
 

                  　　

令　　　和　　　３　　　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

34,137,067 △32,967 34,104,100

43,622 － 43,622

15,456 － 15,456

215,995 △17,154 198,841

3,685 △797 2,888

4,200 20,820 25,020

1,951 △1,001 950

2,277 △1,215 1,062

5,824,272 △6,962 5,817,310

730,733 △657 730,076

8,178,776 70 8,178,846

15,020,967 △6,896 15,014,071

 水道事業会計 1,986,200 △37,670 1,948,530

 下水道事業会計 3,491,630 △43,680 3,447,950

5,477,830 △81,350 5,396,480

54,635,864 △121,213 54,514,651

（単位：千円）

3年度3月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

34,104,100 36,129,000 △2,024,900 △5.6

15,014,071 15,017,833 △3,762 0.0

5,396,480 5,031,483 364,997 7.3

54,514,651 56,178,316 △1,663,665 △3.0
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 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４号

 鶴形財産区特別会計

令和３年度　３月補正予算

備　　　　　考

第１５号

第３号

会　　　　計　　　　別

第３号

第２号

第２号

第１号

第１号

 簡易水道事業特別会計

第２号

第４号

 一　　般　　会　　計

前　年　同　期　比　較　表

会　　　　計　　　　別

総　　　　　　　　　計
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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 △6,002 △22 △5,980

戸籍住民基本台帳費 3,985 2,898 1,087

個人番号カード等交付事業費 5,459 5,986 △527

民生費 新 介護施設開設準備経費等支援事業費補助金 4,200 4,200 0

国民健康保険特別会計繰出金 5,569 277 5,292

児童手当費 △10,065 △8,372 △1,693

児童扶養手当費 △29,321 △9,774 △19,547

職員人件費 △19,278 0 △19,278

新
職員人件費（会計年度任用職員（保育士等）処遇
改善分）

1,460 1,343 117

衛生費 母子保健事業費 △5,361 0 △5,361

子ども・妊婦等予防接種費 △5,965 △2,724 △3,241

仮設診療所運営費 △38,863 △38,863 0

実績見込みによる整理

実績見込みによる整理

主　　な　　歳　　出

事　　　業　　　名

（単位：千円）

会計年度任用職員（保育士等）処遇改善のための報酬及
び給料

実績見込みによる整理

説　　　　　明

実績見込みによる整理

実績見込みによる整理及び住民情報システム改修委託料
の追加

地方公共団体情報システム機構交付金の実績見込みによ
る整理等

県の補助事業の内示による補助金の計上

受給者数の減による整理

決算見込みによる追加

受給者数の減による整理

会計年度任用職員の報酬等の整理



款名 補正額 特定財源 一般財源

下水道事業会計繰出金 △10,700 0 △10,700

指定ごみ袋等管理費 △15,663 0 △15,663

米代流域衛生センター解体事業等負担金 △16,353 △16,353 0

水道事業会計繰出金 △27,555 17,700 △45,255

農林水
産業費

秋田県種苗交換会事業費補助金 △7,306 0 △7,306

農業夢プラン事業費補助金 △9,315 △5,532 △3,783

機構集積協力金事業費 △53,224 △53,224 0

農業次世代人材投資事業費 △5,454 △5,454 0

畑作等拡大総合支援事業費補助金 △6,501 0 △6,501

ネットワーク型園芸拠点整備事業費補助金 12,928 9,745 3,183

県営ほ場整備事業費 55,710 55,700 10

ため池等整備事業費 31,225 31,122 103

林業専用道整備事業費 △5,154 △4,200 △954

実績見込みによる整理及び国の補正予算による追加

実績見込みによる整理

実績見込みによる整理及び国の補正予算による追加

実績見込みによる整理

実績による整理

実績見込みによる整理

契約差金等の整理

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及び国の補正予算による追加

実績見込みによる整理

実績見込みによる整理

実績見込みによる整理

事　　　業　　　名 説　　　　　明
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款名 補正額 特定財源 一般財源

