
                  　　

平　　　成　　　２９　　　年　　　度

３　月　　補　　正　　予　　算　　編　　成　　概　　要

能　　　　代　　　　市



 



（単位：千円）

現計予算 ３月補正 補正後予算

29,260,355 △142,655 29,117,700

133,049 △3,334 129,715

15,029 － 15,029

199,849 △30,608 169,241

3,565 △498 3,067

3,673 － 3,673

2,599 0 2,599

3,524 0 3,524

7,620,852 △191,077 7,429,775

621,124 24,855 645,979

7,249,443 156,865 7,406,308

　 　保険事業勘定 7,240,390 156,865 7,397,255

　 　介護サービス事業勘定 9,053 0 9,053

15,852,707 △43,797 15,808,910

 水道事業会計 1,681,517 △27,681 1,653,836

 下水道事業会計 3,652,955 △276,819 3,376,136

5,334,472 △304,500 5,029,972

50,447,534 △490,952 49,956,582

（単位：千円）

29年度3月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

29,117,700 28,916,000 201,700 0.7

15,808,910 16,464,523 △655,613 △4.0

5,029,972 4,832,968 197,004 4.1

49,956,582 50,213,491 △256,909 △0.5

 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

 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

平成２９年度　３月補正予算

備　　　　　考

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計

会　　　　計　　　　別

 簡易水道事業特別会計

会　　　　計　　　　別

総　　　　　　　　　計

特別会計　計

一　　　般　　　会　　　計

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
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款名 補正額 特定財源 一般財源

