
１　補正予算議決日 令和４年９月１５日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

令和４年度羽幌町一般会計補正予算（第５号）の概要

補正前の額 補正後の額

7,082,000 7,196,927

今回補正額

27,245

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第5号 7,224,172



３　予算概要

【 一般会計 】 （単位：千円）

12款 分担金及び負担金 2,676 2款 総務費 4,713

総務費負担金 総務管理費

共同戸籍業務電算ｼｽﾃﾑ管理負担金 2,676
一般管理費
（姉妹都市イベント派遣事業） ▲ 778

（姉妹都市交流事業） ▲ 136

14款 国庫支出金 505
財産管理費
（減債基金事業） 2,000

総務費国庫補助金 徴税費
社会保障・税番号制度ｼｽﾃﾑ整備費補助金
（臨時分） 428

税務管理費
（税務管理業務経費） 500

戸籍住民基本台帳費

民生費国庫補助金
戸籍住民基本台帳費
（共同戸籍業務電算ｼｽﾃﾑ管理事業） 3,105

障害者総合支援事業費補助金 77 選挙費
町長選挙費
（町長選挙事業） 22

15款 道支出金 3,132

民生費道補助金 3款 民生費 14,669

北海道子育て世帯臨時特別給付金支給事業 731 社会福祉費
社会福祉費
（障がい者自立支援事業） 2,532

農林水産業費道補助金 （障がい児通所給付事業） 2,571
農業委員会による情報取集等業務効率化支
援事業交付金 61

介護福祉費
（一般在宅福祉事業） 28

児童福祉費

商工費道補助金
児童福祉費
（子育て支援対策事業） 5,501

海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 2,340
児童措置費
（児童手当給付事業） 414
（低所得の子育て世帯生活支援特別給付金
給付事業） 2,207

16款 財産収入 4,136
（子育て世帯への臨時特別給付（先行給付
金）事業） 700

不動産売払収入
（北海道子育て世帯臨時特別給付金支給事
業） 716

町有地売払収入 2,136

6款 農林水産業費 717

株式売払収入 農業費

優先株償還金 2,000
農業委員会費
（農業委員会運営事業） 87
農地費
（基幹水利施設管理事業） 630

18款 繰入金 ▲ 26,218

財政調整基金繰入金 7款 商工費 1,130

財政調整基金繰入金 ▲ 27,177 商工費
商工振興費
（商工振興業務経費） ▲ 160

まちづくり事業基金繰入金 （ﾊｰﾄﾀｳﾝはぼろ施設管理事業） 959

まちづくり事業基金繰入金 959 （地域特産品販売促進事業） 331
観光費
（サンセットビーチ施設管理事業） 0 財源更正

19款 繰越金 42,286

繰越金 8款 土木費 7,616

前年度繰越金 42,286 港湾費
港湾管理費
（羽幌港施設管理事業） 1,639

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出



20款 諸収入 728 都市計画費

雑入
都市計画管理費
（下水道特別会計操出事業） 5,977

子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金
（過年度分） 700
低所得者介護保険料軽減負担金（国費）
（過年度分） 28

10款 教育費 ▲ 1,615

社会教育費
社会教育費
（姉妹都市文化ｽﾎﾟｰﾂ交流事業） ▲ 1,615

13款 諸支出金 15

職員給与費
職員給与費
（職員人件費） 15

27,245 27,245　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 姉妹都市イベント派遣事業 臨時 ▲ 778 ▲ 778

2.1.1 　報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料

2 姉妹都市交流事業 臨時 ▲ 136 ▲ 136

2.1.1 　負担金補助及び交付金

3 減債基金積立事業 臨時 2,000 2,000

2.1.5 　減債基金積立金

4 税務管理業務経費 経常 500 500

2.2.1 　町税収入払戻金

5 共同戸籍業務電算システム管理事業 臨時 3,105 428 2,676 1

2.3.1 　電算システム改修委託料

6 町長選挙事業 臨時 22 22

2.4.3 　選挙運動費用負担金

7 障がい者自立支援事業 経常 2,378 2,378

3.1.1 　償還金利子及び割引料

　戸籍ｼｽﾃﾑ改修業務内の整備機器数確定に伴う業務委託料見
積額の増額に伴う増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　37,755千円
　補正前予算額　34,650千円
  補正予算額　　 3,105千円

