
 

                  　　

令　　　和　　　２　　　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

35,648,672 293,328 35,942,000

153,511 △586 152,925

15,990 － 15,990

227,411 △1,815 225,596

2,255 － 2,255

2,249 － 2,249

1,818 － 1,818

2,704 － 2,704

5,669,063 － 5,669,063

700,129 1,084 701,213

8,145,529 16,750 8,162,279

14,920,659 15,433 14,936,092

 水道事業会計 1,900,323 △7,555 1,892,768

 下水道事業会計 3,385,112 △9,576 3,375,536

5,285,435 △17,131 5,268,304

55,854,766 291,630 56,146,396

（単位：千円）

２年度12月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

35,942,000 28,178,700 7,763,300 27.6

14,936,092 14,925,037 11,055 0.1

5,268,304 6,183,824 △915,520 △14.8

56,146,396 49,287,561 6,858,835 13.9

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２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 一般管理費 △1,300 0 △1,300

文書費 2,758 0 2,758

普通財産管理費 △2,156 0 △2,156

情報化推進費 3,737 0 3,737

住民情報システム運用事業費 1,089 0 1,089

男女共同参画社会推進費 △1,103 0 △1,103

ふるさと納税推進費 95,527 0 95,527

ふるさと納税基金積立金 185,000 185,000 0

特別定額給付金給付事業費 △54,625 △54,764 139

防災対策費 1,046 0 1,046

地域防災計画推進費 △8,360 0 △8,360

空家対策事業費 2,255 2,255 0 代執行による空家解体に係る工事費

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業延期
による整理

事業終了に伴う整理

防災行政無線修繕料の追加

寄附金の増加に伴う返礼品調達費及びポータ
ルサイト利用料等の追加

寄附金の増加に伴う積立金の追加

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止
等による整理

制度改正に伴う住民情報システム改修費

主　　な　　歳　　出

事　　　業　　　名 説　　　　　明

新型コロナウイルス感染拡大に伴う旅費等の
整理

（単位：千円）

郵便料等の追加

人事異動に伴う会計年度任用職員人件費の整
理

新型コロナウイルス感染拡大に伴うオンライ
ン会議用機器の整備費



款名 補正額 特定財源 一般財源

個人番号カード等交付事業費 2,161 2,801 △640

民生費 福祉基金事業費 △1,810 △1,810 0

障がい福祉事務費 2,607 1,303 1,304

障害者補装具費 5,584 4,188 1,396

新
過年度国庫負担金等返還金（障がい福祉関
係）

27,877 0 27,877

老人福祉施設委託費 1,521 238 1,283

敬老会費 △3,748 △3,748 0

介護保険特別会計繰出金 4,594 0 4,594

すこやか子育て支援事業費 2,917 1,444 1,473

過年度国庫負担金等返還金（児童福祉関係） 14,658 0 14,658

子ども・子育て支援事業費（施設型給付費・
委託費）

35,623 27,284 8,339

新 過年度国庫負担金等返還金（生活保護関係） 67,011 0 67,011

衛生費 保健センター健診事業費 10,956 0 10,956

仮設診療所運営費 28,135 28,135 0

デジタルＸ線乳房撮影装置の修繕料

開設期間の延長に伴う運営費の追加

事　　　業　　　名

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止
による整理

介護保険システムの改修等に伴う繰出金の追
加

対象児童数の増加に伴う補助金の追加

令和元年度国庫負担金等の翌年度精算に伴う
返還金

保育所機能の利用人数増加に伴う負担金の追
加

令和元年度国庫負担金の翌年度精算に伴う返
還金

障害者自立支援給付支払等システムの改修委
託料

利用実績の増加に伴う補装具費の追加

令和元年度国庫負担金等の翌年度精算に伴う
返還金

市外施設の入所者数増加に伴う委託費の追加

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止
による整理

説　　　　　明

個人番号カード交付件数の増加に伴う事務費
等の追加
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款名 補正額 特定財源 一般財源

