
１　補正予算議決日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

３　債務負担行為補正

（追加） （単位：千円）

留萌地域戸籍業務電算共同化事業負担金

補正前の額 今回補正額 補正後の額

一般会計 第３号 6,812,000 6,766,938 22,379 6,789,317

期　　間

平成３１年度

限　度　額

７ ６９９

事　　項

平成３０年度羽幌町一般会計補正予算（第３号）の概要

平 成 30 年 9 月 13 日

会 計 区 分 補正号数 当初予算

 留萌地域戸籍業務電算共同化事業負担金 平成３１年度 ７，６９９



４　予　算　概　要

（総括表） （単位：千円）

14款 道支出金 2,699 2款 総務費 7,535

衛生費道補助金
 企画費
　（日本ﾊﾑﾌｧｲﾀｰｽﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ協定事業）財源更正 0

　遠隔医療促進事業補助金 2,699  自治振興費
　空き家対策補助金 7,535

3款 民生費 7,895

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

18款 繰越金
17,080

 社会福祉費
　障害者自立支援事業(国･道費)負担金返還金 2,958

前年度繰越金 17,080
 介護福祉費
　介護保険事業特別会計繰出金 58

 児童福祉費
　子育て支援センター運営事業 205

　 子ども・子育て支援交付金返還金 497

19款 諸収入
2,600

 児童措置費
　児童手当交付金（国庫）返還金 4,177

市町村振興協会助成金

2,600

4款 衛生費 4,816
 保健衛生費
　遠隔医療促進事業 2,699

　  環境衛生費
　（環境基本計画推進事業）財源更正 0

　いきいきふるさと推進事業助成金
　

　ファイターズパートナー協定事業　940
　環境基本計画事業　　　　　　　1,000
　マラソン大会開催事業　　　　　　660

　簡易水道事業特別会計繰出金 2,117

8款 土木費 1,625

 都市計画管理費
　 下水道事業特別会計繰出金 1,625

10款 教育費 0

 体育振興費
　 （マラソン大会開催事業）財源更正 0

11款 災害復旧費 508

 農業施設災害復旧費
農業 施 災害復 事請負費 508

農
　 農業用施設災害復旧工事請負費 508

22,379 22,379　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1  企画費 日本ハムファイターズパートナー協定事業 臨時 0 940 ▲ 940

 2.1.6 　財源更正

【内訳】
　市町村振興協会助成金　940千円（＋940千円）
　一般財源　　　　　　1,128千円（▲940千円）
　計　　　　　　　　　2,068千円（事業費）

2 自治振興費 空き家対策事業 臨時 7 535 7 535

　北海道日本ハムファイターズパートナー協定事業に対し、
公益財団法人北海道市町村振興協会「いきいきふるさと推進
事業助成金」の助成決定を受けたことによる財源更生

（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

2  自治振興費 空き家対策事業 臨時 7,535 7,535

2.1.8

3  社会福祉費 障がい者自立支援事業 経常 2,958 2,958

3.1.1

　空き家対策補助金の申請増による補正。改修等、解体共に1
件500千円を上限に補助

・空き家対策補助金　7,535千円

　当初予算　　　　　　　　　　申請実績（８月現在）
　　改修等　2,500千円（ 5件）　　1,377千円（ 3件）
　　解体　　7,500千円（15件）　 11,158千円（24件）
　　計　　 10,000千円①　　　　 12,535千円

　決算見込（８月実績＋今後解体500千円×10件）
　　改修等　1,377千円（ 3件）
　　解体　 16,158千円（34件）
　　計　　 17,535千円②　　差引不足額②－①＝7,535千円

　前年度の国庫及び道負担金額確定による返還金

・障害者医療費国庫負担金返還金　　　　2,096千円･･･①
・障害者自立支援給付費国庫負担金返還金　395千円･･･②
・障害者自立支援給付費道費負担金返還金 467千円･･･③

4 介護福祉費 一般在宅福祉事業 経常 58 58

3.1.4 　介護保険事業特別会計の事務費増減による繰出金の補正

・介護保険事業特別会計繰出金　58千円

【内訳】
　保険事業勘定分（国保連合会負担金）57千円
　サービス事業勘定分（基金積立金財源調整）1千円

5 児童福祉費 子育て支援センタ 運営事業 臨時 205 205

・障害者自立支援給付費道費負担金返還金 467千円･･･③

【 備　考 】
　　　収入済額　　　　確定額　　　　返還額
　①　13,308千円　　11,212千円　　2,096千円
　② 115,614千円　 115,219千円　　　395千円
　③　58,076千円　　57,609千円　　　467千円

