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（単位：千円）

現計予算 １２月補正 補正後予算

28,669,859 1,500 28,671,359

195,201 631 195,832

2,458,152 △291,906 2,166,246

14,132 － 14,132

164,568 △5,556 159,012

4,795 － 4,795

3,577 － 3,577

2,294 － 2,294

3,077 － 3,077

7,039,216 － 7,039,216

582,445 － 582,445

6,184,674 1,976 6,186,650

　 　保険事業勘定 6,161,174 1,976 6,163,150

　 　介護サービス事業勘定 23,500 － 23,500

16,652,131 △294,855 16,357,276

45,321,990 △293,355 45,028,635

 水 道 事 業 会 計 1,482,024 △10,157 1,471,867

46,804,014 △303,512 46,500,502

（単位：千円）

23年度12月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

28,671,359 25,883,956 2,787,403 10.8

16,357,276 16,313,129 44,147 0.3

1,471,867 1,632,377 △160,510 △9.8

46,500,502 43,829,462 2,671,040 6.1

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

平成２３年度　１２月補正予算

備　　　　　考

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計

企　　　業　　　会　　　計

前　年　同　期　比　較　表

 簡易水道事業特別会計

 一　　般　　会　　計

 下水道事業特別会計

 農業集落排水事業特別会計

 浄化槽整備事業特別会計

 浅内財産区特別会計

 常盤財産区特別会計

 鶴形財産区特別会計

 檜山財産区特別会計

 国民健康保険特別会計

 後期高齢者医療特別会計

 介護保険特別会計
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款名 補正額 特定財源 一般財源

総務費 防災対策費 △1,370 △1,370

新 過年度国庫負担金等返還金 15,466 15,466

県議会議員選挙費 △4,162 △4,162 0

民生費 障害者自立支援医療費 7,192 5,392 1,800

新 地域支え合い体制づくり事業費 8,110 8,110 0

新 くらしの安心サポート推進事業費補助金 5,939 5,939 0

子ども手当費 △113,179 △112,942 △237

子育て支援センター事業費 △3,150 △3,150

認可保育所運営費 6,231 6,231

衛生費 施設管理費（斎場費） 1,028 1,028

農林水
産業費

新 重点品目産地づくり支援交付金事業費 13,888 13,888 0

商工費
東北地方太平洋沖地震復旧支援資金利子補給費
補助金

11,000 11,000

燃料費の単価アップ等による増額

重点推進品目等に対する国の平成21年度の転作
助成額の水準を確保するための交付金

融資総額が確定したことに伴う利子補給費の追
加

入所児童増による臨時保育士賃金等の増額

能代市社会福祉協議会が地域支え合い活動を行
う住民（団体）へ貸し出す福祉車両等の購入経
費への助成

手当月額の変更等による減額

人事異動による職員配置に伴う臨時保育士賃金
の減

障害者自立支援給付費等国庫負担金、外９件の
翌年度精算による返還金

事業終了による整理

更生医療費の見込み増による

（単位：千円）

事　　　業　　　名 説　　　　　明

主　　な　　歳　　出

契約差金の整理及び県交付金事業の精算に伴う
避難施設のラジオ、ストーブ等の購入

住民が主体的に高齢者等への支援を行う「地域
支え合い活動」の体制づくりのための助成



款名 補正額 特定財源 一般財源

土木費 浄化槽設置整備事業（個人設置型）補助金 2,584 2,182 402

改良事業費 1,933 5,291 △3,358

河川維持費 1,200 1,200

消防費 秋田県市町村総合事務組合納付金 19,380 19,380

車庫兼休憩所新築事業費 2,614 2,600 14

教育費 小学校管理費 1,759 1,759

中学校管理費 1,626 1,626

常盤中学校グラウンド改修設計費 △1,407 △1,407

新 常盤中学校グラウンド補修費 3,271 3,271

公債費 長期債元金 5,374 1,204 4,170

【繰越明許費補正】

　追加 （単位：千円）

款名 金　額

消防費 9,397

教育費 3,271

7月20日強風の表層土飛散によるグラウンド補修
工事

地域集会所建設資金貸付金の繰上償還及び起債
前借の減額借換等に係る償還

燃料費の単価アップ等による増額

燃料費の単価アップ等による増額

グラウンド整備の見直しによる実施設計費の減
額

豪雨対策のため二ツ井白神土地改良区が行う岩
堰用水路切り離し工事に対する負担金

東日本大震災による消防団員等公務災害補償に
係る追加負担

