
１　補正予算議決日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

３　地 方 債 補 正

（追加） （単位：千円）

起債の目的

令和元年度羽幌町一般会計補正予算（第１号）の概要

令 和 元 年 6 月 14 日

補正前の額 補正後の額

限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法

5.0%以内（ただし利率見直
し方式で借り入れる政府資

普通貸借又

6,731,000 6,731,000

今回補正額

72,563

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第１号

30年以内（内据置５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

6,803,563

河川長寿命化
事 業 債

教職員住宅建設
事 業 債

（変更） （単位：千円）

限度額
償還の
方　法

トラック購入
事 業 債

4,300

公 営 住 宅
建 設 事 業 債

60,400

武 道 館 建 替
事 業 債

267,700

スポーツ公園
整 備 事 業 債

32,00031,800

263,700

54,800

3,700

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）

5.0（〃） 12年以内（３年以内）37,000 〃

普通貸借又

は証券発行

利率

補正前 補正後

限度額
起債の
方　法

起債の目的
起債の
方　法

償還の
方　法

利率

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。

9,500



４．予算概要

（総括表） （単位：千円）

2款 地方譲与税 4,221 3款 民生費 ▲ 3,678

森林環境譲与税 4,221  社会福祉費
  (国民健康保険特別会計繰出事業) 700

13款 国庫支出金 30,887
 介護福祉費
  (一般在宅福祉事業) ▲ 5,825

民生費国庫負担金
 児童福祉費
  (子育て支援対策事業) 1,447

社会福祉費国庫補助金
(介護保険料低所得者負担軽減国庫負担金) 2,926

総務費国庫補助金
総務管理費国庫補助金
(離島活性化交付金) 4,260

民生費国庫補助金
児童福祉費国庫補助金
(子ども・子育て支援交付金) 482 4款 衛生費 4,272

衛生費国庫補助金
 健康センター運営費
  (風しん追加的対策事業) 4,272

保健衛生費国庫補助金
(特定感染症検査等事業補助金) 1,062

教育費国庫補助金 6款 農林水産業費 4,221
教育総務費国庫補助金
(学校施設環境改善交付金) 22,157

 畜産業費
　(焼尻めん羊牧場管理運営事業) 0

14款 道支出金 1,945
 林業振興費
  (森林環境譲与税活用事業)

4,221

民生費道補助金
 水産業振興費
  (離島活性化事業(農林水産))

0

社会福祉費道補助金
(介護保険料低所得者負担軽減補助金)

1,463 7款 商工費 206
児童福祉費道補助金
(子ども・子育て支援交付金)

482
 商工振興費
  (ハートタウンはぼろ施設管理事業)

206

17款 繰入金 ▲ 21,606
財政調整基金繰入金
(財政調整基金繰入金) ▲ 21,812 8款 土木費 0
まちづくり事業基金繰入金
(まちづくり事業基金繰入金) 206

河川管理費
 (河川施設管理事業)

0

 住宅管理費
 (公営住宅施設管理事業)

0

19款 雑入 216
 住宅建設費
  (公営住宅建設事業)

0

雑入

(コミュニティ事業助成金) 2,500 9款 消防費 489

(スポーツ振興くじ助成金) ▲ 4,000
 災害対策費
 (防災対策事業)

489

(市町村振興協会交付金) 1,716  (防災資機材購入事業)
0

20款 町債 56,900 10款 教育費 67,053

農林水産業債
 事務局費
 (教員住宅建設事業)

65,131

農業債
(トラック購入事業債) 600

教育振興費(教育総務費)
 (焼尻小学校開校130周年記念事業)

300

土木債
学校管理費

  (天売小学校施設管理事業)
100

住宅整備事業債
(公営住宅建設事業債) 5,600

 教育振興費(高等学校費)
(天売高等学校活性化事業)

0

河川整備事業債
(河川長寿命化事業債) 9,500 (天売高等学校学生寮運営事業)

0

教育債
 社会教育費
 (郷土芸能団体保存育成事業)

2,500

教育総務債
(教職員住宅建設事業債) 37,000

 体育振興費
 (スポーツ振興事業)

300

保健体育債
(武道館建替事業債) 4,000

 体育施設費
 (スポーツ公園施設管理事業)

