
１　補正予算議決日 令和３年２月２日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

３　繰越 許費

令和２年度羽幌町一般会計補正予算（第14号）の概要

補正前の額 補正後の額

6,797,000 8,599,049

今回補正額

83,142

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第14号 8,682,191

（単位：千円）

款 項 事業名

4　衛生費 1　保健衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種事業

7 商工費 1　商工費 サンセットプラザ施設管理事業

13,727

4,114

金額

（単位：千円）

款 項 事業名

4　衛生費 1　保健衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種事業

7 商工費 1　商工費 サンセットプラザ施設管理事業

13,727

4,114

金額



４　予算概要

【 一般会計 】 （単位：千円）

14款 国庫支出金 16,910 2款 総務費 10,400

衛生費国庫補助金
自治振興費
(ハイヤー運行支援事業) 1,400

保健衛生費国庫補助金
(新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金) 16,910 (バス車両維持管理支援事業) 9,000

18款 繰入金 66,232 4款 衛生費 18,110

(まちづくり事業基金繰入金) 7,081
健康センター運営費
(新型コロナウイルスワクチン接種事業) 18,110

(財政調整基金繰入金) 59,151

7款 商工費 14,603
商工振興費
(飲食・旅館業等事業継続支援事業) 1,900

(中小企業振興資金利子補給事業) 5,369
観光費
(サンセットプラザ施設管理事業) 7,081

(施設等感染防止対策事業) 253

8款 土木費 40,029
道路維持費
(除排雪事業) 40,029

83,142 83,142

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 ハイヤー運行支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 1,400 1,400

2.1.8

2 バス車両維持管理支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 9,000 9,000

2.1.8

3 新型コロナウイルスワクチン接種事業 臨時 18,110 16,910 1,200

4.1.2

自治振興費

　運行支援金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けながら
も、従業員及び利用者の感染防止に努めながら運行しているハ
イヤー事業者を支援する。
　200千円×7台＝1,400千円
　
　【　備　考　】
　変更後予算額　 　2,800千円
　変更前予算額　 　1,400千円
　補正予算額　　   1,400千円

自治振興費

　運行支援金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、乗客数
の減少により経営にも影響を受けていることから、バス車両の
維持管理費の一部を支援することによりバス運行事業者の事業
継続、住民の交通手段の維持・確保を図るための増額補正。
（皆増）
　600千円×15台＝9,000千円
　
　【　備　考　】
　変更後予算額　 　9,000千円
　変更前予算額　 　　　0千円
　補正予算額　　   9,000千円

健康セン
ター運営
費  新型コロナウイルスワクチン接種を実施する体制を確保するた

めに必要な経費の増額補正。(皆増）

　・旅費　            128千円
　・需用費　        1,675千円
　・役務費　        1,317千円
　・委託料　　　　 12,915千円
　・使用料及び賃借料 　72千円
　・工事請負費　　　1,403千円
　・備品購入費　　　　600千円

合計 18 110千円

【 一般会計 】（事業一覧） （単位：千円）

No款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

4 飲食・旅館業等事業継続支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 1,900 1,900

7.1.1

5 中小企業振興資金利子補給事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 5,369 5,369

7.1.1

6 サンセットプラザ施設管理事業 臨時 7,081 7,081

7.1.2

　　合計　　　　　 18,110千円

　サンセットプラザ浴場設備改修工事請負費
　故障により機能不全となった温泉設備機器及び故障の恐れが
高い温泉設備機器の取替工事経費の増額補正。（皆増）

　・温泉水循環ポンプモーター取替工事
　・脱衣所換気設備取替工事
　・大浴場換気設備取替工事
　・一式　7,081千円

商工振興費

　負担金補助及び交付金
　町内飲食業等事業者に対し、継続して事業を行うためカラオ
ケ機器等のリース代の一部を支援するための経費の増額補正。
　
　100千円×19店＝1,900千円

商工振興費

　負担金補助及び交付金
　中小企業者が借り入れている特別融資制度に係る利子につい
て、利子補給率2.0パーセント以内の利息について上乗せ補給す
るための経費の増額補正。（皆増）
　
　【　備　考　】
　変更後予算額　 　5,369千円
　変更前予算額　 　　　0千円
　補正予算額　　   5,369千円

観光費



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】（事業一覧） （単位：千円）

No款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

7 施設等感染防止対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 253 253

7.1.2

8 除排雪事業 臨時 40,029 40,029

8.2.2

経常 0 0 0 0 0 0
臨時 83,142 16,910 0 0 7,081 59,151

83,142 16,910 0 0 7,081 59,151

　備品購入費
　いきいき交流センター及びバラ園トイレに足踏み式消毒液ス
タンドを17台設置するための経費の増額補正。

　13,500円×17台×1.1＝252,450円

土木費

　除雪委託料
　市街・原野地区除排雪業務委託料について、除排雪作業の稼
働時間が当初の設計時間を超える見込であることによる増額補
正。
　
　【　備　考　】
　変更後予算額　 177,419千円
　変更前予算額　 137,390千円
　補正予算額　　  40,029千円

臨時費計
合　　計

経常費計

観光費


