
１　補正予算議決日 令和４年１２月１５日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

３　債務負担行為補正

（追加） （単位：千円）

４　地方債補正

（変更） （単位：千円）

令和４年度羽幌町一般会計補正予算（第８号）の概要

補正前の額 補正後の額

7,082,000 7,385,603

今回補正額

4,363

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第8号 7,389,966

限度額
償還の
方　法

臨時財政対策債 34,283

医師 確保 対策
事 業 債

12,000

雇用 促進 助成
事 業 債

7,000

羽 幌 港 施 設
改 修 事 業 債

14,800

スク ール バス
購 入 事 業 債

38,00042,000

30,000

6,800

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

9,100

62,882

遠 別 民 放 ラ ジ オ 中 継 局 運 営 負 担 金

事　　項 期　　間

令和５年度

限　度　額

9,917



５　予算概要

【 一般会計 】 （単位：千円）

1款 町税 ▲ 2,507 2款 総務費 ▲ 12,643

町民税（個人） ▲ 4,278
財政管理費
（財務会計システム改修事業） 1,001

固定資産税 1,771
支所費
（焼尻支所運営事業） ▲ 237
自治振興費
（集会所施設管理事業） ▲ 1,185

9款 地方特例交付金 1,415 （離島航路欠損補助事業） ▲ 12,222

地方特例交付金 1,415

3款 民生費 ▲ 4,235

10款 地方交付税 203,344
社会福祉費
（国民健康保険特別会計操出事業） 925

普通地方交付税 203,344 （高齢者世帯等生活支援給付事業） 0
介護福祉費
（一般在宅福祉事業） 585

14款 国庫支出金 877
後期高齢者医療費
（後期高齢者医療広域連合負担金事業） ▲ 5,745

総務費国庫補助金

地方創生臨時交付金 0 4款 衛生費 43

デジタル田園都市国家構想推進交付金 877
保健衛生費
（医師確保対策事業） 0
健康センター運営費
（予防事業） 353

15款 道支出金 4,222 （がん検診等推進事業） 37

総務費道補助金 （風しん追加的対策事業） 135

地域づくり総合交付金
2,500 環境衛生費

（天売島マムシ対策事業） ▲ 482

民生費道補助金

市町村高齢者世帯等生活支援事業費補助金 1,722 6款 農林水産業費 3,128
農業振興費
（有害鳥獣駆除対策事業） 338

18款 繰入金 ▲ 66,737
（スマート農業導入支援事業（地方創生臨
時交付金事業分） 1,000

財政調整基金繰入金 ▲ 79,819
畜産業費
（焼尻めん羊牧場管理運営事業） 1,790

まちづくり応援基金繰入金（臨時
分） 15,527

交通対策事業基金繰入金 ▲ 2,445 7款 商工費 8,271
商工振興費
（ハートタウンはぼろ運営事業） 8,715

20款 諸収入 ▲ 91,552 （雇用促進助成事業） 240

雑入
（消費活性化対策事業（地方創生臨時交付
金事業分） 0

備荒資金組合納付金還付金 ▲ 100,000
観光費
（サンセットビーチ運営事業） ▲ 684

商業複合施設テナント燃料費及び光熱水費
負担金 8,715

はぼろサンセットビーチ施設使用料 ▲ 267 8款 土木費 8,314
道路維持費
（除排雪事業） 4,737

21款 町債 ▲ 44,699 （街路灯管理事業） 3,577

臨時財政対策債 ▲ 28,599
港湾管理費
（羽幌港荷さばき地整備事業） 0

医師確保対策事業債 2,900

雇用促進助成事業債 200 9款 消防費 0

羽幌港施設改修事業債 ▲ 15,200
消防費
（北留萌消防組合負担金事業） 0

スクールバス購入事業債 ▲ 4,000
災害対策費
（防災対策事業） 0

（防災資機材購入事業） 0

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出



10款 教育費 1,485
教育振興費
（羽幌高等学校教育振興会補助事業） ▲ 3,572

（コミュニティ・スクール運営事業） ▲ 343
バス運行費
（スクールバス運行事業） ▲ 3,948
学校管理費
（羽幌小学校施設管理事業・経常費） 4,262

（羽幌小学校施設管理事業・臨時費） ▲ 827

（天売小学校施設管理事業） 760

（焼尻小学校施設管理事業） 483

（羽幌中学校運営事業） ▲ 1,274

（羽幌中学校施設管理事業） 1,557

（天売中学校運営事業） ▲ 225

（天売中学校施設管理事業） 742

（焼尻中学校運営事業） ▲ 133

（焼尻中学校施設管理事業） 322

（天売高等学校管理運営事業） 303
教育振興費
（天売高等学校教育振興事業） ▲ 248

（天売高等学校土曜授業事業） ▲ 58

（天売高等学校学生寮運営事業） 282
体育振興費
（総合体育館運営事業） 1,621
学校給食費
（学校給食センター運営事業） 1,781

4,363 4,363　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 財務会計システム改修事業 臨時 1,001 1,001

