
◆補正予算の状況（第１号） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、休業要請に協力していただいた事業者への支援を

目的とした感染症拡大防止対策支援助成金とそれに係る事務費の補正計上として、1,606万 2千円を増
額し、補正後の予算は 86億 7,606万 2千円となりました。

◆補正予算の状況（第２号） 

新型コロナウイルス対策事業費として、国の補正予算成立を受けて実施する新型コロナウイルス

感染症緊急経済対策として、特別定額給付金ならびに子育て世帯への臨時特別給付金の関係経費の

補正計上及び補正予算第 1号の予算の組替計上など、18億 7,397万 4千円を増額し、補正後の予算
は 105億 5,003万 6千円となりました。

・補正の内容（１・２号）

歳    入 歳    出 

国庫支出金00000000000000000……18億 9,003万 6千円
●新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

00000000000         ,,,,,,,……1,606万2千円
●特別定額給付金事業費補助金 ,……18億 4,100万円
●特別定額給付金事務費補助金 ,,,……1,366万 7千円
●子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金

,……1,670万円
●子育て世帯への臨時特別給付金事務費補助金

,,,,,,,,,,,,,,,……260万 7千円

●新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援助成事業費

,,,                ……1,606万 2千円
●特別定額給付金        ……18億4,100万円
●特別定額給付金事業事務費     ……1,366万7千円
●子育て世帯への臨時特別給付金,.,,,,,,,,,,……1,670万円
●子育て世帯への臨時特別給付金事業事務費

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……260万 7千円

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）

新型コロナウイルス対策事業費として、PCR検査体制整備に係る補助金や、地域経済活動の回復、
感染症拡大防止などを目的として実施する各種事業費の補正計上として、1億 2,326万 8千円を増額
し、補正後の予算は 106億 7,330万 4千円となりました。

◆補正予算の状況（第４号） 

令和 2 年度への繰越金が 2億 4,284 万 6,262 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、町道の道道昇格に伴う、道路区域の確定作業を行うための道路台帳補正委託料の増額、

国の事業採択を受けた地域産業マリアージュ推進事業の補正計上など、1億 7,292万 2千円を増額し、
補正後の予算は 108億 4,622万 6千円となりました。 

・補正の内容（３号）

歳    入 歳    出 

国庫支出金 ……1億 1,917万 2千円
●新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

000000             ……1億 684万 2千円
●公立学校情報機器整備費補助金   ,……1,233万円

繰越金              ……409万 6千円

●保育所衛生環境整備工事000000000   ……400万円
 （空調設備設置・トイレ改修）

●水産物加工用水供給施設整備工事  ,……1,300万円
●各小中学校トイレ改修工事     ,……3,260万円
●各小中学校情報機器整備事業費   ,……2,988万円
●PCR検査体制整備事業補助金     ,……883万円
●新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援補助金

……500万円
●新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援助成金

,……2,400万円
●テイクアウト代行事業支援助成金   ,,,,……60万円
●修学旅行保護者負担軽減助成金   ,,,,……265万円
●防災用備蓄品            ……165万円
●公共施設等感染症拡大防止対策経費……105万 8千円

・補正の内容（４号）

歳    入 歳    出 

国庫支出金 ,……1,418万 2千円
●地方創生推進交付金 000,000  ,,……1,324万 5千円
●子ども・子育て支援交付金   ,,,,,,,,,,,,,……39万円
●保育対策総合支援事業費補助金 ,,,,……54万 7千円

寄附金           ,,,,,……1,565万1千円
●余市町ふるさと応援寄附金  ,,,……1,535万 1千円
●中央公民館備品購入費寄附金    ,,,,,,……30万円

繰入金              ……520万 1千円
●余市町ふるさと応援寄附金基金繰入金

……520万 1千円
繰越金         ,,,,……1億 3,788万 8千円

●道路台帳補正委託料 000000000     ……1,060万円
●財政調整基金積立金     ……1億2,500万円
●余市町ふるさと応援寄附金基金積立金

,                                ……1,535万 1千円
●地域産業マリアージュ推進事業費,……1,844万 6千円
●周産期医療支援事業負担金 ……228万 8千円
●中央公民館備品購入費    ,,,,,,,,,,,,,,,,,……30万円
●保育所等感染症拡大防止対策経費,,,,,,……93万 7千円



