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歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 3号補正 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 06 企画費 所属 0101010800-0000 企画課

事業

0306 駅舎新築改修工事事業 (簡略番号：041160) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 3,784 35,673 39,457 39,457

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

34,100
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他 5,001 5,001
事業期間 令 3. 6.18～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 臨時 地方債 3,800 30,300

補助単独区分 目的区分 総－総－その他 一般財源 △16 372 356

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　本町所有の泊駅舎の建て替えを行うにあたり、トイレ設備について再検討した結果、女子
　トイレ設備を１基追加するとともに、ベビーチェアを男子トイレに１台、女子トイレに２
　台設置するものである。
　【補正の必要性】
　ＪＲ利用者や観光客等がトイレを利用される際の利便性の更なる向上のため、それに要す
　る経費を追加するものである。

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費

　【補正の内容】
　工事監理業務委託費 110千円、駅舎建替工事費　3,674千円
　

２．根拠法令

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】安全で住みやすいまちづくり(交通環境の充実)

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　ＪＲ泊駅舎の建て替えを行う。
　【事業の効果】
　駅利用者の利便性の向上が図られ、観光振興や福祉の面にも寄与する。

６．財源の説明
　【地方債】　　3,800千円
　【一般財源】　 △16千円

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

05 災害補償費 20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 110 110 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費 3,674 3,674
15 原材料費 合　計 3,784 3,784

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
地方債 21010103017 過疎対策事業債（駅舎新築改修 3,800

補助金等の名称

02款 01項 06目 030600000事業 駅舎新築改修工事事業

補助基本額 補助率 補助金額

実施
計画

実施計画
計 上 額
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歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 3号補正 （単位：千円）

民生費 項 社会福祉費 01 社会福祉総務費 所属 0101014100-0000 総合福祉課

事業

0285 生活困窮者自立支援金支給事業 (簡略番号：042555) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 5,123 5,123 5,123

財
源
内
訳

国庫支出金 5,122 5,122
県支出金

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
事業期間 令 3. 6.18～令 4. 3.31 新規･継続 新規 臨･経 臨時 地方債

補助単独区分補助事業 目的区分 民－社会福祉費 一般財源 1 1

１．事業の概要と必要性
　【事業概要】
　　新型コロナウィルス感染症の影響による生活困窮世帯については、生活福祉資金の特例
　貸付による支援が行われてきたが、影響が長期化する中、さらなる借入ができなくなった
　困窮世帯の当面の生活費を支え、就労あるいは円滑に生活保護の受給へつなげるため、３
　か月間この支援金を支給するもの（6/11付で国からの通知あり）
　・収入要件　申請時の世帯全員の収入が、市町村民税均等割非課税相当の収入の1/12と住
　　　　　　　宅扶助基準額の合計額を超えないこと。

03 職員手当等 59 59 18 負担金､補助及び交付金

04 共済費 19 扶助費

　・資産要件　預貯金が収入要件の6倍以下(ただし100万円以下)
　・求職等要件　①月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
　　　　　　　　②月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
　　　　　　　　③原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
　・支給額(月額)　1人世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円
　・支給期間　3か月　　　　・申請期間　R3.7月～8月末まで
　【事業の必要性】
　　新型コロナの影響により収入減となった者で、その状態が継続している者に対して就労
　による自立が図られるまで、その間の生活費を支給する必要がある。

２．根拠法令
　生活困窮者自立支援法

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次湯梨浜町総合計画】共に支え合う町民が主役のまちづくり

５．本年度の計画効果
　・支給見込　1人世帯　　　　7世帯×60,000円×3か月＝1,260,000円
　　　　　　　2人世帯　　　　2世帯×80,000円×3か月＝　480,000円
　　　　　　　3人以上世帯　11世帯×100,000円×3か月＝3,300,000円
　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,040,000円
　・自立支援金を給付することにより、当面の生活費を支えることができる。

６．財源の説明
　【国庫支出金】新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金　5,122千円
　【一般財源】　1千円

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

5,040 5,040
05 災害補償費 20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 20 20 25 寄附金
11 役務費 4 4 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 5,123 5,123

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020201415 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 5,122

補助金等の名称 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金

03款 01項 01目 028500000事業 生活困窮者自立支援金支給事業

補助基本額 5,122 補助率 100.0% 補助金額 5,122

実施
計画

実施計画
計 上 額