0

保健体育債
(スポーツ公園整備事業債) 200  (武道館建替事業) 0

 学校給食費
 (給食センター運営事業) ▲ 2,473

 (給食センター施設管理事業)
1,195

72,563 72,563

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 社会福祉費 国民健康保険特別会計繰出事業 経常 700 700

3.1.1

2 介護福祉費 一般在宅福祉事業 経常 ▲ 5,825 2,926 1,463 0 0 ▲ 10,214

3.1.4
（保） (6,375) (2,926) (1,463) (1,986)

（サ） (▲12,200) (▲12,200)

（事業一覧） （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要

　遡及した喪失届けが提出されたため、国保特別会計で過去複
数年分の歳出還付が発生したことによる、一般会計からの繰出
し増
　　当初予算額　95,731千円※繰出金
　　執行見込額　96,431千円
　　差引補正額　 　700千円

【 備　考 】
    保険基盤安定国庫負担金　　 6,915千円
　　保険基盤安定道負担金　　　23,211千円
　　地方消費税交付金　　　　　61,097千円
　　一般財源　　　　　　　　　 5,208千円（+700千円）
　　　　　　　　　　　　　　　96,431千円

　　※国民健康事業特別会計
　　　5.1.1諸支出金　[過年度分保険給付費等返還事業]
　　　　過年度分　国民健康保険税還付金
　　　　　当初予算額　　779千円
　　　　　執行見込額　1,479千円
　　　　　差引補正額　  700千円

　介護保険事業特別会計への繰出金
　【保険事業勘定】
　消費税増税に伴い低所得者の保険料軽減（保険料収入予算の
減）を行った補填分、及び介護報酬改定等へのシステム改修の
町負担分として一般会計からの繰出しを行うもの。

　【サービス事業勘定】
　デイサービスセンター改修にあたり、過疎対策債及び介護
サービス債充当可能経費が増加したことによる、特別会計内の
財源更正に伴う一般会計繰出の減額補正
　　　　　　　　　　　　　 (うち繰出金)
　　当初予算額　313,861千円(297,279千円)

執行見込額 308 036千円(▲5 825千円)

財　　　源　　　内　　　訳
臨･経 要求額

　執行見込額 308,036千円(▲5,825千円)
　　差引補正額　▲5,825千円

【 備　考 】
    介護保険料低所得者負担軽減国庫負担金
　　　　　　　　　　　　 　　4,176千円(＋2,926千円)
　　介護保険料低所得者負担軽減補助金
　　　　　　　　　　　　　 　2,088千円(＋1,463千円)
　　老人福祉施設措置費負担金 　958千円
　　介護保険利用者負担対策補助金
　　　　　　　　　　　　 　　2,088千円
　　一般財源　　　　　　 　298,726千円(▲10,214千円)
　　※一般財源のうち保険料軽減分 (＋ 1,464千円)
　　※　　　〃　　　システム分   (＋ 　522千円)
　　※　　　〃　　　デイ分　　　 (▲12,200千円)
　　　　　　　　　　　　　 308,036千円(▲ 5,825千円)

　　※介護保険事業特別会計(保険事業勘定)
　　　1.1.1一般管理費　[一般管理事業経費]
　　　　介護システム改修委託料
　　　　　当初予算額　　497千円
　　　　　執行見込額　1,540千円
　　　　　差引補正額　1,043千円
　　　　　※一般会計からの繰出し差額不足分は特別会計で
　　　　　　直接補助収入(521千円)



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
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

3  児童福祉費 子育て対策事業 経常 1,447 482 482 483

3.2.1

4 風しん追加的対策事業 臨時 4,272 1,062 3,210

4.1.2 　予防接種法に基づく定期接種として、39～56才の男性を対象
に、原則無料で抗体検査及び定期接種を3年に分けて実施する
　本年度対象者　S47.4.2～S54.4.1生まれの男性

・需用費　 　54千円(皆増)
・役務費　　188千円(皆増)
・委託料　4,030千円(皆増)

【 備　考 】
    特定感染症検査等事業補助金 1,062千円(皆増)
　　一般財源　　　　　　　　 　3,210千円(皆増)
　　　　　　　　　　　　　　　 4,272千円

