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（単位：千円）

現計予算 ９月補正 補正後予算

26,103,700 384,700 26,488,400

542,753 － 542,753

15,385 0 15,385

203,505 0 203,505

1,572 0 1,572

2,008 29 2,037

1,478 0 1,478

2,838 0 2,838

7,424,990 7,825 7,432,815

640,280 2,620 642,900

7,199,712 60,691 7,260,403

　 　保険事業勘定 7,168,537 60,691 7,229,228

　 　介護サービス事業勘定 31,175 0 31,175

16,034,521 71,165 16,105,686

 水道事業会計 1,604,276 － 1,604,276

 下水道事業会計 3,609,541 － 3,609,541

5,213,817 0 5,213,817

47,352,038 455,865 47,807,903

（単位：千円）

26年度9月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

26,488,400 25,420,486 1,067,914 4.2

16,105,686 15,581,299 524,387 3.4

5,213,817 4,565,137 648,680 14.2

47,807,903 45,566,922 2,240,981 4.9

 後期高齢者医療特別会計

 介護保険特別会計

 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

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

平成２６年度　９月補正予算

備　　　　　考
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別
　
　
　
会
　
　
　
計

会　　　　計　　　　別

会　　　　計　　　　別

総　　　　　　　　　計
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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 246,791 342 246,449

情報化推進費 2,636 0 2,636

新 道の駅ふたつい整備事業費 30,520 0 30,520

民生費 障がい福祉事務費 5,076 1,561 3,515

障害福祉サービス等給付費 24,778 18,583 6,195

福祉医療費支給事務費 7,810 0 7,810

国民健康保険特別会計繰出金 4,835 1,620 3,215

後期高齢者医療特別会計繰出金 1,927 794 1,133

介護保険特別会計繰出金 2,476 1,651 825

児童福祉事務費 3,235 1,476 1,759

児童扶養手当費 6,056 2,019 4,037

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に
伴う、福祉医療システムの改修

平成２１年度からの障害福祉サービス費に係る特別地
域加算分の追加

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に
伴う、国民健康保険システムの改修に係る経費の特別
会計への繰出し
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に
伴う、後期高齢者医療システムの改修に係る経費の特
別会計への繰出し

庁舎整備に伴う仮庁舎（旧渟城第二小）のネットワー
ク整備

一般国道７号二ツ井今泉道路改築事業に伴い移転整備
する「道の駅ふたつい」の基本計画策定業務委託料等

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に
伴う、障害福祉システムの改修

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 3,916,001千円

（単位：千円）

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に
伴う、介護保険システムの改修に係る経費の特別会計
への繰出し

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に
伴う、児童手当及び児童扶養手当システムの改修

受給者数見込みの増



款名 補正額 特定財源 一般財源

衛生費 予防接種費 10,910 0 10,910

農林水
産業費

松くい虫対策事業費 6,100 6,100 0

林道補修事業費 1,011 0 1,011

商工費 商店街活性化対策事業補助金等 1,000 0 1,000

公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業
費

3,963 3,963 0

教育費 新 能代球場整備事業費 16,622 15,700 922

災害復
旧費

新 林道災害復旧事業費 2,507 0 2,507

【債務負担行為補正】

　追加 （単位：千円）

限度額

239,987

水痘及び高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種委託料等

能代球場の大規模改修工事に係る実施設計業務委託料

県の補助金に伴う、松くい虫被害木の伐採委託料等

平成２６年７月１０日の大雨により被害を受けた林道
の復旧工事等

事　　　業　　　名 説　　　　　明

事　　　　　　項 期　　間

保育所等施設整備費補助金 平成26年度～27年度

基幹作業道大台線の改良工事に係る測量設計委託料

柳町商店街振興組合のアーケード補修に対する補助

入札差金の整理と「ＬＥＤ街路灯設置工事」の事業費
の増額
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（単位：千円）

繰入金 △646

繰越金 646

繰入金 △823

繰越金 823

繰入金 △297

繰越金 297

平成２６年度　特別会計　９月補正予算

農業集落排水事業特別会計（補正額　0千円）農業集落排水事業特別会計（補正額　0千円）農業集落排水事業特別会計（補正額　0千円）農業集落排水事業特別会計（補正額　0千円）

浅内財産区特別会計（補正額　0千円）浅内財産区特別会計（補正額　0千円）浅内財産区特別会計（補正額　0千円）浅内財産区特別会計（補正額　0千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

浄化槽整備事業特別会計（補正額　0千円）浄化槽整備事業特別会計（補正額　0千円）浄化槽整備事業特別会計（補正額　0千円）浄化槽整備事業特別会計（補正額　0千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考
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（単位：千円）

財産収入 29 積立金 29

繰入金 △81

繰越金 81

繰入金 △170

繰越金 170

繰入金 △338

繰越金 338

備　　　　　　考

常盤財産区特別会計（補正額　29千円）常盤財産区特別会計（補正額　29千円）常盤財産区特別会計（補正額　29千円）常盤財産区特別会計（補正額　29千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

鶴形財産区特別会計（補正額　0千円）鶴形財産区特別会計（補正額　0千円）鶴形財産区特別会計（補正額　0千円）鶴形財産区特別会計（補正額　0千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

檜山財産区特別会計（補正額　0千円）檜山財産区特別会計（補正額　0千円）檜山財産区特別会計（補正額　0千円）檜山財産区特別会計（補正額　0千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出



（単位：千円）

国庫支出金 1,880 総務費 6,715

繰入金 4,835 後期高齢者支援金等 310

繰越金 1,110 前期高齢者納付金等 47

諸支出金 86

予備費 667

繰入金 1,927 総務費 1,927

繰越金 693 後期高齢者医療広域連合納付金 693

繰入金 △64,967 総務費 2,476

繰越金 125,658 諸支出金 58,215

国民健康保険特別会計（補正額　7,825千円）国民健康保険特別会計（補正額　7,825千円）国民健康保険特別会計（補正額　7,825千円）国民健康保険特別会計（補正額　7,825千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

備　　　　　　考

備　　　　　　考

後期高齢者医療特別会計（補正額　2,620千円）後期高齢者医療特別会計（補正額　2,620千円）後期高齢者医療特別会計（補正額　2,620千円）後期高齢者医療特別会計（補正額　2,620千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出

介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額　60,691千円）介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額　60,691千円）介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額　60,691千円）介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額　60,691千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出
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