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令和元年度一般会計補正予算（専決第 1号）の概要等 
 

 

１ 令和元年度一般会計補正予算（専決第 1号）の編成方針等 

 

 

○ 基本事項 

令和元年度の最終補正とし、決算を踏まえた歳入の整理、及び歳出不執行額の整

理を中心として行うものとする。 

 

 

 

 

２ 補正予算見積状況 

 

 

 補正予算額         △９億９，７００万円 

補正前の予算額     ４３３億１，６００万円 
 

補正後の予算額     ４２３億１，９００万円 



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 

 地方譲与税 

12 地方揮発油譲与税 △3,664万 4千円 一般財源 交付実績による 

12 自動車重量譲与税 1,412万 9千円 一般財源 交付実績による 

 利子割交付金 

12 利子割交付金 △899万 7千円 一般財源 交付実績による 

 配当割交付金 

12 配当割交付金 48万 4千円 一般財源 交付実績による 

 株式等譲渡所得割交付金 

12 株式等譲渡所得割交付金 593万円 一般財源 交付実績による 

 地方消費税交付金 

12 地方消費税交付金 △3,772万 3千円 一般財源 交付実績による 

 ゴルフ場利用税交付金 

14 ゴルフ場利用税交付金 111万円 一般財源 交付実績による 

 自動車取得税交付金 

14 自動車取得税交付金 1,403万 9千円 一般財源 交付実績による 

 環境性能割交付金 

14 環境性能割交付金   △348万 3千円 一般財源 交付実績による 

 地方特例交付金 

14 
子ども・子育て支援臨時

交付金 
2億 3,104万 1千円 一般財源 交付実績による 

 地方交付税 

14 特別交付税 4,715万 2千円 一般財源 交付実績による 

 交通安全対策特別交付金 

16 交通安全対策特別交付金 △71万 8千円 一般財源 交付実績による 



３ 

予算

書Ｐ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

 分担金及び負担金 

16 保育児童保育料 615万 3千円 
・認定こども園管理費      

・保育政策費 
保育料収入の実績による 

16 耕地災害復旧事業負担金 △109万 8千円 耕地災害復旧事業 
災害復旧事業費の確定に

よる 

 使用料及び手数料 

16 都市公園使用料 216万 3千円 
都市公園等維持管

理事業 
都市公園使用実績による 

18 戸籍住民基本台帳手数料 △271万 7千円 
戸籍住民基本台帳

管理費 
証明書交付実績による 

18 動物死骸処理手数料 △476万 5千円 清掃費 処理実績による 

18 夜間急病センター手数料 △302万 7千円 
夜間急病センター

運営費 
診療手数料実績による 

 国庫支出金  

18 
子どものための教育保

育給付費負担金 
815万 3千円 保育政策費 事業実績による 

18 
障害児入所給付費等負

担金 
△1,007万円 障がい者支援事業 事業実績による 

18 生活保護費国庫負担金 △5,408万 7千円 生活保護総務費 事業実績による 

18 児童手当国庫負担金 △864万 7千円 児童福祉総務費 交付実績による 

20 
個人番号カード交付事

業費補助金 
602万 6千円 

戸籍住民基本台帳

管理費 

個人番号カード交付増に

よる 

20 
プレミアム付商品券事

務費補助金 
△1,000万円 社会福祉総務費 事業実績による 

20 
プレミアム付商品券事

業費補助金 
△4,476万円 社会福祉総務費 事業実績による 



４ 

予算

書Ｐ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

20 学校施設環境改善交付金 1,179万 1千円 
・小学校施設改修事業 

・中学校冷房設備等

整備事業 

