
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７号）の概要

令 和 2 年 7 月 10 日

補正前の額 補正後の額

6,797,000 7,950,610

今回補正額

427,691

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第７号 8,378,301

（追加） （単位：千円）

起債の目的

高度無線環境整
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）

　12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。

111,300



４．予算概要

（総括表） （単位：千円）

14款 国庫支出金 241,891 2款 総務費 301,092

公立学校情報機器整備費補助金 1,084 施設等感染防止対策事業 1,303

公立学校情報機器整備費補助金 668 光ファイバ整備事業 185,400

学校保健特別対策事業費補助金 6,575 光ファイバ運営経費支援事業 85,000

教育支援体制整備事業費補助金 726 都市間バス運行支援事業 25,672

公立学校情報機器整備費補助金 217 高速船臨時便運航支援事業 2,317

地方創生臨時交付金 232,621 ハイヤー運行支援事業 1,400

20款 諸収入 2,500 3款 民生費 2,400

雑入 2,500 子育て支援応援給付金事業 2,400

21款 町債 111,300 4款 衛生費 776

高度無線環境整備事業債 111,300 施設等感染防止対策事業 776

6款 農林水産業費 29,600

水産業支援事業 15,700

農林漁業者支援給付金支給事業 13,900

漁港利用料支援事業 0

7款 商工費 45,327

消費活性化対策事業 36,296

宿泊者限定クーポン券事業 9,031

新型コロナウイルス対策事業 0

9款 消防費 0

避難所等感染防止対策事業 0

10款 教育費 46,295

18款 繰入金 72,000 家庭学習用機器整備事業（高校） 1,893

財政調整基金繰入金 72,000 遠隔学習機能強化事業（小学校） 204

サポーター配置支援事業（小学校） 1,010

オンライン学習システム導入事業（小学校） 8,004

施設等感染防止対策事業（小学校） 4,202

学校保健特別対策事業（小学校） 6,000

家庭学習用機器整備事業（小学校） 540

遠隔学習機能強化事業（中学校） 90

サポーター配置支援事業（中学校） 600

オンライン学習システム導入事業（中学校） 4,366

施設等感染防止対策事業（中学校） 6,191

学校保健特別対策事業（中学校） 4,000

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出



家庭学習用機器整備事業（中学校） 350

遠隔学習機能強化事業（高校） 54

サポーター配置支援事業（高校） 390

オンライン学習システム導入事業（高校） 1,026

施設等感染防止対策事業（高校） 251

学校保健特別対策事業（高校） 3,000

マスク等購入事業 510

オンライン講座用機器整備事業 347

施設等感染防止対策事業（公民館） 1,893

施設等感染防止対策事業（体育館） 1,006

図書館パワーアップ事業 330

施設等感染防止対策事業（社会教育施設） 38

13款 諸支出金 2,201

会計年度任用職員人件費 2,201

427,691 427,691　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 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 1,303 1,303

2.1.1

2 光ファイバ整備事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 185,400 111,300 74,100

2.1.6

3 光ファイバ整備事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 85,000 85,000

2.1.6

一般管理費

　消耗品の購入、施設の修繕及び備品の購入
　　公共施設等における来庁者や職員の感染予防対策のほか、感染者が
　発生した場合の感染拡大防止対策として消毒液や噴霧器、防護服を購
　入するほか、庁舎内水道の手回し式蛇口をレバー式に交換し感染予防
  対策を施すもの。また、来客スペースや会議室等における飛沫感染予
　防として隔壁用パーテーションを購入する。

　　消耗品費　　一式　546千円
　　修繕料（庁舎・議会棟水道蛇口 58カ所）　一式　473千円
　　備品購入費　一式　284千円

　　【　備　考　】
　　　当初予算額　　　　　 0千円
　　　変更後予算額　　 1,303千円（皆増）
      差引補正額　　　 1,303千円

企画費

　光ファイバ整備事業負担金
　　「ＧＩＧＡスクール構想」及び「スマート農業」等に向けた基盤整備
　を図るため、光ファイバを整備する事業者に対し、整備費の一部を支援
　する。

