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（単位：千円）

現計予算 １２月補正 補正後予算

 一　　般　　会　　計 25,485,168 398,788 25,883,956

 簡易水道事業特別会計 79,521 △3,700 75,821

 下水道事業特別会計 2,205,514 81,932 2,287,446

 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 164,054 163 164,217

 浅内財産区特別会計 1,857 － 1,857

 常盤財産区特別会計 12,868 － 12,868

 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） 7,371,218 － 7,371,218

 老人保健医療特別会計 2,210 － 2,210

 後期高齢者医療特別会計 619,634 － 619,634

 介護保険特別会計 5,557,309 203,007 5,760,316

　 　保険事業勘定 5,532,581 203,007 5,735,588

　 　介護サービス事業勘定 24,728 － 24,728

16,031,727 281,402 16,313,129

41,516,895 680,190 42,197,085

 水 道 事 業 会 計 1,666,961 △34,584 1,632,377

43,183,856 645,606 43,829,462

（単位：千円）

22年度12月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

25,883,956 27,189,536 △1,305,580 △4.8

16,313,129 16,001,951 311,178 1.9

1,632,377 1,530,565 101,812 6.7

43,829,462 44,722,052 △892,590 △2.0

会　　　　計　　　　別

総　　　　　　　　　計

会　　　　計　　　　別

総　　　　　　　　　計

企業会計

特別会計　計

一般会計・特別会計  合 計

一　　　般　　　会　　　計

特　　　別　　　会　　　計

※　一般会計の「１２月補正」欄は、議案第９３号と議案第９４号の合計です。

平成２２年度　１２月補正予算（案）

備　　　　　考

内　訳　別　紙

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計

〃

〃

内　訳　別　紙

内　訳　別　紙

企　　　業　　　会　　　計

内　訳　別　紙

前　年　同　期　比　較　表

※　下水道事業特別会計の「１２月補正」欄は、議案第９６号と議案第１０１号の合計です。



議案第９３号

款名 補正額 特定財源 一般財源

商工費 新 プレミアム付き商品券発行事業費補助金 16,000 16,000

災　害
復旧費

新 補助道路河川災害復旧事業費 5,328 5,285 43

【繰越明許費補正】
　追加 （単位：千円）

款名 金　額

商工費 16,000

議案第９４号

款名 補正額 特定財源 一般財源

総務費 一般管理費 1,221 196 1,025

減債基金積立金 90,335 90,335

過年度国庫負担金等返還金 4,734 4,734

民生費 障害者自立支援介護給付費等事業費 28,312 21,232 7,080

地域生活支援事業費 2,123 1,591 532

障害者補装具費 2,240 1,680 560

日常生活用具の申請件数の増による追加

補装具の申請件数の増及び低所得者の自己負担
がなくなったことによる追加

補正後の減債基金残高 590,890千円

障害者自立支援給付費等国庫負担（補助）金、
外７件の返還金

対象者数の増及び報酬単価の増による追加

事　　業　　名　　等 説　　　　　明

欠員補充に係る臨時職員賃金の追加

（単位：千円）

主　　な　　歳　　出

（単位：千円）

能代商工会議所及び二ツ井町商工会が発行する
商品券のプレミアム分（10％）を助成
　能代商工会議所補助金 13,000千円
　二ツ井町商工会補助金  3,000千円

7月29日～30日の豪雨災害による河川災害復旧事
業（３箇所）

事　　　業　　　名

プレミアム付き商品券発行事業費補助金

事　　業　　名　　等 説　　　　　明
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款名 補正額 特定財源 一般財源