中学校冷房設備等整備事

業など、事業費確定による 

 県支出金 

22 
子どものための教育保

育給付費負担金 
△1,019万 6千円 保育政策費 事業実績による 

22 自立支援給付費負担金 △1,189万 2千円 障がい者支援事業 事業実績による 

22 福祉医療給付事業補助金 △1,822万円 福祉医療費給付事業 事業実績による 

24 農地利用集積事業補助金 △466万 3千円 担い手支援事業 
管理機構の活用実績など

による 

24 
農業次世代投資資金（経

営開始型） 
△971万 6千円 後継者対策事業 交付対象者減による 

24 
経営体育成支援事業補

助金 
△1,038万 5千円 担い手支援事業 

交付対象者（国の採択）

減による 

 寄附金 

26 ふるさと寄附金 4,807万 7千円 
・寄附採納事務   

・ホストタウン推進

事業 

寄附金額の実績による 

 繰入金 

26 財政調整基金繰入金 △297万 4千円 一般財源 財源調整による 

26 公共施設整備基金繰入金 △6億 8千万円 

・公立認定こども園

整備費  

・道路橋梁維持費 

・河川維持費 

・市道新設改良事業 
・小学校施設改修事業 

一般財源による財源振替 

26 堀金観光開発基金繰入金 △513万 4千円 
ほりでーゆ～運営

事業 
充当先事業費の確定による 

26 地域振興基金繰入金 △402万 9千円 
・協働のまちづくり推

進事業  

・区等地域力向上事業 

充当先事業費の確定による 

26 安曇野の里基金繰入金 132万円 安曇野の里運営事業 充当先事業費の確定による 



５ 

予算

書Ｐ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

26 
三郷農林漁業体験実習

館基金繰入金 
△98万 3千円 

ファインビュー室

山運営事業 
充当先事業費の確定による 

28 ふるさと寄附基金繰入金 △5,966万 1千円 
・中学校冷房設備等

整備事業        

・穂高幼稚園運営費 

充当先事業費の確定による 

 諸収入 

30 
総合福祉センター管理

費等徴収金 
△890万 2千円 

老人福祉施設管理

事業 

施設運営管理費の実績に

よる 

30 ほりでーゆ～施設利用料 △5,653万円 
ほりでーゆ～運営

事業 

新型コロナウイルス感染

症の影響による施設収益

の減 

30 
農林漁業体験実習館利

用料 
△2,061万円 

ファインビュー室

山運営事業 

新型コロナウイルス感染

症の影響による施設収益

の減 

30 安曇野の里施設利用料 △397万円 安曇野の里運営事業 

新型コロナウイルス感染

症の影響による施設収益

の減 

 市債 

32 旧合併特例事業債 △1億 3,800万円 

財産管理費 

上川手書庫及び豊科解放館

の解体事業費の確定による          

△400万円 

公立認定こども園

整備費 

公立認定こども園（明科

南、たつみ、穂高）整備

費等の確定による 

△2,240万円 

水道事業 

豊科・明科地域整備事業

費（令和元年度分）の確

定による 

△950万円 

・市道新設改良事業 

・社会資本整備総合

交付金事業  

事業費の確定による 

△1億 210万円 

32 施設整備事業債 △4,020万円 
公立認定こども園

整備費 

公立認定こども園（明科南、

上川手、穂高）整備費等の

確定による  

32 公共事業等債 △4,630万円 
都市再生整備計画

事業（都市整備分） 
都市再生整備計画事業費

(明科駅周辺）の確定による 

32 防災対策事業債 △150万円 非常備消防費 

消防車両更新に係る事業

費（令和元年度分）の確

定による 



６ 

予算

書Ｐ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

32 
防災・減災、国土強靭化

緊急対策事業債 
△160万円 小学校施設改修事業 

小学校長寿命化事業費の

確定による 

 

