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1 

 

令和元年度一般会計補正予算（第５号）の概要等 
 

 

 

１ 令和元年度一般会計補正予算（第５号）の編成方針等 

 

 

○ 基本事項 

現時点までの予算執行状況を把握・分析し、令和元年度末までの必要経費を積算

した上で、予算に過不足が生じることが予測される場合であって、原則として次の

事項に該当するものを補正する。 

 

【歳入】①収入状況と予算額が乖離している（予測される）予算の補正 

 

【歳出】①事業費の確定により、明らかに不用額となる予算の補正 

②経常経費が不足する（予測される）予算の補正 

③新年度の事務事業に対応（準備経費）する予算の補正 

 

 

 

 

 

２ 補正予算見積状況 

 

 

 

  

 補正予算額      １０億４，２００万円 

  

 

補正前の予算額  ４２２億７，４００万円 

 

補正後の予算額  ４３３億１，６００万円 

 

 

 



２ 

３ 歳入の主な増額・減額項目 

 

予算書 

ページ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

 市税 

14 法人市民税現年課税分 9,000万円 

一般財源 歳入見込みによる 14 市たばこ税現年課税分 7,000万円 

14 入湯税現年課税分 1,000万円 

 地方特例交付金 

14 
子ども・子育て支援臨時

交付金 
9,449万 7千円 一般財源 

幼児教育・保育の無償化に

よる 

 分担金及び負担金 

14 土地改良事業地元分担金 △51万 4千円 団体営土地改良事業 
県の補助率変更などによ

る地元分担金の減 

14 森林総合研究所負担金 △68万 8千円 間伐対策事業 
分収契約地造林事業の確

定による 

 使用料及び手数料 

16 
公共施設目的外使用料

（体育施設） 
131万円 一般財源 実績による 

16 霊園使用料 796万 5千円 霊園管理費 実績による 

16 可燃ごみ処理手数料 558万 1千円 清掃費 実績による 

 国庫支出金 

16 障害児入所給付費等負担金 1,160万 1千円 障がい者支援事業 負担金額の確定見込による 

16 
生活保護費国庫負担金前

年度精算分 
478万 5千円 生活保護総務費 

前年度生活保護費国庫負

担金（生活扶助費等）不足

分の確定による 

16 児童手当国庫負担金 △2,749万 1千円 児童福祉総務費 負担金額の確定見込による 

16 保険基盤安定負担金 298万 3千円 国保会計繰出金 負担金額の確定見込による 

16 道路改良費補助金 △7,533万 3千円 
社会資本整備総合

交付金事業 
交付金内示額決定による 



３ 

予算書 

ページ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

18 
住宅・建築物安全ストッ

ク形成事業補助金 
276万 9千円 耐震化推進事業 

木造住宅耐震診断補助金、

耐震補強工事補助金等の

確定による 

18 
社会資本整備総合交付金

（公園分） 
△1,300万円 

都市公園等維持管

理事業 
交付金内示額決定による 

18 
社会資本整備総合交付金

（体育館分） 
1億 2,100万円 新総合体育館建設事業 交付金追加内示による 

18 学校施設環境改善交付金 7,574万 8千円 

小学校施設改修事業

中学校冷房設備等整

備事業 

中学校冷房施設整備等に

よる 

 県支出金 

20 森林健全化推進事業補助金 △1,345万 9千円 
松くい虫被害対策

事業 
交付金内示額決定による 

20 森林造成事業費補助金 △345万 3千円 
松くい虫被害対策事業 

市有林の造成及び管理 
交付金内示額決定による 

20 団体営土地改良事業補助金 463万 1千円 団体営土地改良事業 県の補助率増などによる 

20 多面的機能支払推進交付金 △786万 9千円 
多面的機能支払交

付金事業 
交付金内示額決定による 

20 
住宅・建築物耐震改修促

進事業補助金 
△536万 5千円 耐震化推進事業 

木造住宅耐震診断補助金、

耐震補強工事補助金等の

確定による 

20 県議会議員一般選挙委託金 △3,039万 7千円 県議会議員選挙費 執行経費確定による 

20 参議院議員選挙委託金 △1,101万 8千円 参議院議員選挙費 執行経費確定による 

 財産収入 

22 市有地売払収入 804万 6千円 一般財源 市有普通財産売却収入 

 寄附金 

22 ふるさと寄附金 6億 3,000万円 寄付採納事務 
ふるさと寄附金実績によ

る 



４ 

予算書 

ページ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

 繰入金 

22 財政調整基金繰入金 △645万6千円 一般財源 財源調整による 

22 減債基金繰入金 △2億円 長期借入金償還元金 余剰財源による繰入の取止め 

24 ふるさと寄附基金繰入金 5億 3,400万円 
中学校冷房設備等

整備事業 
中学校冷房施設整備による 

 諸収入 

24 建物総合損害共済金 266万 6千円 

堀金支所費    

財産管理費  

認定こども園管理費 

消防施設維持整備事業 

小学校施設維持修繕事業 

損害共済金の確定見込み

による 

 市債 

26 旧合併特例事業債 
△1億 8,250万円

  

