
１　補正予算議決日 令和３年３月９日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

３ 繰越明許費補正

（単位：千円）

令和２年度羽幌町一般会計補正予算（第15号）の概要

補正前の額 補正後の額

6,797,000 8,682,191

今回補正額

▲ 271,274

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第15号 8,410,917

事　業　名 金　　額

6 農 林 水 産業 費 1 農 業 費
農山漁村活性化整備対
策 事 業

310,641

8 土 木 費 6 住 宅 費 公 営 住 宅 建 設 事 業 106,480

10 教 育 費 2 小 学 校 費
学校保健特別対策事業（地
方創生臨時交付金事業分） 2,400

10 教 育 費 3 中 学 校 費
学校保健特別対策事業（地
方創生臨時交付金事業分） 1,600

10 教 育 費 4 高 等 学 校 費
学校保健特別対策事業（地
方創生臨時交付金事業分） 1,600

款 項

４　債務負担行為補正

（変更） （単位：千円）

畜 産担い手 総合
整 備事業委 託料

4,761 8,749

事　　項

変更前 変更後

期　　間 限　度　額 期　　間 限　度　額

8 土 木 費 6 住 宅 費 公 営 住 宅 建 設 事 業 106,480

10 教 育 費 2 小 学 校 費
学校保健特別対策事業（地
方創生臨時交付金事業分） 2,400

10 教 育 費 3 中 学 校 費
学校保健特別対策事業（地
方創生臨時交付金事業分） 1,600

10 教 育 費 4 高 等 学 校 費
学校保健特別対策事業（地
方創生臨時交付金事業分） 1,600



５　地方債補正

（追加） （単位：千円）

基金の目的

減収補てん債 11,000

（変更） （単位：千円）

限度額
償還の
方　法

空 き 家 対 策
事 業 債

15,000 13,600

医師確保対策
事 業 債

19,200 22,600

一般廃棄物処理施
設 整 備 事 業 債 9,700 9,200

農業後継者対
策 事 業 債

2,200 1,400

焼尻めん羊牧場草
刈り機購入事業債 1,400 900

農山漁村活性化整
備 対 策 事 業 債 78,500 75,000

除雪機械整備
事 業 債

35,000 30,200

橋梁長寿命化
事 業 債

64,800 38,700

公営住宅建設
事 業 債

60,100 107,600

河川長寿命化
事 業 債

119,100 71,700

防災情報伝達シス
テム整備事業債 217,400 176,300

天売複合化施
設建設事業債

43,500 39,600

中央公民館整
備 事 業 債

24,500 24,300

情報通信ネット
ワーク環境施設整
備事業債（小学校

17,800 11,500

情報通信ネット
ワーク環境施設整
備事業債（中学校

12,900 8,700

普通貸借又
は証券発行

利　　率

5.0%以内（ただし利率
見直し方式で借り入れ
る政府資金及び地方公
共団体金融機構資金に
ついて、利率の見直し
を行った後において
は、当該見直し後の利
率）

 償還の方法

20年以内（うち据置3年以
内）ただし据置期間及び毎年
度の償還期日は借入先と協議
するものとする。町財政の都
合により繰上償還又は償還期
限を短縮もしくは低利に借換
することができる。

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

限度額
起債の
方　法

（追加） （単位：千円）
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農業後継者対
策 事 業 債
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焼尻めん羊牧場草
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農山漁村活性化整
備 対 策 事 業 債 78,500 75,000
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35,000 30,200
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中央公民館整
備 事 業 債

24,500 24,300
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る政府資金及び地方公
共団体金融機構資金に
ついて、利率の見直し
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 償還の方法

20年以内（うち据置3年以
内）ただし据置期間及び毎年
度の償還期日は借入先と協議
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合により繰上償還又は償還期
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６　予算概要

【 一般会計 】 （単位：千円）

1款 町税 21,678 1款 議会費 ▲ 134

個人
議会費
(職員手当等) ▲ 134

現年課税分
(町民税【個人】) ▲ 1,218 2款 総務費 ▲ 39,441

固定資産税
一般管理費
(一般管理業務経費) ▲ 1,950

現年課税分
(固定資産税) 24,315

財政管理費
（公会計管理事業） ▲ 110

町たばこ税 財産管理費
(町有財産管理事業) ▲ 4,431

現年課税分
(町たばこ税) ▲ 514

企画費
(まちづくり事業基金積立事業) ▲ 163

都市計画税
(離島魅力発信事業) ▲ 1,161

現年課税分
(都市計画税) 181 (企業等連携事業) ▲ 763

入湯税 (地域魅力ＰＲ事業) ▲ 943
現年課税分
(入湯税) ▲ 1,086 (移住定住促進事業) ▲ 585

11款 交通安全対策特別交付金 573 (都市間交流事業) ▲ 1,627

交通安全対策特別交付金 573
(日本ハムファイターズパートナー協定事
業) ▲ 1,369

12款 分担金及び負担金 ▲ 7,722 (留萌中部地域振興協議会事業) ▲ 664

総務費負担金 (羽幌町総合振興計画策定事業) ▲ 2,168

共同戸籍業務電算システム管理負担金 ▲ 7,722
自治振興費
(離島航路運賃補助事業) ▲ 1,132

14款 国庫支出金 67,570 (空き家対策事業) ▲ 1,370

民生費国庫負担金
(入浴支援事業（地方創生臨時交付金事業
分)） ▲ 4,396

社会福祉費国庫補助金
(障害者自立支援給付費負担金) 1,842

(都市間バス運行支援事業（地方創生臨時
交付金事業分)） ▲ 4,624

（障害者医療費国庫負担金） ▲ 751
(高速船臨時便運航支援事業（地方創生臨
時交付金事業分)） ▲ 973

（障害児入所給付費等国庫負担金） 244 (防犯灯管理事業) 財源更正
児童福祉費国庫負担金
(児童手当国庫負担金) ▲ 2,390

(ハイヤー運行支援事業（地方創生臨時交
付金事業分)） 財源更正

（施設型給付費国庫負担金） ▲ 908
(バス車両維持管理支援事業（地方創生臨
時交付金事業分)） 財源更正

保険基盤安定国庫負担金
(保険基盤安定負担金) 798

特別定額給付金給付事業費
(特別定額給付金給付事業) ▲ 3,337

総務費国庫補助金

戸籍住民基本台帳費
(通知カード・個人番号カード事務委任事
業) 1,664

総務管理費国庫補助金
(離島活性化交付金) 158 (住民基本台帳ネットワーク管理事業) ▲ 330
（通知カード・個人番号カード事務委任補
助金） 1,650 (共同戸籍業務電算システム管理事業) ▲ 9,009

（特別定額給付金給付事業補助金） ▲ 5,285 3款 民生費 ▲ 25,045

（戸籍総合システム改修事業費補助金） ▲ 1,287
社会福祉費
(障がい者自立支援事業) 1,636

（住民基本台帳システム改修事業費補助
金） ▲ 330 (国民健康保険特別会計繰出事業) ▲ 2,577

民生費国庫補助金 (障がい児通所給付事業) 525
児童福祉費国庫補助金
(子ども・子育て支援交付金) 66 (子ども発達支援事業) 財源更正

土木費国庫補助金
介護福祉費
(一般在宅福祉事業) ▲ 10,234

住宅費国庫補助金
(社会資本整備総合交付金（臨時分）) 38,887 (介護サービス基盤整備事業) ▲ 1,400
道路費国庫補助金
(社会資本整備総合交付金（臨時分）) 34,868

