
１　補正予算議決日 令和４年３月１５日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

３ 継 続 費 補 正

（変更） （単位：千円）

４ 繰越明許費補正

令和３年度羽幌町一般会計補正予算（第10号）の概要

補正前の額 補正後の額

6,720,000 7,273,368

今回補正額

▲ 452,892

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第10号 6,820,476

（追加） （単位：千円）

事　業　名 金　　額

2 総 務 費 1
戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

住 民 基 本 台 帳
シ ス テ ム 改 修 事 業

1,760

3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費
住 民 税 非 課 税 世 帯
臨 時 特 別 給 付 事 業

49,691

4 衛 生 費 1 保 健 衛 生 費
新型コロナワクチン
接 種 事 業

6,946

8 土 木 費 1 土 木 管 理 費 地 籍 調 査 事 業 14,190

13 諸 支 出 金 1 職 員 給 与 費
会 計 年 度 任 用 職 員
人 件 費 （ 衛 生 費 ）

513

款 項

4 2

衛生費 清掃費

款 項 事業名

補正前 補正後

総額 年度 年割額 総額 年度 年割額

衛生施設
組合負担
金事業

1,019,661

令和3年度 232,936

947,363

令和3年度 86,978

令和4年度 482,072 令和4年度 299,634

令和5年度 304,653 令和5年度 560,751



５ 債務負担行為補正

６ 地方債補正

（変更） （単位：千円）

（変更） （単位：千円）

羽 幌 小 学 校
プ ロ バ イ ダ ―
回 線 通 信 料

羽 幌 中 学 校
プ ロ バ イ ダ ―
回 線 通 信 料

事　　項

変更前 変更後

期　　間 限　度　額 期　　間 限　度　額

233 247

233 247

限度額
償還の
方　法

高齢者福祉ハ
イヤー事業債

5,400 3,000

医師確保対策
事 業 債

11,700 18,000

一般廃棄物処理
施設整備事業債

230,000 82,800

ごみ収集運搬車
購 入 事 業 債

16,200 11,600

農業後継者対
策 事 業 債

1,200 0

漁業後継者対
策 事 業 債

1,200 1,000

雇用促進助成
事 業 債

6,800 5,500

商工会振興補助
事 業 債

15,000 13,000

観光協会補助
事 業 債

9,800 13,000

道路長寿命化
事 業 債

8,800 8,200

橋梁長寿命化
事 業 債

8,800 8,000

公営住宅建設
事 業 債

3,300 2,900

高規格救急自動車
資機材整備事業債 22,000 20,000

教員住宅改修
事 業 債

29,600 27,100

天売複合化施
設建設事業債

13,200 8,400

中央公民館改
修 事 業 債

20,000 19,000

総合体育館改
修 事 業 債

40,300 37,500

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



７　予算概要

【 一般会計 】 （単位：千円）

1款 町税 22,609 1款 議会費 ▲ 673

個人
議会費
(行政視察事業) ▲ 673

現年課税分
(町民税【個人】) 12,845 2款 総務費 ▲ 116,348

法人
一般管理費
(一般管理業務経費) ▲ 2,204

現年課税分
(町民税【法人】) 4,259 (行政システム等維持管理事業) ▲ 363

固定資産税
財政管理費
(財政管理業務経費) ▲ 85

現年課税分
(固定資産税) 5,505 (会計管理業務経費) ▲ 110

2款 地方譲与税 5,294 企画費
(国際交流支援事業) ▲ 150

地方揮発油譲与税
(地方揮発油譲与税) 638 (離島魅力発信事業) ▲ 1,113
自動車重量譲与税
(自動車重量譲与税) 4,656 (地域おこし協力隊事業(地域振興)) ▲ 1,834

7款 地方消費税交付金 48,140 (まちづくり応援寄付金推進事業) ▲ 105,291
地方消費税交付金
(地方消費税交付金) 11,956 (地域魅力ＰＲ事業) ▲ 526

(地方消費税交付金(社会保障施策分)) 36,184 (都市間交流事業) ▲ 1,452

9款 地方特例交付金 4,285 (留萌中部地域振興協議会事業) ▲ 581

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

自治振興費
(防犯灯管理事業) 財源更正

(新型コロナウイルス感染症対策地方税減収
補填特別交付金) 4,285 (地方バス路線維持費補助事業) ▲ 2,541

10款 地方交付税 115,581
戸籍住民基本台帳費
(個人番号カード事務委任事業) ▲ 1,735

地方交付税
(普通地方交付税) 115,581 (住民基本台帳システム改修事業) 1,760

11款 交通安全対策特別交付金 627
衆議院議員総選挙費
(衆議院議員総選挙費) 財源更正

交通安全対策特別交付金
(交通安全対策特別交付金) 627

統計調査費
(経済センサス活動調査事業) ▲ 123

12款 分担金及び負担金 ▲ 2,287 3款 民生費 ▲ 8,557
民生費負担金
(老人福祉施設措置費負担金) ▲ 349

社会福祉費
(障がい者自立支援事業) 4,819

衛生費負担金
(汚水処理施設共同整備事業負担金) ▲ 1,938 (国民健康保険特別会計繰出事業) 2,686

13款 使用料及び手数料 0 (障がい児通所給付事業) 3,106
土木使用料
(単独受託使用料) 0 (高齢者福祉ハイヤー事業) 財源更正

14款 国庫支出金 2,864
介護福祉費
(一般在宅福祉事業) ▲ 12,813

民生費国庫負担金 (介護サービス基盤整備事業) ▲ 487
社会福祉費国庫負担金
(障害者自立支援給付費負担金) 1,713

後期高齢者医療費
(後期高齢者医療広域連合負担金事業) ▲ 1,748

(障害者医療費国庫負担金) ▲ 672
児童福祉費
(子育て支援対策事業) 5,479

(障害児入所給付費等国庫負担金) 1,524 (保育士等確保対策事業) ▲ 1,500

(介護保険料低所得者負担軽減国庫負担金) 990 (子育て世帯総合体育館利用助成事業) ▲ 91
児童福祉費国庫負担金
(児童手当国庫負担金) ▲ 1,257 (保育士等処遇改善臨時特例交付金事業) 707