総務費 一般管理費 △31,075 0 △31,075

庁舎管理費 △13,806 0 △13,806

減債基金積立金 432,812 63 432,749

コンピュータ関係費 △12,053 △3,094 △8,959

地域おこし協力隊事業費 △5,905 △12 △5,893

ふるさと納税基金積立金 15,382 21,372 △5,990

道の駅ふたつい整備事業費 △30,407 △33,460 3,053

民生費 障害福祉サービス等給付費 △40,000 △30,000 △10,000

障害者自立支援医療費 △5,000 △3,750 △1,250

臨時福祉給付金給付事業費 △14,670 △14,670 0

過年度国庫負担金等返還金
（社会福祉）

5,046 0 5,046

全国健康福祉祭開催費 △17,718 0 △17,718

国民健康保険特別会計繰出金 △21,651 △10,427 △11,224

実績による整理

実績見込みによる整理

平成28年度臨時福祉給付金給付事業費補助金等返還金

実績見込みによる整理

平成29年1月から12月までのふるさと納税寄附金等の積立
て

契約差金等の整理

主　　な　　歳　　出

事　　　業　　　名

（単位：千円）

決算見込みによる整理

実績見込みによる整理

説　　　　　明

実績見込みによる整理

実績見込みによる整理

庁舎建設基金廃止に伴う積立等

契約差金の整理

実績見込みによる整理



款名 補正額 特定財源 一般財源

介護保険特別会計繰出金 13,189 △11 13,200

法人保育所等特別保育事業費補助金 △22,160 △12,466 △9,694

児童手当費 △12,315 △10,470 △1,845

児童扶養手当費 △25,233 △8,412 △16,821

子ども・子育て支援事業費（施設型給付費・
委託費）

△30,000 △25,300 △4,700

新
過年度国庫負担金等返還金
（生活保護）

63,697 0 63,697

生活保護費 △52,840 △39,400 △13,440

衛生費 指定ごみ袋等管理費 △6,345 0 △6,345

日影沢最終処分場管理費 △7,400 △6,600 △800

簡易水道事業特別会計繰出金 △12,778 0 △12,778

農林水
産業費

農業夢プラン事業費補助金 △5,900 △3,372 △2,528

ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金 9,293 7,557 1,736

多面的機能支払交付金事業費 △17,050 △13,046 △4,004

事　　　業　　　名 説　　　　　明

実績見込みによる整理

平成28年度生活保護費国庫負担金等返還金

実績見込みによる整理

（単位：千円）

実績見込みによる整理

事業実施要望による増額

交付対象面積確定による整理

実績見込みによる整理

実績見込みによる整理

設計変更等による整理

決算見込みによる整理

実績見込みによる整理

契約差金等の整理

決算見込みによる増額
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款名 補正額 特定財源 一般財源

森林整備事業費 △5,793 △3,936 △1,857

林道改良事業費 △21,870 △23,979 2,109

商工費 生活バス路線等維持費対策事業費 4,350 175 4,175

中小企業融資あっせん等事業費 4,291 0 4,291

新 技術開発センター・木の学校改修事業費 88,681 88,640 41

土木費 浄化槽設置整備事業（個人設置型）補助金 △8,772 △3,149 △5,623

浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰
出金

△7,694 0 △7,694

浸水対策事業費 △6,522 0 △6,522

道路改良事業費（交付金） △52,613 △109,108 56,495

下水道事業会計繰出金等 △20,314 0 △20,314

公園維持管理費 △6,602 3,088 △9,690

能代河畔公園整備事業費 △6,908 △6,777 △131

教育費 奨学金貸付事業費 △7,080 △7,080 0

県支出金確定による整理

事　　　業　　　名 説　　　　　明

（単位：千円）

利用件数の増加に伴う保証料補給金の増額等

貸付実績による整理

実績による整理

契約差金等の整理

決算見込みによる整理

作業場の改修工事、トイレ整備工事、先進機械の導入

実績見込みによる整理

決算見込みによる整理

契約差金等の整理

交付金の減額に伴う事業の整理及び契約差金の整理等

契約差金等の整理

契約差金等の整理



款名 補正額 特定財源 一般財源

奨学基金積立金 1,420 1,420 0

文化会館改修事業費 △9,624 0 △9,624

落合テニスコート整備事業費 △5,993 △1,000 △4,993

公債費 長期債元金 3,068 0 3,068

長期債利子 △35,468 △2,489 △32,979

関　係
費目に
計　上

能代山本広域市町村圏組合負担金 △49,737 4,900 △54,637

【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

総務費 1,385,457 平成28年度 180 1,351,050 平成28年度 180

平成29年度 1,299,823 平成29年度 1,269,416

平成30年度 85,454 平成30年度 81,454

契約差金等の整理による負担金の減額

奨学金貸付金返還金の増等による積立金の増額

契約差金の整理

契約差金の整理

（単位：千円）

説　　　　　明事　　　業　　　名

道の駅ふたつい整備事業費

款名 事　　　業　　　名

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後
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【繰越明許費補正】

　追加 （単位：千円）

款名 金　額

総務費 戸籍住民基本台帳費 13,980

個人番号カード等交付事業費 5,446

衛生費 能代山本広域市町村圏組合負担金 2,651

農林水
産業費

県営ほ場整備事業費 38,290

林業専用道整備事業費 3,923

商工費 技術開発センター・木の学校改修事業費 88,681

土木費 急傾斜地崩壊対策事業費負担金 725

道路維持費 11,068

道路改良事業費（交付金） 76,728

檜山川運河改修事業費 9,500

能代港改修事業費負担金 4,000

きみまち阪公園等管理費 3,708

【債務負担行為補正】

　追加 （単位：千円）

事　　　　　　項

　道の駅ふたつい指定管理料

事　　　　業　　　　名

平成30年度～34年度 64,657

期　　間 限度額



（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額 備　　　　　　考

市 税 法人市民税 38,000

地 方 譲 与 税 自動車重量譲与税 16,000

地方消費税交付金 地方消費税交付金 60,000

国 庫 支 出 金 障害者総合支援給付費等負担金 △20,000

施設型給付費負担金 △13,000

保護費負担金 △51,989

臨時福祉給付金給付事業費補助金 △14,670

子ども・子育て支援整備交付金 27,290

地方創生拠点整備交付金 44,340

社会資本整備総合交付金 △183,850

県 支 出 金 障害者総合支援給付費等負担金 △10,000

放課後児童クラブ整備費補助金 △11,281

多面的機能支払推進交付金 △13,044

林道改良事業費補助金 △11,979

主　　な　　歳　　入
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（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額 備　　　　　　考

