
１　補正予算議決日 令和２年９月１０日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

３　地方債補正

令和２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

6,797,000 8,408,801

今回補正額

▲ 21,314

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第9号 8,387,487

（変更） （単位：千円）

限度額
償還の
方　法

除 雪 機 械
整 備 事 業 債

35,000

償還の
方　法

起債の
方　法

利率

55,400

起債の目的

補正前 補正後

限度額
起債の
方　法

利率



４　予算概要

【 一般会計 】 （単位：千円）

13款 使用料及び手数料 ▲ 3,900 1款 議会費 ▲ 1,170

港湾使用料 ▲ 3,900 議会費 ▲ 1,170

14款 国庫支出金 ▲ 8,459 2款 総務費 15,771

総務費国庫補助金
一般管理費
（行政システム等維持管理事業） ▲ 1,755

地方創生臨時交付金 2,388
一般管理費
（漂着木造船回収処理事業） 0

民生費国庫補助金
財産管理費
（財政調整基金積立事業） 15,261

子ども・子育て支援事業費補助金 161
財産管理費
（減債基金積立事業） 2,000

土木費国庫補助金 企画費 ▲ 150

社会資本整備総合交付金（臨時分） ▲ 11,008 税務管理費 724

自治振興費 ▲ 309

14款 道支出金 6,640

総務管理費道補助金 3款 民生費 5,112

海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 2,984
社会福祉費
（障がい者自立支援事業） 2,850

農林水産業費道補助金
社会福祉費
（障がい児通所給付事業） 126

中山間地域等直接支払交付金 1,676
社会福祉費
（子ども発達支援事業） 256

商工費道補助金
児童福祉費
（子育て支援対策事業） 1,021

海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 1,980
児童福祉費
（児童手当給付事業・経常費） 617
児童福祉費
（児童手当給付事業・臨時費） 242

16款 財産収入 2,000

優先株償還金 2,000 4款 衛生費 0
保健衛生費
（マスク等購入事業） 0

18款 繰入金 ▲ 34,521
保健衛生費
（環境基本計画推進事業） 0

財政調整基金繰入金 ▲ 35,521

地域福祉基金繰入金 1,000 6款 農林水産業費 2,235

農業振興費 2,235

19款 繰越金 30,520

前年度繰越金 30,520 7款 商工費 ▲ 8,750
商工振興費
（地域活性化事業） ▲ 580

20款 諸収入 6,806
商工振興費
（新型コロナウイルス対策事業） 1,000

雑入
観光費
（サンセットビーチ運営事業） ▲ 8,528

サンセットビーチ施設使用料 ▲ 590
観光費
（サンセットビーチ施設管理事業） ▲ 391

市町村振興協会助成金（衛生費） 1,000
観光費
（ビーチバレーボール大会補助事業） ▲ 394

市町村振興協会助成金（諸支出金） 1,715
観光費
（バラ園運営事業） 143

過年度障がい者医療費国庫負担金 899
款年度子どものための教育・保育給付費国
庫負担金 1,739 8款 土木費 ▲ 34,610
款年度子どものための教育・保育給付費道
費負担金 2,043 道路維持車両整備事業 ▲ 34,610

港湾管理費 0

21款 町債 ▲ 20,400
土木債 9款 消防費 2,374
道路整備事業債
(除雪機械整備事業債) ▲ 20,400 北留萌消防組合負担金事業 986

北留萌消防組合負担金事業
（地方創生臨時交付金事業） 1,388

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出



10款 教育費 ▲ 2,276
社会教育費
（町民芸術祭事業） ▲ 600
社会教育費
（芸術鑑賞・講演事業） ▲ 1,118
体育振興費 ▲ 846
体育施設費 288

13款 諸支出金 0
会計年度任用職員人件費（教育費分） 0

▲ 21,314 ▲ 21,314　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 議会費 議員等人件費 経常 ▲ 1,170 ▲ 1,170

