
 

                  　　

令　　　和　　　元　　　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

28,890,854 △551,654 28,339,200

152,726 △2,230 150,496

15,268 － 15,268

204,536 △17,525 187,011

2,643 0 2,643

3,072 0 3,072

2,771 △504 2,267

3,771 0 3,771

5,788,828 125,919 5,914,747

635,097 32,927 668,024

8,116,325 5,441 8,121,766

14,925,037 144,028 15,069,065

 水道事業会計 2,229,462 △47,928 2,181,534

 下水道事業会計 3,954,362 △63,767 3,890,595

6,183,824 △111,695 6,072,129

49,999,715 △519,321 49,480,394

（単位：千円）

元年度3月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

28,339,200 27,973,900 365,300 1.3

15,069,065 15,252,877 △183,812 △1.2

6,072,129 5,540,544 531,585 9.6

49,480,394 48,767,321 713,073 1.5

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計

特別会計　計

企
業
会
計 企業会計　計

合　　　　　　　　　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

 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

第２号

第３号

 鶴形財産区特別会計

令和元年度　３月補正予算

備　　　　　考

第８号

第２号

会　　　　計　　　　別

第３号

第１号

第３号

第２号

第２号

第２号 簡易水道事業特別会計

第３号

第４号

 一　　般　　会　　計

前　年　同　期　比　較　表

会　　　　計　　　　別

総　　　　　　　　　計

一　　　般　　　会　　　計

特　　　別　　　会　　　計

企　　　業　　　会　　　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 △20,900 0 △20,900