　　光ファイバ整備事業負担金　一式　185,400千円

　【　備　考　】
　　当初予算額　　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　 185,400千円（皆増）
　　差引補正額　　　 　185,400千円

企画費

　光ファイバ整備事業負担金
　　「ＧＩＧＡスクール構想」及び「スマート農業」等に向けた基盤整備
　を図るため、光ファイバを整備する事業者に対し、整備費の一部を支援
　する。

　　光ファイバ整備事業負担金　一式　85,000千円

　【　備　考　】
　　当初予算額　　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　  85,000千円（皆増）
　　差引補正額　　　 　 85,000千円

（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

4 都市間バス運行支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 25,672 25,672

2.1.8

5 高速船臨時便運航支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 2,317 2,317

2.1.8 　負担金補助及び交付金（運航支援金）
　　新型コロナウイルス感染拡大防止のための高速船増便運航への支援。

　　羽幌～天売　往来予想1,297人×割引料金 1,240円
　　羽幌～焼尻　往来予想　843人×割引料金　 840円

　　【　備　考　】
　　　当初予算額　　　　　 0千円
　　　変更後予算額　　 2,317千円（皆増）
      差引補正額　　　 2,317千円

自治振興費

　負担金補助及び交付金（運行支援金）
　　新型コロナウイルスの感染拡大の大きな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、都市間バスを運行しているバ
　ス事業に対し、町民の都市間の移動手段を支える公共交通事業者を支
  援する。

　　燃料代相当 7千円×2,074便、感染防止対策費 3千円×3,718便

　　【　備　考　】
　　　当初予算額　　　　　 0千円
　　　変更後予算額　　25,672千円（皆増）
      差引補正額　　　25,672千円

自治振興費



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 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

7 民生費 子育て支援応援給付金事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 2,400 2,400

3.2.1

8 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 776 776

4.1.2

　負担金補助及び交付金（運行支援金）
　　新型コロナウイルスの感染拡大の大きな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。

　　車両台数 7台×200千円

　　【　備　考　】
　　　当初予算額　　　　　 0千円
　　　変更後予算額　　 1,400千円（皆増）
      差引補正額　　　 1,400千円

　子育て支援応援給付金
　　特別定額給付金の対象とならない子育て世帯に対し、新生児１人当
　たり10万円の応援金を給付することで、新型コロナウイルス感染症の
　拡大に伴う外出自粛により受けた経済的及び精神的な負担の軽減を図
  る。

　　6月末現在母子手帳交付者　20名×100千円＝2,000千円
　　7月以降対象予定者　　　　 4名×100千円＝　400千円

　　【　備　考　】
　　　当初予算額　　　　　 0千円
　　　変更後予算額　　 2,400千円（皆増）
      差引補正額　　　 2,400千円

衛生費

　すこやか健康センター玄関扉修繕料
　　健康福祉に関する業務施設であり、健康増進事業や子育て事業を行
　っている「すこやか健康センター」の手動扉を自動扉にすることで、
　ドアノブに直接手を触れずに開けることが可能となり、新型コロナウ
　イルス感染症拡大の防止を図る。

　　修繕一式　705千円×1.1＝775.5千円

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　 0千円
    変更後予算額　　　 　776千円（皆増）
　　差引補正額　　　　 　776千円

自治振興費

9 水産業支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 15,700 15,700

6.3.1

10 農林漁業者支援給付金給付事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 13,900 13,900

6.3.1

農林水産業費

　水産業支援事業補助金
　　新型コロナウイルス感染症拡大による外食需要の減少や経済活動の
　停滞等により影響を受けている漁業者の雇用及び事業を維持するため、
　経営規模に応じて定額の経営継続補助金を支給するとともに、各漁業
　者に対して経営維持に向けた各種の指導を行う漁業協同組合に補助金
　として支給する。