(施設型給付費国庫負担金) 2,440
(子ども・子育て支援事業（新型コロナウ
イルス感染症対策事業）) 100

保険基盤安定国庫負担金
(保険基盤安定負担金) 793

児童措置費
(児童手当給付事業) ▲ 1,965

総務費国庫補助金
(低所得の子育て世帯生活支援特別給付金
給付事業) ▲ 2,850

総務管理費国庫補助金
(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付
金)事業) ▲ 2,000

(社会保障・税番号制度システム整備費補助
金) ▲ 1,735

(子育て世帯への臨時特別給付(追加給付
金)事業) ▲ 2,000

(地方創生臨時交付金) 3,301
(子育て世帯への臨時特別給付金事業(地
方創生臨時交付金事業分)) 財源更正

(社会保障・税番号制度システム整備費補助
金(臨時費分)) 1,760 4款 衛生費 ▲ 189,793

民生費国庫補助金
保健衛生費
(離島歯科診療事業) ▲ 719

児童福祉費国庫補助金
(子ども・子育て支援交付金) 33 (医師確保対策事業) 財源更正
(新型コロナウイルス感染症セーフティネッ
ト強化交付金) ▲ 2,850 (遠隔医療促進事業) ▲ 1,816

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出



【 一般会計 】 （単位：千円）

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

(子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金) ▲ 4,000
健康センター運営費
(すこやか健康センター運営事業) 440

(保育士等処遇改善臨時特例交付金) 707 (予防事業) ▲ 3,000
(子ども・子育て支援事業費補助金(児童手
当制度改正円滑化事業)) 770

環境衛生費
(簡易水道特別会計繰出事業) ▲ 506

土木費国庫補助金
塵芥処理費
(廃棄物収集処理事業) ▲ 21,431

住宅費国庫補助金
(社会資本整備総合交付金) ▲ 42 (し尿処理事業) ▲ 6,725

(社会資本整備総合交付金(臨時分)) ▲ 829 (衛生施設組合負担金事業) ▲ 147,059
道路費国庫補助金
(道路メンテナンス事業補助金) 218 (産業廃棄物埋立処理場適正化事業) ▲ 2,000

15款 道支出金 ▲ 1,139 (廃棄物収集処理体制整備事業) ▲ 6,977

民生費道負担金 6款 農林水産業費 ▲ 16,441
社会福祉費道負担金
(障害者自立支援給付費負担金) 857

農業委員会費
(農業委員会運営事業) ▲ 438

(障害者医療費道費負担金) ▲ 336 (農業委員会運営事業) ▲ 207

(障害児入所給付費等道費負担金) 761
農業振興費
(農地中間管理事業) ▲ 500

保険基盤安定道負担金
(保険基盤安定負担金) ▲ 787 (農業後継者対策事業) ▲ 1,200
児童福祉費道負担金
(児童手当道負担金) ▲ 355

(農業経営者支援事業(地方創生臨時交付
金事業分)) ▲ 500

(施設型給付費道負担金) 7,341
町有林費
(町有林管理事業) ▲ 2,580

総務費道補助金
林業振興費
(私有林等整備事業) ▲ 10,000

総務管理費道補助金
(離島地域輸送支援事業費補助金) 478

野生動物対策費
(地域おこし協力隊事業(町民課)) ▲ 653

民生費道補助金
水産業振興費
(漁業近代化資金利子補給事業) ▲ 153

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) 495 (漁業新規就業者等育成事業) ▲ 210
児童福祉費道補助金
(子ども・子育て支援交付金) 33 (離島活性化事業(農林水産)) 財源更正
保健衛生費道補助金
(遠隔医療促進事業費補助金) ▲ 907 7款 商工費 ▲ 4,387

農林水産業費道補助金
商工振興費
(北海道消費者行政活性化事業) ▲ 80

農業費道補助金
(機構集積協力金交付事業補助金) ▲ 500 (ハートタウンはぼろ運営事業) ▲ 966

(町有林整備事業補助金) ▲ 1,742 (ハートタウンはぼろ施設管理事業) ▲ 75

商工費道補助金 (地域活性化事業) ▲ 255
商工費道補助金
(北海道消費者行政活性化事業補助金) ▲ 79 (中小企業振興資金利子補給事業) ▲ 419

(海岸漂着物等地域対策推進事業補助金) 1,684 (企業振興促進事業) ▲ 1,385

(地域づくり総合交付金) 100 (商工振興補助事業) ▲ 219

土木費道補助金 (雇用促進助成事業) ▲ 1,320
土木管理費道補助金
(地籍調査事業補助金) ▲ 7,446 (６次産業化推進事業) 1,682

総務費委託金 (創業支援事業) ▲ 140
統計調査費委託金
(指定統計調査委託金(臨時分)) ▲ 123 (中小企業者持続化支援事業) ▲ 1,300

(衆議院議員総選挙委託金) ▲ 613 (企業従業員住宅建設促進事業) ▲ 1,000

16款 財産収入 5,535
（消費活性化対策事業（地方創生臨時交
付金事業分）) 財源更正

建物貸付収入
(商業複合施設貸付料) 5,535 (まちづくり事業基金積立事業) 5,647

17款 寄附金 ▲ 59,933
観光費
(サンセットビーチ運営事業) ▲ 696

寄附金
(まちづくり応援寄付金) ▲ 59,933 (サンセットビーチ施設管理事業) 財源更正

18款 繰入金 ▲ 429,257 (観光協会補助事業) ▲ 2,513

財政調整基金繰入金 ▲ 357,989 (合宿誘致事業) ▲ 526

まちづくり事業基金繰入金 ▲ 30 (観光誘客推進事業) ▲ 822

まちづくり応援基金繰入金（臨時分） ▲ 55,688 8款 土木費 ▲ 16,933

交通対策事業基金繰入金 ▲ 2,541
地籍調査費
(地籍調査事業) ▲ 8,116

保育士等修学基金繰入金 ▲ 1,500
道路橋梁費
(橋梁長寿命化事業) ▲ 4,226

森林環境譲与税基金繰入金（臨時分） ▲ 10,000
道路新設改良費
(道路新設改良事業) ▲ 3,782

教育施設整備基金繰入金 ▲ 1,509
河川管理費
(河川管理業務経費) ▲ 287



【 一般会計 】 （単位：千円）

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

20款 諸収入 ▲ 911
都市計画管理費
(下水道特別会計繰出事業) ▲ 1,249

雑入
住宅管理費
(公営住宅運営事業) 財源更正

(留萌地域電算共同化推進協議会給与等負担
金) ▲ 2,000 (町営住宅等整備基金積立事業) 1,314
(商業複合施設テナント燃料費及び光熱水費
負担金) ▲ 854

