
１　補正予算議決日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

３　債務負担行為補正

４　地 方 債 補 正

令和２年度羽幌町一般会計補正予算（第５号）の概要

令 和 2 年 6 月 12 日

補正前の額 補正後の額

6,797,000 7,849,703

今回補正額

44,446

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第５号 7,894,149

（変更） （単位：千円）

留萌地域電算
共同化推進協
議 会 負 担 金

事　　項

期　　間 限　度　額 期　　間 限　度　額

49,532 49,828

変更前 変更後

（変更） （単位：千円）

限度額
償還の
方　法

移住定住促進
事 業 債

41,700

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

33,100



５．予算概要

（総括表） （単位：千円）

12款 分担金及び負担金 39,336 2款 総務費 47,617

総務費負担金
一般管理費
（姉妹都市イベント派遣事業） ▲ 779

戸籍総合システム改修事業費負担金 39,336
一般管理費
（姉妹都市交流事業） ▲ 136
一般管理費
（情報管理業務経費） 0

14款 国庫支出金 ▲ 197
一般管理費
（行政システム等維持管理事業） 440

総務費国庫補助金
企画費
（移住定住促進事業） 0

社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,208
戸籍住民基本台帳費
（住民基本台帳ネットワーク事業） 2,200

過疎地域等自立活性化推進交付金 ▲ 11,631
（共同戸籍業務電算システム管理事
業） 45,892

戸籍総合システム改修事業費補助金 6,556
住民基本台帳システム改修事業費補助
金 2,200 3款 民生費 1,077

民生費国庫補助金
国民年金事務取扱費
（国民年金事務取扱業務経費） 167

子ども・子育て支援交付金 303
児童福祉費
（子育て支援対策事業） 910

民生費委託金

国民年金事務委託金（臨時費分） 167 4款 衛生費 6,718
保健衛生費
（遠隔医療促進事業） 3,260
塵芥処理費
（衛生施設組合負担金事業） 3,458

15款 道支出金 1,803 6款 農林水産業費 264

民生費道補助金

子ども・子育て支援交付金 303
水産業振興費
（漁港利用料支援事業） 264

衛生費道支出金

遠隔医療促進事業費補助金 1,500 7款 商工費 ▲ 7,870
商工振興費
（外国人技能実習生受入支援事業） 900

18款 繰入金 ▲ 5,096
観光費
（はぼろ甘エビまつり補助事業） ▲ 6,000

まちづくり応援基金繰入金（臨時分） ▲ 4,956
観光費
（観光協会支部補助事業） ▲ 2,770

財政調整基金繰入金 ▲ 140

9款 消防費 1,760

21款 町債 8,600
消防費
（北留萌消防組合負担金事業） 1,760

総務債

移住定住促進事業債 8,600 10款 教育費 ▲ 5,120
社会教育費
（姉妹都市文化スポーツ交流事業） ▲ 1,519
（芸術鑑賞事業（天売・焼尻芸術劇
場）） ▲ 963
体育振興費
（スポーツ教室実施事業） ▲ 562
体育振興費
（学校プール開放事業） ▲ 1,145
体育振興費
（マラソン大会開催事業） ▲ 931

44,446 44,446

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 一般管理費姉妹都市イベント派遣事業 臨時 ▲ 779 ▲ 779

2.1.1

2 一般管理費姉妹都市交流事業 臨時 ▲ 136 ▲ 136

2.1.1

3 一般管理費情報管理業務経費 経常 0 2,208 ▲ 2,208

2.1.1

（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

　姉妹都市等イベント派遣事業
　新型コロナウイルス感染症のまん延に伴い派遣事業を
中止したことによる関係経費の減額。

・報償費　 △20千円　・旅費　 △394千円
・需用費　 △298千円 ・役務費　 △12千円
・使用料及び賃借料 　△55千円

　【　備　考　】
　　当初予算額　　 　779千円
　　変更後予算額　 　　0千円（皆減）
    差引補正額　　 △779千円

　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のまん延に伴い事業を中止
したことによる減額。

　【　備　考　】
　　当初予算額　　 　136千円
　　変更後予算額　 　　0千円（皆減）
    差引補正額　　 △136千円

　財源更正

　社会保障・税番号制度システム整備費補助金の対象と
なったことに伴う財源更正

　【　備　考　】
国庫補助金 2 208千円（皆増）

4 一般管理費行政システム等維持管理事業 臨時 440 440

2.1.1

5 企画費 移住定住促進事業 臨時 0 ▲ 11,631 8,600 3,031

2.1.6

　　国庫補助金 　 2,208千円（皆増）
　　一般財源　　 △2,208千円（皆減）
　　　　計　　　　　　 0千円

　ファイアウォール設定追加対応業務委託料
　自治体中間サーバー・プラットフォームの機器及びソ
フトウェア等の保守期限到来に伴い、令和3年8月からの
次期自治体中間サーバー・プラットフォームの本番運用
開始に向けて、システム移行を円滑に行うため、令和2
年6月以降に次期ＶＰＮ装置の接続運用を実施予定と
なっているが、通信確立するために次期システムに関す
るファイアウォールの通信制御設計及び接続設計を実施
する設定追加作業に関する委託料