　　※国庫補助に関しては抗体検査に関するもののみの補助
　　　実際の接種に係る経費については普通交付税措置(9割)

　一時預かり事業業務委託料
　幼稚園型一時預かり事業について、加算（保育体制充実加
算）が新設されたため

・一時預かり事業業務委託料【幼稚園型　まき】保育体制充実
加算　1,447千円

                              ( 内委託料 )
　　当初予算額　 153,191千円　( 5,028千円)
　　執行見込額　 154,638千円　( 6,475千円)
　　差引補正額　 　1,447千円

【 備　考 】
　　国庫補助金　　　　62,748千円(+482千円)
　　道補助金　　　　　41,993千円(+482千円)
　　一般財源　　　　　49,897千円(+483千円)
　　計　　　　　　　 154,638千円

健康セン
ター運営費

5 畜産業費 焼尻めん羊牧場管理運営事業 臨時 0 600 ▲ 600

6.1.3

6  林業振興費 森林環境譲与税活用事業 臨時 4,221 4,221

 6.2.2 　森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的
とした、森林贈与税(令和６年度より課税)創設に先駆け、前倒
しで森林環境譲与税として譲与されたものを一旦基金へ積立て
るもの。

　・森林環境譲与税基金積立金　4,221千円(皆増)

【 備　考 】
譲与基準
　総額の８割(段階的に市町村への譲与割合は９割へ移行予定)
を[私有林人口林面積50％][林業就業者数20％][人口30％]で案
分

　財源更正

　辺地債の対象経費見直しによる増額

【 備　考 】
    農林水産業債　　 　　　　　3,800千円(+600千円)
　　まちづくり応援基金繰入金　 2,750千円
　　物品売払収入　　　　　　　 7,129千円
　　一般財源　　　　　　　　　14,001千円(▲600千円)
　　　　　　　　　　　　　　　27,680千円

　　※6.1.3 畜産費　[焼尻めん羊牧場管理運営事業]
　　　　車両購入費
　　　　　当初予算額　　4,448千円



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
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

7 離島活性化事業（農林水産） 臨時 0 69 ▲ 69

6.3.1

8 商工振興費 ハートタウンはぼろ施設管理事業 臨時 206 206

7.1.1

9 河川管理費 河川施設管理事業 臨時 0 9,500 ▲ 9,500

8.3.1

　財源更正

　離島活性化交付金の交付決定にともなう財源更正

　・離島産業活性化事業補助金　3,578千円
　（※戦略産品の輸送費負担の軽減）

【 備　考 】
　　離島活性化交付金　1,858千円(＋69千円)

　ハートタウン特定建築物等調査業務
・特定建築物等調査業務　206千円(皆増)

　　当初予算額　 　2,816千円
　　執行見込額　 　3,022千円
　　差引補正額　 　　206千円

【 備　考 】
　　まちづくり事業基金繰入金　3,022千円(+206千円)

　財源更正

　福寿川護岸整備測量設計業務について、公共施設等適正化管
理推進事業債が充当可能となったことによる財源更正

【 備　考 】
    公共施設等適正化管理推進事業債
　　　　　　　　　　　　　　 　9,500千円(皆増)
　　一般財源　　　　　　　　　 2,250千円(▲9,500千円)
　　　　　　　　　　　　　　　11,750千円

水 産 業
振 興 費

10 住宅管理費 公営住宅施設管理事業 臨時 0 4,600 ▲ 4,600

8.6.1

11 住宅建設費 公営住宅建設事業 臨時 0 1,000 ▲ 1,000

8.6.2

　　※8.3.1 河川管理費　[河川施設管理事業]
　　　　・測量調査等委託料　　　 10,659千円
　　　　・補修工事【大沢川河岸】　1,091千円

　財源更正

　公営住宅建設事業債の起債対象経費見直しによる増額

【 備　考 】
    社会資本整備総合交付金　 　3,782千円
　　公営住宅建設事業債　　 　　4,600千円(皆増)
　　一般財源　　　　　　　　　36,584千円(▲4,600千円)
　　　 　　　　　　　　　　　 44,966千円