総務費

　公職選挙法施行令改正により選挙運動費用負担金額算定に
おける単価上限が増額となったことによる増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 2,567千円
　補正前予算額　 2,545千円
  補正予算額　　　  22千円

民生費

　令和３年度事業の実績確定により、国庫負担金及び道費負
担金に返還金が生じたことによる増額補正。（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　 2,378千円
　補正前予算額　 　　0千円
  補正予算額　   2,378千円

総務費

　ほくほくﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ第1回第5種優先株式に係る償還金同
額を積立てるための増額補正。（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　 2,000千円
　補正前予算額　 　　0千円
  補正予算額　　 2,000千円

総務費

　例年より法人町民税の予定申告や道町民税の更正請求によ
る過年度の還付金額が多いことによる町税収入払戻金の増額
補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 9,090千円
　補正前予算額　 8,590千円
  補正予算額　　   500千円

総務費

（単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

総務費

　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症感染拡大防止のため、ｲﾍﾞﾝﾄ規模縮小に
伴う事業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　 　778千円
  補正予算額　　 ▲778千円

総務費

　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症感染拡大防止のため、ｲﾍﾞﾝﾄ規模縮小に
伴う事業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　 　136千円
  補正予算額　　 ▲136千円

（事業一覧）



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

（単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

（事業一覧）

8 障がい者自立支援事業 臨時 154 77 77

3.1.1 　障害福祉システム改修委託料

9 障がい児通所給付事業 経常 2,571 2,571

3.1.1 　償還金利子及び割引料

10 一般在宅福祉事業 経常 28 28

3.1.4 　介護保険事業特別会計繰出金

11 子育て支援対策事業 経常 5,501 5,501

3.2.1 　償還金利子及び割引料

12 児童手当給付事業 経常 414 414

3.2.2 　償還金利子及び割引料

13 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 臨時 2,207 2,207

3.2.2 　償還金利子及び割引料

14 子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）事業 臨時 700 700

3.2.2 　償還金利子及び割引料

民生費

　令和３年度事業の実績確定により、国庫負担金に返還金が
生じたことによる増額補正。（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　 2,207千円
　補正前予算額　 　　0千円
  補正予算額　　 2,207千円

民生費

　令和３年度事業の実績確定により、国庫補助金に返還金が
生じたことによる増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 　709千円
　補正前予算額　 　　9千円
  補正予算額　　 　700千円

　令和３年度低所得者保険料軽減負担金（国庫）の実績確定
による精算交付金があったことから、介護保険特別会計（保
険勘定）への繰出金の増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 284,638千円
　補正前予算額　 284,610千円
  補正予算額　　 　　 28千円

民生費

　令和３年度事業の実績確定により、国庫負担金等に返還金
が生じたことによる増額補正。（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　 5,501千円
　補正前予算額　 　　0千円
  補正予算額　　 5,501千円

民生費

　令和３年度事業の実績確定により、国庫負担金に返還金が
生じたことによる増額補正。（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　 　414千円
　補正前予算額　 　　0千円
  補正予算額　　 　414千円

民生費

　障害福祉ｻｰﾋﾞｽ利用者の異動情報の報告方法変更に伴うｼｽﾃﾑ
改修経費の増額補正。（皆増）（国庫補助：1/2事業）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　154千円
　補正前予算額　 　 0千円
  補正予算額　　  154千円

民生費

　令和３年度事業の実績確定により、国庫負担金及び道費負
担金に返還金が生じたことによる増額補正。（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　 2,571千円
　補正前予算額　 　　0千円
  補正予算額　　 2,571千円

