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令和２年度一般会計補正予算（補正第３号）の概要等 
 

 

１ 令和２年度一般会計補正予算（補正第３号）の編成方針等 

 

 

○ 基本事項 

新型コロナウイルス感染拡大に対する緊急支援策として、経済活動を活性化させ地域

経済の回復に寄与するもの、感染拡大防止に関するもの、市民生活支援に関するもの、

及び福祉施設等環境改善に関するものについて、必要な補正を行う。 

 

 

２ 補正予算見積状況 

 

 補正予算額         ６億３,７００万円 

補正前の予算額     ５３５億３,３００万円 
 

補正後の予算額     ５４１億７,０００万円 

 

 

 

（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 

637,000 184,087 0 △9,550 462,463 
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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 

 分担金及び負担金 

10 保育児童保育料 △943万 6千円 認定こども園管理費 

新型コロナウイルス感染拡

大対応として、登園自粛要

請期間における保育料、副

食費、延長保育料を実利用

状況に応じ軽減することに

よる減額 

 国庫支出金 

10 
保育対策総合支援事業

補助金 
820万円 保育政策費 

新型コロナウイルス感染

症予防対策として、市内保

育所等への感染症対策用

品購入等に対する国庫補

助金 

10 
ひとり親世帯臨時特別

給付金事業国庫補助金 
7,392万 6千円 

ひとり親世帯臨時

特別給付金事業 

新型コロナウイルス感染拡大

対策として、児童扶養手当受

給世帯等へ交付する給付金（5

万円/世帯、第 2子以降 3 万円

/人、収入大幅減の場合 5 万円

/世帯）に対する国庫補助金 

 県支出金 

10 
地域支えあいプラスワ

ン消費促進事業補助金 
１億 196万 1千円 

・新型コロナウイルス

感染症対策事業  

・新型コロナウイルス

感染症対策宿泊施設

関連支援事業 

新型コロナウイルス感染拡

大対策として、市が実施す

るプレミアム付商品券事業

及びホテル・ペンション宿

泊補助券事業に対する県補

助金 

 繰入金 

10 財政調整基金繰入金 4億 6,246万 3千円 一般財源 財源調整による 

 諸収入 

10 幼稚園給食費 △11万 4千円 穂高幼稚園給食運営費 

新型コロナウイルス感染

拡大対応として、穂高幼稚

園の登園自粛要請期間に

おける給食費を実利用状

況に応じ軽減することに

よる減額 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 総務費 

12 飲用井戸利用者等支援給付事業 86万 2千円 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う

経済支援として、上水道を利用して

いない井水利用者等へ、水道料金の

基本料金相当額（1 期 2 カ月分）を

給付する 

12 電算管理費 △14万 5千円 

新型コロナウイルス感染拡大対応と

して、ウェブ会議用機器の購入（101

万 2千円）による。 

※電算システム更新の内容見直しに

よる△115万 7千円を含む 

 民生費 

14 障がい者福祉総務費 161万 1千円 
新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、市内の障がい者施設等へ感染対

策用品を配布する 

14 老人福祉総務費 68万 5千円 
新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、市内の高齢者施設等へ感染対策

用品を配布する 

14 介護保険対策費 240万 7千円 
新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、市内の介護施設等へ感染対策用

品を配布する 

14 ひとり親世帯臨時特別給付金事業 7,392万 6千円 
新型コロナウイルス感染拡大対策

として、児童扶養手当受給世帯等へ

交付する給付金事業費 

16 保育政策費 823万 2千円 

新型コロナウイルス感染症予防対

策として、市内保育所等に対する

ハンドソープの購入配布及び市内

認可保育所への感染症対策用品の

購入助成 

 農林水産業費 

18 消費拡大対策事業 350万円 

新型コロナウイルス感染拡大対策と

して、農家の独自販売ルート開拓にお

ける通販サイト出店手数料を補助す

る 

 商工費 

20 市制度資金貸付事業 8,200万円 

新型コロナウイルス感染拡大におけ

る経済支援として、中小企業・事業者

へ制度資金を融資し、資金繰り支援の

ため、保証料補給金を増額する 



４ 

予算書 

ページ 
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

20 新型コロナウイルス感染症対策事業 4億 3,492万 2千円 

新型コロナウイルス感染拡大対策と

して、プレミアム付商品券事業（30％

のプレミアム付き）の実施経費及び既

に実施している休業要請協力金の交

付対象である飲食店等以外の事業者

（サービス事業者等）に感染拡大防止

対策協力金（10 万円/事業者）を交付

する      

20 
新型コロナウイルス感染症対策宿

泊施設関連支援事業 
2,900万円 

新型コロナウイルス感染拡大対策と

して、ホテル、ペンションなどの宿泊

施設に対し、宿泊客への宿泊補助券を

配布するための経費 

 参考 

24 
一般職人件費 

（報酬、職員手当） 
344万円 

報酬   （291万 9千円） 

職員手当 （52万 1千円） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 

 

【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３号） 53,533,000 637,000 54,170,000 

    

安曇野市国民健康保険特別会計 

補正予算（第 1号） 
9,830,106  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） 
9,464,530  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 21,740,025 0 21,740,025 

総 計（一般会計+特別会計） 75,273,025 637,000 75,910,025 

 

 
   

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 1,911,090  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 

 

 


