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令和２年度一般会計補正予算（第４号）の概要等 
 

１ 令和２年度一般会計補正予算（第４号）の編成方針等 

 

 

○ 基本事項 

現時点までの予算執行状況を的確に分析し、令和２年度後期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。 

 

①本年度の予算執行段階において、見直し等を決定した予算及び、入札等により事

業費が確定したことによる補正 

 

②事業実施に関する諸条件が整ったことによる事業化の見通しがたったもので、緊

急を要するなど、年度途中で事業実施に踏み込む正当な事由がある事業等の補正 

 

③市民の安全確保や利便性確保のため、緊急を要する事業等であって、既決予算を

超える部分の補正 

 

④新型コロナウイルス感染拡大対策により、速やかに実施が必要となる補正 

 

 

２ 補正予算見積状況 

 

 

 補正予算額         ７億８００万円 

補正前の予算額     ５４１億７,０００万円 
 

補正後の予算額     ５４８億７,８００万円 

 

 

  （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 

708,000 48,772 △321,700 △94,401 1,075,329 

 



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 

 地方特例交付金 

12 
個人住民税減収補填

特例交付金 
431万 4千円 一般財源 交付額の決定による 

12 
自動車税減収補填特

例交付金 
849万 9千円 一般財源 交付額の決定による 

12 
軽自動車税減収補填

特例交付金 
561万 8千円 一般財源 交付額の決定による 

 地方交付税 

12 普通交付税 6億 1,275万 5千円 一般財源 交付額の決定による 

 国庫支出金 

14 
生活困窮者住居確保

給付金負担金 
690万 5千円 

生活困窮者自立支

援事業 

住居確保給付金制度の 

一部改正に伴い、制度 

利用者が増加したこと 

による増額 

14 
子どものための教育

保育給付費負担金 
754万 3千円 保育政策費 

施設型給付及び地域 

型保育給付の公定価 

格（国が示す基準額） 

の増等による 

14 

新型コロナウイルス

拡大防止協力企業等

特別支援事業補助金 

△3,800万円 
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 

感染症対応地方創生 

臨時交付金への一元 

化による 

14 

新型コロナウイルス

感染症対応地方創生

臨時交付金 

3億 4,884万 2千円 

・広報費       

・水道事業      

・市制度資金貸付事業  

・新型コロナウイルス 

感染症対策事業   

・給食センター総務費 

新型コロナウイルス感 

染拡大対応に対し交付され

る臨時交付金（既に実施し

ている左記充当先事業に対

する臨時交付金） 

14 

新型コロナウイルス

感染症緊急包括支援

交付金 

1,350万円 保育政策費 

新型コロナウイルス感染 

拡大予防のため、保育施設 

に整備する感染症対策用品

に対する交付金 

14 道路改良費補助金 357万 5千円 
社会資本整備総合

交付金事業 

橋梁点検及び橋梁修

繕に対する対象事業

費増による 

14 
社会資本整備総合交

付金（体育館分） 
△2億 500万円 

新総合体育館建設

事業 
交付決定による 



３ 

予算書

ページ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

14 都市再生整備計画事業 △7,002万円 
都市再生整備計画

事業（都市整備分） 

交付決定による（明科

駅周辺事業） 

14 環境施設整備費補助金 1,310万 4千円 事務局費 

交付決定による（GIGA

スクール構想に伴う

施設整備分） 

14 
公立学校情報機器整

備費補助金 
693万円 小学校総務管理費 

交付決定による（GIGA

スクール構想に伴う

パソコン整備分） 

14 

学校再開に伴う感染

症対策・学習保障等に

係る支援事業補助金 

1,325万円 事務局費      

市内小・中学校へ整備

する新型コロナウイル

ス感染症対策用品に対

する補助金 

14 
社会資本整備総合交

付金（防災マップ分） 
300万円 災害対策費 交付決定による 

 県支出金 

16 
子どものための教育

保育給付費負担金 
377万 1千円 保育政策費 

施設型給付及び地域 

型保育給付の公定価 

格（国が示す基準額） 

の増等による 

16 子育て支援総合助成金 400万円 保育政策費 
小規模保育施設設置に

