
 

                  　　

令　　　和　　　２　　　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

36,333,024 △204,024 36,129,000

152,925 △72 152,853

15,990 － 15,990

225,596 △25,712 199,884

2,255 △371 1,884

2,249 △188 2,061

1,818 △287 1,531

2,704 406 3,110

5,669,063 26,311 5,695,374

701,213 30,737 731,950

8,162,279 50,917 8,213,196

14,936,092 81,741 15,017,833

 水道事業会計 1,892,768 △61,503 1,831,265

 下水道事業会計 3,375,536 △175,318 3,200,218

5,268,304 △236,821 5,031,483

56,537,420 △359,104 56,178,316

（単位：千円）

2年度3月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

36,129,000 28,339,200 7,789,800 27.5

15,017,833 15,069,065 △51,232 △0.3

5,031,483 6,072,129 △1,040,646 △17.1

56,178,316 49,480,394 6,697,922 13.5

前　年　同　期　比　較　表

会　　　　計　　　　別

総　　　　　　　　　計

一　　　般　　　会　　　計

特　　　別　　　会　　　計

企　　　業　　　会　　　計

令和２年度　３月補正予算

備　　　　　考

第１５号

第２号

会　　　　計　　　　別

第３号

第２号

第３号

第２号

第２号

第２号 簡易水道事業特別会計

第２号

第４号

 一　　般　　会　　計

第２号

第３号

 鶴形財産区特別会計

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
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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 △17,574 △44 △17,530

