
１　補正予算議決日 令和２年１２月１１日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

３　継 続 費 補 正

４　地 方 債 補 正

令和２年度羽幌町一般会計補正予算（第12号）の概要

補正前の額 補正後の額

6,797,000 8,438,884

今回補正額

150,903

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第12号 8,589,787

（変更）

4 2

衛生費 清掃費

補正後

総額 年度 年割額

令和2年度 令和2年度56,507

款

総額 年度

項 事業名

補正前

年割額

54,824

産業廃棄
物埋立処
理場適正
化事業

172,183 156,805

令和4年度 58,179 令和4年度

48,180

令和3年度 57,497 令和3年度 53,801

（追加） （単位：千円）
起債の目的 限度額

農山漁村活性
化整備対策事
業 債

78,500

（変更） （単位：千円）

限度額
償還の
方　法

臨時財政対策債 110,000 105,154

町有施設解体
事 業 債

39,700 34,500

移住定住促進
事 業 債

41,700 0

ごみ収集運搬
車購入事業債

10,600 9,800

　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
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。

起債の方法

普通貸借又
は証券発行

利　　率

　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）

償還の方法

起債の目的

補正前 補正後

限度額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

起債の
方　法

利率



５　予算概要

【 一般会計 】 （単位：千円）

9款 地方特例交付金 2,216 1款 議会費 ▲ 732

地方特例交付金 2,216
議会費
(町村議会議長・副議長研修事業) ▲ 128

地方特例交付金
(地方特例交付金)

(離島振興議長会・全国町村議長会・管内
議長会視察事業) ▲ 338

10款 地方交付税 (離島地区行政視察事業) ▲ 266

地方交付税 117,977 2款 総務費 43,438
地方交付税
(普通地方交付税) 117,977

一般管理費
(漂着木造船回収処理事業) ▲ 177

14款 国庫支出金 19,089
財産管理事業
(町有施設解体事業) ▲ 6,067

民生費国庫補助金
企画費
(まちづくり応援寄付金推進事業) 117,726

社会福祉費国庫負担金
(障害者自立支援給付費負担金) 14,042 (民間賃貸集合住宅建設促進事業) ▲ 8,000

(障害者医療費国庫負担金) 1,590 (移住定住促進事業) ▲ 55,000

(障害児入所給付費等国庫負担金) 3,457
自治振興費
(離島航路運航補助事業) ▲ 5,044

15款 道支出金 7,830 (地方バス路線維持費補助事業) 290

民生費道負担金
監査委員費
(監査業務経費) ▲ 290

社会福祉費道負担金
(障害者自立支援給付費負担金)

7,021 3款 民生費 50,312

(障害者医療費道費負担金)
795 社会福祉費

(障がい者自立支援事業) 32,457

(障害児入所給付費等道費負担金)
1,728

(障がい児通所給付事業) 6,960

総務費道補助金 (国民年金事務取扱業務経費) 265
総務管理費道補助金
(海岸漂着物等地域対策推進事業補助金)

▲ 168
(介護サービス基盤整備事業) 1,001

民生費道補助金 (一般在宅福祉事業) 8,448
社会福祉費道補助金
(介護サービス提供基盤等整備事業交付金)

1,001
(後期高齢者医療広域連合負担金事業) 461

農林水産業費道補助金
児童福祉費
(保育士等確保対策事業) 720

農業費道補助金
(地域づくり総合交付金)

5,200 4款 衛生費 ▲ 9,405
林業費道補助金
(町有林整備事業補助金)

▲ 9,361 環境衛生費
(簡易水道特別会計繰出事業) 241

(未来につなぐ森づくり推進事業補助金)
1,925

(天売島マムシ対策事業) ▲ 525

商工費道補助金
塵芥処理費
(廃棄物収集処理体制整備事業) ▲ 794

商工費道補助金
(海岸漂着物等地域対策推進事業補助金)