農林水
産業費

林道改良事業費 △37,439 △37,450 11

商工費 中小企業融資あっせん等事業費 △14,813 0 △14,813

商店街活性化対策事業費 △9,717 △9,717 0

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

△18,488 0 △18,488

企業誘致推進事業費 15,744 0 15,744

新工業団地候補地調査事業費 △5,478 2,400 △7,878

大館能代空港利用促進事業費 △6,800 0 △6,800

ホストタウン事業費 △17,020 △8,897 △8,123

土木費 浄化槽設置整備事業（個人設置型）補助金 △11,050 △2,934 △8,116

改良事業費 △19,274 △19,309 35

道路交付金事業費 △19,666 △21,780 2,114

下水道事業会計繰出金等 1,376 0 1,376

教育費 奨学金貸付事業費 △23,160 △23,160 0

大学生等応援給付金給付事業費 △13,080 0 △13,080

実績見込みによる整理

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

契約差金等の整理

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

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及び造成測量設計業務委託料等の
追加

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



款名 補正額 特定財源 一般財源

小学校管理費 295,643 287,321 8,322

中学校管理費 225,054 219,851 5,203

要保護及び準要保護児童生徒援助費（中学
校）

△6,359 △114 △6,245

公債費 長期債元金 78,143 75,415 2,728

長期債利子 △21,781 0 △21,781

関　係
費目に
計　上

能代山本広域市町村圏組合負担金 △66,832 △17,300 △49,532

実績見込みによる整理及び国の補正予算による追加

説　　　　　明

実績見込みによる整理及び国の補正予算による追加

実績見込みによる整理

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　　　名

事業費の整理による負担金の減額
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【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

土木費 28,374 令和２年度 14,022 27,736 令和２年度 14,022

令和３年度 14,352 令和３年度 13,714

教育費 153,395 令和２年度 0 153,395 令和２年度 0

令和３年度 46,421 令和３年度 153,395

令和４年度 106,974 令和４年度 0

66,253 令和２年度 6,625 65,339 令和２年度 6,625

令和３年度 59,628 令和３年度 58,714

款名 事　　　業　　　名
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

小学校管理費

グラウンド芝生化事業費

まちづくり計画策定事業費



【繰越明許費補正】

　追加 （単位：千円）

款名 金　額

総務費 4,565

民生費 1,500

19,081

105,900

32,980

210

35,052

12,661

商工費 13,000

968

土木費 9,000

109,358

32,208

事　　　　業　　　　名

道路交付金事業費

中心市街地道路施設更新事業費

戸籍住民基本台帳費

ひとり親家庭等住宅整備資金貸付金

農林水
産業費

中小企業等生産性向上支援事業費

戦略作物生産拡大基盤整備促進事業費負担金等

道路維持費

中心市街地活性化推進事業費

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

ため池等整備事業費

風の松原いこいの広場整備事業費

林道改良事業費
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款名 金　額

土木費 4,900

61,320

教育費 194,840

234,345

災害復
旧費

4,235

　変更 （単位：千円）

補正前 補正後

金　額 金　額

商工費 20,000 25,247

26,715 52,255

がんばるのしろの商い応援事業費（新型コロナ対策）

企業誘致推進事業費

能代港改修事業費負担金

公園リニューアル事業費

道路河川災害復旧事業費

中学校管理費

小学校管理費

款名 事　　　　業　　　　名

事　　　　業　　　　名



（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 15,000

法 人 事 業 税 交 付 金 法人事業税交付金 36,000

地 方 消 費 税 交 付 金 地方消費税交付金 128,000

国 庫 支 出 金 社会資本整備総合交付金 22,220

学校施設環境改善交付金 143,372

県 支 出 金 灯油購入費緊急助成事業費補助金 21,000

機構集積協力金事業費補助金 △53,224

林道改良事業費補助金 △19,250

地域外来・検査センター委託金 △26,028

繰 入 金 財政調整基金繰入金 △580,778

公共施設解体基金繰入金 △16,353

地域振興基金繰入金 △22,746

ふるさと納税基金繰入金 △18,292

奨学基金繰入金 △23,160

主　　な　　歳　　入
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諸 収 入 秋田県後期高齢者医療広域連合負担金返還金 15,610 備　　　　　　考