住宅建設費
(公営住宅建設事業) ▲ 587

(町有林材販売収入) ▲ 838 9款 消防費 ▲ 26,314

(市町村振興協会交付金) 2,826
消防費
(北留萌消防組合負担金事業) ▲ 25,571

(施設設備改修費商工会負担金) ▲ 45 (北留萌消防組合負担金事業) ▲ 743

21款 町債 ▲ 164,300 10款 教育費 ▲ 12,636

民生債
事務局費
（事務局業務経費) 財源更正

社会福祉債
(高齢者福祉ハイヤー事業債) ▲ 2,400 （教員住宅施設管理事業) ▲ 747

衛生債 （外国青年招致事業) 財源更正
保健衛生債
(医師確保対策事業債) 6,300

教育振興費
(コミュニティ・スクール運営事業) ▲ 656

清掃債
(一般廃棄物処理施設整備事業債) ▲ 147,200

小学校費・学校管理費
(羽幌小学校施設管理事業) ▲ 189

(ごみ収集運搬車購入事業債) ▲ 4,600
小学校費・教育振興費
(小学校教育振興事業) ▲ 287

農林水産業債
中学校費・学校管理費
(羽幌中学校運営事業) ▲ 2,083

農業債
(農業後継者対策事業債) ▲ 1,200 (羽幌中学校運営事業) 1,049

(漁業後継者対策事業債) ▲ 200 (天売中学校運営事業) ▲ 280

商工債
(羽幌中学校感染防止対策事業(地方創生
臨時交付金事業分)) 財源更正

商工債
(雇用促進助成事業債) ▲ 1,300

高等学校費・学校管理費
(天売高等学校管理運営事業) ▲ 193

(商工会振興補助事業債) ▲ 2,000
高等学校費・教育振興費
(天売複合化施設建設事業) ▲ 4,642

(観光協会補助事業債) 3,200
（天売高校学生寮感染防止対策事業(地方
創生臨時交付金事業分)) 財源更正

土木債
公民館費
(公民館施設管理事業) ▲ 561

道路整備事業債
(道路長寿命化事業債) ▲ 600

体育振興費
(スキー場まつり実施事業) ▲ 240

橋梁整備事業債
(橋梁長寿命化事業債) ▲ 800

(おろろんウインターフェスティバル開催
事業) ▲ 803

住宅整備事業債
(公営住宅建設事業債) ▲ 400

体育施設費
(総合体育館改修事業) ▲ 2,739

消防債
学校給食費
(給食センター施設管理事業) ▲ 265

消防債
(高規格救急自動車資機材整備事業債) ▲ 2,000 12款 公債費 ▲ 22,994

教育債
公債費
（公債費) ▲ 22,994

教育総務債
(教員住宅改修事業債) ▲ 2,500 13款 諸支出金 ▲ 37,816
高等学校債
(天売複合化施設建設事業債) ▲ 4,800

職員給与費
(職員人件費) ▲ 10,230

社会教育債
(中央公民館改修事業債) ▲ 1,000 (会計年度任用職員人件費（共通分）) 財源更正
保健体育債
(総合体育館改修事業債) ▲ 2,800 (会計年度任用職員人件費（共通分）) ▲ 9,633

(会計年度任用職員人件費（総務費分）) ▲ 1,879

(会計年度任用職員人件費（総務費分）) ▲ 3,478

(会計年度任用職員人件費（衛生費分）) ▲ 567

(会計年度任用職員人件費（商工費分）) ▲ 870

(会計年度任用職員人件費（土木費分）) ▲ 1,428

(会計年度任用職員人件費（教育費分）) ▲ 4,841

(会計年度任用職員人件費（教育費分）) ▲ 4,890

▲ 452,892 ▲ 452,892　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 議会費 行政視察事業 臨時 ▲ 673 ▲ 673

1.1.1

2 一般管理業務経費 経常 ▲ 2,204 ▲ 2,204

2.1.1

3 行政システム等維持管理事業 臨時 ▲ 363 ▲ 363

2.1.1

4 財政管理業務経費 経常 ▲ 85 ▲ 85

2.1.3

5 公会計管理事業 経常 ▲ 110 ▲ 110

2.1.3

6 国際交流支援事業 臨時 ▲ 150 ▲ 150

2.1.6

7 企画費 離島魅力発信事業 臨時 ▲ 1,113 ▲ 1,113

2.1.6

【 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

　報償費、役務費、使用料及び賃借料
　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　】
　補正後予算額　 　　 0千円
　補正前予算額　    673千円
　補正予算額　  　△673千円

一般管理費

　報償費、旅費、交際費、負担金補助及び交付金
　実績に基づく執行残の減額補正。

【　備　考　】
・報償費　補正後 83千円-補正前 383千円＝補正額 △300千円
・旅費
　補正後 806千円-補正前 1,806千円＝補正額 △1,000千円
・交際費　補正後 500千円-補正前 1,200千円＝△700千円
・負担金補助及び交付金
　補正後 0千円-補正前 204千円＝△204千円
・合計　2,204千円

一般管理費

　電算機器等備品購入費
　入札による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　3,551千円
　補正前予算額　　3,914千円
　補正予算額　　　△363千円

財政管理費

　旅費
　今後の執行見込の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　　0千円
　補正前予算額　　　 85千円
　補正予算額　　　 △85千円

財政管理費

　財務諸表作成支援業務委託料
　契約に基づく執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　550千円
　補正前予算額　　　660千円
　補正予算額　　　△110千円

企画費

　羽幌町国際交流事業補助金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により事業が中止され
たことによる減額補正。（皆減）

【　備　考　】
　補正後予算額　　　　0千円
　補正前予算額　　　150千円
　補正予算額　　　△150千円

　旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、イベン
トがオンライン開催となったことによる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　 20千円
　補正前予算額　　1,133千円
　補正予算額　　△1,113千円



