
１　補正予算議決日 令和３年１２月１０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３年度羽幌町一般会計補正予算（第６号）の概要

補正前の額 補正後の額

6,720,000 6,938,918

今回補正額

△ 6,827

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第6号 6,932,091

（追加） （単位：千円）

羽 幌 小 学 校 施 設 管 理 事 業
（ プ ロ バ イ ダ ― 回 線 通 信 料 ）

羽 幌 中 学 校 施 設 管 理 事 業
（ プ ロ バ イ ダ ― 回 線 通 信 料 ）

事　　項 期　　間

令和４年度
～

令和６年度

令和４年度
～

令和６年度

限　度　額

２３３

２３３

（変更） （単位：千円）

限度額
償還の
方　法

臨時財政対策債 136,521

町有施設解体
事 業 債

14,800

移住定住促進
事 業 債

40,900

空 き 家 対 策
事 業 債

19,100

天売複合化施
設建設事業債

13,20028,400

15,000

48,200

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

20,400

165,000



４　予算概要

【 一般会計 】 （単位：千円）

9款 地方特例交付金 990 1款 議会費 ▲ 2,048

地方特例交付金 990
議会費
（行政視察事業） ▲ 1,317

（町村議会議長・副議長研修事業） ▲ 128

10款 地方交付税 248,650
（離島振興議長会・全国町村議長会・管内
議長会視察事業） ▲ 338

普通地方交付税 248,650 （離島地区行政視察事業） ▲ 265

14款 国庫支出金 8,375 2款 総務費 ▲ 12,413

民生費国庫負担金
一般管理費
（一般管理業務経費） ▲ 354

障害者自立支援給付費国庫負担金 7,661 （職員研修事業） ▲ 655

衛生費国庫補助金 （行政システム等維持管理事業） 137
健（検）診情報連携システム整備事業費補
助金 714

財政管理費
（地方創生臨時交付金返還事業） 3,821
財産管理費
（町有施設解体事業） ▲ 4,230

15款 道支出金 6,930
企画費
（移住定住促進事業） ▲ 1,598

民生費道負担金
自治振興費
（離島航路運航補助事業） ▲ 5,020

障害者自立支援給付費道費負担金
3,830

（離島航路欠損補助事業） ▲ 9,204

総務費道補助金 （空き家対策事業） 4,980

地域づくり総合交付金 4,600
監査委員費
（監査業務経費） ▲ 290

農林水産費道補助金

中山間地域等直接支払交付金 ▲ 1,500 3款 民生費 24,277
社会福祉費
（障がい者自立支援事業） 16,867

17款 寄附金 1,000 （国民健康保険特別会計操出事業） 2,845

民生費寄附金 1,000 （地域福祉基金積立事業） 1,000
介護福祉費
（一般在宅福祉事業） 235

18款 繰入金 ▲ 121,812
後期高齢者医療費
（後期高齢者医療広域連合負担金事業） 2,560

財政調整基金繰入金 ▲ 118,444
児童措置費
（児童手当給付事業） 770

まちづくり応援基金繰入金（臨時
分） ▲ 522

交通対策事業基金繰入金 ▲ 2,846 4款 衛生費 688
健康センター運営費
（予防事業） 1,210

20款 諸収入 ▲ 98,481
環境衛生費
（天売島マムシ対策事業） ▲ 522

雑入

北海道市町村職員研修センター研修受講料 ▲ 314 6款 農林水産業費 ▲ 1,659

備荒資金組合納付金還付金 ▲ 100,000
農業振興費
（中山間地域等直接支払交付金事業） ▲ 2,000

市町村振興協会交付金 1,727 （有害鳥獣駆除対策事業） 341

モバイルルーター通信費負担金 106

8款 土木費 ▲ 888

21款 町債 ▲ 52,479
都市計画管理費
（下水道特別会計操出事業） ▲ 888

臨時財政対策債 ▲ 28,479

町有施設解体事業債 ▲ 5,600 9款 消防費 0

移住定住促進事業債 ▲ 7,300
消防費
（北留萌消防組合負担金事業） 0

空き家対策事業債 4,100
災害対策費
（防災資機材購入事業） 0

天売複合化施設建設事業債 ▲ 15,200

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出



10款 教育費 ▲ 14,784
事務局費
（事務局業務経費） 107
教育振興費
（羽幌高等学校教育振興会補助事業） ▲ 800
学校管理費
（羽幌小学校施設管理事業） 900

