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（単位：千円）

現計予算 ３月補正 補正後予算

26,965,647 △500,100 26,465,547

546,439 △4,376 542,063

15,385 － 15,385

203,763 △11,173 192,590

1,572 212 1,784

3,237 － 3,237

1,478 △461 1,017

2,838 △1,276 1,562

7,432,815 △13,122 7,419,693

642,900 △13,326 629,574

7,257,215 △231,842 7,025,373

　 　保険事業勘定 7,226,040 △231,842 6,994,198

　 　介護サービス事業勘定 31,175 － 31,175

16,107,642 △275,364 15,832,278

 水道事業会計 1,601,691 △40,781 1,560,910

 下水道事業会計 3,629,494 △283,923 3,345,571

5,231,185 △324,704 4,906,481

48,214,474 △1,100,168 47,204,306

（単位：千円）

26年度3月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

26,465,547 26,391,569 73,978 0.3

15,832,278 15,494,831 337,447 2.2

4,906,481 4,233,919 672,562 15.9

47,204,306 46,120,319 1,083,987 2.4

 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　３月補正予算

備　　　　　考

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計

会　　　　計　　　　別

会　　　　計　　　　別

総　　　　　　　　　計

特別会計　計

一　　　般　　　会　　　計

特　　　別　　　会　　　計
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款名 補正額 特定財源 一般財源

総務費 臨時職員社会保険料 △6,945 0 △6,945

新 出会い創出支援事業費 1,000 742 258

新
地域資源を活用した地域プロモーション推進
事業費

1,500 1,113 387

新 移住定住環境整備事業費 3,954 2,934 1,020

新 能代市総合戦略策定事業費 10,098 8,385 1,713

道の駅ふたつい整備事業費 △8,435 0 △8,435

防災関係機器移設事業費 △5,307 0 △5,307

過年度国庫負担金等返還金 4,795 4,795 0

庁舎整備事業費 △12,615 △4,467 △8,148

民生費 障がい福祉事務費 6,761 838 5,923

臨時福祉給付金給付事業費 △58,535 △58,535 0

高齢者ふれあい交流施設整備事業費 △26,458 △27,100 642

国民健康保険特別会計繰出金 40,042 19,614 20,428

主　　な　　歳　　出

事　　　業　　　名

（単位：千円）

保育対策等促進事業費補助金返還金等

契約差金等の整理

障害者自立支援給付支払等システム改修費の追加

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

国の調査成果活用による地質調査業務委託料の減

契約差金等の整理

説　　　　　明

雇用実績による整理

国の平成26年度補正予算に伴う地方創生先行型事業
（出会い創出支援事業への補助）

国の平成26年度補正予算に伴う地方創生先行型事業
（特産品カタログデータ作成）

国の平成26年度補正予算に伴う地方創生先行型事業
（移住・定住相談窓口等環境整備）

国の平成26年度補正予算に伴う地方創生先行型事業
（能代市版総合戦略策定）



款名 補正額 特定財源 一般財源

後期高齢者医療特別会計繰出金 8,569 6,471 2,098

介護保険特別会計繰出金 △32,287 △648 △31,639

法人保育所特別保育事業費等補助金 5,864 4,564 1,300

子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 △11,374 △11,374 0

法人保育所等運営費負担金 15,647 266 15,381

児童手当費 △28,825 △24,781 △4,044

新 保育環境総合整備事業費 23,483 17,423 6,060

衛生費 母子保健事業費 △9,432 △151 △9,281

新 めんchoco親子応援事業費 2,851 2,115 736

予防接種費 △22,587 0 △22,587

労働費 新 移住定住支援事業費 3,095 2,296 799

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

△6,203 0 △6,203

青年就農給付金事業費 4,500 4,500 0

国の平成26年度補正予算に伴う地方創生先行型事業
（就業資格取得支援）

事　　　業　　　名

決算見込みによる整理

国の平成26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

国の平成26年度補正予算に伴う地方創生先行型事業
（保育所の環境改善、遊具等の充実）

決算見込みによる整理

国の平成26年度補正予算に伴う地方創生先行型事業
（産後健診・母乳育児相談）

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

（単位：千円）

説　　　　　明

補助制度の変更による補助基準額の増等

決算見込みによる整理

基準単価の変更に伴う負担金の増
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款名 補正額 特定財源 一般財源