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

8 企画費 地域おこし協力隊事業（地域振興） 臨時 ▲ 1,834 ▲ 1,834

2.1.6

9 企画費 まちづくり応援寄付金推進事業 臨時 ▲ 105,291 ▲ 105,291

2.1.6

10 企画費 地域魅力ＰＲ事業 臨時 ▲ 526 ▲ 526

2.1.6

11 企画費 都市間交流事業 臨時 ▲ 1,452 ▲ 1,452

2.1.6

12 企画費 留萌中部地域振興協議会事業 臨時 ▲ 581 ▲ 581

2.1.6

13 防犯灯管理事業 経常 0 628 ▲ 628

2.1.8

14 地方バス路線維持費補助事業 臨時 ▲ 2,541 ▲ 2,541

2.1.8

15 個人番号カード事務委任事業 経常 ▲ 1,735 ▲ 1,735

2.3.1

　報償費、役務費、委託料、負担金補助及び交付金、積立金
　寄付金の実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　208,122千円
　補正前予算額　　313,413千円
　補正予算額　　△105,291千円

　報償費、旅費、需用費、使用料及び賃借料
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、事業が
中止となったことによる減額補正。（皆減）

【　備　考　】
　補正後予算額　　　　0千円
　補正前予算額　　　526千円
　補正予算額　　　△526千円

　旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金補助及び
交付金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、事業が
中止となったことによる減額補正。（皆減）

【　備　考　】
　補正後予算額　　　　0千円
　補正前予算額　　1,452千円
　補正予算額　　△1,452千円

　旅費、需用費、負担金補助及び交付金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、事業が
中止となったことによる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　  0千円
　補正前予算額　　  581千円
　補正予算額　　  △581千円

自治振興費

　財源更正
　交通安全対策特別交付金の対象となったことによる財源更
正。

自治振興費

　需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金
　今年度での採用が困難となったことによる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　847千円
　補正前予算額　　2,681千円
　補正予算額　　△1,834千円

　地方バス路線維持費補助金
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　 10,416千円
　補正前予算額 　 12,957千円
　補正予算額　   △2,541千円

戸籍住民基
本台帳費

　個人番号カード事務委任事業交付金
　個人番号カードの発行等に要する費用の見直しによる減額補
正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　3,257千円
　補正前予算額　　4,992千円
　補正予算額　　△1,735千円



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

16 住民基本台帳システム改修事業 臨時 1,760 1,760

2.3.1

17 衆議院議員総選挙費 臨時 0 ▲ 361 361

2.3.1

18 経済センサス活動調査事業 臨時 ▲ 123 ▲ 123

2.5.1

19 障がい者自立支援事業 経常 4,819 1,041 521 3,257

3.1.1

20 国民健康保険特別会計繰出事業 経常 2,686 793 168 17,915 ▲ 16,190

3.1.1

21 障がい児通所給付事業 経常 3,106 1,524 761 821

3.1.1

22 高齢者福祉ハイヤー事業 臨時 0 ▲ 2,400 2,400

3.1.1

23 一般在宅福祉事業 経常 ▲ 12,813 990 495 17,920 ▲ 32,218

3.1.4

　国民健康保険事業特別会計操出金
　国民健康保険事務費の増額に伴う増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 108,959千円
　補正前予算額　 106,273千円
　補正予算額　 　  2,686千円

社会福祉費

　役務費及び扶助費
　障害児福祉サービス利用者の増による増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 42,608千円
　補正前予算額　 39,502千円
　補正予算額　 　 3,106千円

社会福祉費

　財源更正
　起債額の変更による財源更正。

介護福祉費

　扶助費及び繰出金
　実績見込み額に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　  206,717千円
　補正前予算額　  219,530千円
　補正予算額　　 △12,813千円

戸籍住民基
本台帳費

　住民基本台帳システム改修業務委託料
　マイナンバーカード所有者の転出・転入手続きのワンストッ
プ化を図るために住民基本台帳システムを改修するための増額
補正。（国庫補助 10/10事業）

【　備　考　】
　補正後予算額　　1,760千円
　補正前予算額　　　　0千円
　補正予算額　　　1,760千円

衆議院議員
総選挙費

　財源更正
　衆議院議員総選挙委託金の調整による財源更正。

統計調査費

　経済センサス活動調査調査員報酬
　実績に基づく不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　  421千円
　補正前予算額　  544千円
　補正予算額　　△123千円

社会福祉費

　扶助費
　支出見込みに基づく増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 304,607千円
　補正前予算額　 299,788千円
　補正予算額　　　 4,819千円

社会福祉費



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

24 介護サービス基盤整備事業 臨時 ▲ 487 ▲ 487

3.1.4

25 後期高齢者医療広域連合負担金事業 経常 ▲ 1,748 ▲ 955 ▲ 793

3.1.5

26 子育て支援対策事業 経常 5,479 2,440 7,341 ▲ 4,302

3.2.1

27 保育士等確保対策事業 臨時 ▲ 1,500 ▲ 1,500

3.2.1

28 子育て世帯総合体育館利用助成事業 経常 ▲ 91 ▲ 91

3.2.1

29 保育士等処遇改善臨時特例交付金事業 臨時 707 707

3.2.1

30 子ども・子育て支援事業（新型コロナウイルス感染症対策事業） 臨時 100 33 33 34

3.2.1

児童福祉費

　新型コロナウイルス感染症対策等補助金
　児童福祉施設における新型コロナウイルス感染症対策用衛生
用品や備品の購入に対する費用を補助するための増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　100千円
　補正前予算額　　　  0千円
  補正予算額　　    100千円

後期高齢者
医療費

　後期高齢者医療保険基盤安定繰出金
　令和3年度後期高齢者医療保険基盤安定負担金確定による減
額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　  40,983千円
　補正前予算額　  42,731千円
　補正予算額　 　△1,748千円

児童福祉費

　委託料、負担金補助及び交付金、償還金利子及び割引料
　実績見込に基づく増額補正。

【　備　考　】
・委託料
  補正後 4,051千円-補正前 4,767千円＝補正額 △716千円
・負担金補助及び交付金
　補正後 150,862千円-補正前 144,671千円＝補正額 6,191千
円
・償還金利子及び割引料
　補正後 908千円-補正前 904千円＝補正額 4千円

　保育士等確保対策事業
　貸付者の減少による減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　300千円
　補正前予算額　　1,800千円
  補正予算額　　△1,500千円