（羽幌小学校施設管理事業） 61

（天売小学校施設管理事業） 242

（焼尻小学校施設管理事業） 230

（羽幌中学校施設管理事業） 1,230

（羽幌中学校施設管理事業） 61

（天売中学校運営事業） 497

（天売中学校施設管理事業） 242

（焼尻中学校運営事業） 679

（天売高等学校管理運営事業） 115
教育振興費
（天売高等学校教育振興事業） ▲ 118

（天売高等学校土曜授業事業） ▲ 82

（天売高等学校活性化事業） ▲ 1,200

（天売複合化施設建設事業） ▲ 15,911

（高校用教材等整備事業） ▲ 119

（天売高等学校学生寮運営事業） 123
社会教育費
（成人式事業） 27

（芸術鑑賞事業（のびのび子育て教室）） ▲ 228
体育振興費
（マラソン大会開催事業） ▲ 840

13款 諸支出金 0
職員給与費
（会計年度任用職員人件費（教育費分）） 0

▲ 6,827 ▲ 6,827　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 行政視察事業 臨時 ▲ 1,317 ▲ 1,317

1.1.1

2 町村議会議長・副議長研修事業 臨時 ▲ 128 ▲ 128

1.1.1

3 離島振興議長会・全国町村議長会・管内議長会視察事業 臨時 ▲ 338 ▲ 338

1.1.1

4 離島地区行政視察事業 臨時 ▲ 265 ▲ 265

1.1.1

5 一般管理業務経費 経常 ▲ 354 ▲ 354

2.1.1

6 職員研修事業 経常 ▲ 655 ▲ 314 ▲ 341

2.1.1

7 行政システム等維持管理事業 臨時 137 137

2.1.1

一般管理費

一般管理費

一般管理費

（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

　電算システム更新委託料
　次期セキュリティクラウドへの移行準備作業の中で、庁内
ネットワークで使用しているメールサーバやネットワーク機
器の設定変更作業が必要となったことによる増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　1,116千円
　補正前予算額　　　979千円
　補正額　　　　  　137千円

議会費

議会費

議会費

　旅費及び研修負担金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業の中止に
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　　　338千円
　補正額　　　  　▲338千円

議会費

　旅費及び研修負担金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業の中止に
伴う減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　　673千円
　補正前予算額　　1,990千円
　補正額　　　  ▲1,317千円

　旅費
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業の中止に
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　　　128千円
　補正額　　　  　▲128千円

　旅費
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業の中止に
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　　　265千円
　補正額　　　  　▲265千円

　功労・功績等授章祝賀会補助金
　事業中止による減額補正。（皆減）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　　　0千円
　補正前予算額　　　354千円
　補正額　　　　  ▲354千円

　旅費
　札幌市での集合研修を予定していた研修について、緊急事
態宣言の発令によりオンライン研修に変更となったことによ
る減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　　695千円
　補正前予算額　　1,350千円
　補正額　　　　  ▲655千円



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 地方創生臨時交付金返還事業 臨時 3,821 3,821

2.1.5

9 町有施設解体事業 臨時 ▲ 4,230 ▲ 5,600 1,370

2.1.5

10 移住定住促進事業 臨時 ▲ 1,598 ▲ 7,300 5,702

2.1.6

11 離島航路運航補助事業 臨時 ▲ 5,020 ▲ 1,005 ▲ 4,015

2.1.8

12 離島航路欠損補助事業 臨時 ▲ 9,204 ▲ 1,841 ▲ 7,363

2.1.8

13 空き家対策事業 臨時 4,980 4,100 880

2.1.8

14 監査業務経費 臨時 ▲ 290 ▲ 290

2.6.1

15 社会福祉費 障がい者自立支援事業 経常 16,867 7,661 3,830 5,376

3.1.1

自治振興費

自治振興費

自治振興費

　委託料、工事請負費及び公有財産購入費
　事業の完了に伴う執行残額の減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　67,695千円
　補正前予算額　　69,293千円
　補正額　　 　　▲1,598千円
※委託料 ▲164千円、工事請負費 ▲843千円
　公有財産購入費 ▲591千円