新 「売り込め能代の食と農」推進事業費 9,549 7,086 2,463

新 経営体育成支援事業費補助金 1,944 1,944 0

県営ほ場整備事業費負担金（下田平地区） △5,884 △5,900 16

森林整備事業費 △7,818 △6,038 △1,780

商工費 生活バス路線等維持費対策事業費 2,489 1,502 987

中小企業融資あっせん等事業費 2,626 0 2,626

新 移住定住支援事業費 14,032 10,411 3,621

新 プレミアム付き商品券発行事業費 123,171 123,171 0

新
地域資源を活用した地域プロモーション推進
事業費

33,075 21,573 11,502

土木費 浄化槽設置整備事業（個人設置型）補助金 △5,754 △3,214 △2,540

浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰
出金

△10,071 0 △10,071

中川原地区整備事業費 △13,894 △10,069 △3,825

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

県補助対象分の対象路線の増等に伴う補助金額の整理

事　　　業　　　名

（単位：千円）

説　　　　　明

融資実績の増等

国の平成26年度補正予算に伴う地方創生先行型事業
（起業支援等）

国の平成26年度補正予算に伴う地域消費喚起・生活支
援型事業（プレミアム付商品券の発行）

国の平成26年度補正予算に伴う地方創生先行型事業
（天空の不夜城ふるさと祭り東京出陣、外国語版パン
フレット・ホームページ・観光看板製作等）

国の平成26年度補正予算に伴う地方創生先行型事業
（野菜テキスト作成、新規就農支援、新規作物共同研
究等）

国の平成26年度補正予算に伴う事業の前倒し

県の事業実績に伴う整理

市有林保育事業委託料の契約差金の整理



款名 補正額 特定財源 一般財源

向能代地区整備事業費 △5,884 △5,600 △284

道路改良事業費（交付金） △242,214 △241,063 △1,151

下水道事業会計繰出金等 △6,051 0 △6,051

公園維持管理費 △8,036 △3,928 △4,108

住宅管理事務費 △6,140 △5,288 △852

公営住宅等長寿命化事業費 △71,314 △70,663 △651

消防費 耐震性貯水槽整備事業費 △7,222 △8,550 1,328

教育費 奨学金貸付事業費 △6,780 △6,780 0

奨学基金積立金 1,433 1,433 0

学校給食管理費 1,022 0 1,022

公債費 長期債元金 2,322 0 2,322

長期債利子 △49,937 0 △49,937

関係費目
に計上 能代山本広域市町村圏組合負担金 △25,067 △4,600 △20,467

衛生費　　　     △11,461千円
消防費　       　△12,109千円
その他　       　 △1,497千円

契約差金の整理

貸付実績による整理

繰り上げ償還による貸付金元金収入の基金への積立て

光熱水費の増

借入利率の決定による整理

借入利率の決定による整理

説　　　　　明

決算見込みによる整理

交付金の減額に伴う事業の整理及び契約差金の整理

事　　　業　　　名

契約差金の整理

（単位：千円）

交付金の減額に伴う事業の整理及び契約差金の整理

決算見込みによる整理

契約差金の整理
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【繰越明許費補正】

　追加 （単位：千円）

款名 金　額

総務費 出会い創出支援事業費 1,000

地域資源を活用した地域プロモーション推進事業費 1,500

移住定住環境整備事業費 3,954

能代市総合戦略策定事業費 10,098

地籍調査費 638

民生費 障がい福祉事務費 6,761

出会い創出支援事業費 400

めんchoco親子応援事業費 699

保育環境総合整備事業費 23,483

衛生費 めんchoco親子応援事業費 2,851

労働費 移住定住支援事業費 3,095

農林水
産業費

「売り込め能代の食と農」推進事業費 9,549

経営体育成支援事業費補助金 1,944

県営ほ場整備事業費負担金（轟地区） 1,000

県営ほ場整備事業費負担金（下田平地区） 4,615

林業専用道整備事業費 5,716

林道改良事業費 14,342

事　　　　業　　　　名



