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（単位：千円）

現計予算 ９月補正 補正後予算

　　　一　　般　　会　　計 24,103,983 1,339,000 25,442,983

簡易水道事業特別会計 79,521 － 79,521

下水道事業特別会計 2,205,514 0 2,205,514

農業集落排水事業特別会計 13,568 0 13,568

浄化槽整備事業特別会計 164,054 0 164,054

浅内財産区特別会計 1,732 125 1,857

常盤財産区特別会計 12,152 716 12,868

鶴形財産区特別会計 1,668 0 1,668

檜山財産区特別会計 2,306 0 2,306

国民健康保険特別会計（事業勘定） 7,341,681 29,537 7,371,218

老人保健医療特別会計 911 1,299 2,210

後期高齢者医療特別会計 618,011 1,623 619,634

介護保険特別会計 5,528,635 28,674 5,557,309

　　保険事業勘定 5,503,907 28,674 5,532,581

　　介護サービス事業勘定 24,728 － 24,728

特別会計　計 15,969,753 61,974 16,031,727

40,073,736 1,400,974 41,474,710

企業 水 道 事 業 会 計 1,666,961 － 1,666,961

41,740,697 1,400,974 43,141,671

（単位：千円）

22年度9月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

25,442,983 26,881,958 △1,438,975 △5.4

16,031,727 16,006,029 25,698 0.2

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

43,141,671 44,426,167 △1,284,496 △2.9総　　　　　　　　　計

一般会計・特別会計  合 計

総　　　　　　　　　計

特　　　別　　　会　　　計

一　　　般　　　会　　　計

会　　　　計　　　　別

〃

〃

〃

〃

企　　　業　　　会　　　計

〃

〃

〃

前　年　同　期　比　較　表

〃

〃

内　訳　別　紙

〃

〃

平成２２年度　９月補正予算（案）

会　　　　計　　　　別 備　　　　　考

内　訳　別　紙

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計



款名 補正額 特定財源 一般財源

総務費 499,473 499,473

500,000 500,000

37,697 37,697

8,117 8,117 0

新 1,800 1,800

1,643 428 1,215

新 1,844 1,844

2,085 2,085

△29,690 △29,690

△1,058 △1,058 0

新 7,390 7,390

民生費 1,410 1,410

1,397 682 715

国勢調査委託金の交付決定に伴う予算の組み替
え

（単位：千円）

主　　な　　歳　　出

事　　業　　名　　等 説　　　　　明

庁舎整備市民懇話会、市民アンケートの実施及
び庁舎整備基本計画の策定

減債基金積立金

地域集会所建設事業費補助金

事業終了に伴う整理

所得税申告書等の地方団体への電子的送付開始
に伴う、国税連携システムの改修及び委託契約
の差金整理等

市長市議選挙費

車両管理費（集中管理） 追突された集中管理車の更新

普通財産管理費

市議会議事堂耐震診断業務委託費

市税賦課費

財政調整基金積立金
繰越金の1/2以上の積み立て等
補正後の財政調整基金残高 1,829,841千円（う
ち一般分 1,600,838千円）

今後増加が見込まれる公債費に充当するための
積み立て
補正後の減債基金残高 500,555千円

土地開発公社の解散に伴う、公社所有の土地の
購入（普通財産分）及び駐車場用地の整地工事

市議会議事堂の耐震診断用解析データ収集委託
費及び耐震診断委託費

福祉医療費の審査支払機関の変更に伴う審査支
払手数料の増

福祉医療費支給事務費

庁舎整備事業費

自治会館を取得する緑ヶ丘第三自治会への補助

過年度国庫負担金等返還金
平成２１年度疾病予防対策事業費等国庫補助金
の精算に伴う返還金

高齢者住宅改修助成事業費

国勢調査費

申請見込み件数の増に伴う追加（3件→21件）
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款名 補正額 特定財源 一般財源

