
１　補正予算議決日 令和３年９月９日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

令和３年度羽幌町一般会計補正予算（第３号）の概要

補正前の額 補正後の額

6,720,000 6,877,611

今回補正額

17,373

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第3号 6,894,984



３　予算概要

【 一般会計 】 （単位：千円）

12款 分担金及び負担金 1,584 2款 総務費 10,022

負担金
財産管理費
（財政調整基金積立事業） 5,210

共同戸籍業務電算システム管理負担金（臨
時費分） 1,584

財産管理費
（減債基金積立事業） 2,000
税務管理費
（税務管理業務経費） 689

13款 使用料及び手数料 ▲ 8
戸籍住民基本台帳費
（戸籍住民基本台帳事務事業） 275

使用料
戸籍住民基本台帳費
（共同戸籍業務電算システム管理事業） 1,848

観光施設用地施設使用料 ▲ 8

3款 民生費 3,586

14款 国庫支出金 630
社会福祉費
（障がい者自立支援事業） 428

衛生費国庫負担金
社会福祉費
（障がい児通所給付事業） 136

感染予防事業費等国庫負担金 366
児童福祉費
（子育て支援対策事業） 2,953

総務費国庫補助金
児童措置費
（児童手当給付事業） 69

社会保障・税番号制度システム整備費補助
金（臨時分） 264

4款 衛生費 1,888

15款 道支出金 7,400
健康センター運営費
（予防事業） 825

農林水産業費道補助金
健康センター運営費
（風しん追加的対策事業） 1,063

地域づくり総合交付金 7,400

6款 農林水産業費 8,228

16款 財産収入 2,000
農業振興費
（農業振興施設等整備事業） 7,400

優先株償還金 2,000
畜産業費
（焼尻めん羊牧場管理運営事業） 828

18款 繰入金 ▲ 4,526 7款 商工費 ▲ 10,252

財政調整基金繰入金 ▲ 896
商工振興費
（地域活性化事業） ▲ 580

まちづくり応援基金繰入金（臨時
分） ▲ 3,630

観光費
（サンセットビーチ運営事業） ▲ 5,857
観光費
（観光協会支部補助事業） ▲ 1,565

19款 繰越金 10,419
観光費
（ビーチバレーボール大会補助事業） ▲ 426

前年度繰越金 10,419
観光費
（離島観光振興事業） ▲ 2,150
観光費
（サンセットプラザ施設管理事業） 643

20款 諸収入 ▲ 126
観光費
（バラ園運営事業） ▲ 317

雑入

サンセットビーチ施設使用料 ▲ 590 10款 教育費 3,901

過年度障害者自立支援給付費道費負担金 68
事務局費
（教員住宅施設管理事業） 5,181

過年度障害者医療費道費負担金 55
学校管理費
（焼尻小学校施設管理事業） 1,298

過年度障害者自立支援給付費国庫負担金 81
社会教育費
（社会教育施設管理事業） 2,475

過年度障害児入所給付費等国庫負担金 260
社会教育費
（町民芸術祭事業） ▲ 600
社会教育費
（姉妹都市文化スポーツ交流事業） ▲ 1,615
社会教育費
（芸術鑑賞・講演事業） ▲ 698
社会教育費
（芸術鑑賞事業（天売・焼尻芸術劇場）） ▲ 1,209
体育振興費
（マラソン大会開催事業） ▲ 931

17,373 17,373

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 財産管理費 財政調整基金積立事業 経常 5,210 5,210

2.1.5

2 財産管理費 減債基金積立事業 臨時 2,000 2,000

2.1.5

3 税務管理費 税務管理業務経費 経常 689 689

2.2.1

4 戸籍住民基本台帳事務事業 経常 275 275

2.3.1

5 共同戸籍業務電算システム管理事業 臨時 1,848 264 1,584

2.3.1

6 社会福祉費 障がい者自立支援事業 経常 428 428

3.1.1

7 社会福祉費 障がい児通所給付事業 経常 136 136

3.1.1

　財政調整基金積立金
　地方財政法第7条による積立金
　令和2年度余剰金　10,420,666円×1/2＝5,210,333円

　【　備　考　】
　補正後予算額　　5,211千円
　補正前予算額　　　　1千円
　補正額　　　　  5,210千円

　減債基金積立金
　ほくほくフィナンシャルグループ第１回第５種優先株式に
係る償還金同額を積立てるもの。（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　2,000千円
　補正前予算額　　　　0千円
　補正額　　　　  2,000千円

　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
正等により過誤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）について、法人税割の払戻金が例年に比べ増加したこと
に対応するための増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　2,189千円
　補正前予算額　　1,500千円
　補正額　　　　　　689千円

　償還金利子及び割引料
　令和2年度分道費負担金額の確定に伴う返還金。（皆増）

　【　備　考　】
　障害児入所給付費等道費負担金返還金　135,293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

