
 

                  　　

令　　　和　　　３　　　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

30,305,000 1,182,400 31,487,400

44,021 △399 43,622

15,456 － 15,456

218,782 △2,787 215,995

3,685 － 3,685

4,200 － 4,200

1,951 － 1,951

2,277 － 2,277

5,442,272 382,000 5,824,272

730,733 － 730,733

8,150,680 28,096 8,178,776

14,614,057 406,910 15,020,967

 水道事業会計 1,948,328 37,872 1,986,200

 下水道事業会計 3,499,794 △8,164 3,491,630

5,448,122 29,708 5,477,830

50,367,179 1,619,018 51,986,197

（単位：千円）

３年度12月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

31,487,400 35,942,000 △4,454,600 △12.4

15,020,967 14,936,092 84,875 0.6

5,477,830 5,268,304 209,526 4.0

51,986,197 56,146,396 △4,160,199 △7.4

第３号

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３年度　１２月補正予算

備　　　　　考
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別
　
　
会
　
　
計

会　　　　計　　　　別

第２号

第２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２号

前　年　同　期　比　較　表

企業会計　計

企
業
会
計

合　　　　　　　　　計

会　　　　計　　　　別

第１号
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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 △2,218 0 △2,218

宇宙のまちづくり推進事業費 △2,517 △2,517 0

ふるさと納税推進費 26,390 0 26,390

ふるさと納税基金積立金 52,000 52,000 0

二ツ井町庁舎管理費 2,803 0 2,803

民生費 障害福祉サービス等給付費 134,000 100,500 33,500

障害者補装具費 1,000 750 250

障害児通所給付費等事業費 4,078 3,058 1,020

新 福祉灯油事業費 44,480 0 44,480

新
過年度国庫負担金等返還金
（障がい福祉関係）

19,992 0 19,992

介護保険特別会計繰出金 1,079 12 1,067

児童福祉事務費 3,284 3,284 0

主　　な　　歳　　出

人事異動等による人件費の増に伴う繰出金の追加
等

児童手当システムの改修委託料

実績の増加に伴う扶助費の追加

市民税非課税世帯への灯油購入費用(1世帯5,000
円)の助成

令和２年度国庫負担金等の翌年度精算に伴う返還
金

（単位：千円）

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

燃料費単価の上昇に伴う燃料費の追加

実績の増加に伴う扶助費の追加

実績の増加に伴う扶助費の追加

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

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



款名 補正額 特定財源 一般財源

すこやか子育て支援事業費 3,287 3,501 △214

病児保育事業費 1,028 686 342

子育て祝い金事業費 △1,070 0 △1,070

新
過年度国庫負担金等返還金
（生活保護関係）

42,065 0 42,065

衛生費 未熟児養育医療給付事業費 3,751 2,967 784

子育て世代包括支援センター事業費 △2,835 0 △2,835

新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費 516,489 516,489 0

施設管理費（斎場） 1,720 0 1,720

農林水
産業費

農業夢プラン事業費補助金 51,868 31,729 20,139

商工費 長期影響継続事業者支援金支給費 315,865 77,112 238,753

企業誘致推進事業費 29,323 0 29,323

観光プロモーション事業費 △1,829 △913 △916

観光イベント等支援費 △4,300 △4,300 0

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

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

令和２年度国庫負担金等の翌年度精算に伴う返還
金

実績の増加に伴う扶助費の追加

説　　　　　明

新型コロナウイルス感染症により継続的に大きな
影響を受ける事業者への支援金の追加

能代工業団地の市道廃止に伴う配水管の移設経費
及び分筆登記、不動産鑑定業務委託料の追加

燃料費単価の上昇に伴う燃料費の追加

補助申請見込み件数の増加に伴う事業費の追加

人事異動に伴う会計年度任用職員人件費の整理

事　　　業　　　名

補助基準額の改正に伴う補助金の追加

実績の確定に伴う整理

３回目の新型コロナウイルスワクチン接種に係る
経費の追加

対象児童数の増加に伴う補助金の追加等
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款名 補正額 特定財源 一般財源

