
１　補正予算議決日 令和５年３月８日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

３ 継 続 費 補 正

（変更） （単位：千円）

令和４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

7,082,000 7,434,032

今回補正額

▲ 245,926

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第10号 7,188,106

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(新
一般廃棄
物処理施
設建設事
業分)

947,363

令和3年度 86,978

936,367

令和3年度 86,978

令和4年度 299,634 令和4年度 287,481

令和5年度 560,751 令和5年度 561,908



４ 地方債補正

（変更） （単位：千円）

限度額
償還の
方　法

町有施設解体
事 業 債

20,900 19,500

空 き 家 対 策
事 業 債

15,000 11,500

高 齢 者 福 祉
ハイヤー事業債

5,000 3,500

医 師 確 保 対 策
事 業 債

12,000 15,000

一般廃棄物処理
施設整備事業債

292,200 280,000

農業農村整備
事 業 債

26,000 20,000

漁業後継者対
策 事 業 債

3,000 1,000

観光協会補助
事 業 債

10,000 14,000

道路長寿命化
事 業 債

9,400 8,900

橋梁長寿命化
事 業 債

6,000 5,300

公営住宅建設
事 業 債

73,900 53,000

総合体育館改
修 事 業 債

145,000 147,000

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



５　予算概要

【 一般会計 】 （単位：千円）

1款 町税 27,002 1款 議会費 ▲ 2,455

法人
議会費
(議会運営事業) ▲ 329

現年課税分
(町民税【法人】) 5,957 (議員等人件費) ▲ 538

固定資産税 (行政視察事業) ▲ 823
滞納繰越分
(滞納繰越分) 13,188 (離島地区行政視察事業) ▲ 265

町たばこ税 (内灘町議会親善訪問受入事業) ▲ 500
現年課税分
(町たばこ税) 6,276 2款 総務費 ▲ 13,913

入湯税
一般管理費
(一般管理業務経費) ▲ 1,854

現年課税分
(入湯税) 1,581 (庁舎等管理事業) 681

財政管理費
(町有施設解体事業) ▲ 1,385

2款 地方譲与税 ▲ 6,223 企画費
(情報通信基盤施設管理運営事業) ▲ 400

自動車重量譲与税
(自動車重量譲与税) ▲ 5,688 (国際交流支援事業) ▲ 150
森林環境譲与税
(森林環境譲与税) ▲ 535 (再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ推進事業) ▲ 300

(離島魅力発信事業) ▲ 593

6款 法人事業税交付金 1,543 (企業等連携事業) ▲ 416
法人事業税交付金
(法人事業税交付金) 1,543 (地域おこし協力隊事業(地域振興)) ▲ 2,056

(まちづくり応援寄付金推進事業) 6,073

7款 地方消費税交付金 ▲ 13,603 (地域魅力ＰＲ事業) ▲ 588
地方消費税交付金
(地方消費税交付金（社会保障施策分）) ▲ 13,603 (移住定住促進事業) ▲ 445

(都市間交流事業) ▲ 704

10款 地方交付税 65,965
自治振興費
(離島航路運航補助事業) ▲ 5,007

地方交付税
(普通地方交付税) 65,965 (空き家対策事業) 財源更正

(公園管理事業) ▲ 710

12款 分担金及び負担金 ▲ 3,575
税務管理費
(地方税共通納税ｼｽﾃﾑ税目追加対応事業) ▲ 1,320

民生費負担金
(老人福祉施設措置費負担金) ▲ 307

参議院議員通常選挙費
(参議院議員通常選挙事業) ▲ 573

衛生費負担金
(汚水処理施設共同整備事業負担金) ▲ 2,525

町長選挙費
(町長選挙事業) ▲ 4,166

農林水産業費分担金
(農業費分担金) ▲ 743 3款 民生費 ▲ 31,939

社会福祉費
(社会福祉業務経費) ▲ 400

13款 使用料及び手数料 ▲ 60 (障がい者自立支援事業) ▲ 7,200
土木使用料
(単独住宅使用料) ▲ 60 (国民健康保険特別会計繰出事業) ▲ 441

(高齢者福祉ハイヤー事業) 財源更正

14款 国庫支出金 494
介護福祉費
(一般在宅福祉事業) ▲ 15,475

民生費国庫負担金 (介護サービス基盤整備事業) ▲ 703
社会福祉費国庫負担金
(障害者自立支援給付費負担金) ▲ 3,500

後期高齢者医療費
(後期高齢者医療広域連合負担金事業) ▲ 6,238

児童福祉費国庫負担金
(児童手当国庫負担金) ▲ 1,221

児童福祉費
(子育て支援対策事業) 3,398

(施設型給付費国庫負担金) 5,177 (保育士等確保対策事業) ▲ 1,200
保険基盤安定国庫負担金
(保険基盤安定負担金) 498

児童措置費
(児童手当給付事業) ▲ 1,940

民生費国庫補助金
(低所得の子育て世帯生活支援特別給付金
給付事業) ▲ 1,450

児童福祉費国庫補助金
(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) ▲ 1,450

(北海道子育て世帯臨時特別給付金支給事
業) ▲ 290

衛生費国庫補助金 4款 衛生費 ▲ 52,119
環境衛生費国庫補助金
(合併処理浄化槽補助金) ▲ 499

保健衛生費
(医師確保対策事業) 財源更正

(助産師看護師確保対策事業) 600

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出



【 一般会計 】 （単位：千円）

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

土木費国庫補助金 (二次救急医療体制確保事業) ▲ 1,661
住宅費国庫補助金
(社会資本整備総合交付金) ▲ 161

健康センター運営費
(すこやか健康センター運営事業) 509

(社会資本整備総合交付金(臨時分)) 6,725
環境衛生費
(合併処理浄化槽整備事業) ▲ 1,263

道路費国庫補助金
(社会資本整備総合交付金) ▲ 646

塵芥処理費
(廃棄物収集処理事業) ▲ 19,054

(道路メンテナンス事業補助金) ▲ 965 (し尿処理事業（経常費）) ▲ 4,481
教育費国庫補助金
(社会資本整備総合交付金) ▲ 3,464 (し尿処理事業（臨時費）) ▲ 627

