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1 

令和２年度一般会計補正予算（補正第２号）の概要等 
 

 

１ 令和２年度一般会計補正予算（補正第２号）の編成方針等 

 

 

○ 基本事項 

『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、緊急を要するものの補正 

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 当初予算編成時において、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 

④ 新型コロナウイルス感染症対策として、緊急且つ速やかに実施が必要なものの補正 

 

 

２ 補正予算見積状況 

 

 補正予算額         ６億１,７００万円 

補正前の予算額     ５２９億１,６００万円 
 

補正後の予算額     ５３５億３,３００万円 

 

 

（参考）                             (単位 千円) 

補正額 

補正予算額の財源内訳 

特定財源 
一般財源 

国県支出金 地方債 その他 

617,000 370,974 79,100 32,291 134,635 

 



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 児童手当国庫負担金 27万 9千円 児童福祉総務費 
マイナンバー情報連携シ

ステム改修に伴う負担金 

12 
個人番号カード交付事

業費補助金 
6,210万 2千円 

戸籍住民基本台帳

管理費 

個人番号（マイナンバー）

カード交付増に伴う補助

金 

12 
放課後等デイサービス

給付費（学校休校分） 
257万 5千円 障がい者支援事業 

新型コロナウイルス感染

拡大対策として、特別支援

学校等の臨時休業に伴う

放課後等デイサービス利

用費に対する補助金 

12 

生活困窮者就労準備支

援事業等補助金（生活保

護適正化等事業） 

33万円 生活保護総務費 

「日常生活支援住居施 

設」の制度施行に伴うシ

ステム改修費の補助 

12 環境施設整備費補助金 8,968万 8千円 事務局費 

新型コロナウイルス感染拡

大対応として、市内小中学

校に早期導入される GIGAス

クール構想に伴うネットワ

ーク環境整備に対する国庫

補助金 

12 
公立学校情報機器整備費

補助金 
2億 1,600万円 

・小学校総務管理費 

・中学校総務管理費  

新型コロナウイルス感染拡

大対応として、市内小中学

校に早期導入される GIGAス

クール構想に伴うパソコン

整備に対する国庫補助金 

 寄附金 

12 指定寄附金 500万円 保健衛生総務費 
新型コロナウイルス感染拡

大対策への使途として、企

業より受けた寄附金 

 繰入金 

12 財政調整基金繰入金 1億 3,463万 5千円 一般財源 財源調整による 

12 公共施設整備基金繰入金 6,700万円 事務局費 

新型コロナウイルス感染拡大

対応として、市内小中学校に早

期導入される GIGA スクール構

想に伴うネットワーク環境整

備に充当する繰入金 



３ 

予算

書Ｐ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

12 堀金観光開発基金繰入金 △3,921万 4千円 
ほりでーゆ～運営

事業 

新型コロナウイルス感染拡大

による「ほりでーゆ～四季の

郷」の臨時休業により、施設改

修等、年間事業計画の見直しに

伴う基金充当額の変更 

12 
三郷農林漁業体験実習

館基金繰入金 
△49万 5千円 

ファインビュー室

山運営事業 

新型コロナウイルス感染拡大

による「ファインビュー室山」

の臨時休業により、施設管理

等、年間事業計画の見直しに伴

う基金充当額の変更 

 市債 

14 学校教育施設等整備事業債 7,910万円 事務局費 

新型コロナウイルス感染拡大

対応として、市内小中学校に早

期導入される GIGA スクール構

想に伴うネットワーク環境整

備に対するもの 

 

 

 

 

 

 