　【　備　考　】
　　当初予算額　　 　  0千円
　　変更後予算額　 　440千円（皆増）
    差引補正額　　 　440千円

　財源更正

　定住促進団地整備事業において、国庫補助補助金（過
疎地域等自立活性化推進交付金）の補助要件を満たさな
くなったことに伴う財源更正

　【　備　考　】
　　国庫補助金　　　　　　　△11,631千円（皆減）
　　過疎対策事業債（ハード）　 8,600千円（皆増）
　　一般財源　　　　　　　　　 3,031千円（皆増）
　　　　計　　　　　　　　　　　　 0千円



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
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

6 住民基本台帳ネットワーク管理事業 臨時 2,200 2,200

2.3.1

7 共同戸籍業務電算システム管理事業 臨時 45,892 6,556 39,336

2.3.1

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
　戸籍法の一部改正に伴い、既存の住民基本台帳システ
ムに登録されている住民票コードを戸籍の附票へ掲載す
る必要が生じたことによるシステム改修費

　国庫補助金（住民基本台帳システム改修事業費補助
金）10/10対象事業

　【　備　考　】
　　当初予算額　　　　 0千円
　　変更後予算額　 2,200千円
　　差引補正額　　 2,200千円

戸籍住民基
本台帳費

　戸籍総合システム改修業務委託料
　戸籍法の一部改正に伴い、既存の戸籍附表システムに
住民基本台帳システムに登録されている住民票コードを
記載するための改修費及び法務局を経由した全国自治体
との戸籍情報連携のための戸籍副本データ管理システム
改修費
　戸籍附票システム及び戸籍副本データ管理システム改
修に係る契約は羽幌町が締結し、契約金額は構成7町村
で按分し、他町村負担分は負担金として収入する。

　国庫補助金（戸籍総合システム改修事業費補助金）
10/10対象事業
　

　【　備　考　】
　　当初予算額　　　　  0千円
　　変更後予算額　 45,892千円
　　差引補正額　　 45,892千円

8  国民年金事務取扱業務経費 臨時 167 167

3.1.2

9  児童福祉費子育て支援対策事業 経常 910 303 303 304

3.2.1

国民年金事
務取扱費

　国民年金システム整備事業委託料
　年金生活者支援給付金の支給対象者を判定するための
国民年金システム整備に係る経費

　国民年金事務委託金10/10対象事業

　【　備　考　】
　　当初予算額　　　　 0千円
　　変更後予算額　   167千円
　　差引補正額　　   167千円

　放課後児童健全育成事業負担金
　放課後健全育成事業において、新型コロナウイルス感
染症に伴う小学校休校への対応のために必要となった開
所時間増加に伴う費用増

　負担割合：国1/3、道1/3、町1/3

　【　備　考　】
　　当初予算額　　　　 0千円
　　変更後予算額　   910千円
　　差引補正額　　   910千円



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
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

10 遠隔医療促進事業 臨時 3,260 1,500 1,760

4.1.1

11 塵芥処理費衛生施設組合負担金事業 臨時 3,458 3,458

4.2.1

12 漁港利用料支援事業 臨時 264 264

6.3.1

保健衛生費

　遠隔医療システム備品購入費
　常勤医不在の天売島民の不安を少しでも解消するた
め、北海道立天売診療所と北海道立羽幌病院を繋ぐＩＣ
Ｔを活用した遠隔医療の導入を図るための経費（備品購
入費）

　遠隔医療促進事業補助金1/2対象事業

　【　備　考　】
　　当初予算額　　　　 0千円
　　変更後予算額　 3,260千円
    差引補正額 　 3,260千円

　羽幌町外2町村衛生施設組合負担金
　5月21日に発生したきらりサイクル工房の火災により
損傷した施設や機械等の復旧工事に係る構成町村負担金
の増額

　【　備　考　】
　　当初予算額　　21,404千円
　　変更後予算額　24,862千円
　　差引補正額　　 3,458千円

水産業振興費

　漁港利用料支援事業
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、
水産物の需要低下及びそれに伴う価格低下等の影響を受
けた離島地区の漁業者が負担する漁港利用料について全
額支援するための経費。
　天売前浜漁港　17漁業者、焼尻西浦漁港　11漁業者

