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令和２年度一般会計補正予算（専決第 1号）の概要等 
 

 

１ 令和２年度一般会計補正予算（専決第 1号）の編成方針等 

 

 

○ 基本事項 

令和２年度の最終補正とし、決算を踏まえた歳入の整理、及び歳出不執行額の整

理を中心として行うものとする。 

 

 

 

 

２ 補正予算見積状況 

 

 

 補正予算額         △７億７，３００万円 

補正前の予算額     ５８８億１，８００万円 
 

補正後の予算額     ５８０億４，５００万円 

 

 

 

 

（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 

△773,000 △178,807 △211,800 △464,575 82,182 

 

 



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 法人市民税現年課税分    △1,450万円 一般財源 歳入見込額による 

 地方譲与税 

14 地方揮発油譲与税 △396万２千円 一般財源 交付実績による 

14 自動車重量譲与税 △1,593万８千円 一般財源 交付実績による 

 配当割交付金 

14 配当割交付金 938万 5千円 一般財源 交付実績による 

 株式等譲渡所得割交付金 

16 株式等譲渡所得割交付金 3,558万１千円 一般財源 交付実績による 

 法人事業税交付金 

16 法人事業税交付金   △416万４千円 一般財源 交付実績による 

 地方消費税交付金 

16 地方消費税交付金 2,190万１千円 一般財源 交付実績による 

 ゴルフ場利用税交付金 

16 ゴルフ場利用税交付金 △311万４千円 一般財源 交付実績による 

 環境性能割交付金 

16 環境性能割交付金   △893万８千円 一般財源 交付実績による 

 地方交付税 

16 特別交付税 7,537万 2千円 一般財源 交付実績による 

 分担金及び負担金 

18 保育児童保育料 △540万３千円 
・認定こども園管理費      

・保育政策費 
保育料収入の実績による 

18 突発長時間保育料 △152万円 認定こども園管理費 
突発長時間保育収入の実

績による 



３ 

予算書 

ページ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

 使用料及び手数料 

18 
豊科南部総合公園テ

ニスコート使用料 
△145万円 

都市公園等維持管

理事業 
使用実績による 

20 戸籍住民基本台帳手数料 △297万２千円 
戸籍住民基本台帳

管理費 
証明書交付実績による 

 国庫支出金  

22 
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 
事業実績による 

22 
個人番号カード交付

事業費補助金 
△2,735万４千円 

戸籍住民基本台帳

管理費 
事業実績による 

22 

新型コロナウイルス

感染症対応地方創生

臨時交付金 

 
１億 6,288万２千円 

・本庁舎管理費 

・新生児特別定額給付

金給付事業 

・安曇野市子育て世帯

支援臨時給付金事業 

 など全 27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

れている左記事業等に対す

る臨時交付金） 

22 地域生活支援事業補助金 △625万 7千円 
・障がい者支援センタ

ー費             

・地域生活支援事業 
事業実績による 

22 
子育て世帯への臨時特

別給付金事業国庫補助

金 

△2,329万５千円 
子育て世帯臨時特

別給付金事業 
事業実績による 

22 
ひとり親世帯臨時特別

給付金事業国庫補助金 
△3,519万２千円 

ひとり親世帯臨時

特別給付金事業 
事業実績による 

22 
新型コロナウイルスワ

クチン接種体制確保事

業補助金 

△795万３千円 
ワクチン予防接種

事業 
事業実績による 

22 道路改良費補助金 △6,534万１千円 
社会資本整備総合

交付金事業 
事業実績による 

24 国民年金事務委託金 507万８千円 国民年金事務費 事務実績による 

 県支出金 

26 福祉医療給付事業補助金 △4,378万４千円 福祉医療費給付事業 事業実績による 



４ 

予算書 

ページ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

26 経営体育成支援事業補助金 △3,418万３千円 担い手支援事業 国の事業採択決定による 

26 森林健全化推進事業補助金 △2,558万１千円 松くい虫被害対策事業 事業実績による 

26 森林造成事業費補助金 △583万１千円 
市有林の造成及び

管理 
事業実績による 

26 

地域支えあいプラス

ワン消費促進事業補

助金 

△601万３千円 

・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 

事業実績による 

 寄附金 

28 ふるさと寄附金 7,024万６千円 ・寄附採納事務   寄附金額の実績による 

28 企業版ふるさと納税 300万円         ・認定こども園管理費 寄附申出による 

 繰入金  

30 財政調整基金繰入金 △１億 4,385万７千円 一般財源 財源調整による 