　予算現額　280,943千円
　決算見込　281,001千円
　今回補正　　　 58千円

5 児童福祉費 子育て支援センター運営事業 臨時 205 205

3.2.1

・特別旅費　205千円

【 備　考 】
　現事業「野苺くらぶ」
　　実施時期　４～９月
　　実施場所　天売（焼尻住民も対象）
　　参加対象　親子
　新事業（今回補正）
　　実施時期　10～３月
　　実施場所　天売、焼尻
　　参加対象　児童

　新規事業、離島地区子育て支援事業を実施するための費
用。保育士出張旅費
　10～３月に保育士２名×各島３回派遣



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 児童福祉費 子育て支援対策事業 経常 497 497

3.2.1 　前年度の国庫交付金額確定による返還金

・子ども・子育て支援交付金（国庫）返還金　497千円

【 備　考 】
　　収入済額　　確定額　　返還額
　　6,788千円　6,291千円　　497千円

7  児童措置費 児童手当給付事業 経常 4,177 4,177

3 2 2 前年度の国庫交付金額確定による返還金3.2.2 前年度の国庫交付金額確定による返還金

・児童手当交付金（国庫）返還金　4,177千円

【 備　考 】
　　収入済額　　確定額　　返還額
　 58,004千円　53,827千円　4,177千円

8 保健衛生費 遠隔医療促進事業 臨時 2,699 2,699

4.1.1

・遠隔医療導入支援アドバイザー謝礼金　660千円
・遠隔医療導入支援委託料　　　　　　2,039千円

【 備　考 】
　道支出金
　遠隔医療促進事業補助金　2,699千円

　遠隔医療システムの体制整備を検討するため、学識経験者
及びコンサルタント等の専門家から助言等を受けるための経
費

9  環境衛生費 環境基本計画推進事業 臨時 0 1,000 ▲ 1,000

4.1.3 　財源更正

【内訳】
　市町村振興協会助成金　　　1,000千円（＋1,000千円）
　海鳥保護基金繰入金　　　　　994千円
　まちづくり応援基金繰入金　1,000千円
　一般財源　　　　　　　　　1,976千円（▲1,000千円）
　計　　　　　　　　　　　　4,970千円（事業費）

10  環境衛生費 簡易水道特別会計繰出事業 経常 2,117 2,117

4.1.3

・簡易水道事業特別会計繰出金　2,117千円

　環境基本計画推進事業（生物多様性保全推進支援事業）に
対し、公益財団法人北海道市町村振興協会「いきいきふるさ
と推進事業助成金」の助成決定を受けたことによる財源更生

　焼尻簡易水道の配水流量計交換工事費用分の繰出金補正

予算現額 20 355千円

11  都市計画 下水道特別会計繰出事業 経常 1,625 1,625
管理費

8.5.1
・下水道事業特別会計繰出金　1,625千円

　水洗便所改造等補助金の交付件数増分を繰出金補正

　予算現額　280,703千円
　決算見込　282,328千円
　今回補正　　1,625千円

予算現額 20,355千円
　決算見込　22,472千円
　今回補正　 2,117千円



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 補正額
財　　　源　　　内　　　訳

12 体育振興費 マラソン大会開催事業 臨時 0 660 ▲ 660

10.6.1 　財源更正

【内訳】
　市町村振興協会助成金　660千円（＋660千円）
　一般財源　　　　　　2,913千円（▲660千円）
　計　　　　　　　　　3,573千円（事業費）

　第40回オロロンライン全道マラソン大会事業に対し、公益
財団法人北海道市町村振興協会「いきいきふるさと推進事業
助成金」の助成決定を受けたことによる財源更正

13  農業施設 農業施設災害復旧事業 臨時 508 508
災害復旧費

11.1.1

経常 11,432 0 0 0 0 11,432
臨時 10,947 0 2,699 0 2,600 5,648

22,379 0 2,699 0 2,600 17,080合　　計

　７月２～３日の大雨によって崩壊した水田法面の補修費
用。二股農業用排水路補修工事（大型土のう）
　施工場所　朝日492番1内
　施工延長　7.4ｍ

・農業用施設災害復旧工事請負費　508千円

経常費計
臨時費計


