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（単位：千円）

現計予算 ３月補正 補正後予算

25,744,569 647,000 26,391,569

363,803 △4,628 359,175

16,615 － 16,615

179,107 △5,590 173,517

3,105 △233 2,872

3,635 14,632 18,267

3,772 1,873 5,645

4,042 △1,100 2,942

7,536,386 △105,492 7,430,894

629,932 8,093 638,025

6,848,379 △1,500 6,846,879

　 　保険事業勘定 6,819,334 △2,260 6,817,074

　 　介護サービス事業勘定 29,045 760 29,805

15,588,776 △93,945 15,494,831

 水道事業会計 1,429,640 △58,780 1,370,860

 下水道事業会計 3,122,086 △259,027 2,863,059

4,551,726 △317,807 4,233,919

45,884,736 235,248 46,120,319

（単位：千円）

25年度3月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

26,391,569 25,050,750 1,340,819 5.4

15,494,831 15,500,365 △5,534 0.0

4,233,919 4,486,725 △252,806 △5.6

46,120,319 45,037,840 1,082,479 2.4
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総　　　　　　　　　計
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平成２５年度　３月補正予算

備　　　　　考
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企　　　業　　　会　　　計

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

総務費 財政調整基金積立金 349,502 61,563 287,939

情報化推進費 △ 8,763 0 △8,763

市史編さん事業費 △ 5,991 0 △5,991

防災行政無線施設整備事業費 △ 6,577 △6,505 △72

過年度国庫負担金等返還金 21,105 2 21,103

市税賦課費 △ 7,399 0 △7,399

参議院議員選挙費 △ 7,642 △7,642 0

民生費 車両管理費 3,028 3,028 0

障がい福祉事務費 5,351 3,442 1,909

高齢者ふれあい交流施設整備事業費 111,132 112,880 △1,748

国民健康保険特別会計繰出金 △ 63,164 △9,218 △53,946

秋田県後期高齢者医療広域連合負担金 △ 5,070 0 △5,070

主　　な　　歳　　出

事　　　業　　　名 説　　　　　明

補正後の基金残高3,876,550千円

（単位：千円）

生活保護費等国庫負担返還金等

契約差金の整理

契約差金の整理

契約差金の整理

決算見込みによる整理

福祉バスによる交通事故に係る賠償金

障害者自立支援給付支払等システム改修費の追加

県の補助事業に伴う建築主体工事の前倒しと契約差金
の整理

保険基盤安定繰出金、財政安定化支援事業等の決定に
伴う整理

事業実績による整理

共通経費負担金の決定に伴う整理



款名 補正額 特定財源 一般財源

法人保育所等運営費負担金 △ 53,530 △34,268 △19,262

児童手当費 △ 28,015 △24,143 △3,872

母子生活支援施設改築事業費 △ 21,519 △16,555 △4,964

衛生費 母子保健事業費 △ 6,342 △46 △6,296

未熟児養育医療給付事業費 △ 5,702 △4,277 △1,425

予防接種費 △ 19,143 500 △19,643

下水道事業会計繰出金 1,900 0 1,900

農林水
産業費

がんばる兼業農家機械等更新支援事業費補助
金

△ 5,602 0 △5,602

野菜づくり地力強化支援事業費補助金 △ 7,553 △7,553 0

農地集積協力金事業費 6,377 6,377 0

県営ほ場整備事業費負担金（常盤本郷地区） 1,200 0 1,200

新
平成２５年度台風１８号農地及び農業用施設
災害復旧事業費補助金

1,265 0 1,265

農業基盤整備促進事業費補助金 77,335 77,335 0

決算見込みによる整理

決算見込みによる整理

能代産業廃棄物処理センター処理水の増

決算見込みによる整理

決算見込みによる整理

農地集積協力金交付対象者の増

補完工に係る事業費の増

岩堰幹線水路災害復旧費補助金の追加

国の平成25年度補正予算に伴う事業の前倒し

決算見込みによる整理

説　　　　　明

（単位：千円）

決算見込みによる整理

契約差金の整理

決算見込みによる整理

事　　　業　　　名
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款名 補正額 特定財源 一般財源

森林整備事業費 △ 9,764 △6,581 △3,183

林道補修事業費 △ 6,015 0 △6,015

林道点検診断・保全事業費 2,300 1,150 1,150

商工費 地域公共交通活性化事業費 △ 5,339 △2,445 △2,894

生活バス路線等維持費対策事業費 9,906 892 9,014

中小企業融資あっせん等事業費 3,649 0 3,649

公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業
費

△ 33,812 △41,879 8,067

土木費 改良事業費 △ 16,133 0 △16,133

中川原地区整備事業費 △ 12,241 △13,090 849

道路改良事業費（交付金） △ 64,405 △68,480 4,075

