
◆補正予算の状況（第１号） 

梅川霊園において発生した地すべりへの対策のため、調査設計業務委託料 1,842万 5千円を増額し、
補正後の予算は 92億 2,842万 5千円となりました。

◆補正予算の状況（第２号） 

平成 30年度の歳入歳出の確定に伴い、令和元年度への繰越金が 2億 981万 2,190円と確定したこ
とによる法令に基づく財政調整基金への積立金や、プレミアム付商品券事業、国の事業採択を受け

た食の都プロジェクト推進事業の補正計上など 2億 3,638万 2千円を増額し、補正後の予算は 94億
6,480万 7千円となりました。

・補正の内容（１号）

歳    入 歳    出 

繰越金 ……1,842万 5千円 ●梅川霊園地すべり対策調査設計業務委託料

……1,842万 5千円

・補正の内容（２号）

歳    入 歳    出 

国庫支出金0000000000000000000000……7,197万 4千円
●地方創生推進交付金 00000000000……1,630万 3千円
●プレミアム付商品券事務費補助金……1,689万6千円
●プレミアム付商品券事業費補助金0,,,,……2,500万円
●障害者総合支援事業費補助金   ,……112万 2千円
●子ども・子育て支援事業補助金 ……471万 3千円
●健康管理システム改修事業費補助金,……37万 8千円
●風しん抗体検査事業補助金あああ2,……16万 6千円
●学校施設環境改善交付金0    ……558万 8千円
●近代和風建築等総合調査費補助金 ……180万 8千円
寄附金 ……995万 4千円
●余市町ふるさと応援寄附金0000000……995万 4千円
繰入金 ,……4,591万6千円
●教育施設建設整備基金繰入金0 ……減558万8千円
●職員等退職手当負担金基金繰入金……5,150万4千円
繰越金000000000000000000000000……1億 793万 8千円
諸収入000000000000000000000000000,,,,,,……60万円
●北海道市町村振興協会助成金,,,,,,,,,,,,  ,……60万円

●退職手当組合精算納付金     ……5,150万4千円
●財政調整基金積立金 000000000000……1億 1,000万円
●余市町ふるさと応援寄附金基金積立金

                 ……995万 4千円
●プレミアム付商品券事業経費 0000……4,189万 6千円
●地方創生推進交付金事業 000000000000……1,187万円
（食の都プロジェクト推進事業）

●障害者自立支援システム改修委託料,……112万 2千円
●児童措置費賃金        ,……117万 2千円
●子ども・子育て支援管理システム改修委託料

……266万 2千円
●周産期医療支援事業負担金    ……230万 7千円
●風しん抗体検査・予防接種実施経費……108万 8千円
●地域づくりセミナー実施経費   千,,,,,,……60万円
●近代和風建築等総合調査経費   ……180万 8千円
●その他の支出 1,2         ……39万 9千円

広報よいちでは紙面の都合上掲載できなかった一般会計補正予算の概要に

ついて、より詳しく皆様にお知らせいたします。 



◆補正予算の状況（第３号）

国庫補助事業の採択を受けたことにより、道の駅再編整備調査委託料として 800 万円を増額し、
補正後の予算は 94億 7,280万 7千円となりました。

◆補正予算の状況（第４号）

寄附等に伴う各基金への積立金や、余市協会病院バス路線の運行維持対策に係る補助金、幼児教

育・保育の無償化に伴う教育・保育給付負担金、農業用排水路護岸補修に係る工事請負費の補正計

上など 4,231万 2千円を増額し、補正後の予算は 95億 1,511万 9千円となりました。

・補正の内容（３号）

歳    入 歳    出 

国庫支出金 ……800万円
●先導的官民連携支援事業補助金 000000 ……800万円 ●道の駅再編整備調査委託料000000000  ……800万円

・補正の内容（４号）

歳    入 歳    出 
地方譲与税            ……225万 3千円
●森林環境譲与税        ……225万 3千円

地方特例交付金 ……1,638万5千円
●子ども・子育て支援臨時交付金 ……1,638万 5千円

負担金 ……減 774万 6千円
●私立保育所利用者負担金（現年度分）

……減 157万 6千円

使用料     ……減 623万 5千円
●町立保育所保育料（現年度分）0……減 616万 9千円
●町立保育所一時預かり保育料00000……減 6万 6千円

国庫支出金 ……1,021万6千円
●子どものための教育・保育給付費負担金

……804万 1千円
●子育てのための施設等利用給付費負担金

……217万 5千円

寄附金00000000000000000000000000……2,015万 1千円
●余市町ふるさと応援寄附金   ……2,013万9千円
●環境対策事業寄附金       ,……1万 2千円