後期高齢者医療費
(後期高齢者医療広域連合負担金事業) ▲ 3,858

教育費国庫補助金
児童福祉費
(児童福祉業務経費) ▲ 100

教育総務費国庫補助金
(公立学校情報機器整備費補助金) 734 (子育て支援センター運営事業) ▲ 386

（教育支援体制整備事業費補助金） ▲ 726 (少子化次世代対策事業) ▲ 141

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出



【 一般会計 】 （単位：千円）

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

15款 道支出金 ▲ 6,719 (子育て支援対策事業) ▲ 4,246

民生費道負担金
(シングルペアレント移住雇用マッチング
事業) ▲ 109

社会福祉費道負担金
(障害者自立支援給付費負担金) 921 (保育士等確保対策事業) ▲ 1,500

（障害者医療費道費負担金） ▲ 375
(子育て支援応援給付金事業（地方創生臨
時交付金事業分）) 400

（障害児入所給付費等道費負担金 122
(子ども・子育て支援事業（地方創生臨時
交付金事業分）) 200

保険基盤安定道負担金
(保険基盤安定負担金) 23 (天売保育施設運営事業) 財源更正
児童福祉費道負担金
(児童手当道負担金) ▲ 433

児童措置費
(児童手当給付事業) ▲ 3,255

(施設型給付費道負担金) ▲ 2,970 4款 衛生費 ▲ 52,745

総務費道補助金
保健衛生費
(離島歯科診療事業) ▲ 635

総務管理費道補助金
(地域づくり総合交付金) 10,900 (ドクターヘリ施設管理事業) ▲ 238

（離島地域輸送緊急支援事業費補助金） 1,189 (医師確保対策事業) ▲ 3,500

民生費道補助金 (助産師看護師確保対策事業) ▲ 1,650
児童福祉費道補助金
(子ども・子育て支援交付金) 66

(離島地区通院患者宿泊助成事業（地方創
生臨時交付金事業分）) ▲ 3,927

農林水産業費道補助金
(マスク等購入事業（地方創生臨時交付金
事業分）) ▲ 4,844

農業費道補助金
(農業員会活動促進費補助金) 434

健康センター運営費
(臨床心理士活動事業) ▲ 327

（機構集積協力金交付事業補助金） ▲ 500 (予防事業) ▲ 3,454

商工費道補助金 (妊産婦等支援対策事業) ▲ 886
商工費道補助金
(北海道消費者行政活性化事業補助金) ▲ 79 (がん検診等推進事業) ▲ 568

土木費道補助金 (任意予防接種費用助成事業) ▲ 900
土木管理費道補助金
(地籍調査事業補助金) ▲ 16,017 (風しん追加的対策事業) ▲ 4,340

18款 繰入金 ▲ 266,612
（施設等感染防止対策事業（地方創生臨
時交付金事業分）) ▲ 146

財政調整基金繰入金 ▲ 256,487
環境衛生費
(簡易水道特別会計繰出事業) ▲ 99

交通対策事業基金繰入金 ▲ 226 (合併処理浄化槽整備事業) ▲ 763

まちづくり事業基金繰入金 441 (環境基本計画推進事業) ▲ 1,629

まちづくり応援基金繰入金
塵芥処理費
(廃棄物収集処理事業) ▲ 19,600

まちづくり応援基金繰入金（経常分） 1,000 (し尿処理事業) ▲ 1,000

まちづくり応援基金繰入金（臨時分） ▲ 8,040 (衛生施設組合負担金事業) ▲ 1,825

羽幌町保育士等修学基金繰入金 ▲ 1,500 (産業廃棄物埋立処理場適正化事業) ▲ 2,414

羽幌町助産師看護師修学基金繰入金 ▲ 1,800 6款 農林水産業費 ▲ 9,195

20款 諸収入 ▲ 1,242
農業委員会費
(農業員会運営事業) ▲ 554

助産師看護師修学資金貸付金収入
農業振興費
(農業経営基盤強化資金利子補給事業) ▲ 9

助産師看護師修学資金貸付金収入
(助産師看護師修学資金返還金) 150 (農地中間管理事業) ▲ 500

雑入 (農業後継者対策事業) ▲ 745
雑入
(集団検診負担金) ▲ 64 (農業振興対策事業) ▲ 104
（子ども発達支援センター運営事業負担
金） ▲ 1,856

（農業経営基盤強化資金利子補給事業
（地方創生臨時交付金事業分）) ▲ 31

（全国離島関係研修事業助成金） ▲ 100 (農山漁村活性化整備対策事業) ▲ 3,547
(商業複合施設テナント負担分燃料費及び光
熱水費) ▲ 1,639

畜産業費
(焼尻めん羊牧場管理運営事業) ▲ 1,929

（商業複合施設テナント負担分清掃費) 245 (めん羊飼養者育成事業) ▲ 1,382

（特産品活用商品販売収入） ▲ 45
林業振興費
(民有林除間伐奨励事業) ▲ 300

（市町村振興協会交付金） 2,067

野生動物対策費
(天売島猫飼育ボランティア等確保対策事
業) ▲ 160

21款 町債 ▲ 78,800 (地域おこし協力隊事業（町民課）) ▲ 1,200

総務債
水産業振興費
(離島活性化事業（農林水産）) 2,119

総務債
(空き家対策事業債) ▲ 1,400

（漁業近代化資金利子補給事業（地方創
生臨時交付金事業分）) ▲ 142



【 一般会計 】 （単位：千円）

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

（減収補てん債） 11,000
（農林漁業者支援給付金支給事業（地方
創生臨時交付金事業分）) ▲ 600

衛生債
（離島魚介類海上輸送費支援事業（地方
創生臨時交付金事業分）) ▲ 111

保健衛生債
（医師確保対策事業債） 3,400 7款 商工費 ▲ 27,464
清掃債
（一般廃棄物処理施設整備事業債） ▲ 500

商工振興費
(北海道消費者行政活性化事業) ▲ 80

農林水産業債 (ハートタウンはぼろ運営事業) ▲ 1,231
農業債
（農業後継者対策事業債） ▲ 800 (ハートタウンはぼろ施設管理事業) 561

（焼尻めん羊牧場草刈機購入事業債） ▲ 500 (地域活性化事業) ▲ 255

（農山漁村活性化整備対策事業債） ▲ 3,500 (中小企業振興資金利子補給事業) ▲ 1,176

土木債 (企業振興促進事業) ▲ 1,205
道路整備事業債
(除雪機械整備事業債) ▲ 4,800 (商工振興補助事業) ▲ 1,115
橋梁整備事業債
(橋梁長寿命化事業債) ▲ 26,100 (企業従業員住宅建設促進事業) ▲ 3,000
住宅整備事業債
(公営住宅建設事業債) 47,500

（飲食・旅館業等事業継続支援事業（地
方創生臨時交付金事業分）) ▲ 1,300

河川整備事業債
(河川長寿命化事業債) ▲ 47,400

（離島観光業等事業継続支援事業（地方
創生臨時交付金事業分）) ▲ 1,000

消防債
（消費活性化対策事業（地方創生臨時交
付金事業分）) ▲ 7,158

消防債
(防災情報伝達システム整備事業債) ▲ 41,100

（新型コロナウイルス対策事業（地方創
生臨時交付金事業分）) ▲ 800

教育債
（宿泊者限定クーポン券事業（地方創生
臨時交付金事業分）) ▲ 32

高等学校債
(天売複合化施設建設事業債) ▲ 3,900

（指定管理事業継続支援事業（地方創生
臨時交付金事業分）) 財源更正

社会教育債
(中央公民館整備事業債) ▲ 200

（中小企業振興資金利子補給事業（地方
創生臨時交付金事業分）) 財源更正

小学校債
(情報通信ネットワーク環境施設整備事業
債) ▲ 6,300

観光費
(観光協会補助事業) ▲ 5,395

中学校債
(情報通信ネットワーク環境施設整備事業
債) ▲ 4,200 (離島観光振興事業) ▲ 2,665

(サンセットプラザ施設管理事業) ▲ 120

(観光誘客推進事業) ▲ 1,022
（施設等感染防止対策事業（地方創生臨
時交付金事業分）) ▲ 471

(サンセットプラザ運営事業) 財源更正

8款 土木費 3,147
地籍調査費
(地籍調査事業) ▲ 20,889
道路橋梁費
(橋梁長寿命化事業) 財源更正
道路維持費
(道路維持管理事業) ▲ 200

(道路維持車両整備事業) ▲ 5,780
道路新設改良費
(道路新設改良事業) ▲ 1,691
河川管理費
(河川施設管理事業) ▲ 52,999
港湾管理費
(羽幌港浚渫事業) ▲ 480
都市計画管理費
(下水道特別会計繰出事業) ▲ 11,727
住宅管理費
(公営住宅施設管理事業) 財源更正
住宅建設費
(公営住宅建設事業) 96,913