1.1.1

2 一般管理費 行政システム等維持管理事業 臨時 ▲ 1,755 ▲ 1,755

2.1.1

3 一般管理費 漂着木造船回収処理事業 臨時 0 2,984 ▲ 2,984

2.1.1

　議員等人件費
　新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う、経済活動や日
常生活における深刻な状況を鑑み、町内各事業者や町民への
支援に対する財源の一助とするための議員報酬の減額。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　26,910千円
　補正前予算額　　28,080千円
　計　　　　　　 ▲1,170千円

①電算システム導入委託料
　端末更新による文字コード規格の変更のため、戸籍システ
ムの文字データ連携プログラムの開発及び文字コードの変換
作業に係る委託料。

　端末更新に伴う戸籍ｼｽﾃﾑの文字ﾃﾞｰﾀ連携再構築業務委託料
　一式　241,400円

②事務用機器購入費
　購入費用の減少により発生した執行残の減額補正。
　【　備　考　】
　補正後予算額　　5,260千円
　補正前予算額　　7,257千円
　補正額　　　　▲1,997千円

　財源更正
　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。

　【　備　考　】
　道補助金　　　2,984千円
　一般財源　　▲2,984千円

計 0千円

（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

4 財産管理費 財政調整基金積立事業 経常 15,261 15,261

2.1.5

5 財産管理費 減債基金積立事業 臨時 2,000 2,000

2.1.5

6 企画費 国際交流支援事業 臨時 ▲ 150 ▲ 150

2.1.6

7  税務管理費 税務管理業務経費 経常 724 724

 2.2.1

　減債基金積立金
　ほくほくファイナンシャルグループ第１回第５種優先株式
に係る償還金の同額を減債基金に積み立てる。

　積立額　2,000千円

　国際交流支援事業補助金
　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、短期留学
交流事業の中止が決定したことによる減額補正。

　補正額　▲150千円（皆減）

　町税収入払戻金
　過年度に納付済みの税について、確定申告や修正申告、更
正等により過納金及び還付加算金が発生した場合、過年度会
計から還付できない納付金を還付する予算（町税収入払戻
金）。

　【　備　考　】
　補正後予算額　2,224千円
　補正前予算額　1,500千円
　補正額　　　　　724千円

　計　　　　　　　　0千円

　財政調整基金積立金
　地方財政法第7条に基づき、前年度余剰金の1/2を財政調整
基金に積み立てる。

　積立額　30,521,097円×1/2＝15,260,548円≒15,261千円



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

8  自治振興費 離島航路利用促進事業 臨時 ▲ 309 ▲ 309

 2.1.8

9 社会福祉費 障がい者自立支援事業 経常 2,850 0 2,850

3.1.1

10  社会福祉費 障がい児通所給付事業 経常 126 126

 3.1.1

11  社会福祉費 子ども発達支援事業 経常 256 256

 3.1.1

　障害児入所給付費等国庫負担金返還金
　障害児通所支援施設に通う児童に対する給付費の実績報告
による国庫負担金額確定に伴う返還金。

　返還額　　125,283円

　離島地区児童等発達支援助成金
　留萌中部地域子ども発達支援センターが実施する発達支援
事業に参加する離島地区に居住している児童及び付添者の通
園に係る負担費用を助成する。

離島航路旅客運賃 80,080円

　離島航路利用促進事業補助金
　事業の中止による減額補正。

　補正額　▲309千円（皆減）

　償還金利子及び割引料
　障害者総合支援法に基づく医療費、サービス費、補装具等
の実績確定に伴う返還金。

　うち、国庫負担金（追加交付金）　899千円

　【　備　考　】
　障害者自立支援給付費道費負担金返還金　　176千円
　障害者自立支援給付費国庫負担金返還金　2,602千円
　障害者医療費道費負担金返還金　　　　　　 72千円
  計　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,850千円

