

書Ｐ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

 国庫支出金 

12 
社会資本整備総合交付

金（公園分） 
△2,750万円 

都市公園等維持管

理事業 

市内公園施設長寿命化及

び三郷文化公園体育館大

規模改修に係る交付金額

確定による減 

12 
社会資本整備総合交付

金（街路分） 
235万 7千円 街路整備事業 

吉野線整備に係る交付金

額確定による増 

12 都市再生整備計画事業 80万円 
都市再生整備計画

事業（都市整備分） 

明科駅周辺整備に係る交

付金額確定による増 

 県支出金 

12 

長野県地域医療介護総

合確保基金事業（介護施

設等整備分）補助金 

1,800万 9千円 介護保険対策費 

県基金を活用した密着型

特別養護老人ホームの施

設整備（ハード分）の繰

越に伴う開設準備（ソ 

フト分）の増 

12 
林業施設災害復旧事業

補助金 
1,527万 5千円 林道災害復旧事業 

冬期積雪による林道崩落

個所の復旧工事に係る補

助金の増 

12 
団体営土地改良事業補

助金 
197万 6千円 

団体営土地改良事

業 

水利施設整備事業(北穂

高地区)及び基盤整備促

進事業(安曇野市地区)の

内示額の増 

 繰入金 

12 財政調整基金繰入金 8,028万 3千円 一般財源 財源調整 

 市債 

12 公共事業等債（土木債） △2,370万円 

都市公園等維持管

理事業 

国庫支出金の減に伴う起

債額の減 △2,470万円 

街路整備事業 
国庫支出金の増に伴う起

債額の増 170万円 

都市再生整備計画

事業（都市整備分） 

国庫支出金の減に伴う起

債額の減 △70万円 

12 
学校教育施設等整備事

業債（教育債） 
3,550万円 

小学校施設改修事

業 

穂高南小学校長寿命化事

業において耐震化の再診

断及び追加補修が必要と

なったことに伴う増 

 

 



 

３ 

４ 歳出の主な増額・減額項目 

 

予算書 

ページ 
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

 民生費 

14 介護保険対策 1,800万 9千円 
密着型特別養護老人ホームの施設整

備（ハード分）の繰越に伴う開設準

備（ソフト分）に対する補助金の増 

14 保育政策費 50万円 
「子育てと教育を考える首長の会

研究会」の開催に伴う事業費の増 

14 生活保護総務費 162万円 
Ｈ30年10月からの生活保護基準変更

に伴うシステム改修に係る経費の増 

 農林水産業費 

16 団体営土地改良事業 389万 6千円 
水利施設整備事業(北穂高地区)及

び基盤整備促進事業(安曇野市地

区)の工事請負費等の増 

 商工費 

18 受入体制整備事業 50万円 

県補助金（元気づくり支援金）を

受け観光協会が実施する、シェア

サイクル事業に対する補助金の増 

 土木費 

20 街路整備事業 699万 4千円 
交付金確定による歩道設置工事の

増外 

20 都市公園等維持管理事業 △890万円 
交付金確定による公園施設長寿命

化事業の一部見直しによる減 

 教育費 

22 小学校施設改修事業 5,515万 6千円 
穂高南小学校長寿命化事業におけ

る耐震化の再診断及び追加補修に

係る経費の増 

22 人権教育推進事業 72万 5千円 
人権・平和特別授業（1/2 成人式）

のバス運行に係る経費の増 

 災害復旧費 

24 林道災害復旧事業 2,450万円 
冬期積雪による林道崩落個所の復

旧工事に係る経費の増 

 

５ 債務負担行為 

 

次の事業については、複数年にわたる事業のため債務負担行為の設定をします。 

 

１ 追加 

事     項 期    間 限 度 額 

平成 30年（行ヌ）第１号 一般廃棄物処理業の許

可申請許可処分取消請求事件 
事件結果が判明するまで 

委託事務の処理に係

る報酬及び訴訟費用

等 



 

４ 

【参考】 

平成 30年度安曇野市各会計補正予算額一覧 

単位：千円 

会 計 名 補正前の予算額 補正額 補正後の予算額 

安曇野市一般会計 補正予算（第 1号） 40,270,000 103,000 40,373,000 

    

安曇野市国民健康保険特別会計 10,470,426  10,470,426 

安曇野市後期高齢者医療特別会計 1,134,360  1,134,360 

安曇野市介護保険特別会計 

補正予算（第 1号） 
9,215,417 97,565 9,312,982 

安曇野市上川手山林財産区特別会計 2,143  2,143 

安曇野市北の沢山林財産区特別会計 951  951 

安曇野市有明山林財産区特別会計 953  953 

安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 771  771 

安曇野市穂高山林財産区特別会計 935  935 

安曇野市産業団地造成事業特別会計 1,153  1,153 

安曇野市観光宿泊施設特別会計 20,786  20,786 

特別会計合計 20,847,895 97,565 20,945,460 

総 計（一般会計+特別会計） 61,117,895 200,565 61,318,460 

 

 
   

会 計 名 等 補正前の予算額 補正額 補正後の予算額 

安曇野市水道事業会計 

補正予算 

収益的収入 2,323,907  2,323,907 

収益的支出 1,879,690  1,879,690 

資本的収入 516,198  516,198 

資本的支出 1,914,314  1,914,314 

安曇野市下水道事業会計 

 補正予算 

収益的収入 4,449,012  4,449,012 

収益的支出 3,786,869  3,786,869 

資本的収入 811,229  811,229 

資本的支出 2,448,611  2,448,611 

 

 