繰越金0000000000000000000000000000……498万 8千円

町債0000000000000000000000000000000000……230万円
●農業用排水路護岸補修事業債 00000000 ……230万円

●余市町ふるさと応援寄附金基金積立金   

……2,013万9千円
●森林環境譲与税基金積立金    ……225万 3千円
●余市協会病院バス路線運行維持対策事業補助金

……500万円
●教育・保育給付費負担金    ……833万 6千円
●施設等利用給付費負担金    ……428万 4千円
●農業用排水路護岸補修工事      ……230万円



◆補正予算の状況（第５号）

福祉センター入舟分館における水道漏水修理にかかる修繕費として 110 万 5 千円を増額し、補正
後の予算は 95億 1,622万 4千円となりました。

◆補正予算の状況（第６号）

人事異動等に伴う人件費の整理による増額、寄附に伴う各基金への積立金や、障害福祉サービス

費等給付費、私立保育園等の入園児童の増加に伴う教育・保育給付負担金、余市協会病院に対する

救急医療体制維持補助金の補正計上など 2億 4,799万 6千円を増額し、補正後の予算は 97億 6,422
万円となりました。

・補正の内容（５号）

歳    入 歳    出 
繰越金0000000000000000000000000000……110万 5千円 ●福祉センター入舟分館修繕費   ……110万 5千円

・補正の内容（６号）

歳    入 歳    出 
負担金 ……395万 8千円
●老人福祉施設措置徴収金    ……395万 8千円
国庫支出金0000000000000000000000……6,295万 6千円
●子どものための教育・保育給付費負担金

……1,575万6千円
●障害者自立支援医療費負担金   , ……1,300万円
●障害者自立支援給付費負担金   ,……3,775万円
●障害児給付費負担金       ,,,,……775万円
●橋りょう長寿命化補修事業補助金

……減 1,050万円
●道路ストック補修事業補助金    ……減 80万円
道支出金000000000000000000000000……4,108万 2千円
●子どものための教育・保育給付費負担金

……1,183万 2千円
●障害者自立支援医療費負担金 1,千、……650万円
●障害者自立支援給付費負担金  ……1,887万5千円
●障害児給付費負担金      ……387万 5千円
寄附金00000000000000000000000000……3,195万 2千円
●余市町ふるさと応援寄附金   ……3,061万5千円
●公共施設建設整備寄附金   千 31,,,,,,,,……100万円
●社会福祉寄附金000000000000000000……33万 2千円
●図書館図書購入寄附金0000000     ……5千円
繰入金 ……2,386万4千円
●教育施設建設整備基金繰入金  ……796万 4千円
●余市町ふるさと応援寄附金基金繰入金

,……1,590万円
繰越金 ……7,288万4千円
町債               ,……1,130万円
●道路ストック整備事業債     ,0,……80万円
●橋りょう補修整備事業債      ,……1,050万円

●社会福祉施設等建設基金積立金00000……33万 2千円
●公共施設建設整備基金積立金00000   ……100万円
●余市町ふるさと応援寄附金基金積立金 

……3,061万 5千円
●図書整備基金積立金00000000000000000000……5千円
●ふるさと納税取扱業務経費 0000000000……1,590万円
●更生医療給付助成費 000000000000    ……2,600万円
●障害福祉サービス費等給付費 0000    ……7,550万円
●障害児給付費           ,……1,550万円
●平成 30年度特別児童扶養手当事務取扱交付金返還金

,……6千円
●老人福祉施設入所措置扶助費   ……865万 4千円
●介護保険特別会計繰出金       ……100万円
●教育・保育給付費負担金 00000000……4,765万 3千円
●保育所広域入所市町村負担金00000000000……34万円
●平成30年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金

……100万 9千円
●平成30年度子どものための教育・保育給付費道費負担金返還金

……48万 5千円
●平成 30年度児童手当国庫負担金返還金

……9万9千円
●余市協会病院救急医療体制維持補助金

……1,754万 9千円
●中小企業振興事業補助金0000000000……141万 7千円
●冬期除雪対策費賃金     7千……139万円
●公共下水道特別会計繰出金  ……減 467万 8千円
●北後志消防組合負担金 ……減 85万 2千円
●黒川小学校汚水管・雨水管布設替工事 ……796万 4千円
●人事異動等による人件費の整理 ,……110万 8千円



◆補正予算の状況（第７号） 

寄附に伴う各基金への積立金や、ふるさと納税業務に係る委託料、町内の各小中学校のネットワー

ク環境整備に係る工事請負費などの増による追加計上がありましたが、町営斎場建替に係る工事請負

費の減により、4億 8,822万 5千円を減額し、補正後の予算は 92億 7,599万 5千円となりました。

・補正の内容（７号）

歳    入 歳    出 
地方交付税 , ……1,774万8千円
●普通交付税          ……1,774万8千円
国庫支出金0000000000000000000000……3,667万 6千円
●子どものための教育・保育給付費負担金

