
 
 

 

 

令和２年度 

 

 

一般会計補正予算（第 10号）の概要 
 

 

 

 
                        令和３年３月議会提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政部財政課



1 

 

令和２年度一般会計補正予算（第 10号）の概要等 
 

 

 

１ 令和２年度一般会計補正予算（第 10号）の編成方針等 

 

○ 基本事項 

現時点までの予算執行状況を把握・分析し、令和２年度末までの必要経費を積算

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。 

 

【歳入】 

① 収入状況と予算額が乖離している（予測される）予算の補正 

   

【歳出】 

① 事業費の確定により、明らかに不用額となる予算の補正 

② 国の経済対策など、年度途中で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 翌年度当初からの事業実施のため、令和２年度中に対応が必要となる経費の補正 

⑤ 新型コロナウイルス感染症対策として、速やかに実施が必要な事業の補正 

 

 

 

２ 補正予算見積状況 

 

  

 補正予算額      ８億２，８００万円 

  

 

補正前の予算額  ５７９億９，０００万円 

 

補正後の予算額  ５８８億１，８００万円 

 

 

 

 

 

（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 

828,000 1,755,699 428,600 △176,626 △1,179,673 



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 

 市税 

14 固定資産税現年課税分 7,000万円 

一般財源 歳入見込みによる 14 環境性能割現年課税分 500万円 

14 市たばこ税現年課税分 3,000万円 

 分担金及び負担金 

14 児童クラブ負担金 △552万２千円 児童館運営費 実績見込みによる 

14 耕地災害復旧事業負担金 △5,786万７千円 耕地災害復旧事業 事業費の確定による 

 使用料及び手数料 

16 社会体育施設使用料 △539万円 社会体育施設管理費 実績見込みによる 

16 可燃ごみ処理手数料 956万円 清掃費 実績見込みによる 

16 
夜間急病センター診療手

数料 
△937万１千円 

夜間急病センター運

営費 
実績見込みによる 

 国庫支出金 

16 児童扶養手当国庫負担金 △2,751万１千円 児童福祉総務費 負担金額の確定見込による 

16 児童手当国庫負担金 △2,725万９千円 児童福祉総務費 負担金額の確定見込による 

18 
新型コロナウイルスワク

チン接種対策費負担金 
856万９千円 

ワクチン予防接種

事業 

新型コロナウイルスワクチ

ン接種の実施経費に対する

国庫負担金 

18 
特別定額給付金給付事務

費補助金 
△4,456万６千円 

・職員管理 

・特別定額給付金給付

事業 

補助額の確定による 

18 

新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付

金 

８億 9,957万５千円 

・広報費     

・企画総務費  

・公共交通事業 

・飲用井戸利用者等

支援給付事業 

  など全 24事業 

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（既に実施されて

いる左記事業に対する臨時

交付金） 



３ 

予算書 

ページ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

18 保育対策総合支援事業補助金 482万円 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

入等に対する補助 

18 
新型コロナウイルスワクチ

ン接種体制確保事業補助金 
357万２千円 

ワクチン予防接種

事業 

新型コロナウイルスワクチ