2.1.3

2 焼尻支所運営事業 臨時 ▲ 237 ▲ 237

2.1.7

3 集会所施設管理事業 臨時 ▲ 1,185 ▲ 1,185

2.1.8

4 離島航路欠損補助事業 臨時 ▲ 12,222 ▲ 2,445 ▲ 9,777

2.1.8

5 国民健康保険特別会計操出事業 経常 925 925

3.1.1

6 高齢者世帯等生活支援給付事業 臨時 0 ▲ 1,722 1,722

3.1.1

7 一般在宅福祉事業 経常 585 585

3.1.4

社会福祉費

　財源更正
　道補助金額の増額による財源更正。

（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

　工事請負費
　栄町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ屋根張替工事において、工事仕様及び資材
等単価の精査が必要となったことで、令和4年度では工事を実
施しないこととしたことによる減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　2,625千円
　補正前予算額　　3,810千円
　補正額　　　  ▲1,185千円

自治振興費

　負担金補助及び交付金
　離島航路欠損補助金額の確定による減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　51,288千円
　補正前予算額　　63,510千円
　補正額　　　  ▲12,222千円

社会福祉費

　操出金
　国民健康保険事業特別会計の増額補正に対応し、一般会計
からの操出金を増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額 　107,321千円
　補正前予算額　 106,396千円
　補正額　　　       925千円

財政管理費

　委託料
　令和4年度地方財政状況調査から、これまで作成してきた帳
表に新たに2表追加される事に対応するため、財務会計システ
ム（決算統計システム）を改修する費用及び令和5年10月から
インボイス制度が開始されることに伴い、新年度当初からシ
ステムを運用する必要があることから財務会計システムを改
修するための費用の増額補正。（皆増）

　【　備　考　】
　補正後予算額　　1,001千円
　補正前予算額　　　　0千円
　補正額　　　  　1,001千円

支所費

　備品購入費
　焼尻支所用軽トラック購入に係る入札執行残の減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　1,329千円
　補正前予算額　　1,566千円
　補正額　　　  　▲237千円

自治振興費

介護福祉費

　委託料
　在宅高齢者宅等除雪サービス事業委託料において、契約単
価及び稼働時間の増加により、委託料の支払いに予算不足が
生じるため増額補正するもの。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　3,025千円
　補正前予算額　　2,440千円
　補正額　　　      585千円



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 後期高齢者医療広域連合負担金事業 経常 ▲ 5,745 ▲ 5,745

3.1.5

9 医師確保対策事業 臨時 0 2,900 ▲ 2,900

4.1.1

10 予防事業 経常 353 353

4.1.2

11 がん検診等推進事業 臨時 37 37

4.1.2

12 風しん追加的対策事業 臨時 135 135

4.1.2

13 天売島マムシ対策事業 臨時 ▲ 482 ▲ 482

4.1.3

14 有害鳥獣駆除対策事業 経常 338 338

6.1.2

後期高齢者
医療費

　負担金補助及び交付金、操出金
　令和4年度療養給付費負担金及び事務費負担金額の決定に伴
う不用額の減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額 　127,157千円
　補正前予算額　 132,902千円
　補正額　　　   ▲5,745千円

健康ｾﾝﾀｰ運営費

保健衛生費

　財源更正
　過疎対策事業債充当額の変更による財源更正。

健康ｾﾝﾀｰ運営費

　需用費（医薬材料費）
　高齢者インフルエンザ予防接種に係るワクチン購入単価の
増額に伴う増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　2,160千円
　補正前予算額　　1,807千円
　補正額　　　　  　353千円

　償還金利子及び割引料
　令和３年度感染症予防事業費等国庫負担金の精算により返
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　　　 37千円
　補正前予算額　　　　0千円
　補正額　　　　  　 37千円

健康ｾﾝﾀｰ運営費

　償還金利子及び割引料
　令和３年度感染症予防事業費等国庫負担金の精算により返
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　　　135千円
　補正前予算額　　　　0千円
　補正額　　　　  　135千円

環境衛生費

　委託料
　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、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　    482千円
　補正額　　　　  ▲482千円

農業振興費

　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、町内におけるエゾシカ捕獲計画頭
数を50頭追加するための駆除委託料の増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　 2,040千円
　補正前予算額　　 1,702千円
　補正額　　 　　    338千円



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 スマート農業導入支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 1,000 1,000

