
 

                  　　

令　　　和　　　元　　　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

28,099,652 79,048 28,178,700

157,983 △5,257 152,726

15,268 － 15,268

203,893 643 204,536

2,643 － 2,643

3,072 － 3,072

2,771 － 2,771

3,771 － 3,771

5,788,828 － 5,788,828

634,989 108 635,097

8,115,909 416 8,116,325

14,929,127 △4,090 14,925,037

 水道事業会計 2,234,083 △4,621 2,229,462

 下水道事業会計 3,954,544 △182 3,954,362

6,188,627 △4,803 6,183,824

49,217,406 70,155 49,287,561

（単位：千円）

元年度12月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

28,178,700 28,386,500 △207,800 △0.7

14,925,037 15,114,979 △189,942 △1.3

6,183,824 5,659,485 524,339 9.3

49,287,561 49,160,964 126,597 0.3

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

令和元年度　１２月補正予算

備　　　　　考

第６号

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計

会　　　　計　　　　別

第２号

第２号

第１号 簡易水道事業特別会計

 鶴形財産区特別会計

 一　　般　　会　　計

総　　　　　　　　　計

特別会計　計

一　　　般　　　会　　　計

特　　　別　　　会　　　計

企　　　業　　　会　　　計

第１号

前　年　同　期　比　較　表

企業会計　計

企
業
会
計

合　　　　　　　　　計

会　　　　計　　　　別

第２号
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款名 補正額 特定財源 一般財源

議会費 議員報酬等人件費 △6,705 0 △6,705

総務費 ふるさと納税推進費 3,163 0 3,163

ふるさと納税基金積立金 5,000 5,000 0

地籍調査費 1,878 0 1,878

防災対策費 2,681 0 2,681

台風１９号被災支援事業費 3,000 0 3,000

新 第三者調査委員会費 1,000 0 1,000

民生費 高齢者ふれあい交流施設管理費 △1,888 0 △1,888

過年度国庫負担金等返還金 13,916 0 13,916

母子生活支援施設委託費 2,384 1,785 599

衛生費 子ども・妊婦等予防接種費 1,400 700 700

簡易水道事業特別会計繰出金 △5,257 0 △5,257

抗体保有率の低い世代の男性に対する風しん抗体
検査・予防接種の実施準備に必要な経費の追加

平成３０年度国庫負担金等の翌年度精算に伴う
返還金の計上

相模原市、佐久市、角田市への見舞金の追加

防災行政無線の修繕料の追加及び電気料の単
価上昇に伴う光熱水費の追加

主　　な　　歳　　出

事　　　業　　　名 説　　　　　明

議員辞職に伴う欠員分の整理及び支給率改定
に伴う期末手当の追加

（単位：千円）

寄附金の増加に伴う返礼品調達費及びポータ
ルサイト利用料の追加

寄附金の増加に伴う積立金の追加

地籍調査の訂正に必要な、調査・測量委託料
の追加

市外施設への入所世帯の増加に伴う委託料の
追加

第三者調査委員会設置に必要な経費の計上

人事異動に伴う賃金の整理

人事異動等に伴う人件費の整理による繰出金
の減額



款名 補正額 特定財源 一般財源

商工費 滞在型観光推進事業費 1,754 0 1,754

天空の不夜城推進事業費 3,300 3,300 0

土木費 住宅リフォーム支援事業費 13,000 0 13,000

教育費 小学校管理費 3,810 0 3,810

要保護及び準要保護児童生徒援助費（小学
校）

3,323 0 3,323

振興費（小学校） 22,173 400 21,773

中学校管理費 1,338 0 1,338

管理運営費（公民館） 1,430 0 1,430

学校給食管理費 3,229 0 3,229

関　係
費目に
計　上

職員人件費 841 △9,518 10,359

事　　　業　　　名

能代七夕「天空の不夜城」嘉六台車改修に対
する補助金の追加

説　　　　　明

スポーツ・文化合宿補助金の追加

住宅リフォーム支援補助金の追加

電気料の単価上昇、上下水道の使用量の増加
に伴う光熱水費の追加

支給人数の増加に伴う就学援助費の追加

教科書改訂に伴う教師用教科書・指導書等購入費
及びウインタースポーツ奨励事業費の追加

電気料の単価上昇に伴う光熱水費の追加

常盤小学校の閉校に伴う消防設備改修工事費
の追加

電気料の単価上昇に伴う光熱水費の追加及び
共同調理場修繕料の追加