戸籍住民基
本台帳費

　印鑑登録証製作委託料
　総合窓口業務において必要な印鑑登録証の製作を委託する
ための増額補正。(皆増)

　【　備　考　】
　補正後予算額　　　275千円
　補正前予算額　　　　0千円
　補正額　　　　　　275千円

戸籍住民基
本台帳費

　戸籍システム副本全件送信等業務委託料
　本町他６町村で共同利用している戸籍総合システムにおい
て、法務省が提示している副本等情報の全件送信計画に基づ
き、戸籍副本データ管理システムに対し副本等情報を全件送
信する作業を委託するための増額補正。（皆増）
　（羽幌町が一括契約し、契約金額を共同利用構成７町村で
按分し負担。改修費用は法務省補助金交付 補助率10/10）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　1,848千円
　補正前予算額　　　　0千円
　補正額　　　　　1,848千円

　償還金利子及び割引料
　令和2年度分国庫負担金額の確定に伴う返還金。（皆増）

　【　備　考　】
　・過年度障害者医療費国庫負担金返還金　　　210,724円
　・過年度地域生活支援事業費等補助金返還金　217,000円
　　合計　427,724円(補正額：428千円)



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 児童福祉費 子育て支援対策事業 経常 2,953 2,953

3.2.1

9 児童措置費 児童手当給付事業 経常 69 69

3.2.2

10 予防事業 臨時 825 366 459

4.1.2

11 風しん追加的対策事業 臨時 1,063 1,063

4.1.2

12 農業振興費 農業振興施設等整備事業 臨時 7,400 7,400

6.1.2

13 畜産業費 焼尻めん羊牧場管理運営事業 臨時 828 828

6.1.3

14 商工振興費 地域活性化事業 臨時 ▲ 580 ▲ 580

7.1.1

　償還金利子及び割引料
　令和2年度交付金額の確定に伴う返還金。（皆増）

　【　備　考　】
　児童手当交付金（国庫）返還金　69,000円

　器具等購入費
　焼尻めん羊牧場敷地内の除雪作業を効率的に実施するた
め、トラクターに接続するスノーブロアを購入するための増
額補正。（1,391,500円）
　令和３年出生羊の発育が問題がないことから、種畜羊２頭
の購入を取りやめたことによる減額補正。（▲550,000円）
　執行残に係る減額補正。（▲14,000円）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　1,741千円
　補正前予算額　　　913千円
　補正額　　　　　　828千円

　商工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、盆踊り大会及
び綱引き大会の中止が決定されたことに伴う減額補正。（皆
減）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　　　0千円
　補正前予算額　　　580千円
　補正額　　　　　▲580千円

　償還金利子及び割引料
　令和2年度交付金額の確定に伴う返還金。（皆増）

　【　備　考　】
　・子どものための教育保育給付費道費負担金返還金    500千円
　・子ども子育て支援交付金(国庫)返還金　  　　　　　904千円
　・子育てのための施設等利用給付交付金(国庫)返還金　106千円
　・子育てのための施設等利用給付交付金(道費)返還金　 53千円
　・子どものための教育保育給付費国庫負担金返還金　1,390千円
　　補正額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,953千円

健康セン
ター運営費

　電算システム改修委託料
　新型インフルエンザ予防接種が情報連携対象に追加された
ことに伴い、健診データを管理している健康管理システム
に、マイナンバー情報連携新型インフルエンザ対応パッケー
ジを追加するための増額補正。
　（基準額の2/3が国庫負担対象）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　935千円
　補正前予算額　　110千円
　補正額　　　　　825千円

健康セン
ター運営費

　感染症予防事業費等国庫負担金返還金
　令和２年度感染症予防事業費等国庫負担金の精査の結果、
返還金が生じたことによる増額補正。（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　1,063千円
　補正前予算額　　　　0千円
　補正額　　　　　1,063千円

　農業振興施設等整備事業補助金
　米穀集出荷貯蔵施設に低温空調設備を導入する事業に対し
補助するための増額補正。（皆増）
　（北海道地域づくり総合交付金対象事業　10/10）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　7,400千円
　補正前予算額　　　　0千円
　補正額　　　　　7,400千円



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 サンセットビーチ運営事業 経常 ▲ 5,857 ▲ 598 ▲ 5,259

7.1.2

16 観光費 観光協会支部補助事業 臨時 ▲ 1,565 ▲ 1,565

7.1.2

17 観光費 ビーチバレーボール大会補助事業 臨時 ▲ 426 ▲ 426

7.1.2

18 観光費 離島観光振興事業 臨時 ▲ 2,150 ▲ 2,150

7.1.2

19 観光費 サンセットプラザ施設管理事業 臨時 643 643

7.1.2

20 観光費 バラ園運営事業 臨時 ▲ 317 ▲ 317

7.1.2

21 事務局費 教員住宅施設管理事業 臨時 5,181 5,181

10.1.2

　ビーチバレーボール大会事業補助金
　サンセットビーチ不開設のため、ビーチバレーボール大会
が未開催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　　　426千円
　補正額　　　　　▲426千円

