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（単位：千円）

現計予算 ６月補正 補正後予算

　　　一　　般　　会　　計 23,990,100 88,200 24,078,300

簡易水道事業特別会計 79,521 － 79,521

下水道事業特別会計 2,165,624 39,890 2,205,514

農業集落排水事業特別会計 13,568 － 13,568

浄化槽整備事業特別会計 164,054 － 164,054

浅内財産区特別会計 1,732 － 1,732

常盤財産区特別会計 12,152 － 12,152

鶴形財産区特別会計 1,668 － 1,668

檜山財産区特別会計 2,306 － 2,306

国民健康保険特別会計（事業勘定） 7,240,909 100,772 7,341,681

老人保健医療特別会計 911 － 911

後期高齢者医療特別会計 618,011 － 618,011

介護保険特別会計 5,528,635 － 5,528,635

　　保険事業勘定 5,503,907 － 5,503,907

　　介護サービス事業勘定 24,728 － 24,728

特別会計　計 15,829,091 140,662 15,969,753

39,819,191 228,862 40,048,053

企業 水 道 事 業 会 計 1,666,961 － 1,666,961

41,486,152 228,862 41,715,014

（単位：千円）

22年度6月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

24,078,300 25,635,580 △1,557,280 △6.1

15,969,753 15,891,181 78,572 0.5

1,666,961 1,538,180 128,781 8.4

41,715,014 43,064,941 △1,349,927 △3.1

内　訳　別　紙

内　訳　別　紙

平成２２年度　６月補正予算（案）

会　　　　計　　　　別 備　　　　　考

内　訳　別　紙

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計

企　　　業　　　会　　　計

前　年　同　期　比　較　表

一　　　般　　　会　　　計

会　　　　計　　　　別

総　　　　　　　　　計

一般会計・特別会計  合 計

総　　　　　　　　　計

特　　　別　　　会　　　計



款名 補正額 特定財源 一般財源

総務費 10,000 10,000

新 1,179 1,179 0

衛生費 1,357 1,357

農林水
産業費

新 2,216 1,705 511

新 30,593 30,593

新 6,000 6,000 0

新 1,219 1,219 0

△4,513 △1,305 △3,208

新 4,946 1,514 3,432

商工費 3,315 13 3,302

土木費 新 3,777 3,777

8,100 8,100

△3,773 △2,075 △1,698

国の転作作物への助成単価が減額されたため、
市独自の激変緩和支援を行う。

農地の利用集積を促進するため、奨励金を所有
者と利用者双方に、10a当たり１万円交付する。

21年度に増減のあった道路について、道路台帳
を補正する。

市道仁鮒麻生線に岩が崩落したため、対策工事
等を行う。

橋りょう長寿命化修繕計画の策定年度等の変更
により減額する。

土壌分析を行うため、臨時職員を１人雇用す
る。

山谷地区ほ場整備事業が中止になったため減額
する。

（単位：千円）

主　　な　　歳　　出

説　　　　　明

平成22年2月15日に山木雄三さんから寄附された
10,000千円を財政調整基金の特定分として積立
てる。

財産台帳等を整備するため、臨時職員を１人雇
用する。

市内６カ所の資源ごみ拠点巡回収集運搬業務を
委託する。

新規需要米の生産拡大に必要な共同利用機械の
整備等へ補助する。

清掃費

新規需要米生産体制緊急整備事業費

水田利活用緊急支援対策事業費補助金

轟地区ほ場整備予定地区の計画策定のため、調
査計画概要等を作成する。

企業誘致活動を一層強化するため、企業誘致推
進員を１人雇用し、企業訪問等に取り組む。

道路台帳補正業務委託費

事　　業　　名　　等

財政調整基金積立金

財産台帳等整備事業費（緊急雇用）

道路維持費

道路改良事業費（能代地域）

農地利用集積事業費補助金

土壌分析事業費（緊急雇用）

山谷地区ほ場整備事業費

轟地区ほ場整備事業費

企業開発費
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款名 補正額 特定財源 一般財源

△5,110 △5,110

60,000 60,000

教育費 △40,972 △9,800 △31,172

6,729 6,700 29

△2,765 △2,765

【継続費補正】

　追加 （単位：千円）

款名 総　額 年　度 年割額

教育費 135,743 平成22年度 83,973

平成23年度 51,770

　変更 （単位：千円）

総　額 年　度 年割額 総　額 年　度 年割額 総　額 年　度 年割額

教育費 132,092 平成22年度 52,837 143,085 平成22年度 59,566 10,993 平成22年度 6,729

平成23年度 79,255 平成23年度 83,519 平成23年度 4,264

グラウンドの芝生化等のため工事費を増額し、
継続費の設定により２２年度事業費を減額す
る。

社会資本整備総合交付金及び下水道事業債の増
額等に伴い減額する。

申請戸数の大幅な増が見込まれるため増額す
る。（400戸→900戸）

（グラウンド整備工事費）

款名 事　　　業　　　名

第四小学校建設事業費

（グラウンド整備工事費）

補　　正　　額

事　　　業　　　名

説　　　　　明

グラウンドの芝生化のため工事費を増額し、継
続費の２２年度年割額を変更する。

山谷地区ほ場整備事業の中止に伴い、埋蔵文化
財調査関係予算を減額する。

補　　正　　前 補　　正　　後

事　　業　　名　　等

二ツ井小学校建設事業費

下水道事業特別会計繰出金

住宅リフォーム緊急支援事業費

二ツ井小学校建設事業費

第四小学校建設事業費

埋蔵文化財調査事業費



（単位：千円）

款　　　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額

国 庫 支 出 金 社会資本整備総合交付金 △2,075

県 支 出 金 緊急雇用創出臨時対策基金事業費補助金（総務費県補助金） 1,172

新規需要米生産体制緊急整備事業費補助金 1,705

農地利用集積事業費補助金 6,000

緊急雇用創出臨時対策基金事業費補助金（農林水産業費県補助金） 1,214

繰 入 金 財政調整基金繰入金 58,169

繰 越 金 前年度繰越金 10,000

諸 収 入 能代市鳥獣被害対策協議会貸付金返還金（元金分） △2,000

（財）秋田県市町村振興協会助成金 14,725

市 債 二ツ井小学校建設事業債 △9,800

第四小学校建設事業債 6,700

主　　な　　歳　　入
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下水道事業特別会計（補正額　39,890千円） （単位：千円）

国庫補助金 16,600 総務管理費 △5,110

他会計繰入金 △5,110 下水道事業費 45,000

市　債 28,400

国民健康保険特別会計（事業勘定）（補正額　100,772千円）

平成２２年度　特別会計　６月補正予算（案）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

国民健康保険特別会計（事業勘定）（補正額　100,772千円）

国民健康保険税 △33,036 後期高齢者支援金等 1,380

前期高齢者交付金 1,808 前期高齢者納付金等 △110

繰越金 132,000 老人保健拠出金 △5

介護納付金 △1,203

予備費 100,710

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考