下水道事業会計繰出金等 △ 14,436 0 △14,436

新 市営松山町住宅建替事業費 631,436 626,470 4,966 国の平成25年度補正予算に伴う事業の前倒し

契約差金の整理及び入札の不調による事業費の減額

契約差金の整理

事業実績による整理

契約差金の整理等

事業実績による整理

市有林保育事業委託料の契約差金の整理

契約差金の整理及び入札の不調による事業費の減額

国の平成25年度補正予算に伴う事業の前倒し

デマンド型乗合タクシー運行委託料の整理等

燃料費・車両修繕料等の増加による補助対象経費の増

融資実績の増等

事　　　業　　　名 説　　　　　明

（単位：千円）



款名 補正額 特定財源 一般財源

公営住宅等長寿命化事業費 82,278 71,407 10,871

教育費 奨学金貸付事業費 △ 9,825 △9,825 0

プール改築事業費（第五小学校・浅内小学
校）

△ 8,789 △6,945 △1,844

中学校管理費 △ 9,203 0 △9,203

幼稚園就園奨励費 △ 9,694 △1,301 △8,393

すこやか子育て支援事業費（幼稚園） △ 5,025 △581 △4,444

公債費 長期債利子 △ 44,320 0 △44,320

関係費目
に計上 能代山本広域市町村圏組合負担金 △ 14,649 700 △15,349

契約差金の整理

決算見込みによる整理

決算見込みによる整理

借入利率の決定による整理

一般管理費等      4,395千円
清掃関係　      △3,950千円
消防費　       △15,094千円

説　　　　　明

国の平成25年度補正予算に伴う事業の前倒しと契約差
金の整理

貸付実績による整理

契約差金の整理

（単位：千円）

事　　　業　　　名
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【継続費補正】

　変更 （単位：千円）

総　額 年　度 年割額 総　額 年　度 年割額

平成24年度 3,768 平成24年度 3,768

平成25年度 106,686 平成25年度 103,377

平成24年度 27,472 平成24年度 27,472

平成25年度 259,588 平成25年度 238,079

平成24年度 38,278 平成24年度 38,278

平成25年度 153,115 平成25年度 144,326

【繰越明許費補正】

　追加 （単位：千円）

款名 金　額

民生費 6,884

115,443

衛生費 16,730

48,895

農林水
産業費

23,700

4,500

2,147

1,265

障がい福祉事務費

能代山本医師会病院増改築事業費補助金

能代山本広域市町村圏組合負担金

県営ほ場整備事業費負担金（轟地区）

県営ほ場整備事業費負担金（下田平地区）

高齢者ふれあい交流施設整備事業費

台風１８号大雨被害による農地及び農業用施設復旧支援事業費
補助金

平成２５年度台風１８号農地及び農業用施設災害復旧事業費補
助金

事　　　　業　　　　名

総務費 旧金勇保存改修事業費 110,454 107,145

款名 事　　　業　　　名
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

民生費 母子生活支援施設改築事業費 287,060 265,551

教育費 プール改築事業費（第五小学校・浅内小学校） 191,393 182,604



（単位：千円）

款名 金　額

77,335

33,833

990

3,000

2,300

土木費 1,984

30,602

9,500

631,436

117,394

道路改良事業費（交付金）

檜山川運河改修事業費（補助）

市営松山町住宅建替事業費

公営住宅等長寿命化事業費

農業基盤整備促進事業費補助金

林道西ノ沢小滝線開設事業費

森林整備事業費

林道専用道整備事業費

事　　　　業　　　　名

林道点検診断・保全事業費

急傾斜地崩壊対策事業費負担金
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（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額 備　　　　　　考

市税 市たばこ税 42,000

配当割交付金 配当割交付金 10,000

株式等譲渡所得割交付金 株式等譲渡所得割交付金 13,300

地方消費税交付金 地方消費税交付金 11,000

国庫支出金 保育所運営費負担金 △21,506

児童手当負担金 △20,275

地域の元気臨時交付金 465,647

農業基盤整備促進事業費補助金 77,335

社会資本整備総合交付金 △76,046

防災・安全交付金 266,524

プール改築事業費交付金（第五小学校・浅内小学校） 27,955

県支出金 保育所運営費負担金 △10,753

木造公共施設等整備事業費補助金 49,100

地域の元気臨時交付金 39,280

灯油購入費緊急助成事業費補助金 11,972

公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費補助金 △41,879

繰入金 財政調整基金繰入金 △150,235

畑作振興基金繰入金 46,230

諸収入 秋田県後期高齢者医療広域連合負担金返還金 34,320

主　　な　　歳　　入



（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額 備　　　　　　考

市債 防災行政無線整備事業債 △176,500

旧天神小学校利活用事業（補助金）債 △28,600

高齢者ふれあい交流施設整備事業債 24,500

保育所施設整備事業債 △107,500

中川原地区整備事業債 △109,400

市営住宅建替事業債 407,600

消防施設整備事業債 △30,200

消防施設整備事業（負担金）債 △11,900

プール改築事業債（第五小学校・浅内小学校） △34,900

過疎地域自立促進特別事業債 30,300
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（単位：千円）