日影沢最終処分場管理費 △1,769 0 △1,769

労働費 就業支援事業費 △1,031 0 △1,031

農林水
産業費

新 過年度国庫負担金等返還金 4,104 0 4,104

６次産業化推進事業費 2,926 0 2,926

あきた水と緑の森林祭事業費 △1,586 △1,586 0

商工費 みなと祭り補助金 △1,100 △1,100 0

観光イベント等支援費 △12,800 △12,800 0

天空の不夜城推進事業費 △17,206 △17,206 0

土木費
浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰
出金

△1,815 0 △1,815

教育費 特別支援教育推進事業費 1,918 0 1,918

小学校管理費 10,397 10,397 0

東雲中学校旧体育館解体事業費 8,490 7,600 890

市民文化振興費 △2,280 △30 △2,250

体育振興費 △1,736 0 △1,736

第五小学校及び渟城南小学校の落雷被害に伴
う設備の復旧費

アスベスト撤去・処理費の追加等

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止
による整理

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止
による整理

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止
による整理

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止
による整理

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止
による整理

人事異動等による人件費の減に伴う繰出金の
整理

会計年度任用職員人件費の整理

人事異動に伴う会計年度任用職員人件費の整
理

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止
による整理

多面的機能支払交付金過年度返還金

補助申請見込みの増加に伴う事業費の追加

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止
による整理

事　　　業　　　名 説　　　　　明



款名 補正額 特定財源 一般財源

能代カップ高校選抜バスケットボール大会補
助金

△1,585 △1,520 △65

東京２０２０大会関連事業費 △9,370 0 △9,370

関　係
費目に
計　上

職員人件費 △105,648 158 △105,806

【繰越明許費】

　追加 （単位：千円）

款名 金　額

土木費 浸水対策事業費 21,912

改良事業費 27,000

道路交付金事業費 25,000

教育費 小学校管理費 10,397

東雲中学校旧体育館解体事業費 30,677

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止
による整理

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止
による整理

人事異動等に伴う職員人件費の整理

事　　　　業　　　　名

事　　　業　　　名 説　　　　　明
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【債務負担行為】

　追加 （単位：千円）

限度額

1,620

4,799

152

18

500

84

70

22

184,600

2,000

5,340

43,400道路維持管理委託費 令和２年度～３年度

脳ドック助成事業費補助金 令和２年度～３年度

空き店舗流動化支援事業費補助金 令和２年度～３年度

知事選挙期日前投票所借上料 令和２年度～３年度

能代市在宅障害者支援施設とらいあんぐる指定管理料 令和３年度～７年度

知事選挙期日前投票所イベントパネル等借上料 令和２年度～３年度

知事選挙投票所用テーブル・イス借上料 令和２年度～３年度

知事選挙期日前投票所案内看板製作設置撤去委託費 令和２年度～３年度

知事選挙期日前投票システムＳＥ支援委託費 令和２年度～３年度

知事選挙ポスター掲示場製作設置及び撤去委託費 令和２年度～３年度

知事選挙啓発看板製作設置及び撤去委託費 令和２年度～３年度

事　　　　　　項 期　　間

令和3年度「わかりやすい予算書」印刷製本費 令和２年度～３年度



限度額

1,600

41,800

1,000

8,900

住宅リフォーム支援補助金 令和２年度～３年度

能代市農林漁家婦人活動促進施設指定管理料 令和３年度～７年度

道路清掃委託費 令和２年度～３年度

舗装補修工事費 令和２年度～３年度

事　　　　　　項 期　　間
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（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額

国 庫 支 出 金 障害者補装具費負担金 2,792

施設型給付費負担金 19,173

社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,267

特別定額給付金給付事業費補助金 △54,592

個人番号カード交付事務費補助金 2,801

障害者自立支援給付支払等システム改修事業費補助金 1,303

県 支 出 金 障害者補装具費負担金 1,396

施設型給付費負担金 9,199

すこやか子育て支援事業費補助金 1,444

施設型給付費地方単独費用補助金 △1,088

帰国者・接触者外来設置運営事業費補助金 19,983

県民参加の森づくり事業費補助金 △1,586

主　　な　　歳　　入

備　　　　　　考



款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額

財 産 収 入 農産物売払収入 1,500

寄 附 金 ふるさと納税寄附金 185,000

繰 入 金 財政調整基金繰入金 84,053

地域振興基金繰入金 △34,378

ふるさと納税基金繰入金 △3,933

福祉基金繰入金 △1,810

諸 収 入 空家解体代執行費用弁償金 2,255

仮設診療所収入 7,759

全国市有物件災害共済会共済金 11,277

多面的機能支払交付金返還金 5,470

施設型給付費国庫負担金精算過年度収入 15,438

施設型給付費県負担金精算過年度収入 6,346

市 債 学校施設整備事業債 7,600

備　　　　　　考
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（単位：千円）

繰入金 △586 簡易水道費 △586

繰入金 △1,815 事業費 △1,815

国庫支出金 216 総務費 1,084

繰入金 868

浄化槽整備事業特別会計（補正額　△1,815千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

後期高齢者医療特別会計（補正額　1,084千円）

令和２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　△586千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考



国庫支出金 12,312 総務費 6,996

県支出金 △156 地域支援事業費 △812

繰入金 4,594 基金積立金 10,566

介護保険特別会計（補正額　16,750千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

- 11 -



- 12 -

水道事業会計（補正額　△7,555千円） （単位：千円）

・収益的収入 ・収益的支出 △4,982

　原水及び浄水費 △620

　配水及び給水費 226

　業務費 △1,322

　総係費 △3,266

・資本的収入 ・資本的支出 △2,573

　建設費 △2,506

　北部地区配水管整備事業費 △67

令和２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　△9,576千円）

・収益的収入 ・収益的支出 △2,234

　　管渠費 △68

　　総係費 △2,166

・資本的収入 ・資本的支出 △7,342

　　管渠建設改良費 1,389

　　建設総務費 △8,731

収　　　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　出
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