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（単位：千円）

現計予算 ３月補正 補正後予算

25,511,750 △461,000 25,050,750

421,566 △18,379 403,187

34,208 － 34,208

204,961 △58,709 146,252

1,823 － 1,823

3,712 △376 3,336

1,654 6,720 8,374

8,089 △1,496 6,593

7,524,310 34,038 7,558,348

638,980 △12,845 626,135

6,732,148 △20,039 6,712,109

　 　保険事業勘定 6,703,902 △20,313 6,683,589

　 　介護サービス事業勘定 28,246 274 28,520

15,571,451 △71,086 15,500,365

 水道事業会計 1,409,027 △39,732 1,369,295

 下水道事業会計 3,131,750 △14,320 3,117,430

4,540,777 △54,052 4,486,725

45,623,978 △586,138 45,037,840

（単位：千円）

24年度3月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

25,050,750 28,604,078 △3,553,328 △12.4

15,500,365 16,380,680 △880,315 △5.4

4,486,725 1,428,410 3,058,315 214.1

45,037,840 46,413,168 △1,375,328 △3.0

 簡易水道事業特別会計

 国民健康保険特別会計

企業会計　計

企
業
会
計

合　　　　　　　　　計

 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

総　　　　　　　　　計

特別会計　計

一　　　般　　　会　　　計

特　　　別　　　会　　　計

会　　　　計　　　　別

企　　　業　　　会　　　計

前　年　同　期　比　較　表

平成２４年度　３月補正予算

備　　　　　考

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計

 鶴形財産区特別会計

 後期高齢者医療特別会計

会　　　　計　　　　別

 檜山財産区特別会計

 介護保険特別会計

- 1 -



- 2 -

（単位：千円）

款名 補正額 特定財源 一般財源

総務費 一般管理費 △5,216 △5,216

市史編さん事業費 △11,083 △11,083

防災行政無線施設整備事業費 △14,100 △14,100 0

過年度国庫負担金等返還金 55,109 55,109

民生費 養護老人ホーム運営費 △8,916 △2,218 △6,698

国民健康保険特別会計繰出金 △66,176 △18,646 △47,530

後期高齢者医療特別会計繰出金 △18,119 △13,542 △4,577

法人保育所等運営費負担金 △16,875 △11,676 △5,199

児童扶養手当費 △18,244 △6,081 △12,163

衛生費 予防接種費 △11,329 △4,650 △6,679

農林水
産業費

農業生産施設復旧支援事業費 △19,259 △11,181 △8,078

農地・水保全管理支払交付金事業費 △8,962 △200 △8,762

林道西ノ沢小滝線開設事業費 △30,162 △31,580 1,418

決算見込みによる整理

決算見込みによる整理

決算見込みによる整理

保険基盤安定繰出金及び財政安定化支援事業の
決定による整理

保険基盤安定繰出金の決定等による整理

決算見込みによる整理

印刷製本費、委託料等の整理

契約差金の整理

平成２３年度生活保護費等国庫負担返還金

事　　　業　　　名 説　　　　　明

主　　な　　歳　　出

臨時職員社会保険料の整理

指定管理業務委託料の整理

決算見込みによる整理

補助対象事業費の減額に伴う整理



款名 補正額 特定財源 一般財源

森林資源供給基地整備事業費 △6,730 △3,700 △3,030

商工費 空き店舗流動化支援事業補助金 △6,020 △6,020

東北地方太平洋沖地震復旧支援資金利子補給費
補助金

△6,592 △6,592

土木費 浄化槽設置整備事業（個人設置型）補助金 △10,343 △1,648 △8,695

浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰出
金

△5,554 △5,554

中川原地区整備事業費 △43,886 △41,700 △2,186

道路改良事業費（交付金） △9,723 △10,233 510

下水道事業会計繰出金等 13,222 13,222

教育費 奨学金貸付事業費 △5,730 △5,730 0

幼稚園就園奨励費 △8,569 △2,588 △5,981

すこやか子育て支援事業費（幼稚園） △6,436 △6,492 56

図書館空調設備改修事業費 △5,165 △5,100 △65

公債費 長期債利子 △66,002 △66,002

関　係
費目に
計　上

能代山本広域市町村圏組合負担金 646 12,700 △12,054
一般管理費等      △997千円
清掃関係　       17,541千円
消防費　       △15,898千円

決算見込みによる整理

契約差金の整理

借入利率の決定による整理

不明水処理負担金の増等

貸付実績に基づく整理

決算見込みによる整理

浄化槽維持管理費等の減による整理

道路工事の契約差金及び移転補償費等の整理

契約差金の整理

実績による整理

決算見込みによる整理

決算見込みによる整理

事　　　業　　　名 説　　　　　明

森林資源供給基地整備事業費補助金の実績によ
る整理
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【繰越明許費補正】