▲ 311
(産業廃棄物埋立処理場適正化事業) ▲ 8,327

16款 財産収入 ▲ 2,952 6款 農林水産業費 73,198

不動産売払収入
農業振興費
(有害鳥獣駆除対策事業) 210

立木売払収入
(町有林材売払収入)

▲ 2,952
(農山漁村活性化整備対策事業) 78,547

17款 寄附金 76,000 (農業振興施設等整備事業) 5,200

一般寄附金
町有林費
(町有林管理事業) ▲ 14,487

寄附金
(まちづくり応援寄附金)

76,000 林業振興費
(未来につなぐ森づくり推進事業) 3,128

18款 繰入金 4,069
水産業振興費
(外国人技能実習生受入支援事業) 600

財政調整基金繰入金 ▲ 35,351 7款 商工費 ▲ 949

交通対策事業基金繰入金 ▲ 1,008 観光費
(サンセットビーチ施設管理事業) 財源更正

まちづくり応援基金繰入金(臨時分) 40,428 (観光協会支部補助事業) ▲ 773

20款 諸収入 ▲ 99,280 (観光施設閉鎖事業) ▲ 176

保育士等修学資金貸付金収入 720 9款 消防費 1,165
雑入
(備荒資金組合納付金還付金) ▲ 100,000

消防費
(北留萌消防組合負担金事業) 1,165

21款 町債 25,954 10款 教育費 ▲ 6,124

総務債
教育振興費
(羽幌高等学校教育振興会補助事業) ▲ 4,180

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出



総務債
(臨時財政対策債)

▲ 4,846 学校管理費
(羽幌小学校施設管理事業) ▲ 255

(町有施設解体事業債)
▲ 5,200

(天売小学校施設管理事業) ▲ 80

(移住定住促進事業債)
▲ 41,700

(羽幌中学校運営事業) ▲ 1,222

衛生債 (羽幌中学校運営事業) ▲ 251
清掃債
(ごみ収集運搬車購入事業債)

▲ 800
(羽幌中学校施設管理事業) ▲ 874

農林水産業債 (天売中学校施設管理事業) ▲ 104
農業債
(農山漁村活性化整備対策事業債)

78,500 教育振興費
(天売高等学校学生寮運営事業) 641
体育施設費
(スポーツ公園施設管理事業) 201

150,903 150,903　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 町村議会議長・副議長研修事業 臨時 ▲ 128 ▲ 128

1.1.1

2 離島振興議長会・全国町村議長会・管内議長会視察事業 臨時 ▲ 338 ▲ 338

1.1.1

3 離島地区行政視察事業 臨時 ▲ 266 ▲ 266

1.1.1

4 漂着木造船回収処理事業 臨時 ▲ 177 ▲ 168 ▲ 9

2.1.1

　旅費
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業の中止によ
る減額補正。（皆減）
　
　【　備　考　】
　変更後予算額　　　　 0千円
　変更前予算額　　   266千円
　補正予算額　　   ▲266千円

一般管理費

　漂着木造船撤去業務委託料
　事業完了による不用額の減額補正。

【 一般会計 】 （単位：千円）

No款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

議会費

　旅費
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業の中止によ
る減額補正。（皆減）
　
　【　備　考　】
　変更後予算額　　　　 0千円
　変更前予算額　　   128千円
　補正予算額　　   ▲128千円

議会費

　旅費及び視察研修等参加負担金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業の中止によ
る減額補正。（皆減）
　
　【　備　考　】
　変更後予算額　　　　 0千円
　変更前予算額　　   338千円
　補正予算額　　   ▲338千円

議会費

5 町有施設解体事業 臨時 ▲ 6,067 ▲ 6,100 33

2.1.5

6 企画費 まちづくり応援寄付金推進事業 臨時 117,726 117,726

2.1.6 　まちづくり応援寄付金実績増の見込に伴い、返礼(報償費)及
び納税等に係る各種手数料などの事務経費とまちづくり応援基
金積立金の増額補正。

・報償費補正額　36,025千円(補正前 32,800千円)
　　寄付金返礼報償費　36,025千円(補正前 32,800千円）
・旅費補正額　　　▲24千円（補正前 24千円）
・役務費補正額　5,725千円(補正前 7,978千円)
　　手数料　　　　　　5,725千円(補正前 7,895千円)
・積立金補正額 76,000千円(補正前 82,000千円)
　　まちづくり応援基金積立金補正額 76,000千円
                         (補正前 82,000千円)