(衛生施設組合負担金事業) ▲ 12,260

15款 道支出金 ▲ 1,011 (産業廃棄物埋立処理場適正化事業) ▲ 13,882

民生費道負担金 6款 農林水産業費 ▲ 20,515
社会福祉費道負担金
(障害者医療費道負担金) ▲ 1,750

農業委員会費
(農業委員会運営事業（経常費）) ▲ 267

保険基盤安定道負担金
(保険基盤安定負担金) ▲ 2,656 (農業委員会運営事業（臨時費）) ▲ 207
児童福祉費道負担金
(児童手当道負担金) ▲ 360

農業振興費
(農業後継者対策事業) ▲ 513

(施設型給付費道負担金) 1,928 (農業振興対策事業) ▲ 642

総務費道補助金
畜産業費
(畜産担い手育成総合整備事業) ▲ 855

総務管理費道補助金
(離島地域輸送支援事業費補助金) 901

農地費
(基幹水利施設管理事業（経常費）) 財源更正

民生費道補助金 (基幹水利施設管理事業（臨時費）) 財源更正

児童福祉費道補助金
(北海道子育て世帯臨時特別給付金支給事業費補助金) ▲ 290 (農業農村整備事業) ▲ 5,940

(多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金) 851
町有林費
(町有林管理事業) ▲ 60

農林水産業費道補助金
林業振興費
(私有林等整備推進事業) ▲ 1,745

農業費道補助金
(基幹水利施設管理事業補助金) 61 (天売地区共生保安林管理事業) ▲ 77

(基幹水利施設管理事業補助金(臨時分)) 376 (森林環境譲与税活用事業) ▲ 535

(農地利用最適化交付金) 19 (私有林等整備事業) ▲ 4,925

商工費道補助金
水産業振興費
(漁業新規就業者等育成事業) ▲ 2,050

商工費道補助金
(地域づくり総合交付金) 700 (離島活性化事業（農林水産）) 901

土木費道補助金 (外国人技能実習生受入支援事業) ▲ 3,600
土木管理費道補助金
(地籍調査事業補助金) ▲ 546 7款 商工費 ▲ 8,530

商工振興費
(ハートタウンはぼろ運営事業) 870

総務費委託金 (地域活性化事業) ▲ 820
選挙費委託金
(参議院議員通常選挙委託金) ▲ 245 (中小企業振興資金利子補給事業) 316

(企業振興促進事業) ▲ 789

17款 寄附金 3,978 (６次産業化推進事業) ▲ 1,000
寄附金
(まちづくり応援寄付金) 3,978 (中小企業者持続化支援事業) ▲ 1,900

(企業従業員住宅建設促進事業) ▲ 1,000

18款 繰入金 ▲ 288,275 (まちづくり事業基金積立事業) ▲ 217

財政調整基金繰入金 ▲ 276,156
観光費
(観光協会補助事業) 財源更正

まちづくり応援基金繰入金（経常分） ▲ 61 (観光協会支部補助事業) ▲ 747

まちづくり応援基金繰入金（臨時分） ▲ 3,127 (サンセットプラザ運営事業) 財源更正

交通対策事業基金繰入金 ▲ 1,001 (観光誘客推進事業) 財源更正

保育士等修学基金繰入金 ▲ 1,200 (はぼろ甘エビまつり補助事業) ▲ 3,243

森林環境譲与税基金繰入金（臨時分） ▲ 6,730 8款 土木費 ▲ 25,807
地籍調査費
(地籍調査事業) 財源更正



【 一般会計 】 （単位：千円）

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

20款 諸収入 7,539
道路橋梁費
(橋梁長寿命化事業) ▲ 5,299

雑入
道路維持費
(除排雪事業) 財源更正

(助産師看護師修学資金貸付金収入) 600
道路新設改良費
(道路新設改良事業) ▲ 2,804

(留萌地域電算共同化推進協議会給与等負担
金) ▲ 2,000

都市計画管理費
(下水道特別会計繰出事業) ▲ 4,212

(市町村振興協会交付金) 1,727
住宅管理費
(公営住宅運営事業) 財源更正

(公有建物災害共済金) 6,559
住宅建設費
(公営住宅建設事業) ▲ 13,492

(商業複合施設テナント燃料費及び光熱水費
負担金) 653 9款 消防費 ▲ 19,971

21款 町債 ▲ 39,700
消防費
(北留萌消防組合負担金事業)（経常費） ▲ 22,167

総務債 (北留萌消防組合負担金事業)（臨時費） 2,496
総務債
(町有施設解体事業債) ▲ 1,400

災害対策費
(水難所記念事業) ▲ 300

(空き家対策事業債) ▲ 3,500 10款 教育費 ▲ 13,021

民生債
社会教育費
(社会教育業務経費) ▲ 120

社会福祉債
(高齢者福祉ハイヤー事業債) ▲ 1,500 (芸術鑑賞・展示事業) ▲ 1,350

衛生債 (芸術鑑賞・講演事業) 財源更正
保健衛生債
(医師確保対策事業債) 3,000 (芸術鑑賞事業（天売・焼尻芸術劇場）) 財源更正
清掃債
(一般廃棄物処理施設整備事業債) ▲ 12,200

