
１　補正予算議決日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

令和２年度羽幌町一般会計補正予算（第４号）の概要

令 和 2 年 5 月 21 日

補正前の額 補正後の額

6,797,000 7,506,582

今回補正額

343,121

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第４号 7,849,703



３．予算概要

（総括表） （単位：千円）

14款 国庫支出金 309,829 2款 総務費 6,896

地方創生臨時交付金 61,061 ふるさと納税返礼品開発等補助事業 2,500

農村漁村振興交付金 235,641 入浴支援事業 4,396

公立学校情報機器整備費補助金 13,127

3款 民生費 885

児童関係施設消毒液等配布事業 572

準要保護世帯臨時特別支援事業 313

4款 衛生費 13,980

マスク等購入事業 9,750

離島地区通院患者宿泊助成事業 4,230

6款 農林水産費 246,781

農業経営基盤強化資金利子補給事業 1,401

農山漁村活性化整備対策事業 235,641

漁業近代化資金利子補給事業 1,102

刺網被害対策共同利用事業 4,440

農林漁業者支援給付金支給事業 1,500

離島魚介類海上輸送費支援事業 697

水産業振興奨励事業 2,000

7款 商工費 40,219

離島観光業等事業継続支援事業 4,000

18款 繰入金 33,292 消費活性化対策事業 36,219

財政調整基金繰入金 33,292

9款 消防費 330

防災活動推進事業 330

10款 教育費 34,030
学校用端末整備事業
（補助金事業分）

14,833

学校用端末整備事業
（地方創生臨時交付金事業分）

12,707

小中学校通信環境整備事業 6,490

343,121 343,121

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 企画費 ふるさと納税返礼品開発等補助事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 2,500 500 2,000

2.1.6

2 入浴支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 4,396 396 4,000

2.1.8

3 児童関係施設消毒液等配布事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 572 572

3.2.1

4 準要保護世帯臨時特別支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 313 313

3.2.1

（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

　羽幌町ふるさと納税返礼品新規商品開発等補助金交付事業
　　羽幌町ふるさと納税返礼品に係る新商品を開発又は既存商品を改良
　し、ふるさと納税の返礼品に登録した事業者に対し補助金を交付し、
　取扱事業者の売上増進のほか、返礼品の魅力増進に伴う地域全体の振
  興を図る。

　　250千円×10事業者＝2,500千円

　　【　備　考　】
　　　当初予算額　　　　　 0千円
　　　変更後予算額　　 2,500千円（皆増）
      差引補正額　　　 2,500千円

自治振興費

　入浴支援事業
　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴ういきいき交流センター
　（ｻﾝｾｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ）入浴施設を含め休館となったことから、住居にお風呂
　のない対象者に実施している「入浴割引事業」の代替措置
　　（１）とままえ温泉ふわっと　通常入浴
　　（２）漁村環境改善総合センター　シャワー浴

　　・消耗品費　20千円　・燃料費　725千円　・光熱水費　710千円
　　・使用料及び賃借料　2,941千円

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　 0千円
    変更後予算額　　　 4,396千円（皆増）
　　差引補正額　　　　 4,396千円

児童福祉費

　児童関係施設消毒液等配布事業
　　町内の児童福祉関係施設に対し、新型コロナウイルス感染症の流行
　に伴い、消毒液や手洗い用石けんの配布を行うことで、新型コロナウ
　イルス感染症の感染拡大を防止することを目的とする。

　　13箇所（5施設分）×40個×1,000円×消費税

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　　 572千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 572千円

児童福祉費

　準要保護世帯臨時特別支援費支給事業
小中学校の臨時休業に伴い、本来給食費の助成を受けている準用保

5 マスク等購入事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 9,750 4,750 5,000

4.1.1

6 離島地区通院患者宿泊助成事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 4,230 2,230 2,000

4.1.1

　　小中学校の臨時休業に伴い、本来給食費の助成を受けている準用保
　護世帯においては家計負担が増大していることから、給食費相当額を
　助成することで負担軽減を図る。

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　　 313千円(皆増）
　　差引補正額　　　　　 313千円

保健衛生費

　マスク等購入事業
　　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、マスクを購入し、町
  民、医療機関及び社会福祉施設へ配布し、町内全域での感染症予防対
　策の向上を図る。