　離島航路事業運営費補助金
　補助金額の確定による減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　　 24千円
　補正前予算額　　5,044千円
　補正額　　　　▲5,020千円

　離島航路欠損補助金
　補助金額の確定による減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 47,405千円
　補正前予算額　 56,609千円
　補正額　　　　▲9,204千円

　空き家対策補助金
　補助対象件数の増加による増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 19,980千円
　補正前予算額　 15,000千円
　補正額　　　　  4,980千円

財政管理費

　償還金利子及び割引料
　令和２年度分新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金の実績報告により、交付金を返還する必要が生じたこ
とによる増額補正。（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　3,821千円
　補正前予算額　　　　0千円
　補正額　　　　  3,821千円

財産管理費

　町有施設解体工事請負費
　解体工事の完了に伴う予算執行残の減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 16,215千円
　補正前予算額　 20,445千円
　補正額　　　　▲4,230千円

企画費

監査委員費

　監査委員全国研修会参加時費用弁償
　新型コロナウイルス感染症感染拡大による事業の中止に伴
う減額補正。（皆減）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　　　0千円
　補正前予算額　　　290千円
　補正額　　　　  ▲290千円

　扶助費
　障害者自立支援給付費（障害福祉サービス扶助費）の公費
扶助の支出見込額増に伴う増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　270,211千円
　補正前予算額　253,344千円
　補正額　　　　 16,867千円



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

16 社会福祉費 国民健康保険特別会計操出事業 経常 2,845 2,845

3.1.1

17 社会福祉費 地域福祉基金積立事業 臨時 1,000 1,000

3.1.1

18 介護福祉費 一般在宅福祉事業 経常 235 235

3.1.4

19 後期高齢者医療広域連合負担金事業 経常 2,560 2,560

3.1.5

20 児童手当給付事業 経常 770 770

3.2.1

21 予防事業 臨時 1,210 714 496

4.1.2

　負担金補助及び交付金、繰出金
　令和３年度療養給付費負担金及び事務費負担金の変更決定
に基づく増額補正。

【　備　考　】
療養給付費負担金　　　　　後期高齢者医療特別会計繰出金
 補正後予算額　123,984千円 　補正後予算額　4,053千円
 補正前予算額　120,912千円 　補正前予算額　4,565千円
 補正額　　　　　3,072千円 　補正額　　　　▲512千円

　介護保険特別会計繰出金（地域包括係）
　積算対象職員の昇給による繰出金の増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　306,851千円
　補正前予算額　306,616千円
　補正額　　　　　　235千円

後期高齢者
医療費

　国民健康保険事業特別会計操出金
　国民健康保険事業特別会計の人件費増額補正に伴う操出金
の増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　106,273千円
　補正前予算額　103,428千円
　補正額　　　　  2,845千円

　地域福祉基金積立事業
　寄付者の趣旨に沿う運用を行うため、地域福祉基金に積立
てるための増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　1,100千円
　補正前予算額　　　100千円
　補正額　　　　　1,000千円

児童措置費

　電算システム改修業務委託料
　令和４年度の児童手当法改正に伴いシステムを改修する必
要が生じたことによる増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　　770千円
　補正前予算額　　　　0千円
　補正額　　　　　　770千円

健康セン
ター運営費

　電算システム改修委託料
　健（検）診の情報について、マイナンバー制度を活用し、
マイナポータルでの閲覧や市町村間での情報連携を開始する
ため、自治体中間サーバに情報を登録するにあたり、既存の
健康管理システムに必要なパッケージ改修を行うための増額
補正。
　（基準額の2/3が国庫負担対象）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　2,145千円
　補正前予算額　　　935千円