人事異動等に伴う職員人件費の整理
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【繰越明許費】

（単位：千円）

款名 金　額

商工費 3,300

【債務負担行為】

　追加 （単位：千円）

限度額

1,603

1,400

1,800

121,900

2,000

2,400

1,000

20,300

事　　　　業　　　　名

天空の不夜城推進事業費

令和２年度「わかりやすい予算書」印刷製本費 令和元年度～２年度

白濤亭指定管理料（令和元年度追加分） 令和２年度～３年度

事　　　　　　項 期　　間

能代市総合技能センター指定管理料 令和２年度～４年度

種梅ふるさとの家指定管理料 令和２年度～６年度

保坂福祉会館松寿園指定管理料（令和元年度追加分） 令和２年度～４年度

能代松原ホーム指定管理料 令和２年度～６年度

脳ドック助成事業費補助金 令和元年度～２年度

ブナの森ふれあい伝承館指定管理料 令和２年度～６年度



限度額

5,340

1,600

16,600

5,100

41,330

25,200

1,000

16,000

12,200

317,800

990,400

能代工業団地交流会館指定管理料（令和元年度追加分） 令和２年度～３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（令和元年度追加
分）

令和２年度～４年度

事　　　　　　項 期　　間

空き店舗流動化支援事業費補助金 令和元年度～２年度

住宅リフォーム支援補助金 令和元年度～２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（令和元年度追加分）

令和２年度～３年度

能代市旧料亭金勇指定管理料（令和元年度追加分） 令和２年度～３年度

道路維持管理委託費 令和元年度～２年度

舗装補修工事費 令和元年度～２年度

能代市二ツ井公民館及び能代市二ツ井公民館二ツ井分館指定管理料（令和
元年度追加分）

令和２年度～３年度

能代市立能代図書館指定管理料 令和２年度～６年度

能代市総合体育館等スポーツ施設指定管理料 令和２年度～６年度
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（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額

国 庫 支 出 金 母子生活支援施設運営費負担金 1,600

寄 附 金 ふるさと納税寄附金 5,000

繰 入 金 財政調整基金繰入金 66,993

地域振興基金繰入金 3,300

主　　な　　歳　　入

備　　　　　　考



（単位：千円）

繰入金 △5,257 簡易水道費 △5,257

○債務負担行為の設定　　　　　　　　　　 期　　　間　　　　　　　　　　　　　　　限　　　　　度　　　　　額

　能代市富根地区簡易水道事業指定管理料　　　令和２年度～４年度　　　限度額は、各年度における給水使用料及び手数料等から積立金及び保険料等を控除した額

　能代市仁鮒地区簡易水道事業指定管理料　　　令和２年度～４年度　　　限度額は、各年度における給水使用料及び手数料等から積立金及び保険料等を控除した額

繰入金 643 事業費 643

諸収入 108 諸支出金 108

浄化槽整備事業特別会計（補正額　643千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

後期高齢者医療特別会計（補正額　108千円）

令和元年度　特別会計　１２月補正予算

簡易水道事業特別会計（補正額　△5,257千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考
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国庫支出金 669 保険給付費 346

支払基金交付金 196 地域支援事業費 180

県支出金 51 基金積立金 △110

繰入金 △500

介護保険特別会計（補正額　416千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考



水道事業会計（補正額　△4,621千円） （単位：千円）

・収益的収入 ・収益的支出 631

　原水及び浄水費 △130

　配水及び給水費 1,338

　業務費 △393

　総係費 △184

・資本的収入 ・資本的支出 △5,252

　建設費 △4,245

　北部地区配水管整備事業費 △1,007

令和元年度　企業会計　１２月補正予算

収　　　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　出
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下水道事業会計（補正額　△182千円）

・収益的収入 ・収益的支出 △1,620

　　管渠費 △970

　　総係費 △650

・資本的収入 ・資本的支出 1,438

　　管渠建設改良費 1,402

　  処理場建設改良費 △94

　　建設総務費 130

収　　　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　出