　追加 （単位：千円）

款名 金　額

衛生費 111,370

商工費 7,422

77,128

教育費 20,920

【債務負担行為補正】

　追加 （単位：千円）

限度額

5,754

21,166

6,144のしろ木工品市場事業費（緊急雇用） 平成24年度～25年度

ソフトボール場整備事業費

事　　　　　　項 期　　間

恋文商店街推進事業費（緊急雇用） 平成24年度～25年度

働きながら資格をとる介護雇用プログラム事業費（緊急雇
用）

平成24年度～25年度

事　　　　業　　　　名

能代山本医師会病院増改築事業費補助金

地場産材活用住宅供給促進事業費

公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費



（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額

法人市民税 30,000

市たばこ税 40,000

地方揮発油譲与税 △15,000

自動車重量譲与税 △16,000

地 方 消 費 税 交 付 金 地方消費税交付金 △26,000

自 動 車 取 得 税 交 付 金 自動車取得税交付金 17,000

保育所運営費負担金 △7,784

児童扶養手当負担金 △6,081

国民健康保険保険基盤安定負担金 △18,147

後期高齢者医療保険基盤安定負担金 △13,542

農業生産施設復旧支援事業費補助金 △11,181

流域育成林整備事業費補助金 △17,880

土地売払収入 5,031

立木売払収入 5,648

財政調整基金繰入金 △317,217

畑作振興基金繰入金 △7,985

奨学基金繰入金 △5,730

資源ごみ売払収入 6,733

秋田県後期高齢者医療広域連合負担金返還金 29,004

防災行政無線整備事業債 △16,000

林道西ノ沢小滝線開設事業債 △13,700

中川原地区整備事業債 △41,700

市営住宅整備事業債 △5,700

消防施設整備事業債 △12,000

図書館空調設備改修事業債 △5,100

過疎地域自立促進特別事業債 10,600

主　　な　　歳　　入

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

市 債

市 税

地 方 譲 与 税

財 産 収 入

繰 入 金

諸 収 入
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（単位：千円）

繰入金 △2,894 簡易水道費 △16,929

諸収入 △14,185 公債費 △1,450

市債 △1,300

分担金及び負担金 △6,131 事業費 △58,709

使用料及び手数料 △11,921

国庫支出金 △3

繰入金 △5,554

市債 △35,100

平成２４年度　特別会計　３月補正予算

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　　　　△△△△18181818,,,,379379379379千円千円千円千円））））

歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出

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　　　　△△△△58585858,,,,709709709709千円千円千円千円））））

歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出



（単位：千円）

県支出金 △93 総務費 △376

繰入金 △283

財産収入 6,720 積立金 6,720

県支出金 △57 総務費 △1,496

繰入金 △1,439

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　　　　△△△△376376376376千円千円千円千円））））

歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出

歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出

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　　　　6666,,,,720720720720千円千円千円千円））））

歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出

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　　　　△△△△1111,,,,496496496496千円千円千円千円））））
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（単位：千円）

国庫支出金 40,856 保険給付費 89,389

療養給付費等交付金 103 共同事業拠出金 10,996

県支出金 14,365 保健事業費 △11,979

共同事業交付金 44,794 基金積立金 96

財産収入 96 予備費 △54,464

繰入金 △66,176

後期高齢者医療保険料 5,623 後期高齢者医療広域連合納付金 △12,433

繰入金 △18,119 諸支出金 △412

諸収入 △349

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　　　　34343434,,,,038038038038千円千円千円千円））））

歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出

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　　　　△△△△12121212,,,,845845845845千円千円千円千円））））

歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出



（単位：千円）

国庫支出金 △25,013 総務費 △245

支払基金交付金 △12,739 保険給付費 18,884

県支出金 4,454 地域支援事業費 △22,828

繰入金 18,341 基金積立金 △18,785

諸収入 △5,356 諸支出金 2,661

サービス収入 274 サービス事業費 △1,055

諸支出金 1,329

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　　　　△△△△20202020,,,,313313313313千円千円千円千円））））

歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出

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（（（（介護介護介護介護サービスサービスサービスサービス事業勘定事業勘定事業勘定事業勘定）（）（）（）（補正額補正額補正額補正額　　　　274274274274千円千円千円千円））））

歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出
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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　　　　△△△△39393939,,,,732732732732千円千円千円千円）））） （単位：千円）

・水道事業収益的収入 △1,086 ・水道事業収益的支出 △3,714

　　その他営業収益 △1,086 　　原水及び浄水費 △3,277

　　減価償却費 △580

　　支払利息 △1,678

　　消費税 1,821

・水道事業資本的収入 △34,632 ・水道事業資本的支出 △36,018

　　企業債 △27,000 　　建設費 △32,881

　　工事負担金 △7,632 　　管路近代化事業費 △2,278

　　機械及び装置 △859

平成２４年度　企業会計　３月補正予算

収　　　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　出



下水道事業会計下水道事業会計下水道事業会計下水道事業会計（（（（補正額補正額補正額補正額　　　　△△△△14141414,,,,320320320320千円千円千円千円）））） （単位：千円）

・収益的収入 14,733 ・収益的支出 △7,793

　　他会計負担金 18,330 　　管渠費 △1,462

　　他会計補助金 △5,108 　　ポンプ場費 △898

　　消費税還付金 1,511 　　処理場費 △5,415

　　普及指導費 △311

　　資産減耗費 12,645

　　支払利息 △12,352

・資本的収入 △8,000 ・資本的支出 △6,527

　　企業債 △15,000 　　管渠建設改良費 △7,400

　　受益者負担金 7,000 　　固定資産取得費 △133

　　企業債償還金 1,006

収　　　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　出
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