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1 

令和２年度一般会計補正予算（補正第５号）の概要等 
 

 

１ 令和２年度一般会計補正予算（補正第５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、速やかに実施が必要な事業

や、令和 2 年 7 月豪雨などにより被災した道路施設などの復旧経費、また、その他緊

急的に対応が必要なものについて追加予算を計上する。 

 

 

 

 

２ 補正予算見積状況 

 

 補正予算額         １７億１,８００万円 

補正前の予算額     ５４８億７,８００万円 
 

補正後の予算額     ５６５億９,６００万円 

 

 

 

 

 

 

（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 

1,718,000 123,218 0 1,100,000 494,782 

 



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 

10 
公共土木施設災害復旧

事業負担金 
660万円 道路災害復旧事業 

令和２年７月豪雨災害及び

８月 30日の集中豪雨災害に

よる道路災害復旧事業負担

金 

10 
障害者総合支援事業費

補助金 
2万 9千円 地域生活支援事業 

新型コロナウイルス感染

症対策として、対面で実施

する意思疎通支援事業の

手話通訳者等に配布する

感染症対策用品への国庫

補助金 

 県支出金 

10 

新型コロナウイルス感

染症対応医療機器等整

備事業 

130万 4千円 保健衛生総務費 

新型コロナウイルス感染症

対策として設置する、外

来・検査センターの施設整

備への県支出金 

10 
耕地災害復旧事業費補

助金 
797万 5千円 耕地災害復旧事業 

令和２年７月豪雨災害によ

る耕地施設災害復旧事業補

助金 

10 
地域支えあいプラスワ

ン消費促進事業補助金 
9,925万円 

・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

（第２回目）及びホテル・

ペンション宿泊補助券事業

（第２回目）に対する県補

助金 

10 
長野県新型コロナウイル

ス感染症外来・検査セン

ター事業実施業務委託金 

806万円 保健衛生総務費 

新型コロナウイルス感染症

対策として設置する、外

来・検査センター運営事業

委託に対する県委託金 

 繰入金 

10 財政調整基金繰入金 4億 9,478万 2千円 一般財源 財源調整による 

 諸収入 

12 市制度資金元金 11億円 市制度資金貸付事業 

新型コロナウイルス感染拡

大対策として実施する企業

等への資金繰り融資におけ

る、金融機関に預託する貸

付金 

 



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 

14 企画総務費 891万円 

新型コロナウイルス感染拡大の影響

を受けている本市出身の県外在学生

に対し、「あづみの学生応援便」と

して地域産品等の給付支援を行う 

14 公共交通事業 198万円 

新型コロナウイルス感染症対策とし

て、地域に不可欠な公共交通機関であ

る市内バス・タクシー事業者に支援金

（１台当たり 20,000円）を交付する 

14 区等地域力向上事業 142万 3千円 
新型コロナウイルス感染症対策とし

て自治会活動を支援するため、全区へ

貸与する非接触型体温計を購入する 

14 諸費 880万円 

市内の廃棄物処理業者に対し許可し

た「一般廃棄物処理業許可処分」の訴

訟が結審したことによる弁護士報酬

の計上 

 民生費 

16 地域生活支援事業 6万円 

新型コロナウイルス感染症対策と

して、対面で実施する意思疎通支援

事業の手話通訳者等に配布する感

染症対策用品の購入 

16 
安曇野市高校生世代支援臨時

給付金事業 
4,244万 1千円 

新型コロナウイルス感染拡大の影響

を受けている高校生世代（２年生及び

３年生世代）の生活を支援するため、

対象者１人あたり 2 万円の給付金を

支給する 

 衛生費 

18 保健衛生総務費 1,000万 9千円 
新型コロナウイルス感染症対策とし

て設置する、外来・検査センターの施

設整備費及び運営経費の計上など 

 農林水産業費 

20 ほりで-ゆ～運営事業 1,687万 1千円 

「ほりでーゆ～四季の郷」の空調等設

備を一元管理する中央監視装置が、落

雷により一部破損したことによる故

障工事費の計上 

 商工費 

22 市制度資金貸付事業 13億円 

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、制度資金預託金及び保証料補給

金を増額する 



４ 

予算書 

ページ 
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

22 新型コロナウイルス感染症対策事業 1億 5,300万円 

新型コロナウイルス感染拡大対策と

して、２回目となるプレミアム付商品

券事業（30％のプレミアム付き）の実

施経費を計上する     

22 
新型コロナウイルス感染症対策宿

泊施設関連支援事業 
6,200万円 

新型コロナウイルス感染拡大への経

済支援として、以下の経費を計上 

・来訪者向けクーポン券（飲食店等で

活用：30％プレミアム付き）の発行等

業務 

・ホテル・ペンション宿泊補助券（１

人１泊 8,000 円以上の宿泊に 3,000

円、8,000円未満の宿泊に 1,000 円を

助成）の発行等業務 

・市内宿泊施設等を利用する来訪者へ

の地域応援タクシー券（1,000円） 

発行等業務 

・「安曇野あんしん旅」プラン企画造

成支援業務（市内旅行業者等が提案す

る旅行プラン等に対し、1企画につき、

その対象経費（上限 25 万円）を助成）） 

・市民旅行プラン助成業務（市内旅行

業者等が市内の団体等向けに企画す

る、感染症対策を講じた県内バス旅行

プランにおいて、利用するバス利用料

（上限 10万円/日）を助成） 

 教育費 

24 学校バス運行事業 690万 4千円 

新型コロナウイルス感染症対策とし

て、修学旅行等の旅行的行事で利用す

る貸し切りバスについて、車内での

「密」を避けるため、各バスの乗車定

員を減らすことで増台となる貸し切

りバス代の計上 

24 文化振興費 79万 2千円 

新型コロナウイルス感染症対策とし

て、穂高及び豊科交流学習センターへ

非接触型体温計を配置することによ

る購入費 

 災害復旧費 

26 道路災害復旧事業 3,116 万円 

令和２年７月豪雨及び８月 30 日の集

中豪雨により発生した道路施設災害

における復旧費の計上 

26 耕地災害復旧事業 2,365 万円 
令和２年７月豪雨により発生した耕

地施設災害における復旧費の計上 



５ 

予算書 

ページ 
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

 予備費 

28 予備費 5,000 万円 

令和２年度後期分として、新型コロナ

ウイルス感染症対策や自然災害など、

突発的事項に対し緊急対応するため 

 参考 

30 
一般職人件費 

（報酬） 
56万円 報酬（56 万円） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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５号） 54,878,000 1,718,000 56,596,000 

    

安曇野市国民健康保険特別会計 

補正予算（第２号） 
9,895,430  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） 
1,375,021  1,375,021 

安曇野市介護保険特別会計 

補正予算（第２号） 
9,598,355  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） 
2,901  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） 
1,037  1,037 

安曇野市有明山林財産区特別会計 

補正予算（第１号） 
1,198  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） 
1,011  1,011 

安曇野市穂高山林財産区特別会計 

補正予算（第１号） 
1,017  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  1,084,696 

安曇野市有明荘特別会計 

補正予算（第１号） 
7,702  7,702 

特別会計合計 21,968,368 0 21,968,368 

総 計（一般会計+特別会計） 76,846,368 1,718,000 78,564,368 

 

 
   

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 

補正予算（第 1号） 

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 

 

 