12  児童福祉費 子育て支援対策事業 経常 1,021 1,021

 3.2.1

13  児童措置費 子育て支援対策事業 経常 617 617

 3.2.2

14  児童措置費 児童手当給付事業 臨時 242 161 81

 3.2.2

　離島航路旅客運賃 80,080円
　宿泊費　　　　　 175,000円
　合計　　　　　　 255,080円（皆増）

　償還金利子及び割引料
　子ども・子育て支援交付金、子育てのための施設等利用給
付交付金の実績確定に伴う返還金。

　【　備　考　】
子ども・子育て支援交付金返還金(国庫)　　      661千円
子育てのための施設等利用給付交付金返還金(国庫)240千円
子育てのための施設等利用給付交付金返還金(道費)120千円
  計　　　　　　　　　　　　　　　　　　    1,021千円

　償還金利子及び割引料
　児童手当交付金の実績確定に伴う返還金。

　児童手当交付金（国庫）返還金　　617千円

　児童手当副本登録内容改修業務委託料
　児童手当制度における副本登録の運用変更に係る改修委託
料

　国庫補助（2/3）対象事業

　児童手当副本登録内容改修業務委託料
　一式　　242千円



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 保健衛生費 マスク等購入事業（地方創生臨時交付金事業） 臨時 0 1,000 ▲ 1,000

4.1.1

16 保健衛生費 環境基本計画推進事業 臨時 0 1,000 ▲ 1,000

4.1.3

17 農業振興費 中山間地域等直接支払交付金事業 経常 2,235 1,676 559

6.1.2

18 商工振興費 地域活性化事業 臨時 ▲ 580 ▲ 580

7.1.1

　財源更正
　地域福祉基金繰入金を活用による財源更正。

　【　備　考　】
　地域福祉基金繰入金　　　1,000千円
　一般財源　　　　　　　▲1,000千円
　計　　　　　　　　　　　　　0千円

　財源更正
　市町村振興協会助成金の対象事業となったことによる財源
更正。

　【　備　考　】
　市町村振興協会助成金　　　1,000千円
　一般財源　　　　　　　　▲1,000千円
　計　　　　　　　　　　　　　　0千円

　中山間地域等直接支払事業交付金
　生産性向上加算及び対象農用地増加による交付金増額分の
補正。

　道補助金（3/4補助）対象事業

　【　備　考　】
　補正後予算　　87,243,550円
　補正前予算　　85,009,246円
　補正額　　　　 2,234,304円

　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影響を踏まえて今年度の開催

19 商工振興費 新型コロナウイルス対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 1,000 1,000

7.1.1

20 観光費 サンセットビーチ運営事業 経常 ▲ 8,528 ▲ 590 ▲ 7,938

7.1.2

21 観光費 サンセットビーチ施設管理事業 臨時 ▲ 391 1,980 ▲ 2,371

7.1.2

　新型 ロナウイルス感染症の影響を踏まえて今年度の開催
を中止したことによる減額補正。

　補正額　　▲580千円（皆減）

　休業要請協力金
　対象事業者（5事業者）の増加による増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算　　4,200千円
　補正前予算　　3,200千円
　補正額　　　　1,000千円

　サンセットビーチ運営事業
　ビーチ未開設伴う対象経費の減額補正。合計 ▲8,528千円

　消耗品費 ▲54千円、燃料費 ▲69千円、光熱水費 ▲706千
円、修繕料 ▲245千円、手数料 ▲196千円、委託料 ▲7,001
千円、使用料及び賃借料 ▲227千円、原材料費 ▲30千円

　サンセットビーチ施設管理事業
　事業完了による不用額の減額補正及び道補助金の対象事業
となったことによる財源更正。

　【　備　考　】
　　補正後予算額　　2,220千円
　　補正前予算額　　2,611千円
　　補正額　　　　　▲391千円

　　道補助金　　　　1,980千円
　　一般財源　　　▲1,980千円
　　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