,……1,445万 1千円
●障害者自立支援給付費負担金  ,,……500万円
●公立学校情報ネットワーク環境施設整備補助金

……1,722万5千円
道支出金000000000000000000000000……1,967万 7千円
●子どものための教育・保育給付費負担金  

……1,017万7千円
●障害者自立支援給付費負担金  ……250万円
●地域づくり総合交付金       ……700万円
寄附金000000000000000000000000……1億 323万 6千円
●余市町ふるさと応援寄附金 ,……1億 287万 6千円
●社会福祉寄附金          ,,,,……33万円
●ジャンプ台備品購入寄附金00000000  0……3万円
繰入金 0, ……1,950万円
●余市町ふるさと応援寄附金基金繰入金

,,,……1,950万円
繰越金  , ……343万 8千円
町債             ……減 6億 8,850万円
●町営斎場建替事業債     ,……減 7億 560万円
●小中学校情報通信ネットワーク環境整備事業債

,……1,710万円

●社会福祉施設等建設基金積立金000000 ,……33万円
●余市町ふるさと応援寄附金基金積立金 

……6,889万 3千円
●ふるさと納税取扱業務経費 000000……5,348万 3千円
●障害福祉サービス費等給付費   3千……1,000万円
●教育・保育給付費負担金    ……3,848万 9千円
●保育所広域入所市町村負担金 0000000000 ……24万円
●平成 30年度子ども・子育て支援交付金返還金

1, ,……446万円
●町営斎場建替工事       ……減 7億 560万円
●ピーマン選果機導入事業補助金 000    ,……700万円
●各小中学校情報通信ネットワーク環境整備工事

,……3,445万円
●ジャンプ台備品購入費         ,……3万円



◆補正予算の状況（第８号） 

寄附に伴う各基金への積立金や、今後見込まれる財政需要に備えるための基金への積立金、各種事

業費確定見込みによる減額、各特別会計等の決算確定見込みに伴う繰出金等の精算による補正計上な

ど、8,185万円を減額し、補正後の予算は 91億 9,414万 5千円となりました。

・補正の内容（８号）

歳    入 歳    出 
各種交付金 ……減 3,244万 9千円
●地方消費税交付金     ……減 3,482万 6千円
●地方特例交付金       ,,,,……237万 7千円
地方交付税0000000000000000000,,,,,,……4,783万1千円
●特別交付税         ……4,783万1千円
寄附金  , ,,,,,,,,,,,,,……767万 3千円
●余市町ふるさと応援寄附金   ……746万 2千円
●社会福祉寄附金         ,……11万 1千円
●図書館図書購入寄附金      ,,,,……10万円
繰入金              ……19万 9千円
●余市町ふるさと応援寄附金基金繰入金

……19万 9千円
繰越金  ,  ,,,,……3万 4千円
町債            ……減 1億 910万 8千円
●公衆無線LAN整備事業債 ……減420万円
●道路ストック整備事業債 ,,,,,,,,,……減 10万円
●山田団地浄化槽整備事業債    ……減190万円
●旧町長公宅解体事業債       ……減 30万円
●過疎対策事業債       ,,,, ……減 9,140万円
●農業用排水路護岸補修事業債    ……減 10万円
●臨時財政対策債      ……減 1,110万 8千円
諸収入              ……988万 2千円
●北後志地区介護認定審査会事業町村負担

,,,,,,,,,,……減 97万 5千円
●北後志衛生施設組合過年度還付金  ,,……354万円
●北後志消防組合過年度還付金  ……634万 2千円
各種事業費確定見込による減額,,,,,,……減 591万 2千円

●減債基金積立金         ,……3,000万円
●社会福祉施設等建設基金積立金   ……11万1千円
●余市町ふるさと応援寄附金基金積立金

……746万 2千円
●図書整備基金積立金       ,,,,,,……10万円
●介護保険特別会計繰出金   ……減 2,237万 5千円
●北後志衛生施設組合負担金   ……減 787万 1千円
●国民健康保険特別会計繰出金  ,,,,,,……69万 4千円
●後期高齢者医療特別会計繰出金 ……減 284万 6千円
●水道事業会計繰出金        ,,,,……466万円
●町道外除排雪委託料     ……減 4,984万 1千円
●公共下水道特別会計繰出金  ,,,……減 174万 5千円
●公債費           ,,,……減 135万 6千円
●各種事業費確定見込による減額……減 3,884万 3千円