9款 消防費 ▲ 58,746
消防費
(北留萌消防組合負担金事業) ▲ 19,224
災害対策費
(防災情報伝達システム整備事業) ▲ 39,522

(防災資機材購入事業) 財源更正

10款 教育費 ▲ 21,885
事務局費
（小中学校通信環境整備事業（地方創生
臨時交付金事業分）) ▲ 2,348
（学校用端末整備事業（地方創生臨時交
付金事業分）) ▲ 1,197
（学校用端末整備事業（公立学校情報機
器整備費補助金事業分）) ▲ 600

小学校費・学校管理費
(情報通信ネットワーク環境施設整備事
業) ▲ 5,566
（施設等感染防止対策事業（地方創生臨
時交付金事業分）) ▲ 1,504



【 一般会計 】 （単位：千円）

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

（学校保健特別対策事業（地方創生臨時
交付金事業分）) 2,400
小学校費・教育振興費
(小学校教育振興事業) ▲ 393
中学校費・学校管理費
(羽幌中学校運営事業) ▲ 1,663

(天売中学校運営事業) ▲ 206
(情報通信ネットワーク環境施設整備事
業) ▲ 3,520
（学校保健特別対策事業（地方創生臨時
交付金事業分）) 1,600
高等学校費・学校管理費
(天売高等学校管理運営事業) ▲ 567
（学校保健特別対策事業（地方創生臨時
交付金事業分）) 1,600
高等学校費・教育振興費
(天売高等学校教育振興事業) ▲ 118

(天売高等学校活性化事業) ▲ 1,500

(天売複合化施設建設事業) ▲ 4,462

(天売高等学校学生寮運営事業) 財源更正
社会教育費
(社会教育業務経費) ▲ 400

(子ども育成協会事業) ▲ 324

(図書室運営事業) ▲ 109
（オンライン講座用機器整備事業（地方
創生臨時交付金事業分）) ▲ 74
（図書館パワーアップ事業（地方創生臨
時交付金事業分）) ▲ 44
公民館費
(公民館施設管理事業) ▲ 220
（施設等感染防止対策事業（地方創生臨
時交付金事業分）) ▲ 632
体育振興費
(スキー場まつり実施事業) ▲ 240

(スポーツ教室実施事業) ▲ 448
(おろろんウインターフェスティバル開催
事業) ▲ 803
体育施設費
（施設等感染防止対策事業（地方創生臨
時交付金事業分）) ▲ 547

13款 諸支出金 ▲ 39,766
職員給与費
(職員人件費) ▲ 10,249

(会計年度任用職員人件費（共通分）) ▲ 6,605

(会計年度任用職員人件費（総務費分）) ▲ 3,371

(会計年度任用職員人件費（民生費分）) ▲ 2,203

(会計年度任用職員人件費（衛生費分）) ▲ 530
(会計年度任用職員人件費（農林水産業費
分）) ▲ 3,196

(会計年度任用職員人件費（商工費分）) ▲ 1,200

(会計年度任用職員人件費（教育費分）) ▲ 8,714
(会計年度任用職員人件費（特別定額給付
金給付事業分）) ▲ 1,497
(会計年度任用職員人件費（地方創生臨時
交付金事業分）) ▲ 2,201

▲ 271,274 ▲ 271,274　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 議会費 議員等人件費 経常 ▲ 134 ▲ 134

1.1.1

2 一般管理費 一般管理業務経費 経常 ▲ 1,950 ▲ 1,950

2.1.1

3 財政管理費 公会計管理事業 臨時 ▲ 110 ▲ 110

2.1.5

4 財産管理費 町有財産管理事業 臨時 ▲ 4,431 ▲ 4,431

2.1.5

　旅費及交際費
　実績に基づく執行残の減額補正。

【　備　考　】
・旅費　補正後 607千円－補正前 1,807千円＝補正額△1,200
千円
・交際費　補正後450千円－補正前1,200千円＝補正額△750千
円
・合計　△1,950千円

　財務諸表作成支援業務委託料
　委託料の支出見込に基づく執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　550千円
　補正前予算額　　　660千円
　補正予算額　　　△110千円

　個別施設計画策定業務委託料
　委託料の支出見込に基づく執行残の減額補正。

【 備 考 】

　議員期末手当
　人事院勧告に基づく支給率引き下げによる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 11,841千円
　補正前予算額　 11,975千円
　補正予算額　  　△134千円

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

5 企画費 まちづくり事業基金積立事業 経常 ▲ 163 ▲ 163

2.1.6

6 企画費 離島魅力発信事業 臨時 ▲ 1,161 ▲ 100 ▲ 1,061

2.1.6

【　備　考　】
　補正後予算額　　3,093千円
　補正前予算額　　7,524千円
　補正予算額　　△4,431千円

　まちづくり事業基金積立金
　商業複合施設収益分の減額に伴う減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　1,309千円
　補正前予算額　　1,472千円
　補正予算額　　　△163千円

　旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料及び原材料費
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、イベン
トがオンライン開催となったことによる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　 12千円
　補正前予算額　　1,173千円
　補正予算額　　△1,161千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

7 企画費 企業等連携事業 臨時 ▲ 763 ▲ 763

2.1.6

8 企画費 地域魅力ＰＲ事業 臨時 ▲ 943 ▲ 943

2.1.6

9 企画費 移住定住促進事業 臨時 ▲ 585 ▲ 585

2.1.6

10 企画費 都市間交流事業 臨時 ▲ 1,627 ▲ 884 ▲ 743

2.1.6

　旅費、負担金補助及び交付金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、事業が
中止となったことによる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　552千円
　補正前予算額　　1,315千円
　補正予算額　　　△763千円

　報償費、旅費、需用費、使用料及び賃借料
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、事業が
中止となったことによる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　　0千円
　補正前予算額　　　943千円
　補正予算額　　　△943千円

　旅費、需用費、役務費、負担金補助及び交付金
　令和2年度での事業実施が困難であることによる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　596千円
　補正前予算額　　1,181千円
　補正予算額　　　△585千円

　旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金補助及び
交付金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、事業が
中止とな たことによる減額補正

11 企画費 日本ハムファイターズパートナー協定事業 臨時 ▲ 1,369 ▲ 1,369

2.1.6

12 企画費 留萌中部地域振興協議会事業 臨時 ▲ 664 ▲ 664

2.1.6

13 企画費 羽幌町総合振興計画策定事業 臨時 ▲ 2,168 ▲ 2,168

2.1.6

　日本ハムファイターズパートナー協定事業補助金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、複数事
業が実施不可となったことによる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　1,503千円
　補正前予算額　　2,872千円
　補正予算額　　△1,369千円

　旅費、需用費、役務費、負担金補助及び交付金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、事業が
中止となったことによる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　 12千円
　補正前予算額　　  676千円
　補正予算額　　  △664千円

　羽幌町総合振興計画策定業務委託料
　当初予定していた委託業務内容を縮小したことによる減額補
正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　2,177千円
　補正前予算額　　4,345千円
　補正予算額　　△2,168千円

中止となったことによる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　　0千円
　補正前予算額　　1,627千円
　補正予算額　　△1,627千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

14 自治振興費 防犯灯管理事業 臨時 0 574 ▲ 574

2.1.8

15 自治振興費 離島航路運賃補助事業 臨時 ▲ 1,132 ▲ 226 ▲ 906

2.1.8

16 自治振興費 空き家対策事業 臨時 ▲ 1,370 ▲ 1,400 30

2.1.8

17 自治振興費 入浴支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 4,396 ▲ 390 ▲ 4,006

2.1.8

18 自治振興費 都市間バス運行支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 4,624 ▲ 4,624

2.1.8

　財源更正
　交通安全対策特別交付金の対象となったことによる財源更
正。

　負担金補助及び交付金
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　1,805千円
　補正前予算額　　2,937千円
　補正予算額　　△1,132千円