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 

16 企画総務費 128万 3千円 
一部事務組合負担額（松本広域連合）

の確定による 

16 戸籍住民基本台帳管理費 6,140万 2千円 マイナンバーカード交付増による 

 民生費 

18 障がい者支援事業 502万 1千円 

新型コロナウイルス感染拡大防止に

伴う特別支援学校等の臨時休業によ

り、放課後等デイサービス支援事業の

利用者増によるもの 

18 児童福祉総務費 42万円 
個人情報データ標準レイアウトの

変更に伴うマイナンバー情報連携

システムの改修による 

18 生活保護総務費 66万円 
10月 1日より新設される「日常生活

支援住居施設」への給付に伴うシス

テムの改修による 



４ 

予算書 

ページ 
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

 衛生費 

20 保健衛生総務費 545万 6千円 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い

松本市立病院に設置された PCR 検査

センターに対する負担金及び企業か

らの寄附金を原資とした市内医療機

関への感染症医療用品の購入 

20 水道事業 1億 2,371万 9千円 

新型コロナウイルス感染拡大に伴

う経済支援として、水道料基本料金

（１期２カ月分）減免に対する水道

事業会計への負担金 

 農林水産業費 

22 ファインビュー室山運営事業 △49万 5千円 

新型コロナウイルス感染拡大による

「ファインビュー室山」の臨時休業に

より、施設管理等、年間事業計画の見

直しに伴うもの 

22 ほりでーゆ～運営事業 △3,921万 4千円 

新型コロナウイルス感染拡大による

「ほりでーゆ～四季の郷」の臨時休業

により、施設改修等、年間事業計画の

見直しに伴うもの 

 商工費 

24 商業振興事業 60万 2千円 
安曇野市まちづくり会館に対する

不動産鑑定料など 

 消防費 

26 防災無線維持管理費 182万 3千円 
防災行政無線における放送内容の

確認ダイヤル（テレホンサービス）

増設による 

 教育費 

28 事務局費 2億 3,652万１千円 

新型コロナウイルス感染拡大対応と

して、市内小中学校に早期導入される

GIGA スクール構想に伴うネットワー

ク環境整備によるもの 

28 小学校総務管理費 1億 346万 8千円 

新型コロナウイルス感染拡大対応と

して、市内小学校に早期導入される

GIGA スクール構想に伴うパソコン整

備（児童/1台）など 

28 中学校総務管理費 1億 1,633万 4千円 

新型コロナウイルス感染拡大対応と

して、市内中学校に早期導入される

GIGA スクール構想に伴うパソコン整

備（生徒/1台）など 

 

 

 



５ 

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 

事業名 限度額 期間 設定を必要とする理由 

東京 2020オリンピック・パラリン

ピック応援ツアー事業 
532 万 7 千円 令和３年度まで 

東京 2020オリンピック・パラ

リンピックが１年延期された

ことに伴い、応援ツアー事業

の契約が新らたに必要となっ

たため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 

【参考】 

令和２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２号） 52,916,000 617,000 53,533,000 

    

安曇野市国民健康保険特別会計 

補正予算（第 1号） 
9,815,283 14,823 9,830,106 

安曇野市後期高齢者医療特別会計 1,347,221  1,347,221 

安曇野市介護保険特別会計 

補正予算（第 1号） 
9,453,702 10,828 9,464,530 

安曇野市上川手山林財産区特別会計 1,582  1,582 

安曇野市北の沢山林財産区特別会計 883  883 

安曇野市有明山林財産区特別会計 1,192  1,192 

安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 1,021  1,021 

安曇野市穂高山林財産区特別会計 1,092  1,092 

安曇野市産業団地造成事業特別会計 1,084,696  1,084,696 

安曇野市有明荘特別会計 7,702  7,702 

特別会計合計 21,714,374 25,651 21,740,025 

総 計（一般会計+特別会計） 74,630,374 642,651 75,273,025 

 

 
   

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 2,349,830  2,349,830 

収益的支出 1,910,760 330 1,911,090 

資本的収入 269,319  269,319 

資本的支出 1,738,950  1,738,950 

安曇野市下水道事業会計 

 補正予算 

収益的収入 4,396,348  4,396,348 

収益的支出 3,773,888  3,773,888 

資本的収入 777,699  777,699 

資本的支出 2,532,549  2,532,549 

 

 


