
 

                  　　

令　　　和　　　４　　　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

33,217,000 751,900 33,968,900

51,183 264 51,447

16,132 － 16,132

221,438 526 221,964

2,284 － 2,284

1,414 － 1,414

1,212 － 1,212

1,505 － 1,505

5,859,408 － 5,859,408

792,601 － 792,601

8,168,400 35 8,168,435

15,115,577 825 15,116,402

 水道事業会計 1,961,666 △12,798 1,948,868

 下水道事業会計 3,589,318 25,941 3,615,259

5,550,984 13,143 5,564,127

53,883,561 765,868 54,649,429

（単位：千円）

４年度12月補正後 前年度 同期 増　　減 　伸率(%) 備　　　考

33,968,900 31,487,400 2,481,500 7.9

15,116,402 15,020,967 95,435 0.6

5,564,127 5,477,830 86,297 1.6

54,649,429 51,986,197 2,663,232 5.1

第２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４年度　１２月補正予算

備　　　　　考

第９号

特
　
　
別
　
　
会
　
　
計

会　　　　計　　　　別

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 △2,692 0 △2,692

総務費 庁舎管理費 10,121 0 10,121

道の駅ふたつい施設管理費 3,162 0 3,162

二ツ井町庁舎管理費 3,694 0 3,694

県議会議員選挙費 1,289 628 661

民生費 障害福祉サービス等給付費 60,000 45,000 15,000

障害児通所給付費等事業費 17,000 12,750 4,250

新 障害者支援施設等物価高騰対策事業費 2,808 1,372 1,436

新 介護保険施設等物価高騰対策事業費 19,142 9,046 10,096

新
過年度国庫負担金等返還金
（社会福祉費関係）

51,402 0 51,402

能代ふれあいプラザ管理費 1,194 424 770

新 保育所等物価高騰対策事業費 9,937 4,373 5,564

実績見込みの増に伴う扶助費の追加

実績見込みの増に伴う扶助費の追加

エネルギー価格高騰に伴う光熱水費の追加

エネルギー価格高騰に伴う指定管理料（光熱
水費）の追加

エネルギー価格高騰に伴う光熱水費等の追加

（単位：千円）

事　　　業　　　名 説　　　　　明

改選に伴う整理及び支給率改定に伴う期末手
当の追加

イオンタウン能代に期日前投票所を設置する
経費等の追加

主　　な　　歳　　出

エネルギー価格高騰に伴う光熱水費等の追加

物価高騰に伴い保育所等に対して光熱費及び
副食費の一部を支援

物価高騰に伴い障害者支援施設等に対して光
熱費の一部を支援

物価高騰に伴い介護保険施設等に対して光熱
費の一部を支援

令和３年度国庫負担金等の翌年度精算に伴う
返還金



過年度国庫負担金等返還金
（児童福祉費関係）

1,623 0 1,623

子ども・子育て支援事業費（施設型給付費・
委託費）

20,545 15,715 4,830

公立保育所運営費 1,523 0 1,523

新
過年度国庫負担金等返還金
（生活保護費関係）

61,462 0 61,462

生活保護費 67,000 50,250 16,750

衛生費
過年度国庫負担金等返還金