係る補助金の増 

16 
農業次世代投資資金

（経営開始型） 
300万円 後継者対策事業 

経営初期の経営確立支

援を受ける新規就農者

の増による 

16 ６次産業化交付金 △7,410万円 消費拡大対策事業 

新型コロナウイルス感染拡

大の影響から、ワサビ加工

所の建設延期となったこと

による交付金の減 



４ 

予算書

ページ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

 財産収入 

18 

不動産売払収入（主要

地方道塩尻鍋割穂高線

道路改良事業） 

222万 7千円 一般財源 

主要地方道塩尻鍋割穂

高線の道路改良に伴う

もの 

 寄附金 

18 指定寄附金 80万 9千円 

・一般管理費     

・社会福祉総務費   

・保健衛生総務費   

・市制度資金貸付事業 

・事務局費      

・小学校教育振興費   

・中学校教育振興費  

・社会体育施設整備費          

指定寄附による 

 繰入金 

18 財政調整基金繰入金 △2億 5,945万 2千円 一般財源 財源調整による 

18 公共施設整備基金繰入金 △2,400万円 事務局費 

交付決定による充当額 

の変更（GIGAスクール構 

想に伴う施設整備分） 

18 安曇野の里基金繰入金 △279万 9千円 安曇野の里運営事業 

新型コロナウイルス感染拡 

大による「安曇野の里」の 

年間事業計画見直しによる 

基金充当額の変更 

18 
三郷農林漁業体験実

習館基金繰入金 
△393万4千円 

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」の年間事業計画見直 

しによる基金充当額の変更 

18 

博物館等における美術品取

得及び特別企画展開催基金

繰入金 

△600万円 文化振興費 

新型コロナウイルス感 

染症による日展安曇野 

展の中止に伴う基金充 

当の取止め 

 繰越金 

18 繰越金 7億 1,007万 9千円 一般財源 前年度繰越金 



５ 

予算書

ページ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

 諸収入 

20 
プレミアム付商品券

事業返還金 
1,483万 8千円 社会福祉総務費 事業費確定による 

20 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 

染拡大に伴う施設利用 

料の免除 

20 
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 

染拡大に伴う施設利用 

料の免除 

20 
穂高農業活性化施設

利用料 
△116万円 直売加工施設運営事業 

こねこねハウス内の営利部 

門であった食堂を止めたこ 

とによる納付金の免除 

20 
制度資金保証料補給

金返還金 
756万 5千円 市制度資金貸付事業 

制度資金の借換え等に 

よる保証料返還金 

20 
その他雑入物件補償 

（観光交流促進課） 
422万 6千円 温泉活用施設事業 

主要地方道塩尻鍋割穂 

高線の道路改良に伴う 

県補償金 

 市債 

20 臨時財政対策債 △827万 2千円 一般財源 発行可能額の決定による 

20 公共事業等債 6,300万円 
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 

起債対象事業費の増 

（明科駅周辺事業分） 

20 旧合併特例事業債 1億 9,850万円 

社会資本整備総合

交付金事業 

橋梁点検事業及び橋梁

修繕事業に係る起債対

象事業費の増 

（1,100万円） 

新総合体育館建設

事業 

国庫支出金の減に伴う起債 

対象事業費の増 

（1億 9,740 万円） 

20 借換債 △5億 9,420万円 長期借入金償還元金 

借換債（旧合併特例事 

業債・衛生債）の発行 

取止めによる減 

20 
防災・減災、国土強靭

化緊急対策事業債 
△540万円 中学校施設改修事業 

学校教育施設等整備事業債 

への変更（国庫支出金の交 

付決定伴う地方債の変更） 

※豊科北中学校施設改修分 
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予算書

ページ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

20 
学校教育施設等整備

事業債 
1,640万円 

中学校施設改修事業 

防災・減災、国土強靭化緊 

急対策事業債からの変更 

（国庫支出金の交付決定に 

伴う地方債の変更） 

490万円 

※豊科北中学校施設改修分 

事務局費 

起債対象事業費が増え 

たことによる増 

（GIGAスクール構想に 

伴う施設整備分）  

1,150 万円 

 