6.1.2

16 焼尻めん羊牧場管理運営事業 経常 1,790 1,790

6.1.3

17 ハートタウンはぼろ運営事業 経常 8,715 8,715

7.1.1

18 雇用促進助成事業 臨時 240 200 40

7.1.1

19 消費活性化対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 0 722 ▲ 722

7.1.1

20 サンセットビーチ運営事業 経常 ▲ 684 ▲ 267 ▲ 417

7.1.2

21 除排雪事業 経常 4,737 4,737

8.2.2

畜産業費

　需用費（燃料費及び飼料費）
　燃油価格及び飼料単価の高騰、飼料使用量の増加により燃
料費や飼料費の支払いに不足が生じるため、増額補正するも
の。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  8,464千円
　補正前予算額　  6,674千円
　補正額　　　　  1,790千円

商工振興費

　需用費
　燃油高騰等によるガス料金や電気料金の値上げのため、燃
料費や光熱水費の支払いに不足が生じるため、増額補正する
もの。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 35,266千円
　補正前予算額　 26,551千円
　補正額　　　　  8,715千円

商工振興費

　負担金補助及び交付金
　助成対象となる雇用者数の増加に伴う増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  7,080千円
　補正前予算額　  6,840千円
　補正額　　　　  　240千円

商工振興費

　財源更正
　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当額
の変更による財源更正。

　委託料
　事業完了による不用額の減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　7,183千円
　補正前予算額　  7,867千円
　補正額　　　　  ▲684千円

道路維持費

　需用費（修繕料）
　除排雪車両の老朽化により修繕費が増加したことによる増
額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　10,380千円
　補正前予算額　   5,643千円
　補正額　　　　   4,737千円

農業振興費

　負担金補助及び交付金
　事業量の増加に伴う不足額の増額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 16,500千円
　補正前予算額　 15,500千円
　補正額　　　　  1,000千円

観光費



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
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

22 街路灯管理事業 経常 3,577 3,577

8.2.2

23 羽幌港荷さばき地整備事業 臨時 0 ▲ 15,200 15,527 ▲ 327

8.4.1

24 消防費 北留萌消防組合負担金事業 臨時 0 1,700 ▲ 1,700

9.1.1

25 災害対策費 防災対策事業 臨時 0 877 ▲ 877

9.1.2

26 災害対策費 防災資機材購入事業 臨時 0 800 ▲ 800

9.1.2

27 教育振興費 羽幌高等学校教育振興会補助事業 臨時 ▲ 3,572 ▲ 3,572

10.1.4

28 コミュニティ・スクール運営事業 臨時 ▲ 343 ▲ 343

10.1.4

29 スクールバス運行事業 臨時 ▲ 3,948 ▲ 4,000 52

10.1.5

30 羽幌小学校施設管理事業 経常 4,262 4,262

10.2.1

　財源更正。
　公営企業債の借入れ取りやめによる財源更正。

道路維持費

　需用費
　燃油高騰等による電気料金の値上げのため、街路灯電気料
金の支払いに予算不足が生じるため、増額補正するもの。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　15,577千円
　補正前予算額　　12,000千円
　補正額　　　　   3,577千円

港湾管理費

　報酬
　委員数及び会議開催数の減による減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　　476千円
　補正前予算額　　　819千円
　補正額　　　　　▲343千円

バス運行費

　備品購入費
　事業完了による不用額の減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　39,205千円
　補正前予算額　　43,153千円
　補正額　　　 　▲3,948千円

学校管理費

　需用費
　燃油高騰等による灯油や電気料金の値上げのため、羽幌小
学校に係る燃料費や電気料の支払いに不足が生じるため、増
額補正するもの。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 14,365千円
　補正前予算額　 10,103千円
　補正額　　　　  4,262千円

　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。

　財源更正。
　デジタル田園都市国家構想推進交付金の対象事業となった
ことによる財源更正。

　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。

　負担金補助及び交付金
　新入学生徒数実績により入学準備金及び通学費補助が減額
になったことによる減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　10,136千円
　補正前予算額　　13,708千円
　補正額　　　　 ▲3,572千円

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
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

31 学校管理費 羽幌小学校施設管理事業 臨時 ▲ 827 ▲ 827

10.2.1

32 天売小学校施設管理事業 経常 760 760

10.2.1

33 焼尻小学校施設管理事業 経常 483 483

10.2.1

34 学校管理費 羽幌中学校運営事業 経常 ▲ 1,274 ▲ 1,274

10.3.1

35 羽幌中学校施設管理事業 経常 1,557 1,557

10.3.1

36 学校管理費 天売中学校運営事業 経常 ▲ 225 ▲ 225

10.3.1

37 天売中学校施設管理事業 経常 742 742

10.3.1

　工事請負費
　工事完了に伴う不用額の減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 11,575千円
　補正前予算額　 12,402千円
　補正額　　　　　▲827千円