地域おこし協力隊事業費 △7,508 0 △7,508

自治振興事業費 △8,271 0 △8,271

市税賦課費 △6,762 0 △6,762

個人番号カード等交付事業費 △6,975 △6,975 0

民生費 障害者等自立支援医療費 △32,301 △24,227 △8,074

国民健康保険特別会計繰出金 △9,495 △5,252 △4,243

後期高齢者医療特別会計繰出金 12,978 9,733 3,245

秋田県後期高齢者医療広域連合負担金 2,254 0 2,254

保育所等施設整備費補助金 △11,333 △6,559 △4,774

児童手当費 △13,700 △11,772 △1,928

児童扶養手当費 △24,116 △8,038 △16,078

衛生費 仮設診療所運営費 △27,041 △27,041 0

主　　な　　歳　　出

事　　　業　　　名

（単位：千円）

実績見込みによる整理

決算見込みによる増額

説　　　　　明

会計年度任用職員の社会保険料等の整理

実績見込みによる整理

事業の先送りによる整理

契約差金の整理

実績見込みによる整理

決算見込みによる増額

受給者数の減による整理

決算見込みによる整理

受給者数の減による整理

地方公共団体情報システム機構交付金の減額による整理

実績見込みによる整理



款名 補正額 特定財源 一般財源

下水道事業会計繰出金 △12,700 0 △12,700

指定ごみ袋等管理費 △7,497 0 △7,497

簡易水道事業特別会計繰出金 △8,047 0 △8,047

農林水
産業費

農業夢プラン事業費補助金 △23,074 △13,307 △9,767

機構集積協力金事業費 △112,229 △112,229 0

畑作等拡大総合支援事業費補助金 △6,671 0 △6,671

ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金 △43,428 △37,420 △6,008

多面的機能支払交付金事業費 △5,328 △3,995 △1,333

県営ほ場整備事業費 105,478 92,600 12,878

松くい虫対策事業費 △5,711 △3,801 △1,910

林道改良事業費 △15,103 △19,751 4,648

商工費 生活バス路線等維持対策事業費 11,819 590 11,229

中小企業融資あっせん等事業費 △14,338 0 △14,338

新型コロナウイルス感染症対策支援資金保証
料・利子補給費補助金

△6,448 0 △6,448

決算見込みによる整理

実績見込みによる整理

事　　　業　　　名 説　　　　　明

実績見込みによる整理及び国の第３次補正予算による追
加

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

実績見込みによる整理

補助金の減額による整理

乗車人数の減等による追加

実績見込みによる整理

実績見込みによる整理

農地の集積が令和３年度以降に先送りされたことによる
減額

実績見込みによる整理

実績見込みによる整理
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款名 補正額 特定財源 一般財源

プレミアム付き商品券発行事業費 △32,963 21,400 △54,363

企業誘致推進事業費 △5,964 0 △5,964

ホストタウン事業費 △6,500 0 △6,500

土木費
浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰
出金

△5,864 0 △5,864

改良事業費 △14,264 △10,138 △4,126

道路交付金事業費 137,192 139,110 △1,918

能代港改修事業費負担金 12,500 12,400 100

下水道事業会計繰出金等 △31,089 0 △31,089

公園リニューアル事業費 21,125 21,167 △42

公園施設整備事業費 6,722 △320 7,042

教育費 車両管理費 △9,163 △9,180 17

奨学金貸付事業費 △9,837 △9,780 △57

学校体育連盟等補助金 △5,265 0 △5,265

大学生等応援給付金給付事業費 △7,100 12,980 △20,080 実績見込みによる整理

契約差金等の整理

契約差金等の整理及び国の第３次補正予算による追加等

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

契約差金等の整理及び国の第３次補正予算による追加

国の第３次補正予算による追加

契約差金等の整理及び国の第３次補正予算による追加等

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

実績見込みによる整理

事　　　業　　　名 説　　　　　明



款名 補正額 特定財源 一般財源

小学校管理費 167,143 168,698 △1,555

新 学校教育活動継続支援事業費（小学校） 5,900 2,950 2,950

小学校冷房等整備事業費 △10,469 10,245 △20,714

要保護及び準要保護児童生徒援助費（小学
校）

△6,992 △4,306 △2,686

新 学校教育活動継続支援事業費（中学校） 4,800 2,400 2,400

要保護及び準要保護児童生徒援助費（中学
校）

△12,249 △4,487 △7,762

管理運営費（文化会館） 4,403 0 4,403

グラウンドゴルフ場整備事業費 △19,002 △19,000 △2

公債費 長期債元金 174,394 165,173 9,221

長期債利子 △17,396 0 △17,396

関　係
費目に
計　上

能代山本広域市町村圏組合負担金 △94,875 △18,400 △76,475

国の第３次補正予算による追加

実績見込みによる整理

指定管理料の追加

契約差金の整理

実績見込みによる整理及び国の第３次補正予算による追
加

事　　　業　　　名 説　　　　　明

実績見込みによる整理

契約差金の整理

国の第３次補正予算による追加

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

借入利率の実績見込み等による整理

事業費の整理による負担金の減額
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【継続費補正】

　追加 （単位：千円）

教育費 153,395 令和２年度 0

令和３年度 46,421

令和４年度 106,974

　変更 （単位：千円）

総　額 年　度 年割額 総　額 年　度 年割額

14,520 令和元年度 4,356 14,154 令和元年度 4,356

令和２年度 10,164 令和２年度 9,798

【繰越明許費補正】

　追加 （単位：千円）

款名 金　額

174,700

440

520

280

13,110

49,426

農林水
産業費

農林水
産業費

高収益作物関連支援事業費補助金

森林経営管理事業費

款名 事　　　業　　　名
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

総　額 年　度 年割額款名 事　　　業　　　名

小学校管理費

事　　　　業　　　　名

県営ほ場整備事業費

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等

林業専用道整備事業費

林道改良事業費



款名 金　額

土木費 12,500

22,700

11,200

　変更 （単位：千円）

補正前 補正後

金　額 金　額

土木費 25,000 179,000

教育費 10,397 180,381

【債務負担行為補正】

　変　更 （単位：千円）

限度額 限度額

3,500 21,900

事　　　　業　　　　名

令和２年度新型コロナウイルス感染症対策支援資金利子補
給費補助金

道路交付金事業費

款名

小学校管理費

令和３年度～４年度 令和３年度～４年度

能代港改修事業費負担金

公園リニューアル事業費

公園施設整備事業費

補正前 補正後

期　　間期　　間
事　　　　　　項

事　　　　業　　　　名
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（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額 備　　　　　　考