　　（消耗品費）　80円×100,000枚＝8,000千円
　　（通信運搬費）3,500世帯×500円＝1,750千円

　　【　備　考　】
　　　当初予算額　　　　　 0千円
　　　変更後予算額　　 9,750千円（皆増）
      差引補正額　　　 9,750千円

保健衛生費

　離島地区通院患者宿泊扶助費
　　新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴い、羽幌沿海フェリー高速
　船の運休により、町内診療機関受診の際にも宿泊せざるを得ない島民の
　健康維持・増進、通院費用の負担軽減のため、町内宿泊施設を利用した
　際に、上限５千円を助成する。

　　（天売島民284人＋焼尻島民185人）×20％＝94人
　　94人×人5千円×月3回×3カ月＝4,230,000円

　【　備　考　】
　　当初予算額　　 　　　　0千円
　　変更後予算額　 　　4,230千円（皆増）
    差引補正額　　 　　4,230千円



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

7 農業経営基盤強化資金利子補給事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 1,401 1,401

6.1.2

8 農山漁村活性化整備対策事業 臨時 235,641 235,641

6.1.2

9 漁業近代化資金利子補給事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 1,102 1,102

6.3.1

10 刺網被害対策共同利用事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 4,440 4,440

6.3.1

農業振興費

　農業経営基盤強化資金利子補給金
　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、農産物の需要低
　下及びそれに伴う価格低下等の影響を受けた農業者が借り入れる農業経
　営基盤強化資金（スーパーＬ資金）に対して利子補給金として助成す
  る。（当初予算に上乗せするもの）

　　利子補給率2.0％以内分　　1,400,773円

　【　備　考　】
　　当初予算額　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　 1,401千円（皆増）
　　差引補正額　　　　 1,401千円

農業振興費

　農山漁村活性化整備対策事業補助金
　　地域の主たる農産物である米穀の集出荷貯蔵施設を整備して、集出荷
　貯蔵能力の向上を図ることで、米の品質区分を細分化し、低タンパク・
　高品質米を安定供給する。北限のうるち米という知名度を向上させると
　ともに販売額の増加並びに新規就農者の増加を目標に地域の活性化を図
　る。

　　国庫補助（農山漁村振興交付金）10/10対象事業

　　事業主体：オロロン農業協同組合
　　補助対象事業費：471,282,000円
　　補助金額：471,282千円×1/2＝235,641千円

水産業振興費

　漁業近代化資金利子補給金
　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、水産物の需要低
　下及びそれに伴う価格低下等の影響を受けた漁業者が借り入れる漁業近
　代化資金に対して利子補給金として助成する。（当初予算に上乗せする
　もの）

　　利子補給率1.3％以内分　　1,101,702円

　【　備　考　】
　　当初予算額　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　 1,102千円（皆増）
　　差引補正額　　　　 1,102千円

水産業振興費

　刺網被害対策共同利用事業補助金
　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、水産物の需要低
　下及びそれに伴う価格低下等の影響を受けた漁業者等について、トド被

害による刺網購入費を全額補助することにより、雇用・事業の維持を支

11 農林漁業者支援給付金支給事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 1,500 500 1,000

6.3.1

8 離島魚介類海上輸送費支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 697 697

6.3.1

　害による刺網購入費を全額補助することにより、雇用 事業の維持を支
　援する。（当初予算に上乗せするもの）

　　補助対象経費6,660,000円×2/3＝4,440,000円

　【　備　考　】
　　当初予算額　　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　　 4,440千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 4,440千円

水産業振興費

　農林漁業者支援給付金
　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、農林水産物の需
　要低下及びそれに伴う価格低下等の影響を受けた農林漁業者のうち、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
　部を給付近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）1体＝1,000千円

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
　　変更後予算　　　　　 1,500千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 1,500千円

水産業振興費

　離島魚介類海上輸送費支援事業補助金
　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、水産物の需要低
　下及びそれに伴う価格低下等の影響を受けた離島地区の漁業者が負担す
　る海上輸送費に対して支援を行うもの。

　　ホタテ（稚貝）　9,041籠×77円＝697千円

　【　備　考　】
    当初予算　　　　　　　　 0千円
　　変更後予算　　　　　　 697千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　　 697千円