財産管理費 

上川手書庫・豊科解放館解

体工事実績による    

△200万円 

社会資本整備総合

交付金事業 

道路改良事業、橋梁修繕事

業、舗装修繕事業の確定に

よる  △6,550万円 

新総合体育館建設

事業 

社会資本整備総合交付金

（体育館分）の追加内示に

よる  △1億 1,500万円 

26 公共事業等債 △1,670万円 

県営土地改良事業 

県営農道整備事業に係る負

担金額確定による 

△90万円 

都市公園等維持管

理事業 

対象事業費の確定による 

△1,170万円 

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事業

費の確定による 

△410万円 

26 
公共施設等適正管理推進

事業債 
△90万円 

都市公園等維持管

理事業 
対象事業費の確定による 

26 
防災・減災、国土強靭化 

緊急対策事業債 
△1,570万円 小学校施設改修事業 

堀金小学校体育館非構造

部材耐震化工事費等の確

定による 



５ 

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 

 総務費 

30 寄附採納事務 7億 4,910万 9千円 

ふるさと寄附返礼品の増（9,000 万

円）、及びふるさと寄附基金への積

立金の増（6 億 3,000 万円）などに

よる 

30 職員管理 △808万 1千円 
臨時職員分の社会保険料（健康保険

及び厚生年金）減などによる 

32 文書管理費 548万 7千円 通信運搬費の増による 

32 基金積立金 1億 6,238万 4千円 
公共施設整備基金などへの積立に

よる 

34 公共交通事業 △825万 6千円 
安曇野市地域公共交通協議会への

負担見込額の確定などによる 

36 国際友好交流事業 △409万 4千円 
クラムザッハ公式訪問旅行委託料

などの確定による 

38 参議院議員選挙費 △1,300万 7千円 選挙執行経費の確定による 

40 県議会議員選挙費 △3,039万 5千円 選挙執行経費の確定による 

 民生費 

42 社会福祉総務費 △326万 6千円 
プレミアム付商品券事業費の見込

額確定などによる 

42 障がい者支援事業 4,811万 4千円 
障害児通所給付費などの確定によ

る 

44 国保会計繰出金 △697万 6千円 
国保特別会計繰出金の見込額確定

による 

44 老人福祉総務費 △599万 7千円 
介護慰労金支給事業費の支払見込

額確定などによる 

48 児童福祉総務費 △4,317万 1千円 
児童手当給付費の支払見込額確定

などによる 

50 認定こども園管理費 △800万 3千円 運営事業経費の確定などによる 

52 生活保護総務費 384万円 
生活保護給付費などの見込額確定

による 



６ 

予算書 

ページ 
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

 衛生費 

54 予防総務費 △459万 7千円 
保健師等、専門職臨時職員賃金の見

込額確定などによる 

56 霊園管理費 763万 6千円 
穂高墓地公園積石造塀の耐震診断

委託業務料の確定などによる 

 農林水産業費 

62 畜産振興事業 431万 7千円 
豚コレラ防疫緊急対策事業におけ

る補助金支出による 

64 松くい虫被害対策事業 △1,395万 2千円 
松林健全化補助事業（伐倒駆除）経

費の減などによる  

64 市有林の造成及び管理 △604万 6千円 
堀金市有林森林整備事業間伐業務

の見直しによる 

66 林道危険個所重点整備事業 △322万 6千円 整備実績（烏川線）による 

66 耕地総務費 △447万 3千円 
国営造成施設管理補助金の確定な

どによる 

66 多面的機能支払交付金事業 △1,049万１千円 
多面的機能活動支援補助金の確定

による 

 商工費 

68 工業振興事業 △2,800万円 企業等支援助成事業費の確定による 

68 市制度資金貸付事業 419万 6千円 制度資金保証料補給金の確定による 

68 産業連携推進事業 △258万 5千円 
地域資源活用型連携推進事業費の

確定による 

68 しごと創出事業 △500万円 
空き店舗等活用促進事業、UIJ ター

ン就業移住事業の確定による 

70 施設管理整備事業 △436万 4千円 
有明荘特別会計繰出金などの確定

による 

 土木費  

72 県営新設改良事業 △1,119万円 

急傾斜地崩壊対策事業費（大口沢）

及び県営交通安全対策事業費（本吉

町）の精算に伴う県営新設改良事業

負担金の確定による 

74 社会資本整備総合交付金事業 △1億 3,718万 3千円 
市道新設改良事業費及び道路橋梁

修繕事業費の確定による 

74 都市計画総務費 △795万 7千円 事業実施見込額の確定による 



７ 

予算書 

ページ 
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

76 耐震化推進事業 △796万円 
住宅耐震化事業補助金事業の見込

額の確定などによる 

78 
都市再生整備計画事業（都市整

備分） 
△495万 5千円 

都市再生整備計画事業(明科駅周