繰入金 △3,830 簡易水道費 △1,400

諸収入 △798 公債費 △3,228

分担金及び負担金 △381 事業費 △4,683

使用料及び手数料 △1,159 公債費 △907

繰入金 △3,641

諸収入 691

市債 △1,100

財産収入 △160 管理会費 △183

繰入金 △73 総務費 △162

積立金 112

平成２５年度　特別会計　３月補正予算

簡易水道事業特別会計（補正額　△4,628千円）簡易水道事業特別会計（補正額　△4,628千円）簡易水道事業特別会計（補正額　△4,628千円）簡易水道事業特別会計（補正額　△4,628千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考

浄化槽整備事業特別会計（補正額　△5,590千円）浄化槽整備事業特別会計（補正額　△5,590千円）浄化槽整備事業特別会計（補正額　△5,590千円）浄化槽整備事業特別会計（補正額　△5,590千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考

浅内財産区特別会計（補正額　△233千円）浅内財産区特別会計（補正額　△233千円）浅内財産区特別会計（補正額　△233千円）浅内財産区特別会計（補正額　△233千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考



（単位：千円）

財産収入 14,699 総務費 △67

繰入金 △67 積立金 14,699

財産収入 2,008 管理会費 △85

繰入金 △135 総務費 △50

積立金 2,008

財産収入 84 管理会費 △57

繰入金 △1,184 総務費 △1,127

積立金 84

常盤財産区特別会計（補正額　14,632千円）常盤財産区特別会計（補正額　14,632千円）常盤財産区特別会計（補正額　14,632千円）常盤財産区特別会計（補正額　14,632千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考

鶴形財産区特別会計（補正額　1,873千円）鶴形財産区特別会計（補正額　1,873千円）鶴形財産区特別会計（補正額　1,873千円）鶴形財産区特別会計（補正額　1,873千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考

檜山財産区特別会計（補正額　△1,100千円）檜山財産区特別会計（補正額　△1,100千円）檜山財産区特別会計（補正額　△1,100千円）檜山財産区特別会計（補正額　△1,100千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考
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（単位：千円）

国庫支出金 42,117 老人保健拠出金 △5

療養給付費等交付金 1,960 介護納付金 △1,778

前期高齢者交付金 △1,943 共同事業拠出金 △35,768

県支出金 △18,620 保健事業費 △14,501

共同事業交付金 △65,889 基金積立金 47

財産収入 47 諸支出金 △947

繰入金 △63,164 予備費 △52,540

後期高齢者医療保険料 9,833 後期高齢者医療広域連合納付金 8,618

繰入金 △1,283 諸支出金 △525

諸収入 △457

国民健康保険特別会計（補正額　△105,492千円）国民健康保険特別会計（補正額　△105,492千円）国民健康保険特別会計（補正額　△105,492千円）国民健康保険特別会計（補正額　△105,492千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考

後期高齢者医療特別会計（補正額　8,093千円）後期高齢者医療特別会計（補正額　8,093千円）後期高齢者医療特別会計（補正額　8,093千円）後期高齢者医療特別会計（補正額　8,093千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考



（単位：千円）

国庫支出金 △16,899 総務費 △74

支払基金交付金 △16,982 保険給付費 0

県支出金 △5,216 地域支援事業費 △2,186

繰入金 36,847

諸収入 △10

サービス収入 760 サービス事業費 △1,099

諸支出金 1,859

介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額　△2,260千円）介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額　△2,260千円）介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額　△2,260千円）介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額　△2,260千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）（補正額　760千円）介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）（補正額　760千円）介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）（補正額　760千円）介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）（補正額　760千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考
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水道事業会計（補正額　△58,780千円）水道事業会計（補正額　△58,780千円）水道事業会計（補正額　△58,780千円）水道事業会計（補正額　△58,780千円） （単位：千円）

・水道事業収益的収入 △502 ・水道事業収益的支出 △13,203

　　その他営業収益 △502 　原水及び浄水費 △2,838

　配水及び給水費 △427

　総係費 △3,209

　減価償却費 △5,190

　支払利息 △1,539

・水道事業資本的収入 △42,048 ・水道事業資本的支出 △45,577

　　企業債 △32,900 　建設費 △33,917

　　国庫補助金 △2,469 　管路近代化事業費 △10,863

　　工事負担金 △6,679 　機械及び装置 △797

平成２５年度　企業会計　３月補正予算

収　　　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　出



下水道事業会計（補正額　△259,027 千円）下水道事業会計（補正額　△259,027 千円）下水道事業会計（補正額　△259,027 千円）下水道事業会計（補正額　△259,027 千円） （単位：千円）

・収益的収入 △453 ・収益的支出 △21,437

　　他会計負担金 △8,334 　　管渠費 △3,216

　　その他営業収益 △7 　　ポンプ場費 106

　　他会計補助金 △4,202 　　処理場費 △2,942

　　雑収益 2,616 　　普及指導費 △374

　　消費税還付金 9,474 　　減価償却費 △1,330

　　資産減耗費 34

　　支払利息 △13,715

・資本的収入 △239,762 ・資本的支出 △237,590

　　企業債 △131,600 　　管渠建設改良費 △152,220

　　国庫補助金 △119,162 　　処理場建設改良費 △85,000

　　受益者負担金 11,000 　　固定資産取得費 △281

　　企業債償還金 △89

収　　　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　出
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