公民館費
(公民館運営事業) 337

農林水産業債 (公民館施設管理事業) ▲ 255
農業債
(農業農村整備事業債) ▲ 6,000

体育振興費
(おろろんｳｲﾝﾀｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催事業） ▲ 803

水産業債
(漁業後継者対策事業債) ▲ 2,000

体育施設費
(スキー場施設管理事業) ▲ 283

商工債 (スポーツ公園施設管理事業) ▲ 6,928
商工債
(観光協会補助事業債) 4,000 (総合体育館改修事業) ▲ 3,619

土木債 12款 公債費 ▲ 3,591
道路整備事業債
(道路長寿命化事業債) ▲ 500

公債費
（公債費) ▲ 3,591

橋梁整備事業債
(橋梁長寿命化事業債) ▲ 700 13款 諸支出金 ▲ 54,065
住宅整備事業債
(公営住宅建設事業債) ▲ 20,900

職員給与費
(職員人件費（経常費）) ▲ 30,801

教育債 (職員人件費（臨時費）) 財源更正
保健体育債
(総合体育館改修事業債) 2,000

(会計年度任用職員人件費（共通分）（経
常費）) 財源更正
(会計年度任用職員人件費（共通分）（臨
時費）) ▲ 10,749
(会計年度任用職員人件費（総務費分）
（経常費）) ▲ 1,120
(会計年度任用職員人件費（総務費分）
（臨時費）) ▲ 2,213

(会計年度任用職員人件費（民生費分）) ▲ 190

(会計年度任用職員人件費（衛生費分）) ▲ 100
(会計年度任用職員人件費（農林水産業費
分）) ▲ 1,548

(会計年度任用職員人件費（商工費分）) ▲ 180

(会計年度任用職員人件費（土木費分）) ▲ 60
(会計年度任用職員人件費（教育費分）
（経常費）) ▲ 6,534
(会計年度任用職員人件費（教育費分）
（臨時費）) ▲ 570

▲ 245,926 ▲ 245,926　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 議会費 議会運営事業 経常 ▲ 329 ▲ 329

1.1.1

2 議会費 議員等人件費 経常 ▲ 538 ▲ 538

1.1.1

3 議会費 行政視察事業 臨時 ▲ 823 ▲ 823

1.1.1

4 議会費 離島地区行政視察事業 臨時 ▲ 265 ▲ 265

1.1.1

5 議会費 内灘町議会親善訪問受入事業 臨時 ▲ 500 ▲ 500

1.1.1

6 一般管理業務経費 経常 ▲ 1,854 ▲ 1,854

2.1.1

7 庁舎等管理事業 経常 681 681

2.1.1 　需用費（光熱水費）
　電気料金の値上げによる増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　5,025千円
　補正前予算額　　4,344千円
　補正予算額　　　　681千円

【 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

　管内町村議長会負担金
　負担金額の確定による減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 　 257千円
　補正前予算額　    586千円
　補正予算額　  　△329千円

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 974千円-補正前 1,238千円
 ＝補正額 △264千円
・旅費
　補正後 1,106千円-補正前 1,806千円＝補正額 △700千円
・交際費　補正後 550千円-補正前 1,200千円＝△650千円
・負担金補助及び交付金
　補正後 218千円-補正前 458千円＝△240千円
・合計 △1,854千円

一般管理費

　議員期末手当
　人事院勧告に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 11,303千円
　補正前予算額　 11,841千円
　補正予算額　  　△538千円

　旅費
　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症感染拡大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　　265千円
　補正額　　　　△265千円

　姉妹都市・友好町村交流事業補助金
　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症感染拡大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　　500千円
　補正額　　　　△500千円

　旅費（費用弁償）及び役務費（自動車借上料）
　文教厚生常任委員会道外視察研修の予算執行残の減額補
正。

【　備　考　】
・旅費 補正後 720千円-補正前 1,047千円
＝補正額 △327千円
・需用費 補正後 70千円-補正前 566千円
＝補正額 △496千円
・合計　△823千円



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 町有施設解体事業 臨時 ▲ 1,385 ▲ 1,400 15

2.1.5

9 情報通信基盤施設管理運営事業 経常 ▲ 400 ▲ 400

2.1.6

10 国際交流支援事業 臨時 ▲ 150 ▲ 150

2.1.6

11 離島再生可能エネルギー推進事業 臨時 ▲ 300 ▲ 300

2.1.6

12 企画費 離島魅力発信事業 臨時 ▲ 593 ▲ 593

2.1.6

13 企画費 企業等連携事業 臨時 ▲ 416 ▲ 416

2.1.6

14 企画費 地域おこし協力隊事業（地域振興） 臨時 ▲ 2,056 ▲ 2,056

2.1.6

財産管理費

　町有施設解体工事請負費
　事業完了による不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　19,536千円
　補正前予算額　　20,921千円
　補正予算額　　 △1,385千円

企画費

　旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金、公課
費
　採用が無かったことによる減額補正。
【　備　考　】
・旅費 補正後 14千円-補正前 361千円＝補正額 △347千円
・需用費 補正後 90千円-補正前 110千円＝補正額 △20千円
・役務費 補正後 14千円-補正前 470千円＝補正額 △456千円
・使用料賃借料 補正後 0千円-補正前 26千円
　＝補正額 △26千円
・負担金 補正後 0千円-補正前 1,200千円
　＝補正額 △1,200千円
・公課費 補正後 0千円-補正前 7千円＝補正額 △7千円
・合計 △2,056千円

