
１　補正予算議決日

２　予　算　規　模

（単位：千円）

３　債務負担行為補正

４　地 方 債 補 正

令和元年度羽幌町一般会計補正予算（第３号）の概要

令 和 元 年 9 月 12 日

補正前の額 補正後の額

6,731,000 6,818,489

今回補正額

▲ 9,608

当初予算

一般会計

会 計 区 分 補正号数

第3号 6,808,881

（変更） （単位：千円）

総 合 体 育 館
指 定 管 理 料

変更前 変更後

事　　項

期　　間 限　度　額 期　　間 限　度　額

89,696 90,115

（変更） （単位：千円）

限度額
償還の
方　法

除 雪 機 械
整 備 事 業 債

27,100

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

68,000



５　予算概要

【 一般会計 】 （単位：千円）

8款 地方特例交付金 7,798 2款 総務費 15,201

地方特例交付金 7,798
 財政管理費
  (財務会計システム改修事業) 396

子ども・子育て支援臨時交付金
(子ども・子育て支援臨時交付金)

 財産管理費
  (財政調整基金積立事業) 16,296
 戸籍住民基本台帳費
  (共同戸籍業務電算システム更新事業) ▲ 1,491

13款 国庫支出金 ▲ 5,315

民生費国庫補助金 3款 民生費 20,578
 社会福祉費
  (障がい者自立支援事業) 1,983

286
　　※経常費分　1,697
　　※臨時費分　　286

児童福祉費国庫補助金
(子ども・子育て支援事業費補助金) 5,522

 
  (地域福祉基金積立事業) 50

土木費国庫補助金
 児童福祉費
  (子育て支援対策事業) 14,385

道路費国庫補助金
(社会資本整備総合交付金(臨時分)) ▲ 11,123

　　※経常費分　1,065
　　※臨時費分 13,320

 児童措置費
  (児童手当給付事業) 4,160

14款 道支出金 1,268 4款 衛生費 0

商工費道補助金
 環境衛生費
  (環境基本計画推進事業)　財源調整 0

商工費道補助金
(海岸漂着物等地域対策推進事業補助金)

1,268

7款 商工費 ▲ 1,037

15款 財産収入 2,000
 商工振興費
  (サンセットビーチ施設管理事業)

▲ 1,037

株式売払収入
株式売払収入
(優先株売払収入)

2,000

8款 土木費 ▲ 52,023

16款 寄附金 50
 道路維持費
　(道路維持車両整備事業)

▲ 52,023

民生費寄附金
寄附金
(民生費寄附金)

50

17款 繰入金 ▲ 4,341

財政調整基金繰入金 ▲ 4,341 9款 消防費 6,467
 消防費
  (北留萌消防組合負担金事業)

6,467

18款 繰越金 28,832

前年度繰越金 28,832

10款 教育費 1,206

19款 諸収入 1,000
 体育施設費
  (武道館運営事業)

1,029

雑入   (総合体育館運営事業) 177
雑入
(市町村振興協会助成金) 1,000

20款 町債 ▲ 40,900

土木債

道路整備事業債
(除雪機械整備事業債) ▲ 40,900

▲ 9,608 ▲ 9,608

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

　　合　　　　　　計 　　　合　　　　計

社会福祉費国庫補助金
(市町村地域生活支援事業補助金)（臨時分）



国　支 道　支 起　債 その他 一般財源

1 総務費 財務会計システム改修事業 臨時 396 396

2.1.3

2 総務費 財政調整基金積立事業 経常 16,296 16,296

2.1.5

3 総務費 共同戸籍業務電算システム更新事業 臨時 ▲ 1,491 ▲ 1,491

2.3.1

4 障がい者自立支援事業 経常 1,697 1,697

3.1.1

（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

　地方自治法施行規則改正により令和2年度より7節賃金が廃止
になることから、これに対応するためシステム改修を行うため
の増額補正

・委託料　　580千円(396千円)
　　電算システム改修委託料 396,000円(皆増)

　ほくほくファイナンシャルグループ優先株式売り払いに伴う
相当額の積立、及び平成30年度剰余金のうち地財法規定分の積
立等に係る増額補正

・積立金　16,440千円(16,296千円)
　　優先株売払収入相当分積立　　2,000,000円(皆増)
　　地財法第7条(剰余金)分積立　14,417,000円(皆増)
　　財政調整基金運用利息分積立　　 23,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(▲121,000円)

　システム更新(2カ年)完了による事業費減分の減額補正

・負担金補助及び交付金　5,219千円(▲1,491千円)
　　共同戸籍業務電算システム更新事業負担金
　　　　　　　　　　　　　　5,219,000円(▲1,491,000円)

民生費

 障害者自立支援給付費外の平成30年度実績確定に伴う返還金
に係る増額補正

5 障がい者自立支援事業（臨時分） 臨時 286 286

3.1.1

6 民生費 地域福祉基金積立事業 臨時 50 50

3.1.1

・償還金利子及び割引料　1,697千円(皆増)
　　障害者自立支援給付費道費負担金返還金　375,327円
　　障害者医療費国庫負担金返還金 　　　　 402,140円
　　障害者自立支援給付費国庫負担金返還金　750,655円
　　障害者医療費道費負担金返還金　　　　　166,969円

民生費

 就学前障害児の発達支援無償化対応のためのシステム改修費

・委託料　286千円(皆増)
　　障害者自立支援給付審査支払システム改修業務委託料
　　　　　　　　　　　　　　286,000円(皆増)

【 備　考 】
　　市町村地域生活支援事業補助金　286千円(皆増)
　　計　　　　　　　　　　　　　　286千円

　福祉寄付金収入の地域福祉基金への積立に係る増額補正

・積立金　150千円(50千円)
　　地域福祉基金積立金　　　50,000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