（単位：千円）

款名 金　額

商工費 移住定住支援事業費 14,032

プレミアム付き商品券発行事業費 123,171

地域資源を活用した地域プロモーション推進事業費 33,075

土木費 急傾斜地崩壊対策事業費負担金 2,400

中川原地区整備事業費 52,219

道路改良事業費（交付金） 37,000

【債務負担行為補正】

　追加 （単位：千円）

限度額

5,400

2,800

5,800

　変更 （単位：千円）

限度額 限度額

97,800 99,800

259,500 272,900平成27年度～31年度能代市立図書館指定管理料 平成27年度～31年度

事　　　　業　　　　名

能代松原ホーム指定管理料 平成27年度～31年度

能代市旧料亭金勇指定管理料（２６年度追加分） 平成27年度～28年度

能代市中央公民館、能代市文化会館、能代市勤労青少年ホーム及び能
代市働く婦人の家指定管理料（２６年度追加分）

平成27年度～28年度

期　　間

平成27年度～31年度

補正後
事　　　　　　項

補正前

期　　間

事　　　　　　項 期　　間

能代市技術開発センター及び能代市木の学校指定管理料（２６年度追
加分）

平成27年度～29年度
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（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額 備　　　　　　考

市税 市たばこ税 △13,000

地方譲与税 自動車重量譲与税 △10,000

株式等譲渡所得割交付金 株式等譲渡所得割交付金 △10,000

地方消費税交付金 地方消費税交付金 26,000

地方交付税 普通交付税 10,306

国庫支出金 児童手当負担金 △20,736

臨時福祉給付金給付事業費補助金 △58,535

子育て世帯臨時特例給付事業費補助金 △11,374

保育緊急確保事業費補助金 15,890

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金
（地方創生先行型）

74,893

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金
（地域消費喚起・生活支援型）

123,171

社会資本整備総合交付金 △171,434

がんばる地域交付金 127,712

国民健康保険保険基盤安定負担金 16,594

主　　な　　歳　　入



（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額 備　　　　　　考

繰入金 財政調整基金繰入金 △375,802

諸収入 生活保護費等国庫負担金精算過年度収入 43,970

市債 過疎地域自立促進特別事業債 42,000

高齢者ふれあい交流施設整備事業債 △27,100

道路整備事業債 △83,100

中川原地区整備事業債 △72,600

市営住宅整備事業債 △76,500

消防施設整備事業債 △11,000

消防施設整備事業（負担金）債 △12,900

能代球場整備事業債 △15,700
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（単位：千円）

使用料及び手数料 △3,597 簡易水道費 △2,585

繰入金 △425 公債費 △1,791

諸収入 △354

 ○繰越明許費　　二ツ井・荷上場地区簡易水道整備事業費 21,300

浄化槽整備事業特別会計（補正額　△11,173千円）浄化槽整備事業特別会計（補正額　△11,173千円）浄化槽整備事業特別会計（補正額　△11,173千円）浄化槽整備事業特別会計（補正額　△11,173千円）

分担金及び負担金 △770 事業費 △10,503

使用料及び手数料 873 公債費 △670

国庫支出金 △3,961

繰入金 △10,071

諸収入 556

市債 2,200

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考

平成２６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　△4,376千円）簡易水道事業特別会計（補正額　△4,376千円）簡易水道事業特別会計（補正額　△4,376千円）簡易水道事業特別会計（補正額　△4,376千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考