◆補正予算の状況（第５号） 

車両損害事故に対する損害賠償金の補正計上として、15万 7千円を増額し、補正後の予算は 108
億 4,638万 3千円となりました。

◆補正予算の状況（第６号）

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として実施を計画している各種事業のうち、早期に実施

が必要とされる事業や、北海道市町村振興協会助成金を受けて実施する余市・仁木スマート農業実

証事業、小中学校における情報機器整備に係る備品購入費の補正計上など、1億 3,552万 7千円を増
額し、補正後の予算は 109億 8,191万円となりました。

・補正の内容（５号）

歳    入 歳    出 

諸収入              ……15万 7千円
●損害賠償保険金  ,,……15万 7千円

●損害賠償金000000000        ,……15万 7千円

・補正の内容（６号）

歳    入 歳    出 

国庫支出金        ,……1億 3,302万 7千円
●新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

                 ……1億 386万円
●公立学校情報機器整備費補助金 ,……2,904万 6千円
●学校臨時休業対策費補助金    ……12万 1千円

諸収入              ……250万円
●北海道市町村振興協会助成金  ,,   ……250万円

●プレミアム付商品券事業費 000000……8,156万 7千円
●新生児特別給付金事業費    ……1,191万9千円
●余市・仁木スマート農業実証事業費  ……250万円
●小中学校情報機器整備事業費  ……3,554万7千円
●学校臨時休業対策費補助事業費 ,……16万 3千円
●小中学校感染症拡大防止対策経費 ……383万 1万円



◆補正予算の状況（第７号）

寄附に伴う各基金への積立金や、ふるさと納税取扱業務に係る経費、新型コロナウイルス対策事
業として実施する各種事業の補正計上など、4 億 7,911 万 4 千円を増額し、補正後の予算は 114 億
6,102万 4千円となりました。

・補正の内容（７号）

歳    入 歳    出 

国庫支出金        ,……3億 3,267万 1千円
●社会保障・税番号制度システム整備費補助金

                 ……744万 7千円
●新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

,,……3億 69万 2千円
●アイヌ政策推進交付金    ……497万 2千円
●子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金

……252万円
●公立学校情報機器整備費補助金  ……126万 5千円
●学校保健特別対策事業費補助金  ……769万 5千円
●官民連携基盤整備推進支援調査費補助金……808万円

道支出金            ……2028万 7千円
●新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

……78万 7千円
●農業次世代人材投資事業補助金    ……450万円
●プレミアム付商品券発行支援事業費補助金

,……1,500万円
寄附金             ……4,544万 6千円
●余市町ふるさと応援寄附金  ……4,491万 4千円
●新型コロナウイルス感染症対策寄附金 ……33万円
●小中学校図書館図書購入寄附金    ……10万円
●社会福祉寄附金            ……5万円
●環境対策事業寄附金        ……5万 2千円
繰入金            ……6,211万5千円
●教育施設建設整備基金繰入金   ……236万 5千円
●余市町ふるさと応援寄附金基金繰入金,……5,975万円

繰越金            ……1,829万5千円

諸収入              ……30万円
●北海道市町村振興協会助成金  ,,    ……30万円

●社会福祉施設等建設基金積立金     ……5万円
●余市町ふるさと応援寄附金基金積立金 

……4,491万 4千円
●ふるさと納税取扱業務関係経費   ……5,975万円
●アイヌロゴデザイン作成委託料 5,9……33万円
●余市協会病院バス路線運行維持対策事業補助金

3,,……500万円
●学校 ICT環境整備委託料     ……472万 9千円
●電子図書館導入事業費      ……542万 4千円
●道の駅交流広場整備工事       ……150万円
●文化財施設衛生環境整備事業費  ……492万 7千円
●新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援補助金

……500万円
●新型コロナウイルス感染症対応農業・漁業対策支援交付金

……6,000万円
●高度無線環境整備推進事業負担金……1億 9,004万 5千円
●交通事業者支援事業助成金     ,,,,……190万円
●幼稚園・高等学校支援事業助成金   ……260万円
●家賃・地代支援事業助成金     ……1,400万円
●子育て世帯への臨時特別給付金    ……252万円
●住民基本台帳ネットワークシステム改修委託料