民生費



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

（単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

（事業一覧）

15 北海道子育て世帯臨時特別給付金支給事業 臨時 716 716

3.2.2 　消耗品費、通信運搬費、委託料、負担金補助及び交付金

16 農業委員会運営事業 臨時 87 61 26

6.1.1 　通信運搬費、使用料及び賃借料、備品購入費

17 基幹水利施設管理事業 臨時 630 630

6.1.4 　工事請負費

18 商工振興業務経費 臨時 ▲ 160 ▲ 160

7.1.1 　旅費、消耗品費、使用料及び賃借料

19 ハートタウンはぼろ施設管理事業 臨時 959 959

7.1.1 　施設整備委託料

20 地域特産品販売促進事業 臨時 331 331

7.1.1 　旅費、駐車場使用料、出展負担金

21 サンセットビーチ施設管理事業 臨時 0 2,340 ▲ 2,340

7.1.2 　財源更正

　(株)さっぽろテレビ塔が市町村と連携し、地元特産品の紹
介と購入機会の提供を行う「さっぽろテレビ塔地域特産品
フェア」に参加するための費用の増額補正。（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　331千円
　補正前予算額　  　0千円
  補正予算額　　　331千円

商工費

　道補助金（海岸漂着物等地域対策推進事業補助金）の対象
事業となったことによる財源更正。

商工費

　センチュリーロイヤルでのタイアッププロモーションで料
理提供する予定であった甘えびの不漁により、提供できる食
材量を確保できなかった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　  160千円
  補正予算額　　▲160千円

商工費

　ﾃﾅﾝﾄの光熱水費を算定するための個別ﾒｰﾀｰが検定満期を迎
えるため交換費用を増額補正するもの。（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　959千円
　補正前予算額　 　 0千円
  補正予算額　　　959千円

商工費

　国が実施する「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事
業」に、対象児童１人あたり１万円を上乗せ支給するための
経費の増額補正（児童扶養手当受給世帯を除く）。（皆増）
（道補助事業；10/10）

　【　備　考　】
　補正後予算額　 　716千円
　補正前予算額　 　　0千円
  補正予算額　　 　716千円

農林水産業費

　農地集積・集約化を促進するため、農業委員会が農地等の
所有者の意向等を迅速に把握し、関係機関との情報共有体制
を整備することを目的にタブレット端末を導入し運用するた
めの経費の増額補正。（皆増）
（道補助事業：ﾀﾌﾞﾚｯﾄ購入経費　10/10）

　【　備　考　】
　補正後予算額　 　 87千円
　補正前予算額　     0千円
  補正予算額　　　  87千円

農林水産業費

　電柱建替えに係る工法の変更及び電柱資材高騰による経費
の再精査による増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 2,059千円
　補正前予算額　 1,429千円
  補正予算額　　　 630千円

民生費



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

（単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

（事業一覧）

22 羽幌港施設管理事業 臨時 1,639 1,639

8.4.1 　工事請負費

23 下水道特別会計繰出事業 経常 5,977 5,977

8.5.1 　下水道事業特別会計繰出金

24 姉妹都市文化スポーツ交流事業 臨時 ▲ 1,615 ▲ 1,615

10.5.1 　旅費、負担金補助及び交付金

25 職員人件費（北海道子育て世帯臨時特別給付金支給事業分） 臨時 15 15

13.1.1 　職員手当等（時間外勤務手当）

経常 17,369 0 0 0 0 17,369

臨時 9,876 505 3,132 0 5,635 604

27,245 505 3,132 0 5,635 17,973

　北海道子育て世帯臨時特別給付金支給事業を実施するため
に必要となる時間外勤務手当の増額補正。（皆増）（道補助
事業；10/10）

　【　備　考　】
　補正後予算額　 　 15千円
　補正前予算額　 　　0千円
  補正予算額　  　　15千円

経常費計

臨時費計

合　　計

土木費

　下水道事業特別会計における歳出の増加に伴う、一般会計
から下水道事業特別会計への繰出金の増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 242,193千円
　補正前予算額　 236,216千円
  補正予算額　 　　5,977千円

教育費

　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽに伴う事業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　 1,615千円
  補正予算額　 ▲1,615千円

諸支出金

土木費

　羽幌港西防波堤標識灯が老朽化による故障で消灯している
ことから、船舶の安全な入出港を図るため、故障した標識灯
を取り替えるための費用の増額補正。（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　 1,639千円
　補正前予算額　     0千円
  補正予算額　 　1,639千円