　負担金補助及び交付金
　補助実績に基づく執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　13,630千円
　補正前予算額　　15,000千円
　補正予算額　 　△1,370千円

　需用費　△1,455千円、使用料及び賃借料　△2,941千円

　事業未執行による減額補正。（皆減）

　負担金補助及び交付金
　補助実績に基づく執行残の減額補正。

19 自治振興費 高速船臨時便運航支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 973 ▲ 973

2.1.8

20 自治振興費 ハイヤー運行支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 0 1,400 ▲ 1,400

2.1.8

21 自治振興費 バス車両維持管理支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 0 9,000 ▲ 9,000

2.1.8

22 総務管理費 特別定額給付金給付事業 臨時 ▲ 3,337 ▲ 3,788 451

2.1.11

　財源更正
　地方創生臨時交付金の充当による財源更正。

　財源更正
　地方創生臨時交付金の充当による財源更正。

　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　　677,445千円
　補正前予算額 　　680,782千円
　補正予算額　   　△3,337千円

【　備　考　】
　補正後予算額　　21,048千円
　補正前予算額　　25,672千円
　補正予算額　 　△4,624千円

　負担金補助及び交付金
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　　1,344千円
　補正前予算額 　　2,317千円
　補正予算額　   　△973千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

23 通知カード・個人番号カード事務委任事業 経常 1,650 1,650

2.3.1

24 通知カード・個人番号カード事務委任事業 臨時 14 14

2.3.1

25 住民基本台帳ネットワーク管理事業 臨時 ▲ 330 ▲ 330

2.3.1

26 共同戸籍業務電算システム管理事業 臨時 ▲ 9,009 ▲ 1,287 ▲ 7,722

2.3.1

戸籍住民基
本台帳費

　通知カード・個人番号カード事務委任事業交付金
　個人番号カードの発行等に要する費用の見直しによる増額補
正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　3,206千円
　補正前予算額　　1,556千円
　補正予算額　　　1,650千円

戸籍住民基
本台帳費

　通知カード・個人番号カード事務委任補助金返還金
　過年度補助金の返還が生じたことによる増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　 14千円
　補正前予算額　　    0千円
　補正予算額　　　   14千円

戸籍住民基
本台帳費

　住民基本台帳システム改修業務委託料
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　1,870千円
　補正前予算額　　2,200千円
　補正予算額　　　△330千円

戸籍住民基
本台帳費

　戸籍総合システム改修業務委託料
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
補正後予算額 36 883千円

27 障がい者自立支援事業 経常 1,636 1,091 546 ▲ 1

3.1.1

28 国民健康保険特別会計繰出事業 経常 ▲ 2,577 798 23 ▲ 3,398

3.1.1

29 障がい児通所給付事業 経常 525 244 122 159

3.1.1

30 社会福祉費 子ども発達支援事業 臨時 0 ▲ 1,856 1,856

3.1.1

　補正後予算額　 36,883千円
　補正前予算額　 45,892千円
　補正予算額　　△9,009千円

社会福祉費

　支出見込みによる増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 284,039千円
　補正前予算額　 282,403千円
　補正予算額　　　 1,636千円

社会福祉費

　国民健康保険事務費の減額に伴う減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 106,185千円
　補正前予算額　 108,762千円
　補正予算額　 　△2,577千円

社会福祉費

　障害児通所給付費
　障害児福祉サービス利用者の増による増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 38,412千円
　補正前予算額　 37,887千円
　補正予算額　 　　 525千円

　財源更正
　子ども発達支援センター運営事業負担金の非充当による財源
更正。



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （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 一般在宅福祉事業 経常 ▲ 10,234 ▲ 10,234

3.1.4

32 介護サービス基盤整備事業 臨時 ▲ 1,400 ▲ 1,400

3.1.4

33 後期高齢者医療広域連合負担金事業 経常 ▲ 3,858 ▲ 3,858

3.1.5

34 児童福祉業務経費 経常 ▲ 100 ▲ 100

3.2.1

介護福祉費

　扶助費及び繰出金
　実績見込み額に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　  46,988千円
　補正前予算額　  57,222千円
　補正予算額　　△10,234千円

介護福祉費

　介護ｻｰﾋﾞｽ資格取得奨励補助金
　実績見込み額に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　  　497千円
　補正前予算額　  1,897千円
　補正予算額　　△1,400千円

後期高齢者
医療費

　負担金補助及び交付金、繰出金
　令和2年度療養給付費負担金等変更決定に伴う減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 107,552千円
　補正前予算額　 111,410千円
　補正予算額　 　△3,858千円

児童福祉費

　旅費
　会議、研修等の中止に伴う減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　  56千円

補正前予算額 156千円

35 天売保育施設運営事業 経常 0 1,000 ▲ 1,000

3.2.1

36 子育て支援センター運営事業 経常 ▲ 386 ▲ 193 ▲ 193

3.2.1

37 少子化次世代対策事業 経常 ▲ 141 ▲ 141

3.2.1

　補正前予算額　 156千円
　補正予算額　 △100千円

児童福祉費

　財源更正
　まちづくり応援基金の対象としたことによる財源更正。

児童福祉費

　報償費及び旅費
　執行見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
・報償費　補正後137千円－補正前267千円＝補正額△130千円
・旅費　　補正後189千円－補正前445千円＝補正額△256千円
・合計　△386千円

児童福祉費

　報酬
　会議開催回数の減による減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　71千円
　補正前予算額　　 212千円
　補正予算額　　 △141千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （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 子育て支援対策事業 経常 ▲ 4,162 ▲ 1,496 ▲ 3,558 892

3.2.1

39 子育て支援対策事業 臨時 ▲ 84 ▲ 84

3.2.1

40 シングルペアレント移住雇用マッチング事業 経常 ▲ 109 ▲ 109

3.2.1

41 保育士等確保対策事業 臨時 ▲ 1,500 ▲ 1,500

3.2.1

児童福祉費

　委託料、負担金補助及び交付金
　施行見込に基づくよる減額補正。

【　備　考　】
・委託料　補正後4,313千円－補正前6,079千円＝△1,766千円
・負担金　補正後148,639千円－補正前151,035千円＝△2,396
千円
・合計　△4,162千円

児童福祉費

　子育て世帯総合体育館利用助成事業
　施行見込に基づくよる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 20千円
　補正前予算額　　104千円
  補正予算額　　 △84千円

児童福祉費

　旅費
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、面談等
をインターネット等を活用したことによる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 24千円
　補正前予算額　　133千円
  補正予算額　　△109千円

児童福祉費

　保育士等確保対策事業
　貸付者の減少による減額補正。

【 備 考 】

42 子育て支援応援応援給付金事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 400 400

3.2.1

43 子ども・子育て支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 200 66 66 68

3.2.1

44 児童手当給付事業 経常 ▲ 3,255 ▲ 2,390 ▲ 433 ▲ 432

3.2.2 　扶助費
　対象児童数の減による減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　65,945千円
　補正前予算額　　69,200千円
  補正予算額　　 △3,255千円

【　備　考　】
　補正後予算額　　　300千円
　補正前予算額　　1,800千円
  補正予算額　　△1,500千円

児童福祉費

　子育て支援応援給付金
　交付対象者の要件の変更による増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　2,800千円
　補正前予算額　　2,400千円
  補正予算額　　　　400千円

児童福祉費

　新型コロナウイルス感染症対策等補助金
　児童福祉施設に対し、新型コロナウイルス感染症対策のため
の衛生用品や備品の購入に対し支援する費用の増額補正。（皆
増）

【　備　考　】
　補正後予算額　　　200千円
　補正前予算額　　　　0千円
  補正予算額　　　　200千円

児童措置費



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （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 離島歯科診療事業 経常 ▲ 635 ▲ 635

4.1.1

46 ドクターヘリ施設管理事業 経常 ▲ 238 ▲ 238

4.1.1

47 医師確保対策事業 臨時 ▲ 3,500 3,400 ▲ 6,900

4.1.1

48 助産師看護師確保対策事業 臨時 ▲ 1,650 ▲ 1,650

4.1.1

保健衛生費

　離島歯科診療医師報償費
　実績に伴う減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 790千円
　補正前予算額　 1,425千円
　補正予算額　 　△635千円