……492万 8千円
●戸籍システム改修委託料     ……251万 9千円
●令和元年度低所得者保険料軽減国庫負担金返還金

……2万 5千円
●令和元年度低所得者保険料軽減道費負担金返還金

……1万 3千円
●令和元年度子育てのための施設等利用給付費道費負担金返還金

……19万 1千円
●予防接種委託料（ロタウイルスワクチン）

……154万 5千円
●健康管理システム改修委託料   ……50万 2千円
●農業次世代人材投資資金交付金    ……450万円
●地域づくりセミナー開催経費     ……30万円
●官民連携基盤整備推進調査委託料……2,204万 5千円
●余市港中央ふ頭物揚場護岸補修工事  ……88万円
●通学バス運行委託料       ……119万 8千円
●学校図書館用図書          ……10万円
●大川小学校体育館ギャラリー補修工事

……236万 5千円
●その他感染症拡大防止対策経費 ……3,531万4千円



◆補正予算の状況（第８号） 

プレミアム付商品券事業に係る委託料の補正計上として、2,000 万円を増額し、補正後の予算は
114億 8,102万 4千円となりました。

・補正の内容（８号）

歳    入 歳    出 

国庫支出金            ……424万 1千円
●新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

……424万 1千円

道支出金               ……500万円
●プレミアム付商品券発行支援事業費補助金

……500万円

繰越金             ……1,075万9千円

●プレミアム付商品券業務取扱委託料  ……2,000万円



◆補正予算の状況（第９号）

寄附に伴う各基金への積立金や、ふるさと納税取扱業務に係る経費、支給決定者の増加に伴う障

害福祉サービス費等給付費、私立幼稚園等の入園児童の増加に伴う教育・保育給付負担金、新型コ

ロナウイルス感染症対策事業などの補正計上として 3 億 8,050 万 7 千円を増額し、補正後の予算は
118億 6,153万 1千円となりました。
・補正の内容（９号）

歳    入 歳    出 
国庫支出金          ……1億 777万 9千円
●子どものための教育・保育給付費負担金

……7,279万5千円
●障害者自立支援医療費負担金  ……1,028万9千円
●障害者自立支援給付費負担金  9千……4,509万円
●障害児給付費負担金       ……649万 5千円
●社会保障・税番号制度システム整備費補助金

……149万 6千円
●地域生活支援事業費補助金    7千 ……6万円
●障害者総合支援事業費補助金   ……106万 7千円
●合併処理浄化槽設置整備事業補助金 ……22万 6千円
●除雪トラック購入事業補助金  6……減 2,800万円
●学校保健特別対策事業費補助金 ……減 173万 9千円

道支出金            ……5,609万3千円
●こどものための教育・保育給付費負担金

……2,602万6千円
●民生委員活動費負担金       ,……7万 6千円
●民生委員協議会活動推進費負担金  ,……2万 6千円
●障害者自立支援医療費負担金   ……514万 4千円
●障害者自立支援給付費負担金  ……2,254万5千円
●障害児給付費負担金       ……324万 7千円
●地域づくり総合交付金       ……減 110万円
●市町村地域生活支援事業費補助金  ,……12万 9千円

寄附金             ……9,398万6千円
●余市町ふるさと応援寄附金   ……9,271万7千円
●公共施設建設整備寄附金     ,……64万 1千円
●余市町まち・ひと・しごと創生推進プロジェクト応援寄附金

,,5千……50万円
●図書館図書購入寄附金         ,……2万円
●社会福祉寄附金         ,……10万 8千円

繰入金              ,……6,740万円
●余市町ふるさと応援寄附金基金繰入金,……6,740万円

繰越金             ……6,414万9千円

諸収入                ……860万円
●北海道市町村振興協会助成金    ……減 60万円
●地域介護・福祉空間整備等補助金返還金……920万円

町債               ……減 1,750万円
●除雪トラック購入事業債     ……減 1,660万円
●過疎地域自立促進特別事業債    ……減 90万円