児童福祉費

　役務費、使用料及び賃借料
　総合体育館の施設管理が町直営になったことによる事業未執
行。（皆減）

【　備　考　】
　補正後予算額　　　　0千円
　補正前予算額　　　 91千円
  補正予算額　　   △91千円

児童福祉費

　保育士等処遇改善臨時特例事業補助金
　職員に対し3％程度（9千円）の賃金改善を行う教育・保育施
設に対し、当該賃金改善に必要な費用を補助するための増額補
正。（皆増）（国庫補助 10/10事業）

【　備　考　】
　補正後予算額　　　707千円
　補正前予算額　　　  0千円
  補正予算額　　    707千円

介護福祉費

　介護ｻｰﾋﾞｽ資格取得奨励補助金
　実績見込み額に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　  　900千円
　補正前予算額　  1,387千円
　補正予算額　  　△487千円

児童福祉費



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

31 児童手当給付事業 経常 ▲ 1,965 ▲ 487 ▲ 355 ▲ 1,123

3.2.2

32 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 臨時 ▲ 2,850 ▲ 2,850

3.2.2

33 子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）事業 臨時 ▲ 2,000 ▲ 2,000

3.2.2

34 子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）事業 臨時 ▲ 2,000 ▲ 2,000

3.2.2

35 子育て世帯への臨時特別給付金事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 0 788 ▲ 788

3.2.2

36 離島歯科診療事業 経常 ▲ 719 ▲ 719

4.1.1

37 医師確保対策事業 臨時 0 6,300 ▲ 6,300

4.1.1

38 遠隔医療促進事業 臨時 ▲ 1,816 ▲ 907 ▲ 909

4.1.1

児童措置費

　扶助費
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　62,810千円
　補正前予算額　　64,775千円
  補正予算額　　 △1,965千円

児童措置費

　扶助費
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 2,150千円
　補正前予算額　　 5,000千円
  補正予算額　　 △2,850千円

児童措置費

　負担金補助及び交付金
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　41,700千円
　補正前予算額　　43,700千円
  補正予算額　　 △2,000千円

児童措置費

　負担金補助及び交付金
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　41,700千円
　補正前予算額　　43,700千円
  補正予算額　　 △2,000千円

児童措置費

　遠隔医療システム備品購入費
　半導体不足により今年度中の購入見込が立たないことによる
減額補正。（皆減）

【　備　考　】
　補正後予算額　 　　0千円
　補正前予算額　 1,816千円
　補正予算額　 △1,816千円

　財源更正
　地方創生臨時交付金の充当による財源更正。

保健衛生費

　離島歯科診療医師報償費
　実績に伴う減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 706千円
　補正前予算額　 1,425千円
　補正予算額　 　△719千円

保健衛生費

　財源更正
　起債の対象としたことによる財源更正。

保健衛生費



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

39 すこやか健康センター運営事業 経常 440 440

4.1.2

40 予防事業 経常 ▲ 3,000 ▲ 3,000

4.1.2

41 簡易水道特別会計繰出事業 経常 ▲ 506 ▲ 506

4.1.3

42 廃棄物収集処理事業 経常 ▲ 21,431 ▲ 21,431

4.2.1

43 し尿処理事業 経常 ▲ 6,725 ▲ 1,938 ▲ 4,787

4.2.1

44 衛生施設組合負担金事業 臨時 ▲ 147,059 ▲ 147,200 141

4.2.1

45 産業廃棄物埋立処理場適正化事業 臨時 ▲ 2,000 ▲ 2,000

4.2.1

46 廃棄物収集処理体制整備事業 臨時 ▲ 6,977 ▲ 4,600 ▲ 2,377

4.2.1

健康セン
ター運営費

　予防接種委託料
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　10,082千円
　補正前予算額　13,082千円
　補正予算額　 △3,000千円

健康セン
ター運営費

　需用費（燃料費及び光熱水費）
　燃料単価の高騰及び新型コロナウイルス感染症関連事務の増
加に伴う使用量の増加による増額補正。

【　備　考　】
・燃料費　補正後1,338千円-補正前978千円＝補正額360千円
・光熱水費　補正後1,324千円-補正前1,244千円＝補正額80千
円

環境衛生費

　繰出金
　簡易水道事業特別会計歳出予算の減額に伴う減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　14,362千円
　補正前予算額　14,868千円
　補正予算額　　 △506千円

塵芥処理費

　羽幌町外２町村衛生施設組合負担金
　当初予算額を下回ったことによる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　  84,021千円
　補正前予算額　 105,452千円
　補正予算額　  △21,431千円

塵芥処理費

　し尿前処理事業負担金
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 14,866千円
　補正前予算額　 21,591千円
　補正予算額　  △6,725千円

塵芥処理費

　羽幌町外２町村衛生施設組合負担金
　当初予算額を下回ったことによる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　  96,990千円
　補正前予算額　 244,049千円
　補正予算額　 △147,059千円

塵芥処理費

　産業廃棄物埋立処理場適正化事業補助金
　事業費の減による減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　  6,000千円
　補正前予算額　  8,000千円
　補正予算額　  △2,000千円

塵芥処理費

　市街地区ごみ収集車購入費
　入札による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 11,976千円
　補正前予算額　 18,953千円
　補正予算額　  △6,977千円



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

47 農業委員会運営事業 経常 ▲ 438 ▲ 438

6.1.1

48 農業委員会運営事業 臨時 ▲ 207 ▲ 207

6.1.1

49 農地中間管理事業 経常 ▲ 500 ▲ 500

6.1.2

50 農業後継者対策事業 臨時 ▲ 1,200 ▲ 1,200

6.1.2

51 農業経営者支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 500 ▲ 500 0

6.1.2

52 町有林管理事業 臨時 ▲ 2,580 ▲ 1,742 ▲ 838

6.2.1

53 私有林等整備事業 臨時 ▲ 10,000 ▲ 10,000

6.2.1

農業委員会費

　旅費
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う出張の中止によ
る減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　  51千円
　補正前予算額　   489千円
　補正予算額　 　△438千円

農業委員会費

　旅費
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い事業を中止した
ことによる減額補正。(皆減)

【　備　考　】
　補正後予算額　　 　0千円
　補正前予算額　   207千円
　補正予算額　 　△207千円

農業振興費

　機構集積協力金
　事業実績に基づく執行残の減額補正。(皆減)