11,628 10,209 1,419

2,177 1,026 1,151

衛生費 新 1,635 1,635 0

12,694 12,694

農林水
産業費

1,300 1,000 300

2,872 2,872

1,700 1,700 0

△1,955 △1,891 △64

土木費 △8,133 △8,133

△1,991 △1,991

4,365 4,400 △35

2,900 3,600 △700

4,594 4,400 194

100,000 100,000

3,000 2,800 200

2,000 2,000 0

県営ほ場整備事業費負担金等（富根地区）

国の補助財源及び基準額の変更等に伴う事業費
の増

事業費の追加に伴う負担金の増

林道維持管理費

予防接種費

子育て支援センター事業費

日本脳炎定期予防接種の積極的な勧奨の再開に
伴う件数の増（1,300件→3,200件）等

林道北米代線の一部で路肩が決壊したことによ
る復旧工事

健康づくり事業費（緊急雇用） 健康づくり事業補助員を１人雇用

産休等に伴い臨時職員を２人雇用

事　　業　　名　　等 説　　　　　明

法人保育所特別保育事業費等補助金

職員人件費
社会資本整備総合交付金事業の事務費の起債振
り替えに伴う整理

道路橋りょう事務費 〃

林道米代線開設事業費負担金 事業費の追加に伴う負担金の増

林道西ノ沢小滝線開設事業費 補助内示に伴う事業費の減

中川原橋架替事業費 〃

除排雪対策費
除排雪委託料の追加（13,000千円→113,000千
円）

道路改良事業費（二ツ井地域） 〃

道路改良事業費（能代地域） 〃

改良事業費
藤山線改良工事に伴う旧国道の拡幅に要する測
量設計業務の追加

急傾斜地崩壊対策事業費負担金
富根清水地区の斜面崩落に伴う県工事負担金の
追加



款名 補正額 特定財源 一般財源

△9,260 △9,260

1,804 1,804

新 31,088 31,088

50,000 50,000

教育費 84,787 90,400 △5,613

【継続費補正】
　追加 （単位：千円）

款名 総　額 年　度 年割額

教育費 605,396 平成22年度 100,270

平成23年度 505,126

【繰越明許費】
（単位：千円）

款名 金　額

総務費 6,300

【債務負担行為補正】
　追加 （単位：千円）

限度額

727,559

事　　業　　名　　等 説　　　　　明

下水道事業特別会計繰出金
前年度繰越金及び下水道事業債の追加に伴う整
理

住宅リフォーム緊急支援事業費
申請見込み件数の増に伴う追加（900件→1,300
件）

全天候型陸上競技場整備事業費
平成23年度工事を前倒しし、22・23年度の継続
事業として実施することによる追加等

公園維持管理費
子ども館前埋設配管取替工事及び市民プール前
屋外トイレ屋根防水補修工事

市営向ヶ丘住宅駐車場用地整備事業費
土地開発公社の解散に伴う公社所有の土地の購
入（市営向ヶ丘住宅駐車場用地分）及び駐車場
用地の整地工事

事　　　　　　項 期　　　　間

住民情報システム運用事業費 平成22年度～平成30年度

事　　　業　　　名

全天候型陸上競技場整備事業費

事　　　業　　　名

庁舎整備事業費（庁舎整備基本計画策定業務委託
費）
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（単位：千円）

款　　　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額

市 税 固定資産税 61,000

地 方 特 例 交 付 金 地方特例交付金 29,895

地 方 交 付 税 普通交付税 723,471

国 庫 支 出 金 第一庁舎耐震補強事業費補助金（合併補助金） 15,890

市議会議事堂耐震診断事業費補助金（合併補助金） 8,117

次世代育成支援対策交付金 △8,982

県 支 出 金 地域子育て支援拠点事業費補助金 △10,081

一時保育促進事業費補助金 △5,262

延長保育促進事業費補助金 38,533

財 産 収 入 能代市土地開発公社出資金返還金 5,000

能代市土地開発公社残余財産収入 38,500

繰 入 金 財政調整基金繰入金 △88,854

ふるさと創生基金繰入金 △8,700

繰 越 金 前年度繰越金 343,166

市 債 （仮称）檜山地域拠点施設整備事業債 9,300

保育所施設等整備事業（補助金）債 5,500

道路整備事業債 10,800

橋りょう架替事業債 4,400

能代河畔公園整備事業債 3,100

全天候型陸上競技場整備事業債 90,400

臨時財政対策債 58,600

主　　な　　歳　　入



下水道事業特別会計（補正額　0千円） （単位：千円）

他会計繰入金 △9,260

繰越金 7,660

市　債 1,600

農業集落排水事業特別会計（補正額　0千円）

他会計繰入金 △279

繰越金 279

浄化槽整備事業特別会計（補正額　0千円）

他会計繰入金 △191

繰越金 191

平成２２年度　特別会計　９月補正予算（案）

歳　　　　　入 歳　　　　　出 備　　　　　　　　　考

歳　　　　　入 歳　　　　　出 備　　　　　　　　　考

歳　　　　　入 歳　　　　　出 備　　　　　　　　　考

- 6 -



- 7 -

浅内財産区特別会計（補正額　125千円） （単位：千円）

基金繰入金 △214 総務管理費 84

繰越金 339 積立金 41

常盤財産区特別会計（補正額　716千円）

基金繰入金 △1,452 総務管理費 716

繰越金 2,168

鶴形財産区特別会計（補正額　0千円）

基金繰入金 △333

繰越金 333

檜山財産区特別会計（補正額　0千円）

基金繰入金 △714

繰越金 714

歳　　　　　入 歳　　　　　出 備　　　　　　　　　考

歳　　　　　入 歳　　　　　出 備　　　　　　　　　考

歳　　　　　入 歳　　　　　出 備　　　　　　　　　考

歳　　　　　入 歳　　　　　出 備　　　　　　　　　考



国民健康保険特別会計（事業勘定）（補正額　29,537千円） （単位：千円）

療養給付費等交付金 15,574 徴税費 811

県補助金 807 前期高齢者納付金等 71

繰越金 13,152 償還金及び還付加算金 33,020

雑入 4 予備費 △4,365

老人保健医療特別会計（補正額　1,299千円）

繰越金 1,299 償還金 1,299

後期高齢者医療特別会計（補正額　1,623千円）

繰越金 1,623 後期高齢者医療広域連合納付金 1,623

歳　　　　　入 歳　　　　　出 備　　　　　　　　　考

歳　　　　　入 歳　　　　　出 備　　　　　　　　　考

歳　　　　　入 歳　　　　　出 備　　　　　　　　　考
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介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額　28,674千円） （単位：千円）

支払基金交付金 624 償還金及び還付加算金 28,674

基金繰入金 △62,315

繰越金 90,365

歳　　　　　入 歳　　　　　出 備　　　　　　　　　考