仮設診療所収入 △12,455

市 債 水道整備事業（出資金）債 17,700

県営ほ場整備事業（負担金）債 55,700

県営ため池等整備事業（負担金）債 31,100

林道改良事業債 △18,200

道路整備事業債 △54,300

過疎地域自立促進特別事業債 △12,200

消防施設整備事業（負担金）債 △11,500

学校施設整備事業債 363,800

臨時財政対策債借換債 73,800



浄化槽整備事業特別会計（補正額　△17,154千円） （単位：千円）

分担金及び負担金 △1,833 事業費 △16,969

一般会計繰入金 △4,837 公債費 △185

諸収入 316

市債 △10,800

浅内財産区特別会計（補正額　△797千円） （単位：千円）

繰入金 △797 管理会費 △86

総務費 △711

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考

令和３年度　特別会計　３月補正予算

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考
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常盤財産区特別会計（補正額　20,820千円） （単位：千円）

財産貸付収入 25,008 管理会費 △120

繰入金 △4,188 総務費 △497

積立金 21,437

鶴形財産区特別会計（補正額　△1,001千円） （単位：千円）

繰入金 △1,001 管理会費 △11

総務費 △990

檜山財産区特別会計（補正額　△1,215千円） （単位：千円）

繰入金 △1,215 管理会費 △52

総務費 △1,163

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考



国民健康保険特別会計（補正額　△6,962千円） （単位：千円）

国民健康保険税 71,487 総務費 1,726

国庫支出金 2,545 保健事業費 △10,436

県支出金 3,437 予備費 1,748

繰入金 △84,431

後期高齢者医療特別会計（補正額　△657千円） （単位：千円）

繰入金 △657 後期高齢者医療広域連合納付金 △657

歳　　　　　　入 備　　　　　　　　考歳　　　　　　出

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考
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介護保険特別会計（補正額　70千円） （単位：千円）

国庫支出金 △435 総務費 △2,078

支払基金交付金 △501 地域支援事業費 △1,783

県支出金 △218 基金積立金 3,931

繰入金 △2,721

諸収入 3,945

歳　　　　　　出 備　　　　　　　　考歳　　　　　　入



水道事業会計（補正額　△37,670千円） （単位：千円）

・収益的収入 26,390 ・収益的支出 4,872

　　給水収益 23,911 　　原水及び浄水費 △586

　　他会計補助金 202 　　業務費 △891

　　長期前受金戻入 2,277 　　総係費 △974

　　減価償却費 1,000

　　支払利息 △668

　　消費税 6,940

　　特別損失 51

・資本的収入 △77,713 ・資本的支出 △42,542

　　企業債 △31,700 　　建設改良費 △47,142

　　出資金 △2,294 　　企業債償還金 4,600

　　国庫補助金 △2,294

　　他会計補助金 △25,463

　　他会計負担金 625

　　工事負担金 △16,587

令和３年度　企業会計　３月補正予算

収　　　　　入 支　　　　　出
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下水道事業会計（補正額　△43,680千円） （単位：千円）

・収益的収入 △26,482 ・収益的支出 △42,901

　 他会計負担金 △16,761 　　管渠費 △227

　 その他営業収益 △71 　　ポンプ場費 △20

　 他会計補助金 △12,257 　　処理場費 △3,540

　 長期前受金戻入 △4,330 　　普及指導費 △420

　 雑収益 612 　　業務費 △278

　 消費税還付金 6,325 　　総係費 △664

　　減価償却費 △14,661

　　資産減耗費 6

　　支払利息 △23,097

・資本的収入 894 ・資本的支出 △779

　 企業債 △37,400 　 管渠建設改良費 △700

　 出資金 137 　 建設総務費 △79

　 他会計補助金 19,557

   負担金 18,600

収　　　　　入 支　　　　　出