　　個人漁業者　132件×100千円
　　法人漁業者　 11件×200千円
　　経営指導事務費　　 300千円

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　15,700千円（皆増）
　　差引補正額　　　　15,700千円

農林水産業費

　農林漁業者支援給付金
　　新型コロナウイルス感染症拡大による外食需要の減少や経済活動の
　停滞等により影響を受けている農林漁業者のうち、経営の維持及び安
　定のための資金を借り入れた者に対し、その借入金の一部を給付金と
　して助成するもの。

　　個人（借入額の10％以内、　500千円限度） 1体×  500千円
　　法人（借入額の10％以内、1,000千円限度） 3体×  800千円
    法人（借入額の10％以内、1,000千円限度）11体×1,000千円
　　合計　13,900千円

　【　備　考　】
　　現行予算　　　　　 1,500千円
　　変更後予算額　　　15,400千円
　　差引補正額　　　　13,900千円



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

11 漁港利用料支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 0 264 ▲ 264

6.3.1

12 消費活性化対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 36,296 36,296

7.1.1

13 宿泊者限定クーポン券事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 9,031 6,531 2,500

7.1.1

14 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 0 3,200 ▲ 3,200

7.1.1

　財源更正

　　地方創生臨時交付金対象事業となったことによる財源更正

　【　備　考　】
　　国庫補助金　　　　　 264千円
　　一般財源　　　　　 △264千円
　　　計　　　　　　　　　 0千円

商工振興費

　消費活性化対策事業（町民用クーポン券の配布）
　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の影響による地域経済の
  収縮による町内事業者の甚大な影響に鑑み、地域経済の活性化を目的
　として消費活性化クーポン券を全町民に交付しようとするもの。

　　報償費 34,000千円、需用費 696千円、役務費 1,600千円

　　【　備　考　】
　　　当初予算額　　　36,219千円
　　　変更後予算額　　72,515千円
      差引補正額　　　36,296千円

商工費

　宿泊者限定クーポン券事業
　　町内宿泊施設の宿泊者に、町内各商店及び飲食店等で使用できるプ
  レミアム付クーポン券を配布し、地域経済の活用化を図ろうとするも
　の。（クーポン売上金 2,500千円）

　　報償費 7,500千円、需用費 248千円、役務費 1,283千円

　　【　備　考　】
　　　当初予算額　　　　　 0千円
　　　変更後予算額　　 9,031千円（皆増）
      差引補正額　　　 9,031千円

商工費

　財源更正

農林水産業費

15 避難所等感染防止対策事業 臨時 0 8,315 ▲ 8,315

9.1.2

16 家庭学習用機器整備事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 1,893 1,893

10.1.4

教育振興費

　学習用端末等備品購入費
　　羽幌高校における学習支援体制の充実を図るため、Wi-Fi環境が整っ
　ていない家庭に対して、学習用端末及び通信機器（モバイルルーター）
　の貸与を行うため、その機器を購入するもの。

　　生徒用タブレット端末 40台
　　教員用タブレット端末  1台
　　モバイルルーター　　 10台

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　 　0千円
    変更後予算　　　　　 1,893千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 1,893千円

　　地方創生臨時交付金対象事業となったことによる財源更正

　【　備　考　】
　　国庫補助金　　　　 3,200千円
　　一般財源　　　 　△3,200千円
　　　計　　　　　　　　　 0千円

消防費

　財源更正

　　地方創生臨時交付金対象事業となったことによる財源更正

　【　備　考　】
　　国庫補助金　　　　 8,315千円
　　一般財源　　　 　△8,315千円
　　　計　　　　　　　　　 0千円



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

17  遠隔学習機能強化事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 204 44 160

10.2.1

18  サポーター配置支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 経常 1,010 500 510

10.2.1

19 学校管理費オンライン学習用システム導入事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 8,004 8,004

