
１　補正予算議決日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

３　地 方 債 補 正

令和２年度羽幌町一般会計補正予算（第６号）の概要

令 和 2 年 6 月 12 日

補正前の額 補正後の額

6,797,000 7,894,149

今回補正額

56,461

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第６号 7,950,610

（追加） （単位：千円）

起債の目的

情報通信ネット
ワーク環境施設
整備事業債

限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法

普通貸借又
は証券発行

　5.0％以内（ただし利率見
直し方式で借り入れる政府
資金及び地方公共団体金融
機構資金について、利率の
見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

　25年以内（うち据置３年
以内）ただし据置期間及び
毎年度の償還期日は借入先
と協定するものとする。町
財政の都合により繰上償還
又は償還期限を短縮もしく
は低利に借換することがで
きる。

30,700



４．予算概要

（総括表） （単位：千円）

14款 国庫支出金 9,665 2款 総務費 0

介護保険事業費補助金 190 広報広聴事業 0

（介護予防広報支援事業分）

情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 5,415 3款 民生費 1,100

（小学校費国庫補助金） 地域福祉基金積立金 1,000

情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金
4,060 介護予防広報支援事業 100

（中学校費国庫補助金）

7款 商工費 3,200

17款 寄附金 1,000 新型コロナウイルス対策事業 3,200

民生費寄附金 1,000 （地方創生臨時交付金事業分）

18款 繰入金 15,096 9款 消防費 8,315

財政調整基金繰入金 15,096 避難所等感染防止対策事業 8,315

（地方創生臨時交付金事業分）

21款 町債 30,700

情報通信ネットワーク環境施設整備事業債 17,800 10款 教育費 43,846

（小学校債） 情報通信ネットワーク環境施設整備事業
25,366

情報通信ネットワーク環境施設整備事業債 12,900 （小学校費）

（中学校債） 情報通信ネットワーク環境施設整備事業 18,480

（中学校費）

56,461 56,461

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 広報広聴事業 臨時 0 90 ▲ 90

2.1.2

2 地域福祉基金積立事業 臨時 1,000 1,000

3.1.1

3 介護予防広報支援事業
臨時 100 100

3.1.4 　備品購入費

4 新型コロナウイルス対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 3,200 3,200

7.1.1

（事業一覧） （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要 臨･経 要求額
財　　　源　　　内　　　訳

　　通いの場の活動自粛下における介護予防のための広報支援事業とし
　て、高齢者向けリーフレット作成用プリンターを購入する。

　　介護保険事業費補助金（国庫補助金10/10事業）

　【　備　考　】
    当初予算　　　　　　0千円
　　変更後予算　　　　100千円
　　差引補正額　　　　100千円

商工振興費

　休業要請支援金
　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため北海道の「緊急事
　態措置」により休業等の対象事業者となり、休業要請に協力した飲食
　業を除く事業者に協力金を支給しようとするもの。

　　200千円×16件＝3,200千円

文書広報費

　財源更正

　　介護保険事業費補助金の対象となったことに伴う財源更正

　【　備　考　】
　　国庫補助金　　　　 90千円
    一般財源　　　 　△90千円
　　　計　　　　　　　　0千円

社会福祉費

　地域福祉基金積立金
　　福祉寄附金として収入した分を、寄附の趣旨に沿う形で運用するた
　め地域福祉基金へ積立する。

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　100千円
　　変更後予算　　　1,100千円
　　差引補正額　　　1,000千円

介護福祉費

5 避難所等感染防止対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 8,315 8,315

9.1.2

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　0千円
　　変更後予算　　　3,200千円
　　差引補正額　　　3,200千円

消防費

　避難所等感染防止対策事業
　　災害時における避難所等の感染症対策のため、当町の指定避難所８
　カ所分の資機材を整備し、災害備蓄品の充実を図るもの。

　〈消耗品費〉
　　・非接触式電子体温計　　　　　　　　   16個
　　・ハンドソープ　　　　　　　　　　　   80個
　　・ハンドソープ詰替え用（業務用）　　   20個
　　・ペーパータオル（200枚入）　　　 　  300パック
　　・ウエットティッシュ（除菌）      　   80個
　　・次亜塩素酸水溶液生成パウダー　　　    5個
　　・貯水タンク（50L　除菌液生成用）　　   5個
　　・簡易トイレ　　　　　　　　　　　　　 10個
　　・自動ラップ式トイレ専用消耗品（50回）　6個
　　・パーティション　　　　　　　　　　　100セット
　　・段ボールベッド　　　　　　　　　　　100セット
　　・送料　　　　　　　　　　　　　　　　100セット
　　・備蓄用マスク　　　　　　　　　 　68,000枚
　〈備品購入費〉
　　・自動ラップ式トイレ　　　　　　　　　　3台
　　・トイレ用テント　　　　　　　　　　　 10個

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　0千円
　　変更後予算　　　8,315千円
　　差引補正額　　　8,315千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

（事業一覧） （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要 臨･経 要求額
財　　　源　　　内　　　訳

6 情報通信ネットワーク環境施設整備事業 臨時 25,366 5,415 17,800 2,151

10.2.1

7 情報通信ネットワーク環境施設整備事業 臨時 18,480 4,060 12,900 1,520

10.3.1

経常 0 0 0 0 0 0

臨時 56,461 9,665 0 30,700 1,000 15,096

56,461 9,665 0 30,700 1,000 15,096合　　計

経常費計

臨時費計

学校管理費

　情報通信ネットワーク環境施設整備工事請負費
　　国が進める「GIGAスクール構想」に基づき、1人1台の端末整備と併
　せて実施するもので、校内のどこにいても高速の通信ネットワークが
　利用できるように無線LAN環境及び電源キャビネットを整備しようとす
　るもの。

　　16,800千円×1.1＝18,480千円

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　0千円
　  変更後予算　　 18,480千円
　　差引補正額　　 18,480千円

学校管理費

　情報通信ネットワーク環境施設整備工事請負費
　　国が進める「GIGAスクール構想」に基づき、1人1台の端末整備と併
　せて実施するもので、校内のどこにいても高速の通信ネットワークが
　利用できるように無線LAN環境及び電源キャビネットを整備しようとす
　るもの。

　　23,060千円×1.1＝25,366千円

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　0千円
　  変更後予算　　 25,366千円
　　差引補正額　　 25,366千円