 

 

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 

22 議会費 △502万 8千円 
議員共済給付費負担金の負担金率確定等

による 

 総務費 

24 寄附採納事務 1億 1,928万 8千円 寄附額の増に伴う返礼品費の増など 

26 広報費 299万 4千円 
新型コロナウイスル感染拡大防止のため

の広報経費など 

 26 基金積立金 3億 9,014万 4千円 繰越金確定に伴う財政調整基金への積立てなど 

32 税務総務費 1億 1,179万円 予定申告に伴う還付金など 

32 戸籍住民基本台帳管理費 687万 5千円 
戸籍法の改正による住民基本台帳システ 

ムの改修など 

 民生費 

36 社会福祉総務費 3,360万 5千円 
プレミアム付商品券事業費の確定に伴う 

国庫補助返還金など 

36 福祉医療費給付事業 2,071万 1千円 

福祉医療費給付について、県補助金の交 

付年度に合致させるため、2月診療分の給 

付費を翌年度計上から今年度計上に変更 



７ 

予 算 書

ページ  
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

36 生活困窮者自立支援事業 945万 2千円 
住居確保給付金の一部制度改正による、

申請者の増加見込など 

38 在宅福祉事業 333万 9千円 

高齢者にやさしい住宅改良促進事業補助 

金の利用者増及び生活管理指導短期宿泊 

事業の利用者増による 

40 保育政策費 5,973万 3千円 

入園児童数の増などによる施設型給付費 

等の増及び新型コロナウイルス感染症対 

策用品購入関連経費の計上など 

42 認定こども園給食運営費 △1,783万 6千円 給食調理業務委託費の確定などによる 

 衛生費 

44 保健衛生総務費 670万 7千円 

新型コロナウイルス感染拡大による感染 

症対策用品（穂高・豊科保健センター貸 

館業務用など）の購入など 

44 産前産後支援事業 222万 5千円 

新型コロナウイルス感染拡大による感染 

症対策用品（出産後の育児不安等の軽減 

を図る「産後ケア事業」を実施する市内 

施設用） 

44 空家対策等事業 530万円 
空家解体等の申請見込み増加による空家

対策補助金の増額による 

 農林水産業費 

50 消費拡大対策事業 △7,410万円 

新型コロナウイルス感染拡大によるワサビ

加工所の建設計画見直しにおける 6 次化交

付金の減額 

50 安曇野の里運営事業 △479万円 

新型コロナウイルス感染拡大の影響か 

ら、施設利用料を免除することに伴う基 

金積立金の減 

52 
ファインビュ－室山

運営事業 
△2,061万円 

新型コロナウイルス感染拡大の影響か 

ら、施設利用料を免除することに伴う基 

金積立金の減 

52 ほりでーゆ～運営事業 △5,653万円 

新型コロナウイルス感染拡大の影響か 

ら、施設利用料を免除することに伴う基 

金積立金の減 



８ 

予算書

ページ 
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

54 松くい虫被害対策事業 1,434万 6千円 

松くい虫被害対策として、空中散布後の 

効果的な防虫駆除の為の樹幹注入業務委 

託及び注入薬剤の購入 

56 経営体育成基盤整備事業 526万 6千円 

県営ほ場整備事業（烏川地区）における 

水路の修繕、安全対策工事など、ほ場整 

備事業に付帯する工事費の計上 

 商工費 

58 工業振興事業 5,176万 7千円 

企業等支援助成事業での地域経済牽引企 

業工場用地取得（新規分）における補助 

金計上など 

60 温泉活用施設事業 422万 6千円 
主要地方道塩尻鍋割穂高線の道路改良に伴 

うしゃくなげの湯東側駐車場整備工事費 

60 施設管理整備事業 361万 3千円 
有明荘施設使用料免除に伴う有明荘特別

会計への繰出金 

 土木費 

62 
社会資本整備総合交

付金事業 
1,200万円 

橋梁点検及び橋梁修繕に対する国庫補助 

金の対象事業費増による工事費等の増額 

 消防費 

66 非常備消防費 △178万円 
新型コロナウイルス感染拡大に伴うポンプ 

操法大会中止による大会実施経費の減など 

66 災害対策費 1,372万 8千円 
新型コロナウイルス感染症対策として、

避難所における感染症対策用品の購入 

 教育費 

68 事務局費 3,088万 6千円 
新型コロナウイルス感染症対策用品の各小

中学校への配布など 

68 給食センター総務費 276万 8千円 

新型コロナウイルス感染拡大対応として実施 