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 天売島マムシ対策事業 臨時 ▲ 522 ▲ 522

4.1.3

23 農業振興費 中山間地域等直接支払交付金事業 経常 ▲ 2,000 ▲ 1,500 ▲ 500

6.1.2

24 農業振興費 有害鳥獣駆除対策事業 経常 341 341

6.1.2

25 下水道特別会計繰出事業 経常 ▲ 888 ▲ 888

8.5.1

26 消防費 北留萌消防組合負担金事業 臨時 0 3,600 ▲ 3,600

9.1.1

27 災害対策費 防災資機材購入事業 臨時 0 1,000 ▲ 1,000

9.1.2

28 事務局費 事務局業務経費 臨時 107 106 1

10.1.2

29 教育振興費 羽幌高等学校教育振興会補助事業 臨時 ▲ 800 ▲ 800

10.1.4

　天売島マムシ生息実態調査委託料
　新型コロナウイルス感染症感染防止のため事業を中止した
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　　　522千円
　補正額　　　　  ▲522千円

　中山間地域等直接支払事業交付金
　事業費の減少による減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 85,244千円
　補正前予算額　 87,244千円
　補正額　　　　▲2,000千円

　有害鳥獣駆除委託料
　農林水産省及び北海道からの「野生鳥獣の捕獲の抜本的強
化」に係る通知に基づき、エゾシカ駆除計画頭数を増加させ
ることに伴う駆除委託料の増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　1,777千円
　補正前予算額　　1,436千円
　補正額　　　　　　341千円

　羽幌高等学校教育振興会事業補助金
　入学生徒の減による通学定期補助金及び入学準備金の減に
よる減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 12,183千円
　補正前予算額　 11,383千円
　補正額　　　　　▲800千円

環境衛生費

都市計画管
理費

　下水道事業特別会計繰出金（臨時分）
　下水道事業特別会計歳入予算における一般会計繰入金の減
額補正に伴う繰出額の減による減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　49,639千円
　補正前予算額　　50,527千円
　補正額　　　　 　▲888千円

　負担金補助及び交付金
　財源更正
　北海道地域づくり総合交付金の対象事業となったことによ
る財源更正。

　備品購入費
　財源更正
　北海道地域づくり総合交付金の対象事業となったことによ
る財源更正。

　通信運搬費
　町内各校の児童生徒で、Wi-Fi環境がない家庭に対してモ
バイルルーターの貸出しを行うために必要となる通信料の増
額補正。（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　 　 107千円
　補正前予算額　      0千円
　補正額　　　　　  107千円



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 学校管理費 羽幌小学校施設管理事業 経常 900 900

10.2.1

31 学校管理費 羽幌小学校施設管理事業 臨時 61 61

10.2.1

32 学校管理費 天売小学校施設管理事業 経常 242 242

10.2.1

33 学校管理費 焼尻小学校施設管理事業 経常 230 230

10.2.1

34 学校管理費 羽幌中学校施設管理事業 経常 1,230 1,230

10.3.1

35 学校管理費 羽幌中学校施設管理事業 臨時 61 61

10.3.1

36 学校管理費 天売中学校運営事業 臨時 497 497

10.3.1

37 学校管理費 天売中学校施設管理事業 経常 242 242

10.3.1

　燃料費
　石油製品の契約単価改定による増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  3,606千円
　補正前予算額　  2,706千円
　補正額　　　　　  900千円

　通信運搬費
　大人数で同時にインターネットに接続する際の通信障害を
解消するため、大容量通信環境を整備するための増額補正。
（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　 　　61千円
　補正前予算額　 　　 0千円
　補正額　　　　　   61千円

　燃料費
　石油製品の契約単価改定による増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  1,534千円
　補正前予算額　  1,292千円
　補正額　　　　　  242千円

　燃料費
　石油製品の契約単価改定による増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  1,581千円
　補正前予算額　  1,351千円
　補正額　　　　　  230千円

　燃料費
　石油製品の契約単価改定による増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  4,746千円
　補正前予算額　  3,516千円
　補正額　　　　　1,230千円

　通信運搬費
　大人数で同時にインターネットに接続する際の通信障害を
解消するため、大容量通信環境を整備するための増額補正。
（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　 　　61千円
　補正前予算額　 　　 0千円
　補正額　　　　　   61千円

　備品購入費
　次年度からの教職員の増加に伴い、不足する事務用備品等
を補充するための増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 　 583千円
　補正前予算額　     86千円
　補正額　　　　　　497千円

