
 

                  　　

平　　　成　　　３０　　　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

28,363,372 23,128 28,386,500

121,268 △2,190 119,078

15,225 － 15,225

201,211 693 201,904

1,806 － 1,806

5,208 － 5,208

2,372 － 2,372

2,571 － 2,571

6,251,317 － 6,251,317

656,123 － 656,123

7,865,128 △5,753 7,859,375

15,122,229 △7,250 15,114,979

 水道事業会計 1,963,837 3,946 1,967,783

 下水道事業会計 3,692,210 △508 3,691,702

5,656,047 3,438 5,659,485

49,141,648 19,316 49,160,964

（単位：千円）

30年度12月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

28,386,500 29,260,355 △873,855 △3.0

15,114,979 15,852,707 △737,728 △4.7

5,659,485 5,334,472 325,013 6.1

49,160,964 50,447,534 △1,286,570 △2.6

第３号

 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

 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

 介護保険特別会計

平成３０年度　１２月補正予算

備　　　　　考
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款名 補正額 特定財源 一般財源

総務費 普通財産管理費 2,052 1,960 92

県議会議員選挙費 1,238 1,238 0

市長市議選挙費 △23,515 0 △23,515

民生費
過年度国庫負担金等返還金
（社会福祉関係）

20,224 0 20,224

デイサービスセンター等管理費 1,156 432 724

介護保険特別会計繰出金 △1,439 0 △1,439

新 保育所等事故防止推進事業費 1,035 690 345

過年度国庫負担金等返還金
（児童福祉関係）

8,885 0 8,885

子育て支援センター事業費 2,282 0 2,282

放課後児童会費 2,651 666 1,985

衛生費
施設管理費
（斎場）

1,677 0 1,677

主　　な　　歳　　出
（単位：千円）

灯油等の単価上昇に伴う燃料費、電気料の単価上昇等
に伴う光熱水費、修繕料の追加

事　　　業　　　名 説　　　　　明

旧公営企業庁舎等の解体工事に伴うアスベスト事前調
査委託料の追加

灯油等の単価上昇に伴う燃料費の追加及び子育て支援
センターさんぽえむの移転に係る備品購入費等

人事異動等に伴う人件費の整理による繰出金の減額

灯油の単価上昇に伴う燃料費、電気料の単価上昇に伴
う光熱水費、修繕料の追加

平成31年4月の秋田県議会議員選挙の執行が早まる見込
みとなったことによる事業費の追加

事業終了による整理

平成29年度障害者自立支援給付費国庫負担金等の返還
金

第五小学校内の留守家庭児童会１クラス増設に係る備
品購入費等

認可保育所及び幼保連携型認定こども園の午睡チェッ
クセンサー等の購入に対する補助

平成29年度子ども・子育て支援交付金等の返還金



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 △2,190 0 △2,190

労働費 就業支援事業費 1,000 0 1,000

農林水
産業費

事務局事務費
（農業委員会）

1,185 0 1,185

新 産地パワーアップ事業費補助金 9,105 9,105 0

仁鮒水沢スギ植物群落保護林遊歩道整備事業
費

△22,529 △22,541 12

商工費 大館能代空港利用促進事業費 4,920 0 4,920

土木費 能代工業団地排水機場維持管理費 1,726 0 1,726

除排雪対策費 1,189 0 1,189

浸水対策事業費 4,389 0 4,389

街灯費 1,200 0 1,200

教育費 小学校管理費 5,979 0 5,979

中学校管理費 4,055 0 4,055

止水対策に係る工事請負費の追加

大館能代空港利用促進助成金の追加

ポンプ設備更新に係る工事請負費の追加

ガソリン・軽油の単価上昇に伴う燃料費の追加

農地台帳システム用サーバー更新業務委託料

農業機械リース導入に対する補助

県と協議の上、事業期間を２か年に変更したことによ
る事業費の整理。

説　　　　　明

人事異動等に伴う人件費の整理による繰出金の減額

就業資格取得支援補助金の追加

灯油等の単価上昇に伴う燃料費、電気料の単価上昇に
伴う光熱水費、修繕料の追加

電気料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、電気料の単価上昇に
伴う光熱水費、修繕料の追加

事　　　業　　　名
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款名 補正額 特定財源 一般財源

関　係
費目に
計　上

職員人件費 △15,181 △5,208 △9,973

【繰越明許費補正】

　追加

款名 金　額

土木費 1,726

【債務負担行為】

　追加

限度額

1,498

2,123

8,791

期　　間

（単位：千円）

（単位：千円）

平成31年度「わかりやすい予算書」印刷製本費 平成30年度～31年度

地方公会計集約基盤システム構築委託費 平成30年度～31年度

人事異動等に伴う職員人件費の整理

事　　　業　　　名

（単位：千円）

説　　　　　明

市民活動支援センター事業委託費 平成30年度～31年度

事　　　　業　　　　名

能代工業団地排水機場維持管理費

事　　　　　　項



限度額

5,696

413

508

82

3,560

41,400

33,600

1,000

30,000能代市ふるさと人材育成・定住促進奨学金貸付金 平成30年度～31年度

（単位：千円）

舗装補修工事費 平成30年度～31年度

住宅リフォーム支援補助金 平成30年度～31年度

県議会議員選挙期日前投票所パネル等リース料 平成30年度～31年度

県議会議員選挙ポスター掲示場製作設置及び撤去委託費 平成30年度～31年度

県議会議員選挙啓発看板製作設置及び撤去委託費 平成30年度～31年度

県議会議員選挙期日前投票システムＳＥ支援委託費 平成30年度～31年度

事　　　　　　項 期　　間

空き店舗流動化支援事業費補助金 平成30年度～31年度

道路維持管理委託費 平成30年度～31年度
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（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額

市 税 個人市民税 20,000

法人市民税 97,000

固定資産税 65,000

軽自動車税 2,000

県 支 出 金 産地パワーアップ事業費補助金 9,105

ふれあいの森整備事業費補助金 △22,541

県議会議員一般選挙委託金 1,238

繰 入 金 財政調整基金繰入金 △153,171

市 債 庁舎整備事業債 1,500

主　　な　　歳　　入

備　　　　　　考



（単位：千円）

繰入金 △2,190 簡易水道費 △2,190

繰入金 693 事業費 693

国庫支出金 △2,876 地域支援事業費 △7,470

県支出金 △1,438 基金積立金 1,717

繰入金 △1,439

介護保険特別会計（保険事業勘定）（補正額　△5,753千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

浄化槽整備事業特別会計（補正額　693千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

平成３０年度　特別会計　１２月補正予算

簡易水道事業特別会計（補正額　△2,190千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考
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水道事業会計（補正額　3,946千円） （単位：千円）

・収益的収入 ・収益的支出 △1,463

　原水及び浄水費 △141

　配水及び給水費 1,567

　業務費 △2,274

　総係費 △615

・資本的収入 ・資本的支出 5,409

　建設費 3,248

　北部地区配水管整備事業費 2,161

平成３０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　△508千円） （単位：千円）

・収益的収入 ・収益的支出 1,132

　　管渠費 △84

　　総係費 1,216

・資本的収入 ・資本的支出 △1,640

　　管渠建設改良費 61

　  処理場建設改良費 △275

　　建設総務費 △1,426

○債務負担行為 期　　　　間 　　　限　度　額

能代終末処理場等包括的維持管理業務委託費　　　平成30年度～31年度　　　 　157,983千円

収　　　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　出
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