　　※8.6.1 住宅管理費　[公営住宅施設管理事業]
　　　　・公営住宅解体工事請負費　 8,418千円

　財源更正

　公営住宅建設事業債の起債対象経費見直しによる増額

【 備　考 】
    社会資本整備総合交付金　 　45,638千円
　　公営住宅建設事業債　　 　　55,800千円(＋1,000千円)
　　一般財源　　　　　　　　　  　871千円(▲1,000千円)
　　　　　　　　　　　　　　　102,309千円

　　※8.6.2 住宅建設費費　[公営住宅建設事業]
　　　　・公営住宅建設工事請負費　 100,816千円



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
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

12 災害対策費 防災対策事業 臨時 489 489

9.1.2

13 災害対策費 防災資機材購入事業 臨時 0 1,227 ▲ 1,227

9.1.2

14  事務局費 教員住宅建設事業 臨時 65,131 22,157 37,000 5,974

 10.1.2

　防災倉庫シャッター取替修繕事業
　防災資機材備蓄品保管場所（庁舎裏車庫）のシャッター取替
修繕を行うもの。

・防災倉庫シャッター取替修繕事業【修繕料】
　　　　　　　　　　　　　　　　　489千円(皆増)

【 備　考 】
    市町村振興協会交付金　　　　　489千円(皆増)
　　※協会設立40周年記念特別支援事業

　財源更正
　市町村振興協会交付金（設立40周年記念支援事業）の羽幌町
配分枠決定に伴う財源更正

・需要費　　  1,000千円
・備品購入費　1,000千円
　
　【備考】
　　市町村振興協会交付金　　  1,227千円(皆増)
　　一般財源　　　　　　　　　　773千円(▲1,227千円)
　　計　　　　　　　　　　　  2,000千円

　羽幌小・中教頭住宅(2戸)建設
　教職員の良好な住居環境を確保するため、住宅については可
能な限り補修等を行っているが、補修に限界があるものについ
て公共施設マネジメント計画等も踏まえ、建替えを図るもの。

・特別旅費　　　　　　　　　　　81千円(皆増)
・建築確認申請等手数料　　　　　70千円(皆増)

教職員住宅火災保険料 15千円(皆増)

15  教育振興費 焼尻小学校開校130周年記念事業 臨時 300 300

 10.1.4

16  学校管理費 天売小学校施設管理事業 臨時 100 100

 10.2.1 　天売小中学校体育館の雨漏り個所調査
　雨漏り改善補修を行うための不具合個所の特定

・天売小学校体育館雨漏り調査手数料　100千円(皆増)

【 備　考 】
　　一般財源　　　　　　　　 　100千円(皆増)
　　計　　　　　　　　　　　　 100千円

・教職員住宅火災保険料　　　　　15千円(皆増)
・教職員住宅建設工事請負費　64,965千円(皆増)

　【備考】
　　学校施設環境改善交付金　 22,157千円(皆増)
　　教職員住宅建設事業債　 　37,000千円(皆増)
　　一般財源　　　　　　　　　5,974千円(皆増)
　　計　　　　　　　　　　　 65,131千円

　130周年記念行事を行う団体への補助
　記念式典開催、記念誌、記念品の作成等。

・焼尻小学校開校130周年記念事業補助金　300千円(皆増)

　【備考】
　　一般財源　　　　　　　　　　300千円(皆増)
　　計　　　　　　　　　　　 　 300千円



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
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

17  教育振興費 天売高等学校活性化事業 臨時 0 2,142 ▲ 2,142

 10.4.2

18  教育振興費 天売高等学校学生寮運営事業 臨時 0 2,049 ▲ 2,049

 10.4.2

19  社会教育費 郷土芸能団体保存育成事業 臨時 2,500 2,500

 10.5.1 　加賀獅子蚊帳等整備に係る活動団体への補助

・コミュニティ活動団体補助金　2,500千円(皆増)

当初予算額 2 200千円※団体補助

　財源更正

　離島活性化交付金の交付決定に伴う財源更正

【 備　考 】
    離島活性化交付金　　　　 　2,049千円(皆増)
　　天売高校学生寮使用　　　　 3,840千円
　　一般財源　　　　　　　　　 5,138千円(▲2,049千円)
 　　　　　　　　　　　　　 　11,027千円