●社会福祉施設等建設基金積立金   ……10万 8千円
●公共施設等建設整備基金積立金    ,,……64万 1千円
●余市町ふるさと応援寄附金基金積立金……951万 7千円
●図書整備基金積立金           ,……2万円
●ふるさと納税取扱業務経費 ……1億 5,125万5千円
●派遣職員給与費負担金 6千 ……176万円
●在宅勤務対応グループウェアシステム導入委託料……80万 6千円
●庁舎多目的トイレ等設置工事設計委託料……313万 5千円
●スキー授業バス運行業務委託料  ……72万 6千円
●飲食店等事業継続支援助成金   3千……1,200万円
●保育等従事者特別給付金    6千,……745万円
●一般廃棄物等収集運搬従事者特別給付金……200万円
●戸籍システム改修委託料     ……149万 6千円
●余市町民生委員協議会負担金   ……10万 2千円
●令和元年度年金生活者支援給付金事務費国庫委託金返還金

,……31万 2千円
●障害者自立支援システム改修委託料……213万 4千円
●遠隔手話サービス備品購入費    ,……9万 9千円
●更生医療給付助成費      ……2,057万8千円
●障害福祉サービス費等給付費  ……9,018万1千円
●障害児給付費          6千……1,299万円
●放課後デイサービス特別支援事業給付費,,……12万円
●令和元年度障害者総合支援事業費国庫補助金返還金,……2万1千円
●地域介護・福祉空間整備等交付金返還金……920万円
●介護保険特別会計繰出金       ……264万円
●教育・保育給付費負担金  ,……1億 1,884万 9千円
●保育所広域入所市町村負担金    ,……22万 2千円
●令和元年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金

,……182万8千円
●令和元年度子育てのための施設等利用給付費国庫負担金返還金

,……38万 2千円
●令和元年度子ども・子育て支援交付金返還金 ……232万円
●余市協会病院救急医療体制維持補助金,……1,810万 7千円
●後期高齢者医療特別会計繰出金    ,,……88万円
●合併処理浄化槽設置整備助成金    ……102万円
●空き店舗等活用支援補助金    7千,……100万円
●既存店舗改修支援事業補助金   7千,……100万円
●余市町中小企業振興事業補助金  ……133万 5千円
●水道仮配管補償工事負担金    ,……355万5千円
●各小中学校燃料費        7千,……100万円
●人事異動等による人件費の整理 ……減 826万 2千円
●各種事業未実施による減額  ……減 6,047万 6千円
●各種事業費確定見込による減額……減 3,154万 4千円



◆補正予算の状況（第１０号） 

新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費や、美園墓地地下壕の充填対策基本設計委託料の補正

計上として、680万 5千円を増額し、補正後の予算は 118億 6,833万 6千円となりました。 

◆補正予算の状況（第１１号） 

寄附に伴う各基金への積立金や、ふるさと納税取扱業務に係る経費、新型コロナウイルス感染症対

策事業の追加、新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費などの補正計上として、4 億 4,685 万 3
千円を増額し、補正後の予算は 123億 1,518万 9千円となりました。

・補正の内容（１０号）

歳    入 歳    出 

国庫支出金            ……495万 7千円
●新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金

……136万 7千円
●新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金

,,……359万円
繰越金             ……184万 8千円

●新型コロナウイルスワクチン接種関係経費 

……495万 7千円
●美園墓地地下壕充填対策基本設計委託料

……184万 8千円

・補正の内容（１１号）

歳    入 歳    出 

国庫支出金         ……1億 3,562万 9千円
●障害者自立支援給付費負担金   ……391万 7千円
●障害児給付費負担金        ,,,,……111万円
●新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

……7,594万2千円
●新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金

,……5,083万円
●埋蔵文化財発掘調査委託金      ……383万円
道支出金             ……251万 3千円
●障害者自立支援給付費負担金   ……195万 8千円
●障害児給付費負担金       ……55万 5千円
寄附金           ……2億6,797万1千円
●余市町ふるさと応援寄附金 ……2億 6,673万7千円
●公共施設建設整備寄附金     ,……2万 7千円
●余市町まち・ひと・しごと創生推進プロジェクト応援寄附金