ン接種の体制確保経費に対

する国庫補助金 

18 道路改良費補助金 2,102万１千円 
社会資本整備総合

交付金事業 
交付金の追加内示による 

18 
住宅・建築物安全ストック

形成事業補助金 
△808万２千円 耐震化推進事業 事業の実績見込みによる 

18 
社会資本整備総合交付金

（体育館分） 
８億 6,850万円 

新総合体育館建設

事業 
交付金の追加内示による 

18 学校施設環境改善交付金 905万１千円 
・小学校施設改修事業  

・中学校施設改修事業 
交付金の追加内示による 

 県支出金 

20 児童手当県費負担金 △497万６千円 児童福祉総務費 負担金の確定見込みによる 

20 
後期高齢者医療保険基盤安

定負担金 
△1,716万円 後期高齢者医療事業 負担金額の確定による 

20 市町村合併特例交付金 △1,530万円 都市計画総務費 交付額の確定による 

20 経営体育成支援事業補助金 4,421万円 担い手支援事業 補助金の追加要望による 

20 産地パワーアップ事業 △750万円 農業生産振興費 事業の確定による 

20 多面的機能支払推進交付金 △2,086万４千円 
多面的機能支払交

付金事業 
交付金内示額決定による 

20 耕地災害復旧事業費補助金 7,321万１千円 耕地災害復旧事業 補助額の確定による 



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 

24 市有地売払収入 462万９千円 一般財源 売払い実績による 

24 不用品売払収入 214万４千円 一般財源 公用車の売払い実績による 

 繰入金 

24 財政調整基金繰入金 △12億9,243万円 一般財源 財源調整による 

24 霊園基金繰入金 △1,196万８千円 霊園管理費 繰入先事業費の確定による 

24 ふるさと寄附基金繰入金 △8,055万２千円 

・安曇野市子育て世帯

支援臨時給付金事業        

・しごと創出事業  

・小学校総務管理費 

繰入先事業費の確定による 

 諸収入 

26 市町村振興協会交付金 △316万６千円 図書館費 交付決定による 

26 
人件費負担金（財産管理

課） 
1,074万円 

・一般管理費    

・土木総務費 

交通安全施設等整備事業

（明科駅前歩道整備事業）

に係る土地開発公社から

の人件費負担金 

26 
しゃくなげの湯外施設使

用料 
△578万円 

・温泉活用施設事業 

・施設管理整備事業 

新型コロナウイルス感染拡

大による納付金免除（しゃ

くなげの湯、湯多里山の神） 

26 消防団員退職報償金 △316万６千円 非常備消防費 報償金の確定による 

 市債 

28 旧合併特例事業債 
△５億 4,460万円

  

都市公園等維持管

理事業 

対象事業費の確定による    

△950万円 

・市道新設改良事業  

・社会資本整備総合交

付金事業 

道路改良事業、橋梁修繕事

業、舗装修繕事業の確定に

よる  △１億 2,440万円 

新総合体育館建設

事業 

対象事業費の確定による 

※国の追加内示に伴う公共 

事業等債への一部振替 

△４億 1,070万円 



５ 

予算書 

ページ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

28 公共事業等債 ９億 5,540万円 

県営土地改良事業 
対象事業費の確定による 

△1,100万円 

社会資本整備総合

交付金事業 

国の追加内示による道路改

良事業、橋梁修繕事業、舗

装修繕事業の追加実施に

よる     7,770万円 

都市公園等維持管

理事業 

国の追加内示による公園施

設長寿命化事業の追加実施

による     900万円 

新総合体育館建設

事業 

国の追加内示による新総合

体育館建設事業の追加実施 

８億 6,980万円 

28 学校教育施設等整備事業債 1,780万円 

中学校施設改修事業 
対象事業費の確定による 

△110万円   

・小学校施設改修事業 

・中学校施設改修事業 

国の追加内示による学校

施設改修事業の追加実施

による   1,890万円 

 

 

 

