
１　補正予算議決日 令和３年６月１８日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

３　地方債補正

令和３年度羽幌町一般会計補正予算（第２号）の概要

補正前の額 補正後の額

6,720,000 6,876,046

今回補正額

1,565

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第２号 6,877,611

（変更） （単位：千円）

限度額
償還の
方　法

公営住宅建設
事 業 債

3,300

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

3,000



４．予算概要

（総括表） （単位：千円）

14款 国庫支出金 6,881 2款 総務費 ▲ 776
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 5,937 姉妹都市イベント派遣事業 ▲ 776
新型コロナウイルスワクチン接種体制
確保事業費補助金 434

社会資本整備総合交付金（臨時分） 301 3款 民生費 5,824

公立学校情報機器整備費補助金 209
低所得の子育て世帯生活支援特別給
付金給付事業 5,824

18款 繰入金 ▲ 5,737 4款 衛生費 1,117

財政調整基金繰入金 ▲ 5,910 医師確保対策事業 1,000

まちづくり事業基金繰入金 1,917
新型コロナウイルスワクチン接種事
業 117

まちづくり応援基金繰入金（臨時分） ▲ 1,744

7款 商工費 294

20款 諸収入 121 観光協会支部補助事業 ▲ 1,744

サンセットプラザ施設管理事業 2,038

121

8款 土木費 670

21款 町債 300 公営住宅建設事業 670

公営住宅建設事業債 300

10款 教育費 ▲ 5,038

事務局業務経費 0

羽幌小学校施設管理事業 ▲ 2,143

羽幌小学校施設管理事業 ▲ 310

焼尻小学校施設管理事業 1,531

小学校教師用指導書購入事業 ▲ 1,012

羽幌中学校施設管理事業 2,042

焼尻中学校運営事業 ▲ 670

焼尻中学校施設管理事業 ▲ 2,155

中学校教師用指導書購入事業 ▲ 2,230

天売高等学校教師用指導書購入事業 ▲ 169

天売高等学校学生寮運営事業 446

スポーツ教室実施事業
▲ 368

13款 諸支出金 ▲ 526

会計年度任用職員人件費（共通分） ▲ 134
会計年度任用職員人件費（衛生費
分） 317
会計年度任用職員人件費（教育費
分） ▲ 822

職員人件費 113

1,565 1,565

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計

国内クレジット制度（二酸化炭素排出削減量）売却金



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 姉妹都市イベント派遣事業 臨時 ▲ 776 ▲ 776

2.1.1

2 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 臨時 5,824 5,824

3.2.2

3 医師確保対策事業 臨時 1,000 1,000

4.1.1

　旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金補助及び交
付金（想定児童数100人）
　新型コロナウイルス感染症の影響で損害を受けた低所得の子育て世帯
（令和３年度住民税均等割非課税世帯及び令和３年１月以降の家計急変
者）に対し、児童１人当たり５０千円を特別給付金として給付し、低所得
の子育て世帯を支援するための増額補正。（皆増）

　【　備　考　】
　　変更後予算額　　5,824千円
　　変更前予算額　　　　0千円
    差引補正額　　  5,824千円

保健衛生費

　貸付金
　医師の確保及び資質向上と医療の充実を図るため、４月に赴任された焼
尻診療所常勤医に対し就業支度金を貸与するための増額補正。

　【　備　考　】
　　変更後予算額　 39,000千円
    変更前予算額　 38,000千円
    差引補正額　　  1,000千円

一般管理費

　報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料
　新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点からイベントの中止が決定
されたことに伴う減額補正。（皆減）

　【　備　考　】
　　報償費　　　　　　　　　　　　▲20千円
　　旅費　　　　　　 　　　　　　▲394千円
　　需用費（消耗品費及び燃料費） ▲297千円
　　役務費（通信運搬費）　　　　　▲10千円
　　使用料及び賃借料　　　　　　　▲55千円
　　合計　　　　　　　　　　　　 ▲776千円

児童措置費
　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対
象事業　10/10）

（事業一覧） （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要 臨･経 要求額
財　　　源　　　内　　　訳