 【 備　考 】
　変更後予算額　　240,528千円
　変更前予算額　　122,802千円
　補正予算額　　　117,726千円

　【　備　考　】
　変更後予算額　　2,965千円
　変更前予算額　　3,142千円
　補正予算額　　　▲177千円

財産管理費

　用途廃止した老朽建物の解体工事が完了したことによる執行
残の減額補正。
　
　【　備　考　】
　変更後予算額　　29,656千円
　変更前予算額　　35,723千円
　補正予算額　　 ▲6,067千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （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 民間賃貸集合住宅建設促進事業 臨時 ▲ 8,000 ▲ 8,000

2.1.6

8 移住定住促進事業 臨時 ▲ 55,000 ▲ 41,700 ▲ 13,300

2.1.6

9 離島航路運航補助事業 臨時 ▲ 5,044 ▲ 1,008 ▲ 4,036

2.1.8

10 地方バス路線維持費補助事業 臨時 290 290

2.1.8

企画費

　募集に係る補助申請がなかったことによる減額補正。
　
　【　備　考　】
　変更後予算額　　　 　0千円
　変更前予算額　　 8,000千円
　補正予算額　　 ▲8,000千円

　地方バス路線維持費補助金
　補助金額の確定による増額補正。
　
　【　備　考　】
　変更後予算額　　 8,078千円
　変更前予算額　   7,788千円
　補正予算額　　 　　290千円

企画費

　今年度の事業実施が困難であることによる減額補正。
　
　【　備　考　】
　変更後予算額　　　 　0千円
　変更前予算額　　55,000千円
　補正予算額　　▲55,000千円

自治振興費

　離島航路事業運営費補助金
　補助金額の確定による減額補正。
　
　【　備　考　】
　変更後予算額　　　16,076円
　変更前予算額　 5,061,000円
　補正予算額　　 5,044,924円

自治振興費

11 監査業務経費 臨時 ▲ 290 ▲ 290

2.6.1

12 障がい者自立支援事業 経常 32,457 15,632 7,816 9,009

3.1.1

監査委員費

　旅費
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業の中止によ
る減額補正。（皆減）
　
　【　備　考　】
　変更後予算額　　　　 0千円
　変更前予算額　　   290千円
　補正予算額　　   ▲290千円

社会福祉費

　障害者自立支援給付費、障害者医療の公費扶助における支出
見込み額の増による増額補正。

　国庫負担金（障害者自立支援給付費負担金、障害者医療費国
庫負担金）、道負担金（障害者自立支援給付費負担金、障害者
療養費道費負担金）対象事業

　【　備　考　】
　　　　　　　　　　　　　　　（補正額）
　障害福祉サービス扶助費　　　28,083千円
　自立支援医療費（更生医療）　 3,381千円
　日常生活用具給付費　　　　　　 765千円
　移動支援事業費　　　　　　　　 108千円
　日中一時支援事業　　　　　　　 322千円
　療養介護医療費　　　　　　 　▲202千円
　補正予算額　　　　　　　　　32,457千円

　〈国庫負担金〉
　・障害者自立支援給付費負担金（負担率1/2）
　　28,083千円×1/2≒14,042千円
　・障害者医療費国庫負担金（負担率1/2）
　　（3,381千円-202千円）×1/2≒1,590千円

　〈道負担金〉
　・障害者自立支援給付費負担金（負担率1/4）
　　28,083千円×1/4≒7,021千円
　・障害者医療費国庫負担金（負担率1/4）
　　（3,381千円-202千円）×1/4≒795千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