30 減債基金繰入金 △２億円 長期借入金償還元金 一般財源による財源振替 

30 公共施設整備基金繰入金 △６千万円 

・認定こども園管理費         

・市道新設改良事業  

・事務局費     

・穂高幼稚園運営費 

一般財源による財源振替 

30 地域振興基金繰入金 △661万２千円 

・秘書・渉外       

・協働のまちづくり推進事 

業          

・区等地域力向上事業   

・中央公民館事業費 

充当先事業費の確定による 

30 入学準備金貸付基金繰入金 △336万円 事務局費 充当先事業費の確定による 

30 ふるさと寄附基金繰入金 △２億 2,229万２千円 

・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 

新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金による

財源振替など 

※振替事業：安曇野市子育て世

帯支援臨時給付金事業 



５ 

予算書 

ページ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

30 福祉基金繰入金 △2,750万円 
・新生児特別定額給

付金給付事業 

新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金による

財源振替 

 諸収入 

32 派遣職員給与費負担金 1,589万２千円 一般管理費 
派遣職員給与費の確定に

よる 

32 建物総合損害共済金 977万４千円 

・ファインビュー室山

運営事業    

・ほりでーゆ～運営

事業 

共済金額の確定による 

34 資源売却代 △853万６千円 

・清掃費      

・ごみ減量化再利用

対策事業     

・リサイクルセンタ

ー管理運営事業    

資源売却実績による 

34 スポーツ振興くじ助成金 △702万１千円 観光イベント事業 
安曇野ハーフマラソン大

会中止による 

 市債 

36 旧合併特例事業債 △1億 1,160万円 

・財産管理費    

・勤労者福祉事業 

押野集会施設及び勤労者福

祉センターの解体事業費確

定による   △770万円 

公立認定こども園

整備費 

公立認定こども園（明科南、

たつみ）整備費等の確定に

よる △6,680万円 

児童館整備事業 
穂高北部児童館整備費（設

計等）の確定による 

△220 万円 

水道事業 
豊科・明科地域整備事業費

（令和２年度分）の確定に

よる △90万円 

施設管理整備事業 

かじかの里トイレ整備費

（設計等）の確定による 

△60万円 

・市道新設改良事業 

・社会資本整備総合

交付金事業 

道路改良等の事業費確定

による 

△3,240万円  

消防施設維持整備

事業 

消防団詰所更新・統廃合事業

費（第６分団１部、第３部）

の確定による △100万円 



６ 

予算書 

ページ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

36 公共事業等債 △10億 420万円 

社会資本整備総合

交付金事業 

道路整備事業等（３月補正

分）について、起債事業確

定による防災・減災・国土

強靭化緊急対策事業債への

変更など △7,770 万円 

都市再生整備計画

事業（都市整備分） 

都市再生整備計画事業(明

科駅周辺）費の確定による 

△4,770万円 

都市公園等維持管

理事業 

公園施設長寿命化事業（３

月補正分）について、起債

事業確定による防災・減

災・国土強靭化緊急対策事

業債への変更 △900万円 

新総合体育館建設

事業 

新総合体育館建設事業（３

月補正分）について、起債

事業確定による防災・減

災・国土強靭化緊急対策事

業債への変更 

△８億 6,980万円 

36 
防災・減災・国土強靭

化緊急対策事業債 

９億 3,300万円 

  

社会資本整備総合

交付金事業 

道路整備事業等（３月補正

分）について、起債事業確

定による公共事業等債から

の変更 3,790万円 

都市公園等維持管

理事業 

公園施設長寿命化事業（３

月補正分）について、起債

事業確定による公共事業等

債からの変更 900 万円 

新総合体育館建設

事業 

新総合体育館建設事業（３

月補正分）について、起債

事業確定による公共事業等

債からの変更 

８億 6,850万円 

・小学校施設改修事

業        

・中学校施設改修事業 

小中学校施設改修事業（３

月補正分）について、起債

事業確定による学校教育施

設等整備事業債からの変更 
※明北小学校、豊科南中学校 

1,760 万円 

36 
学校教育施設等整備

事業債 
△1,890万円 

・小学校施設改修事

業        

・中学校施設改修事業 

小中学校施設改修事業（３月補

正分）について、起債事業確定

等による防災・減災・国土強靭

化緊急対策事業債への変更 

※明北小学校、豊科南中学校 

△1,890万円 



７ 

予算書 

ページ 
歳 入 科 目 増(減)額 充当先事業 主 な 内 容 

36 減収補塡債 １億 2,659万４千円 一般財源 

新型コロナウイルス感染症

の影響により減収となった

たばこ税等への補塡財源に

対する借入        

※交付税算入あり 

 