【 備 考 】

13 商工振興費外国人技能実習生受入支援事業 臨時 900 900

7.1.1

14  観光費 はぼろ甘エビまつり補助事業 臨時 ▲ 6,000 ▲ 4,718 ▲ 1,282

 7.1.2

　【　備　考 】
　　当初予算額　　　　  0千円
　　変更後予算額　264,000千円
　　差引補正額　　264,000千円

　外国人技能実習生受入支援交付金
　外国人技能実習生の受入は、技術移転を図るとともに
労働力不足の解消にもつながるため、外国人技能実習生
を受け入れる事業者に対し受入費用の一部を支援するた
めの経費

　300千円×3人＝900千円

　【　備　考　】
　　当初予算額　　　　0千円
　　変更後予算額　　900千円
　　差引補正額 　　900千円

　はぼろ甘エビまつり事業補助金
　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、はぼ
ろ甘エビまつりの中止が決定したことによる補助金の減
額。

　【　備　考　】
　　当初予算額　　6,000千円
　　変更後予算額　　　0千円
　　差引補正額　△6,000千円



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
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

15  観光費 観光協会支部補助事業 臨時 ▲ 2,770 ▲ 238 ▲ 2,532

 7.1.2

16 消防費 北留萌消防組合負担金事業 臨時 1,760 1,760

9.1.1

17 社会教育費姉妹都市文化スポーツ交流事業 臨時 ▲ 1,519 ▲ 1,519

10.5.1

　観光協会焼尻支部事業補助金
　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、観光
協会焼尻支部事業の焼尻めん羊まつり及び観光協会天売
支部事業の天売うにまつりの中止が決定したことによる
補助金の減額。

　【　備　考　】
　　当初予算額　　2,770千円
　　変更後予算額　　　0千円
　　差引補正額　△2,770千円

　内灘町羽幌町姉妹都市青少年交流事業
　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を目的に交流
事業を中止したことによる関係経費の減額。

・特別旅費　　　　　　　　△519千円
・負担金補助及び交付金　△1.000千円

　北留萌消防組合負担金
　消防団救助能力向上資機材整備事業に基づき、北留萌
消防組合が羽幌、天売、焼尻消防団用に発電機等の資機
材を整備するための費用を負担するもの。
　※消防団設備整備費補助金（補助率1/3）対象事業の
ため、
　負担額は総費用の2/3

　【　備　考　】
　　当初予算額　　73,515千円
　　変更後予算額　75,275千円
　　差引補正額 　 1,760千円

18 社会教育費芸術鑑賞事業（天売・焼尻芸術劇場） 臨時 ▲ 963 ▲ 963

10.5.1

19 教育費 スポーツ教室実施委託業務事業 臨時 ▲ 562 ▲ 562

10.6.1

　【　備　考　】
　　当初予算額　　 1,519千円
　　変更後予算額　 　　0千円（皆減）
    差引補正額　 △1,519千円

　天売焼尻芸術劇場事業
　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を目的に芸術
鑑賞事業を中止したことによる関係経費の減額。

・特別旅費　　　　　　　　 △59千円
・通信運搬費　　　　　　　 △24千円
・委託料　　　　　　　　　△880千円

　【　備　考　】
　　当初予算額　　 　963千円
　　変更後予算額　 　　0千円（皆減）
    差引補正額　　 △963千円

　体育事業委託料
　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を目的に新武
道館オープニング事業を中止したことによる関係経費の
減額。

　【　備　考　】
　　当初予算額　　　　 643千円
　　今後執行見込額　　　81千円
　　差引補正額　　　 △562千円



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
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

20  教育費 学校プール開放事業 臨時 ▲ 1,145 ▲ 1,145

 10.6.1

21  教育費 マラソン大会開催事業 臨時 ▲ 931 ▲ 931

 10.6.1

経常 910 2,511 303 0 0 ▲ 1,904

臨時 43,536 ▲ 2,708 1,500 8,600 34,380 1,764

44,446 ▲ 197 1,803 8,600 34,380 ▲ 140合　　計

経常費計

臨時費計

　学校プール開放事業運営委託料
　新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に、学校
プール開放事業を中止したことによる委託料の減額。

　【　備　考　】
　　当初予算額　　　 1,145千円
　　今後執行見込額　 　　0千円
　　差引補正額　 　△1,145千円

　スポーツ振興補助金
　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を目的にオロ
ロンライン全道マラソン大会を中止したことによる関係
経費の減額

　【　備　考　】
　　当初予算額　　　 1,777千円
　　今後執行見込額　　 846千円
    差引補正額　　　 △931千円