10.2.1

20 学校管理費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 4,202 4,202

10.2.1

　学校ＩＣＴ環境構築支援業務委託料（小学校分）
　　学校におけるＩＣＴ運用設計や使用マニュアルの作成のほか、教員へ
　の研修等を行うため、その支援体制を委託により構築するもの。

　　学校ＩＣＴ環境構築支援業務委託料　一式　1,010千円

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
　　変更後予算　　　　　 1,010千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 1,010千円

　オンライン学習用システム環境設定業務委託料（小学校分）
　　学校及び家庭において、タブレット端末を用いた学習が可能となるよ
　う、そのシステム環境の構築と端末の設定等を行うもの。

　　オンライン学習用システム環境設定業務委託料　一式　8,004千円

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　 　0千円
　　変更後予算　　　　　 8,004千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 8,004千円

学校施設内蛇口改修

学校管理費

　遠隔学習用備品購入費
　　臨時休校等の緊急時に学校と児童生徒のやりとりを円滑に行うため、
　学校側が使用する通信機器（カメラ・マイク）の整備を行うもの。

　　羽幌小学校　6千円×25セット
　　天売小学校　6千円× 5セット
　　焼尻小学校　6千円× 4セット

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
    変更後予算　　　　　   204千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　   204千円

学校管理費

10.2.1

21 学校管理費学校保健特別対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 6,000 3,000 3,000

10.2.1

22 学校管理費家庭学習用機器整備事業 臨時 540 540

10.2.1

　学校施設内蛇口改修
　　児童生徒及び教員等の感染予防対策として、町立学校にある手回し式
　の蛇口をレバー及びセンサー式に改修するもの。

　　センサー式　85箇所
　　レバー式　　71箇所

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　　 4,202千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 4,202千円

　感染症対策・学習保障支援用消耗品及び備品購入費（小学校分）
　　新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響による学校の一斉臨時休業
　及び臨時休業からの再開に係るものとして、各学校で必要と思われる各
　種整備を行うもの。

　　消耗品（掲示用カード、ラミネートフィルム等）
　　備品（サーキュレーター、プロジェクター等）

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　　 6,000千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 6,000千円

　学校用通信機器購入費（小学校分）
　　Wi-Fi環境が整っていない家庭においても、オンライン学習ができる
　ようにその家庭に対し通信機器（モバイルルーター）の貸与を行うも
の。

　　モバイルルーター　54台
　　（羽幌小学校 50台、天売小学校 2台、焼尻小学校 2台）

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　　 　540千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 　540千円



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

23  遠隔学習機能強化事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 90 18 72

10.3.1

24  サポーター配置支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 経常 600 300 300

10.3.1

25 学校管理費オンライン学習用システム導入事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 4,366 4,366

10.3.1

26 学校管理費施設等感染防止対策事業（地方創生臨時交付金分） 臨時 6,191 6,191

10.3.1 　中学校施設修繕料
羽幌中学校の図書室の窓が開閉できない状態であり、感染症対策を図

学校管理費

　遠隔学習用備品購入費（中学校分）
　　臨時休校等の緊急時に学校と児童生徒のやりとりを円滑に行うため、
　学校側が使用する通信機器（カメラ・マイク）の整備を行うもの。

　　羽幌中学校　6千円×15セット

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
    変更後予算　　　　　    90千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　    90千円

学校管理費

　学校ＩＣＴ環境構築支援業務委託料（中学校分）
　　学校におけるＩＣＴ運用設計や使用マニュアルの作成のほか、教員へ
　の研修等を行うため、その支援体制を委託により構築するもの。

　　学校ＩＣＴ環境構築支援業務委託料　一式　300千円

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
　　変更後予算　　　　　   300千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　   300千円

　オンライン学習用システム環境設定業務委託料（中学校分）
　　学校及び家庭において、タブレット端末を用いた学習が可能となるよ
　う、そのシステム環境の構築と端末の設定等を行うもの。