地 方 譲 与 税 自動車重量譲与税 △21,000

地 方 消 費 税 交 付 金 地方消費税交付金 △94,000

国 庫 支 出 金 障害者自立支援医療費負担金 △16,151

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 4,280

社会資本整備総合交付金 23,135

学校施設環境改善交付金 47,198

県 支 出 金 帰国者・接触者外来設置運営事業費補助金 △21,918

新時代を勝ち抜く！農業夢プラン応援事業費補助金 △13,307

機構集積協力金事業費補助金 △112,229

ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金 △37,420

繰 入 金 財政調整基金繰入金 △563,261

地域振興基金繰入金 △13,479

諸 収 入 （公財）秋田県市町村振興協会助成金等 11,393

市 債 県営ほ場整備事業（負担金）債 92,600

林道改良事業債 △11,500

主　　な　　歳　　入



款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額 備　　　　　　考

道路整備事業債 107,400

能代港改修事業（負担金）債 12,400

公園施設改修事業債 23,000

消防施設整備事業（負担金）債 △14,300

学校施設整備事業債 299,900

過疎地域自立促進特別事業債 △71,100

減収補てん債 147,500

臨時財政対策債借換債 169,500
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（単位：千円）

使用料及び手数料 7,916 簡易水道費 △72

繰入金 △8,080

諸収入 92

浄化槽整備事業特別会計（補正額　△25,712千円） （単位：千円）

分担金及び負担金 △2,913 事業費 △25,497

使用料及び手数料 760 公債費 △215

国庫支出金 △9,040

繰入金 △5,864

諸収入 645

市債 △9,300

令和２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　△72千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考



浅内財産区特別会計（補正額　△371千円） （単位：千円）

財産収入 41 管理会費 △57

繰入金 △412 総務費 △321

積立金 7

常盤財産区特別会計（補正額　△188千円） （単位：千円）

繰入金 △188 管理会費 △40

総務費 △148

鶴形財産区特別会計（補正額　△287千円） （単位：千円）

繰入金 △287 管理会費 △69

総務費 △218

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　406千円） （単位：千円）

財産収入 2,372 管理会費 △40

繰入金 △1,966 総務費 △626

積立金 1,072

国民健康保険特別会計（補正額　26,311千円） （単位：千円）

国民健康保険税 △22,375 保険給付費 40,000

国庫支出金 14,487 保健事業費 △6,901

県支出金 40,902 予備費 △6,788

繰入金 △9,495

諸収入 2,792

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　30,737千円） （単位：千円）

後期高齢者医療保険料 17,759 後期高齢者医療広域連合納付金 30,737

繰入金 12,978

介護保険特別会計（補正額　50,917千円） （単位：千円）

国庫支出金 14,925 総務費 △6,756

支払基金交付金 15,580 保険給付費 72,724

県支出金 4,649 地域支援事業費 △15,051

繰入金 14,755

諸収入 1,008

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　△61,503千円） （単位：千円）

・収益的収入 △43,299 ・収益的支出 △41,786

　　給水収益 △25,085 　　原水及び浄水費 △13,912

　　受託工事収益 △16,239 　　配水及び給水費 △3,184

　　その他営業収益 △1,292 　　業務費 △1,370

　　他会計補助金 426 　　総係費 △1,092

　　長期前受金戻入 △1,194 　　受託工事費 △16,239

　　雑収益 85 　　減価償却費 △3,069

　　資産減耗費 △2,644

　　支払利息 △1,296

　　消費税 1,183

　　特別損失 △163

・資本的収入 △16,259 ・資本的支出 △19,717

　　企業債 △5,300 　　建設改良費 △19,717

　　出資金 △700

　　国庫補助金 △700

　　他会計負担金 △3,548

　　工事負担金 △6,011

令和２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　△175,318千円） （単位：千円）

・収益的収入 △75,919 ・収益的支出 △117,245

　 他会計負担金 △13,244 　　管渠費 △170

　 その他営業収益 △71 　　ポンプ場費 △4,394

　 他会計補助金 △30,277 　　処理場費 △23,842

　 長期前受金戻入 △26,790 　　普及指導費 △396

　 雑収益 466 　　業務費 △306

　 消費税還付金 △6,003 　　総係費 △3,597

　　減価償却費 △56,681

　　資産減耗費 2,526

　　支払利息 △30,385

・資本的収入 △58,168 ・資本的支出 △58,073

　 企業債 △42,400 　 管渠建設改良費 △57,960

　 出資金 132 　 処理場建設改良費 △69

　 国庫補助金 △20,000 　 建設総務費 △44

   負担金 4,100

収　　　　　入 支　　　　　出
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