企画費

　光ファイバケーブル修繕料
　事業執行見込に基づく減額補正。

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

企画費

　環境配慮型設備等導入促進事業費補助金
　事業執行見込に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　1,104千円
　補正前予算額　　1,404千円
　補正予算額　　　△300千円

　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、使用料及び賃借料、原材料費
　事業完了による不用額の減額補正。

【　備　考　】
・旅費 補正後 291千円-補正前 715千円＝補正額 △424千円
・需用費 補正後 67千円-補正前 193千円＝補正額 △126千円
・賃借料 補正後 103千円-補正前 113千円＝補正額 △10千円
・原材料費 補正後 0千円-補正前 33千円＝補正額 △33千円
・合計　△593千円

　需用費（消耗品費）及び負担金
  新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症感染拡大による事業縮小に伴う減額補
正。

【　備　考　】
・需用費 補正後 171千円-補正前 388千円
  ＝補正額 △217千円
・負担金 補正後 0千円-補正前 199千円＝補正額 △199千円
・合計　△416千円



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

15 企画費 まちづくり応援寄付金推進事業 臨時 6,073 6,073

2.1.6

16 企画費 地域魅力ＰＲ事業 臨時 ▲ 588 ▲ 588

2.1.6

17 企画費 移住定住促進事業 臨時 ▲ 445 ▲ 445

2.1.6

18 企画費 都市間交流事業 臨時 ▲ 704 ▲ 704

2.1.6

19 離島航路運航補助事業 臨時 ▲ 5,007 ▲ 1,001 ▲ 4,006

2.1.8

20 空き家対策事業 臨時 0 ▲ 3,500 3,500
 

2.1.8

21 公園管理事業 経常 ▲ 710 ▲ 710

2.1.8

　役務費、委託料、積立金
　寄付金の実績見込みに基づく増額補正。

【　備　考　】
・役務費 補正後 30,116千円-補正前 28,243千円
　＝補正額 1,873千円
・委託料 補正後 7,372千円-補正前 7,150千円
　＝補正額 222千円
・積立金 補正後 133,978千円-補正前 130,000千円
　＝補正額 3,978千円
・合計　6,073千円

　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　】
・報償費 補正後 5千円-補正前 40千円＝補正額 △35千円
・旅費 補正後 0千円-補正前 173千円＝補正額 △173千円
・需用費 補正後 0千円-補正前 218千円＝補正額 △218千円
・使用料賃借料 補正後0千円-補正前 162千円
　＝補正額 △162千円
・合計 △588千円

　旅費、需用費、役務費、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
が一部中止となったことによる減額補正。

【　備　考　】
・旅費 補正後 185千円-補正前 400千円＝補正額 △215千円
・需用費 補正後 38千円-補正前 398千円＝補正額 △360千円
・役務費 補正後 15千円-補正前 75千円＝補正額 △60千円
・補助金 補正後 0千円-補正前 69千円＝補正額 △69千円
・合計　△704千円

　財源更正
　地方債の借入見込に基づく財源更正。

自治振興費

自治振興費

自治振興費

　公園管理委託料
　オロちゃんランド草刈業務を直営により実施したことによ
る減額補正。（皆減）

【　備　考　】
　補正後予算額 　 　 0千円
　補正前予算額 　  710千円
　補正予算額　   △710千円

　離島航路事業運営費補助金
　補助額の確定による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　 　13千円
　補正前予算額 　5,020千円
　補正予算額　 △5,007千円

　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
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　　　445千円
　補正予算額　　　△445千円



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

22 地方税共通納税システム税目追加対応事業 臨時 ▲ 1,320 ▲ 1,320

2.2.1

23 参議院議員通常選挙事業 臨時 ▲ 573 ▲ 676 103

2.4.2

24 町長選挙事業 臨時 ▲ 4,166 ▲ 4,166

2.4.3

25 社会福祉業務経費 経常 ▲ 400 ▲ 400

3.1.1

26 障がい者自立支援事業 経常 ▲ 7,200 ▲ 3,500 ▲ 1,750 ▲ 1,950

3.1.1

27 国民健康保険特別会計繰出事業 経常 ▲ 441 498 ▲ 1,463 1,449 ▲ 925

3.1.1

28 高齢者福祉ハイヤー事業 臨時 0 ▲ 1,500 1,500

3.1.1

　報酬、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金
　事業執行残の減額補正。

【　備　考　】
・報酬 補正後 114千円-補正前 473千円＝補正額 △359千円
・旅費 補正後 7千円-補正前 382千円＝補正額 △375千円
・需用費 補正後 19千円-補正前 215千円＝補正額 △196千円
・役務費 補正後 345千円-補正前 875千円
  ＝補正額 △530千円
・使用料賃借料 補正後 0千円-補正前 205千円
　＝補正額 △205千円
・負担金 補正後 66千円-補正前 2,567千円
　＝補正額 △2,501千円
・合計　△4,166千円

町長選挙費

参議院議員
通常選挙費

　報酬、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料
　事業執行残の減額補正。

【　備　考　】
・報酬 補正後 150千円-補正前 272千円＝補正額 △122千円
・旅費 補正後 241千円-補正前 287千円＝補正額 △46千円
・需用費 補正後 4千円-補正前 161千円＝補正額 △157千円
・役務費 補正後 629千円-補正前 744千円
  ＝補正額 △115千円
・使用料 補正後 38千円-補正前 171千円＝補正額 △133千円
・合計　△573千円