（保健衛生費関係）

94,736 0 94,736

新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費 2,247 2,247 0

診療所費 1,273 1,186 87

施設管理費（斎場） 1,786 0 1,786

農林水
産業費

多面的機能支払交付金事業費 △1,730 △1,298 △432

県営ほ場整備事業費 5,001 5,000 1

令和４年８月大雨被害による農地及び農業用施設
災害復旧事業費補助金

5,940 5,300 640

商工費 地元企業人材育成支援事業費 1,900 0 1,900

商工会議所等補助金 1,000 0 1,000

交付実績見込みによる事業費の整理

県の事業計画変更に伴う事業費の追加

マイナンバーカードによる保険情報をオンライン
で確認するために要する経費等の追加

エネルギー価格高騰に伴う光熱水費等の追加

令和３年度国庫負担金等の翌年度精算に伴う
返還金

私立保育所等の保育士等の処遇改善に要する
経費の追加

エネルギー価格高騰に伴う光熱水費等の追加

人事異動に伴う会計年度任用職員人件費の追
加

令和３年度国庫負担金等の翌年度精算に伴う
返還金

実績見込みの増に伴う扶助費の追加

過年度国庫負担金等の精算に伴う返還金

令和４年８月大雨災害における工事費に対す
る補助金の追加

申請見込みの増に伴う補助金の追加

日本商工会議所青年部主催の全国大会における能
代分科会開催経費に対する補助金の追加
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款名 補正額 特定財源 一般財源

商工費 能代工業団地拡張事業費（工業団地東側） 149,285 0 149,285

観光施設管理費 1,650 0 1,650

土木費 街灯費 2,996 0 2,996

檜山川運河浄化施設管理費 1,142 0 1,142

住宅維持管理費 2,717 0 2,717

教育費 職員人件費（会計年度任用職員分） 4,403 10 4,393

小学校管理費 15,630 0 15,630

感染症対策等支援事業費（小学校） 1,790 895 895

振興費（小学校） 1,024 1,024 0

中学校管理費 7,828 0 7,828

感染症対策等支援事業費（中学校） 1,930 965 965

学校給食管理費 19,433 0 19,433

災害復
旧費

林道災害復旧事業費 21,022 4,371 16,651

市営住宅の修繕料等の追加

人事異動等に伴う会計年度任用職員人件費の
追加

エネルギー価格高騰に伴う光熱水費等の追加

新型コロナウイルス感染症対策用品の購入費

エネルギー価格高騰に伴う光熱水費等の追加

令和４年８月大雨災害における工事費等の追
加

寄附金による学校図書の購入等

エネルギー価格高騰に伴う光熱水費等の追加

新型コロナウイルス感染症対策用品の購入費

事　　　業　　　名

用地購入費等の追加

旧道の駅ふたつい大型看板の基礎撤去に要す
る経費の追加

エネルギー価格高騰に伴う光熱水費の追加

エネルギー価格高騰に伴う光熱水費の追加

説　　　　　明



関　係
費目に
計　上

職員人件費（特別職含む） 67,925 0 67,925

【繰越明許費補正】

　追　加 （単位：千円）

款名 金　額

民生費 120,493

農林水
産業費

5,940

21,949

商工費 149,285

災害復
旧費

41,359

事　　　　業　　　　名

松籟荘空調等改修事業費

令和４年８月大雨被害による農地及び農業用施設災害復旧事業
費補助金

林道補修事業費

能代工業団地拡張事業費（工業団地東側）

林道災害復旧事業費

人事異動等に伴う職員人件費の整理等
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【債務負担行為補正】

