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議案第 60 号 

 

令和４年度 安曇野市一般会計補正予算（第２号）について 

 

（補正予算の要旨） 

 今回の補正予算は、原油・物価高騰の影響を鑑み、市民の負担を軽減するための経

費について、追加の補正予算をお願いするものです。 

 

議案書により説明します。 

 

（提出議案の説明） 

令和４年度安曇野市一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正）  

第１条 歳入歳出予算の総額に 歳入歳出それぞれ６億 700 万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 432 億 7,900 万円とする。 

２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  款・項別の金額や主な増減要素については、（後ほど）２ページからの第１表に

沿ってご説明いたします。 

本日提出 市長名です。 

 

[説明事項] 

それでは、２ページをお願いします。予算額の増減につきまして、その主な内容を

第１表「歳入歳出予算補正」でご説明いたします。 

 

それではまず歳入からであります。 

 

(事項別明細書は予算説明書の 10 ページからとなります。) 

15 款 国庫支出金 は、５億 5,415 万 5 千円の増額です。 

 主な項目としては、 

１項 国庫負担金で、7,205 万 9 千円の増額です。 

   「新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金」の増額です。 
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 ２項 国庫補助金で、４億 8,209 万 6 千円の増額です。 

   「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」（２億 8,754 万 7 千円）

の計上などが主なものです。 

 

16 款 県支出金 は、246 万 8 千円の増額です。 

 ２項 県補助金で、全額「産地パワーアップ事業」の増額です。 

 

19 款 繰入金 は、5,037 万 7 千円の増額です。 

２項 基金繰入金で、財源調整のため「財政調整基金繰入金」からの繰り入れです。 

 

以上が歳入の概要です。 

 

続きまして、３ページをお願いします。歳出であります。 

 

（事項別明細書は予算説明書の 12 ページからとなります。） 

３款 民生費 は、２億 177 万 3 千円の増額です。 

 

１項 社会福祉費で、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、住民税非

課税の世帯に対し給付金を支給する「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

給付事業」（１億 9,454 万 9 千円）の増額です。 

 

２項 児童福祉費で、認定こども園や私立認定こども園、認可外保育等において、

食材費高騰に伴う給食メニューへの影響を鑑み、栄養価を下げないおいしい給食の

提供が継続できるよう支援を行うため、「認定こども園給食運営費」（722 万 4 千円）

の増額です。 

  

（事項別明細書は予算説明書の 14 ページからとなります。） 

４款 衛生費 は、１項 保健衛生費で 7,205 万 9 千円の増額です。 

全額、新型コロナワクチン４回目の追加接種に伴う「ワクチン予防接種事業」の増

額です。 

 

（事項別明細書は予算説明書の 16 ページからとなります。） 

６款 農林水産業費 は、１項 農業費で 246 万 8 千円の増額です。 

全額、産地パワーアップ事業補助金に伴う「農業生産振興費」の増額です。 
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（事項別明細書は予算説明書の 18 ページからとなります。） 

７款 商工費 は、１項 商工費で、３億 1,327 万 9 千円の増額です。 

全額、燃料費高騰対策支援として事業者に対し燃料高騰分を補助する「新型コロナ

ウイルス感染症対策事業」の増額です。 

 

（事項別明細書は予算説明書の 20 ページからとなります。） 

10 款 教育費は、1,742 万 1 千円の増額です。 

１項 教育総務費で、1,721 万 4 千円の増額、 

 ４項 幼稚園費で、20 万 7 千円の増額です。 

 先ほど３款民生費で認定こども園等への給食費支援についてご説明させていただき

ましたが、市内小中学校、幼稚園も同様に支援するものです。 

 

以上が歳出の概要です。 
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議案第 61 号 

 

 令和４年度 安曇野市消防団小型動力ポンプ付積載車及び指揮広報車の購入に係る

売買契約についてご説明いたします。 

 

 令和４年度安曇野市消防団小型動力ポンプ付積載車及び指揮広報車の購入について、

下記のとおり売買契約を締結するため、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条

第１項第８号及び安曇野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成 17 年安曇野市条例第 48 号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１契約の目的   令和４年度 安曇野市消防団小型動力ポンプ付積載車及び指

揮広報車の購入 

２契約の方法   指名競争入札 

３契約金額    ３０，６４８，８３０円 

４契約の相手方  松本市石芝４丁目４番２７号 

         コバボーシステム株式会社 

         代表取締役 宮 下
みやした

 進
すすむ

 

 

本日提出、 市長名であります。 
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議案第 62 号 

 

 令和４年度 凍結防止剤散布車購入に係る売買契約について、ご説明いたします。 

 

 令和４年度凍結防止剤散布車購入について、下記のとおり売買契約を締結するため、

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項第８号及び安曇野市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 17 年安曇野市条例第 48

号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１契約の目的   令和４年度 凍結防止剤散布車購入 

２契約の方法   指名競争入札 

３契約金額    ２３，７６０，０００円 

４契約の相手方  長野県安曇野市堀金三田４１３４ 

         甲信イシコ株式会社 

         代表取締役 猿田
さるた

 実
みのる

 

 

本日提出 市長名であります。 
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議案第 63 号 

 

 令和４年度 安曇野市営住宅穂高団地（23 号から 34 号）改修工事請負契約につい

て、ご説明いたします。 

 

 令和４年５月 30 日一般競争入札に付した令和４年度安曇野市営住宅穂高団地（23

号から 34 号）改修工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法

(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第１項第５号及び安曇野市議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 17 年安曇野市条例第 48 号)第２条の規

定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１契約の目的   令和４年度 安曇野市営住宅穂高団地（23 号から 34 号）改修

工事 

２契約の方法   一般競争入札 

３契約金額    ２４２，０００，０００ 円 

４契約の相手方  長野県安曇野市穂高５０７１番地２ 

         武井・横山特定建設工事共同企業体 

         代表 株式会社 武井組 

         代表取締役 等々力
とどりき

 充
みつる

 

 

本日提出、 市長名であります。 
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議案第 64 号 

 

 令和４年度債務負担行為 三郷西部認定こども園建設事業 建築主体工事請負契約に

ついて、ご説明いたします。 

 

 令和４年６月７日一般競争入札に付した令和４年度債務負担行為三郷西部認定こど

も園建設事業建築主体工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自

治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第１項第５号及び安曇野市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 17 年安曇野市条例第 48 号)第２条

の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１契約の目的   令和４年度債務負担行為 三郷西部認定こども園 建設事業 

建築主体工事 

２契約の方法   一般競争入札 

３契約金額    ５１７，０００，０００ 円 

４契約の相手方  長野県安曇野市三郷温３３５０番地 

         山共建設株式会社  

         代表取締役 降 幡
ふりはた

 真
まこと

 

 

本日提出、 市長名であります。 

 