　電算システム改修委託料
　法改正に伴う改修のため、町負担の必要が無くなったこと
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　  1,320千円
　補正予算額　　△1,320千円

税務管理費

社会福祉費

　財源更正
　地方債の借入見込に基づく財源更正。

社会福祉費

　旅費及び扶助費
　支出見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
・旅費　補正後 13千円-補正前 213千円＝補正額 △200千円
・扶助費　補正後 13,748千円-補正前 20,748千円
　　　　＝補正額 △7,000千円
・合計　△7,200千円

社会福祉費

　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減額に伴う減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 106,880千円
　補正前予算額　 107,321千円
　補正予算額　 　  △441千円

社会福祉費

　羽幌町社会福祉協議会補助金
　「敬老の集い」中止による減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 43,117千円
　補正前予算額　 43,517千円
　補正予算額　　　△400千円



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

29 一般在宅福祉事業 経常 ▲ 15,475 ▲ 15,359 ▲ 116

3.1.4

30 介護サービス基盤整備事業 臨時 ▲ 703 ▲ 703

3.1.4

31 後期高齢者医療広域連合負担金事業 経常 ▲ 6,238 ▲ 1,193 ▲ 5,045

3.1.5

32 子育て支援対策事業 経常 3,398 5,177 2,779 ▲ 4,558

3.2.1

33 保育士等確保対策事業 臨時 ▲ 1,200 ▲ 1,200

3.2.1

34 児童手当給付事業 経常 ▲ 1,940 ▲ 1,221 ▲ 360 ▲ 359

3.2.2

35 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 臨時 ▲ 1,450 ▲ 1,450

3.2.2

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　　58,535千円
　補正前予算額　　60,475千円
  補正予算額　　 △1,940千円

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　　 2,050千円
　補正前予算額　　 3,500千円
  補正予算額　　 △1,450千円

児童福祉費

児童福祉費

　委託料、負担金補助及び交付金
　実績見込に基づく増額補正及び国庫負担金及び道負担金の
交付決定に基づく財源更正。

【　備　考　】
・委託料
  補正後 3,184千円-補正前 4,452千円＝補正額 △1,268千円
・負担金補助及び交付金
　補正後 141,721千円-補正前 137,055千円
　＝補正額 4,666千円
・合計　3,398千円

　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　　　240千円
　補正前予算額　　1,440千円
  補正予算額　　△1,200千円

後期高齢者
医療費

　負担金補助及び交付金
　負担金額の確定に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　  161,085千円
　補正前予算額　  167,323千円
　補正予算額　  　△6,238千円

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　】
・扶助費 補正後 1,283千円-補正前 3,682千円
　＝補正額 △2,399千円
・操出金 補正後 186,024千円-補正前 199,100千円
　＝補正額 △13,076千円
・合計 △15,475千円

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　  　580千円
　補正前予算額　  1,283千円
　補正予算額　  　△703千円



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

36 北海道子育て世帯臨時特別給付金支給事業 臨時 ▲ 290 ▲ 290

3.2.2

37 医師確保対策事業 臨時 0 3,000 ▲ 3,000

4.1.1

38 助産師看護師確保対策事業 臨時 600 600

4.1.1

39 二次救急医療体制確保事業 臨時 ▲ 1,661 ▲ 1,661

4.1.1

40 すこやか健康センター運営事業 経常 509 509

4.1.2

41 合併処理浄化槽整備事業 臨時 ▲ 1,263 ▲ 499 ▲ 764

4.1.3

42 廃棄物収集処理事業 経常 ▲ 19,054 ▲ 19,054

4.2.1

43 し尿処理事業 経常 ▲ 4,481 ▲ 2,525 ▲ 1,956

4.2.1

児童措置費

　負担金補助及び交付金
　支給対象児童見込数の減少伴う減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 　410千円
　補正前予算額　 　700千円
  補正予算額　　 △290千円

　留萌第二次医療圏構成市町村負担金
　負担金額の確定による減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 1,581千円
　補正前予算額　 3,242千円
　補正予算額　 △1,661千円

健康セン
ター運営費

　需用費（燃料費及び光熱水費）
　灯油単価や電気料金の改定による燃料費及び光熱水費の増
額補正。

【　備　考　】
・燃料費　補正後 1,747千円-補正前 1,418千円
  ＝補正額 329千円
・光熱水費　補正後 1,416千円-補正前 1,236千円
  ＝補正額 180千円
・合計　509千円

保健衛生費

保健衛生費

　財源更正
　地方債の借入見込に基づく財源更正。

　助産師看護師修学基金積立金
　修学資金返還金を基金へ積立てるための増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 1,800千円
　補正前予算額　 1,200千円
　補正予算額　 　  600千円

塵芥処理費

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　  77,491千円
　補正前予算額　  96,545千円
　補正予算額　  △19,054千円

保健衛生費

環境衛生費

　合併処理浄化槽設置整備事業補助金
　補助実績に基づく不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 352千円
　補正前予算額　 1,615千円
　補正予算額　 △1,263千円

　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　 19,592千円
　補正前予算額　 24,073千円
　補正予算額　  △4,481千円



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

44 し尿処理事業 臨時 ▲ 627 ▲ 627

4.2.1

45 衛生施設組合負担金事業 臨時 ▲ 12,260 ▲ 12,200 ▲ 60

4.2.1

46 産業廃棄物埋立処理場適正化事業 臨時 ▲ 13,882 ▲ 13,882

4.2.1

47 農業委員会運営事業 経常 ▲ 267 ▲ 267

6.1.1

48 農業委員会運営事業 臨時 ▲ 207 19 ▲ 226

6.1.1

49 農業後継者対策事業 臨時 ▲ 513 ▲ 513

6.1.2

50 農業振興対策事業 臨時 ▲ 642 ▲ 642

6.1.2

塵芥処理費

　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及び道補助金（農地利用最適化交付
金）の交付決定による財源更正。