障害者自立支援臨時対策事業費 1,269 950 319

軽度生活援助事業費 1,921 10,100 △8,179

既存小規模福祉施設スプリンクラー整備事業費 16,482 16,482 0

介護保険特別会計繰出金 27,426 27,426

認可保育所運営費 2,428 2,428

生活保護費 190,000 142,392 47,608

中国残留邦人等生活支援費 1,356 1,124 232

衛生費 簡易水道事業特別会計繰出金 △3,700 △3,700

農林水
産業費

新 秋田県営農維持緊急支援資金保証料補助金 1,188 1,188

新規需要米生産体制緊急整備事業費 3,631 2,793 838

松くい虫対策事業費 2,211 2,211 0

林道西ノ沢小滝線開設事業費 9,776 9,730 46

土木費 浄化槽設置整備事業(個人設置型)補助金 6,587 2,110 4,477

道路改良事業費（能代地域） 3,512 8,270 △4,758

中川原橋架替事業費 △3,405 △3,384 △21

災　害
復旧費

新 補助道路河川災害復旧事業費 23,446 23,394 52

新規需要米の生産拡大に必要な機械の整備等へ
の助成

マツ林健全化整備事業伐採委託料（浅内地区）
の増等による追加

追加内示に伴う事業費の追加

人槽の種別（5人槽△15基、7人槽＋12基、10人
槽＋3基）等の変更による追加

社会資本整備総合交付金事業の組替による追加

契約差金の整理等による減額

8月31日の豪雨災害による道路災害復旧事業（３
箇所）の追加

医療支援費の増による追加

職員人件費の減に伴う繰出金の減額

異常気象による農産物の減収に伴う平成２３年
度の再生産に必要な資金の保証料を助成

介護給付費の増等による追加

臨時保育士賃金及び燃料費等の増による追加

生活扶助費及び医療扶助費等の増による追加

移行時運営安定化事業の対象事業所の増等によ
る追加

利用券使用見込枚数の増による追加

国の交付基準の変更に伴う対象施設への助成（7
施設）

事　　業　　名　　等 説　　　　　明



款名 補正額 特定財源 一般財源

諸　支
出　金

水道整備事業出資金(北東部地区) △4,617 △4,700 83

職員人件費（事業費支弁分を除く） △15,869 △15,869

能代山本広域市町村圏組合負担金 △26,329 15,300 △41,629

【繰越明許費補正】
　追加 （単位：千円）

款名 金　額

農林水
産業費

13,664

災　害
復旧費

23,446

【債務負担行為補正】
　追加 （単位：千円）

款名 限度額

農林水
産業費

8,716

商工費 4,897

土木費 31,500

事　　業　　名　　等 説　　　　　明

秋田県営農維持緊急支援資金利子補給費補助金（２
２年度）

平成22年度～27年度

北東部地区の水道整備事業終了に伴う出資金の
減額

空き店舗流動化支援事業補助金 平成22年度～23年度

道路維持費 平成22年度～23年度

事　　　業　　　名

林道西ノ沢小滝線開設事業費

補助道路河川災害復旧事業費

事　　　　　　項 期　　　　間

関　係
費目に
計　上

人事異動及び人事院勧告・秋田県人事委員会勧
告等に伴う減額

人件費の減額（△23,083千円）及び事業費の整
理による減額（△3,246千円）
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議案第９３号 （単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額

国 庫 支 出 金 公共土木施設災害復旧費負担金 3,385

繰 入 金 財政調整基金繰入金 16,703

議案第９４号 （単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額

個人市民税 40,000

法人市民税 58,000

分 担 金 及 び 負 担 金 老人福祉施設入所負担金 4,394

障害者自立支援介護給付費等負担金 14,155

保護費負担金 142,392

公共土木施設災害復旧費負担金 14,894

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 16,482

障害者自立支援介護給付費等負担金 7,077

新規需要米生産体制緊急整備事業費補助金 2,793

流域育成林整備事業費補助金 5,730

マツ林健全化整備事業費補助金 2,211

寄 附 金 財団法人能代市開発公社寄附金 20,907

繰 入 金 財政調整基金繰入金 △51,095

資源ごみ売払収入 13,448

保育所運営費国庫負担金精算過年度収入 2,337

過疎地域自立促進特別事業債 63,000

林道西ノ沢小滝線開設事業債 4,000

道路整備事業債 2,700

公共土木施設災害復旧債 8,500

水道整備事業（出資金）債 △4,700

主　　な　　歳　　入

市 税

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

諸 収 入

市 債



簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計簡易水道事業特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　△△△△3333,,,,700700700700千円千円千円千円）））） （単位：千円）

繰入金 △3,700 簡易水道費 △3,700

議案第議案第議案第議案第９６９６９６９６号号号号　　　　下水道事業特別会計下水道事業特別会計下水道事業特別会計下水道事業特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　△△△△18181818,,,,068068068068千円千円千円千円））））

国庫支出金 5,000 総務費 △18,068

繰入金 704

諸収入 △2,172

市　債 △21,600

○繰越明許費の設定　　補助事業費(社会資本交付金事業) 31,000千円

○債務負担行為の追加　能代終末処理場等包括的維持管理業務委託費

議案第議案第議案第議案第１０１１０１１０１１０１号号号号　　　　下水道事業特別会計下水道事業特別会計下水道事業特別会計下水道事業特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　100100100100,,,,000000000000千円千円千円千円））））

国庫支出金 50,000 総務費 100,000

市　債 50,000

平成２２年度　特別会計　１２月補正予算（案）

歳　　　　　入 歳　　　　　出 備　　　　　　　　　考

歳　　　　　入 歳　　　　　出

　　　　　　　　　　　（期間：平成22年度～平成23年度、限度額：134,243千円）

歳　　　　　入 歳　　　　　出 備　　　　　　　　　考

○繰越明許費の変更　　補助事業費(社会資本交付金事業) 31,000千円→131,000千円

備　　　　　　　　　考
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浄化槽整備事業特別会計浄化槽整備事業特別会計浄化槽整備事業特別会計浄化槽整備事業特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　163163163163千円千円千円千円）））） （単位：千円）

繰入金 163 事業費 530

公債費 △367

介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計（（（（保険事業勘定保険事業勘定保険事業勘定保険事業勘定）（）（）（）（補正額補正額補正額補正額　　　　203203203203,,,,007007007007千円千円千円千円））））

国庫支出金 52,440 総務費 2,072

支払基金交付金 59,326 保険給付費 198,258

県支出金 27,587 地域支援事業費 2,677

繰入金 63,644

諸収入 10

備　　　　　　　　　考

歳　　　　　入 歳　　　　　出 備　　　　　　　　　考

歳　　　　　入 歳　　　　　出



水道事業会計水道事業会計水道事業会計水道事業会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　△△△△34343434,,,,584584584584千円千円千円千円）））） （単位：千円）

・収益的支出　493

　　原水及び浄水費 △162

　　配水及び給水費 △76

　　業務費 601

　　総係費 130

・資本的収入　△38,951 ・資本的支出　△35,077

　　企　業　債 △4,700 　　建設費 △38,087

　　出　資　金 △4,617 　　管路近代化事業費 3,010

　　国庫補助金 △4,617

　　工事負担金 △25,017

収　　　　　入 支　　　　　出 備　　　　　　　　　考

平成２２年度　企業会計　１２月補正予算（案）

収益的支出＋資本的支出 △34,584

- 8 -