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 

 議会費 

34 議会費 △985万 3千円 
議会録調製業務委託費等の確定に

よる 

 総務費 

36 寄附採納事務 3,754万 3千円 
ふるさと寄附基金積立金の確定な

どによる 

36 職員管理 △898万 5千円 職員諸手当の確定などによる 

36 本庁舎管理費 △668万 1千円 光熱水費等の年間経費確定による 

40 税務総務費 △480万 4千円 課税業務等、年間執行額確定による 

42 戸籍住民基本台帳管理費 528万 4千円 
個人番号カードの交付枚数増に伴

う事業費確定による 

 民生費 

48 社会福祉総務費 △6,341万 7千円 
プレミアム付商品券発行事業費の

確定などによる 

48 障がい者支援事業 △7,010万円 介護給付費等給付実績による 

52 介護保険対策費 △8,064万 7千円 
介護保険特別会計繰出金等の確定

による 

56 公立認定こども園整備費 △2,262万円 

認定こども園（明科南、たつみ、

上川手、穂高）整備費などの確定

による 

56 保育政策費 △2,590万 3千円 
子どものための教育・保育給付費

負担金額の確定などによる 

58 生活保護総務費 △3,857万 6千円 生活保護扶助費の実績による 



７ 

予算書 

ページ 
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

 衛生費 

62 予防接種事業 △1,600万円 医務委託（予防接種）実績による 

62 妊婦・乳児一般健康診査事業 △730万円 健康診査料の実績による 

66 清掃費 △940万 6千円 資源物収集運搬等の実績による 

68 水道事業 △950万円 
豊科・明科地域整備事業費（令和

元年度分）の確定による 

 農林水産業費 

70 農業総務費 △819万 2千円 
営農企画員賃金等、不用額の減額

による 

72 ファインビュ－室山運営事業 △2,159万 1千円 
農林漁業体験実習館利用料減額に

伴う基金積立金の減など 

72 ほりで－ゆ～運営事業 △6,170万 1千円 
ほりで－ゆ～施設利用料減額に伴

う基金積立金の減など 

74 担い手支援事業 △1,504万 7千円 

経営体育成支援事業交付対象者

（国の採択）の実績及び農地集積

事業の管理機構集積協力金の実績

による 

74 後継者対策事業 △1,087万 5千円 
農業次世代人材投資資金の交付実

績などによる 

76 松くい虫被害対策事業 △643万 5千円 
松くい虫防除対策補助金の交付実

績による 

 商工費 

80 工業振興事業 △1,442万 2千円 
企業等支援助成事業の交付実績な

どによる 

80 安曇野ブランド情報発信事業 △199万 5千円 
安曇野市海外プロモーション協議

会への補助金額確定による 

 土木費 

84 除雪対策費 △1,922万円 除雪実施実績による 

86 市道新設改良事業 △1億 529万円 物件移転補償等、工事実績による 



８ 

予算書 

ページ 
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

88 土地利用調整事業 △770万円 
拠点地域等住宅購入費助成の申請

件数の確定による 

88 
都市再生整備計画事業（都市整

備分） 
△5,089万 5千円 

都市再生整備計画事業(明科駅周

辺）の実績による 

 教育費  

94 学校バス運行事業 △1,279万円 スクールバス等、運行業務実績による 

96 小学校総務管理費 △1,079万 6千円 
市内小学校における光熱水費な

ど、管理実績による 

98 中学校総務管理費 △738万 6千円 
市内中学校における光熱水費な

ど、管理実績による 

98 中学校教育振興費 △804万 4千円 

新型コロナウイルス感染症の影響

によりホームステイ交流派遣業務

が中止となったなど 

98 中学校冷房設備等整備事業 △4,616万円 中学校冷房設備工事の入札差金 

100 交流学習センター等管理費 △776万 1千円 
市内交流学習センターにおける光

熱水費など、管理実績による 

 災害復旧費 

106 耕地災害復旧事業 △150万 2千円 
台風 19 号被害における耕地災害

復旧費の確定による 

 公債費   

108 長期借入金償還元金 △5,426万 2千円 償還元金の確定による 

108 長期借入金償還利子 △1,957万 4千円 償還利子の確定におる 

 参考   

110 
一般職員人件費 

（給料・手当・共済） 
△1,484万 5千円 

給料（△325万 6千円） 

手当（△1,028万 8千円） 

共済（△130万 1千円） 

 

 



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（専決第 1号） 43,316,000 △997,000 42,319,000 

    

安曇野市国民健康保険特別会計 

補正予算（専決第 1号） 
10,413,722 △226,293 10,187,429 

安曇野市後期高齢者医療特別会計 

補正予算（専決第 1号） 
1,216,203 13,570 1,229,773 

安曇野市介護保険特別会計 

補正予算（専決第 1号） 
9,588,235 △250,769 9,337,466 

安曇野市上川手山林財産区特別会計 

補正予算（専決第 1号） 
2,369 459 2,828 

安曇野市北の沢山林財産区特別会計 

 補正予算 
2,826  2,826 

安曇野市有明山林財産区特別会計 

 補正予算 
3,891  3,891 

安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 

 補正予算 
1,247  1,247 

安曇野市穂高山林財産区特別会計 

 補正予算 
1,309  1,309 

安曇野市産業団地造成事業特別会計 

 補正予算（専決第 1号） 
19,630 △222 19,408 

安曇野市有明荘特別会計 

補正予算（専決第 1号） 
9,319 △1,288 8,031 

特別会計合計 21,258,751 △464,543 20,794,208 

総 計（一般会計+特別会計） 64,574,751 △1,461,543 63,113,208 

 

 
   

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 2,319,851  2,319,851 

収益的支出 1,866,752  1,866,752 

資本的収入 465,194  465,194 

資本的支出 2,018,148  2,018,148 

安曇野市下水道事業会計 

 補正予算 

収益的収入 4,354,876  4,354,876 

収益的支出 3,754,687  3,754,687 

資本的収入 713,666  713,666 

資本的支出 2,391,565  2,391,565 

 