　追　加

限度額

1,807

41,600

158,800

4,879

500

177

650,000

23,000

1,600

18,067

3,300

指定ごみ袋印刷製本費 令和４年度～５年度

人材確保支援業務委託費 令和４年度～５年度

令和５年度～９年度

脳ドック助成事業費補助金 令和４年度～５年度

県議会議員選挙期日前投票所イベントパネル等借上料 令和４年度～５年度

松籟荘指定管理料 令和５年度～９年度

保坂福祉会館松寿園指定管理料

令和４年度～５年度

県議会議員選挙期日前投票システムＳＥ支援委託費 令和４年度～５年度

財務会計システム更新業務委託費 令和４年度～５年度

道の駅ふたつい指定管理料 令和５年度～９年度

県議会議員選挙ポスター掲示場等製作設置撤去委託費

期　　間

令和５年度「わかりやすい予算書」印刷製本費 令和４年度～５年度

（単位：千円）

事　　　　　　項



12,000

600,000

6,500

10,000

196,500

53,146

21,000

15,000

37,000

139,000

1,000

令和４年度～５年度

住宅リフォーム支援補助金 令和４年度～５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５年度～９年度

道路維持管理委託費 令和４年度～５年度

中心市街地道路施設更新工事費

舗装補修工事費 令和４年度～５年度

側溝更新工事費 令和４年度～５年度

浸水対策工事費 令和４年度～５年度

令和４年度～５年度

第３期能代市中心市街地活性化計画策定支援業務委託費 令和４年度～５年度

能代工業団地隣接地造成工事費 令和４年度～５年度

まちの魅力発見・発掘・発信事業業務委託費

令和４年度～５年度能代市地域公共交通計画策定事業費負担金
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（単位：千円）

款　　　名 内　　　　　　　　　　　訳 補 正 額

国 庫 支 出 金 障害者総合支援給付費等負担金 30,000

障害児通所給付費等負担金 8,500

施設型給付費負担金 10,888

保護費負担金 50,250

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 2,237

県 支 出 金 障害者総合支援給付費等負担金 15,000

障害児通所給付費等負担金 4,250

施設型給付費負担金 4,516

障害者支援施設等物価高騰対策事業費補助金 1,372

介護保険施設等物価高騰対策事業費補助金 9,046

保育所等物価高騰対策事業費補助金 4,373

多面的機能支払推進交付金 △1,298

主　　な　　歳　　入

備　　　　　　考



林業施設災害復旧費補助金 4,371

寄 附 金 図書購入費寄附金 1,000

繰 入 金 財政調整基金繰入金 590,066

諸 収 入 医療提供体制設備整備交付金 1,186

市 債 県営ほ場整備事業（負担金）債 5,000

農業用施設災害復旧事業（補助金）債 5,300
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繰入金 264 簡易水道費 264

繰入金 526 事業費 526

国庫支出金 34 総務費 22

支払基金交付金 △56 地域支援事業費 17

県支出金 17 基金積立金 △14

繰入金 40 諸支出金 10

介護保険特別会計（補正額　35千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

浄化槽整備事業特別会計（補正額　526千円）

令和４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　264千円）

歳　　　　　　入 歳　　　　　　出 備　　　　　　考

（単位：千円）



【債務負担行為】

（単位：千円）

期　　間

令和５年度～７年度

令和５年度～７年度

能代市富根地区簡易水道事業指定管理料

事　　　　　　項

能代市仁鮒地区簡易水道事業指定管理料

限度額

27,100

26,700
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水道事業会計（補正額　△12,798千円） （単位：千円）

・収益的収入 ・収益的支出 17,988

　原水及び浄水費 6,427

　配水及び給水費 13,204

　業務費 △873

　総係費 △770

・資本的収入 △20,538 ・資本的支出 △30,786

　　工事負担金 △20,538 　建設費 △30,786

【債務負担行為補正】

　変　更 　　　（単位：千円）

期　間 限　度　額

浄水場等運転管理業務 令和５年度 １１６，６９２

収　　　　　入 支　　　　　出

令和４年度～９年度 ６３７,１６７

令和４年度　企業会計　１２月補正予算

事　　　　　項
補　　正　　前 補　　正　　後

期　間 限　度　額



下水道事業会計（補正額　25,941千円） （単位：千円）

・収益的収入 ・収益的支出 16,264

　　管渠費 △1,008

　　ポンプ場費 5,158

　　処理場費 12,040

　　総係費 74

・資本的収入 ・資本的支出 9,677

　　管渠建設改良費 35

　　建設総務費 1,998

　　企業債償還金 7,644

【債務負担行為補正】

　追　加 （単位：千円）

期　　　間

令和４年度～９年度

事　　　　　項 限　　度　　額

能代終末処理場等包括的維持管理業務委託費 ８８９，４３８

収　　　　　入 支　　　　　出
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