保健衛生費

　ヘリポート除排雪業務委託料
　実績に伴う減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 990千円
　補正前予算額　 1,228千円
　補正予算額　　 △238千円

保健衛生費

　医師研究資金等貸付金
　実績に伴う減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 34,500千円
　補正前予算額　 38,000千円
　補正予算額　　△3,500千円

保健衛生費

　貸付金及び積立金
　貸付金実績に伴う減額補正及び返還金実績に基づく増額補
正。

【　備　考　】
貸付金 補正後3 000千円 補正前4 800千円 補正額△

49 離島地区通院患者宿泊助成事業（地方創生臨時交付金分） 臨時 ▲ 3,927 ▲ 1,927 ▲ 2,000

4.1.1

50 マスク等購入事業（地方創生臨時交付金分） 臨時 ▲ 4,844 ▲ 844 ▲ 4,000

4.1.1

51 臨床心理士活動事業 経常 ▲ 327 ▲ 327

4.1.2

　離島地区通院患者宿泊扶助費
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 　303千円
　補正前予算額　 4,230千円
　補正予算額　 △3,927千円

・貸付金　補正後3,000千円－補正前4,800千円＝補正額△
1,800千円
・積立金　補正後1,110千円－補正前960千円＝補正額150千円
・合計　△1,650千円

保健衛生費

保健衛生費

　需用費及び役務費
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
・需用費　補正後4,505千円－補正前8,000千円＝補正額△
3,495千円
・役務費　補正後401千円－補正前1,750千円＝補正額△1,349
千円
・合計　△4,844千円

健康セン
ター運営費

　旅費
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 　 55千円
　補正前予算額　   382千円
　補正予算額　   △327千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

52 予防事業 経常 ▲ 3,454 ▲ 64 ▲ 3,390

4.1.2

53 妊産婦等支援対策事業 経常 ▲ 886 ▲ 886

4.1.2

54 がん検診等推進事業 臨時 ▲ 568 ▲ 568

4.1.2

55 任意予防接種費用助成事業 臨時 ▲ 900 ▲ 900

4.1.2

健康セン
ター運営費

　委託料
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 9,534千円
　補正前予算額　12,988千円
　補正予算額　 △3,454千円

健康セン
ター運営費

　妊産婦・乳幼児健康診査扶助費
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 2,968千円
　補正前予算額　 3,854千円
　補正予算額　   △886千円

健康セン
ター運営費

　がん検診推進事業検診委託料
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 1,483千円
　補正前予算額　 2,051千円
　補正予算額　   △568千円

健康セン
ター運営費

　任意予防接種扶助費
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 2,362千円

補正前予算額 3 262千円

56 風しん追加的対策事業 臨時 ▲ 4,340 ▲ 4,340

4.1.2

57 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 ▲ 146 ▲ 146

4.1.2

58 簡易水道特別会計繰出事業 経常 ▲ 99 ▲ 99

4.1.3

59 合併処理浄化槽整備事業 臨時 ▲ 763 ▲ 763

4.1.3 　合併処理浄化槽設置整備事業補助金
　補助実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 852千円
　補正前予算額　 1,615千円
　補正予算額　　 △763千円

　補正前予算額　 3,262千円
　補正予算額　   △900千円

健康セン
ター運営費

　委託料
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 　900千円
　補正前予算額　 5,240千円
　補正予算額　 △4,340千円

健康セン
ター運営費

　備品購入費
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 　700千円
　補正前予算額　 　846千円
　補正予算額　 　△146千円

環境衛生費

　繰出金
　簡易水道事業特別会計歳出予算の減額に伴う減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　20,897千円
　補正前予算額　20,996千円
　補正予算額　　　△99千円

環境衛生費



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

60 環境基本計画推進事業 臨時 ▲ 1,629 ▲ 1,629

4.1.3

61 廃棄物収集処理事業 経常 ▲ 19,600 ▲ 19,600

4.2.1

62 し尿処理事業 経常 ▲ 1,000 ▲ 1,000

4.2.1

63 衛生施設組合負担金事業 臨時 ▲ 1,825 ▲ 500 ▲ 1,325

4.2.1

環境衛生費

　生物多様性保全推進支援事業補助金
　補助実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 3,000千円
　補正前予算額　 4,629千円
　補正予算額　 △1,629千円

塵芥処理費

　羽幌町外２町村衛生施設組合負担金
　当初予算額を下回ったことによる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　  87,687千円
　補正前予算額　 107,287千円
　補正予算額　  △19,600千円

塵芥処理費

　し尿前処理施設し渣・沈砂処理手数料
　沈砂処理未実施による減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　   637千円
　補正前予算額　 1,637千円
　補正予算額　 △1,000千円

塵芥処理費

　羽幌町外２町村衛生施設組合負担金
　当初予算額を下回ったことによる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 23,037千円

補正前予算額 24 862千円

64 産業廃棄物埋立処理場適正化事業 臨時 ▲ 2,414 ▲ 2,414

4.2.1

65 農業委員会運営事業 経常 ▲ 347 ▲ 347

6.1.1

66 農業委員会運営事業 臨時 ▲ 207 ▲ 207

6.1.1

　委託料
　入札執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 11,550千円
　補正前予算額　 13,964千円
　補正予算額　  △2,414千円

　補正前予算額　 24,862千円
　補正予算額　  △1,825千円

塵芥処理費

農業委員会費

　旅費
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う出張の中止によ
る減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 142千円
　補正前予算額　   489千円
　補正予算額　 　△347千円

農業委員会費

　旅費
　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。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 　0千円
　補正前予算額　   207千円
　補正予算額　 　△207千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

67 農業経営基盤強化資金利子補給事業 経常 ▲ 9 ▲ 9

6.1.2

68 農地中間管理事業 経常 ▲ 500 ▲ 500

6.1.2

69 農業後継者対策事業 臨時 ▲ 745 ▲ 800 55

6.1.2

70 農業振興対策事業 臨時 ▲ 104 ▲ 104

6.1.2

　農業後継者対策事業補助金
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 1,455千円
　補正前予算額　 2,200千円
　補正予算額　　 △745千円

農業振興費

　農業経営基盤強化資金利子補給金
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 151千円
　補正前予算額　   160千円
　補正予算額　　　 △9千円

農業振興費

　機構集積協力金
　事業実績による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 　0千円
　補正前予算額　   500千円
　補正予算額　　 △500千円

農業振興費

農業振興費

　農業振興対策事業補助金
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 1,146千円

補正前予算額 1 250千円

71 農業経営基盤強化資金利子補給事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 31 ▲ 31

6.1.2

72 農山漁村活性化整備対策事業 臨時 ▲ 3,547 ▲ 3,500 ▲ 47

6.1.2

73 焼尻めん羊牧場管理運営事業 臨時 ▲ 1,929 ▲ 500 ▲ 1,429

6.1.3

　補正前予算額　 1,250千円
　補正予算額　　 △104千円

農業振興費

　農業経営基盤強化資金利子補給金
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 1,370千円
　補正前予算額　 1,401千円
　補正予算額　　  △31千円

農業振興費

　農山漁村活性化整備対策事業補助金
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　 310,641千円
　補正前予算額　 314,188千円
　補正予算額　　 △3,547千円

畜産業費

　委託料、原材料費及び備品購入費
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
・委託料　執行見込 11千円－予算額 793千円＝補正額 △782
千円
・原材料費　執行額 4,561千円－予算額 5,253千円＝補正額
△692千円
・備品購入費　補正後 1,633千円－補正前 2,088千円＝補正額
△455千円
・合計　△1,929千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

74 めん羊飼養者育成事業 臨時 ▲ 1,382 ▲ 1,382

6.1.3

75 民有林除間伐奨励事業 臨時 ▲ 300 ▲ 300

6.2.2

76 天売島猫飼育ボランティア等確保対策事業 臨時 ▲ 160 ▲ 160

6.2.3

77 地域おこし協力隊事業（町民課） 臨時 ▲ 1,200 ▲ 1,200

6.2.3

　旅費及び役務費
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、毛刈等実習事
業を中止したことによる減額補正。