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 

 総務費 

32 文書管理費 800万円 郵便料の増による 

36 公共交通事業 231万円 
安曇野市地域公共交通協議会への

負担見込額の確定による 

36 水資源対策費 △273万３千円 
資金調達専門部会運営支援事業費

の確定など 

38 電算管理費 △399万７千円 電算システム更新費の確定など 

42 特別定額給付金給付事業 △4,469万１千円 事業費の確定による減 



６ 

予算書 

ページ 
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

 民生費 

48 障がい者支援事業 7,082万２千円 
障害福祉サービス給付費の増加、自

立支援給付費の確定など 

50 地域生活支援事業 △740万７千円 事業費の確定による 

50 障がい者福祉総務費 △786万６千円 
特別障害者・障害児福祉手当の確定

など 

52 母子福祉事業 △635万円 母子生活支援施設入所者減など 

52 国保会計繰出金 △708万９千円 繰出金の確定による 

52 老人福祉施設管理事業 △731万５千円 
明科総合福祉センター屋内給水設

備更新工事費の確定など 

54 介護保険対策費 △821万６千円 繰出金の確定による 

54 後期高齢者医療事業 △3,323万８千円 繰出金の確定による 

54 児童福祉総務費 △１億 2,253万円 児童手当、児童扶養手当の確定など 

56 
安曇野市子育て世帯支援臨時

給付金事業 
△4,660万８千円 事業費の確定による 

58 保育政策費 1,562万３千円 

新型コロナウイルス感染症対策予

防用品の購入、子どものための教

育・保育給付費の確定など 

 衛生費 

62 健康増進事業 △419万８千円 若年者検診など、事業費の確定による 

62 ワクチン予防接種事業 1,214万１千円 
新型コロナウイルスワクチン接種

の実施経費など 

64 霊園管理費 △617万９千円 
穂高墓地公園内改修工事費の確定

などによる 

66 清掃費 456万８千円 可燃・不燃ごみの収集運搬費の増など 

 農林水産業費 

72 農業生産振興費 △864万６千円 産地パワーアップ事業の取止めなど 



７ 

予算書 

ページ 
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

74 ほりでーゆ～運営事業 △804万７千円 電気設備工事費の確定など 

74 担い手支援事業 4,421万円 
担い手確保経営強化支援事業にお

ける国の追加内示による 

76 市有林の造成及び管理 △643万７千円 市有林森林整備事業費の確定など 

78 多面的機能支払交付金事業 △2,776万８千円 
多面的機能活動支援補助金の確定

による 

 商工費 

80 JR・高速乗合バス利用対策事業 △307万８千円 駅管理業務費の確定による 

80 工業振興事業 △3,067万１千円 企業等支援助成事業費の確定による 

82 しごと創出事業 △684万４千円 
空き店舗等活用促進事業費、UIJターン

就業・創業移住支援事業費の確定など 

82 観光イベント事業 △1,847万円 
新型コロナウイルス感染拡大による

観光イベント事業の中止による減額 

82 安曇野ブランド情報発信事業 △360万５千円 
新型コロナウイルス感染拡大によ

る情報発信事業の中止による減額 

 土木費  

86 市道新設改良事業 △5,690万円 事業費の確定などによる 

86 社会資本整備総合交付金事業 4,977 万３千円 
国交付金の追加内示による事業追加

（道路舗装修繕、橋梁点検、橋梁修繕） 

88 都市計画総務費 △1,680万１千円 
安曇追分駅、有明駅前駐輪場屋根設

置工事の取止めなど 

88 耐震化推進事業 △1,518万１千円 
住宅耐震化事業補助金の確定見込

みによる 

88 新総合体育館建設事業 13億 3,579万８千円 
国交付金の追加内示による事業追

加など 

90 下水道事業 △3,578万円 下水道事業繰出金の確定による 

90 住宅管理費 △842万３千円 長寿命化工事の事業費確定など 



８ 

予算書 

ページ 
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

 消防費 

92 非常備消防費 △1,848万９千円 消防団車両購入費の確定など 

 教育費  

94 事務局費 △822万１千円 

GIGAスクール構想対応による小中

学校パソコン利用環境構築業務費

の確定など 

94 学校支援員配置事業 △1,200万円 学校配置支援員への人件費確定など 

98 小学校教育振興費 △556万２千円 
外国語教育コーディネーターへの

人件費確定など 

98 小学校施設改修事業 792万円 
国交付金の追加内示による小学校施

設改修工事（明北小学校）の実施など 

100 中学校総務管理費 △911万５千円 部活指導員等、人件費の減など 

100 中学校施設改修事業 1,172万２千円 

国交付金の追加内示による中学校

施設改修工事（豊科南中学校）の実

施など 

108 青少年健全育成費 △560万１千円 成人式延期による減など 

112 図書館費 △607万３千円 図書館システム借上料の確定など 

114 スポーツ推進事業費 △646万９千円 スポーツ教室開催費の確定など 

 災害復旧費 

116 道路災害復旧事業 △500万円 事業費の確定による 

 参考 

118 
職員人件費 

（報酬・給料・手当・共済） 
△6,029万８千円 

報酬（△1,904万５千円） 

給料（△290万円） 

手当（△3,735万３千円） 

共済（△100万円） 

 

 

 

 



９ 

５ 繰越明許費 

 

次の事業については、年度内に事業が完了しない見込みのため繰越します。 

 

 