辺）の事業実施見込額の確定による 

78 都市公園等維持管理事業 △2,411万円 
公園施設長寿命化対策支援事業費

の確定などによる 

78 下水道事業 △2,241万 5千円 
分流式下水道に要する経費等の減

額見込みによる 

 消防費 

82 災害対策費 △263万円 
防災用品購入補助金の補助見込額

の確定による 

 教育費  

84 事務局費 △561万円 
高校・大学等入学準備金貸付見込額

の確定などによる 

86 小学校教育振興費 △454万 3千円 
要保護・準要保護児童生徒就学援助

費の確定などによる 

86 小学校施設改修事業 △3,348万 7千円 
小学校施設改修事業（豊科南、穂高

南、明北）の確定による 

88 中学校冷房設備等整備事業 6億 1,794万円 
市内中学校冷房設備設置工事によ

る 

 参考 

101 
職員人件費 

（給料・手当・共済） 
△5,358万 6千円 

給料（ △450万円） 

手当（△4,118万 6千円） 

共済（  △790万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ 

５ 繰越明許費 

 

次の事業については、年度内に事業が完了しない見込みのため繰越します。 

 

１ 追加 

事  業  名 金  額 繰 越 理 由 

プレミアム付商品券事業 1,626万円 
商品券の換金事務及び支払い事務など、年

度内での事業完了が困難であるため 

都市再生整備計画事業（明科駅周辺） 2億 498万 5千円 

地権者との交渉や工事に必要な資材調達に

日数を要することから、年度内での事業完

了が困難であるため 

中学校冷房設備等整備事業 6億 1,794万円 

国の補正予算により学校施設環境改善交付

金を受けて実施する事業であり、年度内で

の事業完了が困難であるため 

 

 

 

６ 債務負担行為 

 

以下のとおり、債務負担行為の補正を行います。 

 

１ 追加 

事業名 限度額 期間 設定を必要とする理由 

広報あづみの印刷業務 1,647万 4千円 令和２年度まで 
来年度印刷業務に係る契

約のため 

コミュニティーFM 市政

情報放送業務 
792万円 令和２年度まで 

来年度放送業務に係る契

約のため 

江戸川区花火大会バス

運転業務 
7万 4千円 令和２年度まで 

来年度バス運行業務に係

る契約のため 

若者・女性起業支援事業 510万 2千円 
令和２年度から 

令和３年度まで 

若者・女性起業支援事業に

係る補助金交付のため 

 

 

２ 変更 

事      項 
限 度 額 

備考 
補 正 前 補 正 後 

土地利用制度適正化推進業

務委託 
744万円 762万 1千円 業務内容の見直しのため 

 

 

 

 



９ 

【参考】 

令和元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５号） 42,274,000 1,042,000 43,316,000 

    

安曇野市国民健康保険特別会計 

補正予算（第２号） 
10,597,749 △184,027 10,413,722 

安曇野市後期高齢者医療特別会計 

補正予算（第１号） 
1,167,317 48,886 1,216,203 

安曇野市介護保険特別会計 

補正予算（第４号） 
9,570,417 17,818 9,588,235 

安曇野市上川手山林財産区特別会計 

補正予算（第２号） 
2,368 1 2,369 

安曇野市北の沢山林財産区特別会計 

 補正予算（第１号） 
2,826  2,826 

安曇野市有明山林財産区特別会計 

 補正予算（第２号） 
3,888 3 3,891 

安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 

 補正予算（第２号） 
1,246 1 1,247 

安曇野市穂高山林財産区特別会計 

 補正予算（第２号） 
1,308 1 1,309 

安曇野市産業団地造成事業特別会計   

補正予算（第３号） 
23,530 △3,900 19,630 

安曇野市観光宿泊施設特別会計     

補正予算（第２号） 
12,303 △2,984 9,319 

特別会計合計 21,382,952 △124,201 21,258,751 

総 計（一般会計+特別会計） 63,656,952 917,799 64,574,751 

 

 
   

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（第２号） 

収益的収入 2,335,142 △15,291 2,319,851 

収益的支出 1,887,465 △20,713 1,866,752 

資本的収入 513,194 △48,000 465,194 

資本的支出 2,035,220 △17,072 2,018,148 

安曇野市下水道事業会計 

 補正予算（第１号） 

収益的収入 4,304,266 50,610 4,354,876 

収益的支出 3,768,696 △14,009 3,754,687 

資本的収入 797,227 △83,561 713,666 

資本的支出 2,480,707 △89,142 2,391,565 

 