13 障がい児通所給付事業 経常 6,960 3,457 1,728 1,775

3.1.1

14 国民年金事務取扱業務経費 経常 265 265

3.1.2

15 介護サービス基盤整備事業 臨時 1,001 1,001

3.1.4

16 一般在宅福祉事業 経常 8,448 8,448

3.1.4

　児童発達支援、放課後等デイサービスの利用増による増額補
正。
　障害児入所給付費等国庫負担金対象事業
　障害児入所給付費等道費負担金対象事業

　【　備　考　】
　変更後予算額　　37,887千円
　変更前予算額　　30,927千円
　補正予算額　　 　6,960千円

社会福祉費

　天売高齢者支援センター床暖房修繕料
　経年により故障した床暖房装置を修繕するための増額補正。

【 備 考 】

国民年事
務取扱費

　過年度分交付金返還金
　令和元年度年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交
付金超過交付による返還金が生じたことによる増額補正。

　【　備　考　】
　法定受託事務（特別事情分）　　108,206円
　協力・連携事務（特別事情分）　156,318円
　計　　　　　　　　　　　　　　264,524円

介護福祉費

　簡易陰圧装置の導入を希望する町内地域密着型介護施設に対
しその整備費を補助するための増額補正。（道の間接補助事
業）（皆増）
　介護サービス提供基盤等整備事業交付金（10/10）対象事業

　介護サービス基盤整備事業補助金　1,001千円

介護福祉費

17 後期高齢者医療広域連合負担金事業 経常 461 461

3.1.5

18 保育士等確保対策事業 臨時 720 720

3.2.1

19 簡易水道特別会計繰出事業 経常 241 241

4.1.3

　【　備　考　】
　変更後予算額　　　711千円
　変更前予算額　　　156千円
　補正予算額　　　　555千円

　介護保険事業特別会計繰出金
　介護保険システム改修及び介護保険給付費の増加見込による
増額補正。

　【　備　考　】
　変更後予算額　309,448千円
　変更前予算額　301,555千円
　補正予算額　　　7,893千円

後期高齢
者医療費

　後期高齢者医療特別会計繰出金
　システム改修業務委託料の増加に伴う事務費の増額補正。

　【　備　考　】
　変更後予算額　　5,323千円
　変更前予算額　　4,862千円
　計　　　　　　　　461千円

児童福祉費

　保育士等修学資金貸付金返還金を羽幌町保育士等修学基金へ
積み立てるための増額補正。（皆増）
　
　積立額　720千円（30千円×24カ月×1人）

環境衛生費

　簡易水道事業特別会計繰出金
　職員の昇給による人件費の増加に伴う増額補正。

　【　備　考　】
　変更後予算額　 20,996千円
　変更前予算額　 20,755千円
　補正予算額　　　　241千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

20 天売島マムシ対策事業 臨時 ▲ 525 ▲ 525

4.1.3

21 廃棄物収集処理体制整備事業 臨時 ▲ 794 ▲ 800 6

4.2.1

22 産業廃棄物埋立処理場適正化事業 臨時 ▲ 8,327 ▲ 8,327

4.2.1

23 有害鳥獣駆除対策事業 経常 210 210

6.1.2

　産業廃棄物最終処分場造成工事請負費
　工事契約金額確定による減額補正。

　【　備　考　】
　変更後予算額　48,180千円
　変更前予算額　56,507千円
　補正予算額　 ▲8,327千円

環境衛生費

　天売島マムシ生息実態調査委託料
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により事業を中止した
ことによる減額補正。

　【　備　考　】
　変更後予算額　　 　0千円
　変更前予算額　　 525千円
　補正予算額　　 ▲525千円

塵芥処理費

　天売地区ごみ収集車購入費
　見積もり合わせの結果による執行残の減額補正。

　【　備　考　】
　変更後予算額　11,372千円
　変更前予算額　12,166千円
　補正予算額　 　▲794千円

塵芥処理費

農業振興費

　農林水産省及び北海道からの「野生鳥獣の捕獲の抜本的強
化」に係る通知に基づき、エゾシカ捕獲を強化するための駆除
委託料の増額補正。
　有害鳥獣駆除委託料　エゾシカ30頭×7千円＝210千円