情報化推進費 △7,647 0 △7,647

地域おこし協力隊事業費 △6,925 △5 △6,920

新 久喜沢生産森林組合交付金 1,300 0 1,300

市税賦課費 △9,166 0 △9,166

個人番号カード等交付事業費 1,981 1,926 55

民生費 障害者自立支援医療費 △23,339 △17,505 △5,834

障害児通所給付費等事業費 4,253 3,189 1,064

福祉商品券事業費 △51,387 △51,387 0

秋田県後期高齢者医療広域連合負担金 △7,474 0 △7,474

法人保育所等特別保育事業費補助金 △15,475 △9,168 △6,307

保育所等施設整備費補助金 △29,908 △19,939 △9,969

すこやか子育て支援事業費 1,937 740 1,197

実績見込みによる整理

地方公共団体情報システム機構交付金の増額等

主　　な　　歳　　出

事　　　業　　　名

（単位：千円）

実績見込みによる増額

障害児通所給付費の増額等

説　　　　　明

実績見込みによる整理

契約差金の整理

実績見込みによる整理

間伐材売払いによる交付金

決算見込みによる整理

実績見込みによる整理

実績見込みによる整理

実績見込みによる整理

実績見込みによる整理



款名 補正額 特定財源 一般財源

児童手当費 △10,965 △9,215 △1,750

児童扶養手当費 △30,509 △10,170 △20,339

子ども・子育て支援事業費（施設型給付費・
委託費）

△18,000 △32,000 14,000

過年度国庫負担金等返還金 62,851 0 62,851

生活保護費 35,147 21,243 13,904

衛生費 子ども・妊婦等予防接種費 △11,891 △3,678 △8,213

下水道事業会計繰出金 △14,100 0 △14,100

指定ごみ袋等管理費 △9,313 0 △9,313

簡易水道事業特別会計繰出金 △7,016 0 △7,016

農林水
産業費

過年度国庫負担金等返還金 1,384 0 1,384

農業夢プラン事業費補助金 △13,872 △8,049 △5,823

機構集積協力金事業費 △109,077 △109,077 0

農業次世代人材投資事業費 △5,513 △5,513 0

ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金 57,151 56,997 154

平成30年度ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金等
返還金

実績見込みによる整理

事業計画を令和２年度以降に先送りしたことによる減額

実績見込みによる整理

実績見込みによる整理及び国の補正予算に伴う増額

事　　　業　　　名 説　　　　　明

決算見込みによる整理

実績見込みによる整理

平成30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

契約差金等の整理

医療扶助費の増額等

実績見込みによる整理

決算見込みによる整理

実績見込みによる整理
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款名 補正額 特定財源 一般財源

多面的機能支払交付金事業費 △7,952 △6,109 △1,843

県営ほ場整備事業費 75,172 78,200 △3,028

商工費 生活バス路線等維持対策事業費 1,530 △176 1,706

中小企業融資あっせん等事業費 2,421 0 2,421

就業等移住支援事業費補助金 △5,000 △3,750 △1,250

地域振興券発行事業費補助金 △11,169 0 △11,169

土木費 浄化槽設置整備事業（個人設置型）補助金 △11,618 △5,881 △5,737

浸水対策事業費 △7,303 0 △7,303

改良事業費 △5,500 △5,200 △300

道路交付金事業費 △72,346 △65,644 △6,702

下水道事業会計繰出金等 △16,672 0 △16,672

公営住宅等長寿命化事業費 △112,767 △112,767 0

教育費 事務費 △5,202 0 △5,202

小学校管理費 △8,120 △14,458 6,338 契約差金等の整理

決算見込みによる整理

契約差金等の整理

実績見込みによる整理

交付金の減額による事業の整理及び契約差金等の整理

事　　　業　　　名 説　　　　　明

実績見込みによる整理

実績見込みによる整理及び国の補正予算に伴う増額

実績見込みによる補助金の増額等

交付金の減額による事業の整理及び契約差金の整理

実績見込みによる整理

貸付限度額の引上げ等による保証料補給金の増額

実績見込みによる整理

実績見込みによる整理

実績見込みによる整理



款名 補正額 特定財源 一般財源

落合テニスコート整備事業費 △10,705 △11,300 595

公債費 長期債元金 70,713 68,800 1,913

長期債利子 △18,671 18,795 △37,466

関　係
費目に
計　上

能代山本広域市町村圏組合負担金 △11,649 9,700 △21,349

【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

農林水
産業費

15,400 令和元年度 6,615 14,520 令和元年度 4,356

令和２年度 8,785 令和２年度 10,164

教育費 619,569 平成30年度 445,343 619,115 平成30年度 445,343

令和元年度 174,226 令和元年度 173,772

459,041 平成30年度 244,865 448,336 平成30年度 244,865

令和元年度 214,176 令和元年度 203,471

事　　　業　　　名 説　　　　　明

文化会館改修事業費

落合テニスコート整備事業費

事業費の整理による負担金の減額

秋田県市町村振興資金を活用した臨時財政対策債の借換
等

森林経営管理事業費

款名 事　　　業　　　名
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

契約差金の整理

- 5 -



- 6 -

【繰越明許費補正】

　追加 （単位：千円）

款名 金　額

衛生費 56,744

農林水
産業費

77,908

143,500

65

3,820

1,000

9,767

35,100

土木費 22,631

6,000

109,794

9,500

6,000

水道事業会計繰出金

ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金

県営ほ場整備事業費

基幹水利施設ストックマネジメント事業費負担金

ため池等整備事業費負担金

戦略作物生産拡大基盤整備促進事業費負担金

林業専用道整備事業費

林道改良事業費

浸水対策事業費

改良事業費

道路交付金事業費

檜山川運河改修事業費

能代港改修事業費負担金

事　　　　業　　　　名



【債務負担行為補正】

　変　更 （単位：千円）

限度額 限度額

人事給与システム更新等事業費 46,160 43,980

.

令和元年度～６年度 令和元年度～６年度

補正前 補正後

期　　間期　　間

事　　　　　　項
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（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額 備　　　　　　考

地 方 譲 与 税 地方揮発油譲与税 △10,000

自動車重量譲与税 17,000

地 方 消 費 税 交 付 金 地方消費税交付金 △54,000

国 庫 支 出 金 障害者自立支援医療費負担金 △11,670

児童扶養手当負担金 △10,170

施設型給付費負担金 △22,000

保護費負担金 18,603

福祉商品券事業費補助金 △51,387

社会資本整備総合交付金 △75,079

県 支 出 金 国民健康保険保険基盤安定負担金 △10,279

施設型給付費負担金 △10,000

認定こども園施設整備交付金 △19,939

機構集積協力金事業費補助金 △109,077

ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金 50,297

繰 入 金 財政調整基金繰入金 △215,315

主　　な　　歳　　入



款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額 備　　　　　　考

諸 収 入 秋田県後期高齢者医療広域連合負担金返還金 15,711

市 債 県営ほ場整備事業（負担金）債 78,200

民有林整備促進事業債 25,200

道路整備事業債 △37,900

市営住宅整備事業債 △51,500

学校施設整備事業債 △11,400

過疎地域自立促進特別事業債 △30,200

臨時財政対策債（平成15年度借入）借換債 68,800
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（単位：千円）

