
単位：千円単位：千円単位：千円単位：千円

事　　業　　名事　　業　　名事　　業　　名事　　業　　名 補正予算額補正予算額補正予算額補正予算額
担 当 課担 当 課担 当 課担 当 課
電話番号電話番号電話番号電話番号

２款　総務費２款　総務費２款　総務費２款　総務費

　山内南郷コミュニティセンター費　山内南郷コミュニティセンター費　山内南郷コミュニティセンター費　山内南郷コミュニティセンター費 56,83956,83956,83956,839

２款　総務費２款　総務費２款　総務費２款　総務費

　増田まんが美術館整備事業　増田まんが美術館整備事業　増田まんが美術館整備事業　増田まんが美術館整備事業 549,669549,669549,669549,669

３款　民生費３款　民生費３款　民生費３款　民生費

　子どものための教育・保育給付費　子どものための教育・保育給付費　子どものための教育・保育給付費　子どものための教育・保育給付費 31,41431,41431,41431,414

４款　衛生費４款　衛生費４款　衛生費４款　衛生費

　病院事業費　病院事業費　病院事業費　病院事業費 33,67033,67033,67033,670

６款　農林水産業費６款　農林水産業費６款　農林水産業費６款　農林水産業費

　作物振興事業　作物振興事業　作物振興事業　作物振興事業

６款　農林水産業費６款　農林水産業費６款　農林水産業費６款　農林水産業費

　畜産競争力強化対策整備事業　畜産競争力強化対策整備事業　畜産競争力強化対策整備事業　畜産競争力強化対策整備事業

６款　農林水産業費６款　農林水産業費６款　農林水産業費６款　農林水産業費

　農業生産基盤整備事業　農業生産基盤整備事業　農業生産基盤整備事業　農業生産基盤整備事業

８款　土木費８款　土木費８款　土木費８款　土木費

　地方道路交付金事業（道路）　地方道路交付金事業（道路）　地方道路交付金事業（道路）　地方道路交付金事業（道路） △ 144,947△ 144,947△ 144,947△ 144,947

１０款　教育費１０款　教育費１０款　教育費１０款　教育費

　中学校長寿命化対策事業　中学校長寿命化対策事業　中学校長寿命化対策事業　中学校長寿命化対策事業 185,331185,331185,331185,331

１３款　諸支出金１３款　諸支出金１３款　諸支出金１３款　諸支出金

1,434,2641,434,2641,434,2641,434,264

一般会計３月補正額一般会計３月補正額一般会計３月補正額一般会計３月補正額 1,596,0001,596,0001,596,0001,596,000

①３月補正後一般会計予算額①３月補正後一般会計予算額①３月補正後一般会計予算額①３月補正後一般会計予算額 54,343,00054,343,00054,343,00054,343,000

②障害者支援施設特別会計   ②障害者支援施設特別会計   ②障害者支援施設特別会計   ②障害者支援施設特別会計   318,475318,475318,475318,475

③土地区画整理事業特別会計　　　③土地区画整理事業特別会計　　　③土地区画整理事業特別会計　　　③土地区画整理事業特別会計　　　 167,300167,300167,300167,300

国の補正予算による横手南中学校及び増田中国の補正予算による横手南中学校及び増田中国の補正予算による横手南中学校及び増田中国の補正予算による横手南中学校及び増田中
学校の校舎等の長寿命化改修工事費等の補正学校の校舎等の長寿命化改修工事費等の補正学校の校舎等の長寿命化改修工事費等の補正学校の校舎等の長寿命化改修工事費等の補正

普通交付税及び特別交付税の決算見込みによ普通交付税及び特別交付税の決算見込みによ普通交付税及び特別交付税の決算見込みによ普通交付税及び特別交付税の決算見込みによ
る負担金及び出資金の増額補正る負担金及び出資金の増額補正る負担金及び出資金の増額補正る負担金及び出資金の増額補正

財政課財政課財政課財政課
３５－２１６７３５－２１６７３５－２１６７３５－２１６７

252,035252,035252,035252,035
国の補正予算による産地パワーアップ事業国の補正予算による産地パワーアップ事業国の補正予算による産地パワーアップ事業国の補正予算による産地パワーアップ事業
（ジュース加工場整備）の補助金の補正（ジュース加工場整備）の補助金の補正（ジュース加工場整備）の補助金の補正（ジュース加工場整備）の補助金の補正

農業振興課農業振興課農業振興課農業振興課
３２-２１１２３２-２１１２３２-２１１２３２-２１１２

103,040103,040103,040103,040

323,822323,822323,822323,822
国の補正予算によるほ場の大区画化及び農道国の補正予算によるほ場の大区画化及び農道国の補正予算によるほ場の大区画化及び農道国の補正予算によるほ場の大区画化及び農道
等の整備事業負担金の増額補正等の整備事業負担金の増額補正等の整備事業負担金の増額補正等の整備事業負担金の増額補正