天空の不夜城推進事業費 △1,900 △1,900 0

土木費
浄化槽整備事業特別会計（市町村設置型）繰
出金

△2,787 0 △2,787

除排雪対策費 1,206 0 1,206

教育費 小学校管理費 2,159 0 2,159

新
学校教育活動継続支援事業費
（小学校）

1,750 875 875

中学校管理費 2,936 0 2,936

市民文化振興費 △1,330 0 △1,330

体育振興費 △1,839 0 △1,839

生涯スポーツ推進事業費 △3,716 △3,116 △600

バスケの街づくり事業費 △1,270 △1,270 0

能代カップ高校選抜バスケットボール大会補
助金

△3,863 △3,863 0

東京２０２０大会関連事業費 △3,719 0 △3,719

学校給食管理費 1,647 0 1,647

新型コロナウイルス感染防止に伴う事業実施内容
の見直し等による整理

燃料費単価の上昇に伴う燃料費及び修繕料の追加

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

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

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

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

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

人事異動等による人件費の減に伴う繰出金の整理

燃料費単価の上昇に伴う燃料費の追加

燃料費単価の上昇に伴う燃料費の追加

新型コロナウイルス感染症対策用品の購入費

燃料費単価の上昇に伴う燃料費の追加

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

事　　　業　　　名 説　　　　　明



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 △49,032 0 △49,032

【繰越明許費】

　追　加 （単位：千円）

款名 金　額

衛生費 516,489

商工費 企業誘致推進事業費 26,715

事　　　　業　　　　名

新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費

事　　　業　　　名 説　　　　　明

人事異動等に伴う職員人件費の整理等
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【債務負担行為】

　追　加

限度額

1,832

27,404

151

500

37,800

29,800

2,000

44,054

101,500

47,798

25,710

（単位：千円）

事　　　　　　項 期　　間

令和４年度「わかりやすい予算書」印刷製本費 令和３年度～４年度

市長市議選挙期日前投票システムＳＥ支援委託費 令和３年度～４年度

白濤亭指定管理料 令和４年度～８年度

市長市議選挙ポスター掲示場製作設置及び撤去委託費 令和３年度～４年度

市長市議選挙啓発看板製作設置及び撤去委託費 令和３年度～４年度

市民プラザ事業運営業務委託費 令和３年度～６年度

能代市旧料亭金勇指定管理料 令和４年度～８年度

つどいの広場・ファミリーサポートセンター事業委託費 令和３年度～６年度

脳ドック助成事業費補助金 令和３年度～４年度

道路維持管理委託費 令和３年度～４年度

舗装補修工事費 令和３年度～４年度



限度額

40,000

900

1,000

597,900

182,100

　変　更 （単位：千円）

限度額

9,780

浸水対策工事費 令和３年度～４年度

事　　　　　　項 期　　間

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４年度～８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４年度～８年度

風の松原土地賃借料 令和３年度～６年度

住宅リフォーム支援補助金 令和３年度～４年度

令和３年度～４年度 令和３年度～４年度 12,000

事　　　　　　項

能代市奨学金貸付金

補正前 補正後

期　　間 期　　間 限度額
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（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額

市 税 法人市民税 50,000

市たばこ税 30,000

国 庫 支 出 金 障害者総合支援給付費等負担金 67,000

障害児通所給付費等負担金 2,039

未熟児養育医療費負担金 1,565

新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 155,936

子ども・子育て支援事業費補助金 3,284

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 360,542

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 77,112

県 支 出 金 障害者総合支援給付費等負担金 33,500

障害児通所給付費等負担金 1,019

すこやか子育て支援事業費補助金 3,501

新時代を勝ち抜く！農業夢プラン応援事業費補助金 31,729

主　　な　　歳　　入

備　　　　　　考



款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額

寄 附 金 ふるさと納税寄附金 52,000

繰 入 金 財政調整基金繰入金 325,762

地域振興基金繰入金 △15,575

ふるさと納税基金繰入金 △4,178

備　　　　　　考
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繰入金 △399 簡易水道費 △399

繰入金 △2,787 事業費 △2,787

保険給付費等交付金 382,000 一般被保険者療養給付費 340,000

一般被保険者高額療養費 42,000

令和３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　△399千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

（単位：千円）

国民健康保険特別会計（補正額　382,000千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

浄化槽整備事業特別会計（補正額　△2,787千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考



国庫支出金 25,905 総務費 810

支払基金交付金 444 地域支援事業費 1,844

県支出金 244 基金積立金 24,848

繰入金 1,503 諸支出金 594

介護保険特別会計（補正額　28,096千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考
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水道事業会計（補正額　37,872千円） （単位：千円）

・収益的収入 ・収益的支出 3,249

　原水及び浄水費 △89

　配水及び給水費 21

　業務費 2,866

　総係費 451

・資本的収入 26,715 ・資本的支出 34,623

　　工事負担金 26,715 　建設費 34,681

　北部地区配水管整備事業費 △58

令和３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　△8,164千円）

・収益的収入 ・収益的支出 △3,467

　　管渠費 △738

　　総係費 △2,729

・資本的収入 ・資本的支出 △4,697

　　管渠建設改良費 △3,072

　　建設総務費 △1,625

収　　　　　　　　　　入 支　　　　　　　　　　出
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