【　備　考　】
　補正後予算額　　 　0千円
　補正前予算額　   500千円
　補正予算額　　 △500千円

農業振興費

　農業後継者対策事業補助金
　事業見込に基づく減額補正。（皆減）

【　備　考　】
　補正後予算額 　 　　0千円
　補正前予算額 　 1,200千円
　補正予算額  　△1,200千円

農業振興費

　新型コロナウイルス対策農林水産業支援事業補助金
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 23,250千円
　補正前予算額　 23,750千円
　補正予算額　　  △500千円

町有林費

　委託料
　執行見込みによる不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　  7,338千円
　補正前予算額　  9,918千円
　補正予算額　　△2,580千円

林業振興費

　私有林等整備事業補助金
　執行見込みによる不用額の減額補正。(皆減)

【　備　考　】
　補正後予算額　      0千円
　補正前予算額　 10,000千円
　補正予算額 　△10,000千円



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

54 地域おこし協力隊事業（町民課） 臨時 ▲ 653 ▲ 653

6.2.3

55 漁業近代化資金利子補給事業 臨時 ▲ 153 ▲ 153

6.3.1

56 漁業新規就業者等育成事業 臨時 ▲ 210 ▲ 200 ▲ 10

6.3.1

57 離島活性化事業（農林水産） 臨時 0 478 ▲ 478

6.3.1

58 北海道消費者行政活性化事業 経常 ▲ 80 ▲ 79 ▲ 1

7.1.1

59 ハートタウンはぼろ運営事業 経常 ▲ 966 ▲ 966

7.1.1

60 ハートタウンはぼろ施設管理事業 臨時 ▲ 75 ▲ 75

7.1.1

61 地域活性化事業 臨時 ▲ 255 ▲ 255

7.1.1

野生動物対策費

　地域おこし協力隊活動費補助金
　執行見込による不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　547千円
　補正前予算額　　1,200千円
　補正予算額　　　△653千円

水産業振興費

　漁業近代化資金利子補給金
　実績に基づく不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　1,018千円
　補正前予算額　　1,171千円
　補正予算額　　　△153千円

商工振興費

水産業振興費

　負担金補助及び交付金
　実績に基づく不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　1,040千円
　補正前予算額　　1,250千円
　補正予算額　　　△210千円

水産業振興費

　財源更正
　離島地域輸送支援事業費補助金の対象となったことによる財
源更正。

　旅費及び需用費
　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　】
　補正後予算額　　　0千円
　補正前予算額　　 80千円
　補正予算額　　 △80千円

商工振興費

　需用費及び委託料
　執行見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　24,996千円
　補正前予算額　　25,962千円
　補正予算額　　　 △966千円

商工振興費

　需用費
　執行見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 12,236千円
　補正前予算額　 12,311千円
　補正予算額　　 　△75千円

商工振興費

　ハボロマルシェ開催事業補助金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため事業を中止
したことによる減額補正。（皆減）

【　備　考　】
　補正後予算額　　　　0千円
　補正前予算額　　　255千円
　補正予算額　　  △255千円



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

62 中小企業振興資金利子補給事業 臨時 ▲ 419 ▲ 419

7.1.1

63 企業振興促進事業 臨時 ▲ 1,385 ▲ 1,385

7.1.1

64 商工振興補助事業 臨時 ▲ 219 ▲ 2,000 1,781

7.1.1

65 雇用促進助成事業 臨時 ▲ 1,320 ▲ 1,300 ▲ 20

7.1.1

66 ６次産業化推進事業 臨時 1,682 1,682

7.1.1

67 創業支援事業 臨時 ▲ 140 ▲ 140

7.1.1

68 中小企業者持続化支援事業 臨時 ▲ 1,300 ▲ 1,300

7.1.1

69 企業従業員住宅建設促進事業 臨時 ▲ 1,000 ▲ 1,000

7.1.1

　羽幌商工会補助金
　執行見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 18,155千円
　補正前予算額　　 18,374千円
　補正予算額　　    △219千円

商工振興費

　６次産業化推進事業補助金
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　  2,682千円
　補正前予算額　　  1,000千円
　補正予算額　　    1,682千円

商工振興費

商工振興費

　雇用促進助成金
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　  5,520千円
　補正前予算額　　  6,840千円
　補正予算額　　  △1,320千円

　創業支援事業補助金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため事業を中止
したことによる減額補正。（皆減）

【　備　考　】
　補正後予算額　　  　　0千円
　補正前予算額　　  　140千円
　補正予算額　　    △140千円

商工振興費

　中小企業振興資金利子補給金
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　1,875千円
　補正前予算額　　　2,294千円
　補正予算額　　  　△419千円

商工振興費

　企業振興促進補助金
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　  8,615千円
　補正前予算額　　 10,000千円
　補正予算額　　  △1,385千円

商工振興費

商工振興費

　中小企業者支援事業補助金
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　  　600千円
　補正前予算額　　  1,900千円
　補正予算額　　  △1,300千円

商工振興費

　社宅建設促進支援事業補助金
　実績に基づく減額補正。（皆減）

【　備　考　】
　補正後予算額　　  　　0千円
　補正前予算額　　  1,000千円
　補正予算額　　  △1,000千円



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

70 消費活性化対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 0 500 ▲ 500

7.1.1

71 まちづくり事業基金積立事業 経常 5,647 5,647

7.1.1

72 サンセットビーチ運営事業 経常 ▲ 696 ▲ 696

7.1.2

73 サンセットビーチ施設管理事業 臨時 0 1,684 ▲ 1,684

7.1.2

74 観光協会補助事業 臨時 ▲ 2,513 3,200 ▲ 5,641 ▲ 72

7.1.2

75 合宿誘致事業 臨時 ▲ 526 ▲ 526

7.1.2

76 観光誘客推進事業 臨時 ▲ 822 100 ▲ 922

7.1.2

77 地籍調査事業 臨時 ▲ 8,116 ▲ 7,446 ▲ 670

8.1.2

商工振興費

　財源更正
　地方創生臨時交付金の充当による財源更正。

商工振興費

　商業複合施設収益分積立
　実績に基づく増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 6,723千円
　補正前予算額　　 1,076千円
　補正予算額　　   5,647千円

観光費

　需用費（光熱水費）
　事業見込による減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　291千円
　補正前予算額　　987千円
　補正予算額    △696千円