4 新型コロナウイルスワクチン接種事業 臨時 117 117

4.1.2

5 観光協会支部補助事業 臨時 ▲ 1,744 ▲ 1,744

7.1.2

6 サンセットプラザ施設管理事業 臨時 2,038 2,038

7.1.2

健康セン
ター運営費

　旅費
　新型コロナワクチン離島地区接種に従事する会計年度任用職員の旅費
（費用弁償）の増額補正。（皆増）

　　・旅費（費用弁償）　　117千円

観光費

　負担金補助及び交付金
　天売ウニまつりの中止が決定したことに伴う観光協会天売支部事業補助
金の減額補正。

　【　備　考　】
　　変更後予算額　　　154千円
　　変更前予算額　　1,898千円
    差引補正額　　▲1,744千円

観光費

　需用費、役務費及び工事請負費
　・駐車場用外灯修繕及び食器洗浄機取替修繕の入札執行残の減額補正。
　・Ｊ-クレジットの認証期間の延長による承認審査手数料の増額補正。
　・プレハブ冷凍庫故障による入替工事に係る増額補正。
　
　【　備　考　】
　　需用費（修繕料）　▲1,354千円
　　役務費（手数料）　　　 48千円
    工事請負費　　　　　3,344千円
　　補正予算額　　　　　2,038千円



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 臨･経 要求額
財　　　源　　　内　　　訳

7 公営住宅建設事業 臨時 670 301 300 69

8.6.2

8 事務局業務経費

臨時 0 209 ▲ 209
10.1.2

9 羽幌小学校施設管理事業 経常 ▲ 2,143 ▲ 2,143

10.2.1

10 羽幌小学校施設管理事業 臨時 ▲ 310 ▲ 310

10.2.1

11 焼尻小学校施設管理事業 経常 1,531 1,531

　財源更正
　教育総務費国庫補助金（公立学校情報機器整備費補助金）の対象事業と
なったことによる財源更正。

学校管理費

　委託料
　プール開放の中止による不用額の減額補正。

　【　備　考　】
　　変更前予算額　　7,963千円
　　変更後予算額　　5,820千円
　　補正予算額　　▲2,143千円

学校管理費

住宅建設費

　工事請負費
　幸町団地（11号棟1棟2戸）解体工事における工事単価の増による設計額
の変更に伴う増額補正。

　【　備　考　】
　　変更後予算額　　4,200千円
　　変更前予算額　　3,530千円
    差引補正額　　    670千円

事務局費

　修繕料
　プール開放の中止による不用額の減額補正。

　【　備　考　】
　　変更後予算額　　　　0千円
　　変更前予算額　　　310千円
　　補正予算額　　　▲310千円

学校管理費

10.2.1

12 小学校教師用指導書購入事業 臨時 ▲ 1,012 ▲ 1,012

10.2.2

13 羽幌中学校施設管理事業 臨時 2,042 2,042

10.3.1 　工事請負費
　羽幌中学校設置の自動火災報知設備を更新するための増額補正。（皆
増）

　【　備　考　】
　　変更後予算額　　2,042千円
　　変更前予算額　　　　0千円
　　補正予算額　　　2,042千円

　需用費及び役務費
　焼尻中学校の休校により、中学校費に計上していた経費のうち、小学校
との共有部分に要する経費を中学校費から小学校費へ移し替えるもの。

　【　備　考　】
　　需用費（燃料費及び光熱水費）　　　　　移替額　1,399千円
　　役務費（通信運搬費、手数料及び保険料）移替額　　132千円
　　補正予算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,531千円

教育振興費

　需用費（消耗品費）
　授業時使用端末の性能及び運用上、指導者用デジタル教科書を１年使用
期限のクラウド版に変更したことによる減額補正。

　【　備　考　】
　　変更後予算額　　1,555千円
　　変更前予算額　　2,567千円
　　補正予算額　　▲1,012千円

学校管理費



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 臨･経 要求額
財　　　源　　　内　　　訳

14 焼尻中学校運営事業 経常 ▲ 670 ▲ 670

10.3.1

15 焼尻中学校施設管理事業 経常 ▲ 2,155 ▲ 2,155

10.3.1

16 中学校教師用指導書購入事業 臨時 ▲ 2,230 ▲ 2,230

10.3.2

学校管理費

　需用費、役務費及び負担金補助及び交付金
　焼尻中学校休校に伴う不要額の減額補正。（皆減）

　【　備　考　】
　　需用費（消耗品及び修繕料）　　　▲384千円
　　役務費（通信運搬費及び手数料）　 ▲59千円
    中体連参加補助金　　　　　　　　▲227千円
　　補正予算額　　　　　　　　　　　▲670千円

