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（単位：千円）

現計予算 ９月補正 補正後予算

24,742,180 538,900 25,281,080

421,605 － 421,605

34,208 0 34,208

204,840 0 204,840

1,578 245 1,823

3,712 0 3,712

1,538 116 1,654

4,527 3,562 8,089

7,493,999 17,216 7,511,215

637,217 1,763 638,980

6,546,782 177,999 6,724,781

　 　保険事業勘定 6,522,036 177,999 6,700,035

　 　介護サービス事業勘定 24,746 － 24,746

15,350,006 200,901 15,550,907

 水道事業会計 1,453,597 － 1,453,597

 下水道事業会計 3,562,194 － 3,562,194

5,015,791 0 5,015,791

45,107,977 739,801 45,847,778

（単位：千円）

24年度9月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

25,281,080 28,613,329 △3,332,249 △11.6

15,550,907 16,652,131 △1,101,224 △6.6

5,015,791 1,482,024 3,533,767 238.4

45,847,778 46,747,484 △899,706 △1.9

 一　　般　　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

 簡易水道事業特別会計

 国民健康保険特別会計

 後期高齢者医療特別会計

企　　　業　　　会　　　計

前　年　同　期　比　較　表

企業会計　計

企
業
会
計

合　　　　　　　　　計

 鶴形財産区特別会計

総　　　　　　　　　計

特別会計　計

一　　　般　　　会　　　計

特　　　別　　　会　　　計

会　　　　計　　　　別

平成２４年度　９月補正予算

備　　　　　考

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計

会　　　　計　　　　別

 檜山財産区特別会計

 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 財政調整基金積立金 260,000 260,000

普通財産管理費 2,940 2,940

民生費 新
くらしの安心サポート推進事業
費補助金

1,280 1,280 0

衛生費 予防接種費 9,019 9,019

農林水
産業費

秋田県種苗交換会事業費補助金 3,000 3,000

新
被災農業者向け経営体育成支援
事業費補助金

9,078 9,078 0

商工費
能代街なか商店街景観改修補助
金

3,000 3,000

土木費 除排雪対策費 100,000 100,000

改良事業費 6,023 6,023

中川原地区整備事業費 43,708 41,600 2,108

住宅リフォーム緊急支援事業費 40,000 40,000 申請見込み件数の増に伴う増額

除排雪委託料の増額（13,000千円→
113,000千円）

第五小学校前の歩道拡幅工事及び設計委
託料

道路用地購入費及び建物等移転補償費等

農業機械化ショー会場の会場造成及び鉄
板敷設のための増額

平成23年度豪雪及び24年4月暴風雨によ
り被害のあった農産物生産施設の復旧支
援

申請見込み件数の増に伴う増額

旧榊公民館の解体費

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）へ貸し出すための
軽トラック購入への助成

不活化ポリオワクチン導入による接種委
託料の追加等

主　　な　　歳　　出

（単位：千円）

事　　　業　　　名 説　　　　　明 備　　　　　考

繰越金の1/2の積み立て
補正後の基金残高 2,473,111千円



款名 補正額 特定財源 一般財源

教育費 奨学基金積立金 1,558 199 1,359

小学校管理費 6,552 6,552

プール改築事業費（第五小学
校・浅内小学校）

38,311 36,556 1,755

中学校管理費 2,300 2,300

新 理科教育設備整備費（中学校） 2,798 1,399 1,399

災　害
復旧費

林道災害復旧事業費 1,598 1,598

【継続費補正】

　追加 （単位：千円）

款名 総　額 年　度 年割額

平成24年度 38,278

平成25年度 153,115

新学習指導要領に対応するための理科教
育設備整備費

7月15日、16日の豪雨災害による林道災
害復旧事業費

事　　　業　　　名

教育費
プール改築事業費（第五小学校・浅
内小学校）

191,393

学校施設修繕料及び工事請負費等の増額

第五小学校及び浅内小学校のプール建設
工事等

学校施設修繕料の増額

事　　　業　　　名 説　　　　　明 備　　　　　考

寄附金及び平成23年度積み残し分の積立
て
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（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額 備　　　　　　考

地方特例交付金 地方特例交付金 1,879

地 方 交 付 税 普通交付税 86,023

被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 9,078

プール改築事業費交付金（第五小学校・浅内小学校） 5,156

理科教育設備整備費等補助金 1,399

県 支 出 金 地域支え合い体制づくり事業費補助金 1,280

繰 入 金 財政調整基金繰入金 △92,462

繰 越 金 前年度繰越金 418,620

中川原地区整備事業債 41,600

プール改築事業債（第五小学校・浅内小学校） 31,400

臨時財政対策債 33,700

主　　な　　歳　　入

市 債

国 庫 支 出 金



（単位：千円）

繰入金 △304

繰越金 304

繰入金 △192

繰越金 192

繰入金 △188 積立金 245

繰越金 433

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

平成２４年度　特別会計　９月補正予算

浅内財産区特別会計浅内財産区特別会計浅内財産区特別会計浅内財産区特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　245245245245千円千円千円千円））））

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

農業集落排水事業特別会計農業集落排水事業特別会計農業集落排水事業特別会計農業集落排水事業特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　0000千円千円千円千円））））

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　　　　0000千円千円千円千円））））
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（単位：千円）

繰入金 △292

繰越金 292

財産収入 116 積立金 116

繰入金 △315

繰越金 315

財産収入 3,562 積立金 3,562

繰入金 △541

繰越金 541

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

檜山財産区特別会計檜山財産区特別会計檜山財産区特別会計檜山財産区特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　3333,,,,562562562562千円千円千円千円））））

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

常盤財産区特別会計常盤財産区特別会計常盤財産区特別会計常盤財産区特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　0000千円千円千円千円））））

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

鶴形財産区特別会計鶴形財産区特別会計鶴形財産区特別会計鶴形財産区特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　116116116116千円千円千円千円））））



（単位：千円）

療養給付費等交付金 13,730 保健事業費 375

繰越金 3,486 諸支出金 △16,968

予備費 33,809

繰越金 1,377 総務費 386

諸収入 386 後期高齢者医療広域連合納付金 1,377

繰越金 177,999 基金積立金 120,554

諸支出金 57,445

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　1111,,,,763763763763千円千円千円千円））））

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

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　　　　177177177177,,,,999999999999千円千円千円千円））））

国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　17171717,,,,216216216216千円千円千円千円））））

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考
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