　燃料費
　石油製品の契約単価改定による増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  1,534千円
　補正前予算額　  1,292千円
　補正額　　　　　　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

38 学校管理費 焼尻中学校運営事業 臨時 679 679

10.3.1

39 学校管理費 天売高等学校管理運営事業 経常 115 115

10.4.1

40 教育振興費 天売高等学校教育振興事業 経常 ▲ 118 ▲ 118

10.4.2

41 教育振興費 天売高等学校土曜授業事業 経常 ▲ 82 ▲ 82

10.4.2

42 教育振興費 天売高等学校活性化事業 臨時 ▲ 1,200 ▲ 1,200

10.4.2

43 教育振興費 天売複合化施設建設事業 臨時 ▲ 15,911 ▲ 15,200 ▲ 711

10.4.2

44 教育振興費 高校用教材等整備事業 臨時 ▲ 119 ▲ 119

10.4.2

45 教育振興費 天売高等学校学生寮運営事業 臨時 123 123

10.4.2

　備品購入費
　次年度からの教職員の増加に伴い、不足する事務用備品等
を補充するための増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 　 679千円
　補正前予算額　      0千円
　補正額　　　　　　679千円

　燃料費
　石油製品の契約単価改定による増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  　738千円
　補正前予算額　  　623千円
　補正額　　　　　　115千円

　講師謝礼金
　新型コロナウイルス感染症対策のため、水産実習及び総合
学習を中止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　    118千円
　補正額　　　　　▲118千円

　天売学講師謝礼金
　新型コロナウイルス感染症対策のため、事業の中止や島外
講師の派遣を中止したことによる減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 　　54千円
　補正前予算額　    136千円
　補正額　　　　　 ▲82千円

　地域おこし協力隊活動費補助金
　採用見込がない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　  1,200千円
　補正額　　　　▲1,200千円

　旅費及び工事請負費
　旅費の執行見込及び工事内容の変更による減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　13,333千円
　補正前予算額　29,244千円
　補正額　　　▲15,911千円

　（内訳）旅費　▲511千円、工事請負費　▲15,400千円

　器具等購入費
　予算執行残の減額補正

　【　備　考　】
　補正後予算額　 　 189千円
　補正前予算額　    308千円
　補正額　　  　　▲119千円

　燃料費
　石油製品の契約単価改定による増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  　915千円
　補正前予算額　  　792千円
　補正額　　　　　　123千円



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

46 社会教育費 成人式事業 経常 27 27

10.5.1

47 社会教育費 芸術鑑賞事業（のびのび子育て教室） 臨時 ▲ 228 ▲ 228

10.5.1

48 体育振興費 マラソン大会開催事業 臨時 ▲ 840 ▲ 840

10.6.1

49 職員給与費 会計年度任用職員人件費（教育費分） 臨時 0 1,727 ▲ 1,727

13.1.1

経常 22,507 7,661 2,330 0 ▲ 314 12,830

臨時 ▲ 29,334 714 4,600 ▲ 24,000 ▲ 535 ▲ 10,113

▲ 6,827 8,375 6,930 ▲ 24,000 ▲ 849 2,717

臨時費計

合　　計

　報償費、需用費（消耗品費）及び役務費（手数料）
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和２年度
分成人式を中止したことによる事業費の減及び令和３年度分
成人式の開催に際し新型コロナウイルス感染症防止対策用検
査キット（抗原キット）を購入することに伴う事業費の増。

　【　備　考　】
 報償費 補正後 54千円－補正前 108千円＝補正額 △54千円
 需用費 補正後 110千円－補正前 27千円＝補正額 83千円
 役務費 補正後 3千円－補正前 5千円＝補正額 △2千円
 合計　 補正後 167千円－補正前 140千円＝補正額 27千円

　委託料
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、事業を中止
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　　　228千円
　補正額　　　　　▲228千円

　負担金補助及び交付金
　新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、おろ
ちゃんマラソン大会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　　　840千円
　補正額　　　　　▲840千円

　財源更正
　市町村振興協会交付金の対象事業となったことによる財源
更正。

経常費計