浅内財産区特別会計（補正額　212千円）浅内財産区特別会計（補正額　212千円）浅内財産区特別会計（補正額　212千円）浅内財産区特別会計（補正額　212千円）

財産収入 217 管理会費 △52

繰入金 △5 総務費 △193

積立金 457

鶴形財産区特別会計（補正額　△461千円）鶴形財産区特別会計（補正額　△461千円）鶴形財産区特別会計（補正額　△461千円）鶴形財産区特別会計（補正額　△461千円）

繰入金 △461 管理会費 △120

総務費 △341

檜山財産区特別会計（補正額　△1,276千円）檜山財産区特別会計（補正額　△1,276千円）檜山財産区特別会計（補正額　△1,276千円）檜山財産区特別会計（補正額　△1,276千円）

繰入金 △1,276 管理会費 △57

総務費 △1,219

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考

- 11 -



- 12 -

国民健康保険特別会計（補正額　△13,122千円）国民健康保険特別会計（補正額　△13,122千円）国民健康保険特別会計（補正額　△13,122千円）国民健康保険特別会計（補正額　△13,122千円） （単位：千円）

国民健康保険税 △23,427 介護納付金 △422

国庫支出金 △9,797 共同事業拠出金 △371

療養給付費等交付金 40,715 保健事業費 △10,932

前期高齢者交付金 △679 基金積立金 84

県支出金 △2,381 諸支出金 1,790

共同事業交付金 △57,679 予備費 △3,271

財産収入 84

繰入金 40,042

後期高齢者医療特別会計（補正額　△13,326千円）後期高齢者医療特別会計（補正額　△13,326千円）後期高齢者医療特別会計（補正額　△13,326千円）後期高齢者医療特別会計（補正額　△13,326千円）

後期高齢者医療保険料 △21,976 後期高齢者医療広域連合納付金 △13,326

繰入金 8,569

諸収入 81

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考



介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額　△231,842千円）介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額　△231,842千円）介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額　△231,842千円）介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額　△231,842千円） （単位：千円）

国庫支出金 △71,850 総務費 5,665

支払基金交付金 △78,778 保険給付費 △271,649

県支出金 △37,950 地域支援事業費 △3,593

繰入金 △43,249 基金積立金 37,734

諸収入 △15 諸支出金 1

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　　　考
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水道事業会計（補正額　△40,781千円）水道事業会計（補正額　△40,781千円）水道事業会計（補正額　△40,781千円）水道事業会計（補正額　△40,781千円） （単位：千円）

・水道事業収益的収入 505 ・水道事業収益的支出 △5,487

　　他会計補助金 505 　原水及び浄水費 △2,607

　業務費 △1,052

　減価償却費 △593

　資産減耗費 △3,088

　支払利息 △906

　消費税 2,759

・水道事業資本的収入 △34,132 ・水道事業資本的支出 △34,323

　　企業債 △29,000 　建設費 △33,275

　　工事負担金 △5,132 　機械及び装置 △1,048

・鶴形簡易水道事業資本的収入 △1,000 ・鶴形簡易水道事業資本的支出 △971

　　企業債 △1,000 　建設費 △971

平成２６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　△283,923 千円）下水道事業会計（補正額　△283,923 千円）下水道事業会計（補正額　△283,923 千円）下水道事業会計（補正額　△283,923 千円） （単位：千円）

・収益的収入 △15,445 ・収益的支出 △11,053

　　他会計負担金 △1,062 　　管渠費 △1,509

　　その他営業収益 92 　　ポンプ場費 △483

　　他会計補助金 △4,989 　　処理場費 △933

　　雑収益 1,718 　　普及指導費 △350

　　消費税還付金 △11,204 　　業務費 △314

　　資産減耗費 △681

　　支払利息 △6,783

・資本的収入 △264,504 ・資本的支出 △272,870

　　企業債 △152,500 　　管渠建設改良費 △237,337

　　国庫補助金 △136,361 　　処理場建設改良費 △35,442

　　受益者負担金 20,600 　　固定資産取得費 △32

　　工事負担金 3,757 　　建設総務費 △59

収　　　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　出
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