22 観光費 ビーチバレーボール大会補助事業 臨時 ▲ 394 ▲ 394

7.1.2

23 観光費 バラ園運営事業 経常 143 143

7.1.2

24 道路維持費 道路維持車両整備事業 臨時 ▲ 34,610 ▲ 11,008 ▲ 20,400 ▲ 3,202

8.2.2

25 港湾管理費 港湾管理業務経費 経常 0 ▲ 3,900 3,900

8.4.1

　ビーチバレーボール大会事業補助金
　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため大会が中止
されることによる減額補正。

　補正額　　▲394千円

　バラ園運営事業
　道の駅（バラ園・海鳥センター）の除雪作業を会計年度職
員及び職員により対応するに当たり、人事異動による小型建
設機械運転特別教育未受講者（3名分）に対する受講費用等
の増額補正。

　旅費　88,500円、負担金（受講料）　54,000円
　合計　142,500円

　除雪機械等購入費
　ダンプ7ｔ級に係る国庫補助不採択による購入取りやめに
伴う減額補正。

　ダンプ7ｔ級　▲34,610千円

　財源更正
　港湾使用料の減免に伴う財源更正。

　【　備　考　】
　港湾使用料　　▲3,900千円
　一般財源　　　　3,900千円
　計　　　　　　　　　0千円

26 消防費 北留萌消防組合負担金事業 臨時 986 986

9.1.1

27 消防費 北留萌消防組合負担金事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 1,388 1,388

9.1.1

28 社会教育費 町民芸術祭事業 経常 ▲ 600 ▲ 600

10.5.1

29 社会教育費 芸術鑑賞・公演事業 臨時 ▲ 1,118 ▲ 1,118

10.5.1

　北留萌消防組合負担金
　曙地区防火水槽解体工事に伴う負担金の増額。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　76,261千円
　補正前予算額　　75,275千円
　補正額　　　　　　 986千円

　北留萌消防組合負担金
　新型コロナウイルス感染症感染症防止対策として、北留萌
消防組合で所有している救急車に感染予防隔離壁を取り付け
るための経費についての増額補正。

　救急車感染予防隔離壁取付　一式　1,387,100円

　町民芸術祭開催補助金
　新型コロナウイルス感染症に伴う事業中止による減額補
正。

　補正額　▲600千円（皆減）

　芸術鑑賞・公演事業
　新型コロナウイルス感染症に伴う事業中止による減額補
正。（皆減）

　消耗品費　▲50千円、通信運搬費　▲178千円、
　委託料　▲890千円



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

30  体育振興費 マラソン大会開催事業 臨時 ▲ 846 ▲ 846

 10.6.1

31 総合体育館施設管理事業 臨時 288 288

10.6.2

32 会計年度任用職員人件費（教育費分） 臨時 0 1,715 ▲ 1,715

10.6.2

経常 12,935 0 1,676 0 ▲ 4,490 15,749

臨時 ▲ 34,249 ▲ 8,459 4,964 ▲ 20,400 5,715 ▲ 16,069

▲ 21,314 ▲ 8,459 6,640 ▲ 20,400 1,225 ▲ 320

経常費計

臨時費計

合　　計

　マラソン大会開催事業補助金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、マラソ
ン大会実行委員会により中止の決定がされたため。

　おろちゃんマラソン大会　▲846千円（皆減）

教育費

　総合体育館修繕料
　経年劣化により破損した総合体育館１階廊下のトップライ
ト（天窓）の修繕費

　需用費（修繕料）　288千円（皆増）

諸支出金

　財源更正
　外国語指導助手人件費が市町村振興宝くじ市町村交付金の
対象事業となったことによる財源更正。

　【　備　考　】
　市町村振興協会交付金　　1,715千円
　一般財源　　　　　　　▲1,715千円
　計　　　　　　　　　　　　　0千円