【　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

　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　　513千円
　補正予算額  　△513千円

　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　 287,856千円
　補正前予算額　 300,116千円
　補正予算額　  △12,260千円

　し尿前処理事業負担金
　見積合わせによる執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 14,520千円
　補正前予算額　 15,147千円
　補正予算額　 　 △627千円

　産業廃棄物最終処分場造成工事請負費
　事業費の減による減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　  40,942千円
　補正前予算額　  54,824千円
　補正予算額　  △13,882千円

農業委員会費

塵芥処理費

塵芥処理費

　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　　 116千円
　補正前予算額　   383千円
　補正予算額　 　△267千円

農業委員会費

農業振興費

　旅費、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　】
・旅費 補正後 168千円-補正前 283千円＝補正額 △115千円
・補助金 補正後 1,073千円-補正前 1,600千円
　＝補正額 △527千円
・合計 △642千円



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

51 畜産担い手育成総合整備事業 臨時 ▲ 855 ▲ 855

6.1.3

52 基幹水利施設管理事業 経常 0 61 ▲ 61

6.1.4

53 基幹水利施設管理事業 臨時 0 376 ▲ 376

6.1.4

54 農業農村整備事業 臨時 ▲ 5,940 ▲ 6,000 60

6.1.4

55 町有林管理事業 臨時 ▲ 60 ▲ 60

6.2.1

56 私有林等整備推進事業 臨時 ▲ 1,745 ▲ 1,745

6.2.2

57 天売地区共生保安林管理事業 経常 ▲ 77 ▲ 77

6.2.2

58 森林環境譲与税活用事業 経常 ▲ 535 ▲ 535

6.2.2

農地費

　財源更正
　道補助金（基幹水利施設管理事業補助金）の増額に基づく
財源更正。

農地費

　財源更正
　道補助金（基幹水利施設管理事業補助金）の増額に基づく
財源更正。

農地費

　農地整備事業負担金
　事業量の減少による負担金の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　20,060千円
　補正前予算額　　26,000千円
　補正予算額　　 △5,940千円

畜産業費

　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　  1,917千円
　補正前予算額　  2,772千円
　補正予算額　　　△855千円

町有林費

　林道維持整備業務委託料
　事業完了による不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　1,430千円
　補正前予算額　　1,490千円
　補正予算額　　　 △60千円

林業振興費

　私有林等整備推進事業補助金
　事業実績に基づく不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　2,739千円
　補正前予算額　　　4,484千円
　補正予算額　　　△1,745千円

林業振興費

　天売地区共生保安林倒木撤去業務委託料
　事業実績に基づく不用額の減額補正。（皆減）

【　備　考　】
　補正後予算額　　　0千円
　補正前予算額　　 77千円
　補正予算額　 　△77千円

林業振興費

　森林環境譲与税基金積立金
　森林環境譲与税の見込額に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　11,074千円
　補正前予算額　　11,609千円
　補正予算額　 　　△535千円



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

59 私有林等整備事業 臨時 ▲ 4,925 ▲ 4,925

6.2.2

60 漁業新規就業者等育成事業 臨時 ▲ 2,050 ▲ 2,000 ▲ 50

6.3.1

61 離島活性化事業（農林水産） 臨時 901 901

6.3.1

62 外国人技能実習生受入支援事業 臨時 ▲ 3,600 ▲ 3,600

6.3.1

63 ハートタウンはぼろ運営事業 経常 870 870

7.1.1

64 地域活性化事業 臨時 ▲ 820 ▲ 820

7.1.1

65 中小企業振興資金利子補給事業 臨時 316 316

7.1.1

林業振興費

　委託料及び補助金
　事業完了による不用額の減額補正。

【　備　考　】
・委託料 補正後 825千円-補正前 850千円＝補正額 △25千円
・補助金 補正後 0千円-補正前 4,900千円
　＝補正額 △4,900千円
・合計 △4,925千円

水産業振興費

　漁業後継者等育成事業補助金
　執行見込額に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 1,000千円
　補正前予算額　　 3,050千円
　補正予算額　 　△2,050千円

水産業振興費

　離島産業活性化事業補助金
　新たに、魚介類の島外への移出費用の事業者負担分につい
て、北海道が1/2以内を支援することになったため、当該費用
を補助金として交付するための増額補正。（国 1/3、町
1/3、道 1/6以内、事業者 残分）

【　備　考　】
　補正後予算額　　 5,095千円
　補正前予算額　　 4,194千円
　補正予算額　 　　　901千円

水産業振興費

　外国人技能実習生受入支援交付金
　対象者がいなか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　　 3,600千円
　補正予算額　 　△3,600千円

商工振興費

　需用費（消耗品費及び光熱水費）
　執行見込に基づく消耗品費の減額及び電気料金の改定に基
づく増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　28,336千円
　補正前予算額　　27,466千円
　補正予算額　　　 　870千円

商工振興費

　羽幌町商工会青年部地域活性化事業補助金
　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の感染拡大の影響により、事業（綱引き
大会、盆踊り大会及び創立60周年事業）を縮小したことによ
る減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　1,020千円
　補正前予算額　　　200千円
　補正予算額　　  △820千円

商工振興費

　中小企業振興資金利子補給金
　補給件数の増加に基づく増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　1,636千円
　補正前予算額　　1,320千円
　補正予算額　　  　316千円