　　オンライン学習用システム環境設定業務委託料　一式　4,366千円

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　 　0千円
　　変更後予算　　　　　 4,366千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 4,366千円

27 学校管理費学校保健特別対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 4,000 2,000 2,000

10.3.1

28 学校管理費家庭学習用機器整備事業 臨時 350 350

10.3.1

　　羽幌中学校の図書室の窓が開閉できない状態であり、感染症対策を図
　る上で換気が必要であることから、その取替修繕を行うもの。
　　児童生徒及び教員等の感染予防対策として、町立学校にある手回し式
　の蛇口をレバー式及びセンサー式に改修するもの。

　　四連窓取替修繕　一式
　　学校施設内蛇口改修　　センサー式　55箇所
　　　　　　　　　　　　　レバー式　　86箇所
　　　　　　　　　　　　　混合栓　　　 2箇所

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　 　0千円
　　変更後予算　　　　　 6,191千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 6,191千円

　感染症対策・学習保障支援用消耗品及び備品購入費（中学校分）
　　新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響による学校の一斉臨時休業
　及び臨時休業からの再開に係るものとして、各学校で必要と思われる各
　種整備を行うもの。

　　消耗品（画面保護シート、ラミネートフィルム等）
　　備品（サーキュレーター、大型テレビモニタ等）

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　　 4,000千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 4,000千円

　学校用通信機器購入費（羽幌中学校分）
　　Wi-Fi環境が整っていない家庭においても、オンライン学習ができる
　ようにその家庭に対し通信機器（モバイルルーター）の貸与を行うも
の。

　　モバイルルーター　35台

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　　 　350千円（皆増）

差引補正額 350千円



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

29  遠隔学習機能強化事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 54 17 37

10.4.1

30  サポーター配置支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 経常 390 200 190

10.4.1

31 学校管理費オンライン学習用システム導入事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 1,026 1,026

10.4.1

32 学校管理費施設等感染防止対策事業 臨時 251 251

10.4.1

学校管理費

　学校ＩＣＴ環境構築支援業務委託料（高校分）
　　学校におけるＩＣＴ運用設計や使用マニュアルの作成のほか、教員へ
　の研修等を行うため、その支援体制を委託により構築するもの。

　　学校ＩＣＴ環境構築支援業務委託料　一式　390千円

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
　　変更後予算　　　　　   390千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　   390千円

　オンライン学習用システム環境設定業務委託料（高校分）
　　学校及び家庭において、タブレット端末を用いた学習が可能となるよ
　う、そのシステム環境の構築と端末の設定等を行うもの。

　　オンライン学習用システム環境設定業務委託料　一式　1,026千円

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　 　0千円
　　変更後予算　　　　　 1,026千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 1,026千円

　高校施設修繕料
生徒及び教員等の感染予防対策として、町立学校にある手回し式の蛇

学校管理費

　遠隔学習用備品購入費（高校分）
　　臨時休校等の緊急時に学校と児童生徒のやりとりを円滑に行うため、
　学校側が使用する通信機器（カメラ・マイク）の整備を行うもの。

　　高校　6千円×9セット

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
    変更後予算　　　　　    54千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　    54千円

33 学校管理費学校保健特別対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 3,000 1,500 1,500

10.4.1

34 マスク等購入事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 510 75 435

10.6.3

学校保健衛生費

　消耗品費
　　学校での感染症対策の徹底を図るうえで必要となる消耗品を購入し、
　感染の拡大を防ぐ。

　　手指消毒液、子ども用マスク、使い捨てゴム手袋、除菌用洗剤、
　施設用消毒液、大人用マスク、除菌水生成剤等

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　　 　510千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 　510千円

　　生徒及び教員等の感染予防対策として、町立学校にある手回し式の蛇
　口をレバー式及びセンサー式に改修するもの。

　　学校施設内蛇口改修　　センサー式　5箇所
　　　　　　　　　　　　　レバー式　　5箇所

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　 　0千円
　　変更後予算　　　　　 　251千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 　251千円