【　備　考　】
・旅費　補正後 100千円－補正前 1,398千円＝補正額 △1,298
千円
・保険料　補正後 0千円－補正前 84千円＝補正額 △84千円
・合計　△1,382千円

　需用費及び役務費
　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　】
・需用費　補正後 0千円－補正前 29千円＝補正額 △29千円
・役務費　補正後 0千円－補正前 131千円＝補正額 △131千円
・合計　△160千円

畜産業費

林業振興費

　民有林除間伐奨励事業補助金
　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　　300千円
　補正予算額　　△300千円

野生動物対策費

野生動物対策費

　地域おこし協力隊活動費補助金
地域おこし協力隊の応募がなか たことによる減額補正

78 離島活性化事業（農林水産） 臨時 2,119 466 1,189 464

6.3.1

79 漁業近代化資金利子補給事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 142 ▲ 142

6.3.1

80 農林漁業者支援給付金支給事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 600 400 ▲ 1,000

6.3.1

　地域おこし協力隊の応募がなか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　　1,200千円
　補正予算額　　△1,200千円

水産業振興費

　離島産業活性化事業補助金
　離島地区の水産物輸送費が上昇見込であり、また新型コロナ
ウイルス感染症対策として北海道補助（事業者負担の1/2）が
新たに追加されたことに伴う増額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　6,597千円
　補正前予算額　4,478千円
　補正予算額　　2,119千円

水産業振興費

　漁業近代化資金利子補給金
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　960千円
　補正前予算額　1,102千円
　補正予算額　　△142千円

水産業振興費

　農林漁業者支援給付金
　執行見込額の減額による減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　14,800千円
　補正前予算額　15,400千円
　補正予算額　　 △600千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

81 離島魚介類海上輸送費支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 111 ▲ 111

6.3.1

82 北海道消費者行政活性化事業 経常 ▲ 80 ▲ 79 ▲ 1

7.1.1

83 ハートタウンはぼろ運営事業 経常 ▲ 1,231 ▲ 1,231

7.1.1

84 ハートタウンはぼろ施設管理事業 臨時 561 561

7 1 1 需用費

水産業振興費

　離島魚介類海上輸送費支援事業補助金
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　586千円
　補正前予算額　　697千円
　補正予算額　　△111千円

商工振興費

　旅費及び需用費
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業の中止によ
る減額補正。（皆減）

【　備　考　】
　補正後予算額　　　0千円
　補正前予算額　　 80千円
　補正予算額　　 △80千円

商工振興費

　需用費、役務費及び委託料
　執行見込みに基づく減額及び降雪量の増加に伴う除排雪委託
料の増額補正。

【　備　考　】
・需用費　補正後 25,031千円－補正前 26,617千円
　　　　＝補正額 △1,586千円
・役務費　補正後 220千円－補正前 288千円＝△68千円
・委託料　補正後 7,205千円－補正前 6,782千円
　　　　＝補正額 423千円
合計　△1,231千円

商工振興費

7.1.1

85 地域活性化事業 臨時 ▲ 255 ▲ 255

7.1.1

86 中小企業振興資金利子補給事業 臨時 ▲ 1,176 ▲ 1,176

7.1.1

87 企業振興促進事業 臨時 ▲ 1,205 ▲ 1,205

7.1.1

　需用費
　執行見込みに基づく増額。

【　備　考　】
　補正後予算額　　3,465千円
　補正前予算額　　2,904千円
　補正予算額　　 　 561千円

商工振興費

　ハボロマルシェ開催事業補助金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大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　　　255千円
　補正予算額　　  △255千円

商工振興費

　中小企業振興資金利子補給金
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　2,219千円
　補正前予算額　　　3,395千円
　補正予算額　　  △1,176千円

商工振興費

　企業振興促進補助金
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 13,865千円
　補正前予算額　　 15,070千円
　補正予算額　　  △1,205千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

88 商工振興補助事業 臨時 ▲ 1,115 ▲ 1,115

7.1.1

89 企業従業員住宅建設促進事業 臨時 ▲ 3,000 ▲ 3,000

7.1.1

90 飲食・旅館業等事業継続支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 1,300 6,100 ▲ 7,400

7.1.1

91 離島観光業等事業継続支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 1,000 ▲ 1,000

7.1.1

商工振興費

　羽幌商工会補助金
　執行見込みに基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 17,777千円
　補正前予算額　　 18,892千円
　補正予算額　　  △1,115千円

商工振興費

　社宅建設促進支援事業補助金
　執行見込みに基づく減額補正。（皆減）

【　備　考　】
　補正後予算額　　 　　 0千円
　補正前予算額　　  3,000千円
　補正予算額　　  △3,000千円

商工振興費

　旅館業等事業継続支援金
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　  22,200千円
　補正前予算額　　  23,500千円
　補正予算額　　   △1,300千円

商工振興費

　離島観光業等事業継続支援金
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　  3,000千円

補正前予算額 4 000千円

92 消費活性化対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 7,158 4,634 ▲ 11,792

7.1.1

93 新型コロナウイルス対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 800 ▲ 800

7.1.1

94 指定管理事業継続支援事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 0 ▲ 12,486 12,486

7.1.1

95 宿泊者限定クーポン券事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 32 ▲ 32

7.1.1

　補正前予算額　　  4,000千円
　補正予算額　　  △1,000千円

商工振興費

　報償費、需用費及び役務費
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 101,608千円
　補正前予算額　　 108,766千円
　補正予算額　　  △7,158千円

商工振興費

　休業要請協力金
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 3,400千円
　補正前予算額　　 4,200千円
　補正予算額　　   △800千円

商工振興費

　財源更正
　地方創生臨時交付金対象額の確定に伴う財源更正。

商工振興費

　報償費、需用費及び役務費
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　  8,999千円
　補正前予算額　　  9,031千円
　補正予算額　　 　  △32千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

96 中小企業振興資金利子補給事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 0 5,369 ▲ 5,369

7.1.1

97 観光協会補助事業 臨時 ▲ 5,395 ▲ 1,309 ▲ 4,086

7.1.2

98 離島観光振興事業 臨時 ▲ 2,665 ▲ 715 ▲ 1,950

7.1.2

99 サンセットプラザ施設管理事業 臨時 ▲ 120 ▲ 120

7.1.2

商工振興費

　財源更正
　地方創生臨時交付金の対象事業となったことによる財源更
正。

観光費

　羽幌町観光協会補助金
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 12,274千円
　補正前予算額　　 17,669千円
　補正予算額　　  △5,395千円

観光費

　離島振興促進プロジェクト補助金
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 　 85千円
　補正前予算額　　 2,750千円
　補正予算額　　 △2,665千円

観光費

　謝礼金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一部事業
を先送りに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　　  120千円
　補正予算額　　  △120千円

100 サンセットプラザ運営事業 臨時 0 ▲ 1,086 1,086

7.1.2

101 観光誘客推進事業 臨時 ▲ 1,022 ▲ 1,022

7.1.2

102 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 ▲ 471 2,059 ▲ 2,530

7.1.2

103 地籍調査事業 臨時 ▲ 20,889 ▲ 16,017 ▲ 4,872

8.1.2

104 橋梁長寿命化事業 臨時 0 31,171 ▲ 26,100 ▲ 5,071

8.2.1

観光費

　財源更正
　入湯税の減額補正に伴う財源更正。

観光費

　西蝦夷協議会に係る旅費及び負担金
　事業実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 　59千円
　補正前予算額　　1,081千円
　補正予算額　　△1,022千円

観光費

　備品購入費
　入札執行残に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　2,059千円
　補正前予算額　　2,530千円
　補正予算額　　　△471千円

地籍調査費

　地籍調査委託料
　事業内容の変更による減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　16,467千円
　補正前予算額　37,356千円
　補正予算額　△20,889千円