学校管理費

　需用費
　燃油高騰等による灯油や電気料金の値上げのため、天売小
学校に係る燃料費や電気料の支払いに不足が生じるため、増
額補正するもの。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  4,519千円
　補正前予算額　  3,759千円
　補正額　　　　    760千円

学校管理費

　需用費
　燃油高騰等による灯油や電気料金の値上げのため、焼尻小
学校に係る燃料費や電気料の支払いに不足が生じるため、増
額補正するもの。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  2,511千円
　補正前予算額　  2,028千円
　補正額　　　　    483千円

　負担金補助及び交付金
　中体連参加補助金事業の完了に伴う不用額の減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　1,100千円
　補正前予算額　  2,374千円
　補正額　　　　▲1,274千円

学校管理費

　需用費
　燃油高騰等による灯油や電気料金の値上げのため、羽幌中
学校に係る燃料費や電気料の支払いに不足が生じるため、増
額補正するもの。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  9,437千円
　補正前予算額　  7,880千円
　補正額　　　　  1,557千円

　負担金補助及び交付金
　中体連参加補助金事業の完了に伴う不用額の減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　274千円
　補正前予算額　  499千円
　補正額　　　　▲225千円

学校管理費

　需用費
　燃油高騰等による灯油や電気料金の値上げのため、天売中
学校に係る燃料費や電気料の支払いに不足が生じるため、増
額補正するもの。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  4,501千円
　補正前予算額　  3,759千円
　補正額　　　　  　742千円



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 経常 ▲ 133 ▲ 133

10.3.1

39 焼尻中学校施設管理事業 経常 322 322

10.3.1

40 天売高等学校管理運営事業 経常 303 303

10.4.1

41 教育振興費 天売高等学校教育振興事業 経常 ▲ 248 ▲ 248

10.4.2

42 教育振興費 天売高等学校土曜授業事業 経常 ▲ 58 ▲ 58

10.4.2

43 教育振興費 天売高等学校学生寮運営事業 臨時 282 282

10.4.2

44 体育施設費 総合体育館運営事業 経常 1,621 1,621

10.6.2

　負担金補助及び交付金
　中体連参加補助金事業の完了に伴う不用額の減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　　 32千円
　補正前予算額　  165千円
　補正額　　　　▲133千円

　報償費
　事業実績に基づく減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 　  78千円
　補正前予算額　    136千円
　補正額　　　　 　▲58千円

　需用費
　燃油高騰等による灯油や電気料金の値上げのため、天売高
等学校学生寮に係る燃料費や電気料の支払いに不足が生じる
ため、増額補正するもの。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  3,180千円
　補正前予算額　  2,898千円
　補正額　　　　  　282千円

　需用費
　燃油高騰等による灯油や電気料金の値上げのため、総合体
育館に係る燃料費や電気料の支払いに不足が生じるため、増
額補正するもの。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 12,609千円
　補正前予算額　 10,988千円
　補正額　　　　  1,621千円

学校管理費

　需用費
　燃油高騰等による灯油や電気料金の値上げのため、天売高
等学校に係る燃料費や電気料の支払いに不足が生じるため、
増額補正するもの。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  3,174千円
　補正前予算額　  2,871千円
　補正額　　　　  　303千円

　報償費及び需用費（消耗品費）
　事業実績に基づく減額補正。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 　 459千円
　補正前予算額　 　 707千円
　補正額　　　　　▲248千円
※報償費　▲58千円、需用費　▲190千円

学校管理費

　需用費
　燃油高騰等による灯油や電気料金の値上げのため、焼尻中
学校に係る燃料費や電気料の支払いに不足が生じるため、増
額補正するもの。

　【　備　考　】
　補正後予算額　  1,939千円
　補正前予算額　  1,617千円
　補正額　　　　  　322千円



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

45 学校給食費 学校給食センター運営事業 経常 1,781 1,781

10.6.4

経常 24,484 0 0 0 8,448 16,036

臨時 ▲ 20,121 877 4,222 ▲ 16,100 13,082 ▲ 22,202

4,363 877 4,222 ▲ 16,100 21,530 ▲ 6,166合　　計

　需用費
　燃油高騰等による灯油や電気料金の値上げのため、学校給
食センターに係る燃料費や電気料の支払いに不足が生じるた
め、増額補正するもの。

　【　備　考　】
　補正後予算額　 15,697千円
　補正前予算額　 13,916千円
　補正額　　　　  1,781千円

経常費計

臨時費計