観光費

　財源更正
　北海道補助金の採択による財源更正。

観光費

　羽幌町観光協会補助金
　実績に基づく減額補正及び財源更正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 14,271千円
　補正前予算額　　 16,784千円
　補正予算額　　  △2,513千円

観光費

　羽幌町文化・スポーツ合宿誘致補助金
　事業実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　  400千円
　補正前予算額　　  926千円
　補正予算額　　  △526千円

観光費

　旅費
　事業実績見込に基づく減額補正及び北海道補助金の採択によ
る財源更正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 　59千円
　補正前予算額　　　881千円
　補正予算額　　　△822千円

地籍調査費

　委託料、使用料及び賃借料
　事業内容の変更による減額補正。

【　備　考　】
・委託料
 補正後 32,703千円-補正前 40,348千円＝補正額 △7,645千円
・使用料及び賃借料
 補正後 563千円-補正前 1,034千円＝補正額 △471千円
・合計　△8,116千円



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

78 橋梁長寿命化事業 臨時 ▲ 4,226 218 ▲ 800 ▲ 3,644

8.2.1

79 道路新設改良事業 臨時 ▲ 3,782 ▲ 600 ▲ 3,182

8.2.3

80 河川管理業務経費 臨時 ▲ 287 ▲ 287

8.3.1

81 下水道特別会計繰出事業 経常 ▲ 1,249 ▲ 1,249

8.5.1

82 公営住宅運営事業 経常 0 ▲ 42 42

8.6.1

83 町営住宅等整備基金積立事業 経常 1,314 1,314

8.6.1

84 公営住宅建設事業 臨時 ▲ 587 ▲ 829 ▲ 400 642

8.6.2

85 北留萌消防組合負担金事業 経常 ▲ 25,571 ▲ 25,571

9.1.1

道路橋梁費

　委託料及び工事請負費

【　備　考　】
・委託料
　補正後 15,774千円-補正前 19,200千円＝補正額 △3,426千
円
・工事請負費
　補正後 18,700千円-補正前 19,500千円＝補正額 △800千円

道路新設改
良費

　工事請負費
　事業完了による不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　44,649千円
　補正前予算額　48,431千円
　補正予算額　 △3,782千円

河川管理費

　土地購入費
　事業未執行による減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　0千円
　補正前予算額　　287千円
　補正予算額　　　287千円

都市計画管
理費

　下水道事業特別会計繰出金
　下水道事業特別会計予算補正額に応じた繰出額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　240,793千円
　補正前予算額　　242,042千円
　補正予算額　  　△1,249千円

住宅管理費

　財源更正

　社会資本整備総合交付金の対象経費の減による財源更正。

住宅管理費

　町営住宅等整備基金積立金
　単独住宅使用料の充当先の変更による増額補正。
　
【　備　考　】
　補正後予算額　 16,756千円
　補正前予算額　 15,442千円
　補正予算額　    1,314千円

住宅建設費

　委託料及び工事請負費
　契約による執行残の減額補正。

【　備　考　】
・委託料
　補正後 737千円-補正前 783千円＝補正額 △46千円
・工事請負費
　補正後 4,829千円-補正前 5,370千円＝補正額 △541千円
・合計　△587千円

消防費

　北留萌消防組合負担金
　北留萌消防組合への負担金額（経常的経費）の減額による減
額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　236,822千円
　補正前予算額　262,393千円
　補正予算額　 △25,571千円



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

86 北留萌消防組合負担金事業 臨時 ▲ 743 ▲ 2,000 1,257

9.1.1

87 事務局業務経費 臨時 0 167 ▲ 167

10.1.2

88 教員住宅施設管理事業 臨時 ▲ 747 ▲ 2,500 1,753

10.1.2

89 外国青年招致事業 臨時 0 1,413 ▲ 1,413

10.1.2

90 コミュニティ・スクール運営事業 臨時 ▲ 656 ▲ 656

10.1.4

91 羽幌小学校施設管理事業 臨時 ▲ 189 ▲ 189

10.2.1

92 小学校教育振興事業 経常 ▲ 287 ▲ 287

10.2.2

93 羽幌中学校運営事業 経常 ▲ 2,083 ▲ 2,083

10.3.1

消防費

　北留萌消防組合負担金
　北留萌消防組合への負担金額（臨時的経費）の減額による減
額補正及び財源更正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　44,389千円
　補正前予算額　 45,132千円
　補正予算額　    △743千円

事務局費

　財源更正

　地方創生臨時交付金対象事業となったことによる財源更正。

事務局費

　工事請負費
　工事完了による不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　 37,257千円
　補正前予算額　  38,004千円
　補正予算額　  　 △747千円

事務局費

　財源更正

　市町村振興協会交付金対象事業となったことによる財源更
正。

教育振興費

　報酬及び旅費
　新型コロナウイルス感染症の影響による会議回数の減に基づ
く減額補正。

【　備　考　】
・報酬　補正後 238千円-補正前 819千円＝補正額 △581千円
・旅費　補正後　 0千円-補正前  75千円＝補正額 △75千円
・合計　△656千円

学校管理費

　羽幌小学校プール改修工事請負費
　事業完了による不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　  9,207千円
　補正前予算額　   9,396千円
　補正予算額　     △189千円

教育振興費

　負担金補助及び交付金
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　    177千円
　補正前予算額　     464千円
　補正予算額　     △287千円

学校管理費

　負担金補助及び交付金
　事業完了による不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　  1,002千円
　補正前予算額　   3,085千円
　補正予算額　   △2,083千円



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

94 羽幌中学校運営事業 臨時 1,049 1,049

10.3.1

95 天売中学校運営事業 経常 ▲ 280 ▲ 280

10.3.1

96 羽幌中学校感染防止対策事業（地方創生臨時交付金分） 臨時 0 902 ▲ 902

10.3.1

97 天売高等学校管理運営事業 経常 ▲ 193 ▲ 193

10.4.1

98 天売複合化施設建設事業 臨時 ▲ 4,642 ▲ 4,800 158

10.4.2

99 天売高校学生寮感染防止対策事業（地方創生臨時交付金分） 臨時 0 124 ▲ 124

10.4.2

100 公民館施設管理事業 臨時 ▲ 561 1,320 ▲ 1,000 ▲ 1,320 439

10.5.2

101 スキー場まつり実施事業 臨時 ▲ 240 ▲ 240

10.6.1

　定体連等参加補助金
　事業完了による不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　 　727千円
　補正前予算額　  　920千円
　補正予算額　    △193千円