学校管理費

　需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費
　焼尻中学校休校に伴う不要額の減額補正。（小学校費への移し替え及び
減額）

　【　備　考　】
　〈減額分〉需用費（消耗品費）　 ▲20千円
　　　　　　　　　（修繕料）　　▲120千円
　　　　　　使用料及び賃借料　　▲454千円
　　　　　　原材料費　　　　　　 ▲30千円
            小計　　　　　　　　▲624千円

　〈移替分〉需用費（燃料費）　　▲545千円
　　　　　　　　　（光熱水費）　▲854千円
　　　　　　役務費（通信運搬費） ▲46千円
　　　　　　　　　（手数料）　   ▲21千円
　　　　　　　　　（保険料）     ▲65千円
            小計　　　　　　　▲1,531千円

　合計補正額　▲2,155千円

教育振興費

　需用費（消耗品費）
　授業時使用端末の性能及び運用上、指導者用デジタル教科書を１年使用
期限のクラウド版に変更したことによる減額補正。

　【　備　考　】
　　変更後予算額　　3,148千円
　　変更前予算額　　5,378千円
　　補正予算額　　▲2,230千円

17 天売高等学校教師用指導書購入事業 臨時 ▲ 169 ▲ 169

10.4.2

18 天売高等学校学生寮運営事業 臨時 446 446

10.4.2

19 スポーツ教室実施事業 臨時 ▲ 368 ▲ 368

10.6.1

　需用費（修繕料）
　排水管凍結防止のための囲い設置及び入寮生の増に伴う炊事機能増に対
応するための換気扇を設置するための増額補正。

　【　備　考　】
　　変更後予算額　　　746千円
　　変更前予算額　　　300千円
　　補正予算額　　　　446千円

体育振興費

　報償費
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、羽幌小学校プー
ルの一般開放が中止となったことによる減額補正。

　【　備　考　】
　　変更後予算額　　　173千円
　　変更前予算額　　　541千円
　　補正予算額　　　▲368千円

教育振興費

　需用費（消耗品費）
　教師用教科書、準教科書、指導書の精査及び入学者数の減による減額補
正。

　【　備　考　】
　　変更後予算額　　　266千円
　　変更前予算額　　　435千円
　　補正予算額　　　▲169千円

教育振興費



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 臨･経 要求額
財　　　源　　　内　　　訳

20 会計年度任用職員人件費（共通分） 経常 ▲ 134 ▲ 134

13.1.1

21 会計年度任用職員人件費（衛生費分） 臨時 317 317

13.1.1

22 会計年度任用職員人件費（教育費分） 経常 ▲ 822 ▲ 822

13.1.1

23 職員人件費（低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業分） 臨時 113 113

13.1.1

職員給与費

　職員手当（時間外勤務手当）
　低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業の実施に係る職員の時
間外勤務手当の増額補正。（皆増）

　【　備　考　】
　　変更後予算額　　　113千円

　共済費（社会保険料）
　プール開放事業の中止に伴う会計年度任用職員（プール監視員）共済費
（社会保険料）の減額補正。

　【　備　考　】
　　変更後予算額　 29,176千円
　　変更前予算額 　29,310千円
　　補正予算額　　　▲134千円

職員給与費

　報酬（会計年度任用職員報酬）
　新型コロナワクチン離島地区接種に関する体制確保を円滑に行うために
雇用する、ワクチン接種業務に従事する会計年度任用職員（医師及び看護
師等）の報酬の増額補正。（皆増）

　　・報酬（医師等人件費）　　317千円

職員給与費

　報酬（会計年度任用職報酬）
　プール開放事業の中止に伴う会計年度任用職員（プール監視員）報酬の
減額補正。

　【　備　考　】
　　変更後予算額　 24,296千円
　　変更前予算額 　25,118千円
　　補正予算額　　　▲822千円

職員給与費
　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対
象事業　10/10）

経常 ▲ 4,393 0 0 0 0 ▲ 4,393

臨時 5,958 6,881 0 300 294 ▲ 1,517

1,565 6,881 0 300 294 ▲ 5,910

　　変更前予算額　　　　0千円
    差引補正額　　  　113千円

経常費計

臨時費計

合　　計