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

9 水産業振興奨励事業 臨時 2,000 2,000

6.3.1

10  離島観光業等事業継続支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 4,000 4,000

7.1.1

11  消費活性化対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 経常 36,219 21,123 15,096

7.1.1

12 消防費 防災活動推進事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 330 330

9.1.2

水産業振興費

　漁協焼尻地区燃料タンク配管改修事業補助金
　　北るもい漁業協同組合焼尻地区にて、平成23年度に改良事業を実施し
　た燃料タンクの配管に漏れが発生している。当該施設は漁船及び焼尻発
　電所への燃料供給施設として活用されており、改修工事を実施しなけれ
　ば、焼尻地区の漁業振興及び離島地区の電力供給に支障をきたすため、
　改修費用の一部を補助することにより、早急に改修を実施する。

　　総事業費　12,000千円（北海道漁業協同組合連合会1/2、北るもい漁
　　　　　　　　　　　　業協同組合1/2）
　　補助金額　 2,000千円（北るもい漁業協同組合負担額の1/3）

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　 　0千円
    変更後予算　　　　　 2,000千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 2,000千円

商工費

　離島観光業等事業継続支援金
　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止による離島への移動規制に
　より、経済活動の収縮による離島事業者の事業継続への甚大な影響を鑑
　み、事業を継続できるように離島観光業等事業者に対し支援金を交付し
　ようとするもの。

　　総事業費　200千円×20件＝4,000千円

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

商工費

　消費活性化対策事業
　　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　1,571千円　・役務費　648千円

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
　　変更後予算　　　　　36,219千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　36,219千円

　防災活動推進事業

13 教育費 学校用端末整備事業（公立学校情報機器整備費補助金事業分） 臨時 14,833 13,127 1,706

10.1.2

14 教育費 学校用端末整備事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 12,707 12,707

10.1.2

防災活動推進事業
　　新型コロナウイルス感染症の感染が広がる中、災害が発生し避難所を
　開設する場合には、感染症対策に万全を期すことが重要である。特に、
　感染症患者発生に備え、飛沫や体液の浸透を防御する防護服を着用して
　の対応が必要であるが、現状備蓄していないため、新型コロナウイルス
　感染症対応地方創生臨時交付金を活用して購入しようとするもの。

　　感染症防護服（カバーオール型）　3,300円×100セット＝330千円

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

　学校用端末購入費
　　羽幌町内各小中学校の生徒児童及び教員用のタブレット端末を整備す
　るもの。国が全国一律に進めている「GIGAスクール構想」の実現に向け
　た本町事業の一環として実施するもので、町内の全児童生徒及び教員の
　端末を整備し、動画配信サービスやデジタル教科書を活用した学習、更
　には児童生徒の家庭におけるオンライン学習等に活用しようとするも
　の。

　　公立学校情報機器整備費補助金対象分　286台

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　　14,833千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　14,833千円

　学校用端末購入費
　　羽幌町内各小中学校の生徒児童及び教員用のタブレット端末を整備す
　るもの。国が全国一律に進めている「GIGAスクール構想」の実現に向け
　た本町事業の一環として実施するもので、町内の全児童生徒及び教員の
　端末を整備し、動画配信サービスやデジタル教科書を活用した学習、更
　には児童生徒の家庭におけるオンライン学習等に活用しようとするも
　の。

　　単独事業分（地方創生臨時交付金対象分）　245台

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　　12,707千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　12,707千円



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

15 教育費 小中学校通信環境整備事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 6,490 6,000 490

10.1.2

経常 0 0 0 0 0 0

臨時 343,121 309,829 0 0 0 33,292

343,121 309,829 0 0 0 33,292合　　計

　小中学校通信環境整備事業
　　天売小中学校及び焼尻小中学校における学校内の通信（無線LAN）環
境
　を整備するもの。国が全国一律に進めている「GIGAスクール構想」を受
　けた本町事業の一環で、天売小中学校及び焼尻小中学校において、全児
　童生徒が校内のどこでも高速のインターネットに接続できる環境を整備
　しようとするもの。

　　・旅費　117千円　・消耗品　148千円　・委託料　5,767千円
　　・備品購入費　458千円

　【　備　考　】
　　当初予算　　　　　　　　 0千円
　　変更後予算額　　　　 6,490千円（皆増）
　　差引補正額　　　　　 6,490千円

経常費計

臨時費計