24 農山漁村活性化整備対策事業 臨時 78,547 78,500 47

6.1.2

25 農業振興施設等整備事業 臨時 5,200 5,200

6.1.2

26 町有林管理事業 臨時 ▲ 14,487 ▲ 9,361 ▲ 2,952 ▲ 2,174

6.2.1

　「密苗栽培」の導入と技術の定着により水稲栽培の低コス
ト・省力化を図る事業に対する補助をするための増額補正。
（皆増）
　算出根拠　総事業費10,425,954円×1/2＝5,200千円

　地域づくり総合交付金対象事業（10/10）

町有林費

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による木材需用の減少
による「木材価格下落」や「原木受入停止」などの現状を考慮
し、町有林整備事業を中止したことによる減額補正。

　【　備　考　】
　・森林保険料　　　　　　　  ▲239千円
　・町有林材販売委託料　　　  ▲660千円
　・町有林更新伐業務委託料　▲5,770千円
　・町有林植栽業務委託料　　▲7,818千円
　　合　計　　　　　　　 　▲14,487千円

　・道補助金（町有林整備事業補助金）　▲9,361千円
　・財産売払収入（町有林売払い収入）　▲2,952千円
　・一般財源　　　　　　　　　　　　　▲2,174千円
　　合　計　　　　　　　　　　　　 　▲14,487千円

　
　【　備　考　】
　変更後予算額　　1,449千円
　変更前予算額　　1,239千円
　補正予算額　　　　210千円

農業振興費

　オロロン農業協同組合が米穀集出荷貯蔵施設を建設するのに
際し、補助対象事業費から国庫補助額を除いた額の1/3以内を町
単独補助として支援するための増額補正。
　算出根拠　235,641千円×1/3＝78,547千円

　【　備　考　】
　過疎債　　　　　　　　　　　　　　78,500千円
　一般財源　　　　　　　　　　　　　　　47千円
　農山漁村活性化整備対策事業補助金　78,547千円

農業振興費



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

27 未来につなぐ森づくり推進事業 臨時 3,128 1,925 1,203

6.2.2

28 外国人技能実習生受入支援事業 臨時 600 600

6.3.1

29 サンセットビーチ施設管理事業 臨時 0 ▲ 311 311

7.1.2

30 観光協会支部補助事業 臨時 ▲ 773 ▲ 773

7.1.2

水産業振興費

　交付対象者が3名から5名に増えたことによる増額補正。

　【　備　考　】
　変更後予算額　1,500千円（5名×300千円）
　変更前予算額　　900千円（3名×300千円）
　補正予算額　　　600千円（2名×300千円）

観光費

林業振興費

　民有林造林面積の増加に伴う増額補正。（総事業費の26％を
補助）

　未来につなぐ森づくり推進事業補助金対象事業（26％の補助
金のうち16％を北海道が補助）

　【　備　考　】
　変更後予算額　　6,930千円
　変更前予算額　　3,802千円
　補正予算額　　　3,128千円

　財源更正
　海岸漂着物等地域対策推進事業補助金額の確定による財源更
正。

観光費

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業の中止によ
る減額補正。
　
　【　備　考　】
　（天売支部）
　誘客事業及びウニまつり設備更新事業　▲393千円
　（焼尻支部）
　焼尻港岸壁壁画政策事業　　　　　　　▲380千円

