
                  　　

平　　　成　　　29　　　年　　　度

１２　　月　　補　　正　　予　　算　　編　　成　　概　　要

能　　　　代　　　　市



 



（単位：千円）

現計予算 １２月補正 補正後予算

29,137,880 112,920 29,250,800

137,705 △4,738 132,967

15,029 － 15,029

200,275 △462 199,813

3,565 － 3,565

3,673 － 3,673

2,599 － 2,599

3,524 － 3,524

7,620,852 － 7,620,852

621,124 － 621,124

7,236,249 13,087 7,249,336

　 　保険事業勘定 7,228,901 11,382 7,240,283

　 　介護サービス事業勘定 7,348 1,705 9,053

15,844,595 7,887 15,852,482

 水道事業会計 1,675,838 5,487 1,681,325

 下水道事業会計 3,662,318 △9,566 3,652,752

5,338,156 △4,079 5,334,077

50,285,351 116,728 50,437,359

（単位：千円）

29年度12月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

29,250,800 29,157,500 93,300 0.3

15,852,482 16,498,147 △645,665 △3.9

5,334,077 4,908,289 425,788 8.7

50,437,359 50,563,936 △126,577 △0.3
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平成２９年度　１２月補正予算（第７号）
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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

- 1 -



- 2 -

款名 補正額 特定財源 一般財源

総務費 普通財産管理費 1,370 0 1,370

道の駅ふたつい整備事業費 73,416 46,100 27,316

地籍調査費 △5,440 △4,125 △1,315

防災対策費 3,469 3,400 69

旧慣による交付金 14,927 0 14,927

民生費 障害児通所給付費等事業費 6,178 4,633 1,545

過年度国庫負担金等返還金
（社会福祉関係）

20,376 0 20,376

介護保険特別会計繰出金 2,189 0 2,189

新
過年度国庫負担金等返還金
（児童福祉関係）

6,736 0 6,736

衛生費 施設管理費（斎場） 1,568 0 1,568

補助金の減額に伴う事業費の整理

灯油の単価上昇及び利用実績の増に伴う燃料費の追加

平成28年度障害者自立支援給付費国庫負担金等の返還
金

制度改正に伴うシステム改修委託料等の追加及び人事
異動等に伴う人件費の整理に対する繰出金

主　　な　　歳　　出

事　　　業　　　名 説　　　　　明

能代市役所第５庁舎の今後の処分に係るアスベスト事
前調査委託料の追加

（単位：千円）

平成28年度子ども・子育て支援交付金等の返還金

利用実績の増に伴う扶助費の追加

一般国道７号二ツ井今泉道路用地及び能代地区線形改
良事業用地売払いに伴う、旧慣による交付金の追加

「道の駅ふたつい」の備品購入費（厨房機器類）の追
加

全国瞬時警報システム（J-ALERT）新型受信機設置委託
料の追加



款名 補正額 特定財源 一般財源

簡易水道事業特別会計繰出金 △4,738 0 △4,738

農林水
産業費

機構集積協力金事業費 17,436 17,436 0

商工費 大館能代空港利用促進事業費 3,404 0 3,404

土木費 道路改良事業費（交付金） △4,161 △4,200 39

街灯費 3,000 0 3,000

教育費 小学校管理費 1,442 0 1,442

中学校管理費 1,436 0 1,436

サン・ウッド管理費 △3,932 △4,100 168

学校給食管理費 1,237 0 1,237

関　係
費目に
計　上

職員人件費(事業費支弁分を除く) △35,347 △1,426 △33,921

工事契約差金の整理及び灯油の単価上昇に伴う燃料費
の追加

灯油の単価上昇に伴う燃料費の追加及び修繕料の追加

事　　　業　　　名 説　　　　　明

人事異動等に伴う職員人件費の整理に対する繰出金

申請件数の増による機構集積協力金の追加

利用実績増に伴う大館能代空港利用助成金の追加

人事異動等に伴う職員人件費の整理

電気料（燃料費調整単価）の単価上昇に伴う光熱水費
の追加

灯油等の単価上昇に伴う燃料費の追加

灯油等の単価上昇に伴う燃料費の追加

人事異動等に伴う職員人件費の整理

（単位：千円）
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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28年度 180 平成28年度 180

