
１　補正予算議決日 令和２年１１月１３日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

令和２年度羽幌町一般会計補正予算（第11号）の概要

補正前の額 補正後の額

6,797,000 8,390,046

今回補正額

48,838

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第11号 8,438,884



３．予算概要

（総括表） （単位：千円）

14款 国庫支出金 15,597 2款 総務費 1,642

地方創生臨時交付金 15,597
施設等感染防止対策事業
（地方創生臨時交付金事業分） 1,075
施設等感染防止対策事業
（地方創生臨時交付金事業分） 151
施設等感染防止対策事業
（地方創生臨時交付金事業分） 416

17款 繰入金 33,241

財政調整基金繰入金 33,241 3款 民生費 313
施設等感染防止対策事業
（地方創生臨時交付金事業分） 313

4款 衛生費 846
施設等感染防止対策事業
（地方創生臨時交付金事業分） 846

5款 労働費 82
施設等感染防止対策事業
（地方創生臨時交付金事業分） 82

6款 農林水産業費 4,163

水産業支援事業
（地方創生臨時交付金事業分） 4,163

7款 商工費 38,528

消費活性化対策事業
（地方創生臨時交付金事業分） 36,251
施設等感染防止対策事業
（地方創生臨時交付金事業分） 2,277

8款 土木費 124

施設等感染防止対策事業
（地方創生臨時交付金事業分） 124

10款 教育費 3,140
施設等感染防止対策事業
（地方創生臨時交付金事業分） 2,365
施設等感染防止対策事業
（地方創生臨時交付金事業分） 468
施設等感染防止対策事業
（地方創生臨時交付金事業分） 307

48,838 48,838　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 施設等感染防止対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 1,075 1,075

2.1.1

2 施設等感染防止対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 151 151

2.1.7

3 施設等感染防止対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 416 416

2.1.7

4 施設等感染防止対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 313 313

3.1.3

5 施設等感染防止対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 846 846
運営費

4.1.2

一般管理費

　器具等購入費
　冬期間における各部屋の換気対策を講じることにより感染症拡大防止を
図るため、役場庁舎内会議室等に加湿空気清浄機を配置する。

　備品購入費　一式　1,075千円

支所費

　器具等購入費
　冬期間における各部屋の換気対策を講じることにより感染症拡大防止を
図るため、役場天売支所及び天売総合研修センターに加湿空気清浄機を配
置する。（皆増）

　備品購入費　一式　151千円

（単位：千円）

財　　　源　　　内　　　訳

（事業一覧）

No 款・項・目 事業名及び概要 臨･経 要求額

支所費

　器具等購入費
　冬期間における各部屋の換気対策を講じることにより感染症拡大防止を
図るため、役場焼尻支所及び焼尻総合研修センターに加湿空気清浄機を配
置する。（皆増）

　備品購入費　一式　416千円

健康センター

　器具等購入費
　冬期間における各部屋の換気対策を講じることにより感染症拡大防止を
図るため、すこやか健康センター、高齢者支援センター、子ども発達支援
センターに加湿空気清浄機を配置する。

老人福祉費

　器具等購入費
　冬期間における各部屋の換気対策を講じることにより感染症拡大防止を
図るため、町内高齢者施設に加湿空気清浄機を配置する。（皆増）

　備品購入費　一式　313千円

6 施設等感染防止対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 82 82

5.1.1

7 水産業支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 4,163 4,163

6.3.1

8 消費活性化対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 36,251 3,010 33,241

7.1.1

商工振興費

　水産業支援事業補助金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による外食需要の減少や経済活動
の停滞等により影響を受けている漁業者の雇用及び事業を支援するため、
水産物（甘エビ等）の価格維持と販路の多様化に対応するため、北るもい
漁業協同組合が導入する鮮度保持設備（液体急速凍結機）に対し補助金と
して支援し、漁業者の経営の維持安定を図る。

　水産業支援事業補助金　4,163千円

　備品購入費　一式　846千円

水産業振興費

労働諸費

　器具等購入費
　冬期間における各部屋の換気対策を講じることにより感染症拡大防止を
図るため、勤労青少年ホームに加湿空気清浄機を配置する。（皆増）

　備品購入費　一式　82千円

　消費活性化対策事業（町民用クーポン券の配布）
　　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の影響による地域経済の
  収縮による町内事業者の甚大な影響に鑑み、地域経済の活性化を目的
　として消費活性化クーポン券を全町民に交付しようとするもの。

　　報償費 34,000千円、需用費 627千円、役務費 1,624千円

　　【　備　考　】
　　　変更前予算額　　72,515千円
　　　変更後予算額　 108,766千円
      差引補正額　　　36,251千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

（単位：千円）

財　　　源　　　内　　　訳

（事業一覧）

No 款・項・目 事業名及び概要 臨･経 要求額

9 施設等感染防止対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 2,277 2,277

7.1.2

10 施設等感染防止対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 124 124

8.2.2

11 施設等感染防止対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 2,365 2,365

10.3.1

12 施設等感染防止対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 468 468

10.5.2

13 施設等感染防止対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 307 307

10.6.2

　器具等購入費
　冬期間における各部屋の換気対策を講じることにより感染症拡大防止を
図るため、役場総合車庫詰所に加湿空気清浄機を配置する。（皆増）

　備品購入費　一式　124千円

道路維持費

観光費

　器具等購入費
　冬期間における各部屋の換気対策を講じることにより感染症拡大防止を
図るため、いきいき交流センターの客室等に加湿空気清浄機を配置する。
（皆増）

　備品購入費　一式　2,277千円

公民館費

　器具等購入費
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、ホールをはじめとす
る各貸室及び事務室等に送風機（大型扇風機）を配置し、各部屋の換気対
策を講じることにより感染症拡大防止を図る。

　備品購入費　一式　468千円

体育施設費

　器具等購入費
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、総合体育館研修室な
ど各貸室に送風機（大型扇風機）、スキー場ロッジ内に加湿空気清浄機を
配置し、換気対策を講じることにより感染症拡大防止を図る。

備品購入費 式 307千円

学校管理費

　工事請負費
　羽幌中学校各普通教室に換気扇及び吸気口を増設することによって換気
を促し感染症対策を図る。

　換気扇取付工事　一式　2,365千円

経常 0 0 0 0 0 0
臨時 48,838 15,597 0 0 0 33,241

48,838 15,597 0 0 0 33,241合　　計

経常費計
臨時費計

　備品購入費　一式　307千円