事  業  名 金  額 繰 越 理 由 

保育総務費 654万２千円 

国の補正予算により保育対策総合支援事業

補助金を受けて実施する事業であり、年度

内での事業完了が困難であるため 

担い手・集落支援事業 5,421万円 

国の補正予算により経営体育成支援事業補

助金を受けて実施する事業であり、年度内

での事業完了が困難であるため 

市道新設改良事業（交付金） １億 2,540万円 

国の補正予算により社会資本整備総合交付

金を受けて実施する事業であり、年度内で

の事業完了が困難であるため 

道路橋梁修繕事業（交付金） １億 5,310 万７千円 

国の補正予算により社会資本整備総合交付

金を受けて実施する事業であり、年度内で

の事業完了が困難であるため 

都市再生整備計画事業（明科駅周辺） ２億 6,267 万３千円 

都市構造再編集中支援事業費補助を受けて

実施する事業であり、年度内での事業完了

が困難であるため 

公園施設長寿命化事業 2,000万円 

国の補正予算により社会資本整備総合交付

金を受けて実施する事業であり、年度内で

の事業完了が困難であるため 

新総合体育館建設事業 20億 6,210万２千円 

国の補正予算により社会資本整備総合交付

金を受けて実施する事業であり、年度内で

の事業完了が困難であるため 

明北小学校施設改修事業 2,009万７千円 

国の補正予算により学校施設環境改善交付

金を受けて実施する事業であり、年度内で

の事業完了が困難であるため 

豊科南中学校施設改修事業 1,330万６千円 

国の補正予算により学校施設環境改善交付

金を受けて実施する事業であり、年度内で

の事業完了が困難であるため 

耕地災害復旧事業 ３億 3,201万円 

令和２年７月豪雨災害により耕地災害復旧

事業費補助金を受けて実施する事業（豊科

光、熊倉堰堤被災）であり、年度内での事

業完了が困難であるため 

 



１０ 

６ 債務負担行為 

 

以下のとおり、債務負担行為の補正を行います。 

 

１ 追加 

事業名 限度額 期間 設定を必要とする理由 

庁舎間メール便等業務 275万円 令和３年度まで 
来年度庁舎間メール便等運

行業務に係る契約のため 

コミュニティ FM市政情

報放送業務 
792万円 令和３年度まで 

来年度放送業務に係る契

約のため 

広報あづみの印刷業務 1,687万円 令和３年度まで 
来年度広報印刷業務に係

る契約のため 

明科総合福祉センター

エアコン更新事業 
8,806万円 令和３年度まで 

来年度エアコン更新業務

に係る契約のため 

穂高北部児童館敷地造成

工事 
4,020万６千円 令和３年度まで 

敷地造成工事の早期着手

のため 

空き店舗等活用促進事業 722万４千円 令和３年度まで 
事業補助の交付期間が複

数年となるため 

地域経済牽引企業工場

用地取得事業 
826万６千円 

令和３年度から 

令和４年度まで 

事業補助の交付期間が複

数年となるため 

指定管理によるかじか

の里公園管理業務 
1,989万６千円 

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 

聖火リレーセレモニー

会場等運営設営業務 
499万１千円 令和３年度まで 

来年度聖火リレー会場等

運営設営業務に係る契約

のため 

 

 

２ 変更 

事業名 
補正前 補正後 

変更の理由 
期間 限度額 期間 限度額 

新型コロナウイルス

予防接種券等印刷

発送業務 

令和３年

度まで 
278万９千円 補正前と同じ 498万９千円 

事業内容の変更

に伴う限度額の

見直しによる 

 

 



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 10号） 57,990,000 828,000 58,818,000 

    

安曇野市国民健康保険特別会計 

補正予算（第３号） 
9,895,430 △569,802 9,325,628 

安曇野市後期高齢者医療特別会計 

補正予算（第２号） 
1,375,021 △83,348 1,291,673 

安曇野市介護保険特別会計 

補正予算（第４号） 
9,616,144 △2,633 9,613,511 

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２号） 
1,037 2 1,039 

安曇野市有明山林財産区特別会計 

 補正予算（第２号） 
1,198 5 1,203 

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２号） 
1,084,696 △26,000 1,058,696 

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 21,986,157 △681,776 21,304,381 

総 計（一般会計+特別会計） 79,976,157 146,224 80,122,381 

 

 
   

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 △35,172 2,314,658 

収益的支出 1,906,127 △10,893 1,895,234 

資本的収入 269,319 △1,225 268,094 

資本的支出 1,738,950 △2,320 1,736,630 

安曇野市下水道事業会計 

 補正予算 

収益的収入 4,396,348 △36,015 4,360,333 

収益的支出 3,782,238 △42,676 3,739,562 

資本的収入 777,699 10,924 788,623 

資本的支出 2,532,549 △11,208 2,521,341 

 