使用料及び手数料 6,308 簡易水道費 △2,230

繰入金 △7,016

諸収入 △122

市債 △1,400

浄化槽整備事業特別会計（補正額　△17,525千円） （単位：千円）

分担金及び負担金 △3,927 事業費 △17,443

使用料及び手数料 569 公債費 △82

繰入金 △967

市債 △13,200

令和元年度　特別会計　３月補正予算

簡易水道事業特別会計（補正額　△2,230千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考



浅内財産区特別会計（補正額　0千円） （単位：千円）

繰入金 △44

諸収入 44

常盤財産区特別会計（補正額　0千円） （単位：千円）

財産収入 570

繰入金 △570

鶴形財産区特別会計（補正額　△504千円） （単位：千円）

財産収入 123 総務費 △504

繰入金 △627

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考
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檜山財産区特別会計（補正額　0千円） （単位：千円）

総務費 △511

積立金 511

国民健康保険特別会計（補正額　125,919千円） （単位：千円）

国庫支出金 1,782 総務費 1,252

県支出金 102,848 保険給付費 95,000

繰入金 431 保健事業費 △5,533

諸収入 20,858 諸支出金 84,527

予備費 △49,327

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考



後期高齢者医療特別会計（補正額　32,927千円） （単位：千円）

後期高齢者医療保険料 35,212 後期高齢者医療広域連合納付金 32,927

繰入金 △2,285

介護保険特別会計（補正額　5,441千円） （単位：千円）

国庫支出金 3,280 総務費 △2,769

支払基金交付金 772 保険給付費 1,821

県支出金 396 地域支援事業費 1,036

繰入金 △2,413 基金積立金 24,458

諸収入 3,406 諸支出金 △19,105

歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考歳　　　　　　入

歳　　　　　　入 備　　　　　　　　考歳　　　　　　出
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水道事業会計（補正額　△47,928千円） （単位：千円）

・収益的収入 △5,350 ・収益的支出 △18,513

　　給水収益 △6,741 　　原水及び浄水費 △9,575

　　受託工事収益 △165 　　業務費 △946

　　その他営業収益 △1,779 　　受託工事費 △165

　　他会計補助金 △250 　　減価償却費 △7,485

　　長期前受金戻入 1,581 　　資産減耗費 △11,405

　　雑収益 2,004 　　支払利息 △1,733

　　消費税 12,786

　　過年度損益修正損 10

・資本的収入 △29,447 ・資本的支出 △29,415

　　企業債 △18,500 　　建設費 △29,231

　　他会計負担金 △4,094 　　工具器具備品 △184

　　工事負担金 △6,853

令和元年度　企業会計　３月補正予算

収　　　　　入 支　　　　　出



下水道事業会計（補正額　△63,767千円） （単位：千円）

・収益的収入 △18,971 ・収益的支出 △11,294

 　下水道使用料 △926 　　管渠費 △2,858

　 他会計負担金 △8,345 　　ポンプ場費 △3,864

　 その他営業収益 △27 　　処理場費 △11,747

　 他会計補助金 △24,727 　　普及指導費 △272

　 長期前受金戻入 18,191 　　業務費 △296

　 雑収益 940 　　総係費 △270

　 消費税還付金 △4,077 　　減価償却費 4,169

　　資産減耗費 24,001

　　支払利息 △20,157

・資本的収入 △42,500 ・資本的支出 △52,473

　 企業債 △48,200 　 管渠建設改良費 △48,688

　 受益者負担金 5,700 　 処理場建設改良費 △232

　 建設総務費 △3,553

収　　　　　入 支　　　　　出
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