二ツ井第５分団仁鮒班の車庫兼休憩所新築工事
費の変更

説　　　　　明

申請見込み件数の増に伴う増額（120基→135
基）

社会資本整備総合交付金の確定（５％留保解
除）による増額

事　　　　業　　　　名

車庫兼休憩所新築事業費

常盤中学校グラウンド補修費

事　　　業　　　名
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【債務負担行為補正】

　追加 （単位：千円）

限度額

7,674

1,500

6,396

1,100

2,711

48,000

420,000

　変更 （単位：千円）

限度額 限度額

49,000 76,000

事　　　　　　　　　項 期　　　　間

保坂福祉会館松寿園指定管理料 平成24年度～26年度

能代市総合技能センター指定管理料 平成24年度～26年度

ブナの森ふれあい伝承館指定管理料 平成24年度～26年度

畑作生産基盤改善支援事業費補助金 平成23年度～24年度

空き店舗流動化支援事業補助金 平成23年度～24年度

道路維持費 平成23年度～24年度

東北地方太平洋沖地震復旧支援資金利子補給費補助金 平成24年度～25年度 平成24年度～25年度

能代市総合体育館等スポーツ施設指定管理料 平成24年度～26年度

事　　　　　　項
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

期　　　　間 期　　　　間



（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額 備　　　　　　考

個人市民税 △29,000

法人市民税 23,000

固定資産税 30,000

地方特例交付金 地方特例交付金 10,364

障害者自立支援医療費負担金 3,595

子ども手当負担金 △112,700

循環型社会形成推進交付金 1,180

社会資本整備総合交付金 70,588

障害者自立支援医療費負担金 1,797

地域支え合い体制づくり事業費補助金 14,049

重点品目産地づくり支援交付金 13,888

合併浄化槽設置整備事業費補助金 1,002

県議会議員選挙委託金 △4,162

繰 入 金 財政調整基金繰入金 20,040

諸 収 入 集会所建設資金貸付金返還金 1,204

過疎地域自立促進特別事業債 4,900

道路整備事業債 △65,600

市営住宅建替事業債 10,000

消防施設整備事業債 2,600

主　　な　　歳　　入

市 債

県 支 出 金

国 庫 支 出 金

市 税
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（単位：千円）

雑　入 631 営業費 631

○債務負担行為の設定：能代市富根地区簡易水道指定管理料（平成24年度～平成26年度）

　　　　　　　　　　　能代市仁鮒地区簡易水道指定管理料（平成24年度～平成26年度）

　限度額は、各年度における給水使用料及び手数料等から積立金及び保険料等を控除した額

国庫補助金 △145,600 総務管理費 △622

他会計繰入金 402 下水道事業費 △291,284

雑　入 492

市　債 △147,200

歳　　　　　　出 備　　　　　　考

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　　　　631631631631千円千円千円千円））））

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　　　　△△△△291291291291,,,,906906906906千円千円千円千円））））

平成２３年度　特別会計　１２月補正予算

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

歳　　　　　　入



（単位：千円）

分担金 △662 事業費 △5,556

国庫補助金 △1,848

他会計繰入金 △46

市　債 △3,000

国庫負担金 3,493 総務管理費 54

国庫補助金 755 介護認定審査会費 21

支払基金交付金 12 介護サービス等諸費 △142

県負担金 △3,493 その他諸費 142

県補助金 378 介護予防事業費 40

一般会計繰入金 450 包括的支援事業・任意事業費 1,861

基金繰入金 381

歳　　　　　　出 備　　　　　　考歳　　　　　　入

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　　　　1111,,,,976976976976千円千円千円千円））））

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

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　　　　△△△△5555,,,,556556556556千円千円千円千円））））

- 7 -



- 8 -

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　　　　△△△△10101010,,,,157157157157千円千円千円千円）））） （単位：千円）

・水道事業資本的収入 ・水道事業資本的支出

　　工事負担金 △10,462 　建設費 △10,157

平成２３年度　企業会計　１２月補正予算

収　　　　　入 支　　　　　出 備　　　　　　　　　考