した 3月臨時休校において、キャンセルとな 

った学校給食食材提供業者への委託加工賃相 

当額の負担金など 



９ 

予算書

ページ 
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

70 小学校総務管理費 △78万 3千円 

新型コロナウイルス感染拡大対応として実施 

する GIGAスクール構想に伴う小学校パソコ 

ン整備に対する国庫補助金交付増によるパソ 

コン整備台数の増など 

※電子黒板の入札差金△1,143万７千円計上 

72 中学校総務管理費 200万 5千円 
明科中学校グランド敷地内民有地の購入 

に係る用地測量費の計上など 

72 中学校施設維持修繕事業 △175万円 

新型コロナウイルス感染症対応により、夏休

み期間が短縮したことによる施設修繕工事等

の計画見直しによる減額など 

76 文化振興費 △1,681万 9千円 

新型コロナウイルス感染拡大による日展安曇 

野展、早春賦音楽祭等、各種イベント中止に 

よる実施経費の減など 

 参考 

85 
一般職人件費 

（報酬・給料・手当・共済） 
△245万円 

報酬（ △95万 8千円） 

給料（  △1,940万円） 

手当（1,130万 8千円） 

共済（     660万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０ 

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。 

 

追加 

事業名 限度額 期間 設定を必要とする理由 

本庁舎総合管理業務 3億 4,500万円 
令和３年度から  

令和５年度まで 

本庁舎の管理業務委託が複

数年となるため 

指定管理による豊科社会

就労センター管理業務 
8,630万円 

令和３年度から  

令和７年度まで 

指定管理期間が複数年とな

るため 

指定管理による穂高社会

就労センター管理業務 
8,825万 5千円 

令和３年度から 

令和７年度まで 

指定管理による三郷社会

就労センター管理業務 
8,776万 5千円 

令和３年度から  

令和７年度まで 

指定管理による明科社会

就労センター管理業務 
1億 1,738万 5千円 

令和３年度から  

令和７年度まで 

指定管理による自然体験

交流センター管理業務 
978万 6千円 

令和３年度から 

令和５年度まで 

地域経済牽引企業工場用

地取得事業 
1億 379万円 

令和３年度から 

令和４年度まで 

地域経済牽引企業工場用地

取得事業に対する補助金交

付が複数年となるため 

 



１１ 

【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４号） 54,170,000 708,000 54,878,000 

    

安曇野市国民健康保険特別会計 

補正予算（第２号） 
9,830,106 65,324 9,895,430 

安曇野市後期高齢者医療特別会計 

補正予算（第１号） 
1,347,221 27,800 1,375,021 

安曇野市介護保険特別会計 

補正予算（第２号） 
9,464,530 133,825 9,598,355 

安曇野市上川手山林財産区特別会計 

補正予算（第１号） 
1,582 1,319 2,901 

安曇野市北の沢山林財産区特別会計 

補正予算（第１号） 
883 154 1,037 

安曇野市有明山林財産区特別会計 

補正予算（第１号） 
1,192 6 1,198 

安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 

補正予算（第１号） 
1,021 -10 1,011 

安曇野市穂高山林財産区特別会計 

補正予算（第１号） 
1,092 -75 1,017 

安曇野市産業団地造成事業特別会計 

補正予算（第１号） 
1,084,696 0 1,084,696 

安曇野市有明荘特別会計 

補正予算（第１号） 
7,702 0 7,702 

特別会計合計 21,740,025 228,343 21,968,368 

総 計（一般会計+特別会計） 75,910,025 936,343 76,846,368 

    

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 

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 

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 

 

 