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

66 企業振興促進事業 臨時 ▲ 789 ▲ 789

7.1.1

67 ６次産業化推進事業 臨時 ▲ 1,000 ▲ 1,000

7.1.1

68 中小企業者持続化支援事業 臨時 ▲ 1,900 ▲ 1,900

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

70 まちづくり事業基金積立事業 経常 ▲ 217 ▲ 217

7.1.1

71 観光協会補助事業 臨時 0 4,000 ▲ 4,000

7.1.2

72 観光協会支部補助事業 臨時 ▲ 747 ▲ 747

7.1.2

73 サンセットプラザ運営事業 経常 0 1,581 ▲ 1,581

7.1.2

74 観光誘客推進事業 臨時 0 700 ▲ 700

7.1.2

観光費

　財源更正
　地方債の借入見込に基づく財源更正。

　社宅建設促進支援事業補助金
　申請見込が無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　　  1,000千円
　補正予算額　　  △1,000千円

　商業複合施設収益分積立
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 6,232千円
　補正前予算額　　 6,449千円
　補正予算額　　   △217千円

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　　  729千円
　補正前予算額　　1,518千円
　補正予算額　　　△789千円

商工振興費

　中小企業者支援事業補助金
　申請見込が無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　　  1,900千円
　補正予算額　　  △1,900千円

商工振興費

観光費

観光費

　財源更正
　道補助金（地域づくり総合交付金）の対象となったことに
よる財源更正。

観光費

　財源更正
　入湯税の歳入見込に基づく財源更正。

商工振興費

　６次産業化推進事業補助金
　申請見込が無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　　  1,000千円
　補正予算額　　  △1,000千円

商工振興費

　観光協会支部事業補助金
　事業完了による不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 1,356千円
　補正前予算額　　 2,103千円
　補正予算額　　   △747千円



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

75 はぼろ甘エビまつり補助事業 臨時 ▲ 3,243 ▲ 3,243

7.1.2

76 地籍調査事業 臨時 0 ▲ 546 546

8.1.2

77 橋梁長寿命化事業 臨時 ▲ 5,299 ▲ 965 ▲ 700 ▲ 3,634

8.2.1

78 除排雪事業 経常 0 ▲ 646 646

8.2.2

79 道路新設改良事業 臨時 ▲ 2,804 ▲ 500 ▲ 2,304

8.2.3

80 下水道特別会計繰出事業 経常 ▲ 4,212 ▲ 4,212

8.5.1

81 公営住宅運営事業 経常 0 ▲ 161 161

8.6.1

82 公営住宅建設事業 臨時 ▲ 13,492 6,725 ▲ 20,900 683

8.6.2

住宅建設費

　工事請負費
　契約による執行残の減額補正及び国庫補助金（社会資本整
備総合交付金（臨時分））の追加交付による財源更正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　118,338千円
　補正前予算額　　131,830千円
　補正予算額　　 △13,492千円

道路橋梁費

　委託料及び工事請負費
  事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
・委託料 補正後 23,716千円-補正前 26,900千円
  ＝補正額 △3,184千円
・工事請負費 補正後 5,885千円-補正前 8,000千円
  ＝補正額 △2,115千円
・合計　△5,299千円

道路新設改
良費

地籍調査費

　財源更正
　道補助金（地籍調査事業補助金）の減額による財源更正。

観光費

　はぼろ甘エビまつり事業補助金
　事業完了による不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　  757千円
　補正前予算額　　4,000千円
　補正予算額　　△3,243千円

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。

道路維持費

　財源更正
　国庫補助金（社会資本整備総合交付金）の減額による財源
更正。

　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　30,371千円
　補正前予算額　33,175千円
　補正予算額　 △2,804千円

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　　237,981千円
　補正前予算額　　242,193千円
　補正予算額　  　△4,212千円



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

83 北留萌消防組合負担金事業 経常 ▲ 22,167 ▲ 22,167

9.1.1

84 北留萌消防組合負担金事業 臨時 2,496 2,496

9.1.1

85 水難所記念事業 臨時 ▲ 300 ▲ 300

9.1.2

86 社会教育業務経費 臨時 ▲ 120 ▲ 120

10.5.1

87 芸術鑑賞・展示事業 臨時 ▲ 1,350 ▲ 1,350

10.5.1

88 芸術鑑賞・講演事業 臨時 0 1,210 ▲ 1,210

10.5.1

89 芸術鑑賞事業（天売・焼尻芸術劇場） 臨時 0 517 ▲ 517

10.5.1

90 公民館運営事業 経常 337 337

10.5.2

　財源更正
　地域活動推進特例交付金の交付決定による財源更正。

社会教育費

　報酬及び旅費
　事業完了による不用額の減額補正。

【　備　考　】
・報酬 補正後 27千円-補正前 129千円＝補正額 △102千円
・旅費 補正後 0千円-補正前 18千円＝補正額 △18千円
・合計 △120千円

社会教育費

　中野北溟作品額装業務委託料
　令和4年度での事業実施を見送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　 1,350千円
　補正予算額　 △1,350千円

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　237,353千円
　補正前予算額　259,520千円
　補正予算額　 △22,167千円

消防費

災害対策費

社会教育費

　財源更正
　地域活動推進特別支援交付金（宝くじ市町村交付金）の交
付決定による財源更正。

　羽幌救難所100周年記念事業補助金
　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の感染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　 　300千円
　補正予算額　   △300千円

公民館費

　需用費（燃料費）
　原油価格高騰により予算不足が生じることによる増額補
正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　4,440千円
　補正前予算額　　4,103千円
　補正予算額　　　　337千円

