
１．補正予算議決日

（単位　千円）

補正号数 当初予算 補正前の額 今回補正額 補正後の額

第５号 7,221,000 7,304,659 13,318 7,317,977

３．予　算　概　要

平成２９年度羽幌町一般会計補正予算（第５号）の概要

平成29年9月14日

２．予　算　規　模

会　　計　　区　　分

一般会計

（総括表） （単位：千円）

13款 国庫支出金 1,191 2款 総務費 1,000

民生費国庫負担金
 一般管理費

（老朽化サーバ等仮想化対応業務）
1,000

（障がい者自立支援給付費国庫負担金） 648

（国民年金事務費委託金） 543

3款 民生費 7,811

18款 繰越金 7,570
 社会福祉費
　（障がい者自立支援給付費道費負担金返還金） 850

前年度繰越金
7,570

  （障がい福祉システム改修委託料） 1,296

　（障がい児通所給付等負担金返還金） 249

20款 町債 4,557 　（国民年金システム整備事業委託料） 543

臨時財政対策債 4,557
 介護福祉費
　（一般在宅福祉事業） 314
 児童福祉費
　（子育て支援対策事業） 2,395

　（児童手当給付事業） 2,164

6款 農林水産業費 24
 農業委員会費
　（農業委員会委員報酬） 24

8款 土木費 4,483
都市計画費

 （下水道特別会計繰出金） 4,483

13,318 13,318

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計
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国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1  一般管理費 行政システム等維持管理事業 臨時 1,000 1,000

 2.1.1

（事業一覧） （単位：千円）

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

　平成20年度より運用しているメールサーバが、老朽化によ
り不調がみられるため、現在運用中の他のサーバに環境を構
築し、運用を移行するもの。

・老朽化サーバ等仮想化対応業務委託料　1,000千円

【 備　考 】
　

2  社会福祉費 障害者自立支援事業 経常 850 850

3.1.1 　過年度分障害者自立支援給付費等の精算に伴う交付額の確
定により、負担金等の一部を返還するもの。

・障害者自立支援給付費道負担金の返還金
　　平成23年度　 48,185円
　　平成24年度　103,018円
　　平成25年度　120,307円
　　平成26年度　 94,195円
　　平成28年度　483,938円　　合計　849,643円

　
【 備　考 】

3  社会福祉費 障害者自立支援事業 臨時 1,296 648 648

3.1.1

4  社会福祉費 障がい児通所給付事業 経常 249 249

3.1.1

　制度改正に伴うシステム改修経費の増

・障害福祉システム改修委託料　1,296千円

　
【 備　考 】

　前年度負担金の確定に伴う返還金

・障害児入所給付費等国庫負担金返還金　197,465円
・障害児入所給付費等道費負担金返還金 　50,910円

5  国民年金事 国民年金事務取扱業務経費 臨時 543 543
務取扱費

3.1.2

　
【 備　考 】

　国民年金法の改正による届け出書様式の統一化に係る経費
を増額するもの。

・国民年金システム整備事業委託料　　542,160円
　

【 備　考 】



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 補正額
財　　　源　　　内　　　訳

6  介護福祉費 一般在宅福祉事業 経常 314 314

3.1.4 　介護保険事業特別会計繰出金

※デイサービス換気設備修繕分

　
【 備　考 】

7  児童福祉費 子育て支援対策事業 経常 2,395 2,395

3.2.1

8  児童措置費 児童手当給付事業 経常 2,164 2,164

3.2.3

　前年度負担金及び交付金の確定に伴う返還金

・子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金　1,218,220円
・子どものための教育・保育給付費道費負担金返還金　　587,405円
・子ども･子育て支援交付金（国庫）返還金　　　　 　　588,000円

　
【 備　考 】

　前年度交付金の確定に伴う返還金

9  農業委員会 農業委員会運営事業 経常 24 24
費

6.1.1

・児童手当交付金（国庫）返還金　　 　　2,163,334円

　
【 備　考 】

　農業委員会委員改選に伴う報酬の増額

・農業委員会委員報酬　24千円

 　職務代理者変更に伴う重複分　4,975円
　 改選委員の増に伴う重複分 　18,525円
　

【 備　考 】
　

10  都市計画 下水道特別会計繰出事業 経常 4,483 4,483
管理費

8.5.1

経常 10,479 0 0 0 0 10,479

臨時 2,839 1,191 0 0 0 1,648

13,318 1,191 0 0 0 12,127合　　計

　下水道事業特別会計繰出金　4,483千円

※下水道事業人件費分

【 備　考 】
　

経常費計

臨時費計