31 観光施設閉鎖事業 臨時 ▲ 176 900 ▲ 1,076

7.1.2

32 消防費 北留萌消防組合負担金事業 臨時 1,165 1,165

9.1.1

33 羽幌高等学校教育振興会補助事業 臨時 ▲ 4,180 ▲ 4,180

10.1.4

　計　　　　　　　　　　　　　　　　　▲773千円

観光費

　朝日公園閉鎖事業が完了したことによる減額補正及び町債
（町有施設解体事業債）対象事業としたことによる財源更正。

　【　備　考　】
　変更後予算額　　 4,928千円
　変更前予算額　　 5,104千円
　補正予算額　　 　▲176千円

　総務債（町有施設解体事業）　　900千円
　一般財源　　　　　　　　　　▲900千円
　計　　　　　　　　　　　　　　　0千円

　北留萌消防組合負担金
　寄贈車両の維持管理経費及び自動火災報知設備修繕費用の増
額補正。

　【　備　考　】
　変更後予算額　 77,426千円
　変更前予算額　 76,261千円
　補正予算額　　  1,165千円

教育振興費

　羽幌高等学校教育振興会事業補助金
　入学生徒及びバス通学者数の減による減額補正。

　【　備　考　】
　変更後予算額　　9,759千円
　変更前予算額　 13,939千円
　補正予算額　　▲4,180千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

34 羽幌小学校施設管理事業 臨時 ▲ 255 ▲ 255

10.2.1

35 天売小学校施設管理事業 臨時 ▲ 80 ▲ 80

10.2.1

36 羽幌中学校運営事業 経常 ▲ 1,222 ▲ 1,222

10.3.1

37 羽幌中学校運営事業 臨時 ▲ 251 ▲ 251

10.3.1

学校管理費

　備品購入費
　入札差金等不用額の減額補正。

　【　備　考　】
　変更後予算額　　3,176千円
　変更前予算額　　3,431千円
　補正予算額　　　▲255千円

学校管理費

　備品購入費
　入札差金等不用額の減額補正。

　【　備　考　】
　変更後予算額　　　850千円
　変更前予算額　　　930千円
　補正予算額　　　 ▲80千円

学校管理費

　中体連参加補助金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、一部大会が中
止となったことによる減額補正。

　【　備　考　】
　変更後予算額　　1,780千円
　変更前予算額　　3,002千円
　補正予算額　  ▲1,222千円

学校管理費

　備品購入費
　入札差金等不用額の減額補正。

　【　備　考　】
変更後予算額 833千円

38 羽幌中学校施設管理事業 臨時 ▲ 874 ▲ 874

10.3.1

39 天売中学校施設管理事業 臨時 ▲ 104 ▲ 104

10.3.1

40 天売高等学校学生寮運営事業 臨時 641 641

10.4.2

　変更後予算額　　　 千円
　変更前予算額　　1,084千円
　補正予算額　 　 ▲251千円

学校管理費

　修繕料
　入札差金等不用額の減額補正。

　【　備　考　】
　変更後予算額　 11,843千円
　変更前予算額　 12,717千円
　補正予算額　 　 ▲874千円

学校管理費

　修繕料
　入札差金等不用額の減額補正。

　【　備　考　】
　変更後予算額　  3,289千円
　変更前予算額　  3,393千円
　補正予算額　 　 ▲104千円

学校管理費

　学生寮修繕料及び学生寮管理用備品購入費
　次年度入学予定生徒の増加を想定した環境を整備するための
増額補正。

　【　備　考　】
　・天売高校学生寮ドア等改修　一式　189,200円
　・ロフトベッド　　　　　　　一式　451,000円
　　計　　　　　　　　　　　　　　　640,200円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

41  スポーツ公園施設管理事業 臨時 201 201

 10.6.2

経常 47,820 19,089 9,544 0 0 19,187
臨時 103,083 0 ▲ 1,714 30,800 113,188 ▲ 39,191

150,903 19,089 7,830 30,800 113,188 ▲ 20,004
臨時費計
合　　計

体育施設費

　令和元年度に実施したスポーツ公園排水設備改修工事におい
て排出されたコルゲート管（薄鋼板）の売却金発生による北海
道への交付金（社会資本整備総合交付金）を返還するための増
額補正。（皆増）

・償還金利子及び割引料　201千円

経常費計