7 民生費 子育て支援対策事業（経常費） 経常 1,065 1,065

3.2.1

8 民生費 子育て支援対策事業（臨時分） 臨時 13,320 5,522 7,798

3.2.1

9 民生費 児童手当給付事業 経常 4,160 4,160

3.2.2

　平成30年度負担金及び交付金の確定に伴う返還金

・償還金利子及び割引料 1,065千円(皆増)
　　施設型給付費国庫負担金返還金
                                 　518,096円
　　子ども・子育て支援交付金(国庫)返還金
　　　　　　　　　　　　　　　　 　546,000円

　幼児教育・保育の無償化に伴うシステム改修及び町負担金増
による増額補正

・委託料　　　　　　　　5,522千円(皆増)
　　保育システム改修業務委託料　　5,522,000円(皆増)
・負担金補助及び交付金　7,798千円(皆増)
　　施設等利用費負担金　　　　　　7,797,480円(皆増)

【 備　考 】
    一般財源【子ども・子育て支援臨時交付金】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,798千円(皆増)
　　子ども・子育て支援事業費補助金  5,522千円(皆増)
　　計　　　　　　　　　　　　     13,320千円

　児童手当国庫交付金の平成30年度実績確定に伴う返還金に係
る増額補正

・償還金利子及び割引料　　4,160千円(皆増)
　　児童手当交付金（国庫）返還金　4,159,001円(皆増)

10 衛生費 環境基本計画推進事業 臨時 0 1,000 ▲ 1,000

4.1.3

11 商工費 サンセットビーチ施設管理事業 臨時 ▲ 1,037 1,268 ▲ 2,305

7.1.2

財源更正

 生物多様性保全推進支援事業に対し、市町村振興協会「いき
いきふるさと推進事業助成金」の助成決定に伴う財源更正

【 備　考 】
    まちづくり応援基金繰入金（臨時分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　500千円
　　いきいきふるさと推進事業助成金1,000千円(皆増)
　　一般財源　　　　　   　  　   3,466千円(▲1,000千円)
　　計　　　　　　　　　　　　  　4,966千円

　サンセットビーチ海岸漂着物処理業務完了に伴う執行残の減
額補正

・委託料　　　 1,586千円(▲1,037千円)
・工事請負費　13,864千円

【 備　考 】
    海岸漂着物等地域対策推進事業補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　1,268千円(皆増)
　　一般財源　　　　　     　  14,886千円(▲2,305千円)
　　計　　　　　　　　　　　　 16,154千円(▲1,037千円)



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

12 土木費 道路維持車両整備事業 臨時 ▲ 52,023 ▲ 11,123 ▲ 40,900 0

8.2.2

13 消防費 北留萌消防組合負担金事業 臨時 6,467 6,467

9.1.1

　国庫補助不採択による車両購入取りやめに伴う減額補正

・旅費　　　　　　10千円
・役務費　　　　　24千円
・備品購入費　35,625千円(▲52,023千円)
　　ロータリ除雪車　　　　　　　0円(▲52,023,000円)
　　除雪ドーザ13t級　　35,624,600円

【 備　考 】
    社会資本整備総合交付金  4,550千円(▲11,123千円)
　　除雪機械整備事業債　　 27,100千円(▲40,900千円)
　　除雪機売払収入 　　　　 　300千円
　　一般財源　　　          3,709千円
　　　　　　　　　　　　 　35,659千円(▲52,023千円)

　一部事務組合負担金のうち、消防署分の臨時的経費分として
負担金額が増額されたための増額補正

・北留萌消防組合負担金　9,466(6,467千円)

　　電子サイレン更新 　　2,079,000円
　　　(幸町、旧保育園、川北老人福祉センター)
　　消防団設備整備(市街、天売、焼尻)
　　　ＡＥＤ　　　３台　 　704,000円
　　　油圧切断機　３台 　2,310,000円
　　　ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 　３台 　　600,600円
　　　ﾁｪｰﾝｿｰ　　　３台 　　772,860円

　　当初予算額　   2,999千円
　　執行見込額　   9,466千円
　　差引補正額　   6,467千円

【 備　考 】
小型動力ポンプ整備事業債 1 800千円

14 武道館運営事業 経常 1,029 1,029

10.6.2

15 総合体育館運営事業 経常 177 177

10.6.2

経常 24,424 0 0 0 0 24,424

臨時 ▲ 34,032 ▲ 5,315 1,268 ▲ 40,900 1,050 9,865

▲ 9,608 ▲ 5,315 1,268 ▲ 40,900 1,050 34,289

　小型動力ポンプ整備事業債　1,800千円
　　一般財源　　　　　     　 7,666千円(6,467千円)
　　計　　　　　　　　　　　  9,466千円

合　　計

教育費

　新武道館の工期延長により、現武道館の使用期間を年度末ま
で延長する必要から、維持管理費の増額補正

・賃金　　　525千円(皆増)
・需用費　　859千円(492千円)
　　燃料費　　　　　　351千円(284千円)
　　光熱水費　　　　　416千円(208千円)
・役務費　　148千円(12千円)
　　通信運搬費　　　　29千円(12千円)
・委託料　　381千円

【 備　考 】
　　一般財源　　　　　     　   1,913千円(1,029千円)
　　計　　　　　　　　　　　　  1,913千円

教育費

　消費税増税に伴う羽幌町総合体育館指定管理料の増額補正

・委託料　　22,597千円(177千円)
　　総合体育館指定管理料　22,597,000円(177,000円)

経常費計

臨時費計