　サンセットビーチ管理委託料
　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、サン
セットビーチを不開設としたことによる不用額の減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　　536千円
　補正前予算額　　6,393千円
　補正額　　　　▲5,857千円

　観光協会焼尻支部事業補助金
　焼尻めん羊まつりの中止及び支部事業（焼尻港岸壁壁画製
作）完了に伴う不用額の減額補正。

　【　備　考　】
　・焼尻めん羊まつり事業補助金　▲1,443千円
　・焼尻支部事業補助金　　　　　　▲122千円
　　合計　　　　　　　　　　　　▲1,565千円

　離島振興促進プロジェクト補助金
　新型コロナウイルス感染症の影響により、離島振興促進プ
ロジェクト事業が中止されたことに伴う減額補正。（皆減）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　　　　0千円
　補正前予算額　　　2,150千円
　補正額　　　　　▲2,150千円

　需用費（修繕料）
　浴室前廊下天井にクロスの剥がれやカビが発生しているこ
とから、浴室前廊下天井を修繕するための増額補正。

　【　備　考　】
　浴室前廊下天井修繕料　　642,400円

　バラ園栽培技術指導業務委託料
　新管理人が技術指導を受けていた者であったことから、新
たな基本的技術指導が不要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　　　317千円
　補正額　　　　　▲317千円

　教職員住宅改修工事請負費
　市街地区教職員住宅（北4条1丁目 1棟2戸）の折れ曲がっ
た軒先の改修及び屋根の全面張替えを実施するための増額補
正。（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　5,181千円
　補正前予算額　　　　0千円
　補正額　　　　　5,181千円



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 学校管理費 焼尻小学校施設管理事業 臨時 1,298 1,298

10.2.1

23 社会教育費 社会教育施設管理事業 臨時 2,475 2,475

10.5.1

24 社会教育費 町民芸術祭事業 経常 ▲ 600 ▲ 600

10.5.1

25 社会教育費 姉妹都市文化スポーツ交流事業 臨時 ▲ 1,615 ▲ 1,615

10.5.1

26 社会教育費 芸術鑑賞・講演事業 臨時 ▲ 698 ▲ 698

10.5.1

27 社会教育費 芸術鑑賞事業（天売・焼尻芸術劇場） 臨時 ▲ 1,209 ▲ 1,209

10.5.1

28 体育振興費 マラソン大会開催事業 臨時 ▲ 931 ▲ 931

10.6.1

経常 3,303 0 0 0 ▲ 598 3,901

臨時 14,070 630 7,400 0 ▲ 46 6,086

17,373 630 7,400 0 ▲ 644 9,987

　郷土資料館改修工事請負費
　郷土資料館玄関天井に崩落が起こったため、館内全体の天
井の改修を行うための増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　2,475千円
　補正前予算額　　　　0千円
　補正額　　　　　2,475千円

　町民芸術祭開催補助金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、事業の中止
が決定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　　　600千円
　補正額　　　　　▲600千円

　旅費、負担金及び交付金（姉妹都市文化スポーツ交流事業
補助金）
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、事業の中止
が決定したことによる減額補正。（皆減）

　【　備　考　】
　旅費　　補正後　0円－補正前　 519千円＝　▲519千円
　補助金　補正後　0円－補正前 1,096千円＝▲1,096千円
　補正額　　　　　　　　　　　　　　　　 ▲1,615千円

　需用費、役務費及び委託料（芸術鑑賞事業委託料）
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、離島地区生
徒及び教職員の参加を取りやめたこと、小学生向けの鑑賞事
業を中止したことによる減額補正。

　【　備　考　】
　消耗品費　 補正後　   0円－補正前  50千円＝ ▲50千円
　通信運搬費 補正後　   0円－補正前 208千円＝▲208千円
　委託料　　 補正後 500千円－補正前 940千円＝▲440千円
　補正額　 　　　　　　　　　　　　　　　　　▲698千円

　焼尻小学校屋根修繕料
　焼尻小学校で実施した雨漏り調査の結果をもとに、防水補
強等の必要な修繕を実施するための増額補正。（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　1,298千円
　補正前予算額　　　　0千円
　補正額　　　　　1,298千円

　旅費、役務費及び委託料（天売焼尻芸術劇場公演委託料）
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、事業の中止
が決定したことによる減額補正。（皆減）

　【　備　考　】
　旅費　　　 補正後　0円－補正前    59千円＝   ▲59千
円
　通信運搬費 補正後　0円－補正前    24千円＝   ▲24千
円

　マラソン大会開催事業補助金（オロロンライン全道マラソ
ン大会）
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、大会の中止
が決定したことによる減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　　840千円
　補正前予算額　　1,771千円
　補正額　　　　　▲931千円

経常費計

臨時費計

合　　計