平成29年度 1,226,407 平成29年度 1,299,823

平成30年度 52,176 平成30年度 85,454

【繰越明許費補正】

　追加 （単位：千円）

款名

総務費

金　額事　　　　業　　　　名

補　　　正　　　後

総務費 道の駅ふたつい整備事業費 1,278,763 1,385,457

防災対策費 3,469

款名 事　　　業　　　名

補　　　正　　　前



【債務負担行為補正】

　追加 （単位：千円）

市長市議選挙啓発看板製作設置及び撤去委託費 平成29年度～30年度

市長市議選挙期日前投票システムＳＥ支援委託費

道路維持費 平成29年度～30年度

平成29年度～30年度

留守家庭児童会運営委託費（二ツ井児童クラブ） 平成29年度～30年度

住宅リフォーム支援補助金 平成29年度～30年度

松籟荘指定管理料 平成30年度～34年度

保坂福祉会館松寿園指定管理料 平成30年度～34年度

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 平成30年度～34年度

空き店舗流動化支援事業費補助金 平成29年度～30年度

市長市議選挙ポスター掲示場製作設置及び撤去委託費 平成29年度～30年度

平成30年度「わかりやすい予算書」印刷製本費 平成29年度～30年度

事　　　　　　項

15,096

16,600

162,100

659,300

期　　間

3,560

64,000

2,000

限度額

1,459

27,761

454

508
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（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額 備　　　　　　考

国 庫 支 出 金 障害児通所給付費等負担金 3,089

県 支 出 金 障害児通所給付費等負担金 1,544

地籍調査費補助金 △4,125

機構集積協力金事業費補助金 17,436

財 産 収 入 富根地区切石地区土地売払収入等 23,584

小繋地区土地売払収入等 4,013

繰 入 金 財政調整基金繰入金 23,522

諸 収 入 障害児入所給付費等国庫負担金精算過年度収入 1,362

市 債 道の駅ふたつい整備事業債 46,100

全国瞬時警報システム整備事業債 3,400

主　　な　　歳　　入



（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額 備　　　　　　考

道路整備事業債 △4,200

サン･ウッド施設改修事業債 △4,100
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（単位：千円）

繰入金 △4,738 簡易水道費 △4,738

繰入金 △462 事業費 △462

国庫支出金 3,216 総務費 2,169

支払基金交付金 2,224 保険給付費 6,592

県支出金 1,000 地域支援事業費 2,621

繰入金 3,705

諸収入 1,237

平成２９年度　特別会計　１２月補正予算

浄化槽整備事業特別会計（補正額　△462千円）

歳　　　　　　入

簡易水道事業特別会計（補正額　△4,738千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

備　　　　　　考

歳　　　　　　出 備　　　　　　考

介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額　11,382千円）



（単位：千円）

サービス収入 1,705 サービス事業費 1,607

諸支出金 98

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）（補正額　1,705千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考
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水道事業会計（補正額　5,487千円）

・収益的収入 ・収益的支出 5,051

　原水及び浄水費 95

　配水及び給水費 4,822

　業務費 114

　総係費 20

・資本的収入 ・資本的支出 436

　建設費 345

　北部地区配水管整備事業費 91

平成２９年度　企業会計　１２月補正予算

収　　　　　入 支　　　　　出



下水道事業会計（補正額　△9,566千円） （単位：千円）

・収益的収入 ・収益的支出 △6,435

　　管渠費 △5,022

　　総係費 △1,413

・資本的収入 ・資本的支出 △3,131

　　管渠建設改良費 △2,851

　　処理場建設改良費 2

　　建設総務費 △282

収　　　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　出
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