
１　補正予算議決日 令和4年6月24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2号 7,082,000 7,104,691 31,452 7,136,143

令和４年度羽幌町一般会計補正予算（第2号）の概要

２　予　算　規　模

会　　計　　区　　分

一般会計



３　予算概要

（総括表） （単位：千円）

14款 国庫支出金 5,210 2款 総務費 5,349
国庫補助金
総務費国庫補助金

総務管理費
(情報管理業務経費) 5,349

 (地方創生臨時交付金) 450

民生費国庫補助金 3款 民生費 4,236

4,310 4,219

教育費国庫補助金

 (学校保健特別対策事業費補助金) 450 9

18款 繰入金 23,593 8

財政調整基金繰入金

 (財政調整基金繰入金) 17,593 4款 衛生費 6,701

まちづくり応援基金繰入金
保健衛生費
(新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種事業) 5,216

 (まちづくり応援基金繰入金(臨時分))
6,000

(予防事業) 1,485

20款 諸収入 2,649 6款 農林水産費 789

雑入
農業費
(農業振興対策事業) 789

 (デジタル基盤改革支援補助金) 2,649

7款 商工費 13,386
商工費
(ｻﾝｾｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ施設管理事業) 386

(ｻﾝｾｯﾄﾌﾟﾗｻﾞ運営事業（臨時費）) 13,000

10款 教育費 900

900

13款 諸支出金 91

91

31,452 31,452

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

児童福祉費
(低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事

(子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）事業)

 (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)

(子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）事業)

　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計

職員給与費
(職員人件費（低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業分）)

中学校費
(学校保健特別対策事業（地方創生臨時交付金事業分）)



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1  総務費 情報管理業務経費 臨時 5,349 2,649 2,700

 2.1.1 　委託料、負担金補助及び交付金

2  民生費 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 臨時 4,219 4,219

 3.2.2 　需用費、役務費、委託料、負担金補助及び交付金

3  民生費 子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）事業 臨時 9 9

 3.2.2 　償還金利子及び割引料

4  民生費 子育て世帯への臨時特別給付（追加給付金）事業 臨時 8 8

 3.2.2 　償還金利子及び割引料

5 衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種事業 臨時 5,216 5,216

4.1.2 　償還金利子及び割引料

6 衛生費 予防事業 経常 1,485 1,485

4.1.2 　委託料

（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

　コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」
に盛り込まれた、「低所得の子育て世帯に対する特別給付
金」の給付を実施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　　4,219千円
　補正前予算額　　　　0千円
  補正予算額　　　4,219千円

　新型コロナウイルスワクチン接種事業に伴う体制確保事業
費補助金及び接種費用負担金の令和３年度までの事業精算の
結果返還金が生じたことによる増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　5,261千円
　補正前予算額　　　　0千円
  補正予算額　　　5,261千円

　「行政手続きのオンライン化」について、留萌地域留萌地
域電算共同化推進協議会で協議が整ったことから、整備に係
る委託料の増及び整備に伴う協議会負担金の増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 18,623千円
　補正前予算額　 13,274千円
  補正予算額　　　5,349千円

　令和３年度子育て世帯臨時特別支援事業費補助金の実績報
告による補助金返還金の増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　　9千円
　補正前予算額　　　　0千円
  補正予算額　　　　　9千円

　令和３年度子育て世帯臨時特別支援事業費補助金の実績報
告による補助金の返還金の増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　　8千円
　補正前予算額　　　　0千円
  補正予算額　　　　　8千円

　子宮頸がんワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期
接種機会を逃した対象者が、対象年齢を経過して任意接種を
受けた場合も費用を無償とするための増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　1,485千円
　補正前予算額　　　　0千円
  補正予算額　　　1,485千円



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

7  農業振興対策事業 臨時 789 789

 6.1.2 　旅費、使用料及び賃借料、負担金及び交付金

8 サンセットプラザ施設管理事業 臨時 386 386

7.1.2 　委託料

9  サンセットプラザ運営事業 臨時 13,000 6,000 7,000

 7.1.2 　委託料

10  教育費 学校保健特別対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 900 900

 10.3.1 　需用費（消耗品費）及び器具等購入費

11  諸支出金 職員人件費（低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業分） 臨時 91 91

 13.1.1 　職員手当等

経常 1,485 0 0 0 0 1,485

臨時 29,967 5,210 0 0 8,649 16,108

31,452 5,210 0 0 8,649 17,593

臨時費計

合　　計

　ＪＡるもい販路拡大ＰＲイベント実行委員会が、特産品や
観光情報を提供することで留萌地域全体をＰＲすることを目
的に実施する「販路拡大イベント」の開催に対し支援を行う
ための増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　2,389千円
　補正前予算額　　1,600千円
  補正予算額　 　 　789千円

　いきいき交流センター指定管理料の増に伴う増額補正。
(18,000千円）
　指定管理事業継続支援金を取りやめ、指定管理料の増額を
行うこととしたことによる減額補正。（▲5,000千円）

【　備　考　】
　補正後予算額　 42,000千円
　補正前予算額　 29,000千円
  補正予算額　　 13,000千円

　低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に係る職
員時間外勤務手当の増額補正。（国庫補助10/10事業）

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

経常費計

　学校教育活動の継続のため、生徒・教職員等の感染症対策
に必要となる消耗品や器具等を購入する事業ついて、令和4年
度に再開した焼尻中学校分を追加対象とするための増額補
正。（国庫補助金1/2、地方創生臨時交付金1/2）

【　備　考　】
　補正後予算額　　2,700千円
　補正前予算額　　1,800千円
　補正予算額　　　　900千円

農林水産業費

商工費

商工費

　貯水槽内部調査の完了による不用額の減額補正。（▲39千
円）
　貯水槽内部調査の結果、内部のさび落とし等清掃が必要と
なったことによる委託料の増額補正。（425千円）

【　備　考　】
　補正後予算額　 25,876千円
　補正前予算額　 25,490千円
  補正予算額　 　   386千円


