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（単位：千円）

現計予算 ９月補正 補正後予算

24,941,586 478,900 25,420,486

354,159 － 354,159

16,615 0 16,615

160,870 19,904 180,774

3,105 0 3,105

2,678 957 3,635

2,330 1,442 3,772

3,902 140 4,042

7,528,682 7,704 7,536,386

629,611 321 629,932

6,832,806 16,073 6,848,879

　 　保険事業勘定 6,803,761 16,073 6,819,834

　 　介護サービス事業勘定 29,045 － 29,045

15,534,758 46,541 15,581,299

 水道事業会計 1,442,000 － 1,442,000

 下水道事業会計 3,123,137 － 3,123,137

4,565,137 0 4,565,137

45,041,481 525,441 45,566,922

（単位：千円）

25年度9月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

25,420,486 25,281,080 139,406 0.6

15,581,299 15,550,907 30,392 0.2

4,565,137 5,015,791 △450,654 △9.0

45,566,922 45,847,778 △280,856 △0.6
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前　年　同　期　比　較　表

企業会計　計

企
業
会
計

合　　　　　　　　　計

 簡易水道事業特別会計

 鶴形財産区特別会計

 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

 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

財政調整基金積立金 387,435 577 386,858

旧金勇管理費 1,912 146 1,766

新 過年度国庫負担金等返還金 1,873 0 1,873

知事選挙費 △20,144 △20,144 0

高齢者ふれあい交流施設整備事業費 7,768 7,700 68

介護保険特別会計繰出金 △2,510 0 △2,510

新 子ども・子育て支援事業計画策定事業費 1,734 0 1,734

保育所施設整備事業費 21,000 21,000 0

衛生費 簡易水道及び小規模水道施設整備費等補助金 1,810 0 1,810

農林水
産業費

松くい虫対策事業費 △4,344 △3,259 △1,085

商工費
公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業
費

2,779 2,779 0

二ツ井子ども園の耐震補強工事費

10月のプレオープン後の管理・運営に必要な報償費、
消耗品費、委託料等

地域活性化・生活対策臨時交付金の返還金

無投票となった秋田県知事選挙に係る事業費の減額

民営水道組合が設置する共同給水施設の整備に対する
補助

松くい虫防除対策事業費補助金の内示に伴う委託料の
減額等

太陽光発電設備導入実施設計業務委託料（7施設）

主　　な　　歳　　出

事　　　業　　　名 説　　　　　明

繰越金の1/2の積立て等
補正後の基金残高 3,527,048千円

（単位：千円）

24年度の介護保険特別会計の実績に伴う繰出金の整理

冷泉管布設工事及び外構工事の実施設計委託料

総務費

民生費
子ども・子育て支援事業計画の策定に係る子ども子育
て会議の設置及びニーズ調査等



款名 補正額 特定財源 一般財源

除排雪対策費 6,269 3,972 2,297

中川原地区整備事業費 22,924 21,800 1,124

新 向能代地区整備事業費 8,218 7,800 418

住宅リフォーム緊急支援事業費 30,000 0 30,000

教育費 奨学基金積立金 1,230 29 1,201

測量設計、補償積算及び不動産鑑定委託料

申請見込み件数の増に伴う増額

寄附金及び平成24年度積み残し分の積立て

土木費

事　　　業　　　名

測量設計及び補償積算委託料

雪捨場用除雪車輌の燃料費及び借上料並びに除雪車に
よる人身事故に係る賠償金等

説　　　　　明
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（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額 備　　　　　　考

地 方 交 付 税 普通交付税 218,295

消費生活相談臨時対策基金事業費補助金 1,913

松くい虫防除対策事業費補助金 △3,259

公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費補助金 2,779

伝統的工芸品等振興補助金 1,000

知事選挙委託金 △20,138

繰 入 金 財政調整基金繰入金 △152,810

繰 越 金 前年度繰越金 405,117

諸 収 入 全国市有物件災害共済会共済金 3,972

高齢者ふれあい交流施設整備事業債 7,700

保育所施設整備事業債 21,000

中川原地区整備事業債 21,800

向能代地区整備事業債 7,800

臨時財政対策債 △40,100

主　　な　　歳　　入

県 支 出 金

市 債



（単位：千円）

繰入金 △272

繰越金 272

分担金及び負担金 1,519 事業費 19,904

国庫支出金 186

繰入金 △152

繰越金 351

市債 18,000

繰入金 △726

繰越金 726

平成２５年度　特別会計　９月補正予算

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

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　　　　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　　　　19191919,,,,904904904904千円千円千円千円））））

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考
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（単位：千円）

財産収入 150 諸支出金 807

繰入金 628 積立金 150

繰越金 179

繰入金 △217 積立金 1,442

繰越金 1,659

財産収入 140 積立金 140

繰入金 △364

繰越金 364

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　　　　957957957957千円千円千円千円））））

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　　　　1111,,,,442442442442千円千円千円千円））））

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　　　　140140140140千円千円千円千円））））

歳　　　　　　入



（単位：千円）

繰越金 7,704 後期高齢者支援金等 △3,287

前期高齢者納付金等 338

諸支出金 8

予備費 10,645

繰越金 321 後期高齢者医療広域連合納付金 321

支払基金交付金 5,339 諸支出金 16,073

繰入金 △34,182

繰越金 44,916

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　　　　7777,,,,704704704704千円千円千円千円））））

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　　　　321321321321千円千円千円千円））））

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　　　　16161616,,,,073073073073千円千円千円千円））））

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考
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