　　※10.4.2 教育振興費　[天売高等学校学生寮運営事業]
　　　　・学生寮設置・維持管理費　 11,027千円

　財源更正

　離島活性化交付金の交付決定に伴う財源更正

【 備　考 】
    離島活性化交付金　　　　 　2,142千円(皆増)
　　一般財源　　　　　　　　　 7,582千円(▲2,142千円)
　　　　　　　　　　　　　 　　9,724千円

　　※10.4.2 教育振興費　[天売高等学校活性化事業]
　　　　・地域おこし協力隊員活動費　 9,724千円
　

20  体育振興費 スポーツ振興事業 臨時 300 300

 10.6.1

　当初予算額 　　　2,200千円※団体補助
　　執行予定額　　　　4,700千円
　　差引補正額　　　　2,500千円

【 備　考 】
　　コミュニティ事業助成金　2,500千円(+2,500千円)
　　一般財源　　　　　　　　2,200千円(　　 0千円)
　　計　　　　　　　　　　　4,700千円(+2,500千円)

　軟式野球大会開催費補助金

・天皇賜杯第74回全日本軟式野球大会　北・北海道大会補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300千円(皆増)

　　当初予算額　　　　　166千円※天売芝刈り機
　　執行予定額　　　　　466千円
　　差引補正額　　　　　300千円

【 備　考 】
　　一般財源　　　　　　　　　466千円(　+300千円)
　　計　　　　　　　　　　　　466千円(　+300千円)



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
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

21  体育施設費 スポーツ公園施設管理事業 臨時 0 200 ▲ 200

 10.6.2

22  体育施設費 武道館建替事業 臨時 0 4,000 ▲ 4,000

 10.6.2

23 学校給食費 給食センター運営事業 経常 ▲ 2,473 ▲ 2,473

10.6.4

　財源更正

　国庫補助金（社会資本整備総合交付金）の交付決定に伴うス
ポーツ公園整備事業債の増額

【 備　考 】
　　社会資本整備総合交付金　 30,532千円
　　スポーツ公園整備事業債 　32,000千円(＋　200千円)
　　教育施設整備基金繰入金　  1,083千円
　　一般財源　　　　　　　　注）380千円(▲　200千円)
　　計　　　　　　　　　　 　63,995千円

　　注）担当課より国庫補助金の減額補正が計上されていない
　　　　ため、便宜的に一般財源で調整

　財源更正

　地域スポーツ施設整備助成の減額交付決定(▲4,000千円)に
伴う財源更正
　

【 備　考 】
　　教育施設整備基金繰入金　 14,478千円
　　スポーツ振興くじ助成金　 16,000千円(▲4,000千円)
　　武道館建替事業債　　　　267,700千円(+ 4,000千円)
　　一般財源　　　　　　　　  2,449千円
　　計　　　　　　　　　　　300,627千円(　    0千円)

　焼尻栄養士の報酬不要分を減額

焼 栄養

24  学校給食費 給食センター施設管理事業 臨時 1,195 1,195

 10.6.4

経常 ▲ 6,151 3,408 1,945 0 0 ▲ 11,504

臨時 78,714 27,479 0 56,900 4,643 ▲ 10,308

72,563 30,887 1,945 56,900 4,643 ▲ 21,812合　　計

・焼尻栄養士報酬 　　　　▲2,473千円

　　当初予算額　　　　52,872千円
　　執行予定額　　　　50,399千円　(▲2,473千円)
　　差引補正額　　　　 2,473千円

【 備　考 】
　　教育費補助金　　　　　　　100千円
　　一般財源　　　　　　　 50,299千円(▲2,473千円)
　　計　　　　　　　　　　 50,399千円

　市街給食センターの事務職臨時職員を増員
　天売の栄養士が焼尻の栄養士業務を兼務することとなり、事
務的業務の執行が困難となったため、一般事務に関しては市街
地で両島分も一括処理とするため。

　　当初予算額　　　　15,480千円
　　執行予定額　　　　16,675千円(＋1,195千円)
　　差引補正額　　　　 1,195千円

【 備　考 】
　　学校給食センター設備整備事業債
　　　　　　　　　　　　　　4,700千円
　　一般財源　　　　　　　 11,975千円(▲1,195千円)
　　計　　　　　　　　　　 16,675千円

経常費計

臨時費計