教育振興費

　排水切替等敷地整備工事請負費
　事業内容の変更に伴う不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　   8,558千円
　補正前予算額　   13,200千円
　補正予算額　    △4,642千円

教育振興費

　財源更正

　地方創生臨時交付金を充当したことによる財源更正。

公民館費

学校管理費

　財源更正

　地方創生臨時交付金を充当したことによる財源更正。

学校管理費

学校管理費

　工事請負費及び備品購入費
　特別支援学級の増加に伴う環境整備を行うための増額補正。
（皆増）

【　備　考　】
　補正後予算額 　  1,049千円
　補正前予算額　   　　0千円
　補正予算額　   　1,049千円

学校管理費

　負担金補助及び交付金
　事業完了による不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　  　380千円
　補正前予算額　     100千円
　補正予算額　  　 △280千円

　公民館大ホール舞台音響設備改修工事
　事業完了による入札執行残の減額補正。
　地方創生臨時交付金を充当したことによる財源更正。
　
【　備　考　】
　補正後予算額　19,536千円
　補正前予算額　20,097千円
　補正予算額　 　△561千円

体育振興費

　スキー場まつり実施事業
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業中止に伴う
減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　 0千円
　補正前予算額　   240千円
　補正予算額　 　△240千円



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

102 おろろんウインターフェスティバル開催事業 臨時 ▲ 803 ▲ 803

10.6.1

103 総合体育館改修事業 臨時 ▲ 2,739 ▲ 2,800 61

10.6.2

104 給食センター施設管理事業 臨時 ▲ 265 ▲ 265

10.6.4

105 公債費 経常 ▲ 22,994 ▲ 22,994

12.1.1

106 職員人件費 経常 ▲ 10,230 ▲ 10,230

13.1.1

107 会計年度任用職員人件費（共通分） 経常 0 ▲ 521 521

13.1.1

108 会計年度任用職員人件費（共通分） 臨時 ▲ 9,633 ▲ 9,633

13.1.1

体育振興費

　おろろんウインターフェスティバル開催事業補助金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業中止に伴う
減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　 0千円
　補正前予算額　   803千円
　補正予算額　 　△803千円

体育施設費

　総合体育館改修工事請負費
　入札による執行残に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　37,598千円
　補正前予算額　  40,337千円
　補正予算額　 　△2,739千円

学校給食費

　旅費及び工事請負費
　執行見込に基づく減額補正及び契約執行残に伴う減額補正。

【　備　考　】
・旅費　補正後 0千円-補正前 125千円＝補正額 △125千円
・工事請負費
　　補正後 6,633千円-補正前 6,773千円＝補正額 △140千円
・合計　△265千円

公債費

　償還金利子及び割引料
　過疎対策事業債（R2繰越分）の償還が発生しなかったことに
よる不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 836,461千円
　補正前予算額　 859,455千円
　補正予算額　　△22,994千円

職員給与費

　給料及び職員手当等
　新規採用数の変更及び退職に伴う人員減による減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 530,904千円
　補正前予算額　 541,134千円
　補正予算額　　△10,230千円

職員給与費

　財源更正

　留萌地域電算共同化推進協議会給与等負担金の減額による財
源更正。

職員給与費

　職員手当等及び共済費
　実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 　4,772千円
　補正前予算額　  14,405千円
　補正予算額　 　△9,633千円



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

109 会計年度任用職員人件費（総務費分） 経常 ▲ 1,879 ▲ 1,479 ▲ 400

13.1.1

110 会計年度任用職員人件費（総務費分） 臨時 ▲ 3,478 ▲ 252 ▲ 3,226

13.1.1

111 会計年度任用職員人件費（衛生費分） 経常 ▲ 567 ▲ 567

13.1.1

112 会計年度任用職員人件費（商工費分） 経常 ▲ 870 ▲ 870

13.1.1

113 会計年度任用職員人件費（土木費分） 経常 ▲ 1,428 ▲ 1,314 ▲ 114

13.1.1

114 会計年度任用職員人件費（教育費分） 経常 ▲ 4,841 ▲ 4,841

13.1.1

115 会計年度任用職員人件費（教育費分） 臨時 ▲ 4,890 1,413 ▲ 6,303

13.1.1

経常 ▲ 104,793 4,524 7,397 0 37,206 ▲ 153,920

臨時 ▲ 348,099 ▲ 1,660 ▲ 8,536 ▲ 164,300 ▲ 129,258 ▲ 44,345

▲ 452,892 2,864 ▲ 1,139 ▲ 164,300 ▲ 92,052 ▲ 198,265

職員給与費

職員給与費

　報酬
　実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
・学校管理課会計年度任用職員報酬
補正後 21,451千円－補正前 23,794千円＝補正額 △2,343千円
・学校給食センター会計年度任用職員報酬
補正後 27,500千円－補正前 29,998千円＝補正額 △2,498千円
・合計　△4,841千円

職員給与費

　報酬
　実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
・学校管理課会計年度任用職員報酬
補正後 14,566千円－補正前 19,456千円＝補正額 △4,890千円

経常費計

臨時費計

合　　計

　報酬
　実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
・総務課会計年度任用職員報酬
補正後 15,251千円－補正前 16,731千円＝補正額 △1,480千円
・焼尻支所会計年度任用職員報酬
補正後 1,563千円－補正前 1,962千円＝補正額 △399千円
・合計　△1,879千円

職員給与費

　報酬
　実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
・地域振興課会計年度任用職員報酬
補正後 1,527千円－補正前 3,440千円＝補正額 △1,913千円
・監査室会計年度任用職員報酬
補正後 0千円－補正前 1,313千円＝補正額 △1,313千円
・選挙管理委員会会計年度任用職員報酬
補正後 448千円－補正前 700千円＝補正額 △252千円
・合計　△3,478千円

職員給与費

　報酬
　実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
・町民課会計年度任用職員報酬
補正後 786千円－補正前 1,353千円＝補正額 △567千円

職員給与費

　報酬
　実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
・商工観光課会計年度任用職員報酬
補正後 3,543千円－補正前 4,413千円＝補正額 △870千円

職員給与費

　報酬
　実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
・町民課会計年度任用職員報酬
補正後 0千円－補正前 1,428千円＝補正額 △1,428千円