財 産 収 入 土地売払収入 29,436

寄 附 金 ふるさと納税寄附金 15,000

繰 入 金 財政調整基金繰入金 △500,097

庁舎建設基金繰入金 432,749

諸 収 入 生活保護費返還金 17,834

能代山本広域市町村圏組合負担金返還金 17,256

市 債 道の駅ふたつい整備事業債 △32,900

放課後児童クラブ整備事業債 △17,900

林道改良事業債 △12,000

道路整備事業債 62,400

公園施設改修事業債 38,400

能代河畔公園整備事業債 23,500

技術開発センター・木の学校改修事業債 44,300

過疎地域自立促進特別事業債 △14,000



（単位：千円）

使用料及び手数料 9,035 簡易水道費 △1,737

繰入金 △12,778 公債費 △1,597

繰越金 △3

諸収入 412

浄化槽整備事業特別会計（補正額　△30,608千円）

分担金及び負担金 △4,937 事業費 △30,456

使用料及び手数料 1,833 公債費 △152

国庫支出金 △2,110

繰入金 △7,694

市債 △17,700

平成２９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　△3,334千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考
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浅内財産区特別会計（補正額　△498千円） （単位：千円）

財産収入 △123 総務費 △498

繰入金 △375

鶴形財産区特別会計（補正額　0千円）

財産収入 272

繰入金 △272

檜山財産区特別会計（補正額　0千円）

総務費 △756

積立金 756

歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　入

備　　　　　　　　考



国民健康保険特別会計（補正額　△191,077千円） （単位：千円）

国庫支出金 3,071 総務費 △2,700

県支出金 1,104 後期高齢者支援金等 △3,516

共同事業交付金 △73,601 介護納付金 △5,482

繰入金 △121,651 共同事業拠出金 △106,428

保健事業費 △9,686

予備費 △63,265

後期高齢者医療特別会計（補正額　24,855千円）

後期高齢者医療保険料 27,200 後期高齢者医療広域連合納付金 24,545

繰入金 △2,655 諸支出金 310

諸収入 310

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　入 備　　　　　　　　考歳　　　　　　出
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介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額　156,865千円） （単位：千円）

国庫支出金 15,673 総務費 △7,239

支払基金交付金 47,883 保険給付費 175,228

県支出金 15,440 地域支援事業費 △11,140

財産収入 16 基金積立金 16

繰入金 79,485

諸収入 △1,632

サービス事業費 △108

諸支出金 108

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　0千円）

歳　　　　　　入

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考



水道事業会計（補正額　△27,681千円） （単位：千円）

・収益的収入 △2,058 ・収益的支出 △15,748

　　給水収益 △3,277 　原水及び浄水費 △6,969

　　その他営業収益 567 　配水及び給水費 △2,067

　　他会計補助金 △833 　業務費 △999

　　その他特別利益 1,485 　総係費 △655

　減価償却費 △5

　支払利息 △3,477

　消費税 △1,755

　固定資産売却損 179

・資本的収入 △8,397 ・資本的支出 △11,933

　　企業債 △3,200 　建設費 △8,497

　　他会計負担金 △2,441 　機械及び装置 △313

　　工事負担金 △2,951 　車両運搬具 △3,123

　　固定資産売却代金 195

平成２９年度　企業会計　３月補正予算

収　　　　　入 支　　　　　出
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下水道事業会計（補正額　△276,819千円） （単位：千円）

・収益的収入 △14,428 ・収益的支出 △41,345

　 下水道使用料 17,374 　　管渠費 △1,902

　 他会計負担金 △12,486 　　ポンプ場費 △544

　 その他営業収益 53 　　処理場費 △7,780

　 他会計補助金 △7,828 　　普及指導費 △237

　 長期前受金戻入 △5,514 　　業務費 △294

　 雑収益 473 　　総係費 △243

　 消費税還付金 △9,043 　　減価償却費 △11,512

　 その他特別利益 2,543 　　資産減耗費 659

　　支払利息 △19,492

・資本的収入 △254,600 ・資本的支出 △235,474

　 企業債 △162,800 　 管渠建設改良費 △201,736

　 国庫補助金 △109,200 　 ポンプ場建設改良費 △33,000

　 受益者負担金 17,400 　 処理場建設改良費 △297

　 建設総務費 △61

　 企業債償還金 △380

収　　　　　入 支　　　　　出