社会教育費

　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）の増額による
増額補正。（川北老人福祉ｾﾝﾀｰﾓｰﾀｰｻｲﾚﾝ更新事業及びｵｿﾞﾝｶﾞｽ
発生装置更新事業の追加）

【　備　考　】
　補正後予算額 　14,940千円
　補正前予算額　 12,444千円
　補正予算額　    2,496千円



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

91 公民館施設管理事業 臨時 ▲ 255 ▲ 255

10.5.2

92 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

93 スキー場施設管理事業 臨時 ▲ 283 ▲ 283

10.6.2

94 スポーツ公園施設管理事業 臨時 ▲ 6,928 ▲ 3,464 ▲ 3,464

10.6.2

95 総合体育館改修事業 臨時 ▲ 3,619 2,000 ▲ 5,619

10.6.2

96 公債費 経常 ▲ 3,591 ▲ 3,591

12.1.1

97 職員人件費 経常 ▲ 30,801 ▲ 30,801

13.1.1

職員給与費

　給料、職員手当等及び共済費
　新規採用数の変更及び退職に伴う人員減、期末勤勉手当率
の変更による減額補正。

【　備　考　】
・給料 補正後 388,127千円-補正前 398,673千円
　＝補正額 △10,546千円
・職員手当等 補正後 168,561千円-補正前 180,636千円
　＝補正額 △12,075千円
・共済費 補正後 196,087千円-補正前 204,267千円
　＝補正額 △8,180千円
・合計 △30,801千円

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

　償還金利子及び割引料
　令和３年度借入地方債の元金・利子償還額の確定に伴う減
額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 819,341千円
　補正前予算額　 822,935千円
　補正予算額　 　△3,591千円

　体育施設整備機械借上料
　事業未実施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　  283千円
　補正予算額　  △283千円

体育施設費

公債費

公民館費

　備品購入費
　事業完了による不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　1,060千円
　補正前予算額　　1,315千円
　補正予算額　　　△255千円

　総合体育館改修工事請負費
　事業完了による不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　147,631千円
　補正前予算額　  151,250千円
　補正予算額　 　 △3,619千円

体育施設費

　スポーツ公園陸上競技場改修工事請負費
　事業完了による不用額の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　116,072千円
　補正前予算額　  123,000千円
　補正予算額　 　 △6,928千円



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

98 職員人件費 臨時 0 524 ▲ 524

13.1.1

99 会計年度任用職員人件費（共通分） 経常 0 ▲ 610 610

13.1.1

100 会計年度任用職員人件費（共通分） 臨時 ▲ 10,749 ▲ 10,749

13.1.1

101 会計年度任用職員人件費（総務費分） 経常 ▲ 1,120 ▲ 1,390 270

13.1.1

102 会計年度任用職員人件費（総務費分） 臨時 ▲ 2,213 ▲ 93 ▲ 2,120

13.1.1

103 会計年度任用職員人件費（民生費分） 経常 ▲ 190 ▲ 190

13.1.1

104 会計年度任用職員人件費（衛生費分） 経常 ▲ 100 ▲ 100

13.1.1

105 会計年度任用職員人件費（農林水産業費分） 臨時 ▲ 1,548 ▲ 1,548

13.1.1

　財源更正
　参議院議員通常選挙委託金の充当による財源更正。

職員給与費

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　】
・職員手当等 補正後 2,602千円-補正前 6,739千円
　＝補正額 △4,137千円
・共済費 補正後 1,275千円-補正前 7,887千円
　＝補正額 △6,612千円
・合計 △10,749千円

職員給与費

　報酬
　実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　18,525千円
　補正前予算額　　19,645千円
　補正予算額　　 △1,120千円

職員給与費

　報酬
　実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　2,744千円
　補正前予算額　　4,957千円
　補正予算額　　△2,213千円

職員給与費

　報酬
　実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　822千円
　補正前予算額　　922千円
　補正予算額　　△100千円

職員給与費

　報酬
　実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 9,344千円
　補正前予算額　　10,892千円
  補正予算額 　　△1,548千円

職員給与費

　報酬
　実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　8,433千円
　補正前予算額　　8,623千円
　補正予算額　　　△190千円



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

106 会計年度任用職員人件費（商工費分） 経常 ▲ 180 ▲ 180

13.1.1

107 会計年度任用職員人件費（土木費分） 経常 ▲ 60 ▲ 60

13.1.1

108 会計年度任用職員人件費（教育費分） 経常 ▲ 6,534 ▲ 6,534

13.1.1

109 会計年度任用職員人件費（教育費分） 臨時 ▲ 570 ▲ 570

13.1.1

経常 ▲ 123,316 147 ▲ 1,926 0 ▲ 16,857 ▲ 104,680

臨時 ▲ 122,610 347 915 ▲ 39,700 ▲ 6,496 ▲ 77,676

▲ 245,926 494 ▲ 1,011 ▲ 39,700 ▲ 23,353 ▲ 182,356

　報酬及び旅費
　実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
・報酬 補正後 83,205千円-補正前 89,589千円
　＝補正額 △6,384千円
・旅費 補正後 112千円-補正前 262千円＝補正額 △150千円
・合計　△6,534千円

職員給与費

　報酬
　実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　18,334千円
　補正前予算額　　18,904千円
　補正予算額　　　 △570千円

経常費計

臨時費計

合　　計

職員給与費

　報酬
　実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
  補正後予算額　　14千円
　補正前予算額　　74千円
　補正予算額　　△60千円

職員給与費

　報酬
　実績見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　4,823千円
　補正前予算額　　5,003千円
  補正予算額    　△180千円

職員給与費