 

 

 

 

 

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 

38 議会費 △565万円 
新型コロナウイルス感染拡大によ

る研修・視察の中止などによる 

 総務費 

40 寄附採納事務 5,233万７千円 
ふるさと寄附基金積立金の確定な

どによる 

40 職員管理 △1,644万円 職員諸手当の確定などによる 

42 公用車管理費 △829万９千円 公用車燃料費等の確定による 

48 税務総務費 △3,263万２千円 
法人税中間申告による還付金の確定

等による 

48 戸籍住民基本台帳管理費 △2,882万８千円 
個人番号カードの交付等に伴う委

託作業経費の確定などによる 

 民生費 

52 福祉医療費給付事業 △7,347万６千円 福祉医療費の給付確定などによる 

52 障がい者支援事業 △3,371万３千円 障害福祉サービス費等の確定による 

54 国保会計繰出金 △1,760万１千円 
国民健康保険特別会計繰出金額の

確定による 

58 介護保険対策費 △3,675万９千円 
介護保険特別会計繰出金額の確定

などによる 



８ 

予算書 

ページ 
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

60 子育て世帯臨時特別給付金事業 △2,329万５千円 特別給付金支給額の確定などによる 

60 ひとり親世帯臨時特別給付金事業 △3,519万２千円 特別給付金支給額の確定などによる 

62 公立認定こども園整備費 △2,309万円 
認定こども園（明科南、たつみ、

上川手）整備費の確定による 

62 保育政策費 △5,334万３千円 
子どものための教育・保育給付費

負担金額の確定などによる 

64 認定こども園管理費 △１億 1,843万７千円 保育士報酬額の確定などによる 

66 生活保護総務費 △4,334万５千円 生活保護扶助費の確定などによる 

 衛生費 

68 成人検診事業 △979万６千円 検診実績による 

70 ワクチン予防接種事業 △1,628万９千円 
ワクチン接種コールセンター業務

委託費の確定など 

70 妊婦・乳児一般健康診査事業 △1,105万３千円 妊婦健康診査実績による 

74 清掃費 △710万４千円 
ごみ収集運搬委託費の確定などに

よる 

 労働費 

78 勤労者福祉事業 △290万４千円 
勤労者福祉センター除却費の確定

による 

 農林水産業費 

80 消費拡大対策事業 △246万２千円 
農家通販サイト出店手数料補助費

の確定などによる 

82 ほりで－ゆ～運営事業 △228万７千円 
ほりで－ゆ～四季の郷改修工事費

の確定などによる 

82 担い手支援事業 △3,446万６千円 
経営体育成支援事業（国の採択）

による交付対象者確定などによる 



９ 

予算書 

ページ 
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

84 松くい虫被害対策事業 △1,168万５千円 
松枯損木伐倒処理委託費の確定な

どによる 

84 間伐対策事業 △213万２千円 森林造成事業補助金額の確定による 

86 土地改良施設維持管理適正化事業 △240万円 
土地改良区建設負担金額の確定に

よる 

86 公共施設等適正管理推進事業 △223万３千円 農道舗装工事の事業費確定による 

 商工費 

88 工業振興事業 ４億 1,485万１千円 

産業団地造成事業の工事費精算に

対する産業団地特別会計繰出金な

ど ※繰出分については、土地売却収入

により令和３年度一般会計補正予算（第 2

号補正）にて補塡 

88 市制度資金貸付事業 △1,646万円 
制度資金保証料補給金の確定など

による 

88 
新型コロナウイルス感染症対

策事業 
△1,274万円 

プレミアム付商品券事業費の確定

などによる 

90 
新型コロナウイルス感染症対

策宿泊施設関連支援事業 
△1,054万４千円 

ホテル・ペンション宿泊補助券事

業費の確定による 

 土木費 

94 除雪対策費 △2,142万４千円 除雪の実施実績による 

96 市道新設改良事業 △3,518万円 

市道新設改良事業（合併特例事業

債）における物件移転補償等、事

業実績による 

96 社会資本整備総合交付金事業 △9,113万３千円 
道路改良における工事請負費等、

事業実績による 

96 河川総務費 △1,389万３千円 
内水対策事業費（令和２年度分）

の確定による 

98 
都市再生整備計画事業（都市整

備分） 
△4,660万４千円 

都市再生整備計画事業(明科駅周

辺）費（令和２年度分）の確定に

よる 



１０ 

予算書 

ページ 
事  業  名 増(減)額 主 な 内 容 

 消防費 

100 災害対策費  △1,427万８千円 
自主防災組織防災活動支援補助金

等、事業費の確定による 

 教育費  

102 事務局費 △1,171万２千円 

児童生徒各種大会等出場者補助や

入学準備金貸付補助など、各事業

費の確定による 

102 学校バス運行事業 △1,617万１千円 スクールバス運行業務実績等による 

