
１　補正予算議決日 令和５年２月６日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

３　債務負担行為補正

令和４年度羽幌町一般会計補正予算（第９号）の概要

補正前の額 補正後の額

7,082,000 7,389,966

今回補正額

44,066

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第9号 7,434,032

（追加） （単位：千円）

焼尻小中学校建替工事実施設計等委託料

事　　項 期　　間

令和５年度

限　度　額

45,122



３　予算概要

【 一般会計 】 （単位：千円）

14款 国庫支出金 723 2款 総務費 4,572

総務費国庫補助金 自治振興費

地方創生臨時交付金 723
　ハイヤー運行支援事業
　（地方創生臨時交付金事業分） 1,200
　バス運行支援事業
　（地方創生臨時交付金事業分） 3,372

15款 道支出金 42

民生費道補助金 3款 民生費 ▲ 2,636

市町村高齢者世帯等生活支援事業費補助金 42 社会福祉費
　
　高齢者世帯等生活支援給付事業 ▲ 1,436

18款 繰入金 43,301 児童福祉費

財政調整基金繰入金
　子育て世帯応援給付金給付事業
　（地方創生臨時交付金事業分） ▲ 1,200

財政調整基金繰入金 43,301

4款 衛生費 662

健康センター運営費
　
　すこやか健康センター施設管理事業 662

　風しん追加的対策事業 0 財源更正

6款 農林水産業費 2,437

農業振興費
　スマート農業導入支援事業
　（地方創生臨時交付金事業分） 2,437

7款 商工費 ▲ 10,018

商工振興費
　消費活性化対策事業
　（地方創生臨時交付金事業分） 0 財源更正
　プレミアム商品券事業
　（地方創生臨時交付金事業分） ▲ 8,618
　土木建設事業者支援事業
　（地方創生臨時交付金事業分） ▲ 1,400

8款 土木費 49,049

道路維持費

　除排雪事業 49,049

9款 消防費 0

災害対策費

　防災対策事業 0 財源更正

44,066 44,066　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 ハイヤー運行支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 1,200 1,200

2.1.8

2 バス運行支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 3,372 3,372

2.1.8

3 高齢者世帯等生活支援給付事業 臨時 ▲ 1,436 ▲ 1,478 42

3.1.1

4 子育て支援応援給付金給付事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 1,200 ▲ 1,200

3.2.1

5 すこやか健康センター施設管理事業 臨時 662 662

4.1.2

6 風しん追加的対策事業 臨時 0 21 ▲ 21

4.1.2

7 スマート農業導入支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 2,437 2,437

6.1.2

8 消費活性化対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 0 5,687 ▲ 5,687

7.1.1

自治振興費

　バス運行支援金
　バス運行に要する経費の一部支援の対象便数の追加による
増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　38,652千円
　補正前予算額　  35,280千円
　補正予算額　   　3,372千円

社会福祉費

　通信運搬費及び給付金
　事業完了による不用額の減額補正。
　道補助金の追加交付による財源更正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　11,949千円
　補正前予算額　  13,385千円
　補正予算額　   △1,436千円

健康ｾﾝﾀｰ
運営費

　財源更正
　地方創生臨時交付金（国庫補助事業）の対象となったこと
による財源更正。

　財源更正
　地方創生臨時交付金充当金額の変更による財源更正。

商工振興費

　ハイヤー運行支援金
　ハイヤー事業者の事業継続を目的に支援金を追加交付する
ための増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　 2,400千円
　補正前予算額　   1,200千円
　補正予算額　     1,200千円

健康ｾﾝﾀｰ
運営費

農林水産業費

　通信運搬費及び補助金
　事業量の増加見込に基づく増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  18,937千円
　補正前予算額　  16,500千円
　補正予算額　   　2,437千円

　備品購入費
　健診業務に支障をきたす恐れのある備品を更新するための
増額補正。（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　 　662千円
　補正前予算額　 　  0千円
　補正予算額　     662千円

児童福祉費

　給付金
　実績見込みに基づく減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　2,300千円
　補正前予算額　  3,500千円
　補正予算額　  △1,200千円

自治振興費

（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



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

9 プレミアム商品券事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 8,618 ▲ 8,618

7.1.1

10 土木建設事業者支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 1,400 ▲ 1,400

7.1.1

11 除排雪事業 経常 49,049 49,049

8.2.2

12 防災対策事業 臨時 0 702 ▲ 702

9.1.2

経常 49,049 0 0 0 0 49,049

臨時 ▲ 4,983 723 42 0 0 ▲ 5,748

44,066 723 42 0 0 43,301

　財源更正
　地方創生臨時交付金（国庫補助事業）の対象となったこと
による財源更正。

災害対策費

臨時費計

合　　計

経常費計

　燃油価格高騰対策等支援金
　実績見込みに基づく減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 　6,100千円
　補正前予算額　 　7,500千円
　補正予算額　   △1,400千円

商工振興費

土木費

　町道除排雪委託料
　稼働時間の増加に基づく増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 186,226千円
　補正前予算額　 137,177千円
　補正予算額　    49,049千円

商工振興費

　通信運搬費及び補助金
　事業実績に基づく不用額の減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  30,714千円
　補正前予算額　  39,332千円
　補正予算額　   △8,618千円