　感染症対策・学習保障支援用消耗品及び備品購入費（高校分）
　　新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響による学校の一斉臨時休業
　及び臨時休業からの再開に係るものとして、各学校で必要と思われる各
　種整備を行うもの。

　　消耗品（HDMIケーブル等）
　　備品（モニター、モニタースタンド等）

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　　 3,000千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 3,000千円



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

35 オンライン講座用機器事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 347 347

10.5.1

36 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 1,893 1,893

10.5.1

37 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 1,006 1,006

10.5.1

　公民館トイレ改修及び備品購入費
　　新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、公民館新館側のト
　イレの手洗いをコック式から非接触型のセンサー式に取替ることによ
　り新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る。
　　サーモグラフィー及び非接触型体温計を導入することで、発熱者を
　探知できる体制を整備し新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を
　図る。

　　公民館トイレ手洗場修繕料　　　　一式　　886,897円
　　公民館サーモグラフィ―等購入費　一式　1,005,400円
　　合計　1,892,297千円

　【　備　考　】
　　当初予算額　　 　　　　0千円
　　変更後予算額　 　　1,893千円（皆増）
    差引補正額　　 　　1,893千円

社会教育費

　総合体育館備品購入費（体育施設用器具等購入費）
　　新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、総合体育館にサ―
　モグラフィー及び非接触型体温計を導入することで、発熱者を探知で
　きる体制を整備し新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る。

　　総合体育館サーモグラフィ―等購入費　一式　1,005,400円

　【　備　考　】
　　当初予算額　　 　　　　0千円
　　変更後予算額　 　　1,006千円（皆増）
    差引補正額　　 　　1,006千円

社会教育費

　オンライン講座用備品購入費
　　新型コロナウイルス感染症の拡大防止による緊急事態宣言等で公民
  館が休館した場合、来館を不要としステイホーム中でも町民がオンラ
　インにより講座や教室を受講できるよう、必要な機器を整備するもの。

　　備品購入費　一式　346,434円

　　【　備　考　】
　　　当初予算額　　　　　 0千円
　　　変更後予算額　　　 347千円（皆増）
      差引補正額　　　 　347千円

社会教育費

38 図書館パワーアップ事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 330 330

10.5.1

39 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 38 38

10.5.1

40 会計年度任用職員人件費（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 2,201 726 1,475

13.1.1

経常 0 0 0 0 0 0
臨時 427,691 241,891 0 111,300 2,500 72,000

427,691 241,891 0 111,300 2,500 72,000
臨時費計
合　　計

社会教育費

　社会教育施設手指消毒液購入事業
　　新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、社会教育施設にお
　ける来館者用の手指消毒液を設置することで感染拡大防止を図るもの。

　　手指消毒用エタノール（5Ｌ缶）　9,350円×5缶＝37,400円

　【　備　考　】
　　当初予算額　　 　　　　0千円
　　変更後予算額　 　　　 38千円（皆増）
    差引補正額　　 　　   38千円

職員給与費

　報酬、期末手当及び共済費
　　臨時休業により遅れた学校活動を円滑に推進する人材（スクールサ
　ポート・スタッフ及び学習指導員各１名）を配置することで、教職員
　のコロナ対応に係る負担軽減により、児童・生徒への学習保障の機会
　の確保へと繋げることができる。

　　報酬 1,782千円、期末手当 107千円、社会保険料 312千円

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　　 2,201千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 2,201千円

経常費計

社会教育費

　図書システム改修委託料
　　新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、現状のオンライン
　蔵書検索システムに予備機能を追加することで貸出時の図書室での滞在
　時間を短縮し、感染防止拡大を図るもの。

　　図書システム改修委託料（予備機能追加）　一式　330千円

　【　備　考　】
　　当初予算額　　　　　　0千円
　　変更後予算額　　　　330千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　330千円