104 小学校総務管理費 △2,868万４千円 
市内小学校における光熱水費な

ど、管理実績による 

106 中学校総務管理費 △1,984万２千円 
市内中学校における光熱水費な

ど、管理実績による 

108 穂高幼稚園運営費 △984万２千円 報酬等、運営実績による 

110 交流学習センター等管理費 △1,397万２千円 
市内交流学習センターにおける光

熱水費など、管理実績による 

 災害復旧費 

116 林道災害復旧事業 △531万３千円 
林道（舟ヶ沢線）災害復旧費の確

定による 

 公債費 

118 長期借入金償還元金 △2,079万２千円 償還元金の確定による 

118 長期借入金償還利子 △2,996万５千円 償還利子の確定による 

 参考   

121 
一般職員人件費 

（報酬・給料・手当・共済） 
△１億 6,259万１千円 

報酬（△１億 1,586万９千円） 

給料（△467万２千円） 

手当（△3,957万２千円） 

共済（△247万８千円） 
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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。 

 

１ 追加 

事  業  名 金  額 繰 越 理 由 

市民総務費 113万３千円 

戸籍法等改正に伴う住民基本台帳システム

の改修について、国の予算が繰越されたこ

と等、年度内での事業完了が困難となった

ため 

 

 

 

 

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 

令和３年（行コ）第 14

号固定資産評価審査決

定取消請求控訴事件 

委託事務の処理に

あたる報酬及び調

停費用 

事件結果が判明する日まで 結審に複数年を要するため 

指定管理による三郷やす

らぎ空間施設管理業務 
446万５千円 

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 

指定管理による安曇野

市豊科安曇野の里自然

活用村施設（プラザ安曇

野１階西）管理業務 

384万円 
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 

 

 

 

 

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

スワクチン接種コ

ールセンター業務 

令和３年度

まで 
4,414万２千円 補正前と同じ 4,880万６千円 

事業内容の変更

に伴う限度額の

見直し 

地域経済牽引企業

工場用地取得事業 

令和３年度

から   

令和４年度

まで 

826万６千円 補正前と同じ 840万円 

事業内容の変更

に伴う限度額の

見直し 
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【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（専決第 1号） 58,818,000 △773,000 58,045,000 

    

安曇野市国民健康保険特別会計 

補正予算（専決第 1号） 
9,325,628 △78,007 9,247,621 

安曇野市後期高齢者医療特別会計 

補正予算（専決第 1号） 
1,291,673 △577 1,291,096 

安曇野市介護保険特別会計 

補正予算（専決第 1号） 
9,613,511 △68,809 9,544,702 

安曇野市上川手山林財産区特別会計 

 
2,901  2,901 

安曇野市北の沢山林財産区特別会計 

  
1,039  1,039 

安曇野市有明山林財産区特別会計 

  
1,203  1,203 

安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計 

  
1,011  1,011 

安曇野市穂高山林財産区特別会計 

  
1,017  1,017 

安曇野市産業団地造成事業特別会計 

 補正予算（専決第 1号） 
1,058,696 △8,218 1,050,478 

安曇野市有明荘特別会計 

補正予算（専決第 1号） 
7,702 △1,063 6,639 

特別会計合計 21,304,381 △156,674 21,147,707 

総 計（一般会計+特別会計） 80,122,381 △929,674 79,192,707 

 

 
   

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 2,314,658  2,314,658 

収益的支出 1,895,234  1,895,234 

資本的収入 268,094  268,094 

資本的支出 1,736,630  1,736,630 

安曇野市下水道事業会計 

 補正予算 

収益的収入 4,360,333  4,360,333 

収益的支出 3,739,562  3,739,562 

資本的収入 788,623  788,623 

資本的支出 2,521,341  2,521,341 

 