道路橋梁費

　財源更正
　国庫補助金（社会資本整備総合交付金（臨時分））の対象と
なったことによる財源更正。



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

105 道路維持管理事業 経常 ▲ 200 ▲ 200

8.2.2

106 道路維持車両整備事業 臨時 ▲ 5,780 ▲ 1,187 ▲ 4,800 207

8.2.2

107 道路新設改良事業 臨時 ▲ 1,691 4,884 ▲ 6,575

8.2.3

108 河川施設管理事業 臨時 ▲ 52,999 ▲ 47,400 ▲ 5,599

8 3 1

道路維持費

　旅費
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う会議との減少に
よる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　 117千円
　補正前予算額　   317千円
　補正予算額　   △200千円

道路維持費

　除雪機械等購入費
　事業完了による入札執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　46,773千円
　補正前予算額　52,553千円
　補正予算額　 △5,780千円

道路新設改
良費

　工事請負費
　事業完了による入札執行残の減額補正。

　財源更正
　国庫補助金（社会資本整備総合交付金（臨時分））の対象と
なったことによる財源更正。

【　備　考　】
　補正後予算額　55,616千円
　補正前予算額　57,307千円
　補正予算額　 △1,691千円

河川管理費

委託料及び工事請負費8.3.1

109 羽幌港浚渫事業 臨時 ▲ 480 ▲ 480

8.4.1

110 下水道特別会計繰出事業 経常 ▲ 11,727 181 ▲ 11,908

8.5.1

111 公営住宅施設管理事業 臨時 0 200 ▲ 200

8.6.1

　委託料及び工事請負費
　事業完了による減額補正。

【　備　考　】
・委託料　補正後 0千円－補正前 306千円＝補正額 △306千円
・工事請負費　補正後 79,673千円－補正前 132,366千円＝補
正額 △52,693千円
・合計　△52,999千円

港湾管理費

　港湾外浚渫業務委託料
　事業完了による入札執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　14,520千円
　補正前予算額　15,000千円
　補正予算額　  △480千円

都市計画管
理費

　下水道事業特別会計繰出金
　下水道事業特別会計予算の補正額に応じた繰出額の減額補
正。

【　備　考　】
　補正後予算額　244,111千円
　補正前予算額　255,838千円
　補正予算額　 △11,727千円

住宅管理費

　財源更正

　公営住宅建設事業債を活用することによる財源更正。



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

112 公営住宅建設事業 臨時 96,913 38,887 47,300 10,726

8.6.2

113 北留萌消防組合負担金事業 経常 ▲ 19,276 ▲ 19,276

9.1.1

114 北留萌消防組合負担金事業 臨時 52 52

9.1.1

115 北留萌消防組合負担金事業 臨時 0 800 ▲ 800

9.1.2

住宅建設費

　公営住宅建設工事請負費（幸町団地建設事業）
　繰越事業として実施する幸町団地建設工事請負費の増額補
正。

【　備　考　】
　補正後予算額　199,188千円
　補正前予算額　102,275千円
　補正予算額　 　96,913千円

消防費

　北留萌消防組合負担金
　北留萌消防組合への負担金額（経常的経費）の減額による減
額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　245,929千円
　補正前予算額　265,205千円
　補正予算額　 △19,276千円

消防費

　北留萌消防組合負担金
　北留萌消防組合への負担金額（臨時的経費）の増額による増
額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　77,478千円
　補正前予算額　 77,426千円
　補正予算額　       52千円

災害対策費

　防災資機材購入事業
　財源更正

116 防災情報伝達システム整備事業 臨時 ▲ 39,522 ▲ 41,100 1,578

9.1.2

117 小中学校通信環境整備事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 2,348 ▲ 1,858 ▲ 490

10.1.2

118 学校用端末整備事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 1,197 ▲ 1,197

10.1.2

119 学校用端末整備事業（公立学校情報機器整備費補助金事業分） 臨時 ▲ 600 734 ▲ 1,334

10.1.2

　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。

災害対策費

　防災情報伝達システム整備業務委託料
　契約による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　178,090千円
　補正前予算額　 217,612千円
　補正予算額　  △39,522千円

事務局費

　委託料及び備品購入費
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　　3,877千円
　補正前予算額　 　6,225千円
　補正予算額　   △2,348千円

事務局費

　備品購入費
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　 11,510千円
　補正前予算額　  12,707千円
　補正予算額　   △1,197千円

事務局費

　備品購入費
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　 14,233千円
　補正前予算額　  14,833千円
　補正予算額　   　△600千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

120 情報通信ネットワーク環境施設整備事業 臨時 ▲ 5,566 ▲ 6,300 734

10.2.1

121 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 ▲ 1,504 ▲ 1,504

10.2.1

122 学校保健特別対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 2,400 2,400

10.2.1

123 小学校教育振興事業 経常 ▲ 393 ▲ 393

10.2.2

学校管理費

　情報通信ネットワーク環境施設整備工事請負費
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　 19,800千円
　補正前予算額　  25,366千円
　補正予算額　   △5,566千円

学校管理費

　学校施設内蛇口改修事業
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　  2,698千円
　補正前予算額　   4,202千円
　補正予算額　   △1,504千円

学校管理費

　感染症対策のための保健衛生用品や学習保障等にかかる必要
な資機材の購入を行うための増額補正。（皆増）

【　備　考　】
　補正後予算額 　  2,400千円
　補正前予算額　       0千円
　補正予算額　   　2,400千円

教育振興費

　負担金補助及び交付金
　事業完了による執行残の減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　  5,492千円

補正前予算額 5 885千円

124 羽幌中学校運営事業 経常 ▲ 1,663 ▲ 1,663

10.3.1

125 天売中学校運営事業 経常 ▲ 206 ▲ 206

10.3.1

126 情報通信ネットワーク環境施設整備事業 臨時 ▲ 3,520 ▲ 4,200 680

10.3.1

127 学校保健特別対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 1,600 1,600

10.3.1

　補正前予算額　   5,885千円
　補正予算額　     △393千円

学校管理費

　負担金補助及び交付金
　執行見込に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　    117千円
　補正前予算額　   1,780千円
　補正予算額　   △1,663千円

学校管理費

　負担金補助及び交付金
　執行見込に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　  　454千円
　補正前予算額　     660千円
　補正予算額　  　 △206千円

学校管理費

　情報通信ネットワーク環境施設整備工事請負費
　執行見込に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　 14,960千円
　補正前予算額　  18,480千円
　補正予算額　   △3,520千円

学校管理費

　感染症対策のための保健衛生用品や学習保障等にかかる必要
な資機材の購入を行うための増額補正。（皆増）

【　備　考　】
　補正後予算額 　  1,600千円
　補正前予算額　       0千円
　補正予算額　   　1,600千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

128 天売高等学校管理運営事業 経常 ▲ 567 ▲ 567

10.4.1

129 学校保健特別対策事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 1,600 1,600

10.4.1

130 天売高等学校教育振興事業 経常 ▲ 118 ▲ 118

10.4.2

131 天売高等学校活性化事業 臨時 ▲ 1,500 ▲ 1,500

10.4.2

学校管理費

　定体連等参加補助金
　執行見込に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　 3,751千円
　補正前予算額　  4,318千円
　補正予算額　    △567千円

学校管理費

　感染症対策のための保健衛生用品や学習保障等にかかる必要
な資機材の購入を行うための増額補正。（皆増）

【　備　考　】
　補正後予算額 　  1,600千円
　補正前予算額　       0千円
　補正予算額　   　1,600千円

教育振興費

　講師謝礼金
　実績に基づく減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　 　　0千円
　補正前予算額　  　118千円
　補正予算額　    △118千円

教育振興費

　修繕料、負担金補助及び交付金
　地域おこし協力隊の採用がなかったことによる減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　 　　　0千円

補正前予算額 1 500千円

132 天売複合化施設建設事業 臨時 ▲ 4,462 ▲ 3,900 ▲ 562

10.4.2

133 天売高等学校学生寮運営事業 臨時 0 ▲ 308 308

10.4.2

134 社会教育業務経費 経常 ▲ 400 ▲ 400

10.5.1

135 子ども育成協会事業 経常 ▲ 324 ▲ 324

10.5.1

　補正前予算額　  　1,500千円
　補正予算額　    △1,500千円

教育振興費

　旅費、委託料及び工事請負費
　事業完了による減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額 　  44,038千円
　補正前予算額　   48,500千円
　補正予算額　    △4,462千円