,,……10万円
●図書館図書購入寄附金        ,……9万円
●社会福祉寄附金 ……101万 7千円

繰入金                ……950万円
●余市町ふるさと応援寄附金基金繰入金 ……950万円

繰越金              ……324万円

繰入金               ,……2,800万円
●新型コロナウイルスワクチン世襲事業町村負担

,……2,800万円

●社会福祉施設等建設基金積立金  ……101万 7千円
●公共施設建設整備基金積立金     ……2万7千円
●余市町ふるさと応援寄附金基金積立金

……2億 5,813万 7千円
●図書整備基金積立金          ,……9万円
●バス待合所修繕費         ……8万9千円
●ふるさと納税取扱業務関係経費 ……1,811万1千円
●プレミアム付商品券業務委託料   ,……6,500万円
●庁舎多目的トイレ等設置工事   ……866万 8千円
●一般廃棄物等収集運搬従事者特別給付金……100万円
●障害福祉サービス費等給付費   ……783万 4千円
●障害児給付費           ,,,,……222万円
●新型コロナウイルスワクチン接種関係経費 

,……7,883万円
●あゆ場公園管理委託料        ……150万円
●埋蔵文化財発掘調査委託料      ……383万円
●総合体育館管理委託料        ,,……50万円



◆補正予算の状況（第１２号） 

寄附に伴う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 1,001 万 7
千円を増額し、補正後の予算は 123億 2,520万 6千円となりました。
・補正の内容（１２号）

歳    入 歳    出 
地方譲与税           ……減 135万 1千円
●地方揮発油譲与税       ……減 360万 1千円
●自動車重量譲与税          ……226万円
●森林環境譲与税           ……減 1万円
各種交付金       ,,,,, ……減 2,692万 3千円
●利子割交付金          ……減 156万 4千円
●配当割交付金            ……48万 1千円
●株式等譲渡所得割交付金     ……124万 5千円
●法人事業税交付金          ……減406万円
●地方消費税交付金      ……減 1,276万 7千円
●ゴルフ場利用税交付金     ……減 18万 2千円
●環境性能割交付金           ……減 1,408万 7千円
●地方特例交付金 ,,,,,,,,,,……543万3千円
●交通安全対策交付金 、、、、、、 ……減 142万 2千円
地方交付税           ……2,144万 7千円
●普通交付税         ……減 2,435万 3千円
●特別交付税           0 ……4,580万円
寄附金             ……1,969万 1千円
●余市町ふるさと応援寄附金 11111……1,948万 1千円
●公共施設建設整備寄附金       ……15万円
●図書館図書購入寄附金     1111111……5万円
●社会福祉寄附金        1111111……1万円
繰越金              ……157万 1千円

諸収入             ……2,573万 2千円
●北後志衛生施設組合還付金 11111 ……740万 5千円
●北後志消防組合還付金     ……1,832万7千円
町債             ……減 1,425万円
●道路ストック整備事業債  ……減 50万円
●山田団地浄化槽整備事業債  ……10万円
●各公園環境整備事業債 ……減 110万円
●教職員住宅解体事業債 ……減150万円
●大浜中登線排水施設改修事業債 ……減 80万円
●バックホウ購入事業債   ……減370万円
●農業競争力基盤強化特別対策事業債 ……30万円
●水産物供給基盤機能保全事業債 ……減 110万円
●橋りょう補修整備事業債 ……減 1,030万円
●過疎地域自立促進特別事業債 ……減390万円
●臨時財政対策債 ……減 656万 3千円
●減収補てん債 ……1,481万3千円
各種事業費確定見込による減額   ……減 1,590万円

●財政調整基金積立金, ……1億円
●社会福祉施設等建設基金積立金 000000000……1万円
●公共施設等建設整備基金積立金 00000000……15万円
●余市町ふるさと応援寄附金基金積立金

……1,948万 1千円
●図書整備基金積立金 000000000000000000……5万円
●介護保険特別会計繰出金 7千,……減 3,215万 2千円
●国民健康保険特別会計繰出金 7 千,……減 492万円
●療養給付費負担金      ……減 2,546万 4千円
●後期高齢者医療特別会計繰出金 7,……減 323万 2千円
●水道事業会計負担金業    7千,……447万 6千円
●公共下水道特別会計繰出金 7千,……減 1,011万 8千円
●北後志消防組合負担金 000000000000……減 750万円
●公債費 ……減359万円
各種事業費確定見込による減額 ……減 2,717万 4千円