教育振興費

　財源更正

　離島活性化交付金の対象とならなかったことによる財源更正

社会教育費

　報酬及び旅費
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業中止に伴う
減額補正。

【　備　考　】
・報酬　補正後 297千円－補正前 597千円＝補正額 △300千円
・旅費　補正後 27千円－補正前 127千円＝補正額 △100千円
・合計　△400千円

社会教育費

　子ども会育成連絡協議会補助金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業中止及び事
業規模縮小に伴う減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　440千円
　補正前予算額　　764千円
　補正予算額　　△324千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

136 図書室運営事業 経常 ▲ 109 ▲ 109

10.5.1

137 オンライン講座用機器整備事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 74 ▲ 74

10.5.1

138 図書館パワーアップ事業（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 44 ▲ 44

10.5.1

139 公民館施設管理事業 臨時 ▲ 220 ▲ 200 ▲ 20

10.5.2

社会教育費

　旅費
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業中止に伴う
減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　0千円
　補正前予算額　　109千円
　補正予算額　　△109千円

社会教育費

　備品購入費
　入札執行残に伴う減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　273千円
　補正前予算額　　347千円
　補正予算額　　 △74千円

社会教育費

　図書システム改修委託料
　入札執行残に伴う減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　286千円
　補正前予算額　　330千円
　補正予算額　　 △44千円

公民館費

　公民館大ホール舞台音響設備改修工事
　事業完了による入札執行残の減額補正。

【　備　考　】
補正後予算額 19 800千円

140 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 ▲ 632 ▲ 632

10.5.2

141 スキー場まつり実施事業 臨時 ▲ 240 ▲ 240

10.6.1

142 スポーツ教室実施事業 臨時 ▲ 448 ▲ 448

10.6.1

　補正後予算額　19,800千円
　補正前予算額　20,020千円
　補正予算額　 　△220千円

社会教育費

　需用費及び備品購入費
　契約執行残に伴う減額補正。

【　備　考　】
・需用費　補正後 845千円－補正前 887千円＝補正額 △42千
円
・旅費　補正後 884千円－補正前 1,474千円＝補正額 △590千
円
・合計　△632千円

体育振興費

　スキー場まつり実施事業
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業中止に伴う
減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　 0千円
　補正前予算額　   240千円
　補正予算額　 　△240千円

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による事業中止に伴う
減額補正。

【　備　考　】
・水泳教室　 　 △320千円
・幼児水泳教室　△128千円
・合計　        △448千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

143 おろろんウインターフェスティバル開催事業 臨時 ▲ 803 ▲ 803

10.6.1

144 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 ▲ 547 ▲ 547

10.6.2

145 職員人件費 経常 ▲ 10,249 434 ▲ 10,683

13.1.1

146 会計年度任用職員人件費（共通分） 臨時 ▲ 6,605 ▲ 6,605

13 1 1

体育振興費

　おろろんウインターフェスティバル開催事業補助金
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業中止に伴う
減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　　 0千円
　補正前予算額　   803千円
　補正予算額　 　△803千円

社会教育費

　備品購入費
　契約執行残に伴う減額補正。

【　備　考　】
　補正後予算額　　554千円
　補正前予算額　1,101千円
　補正予算額　　△547千円

職員給与費

　給料、職員手当等及び共済費
　人事異動及び退職に伴う人員の減に伴う減額補正。

【　備　考　】
・一般職給
補正後376,317千円－補正前378,960千円＝補正額 △2,643千円
・職員手当等
補正後160,030千円－補正前162,636千円＝補正額 △2,606千円
・共済費　補正後66,501千円－補正前71,501千円＝△5,000千
円
・合計　△10,249千円

職員給与費

会計年度任用職員期末手当（臨時費）13.1.1

147 会計年度任用職員人件費（総務費分） 経常 ▲ 1,571 ▲ 1,571

13.1.1

148 会計年度任用職員人件費（総務費分） 臨時 ▲ 1,800 ▲ 1,800

13.1.1

149 会計年度任用職員人件費（民生費分） 経常 ▲ 2,203 781 781 ▲ 3,765

13.1.1

150 会計年度任用職員人件費（衛生費分） 経常 ▲ 530 ▲ 530

13.1.1

151 会計年度任用職員人件費（農林水産費分） 臨時 ▲ 3,196 ▲ 3,196

13.1.1

・会計年度任用職員期末手当（臨時費）
補正後 884千円－補正前 2,161千円＝補正額 △1,277千円
・社会保険料
補正後 1,391千円－補正前 6,719千円＝補正額 △5,328千円
・合計　△6,605千円

職員給与費

・町民課会計年度任用職員報酬
補正後 109千円－補正前 539千円＝補正額 △430千円
・総務課会計年度任用職員報酬
補正後 16,826千円－補正前 17,476千円＝補正額 △650千円
・焼尻支所会計年度任用職員報酬
補正後 1,498千円－補正前 1,989千円＝補正額 △491千円
・合計　△1,571千円

職員給与費

・地域振興課会計年度任用職員報酬
補正後 1,551千円－補正前 3,351千円＝補正額 △1,800千円

職員給与費

・健康支援課会計年度任用職員報酬
補正後 17,323千円－補正前 19,526千円＝補正額 △2,203千円

職員給与費

・町民課会計年度任用職員報酬
補正後 840千円－補正前 1,370千円＝補正額 △530千円

職員給与費

・町民課会計年度任用職員報酬
補正後 1,792千円－補正前 3,724千円＝補正額 △1,932千円
・農林水産課会計年度任用職員報酬
補正後 11,171千円－補正前 12,435千円＝補正額 △1,264千円
・合計　△3,196千円



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要
財　　　源　　　内　　　訳

臨･経 要求額

152 会計年度任用職員人件費（商工費分） 経常 ▲ 1,200 ▲ 1,200

13.1.1

153 会計年度任用職員人件費（教育費分） 経常 ▲ 7,214 ▲ 7,214

13.1.1

154 会計年度任用職員人件費（教育費分） 臨時 ▲ 1,500 2,067 ▲ 3,567

13.1.1

155 会計年度任用職員人件費（特別定額給付金給付事業分） 臨時 ▲ 1,497 ▲ 1,497

13.1.1

156 会計年度任用職員人件費（地方創生臨時交付金事業分） 臨時 ▲ 2,201 ▲ 726 ▲ 1,475

13.1.1

職員給与費

・商工観光課会計年度任用職員報酬
補正後 3,837千円－補正前 5,037千円＝補正額 △1,200千円

職員給与費

・学校管理課会計年度任用職員報酬
補正後 21,973千円－補正前 26,681千円＝補正額 △4,708千円
・給食センター会計年度任用職員報酬
補正後 28,847千円－補正前 29,647千円＝補正額 △800千円
・社会教育課会計年度任用職員報酬
補正後 22,569千円－補正前 24,275千円＝補正額 △1,706千円
・合計　△7,214千円

職員給与費

・学校管理課会計年度任用職員報酬
補正後 15,686千円－補正前 17,186千円＝補正額 △1,500千円

職員給与費

・会計年度任用職員報酬
補正後 16千円－補正前 1,353千円＝補正額 △1,337千円
・社会保険料
補正後 0千円－補正前 160千円＝補正額 △160千円
・合計　△1,497千円

職員給与費

・会計年度任用職員報酬
補正後 0千円－補正前 1,782千円＝補正額 △1,782千円
・会計年度任用職員期末手当
補正後 0千円－補正前 107千円＝補正額 △107千円
・会計年度任用職員社会保険料
補正後 0千円－補正前 312千円＝補正額 △312千円

合計 △2 201千円

経常 ▲ 109,614 485 ▲ 2,857 0 ▲ 277 ▲ 106,965

臨時 ▲ 161,660 67,085 ▲ 13,962 ▲ 89,800 ▲ 19,143 ▲ 105,840

▲ 271,274 67,570 ▲ 16,819 ▲ 89,800 ▲ 19,420 ▲ 212,805

経常費計

臨時費計

合　　計

・合計　△2,201千円