農林整備課農林整備課農林整備課農林整備課
３２-２１１４３２-２１１４３２-２１１４３２-２１１４

平成２８年度３月一般会計補正予算(第７号）案の概要平成２８年度３月一般会計補正予算(第７号）案の概要平成２８年度３月一般会計補正予算(第７号）案の概要平成２８年度３月一般会計補正予算(第７号）案の概要

保育単価の上昇に伴う保育施設への負担金や保育単価の上昇に伴う保育施設への負担金や保育単価の上昇に伴う保育施設への負担金や保育単価の上昇に伴う保育施設への負担金や
減免対象児童が増加したことによる扶助費の増減免対象児童が増加したことによる扶助費の増減免対象児童が増加したことによる扶助費の増減免対象児童が増加したことによる扶助費の増
額補正額補正額補正額補正

子育て支援課子育て支援課子育て支援課子育て支援課
３５－２１３３３５－２１３３３５－２１３３３５－２１３３

内　　　容内　　　容内　　　容内　　　容

国の補正予算（地方創生拠点整備交付金）によ国の補正予算（地方創生拠点整備交付金）によ国の補正予算（地方創生拠点整備交付金）によ国の補正予算（地方創生拠点整備交付金）によ
る山内地域南郷地区住民の共助活動等を行うる山内地域南郷地区住民の共助活動等を行うる山内地域南郷地区住民の共助活動等を行うる山内地域南郷地区住民の共助活動等を行う
基幹的な拠点施設整備のための事業費の補正基幹的な拠点施設整備のための事業費の補正基幹的な拠点施設整備のための事業費の補正基幹的な拠点施設整備のための事業費の補正

山内地域課山内地域課山内地域課山内地域課
５３－２１１１５３－２１１１５３－２１１１５３－２１１１

国の補正予算（地方創生拠点整備交付金）によ国の補正予算（地方創生拠点整備交付金）によ国の補正予算（地方創生拠点整備交付金）によ国の補正予算（地方創生拠点整備交付金）によ
る増田ふれあいプラザをマンガに特化した美術る増田ふれあいプラザをマンガに特化した美術る増田ふれあいプラザをマンガに特化した美術る増田ふれあいプラザをマンガに特化した美術
館にリニューアルするための事業費の増額補正館にリニューアルするための事業費の増額補正館にリニューアルするための事業費の増額補正館にリニューアルするための事業費の増額補正

地域づくり地域づくり地域づくり地域づくり
支援課支援課支援課支援課

３５-２２６６３５-２２６６３５-２２６６３５-２２６６

３月補正後普通会計予算額３月補正後普通会計予算額３月補正後普通会計予算額３月補正後普通会計予算額
　　　（①+②+③）　　　（①+②+③）　　　（①+②+③）　　　（①+②+③）

54,828,77554,828,77554,828,77554,828,775

国の補正予算による横手地域畜産クラスター協国の補正予算による横手地域畜産クラスター協国の補正予算による横手地域畜産クラスター協国の補正予算による横手地域畜産クラスター協
議会への補助金の増額補正議会への補助金の増額補正議会への補助金の増額補正議会への補助金の増額補正

農業振興課農業振興課農業振興課農業振興課
３２-２１１２３２-２１１２３２-２１１２３２-２１１２

教育総務課教育総務課教育総務課教育総務課
３２－２４０２３２－２４０２３２－２４０２３２－２４０２

横手市財産経営推進計画に基づいて行う公共横手市財産経営推進計画に基づいて行う公共横手市財産経営推進計画に基づいて行う公共横手市財産経営推進計画に基づいて行う公共
施設の改修等の財源を確保することを目的とし施設の改修等の財源を確保することを目的とし施設の改修等の財源を確保することを目的とし施設の改修等の財源を確保することを目的とし
た基金への積立金の補正た基金への積立金の補正た基金への積立金の補正た基金への積立金の補正

財政課財政課財政課財政課
３５－２１６７３５－２１６７３５－２１６７３５－２１６７　公共施設等総合管理推進基金　公共施設等総合管理推進基金　公共施設等総合管理推進基金　公共施設等総合管理推進基金

　積立金　積立金　積立金　積立金

事業費の精算見込みによる減額補正事業費の精算見込みによる減額補正事業費の精算見込みによる減額補正事業費の精算見込みによる減額補正
建設課建設課建設課建設課

３２－２４０６３２－２４０６３２－２４０６３２－２４０６



単位：千円単位：千円単位：千円単位：千円

特別会計名特別会計名特別会計名特別会計名 補正予算額補正予算額補正予算額補正予算額
担 当 課担 当 課担 当 課担 当 課
電話番号電話番号電話番号電話番号

国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計国民健康保険特別会計 △ 38,091△ 38,091△ 38,091△ 38,091

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 13,084,05713,084,05713,084,05713,084,057

後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計 △ 23,060△ 23,060△ 23,060△ 23,060

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 936,130936,130936,130936,130

介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計介護保険特別会計 △ 42,373△ 42,373△ 42,373△ 42,373

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 11,809,90411,809,90411,809,90411,809,904

市営介護サービス事業特市営介護サービス事業特市営介護サービス事業特市営介護サービス事業特
別会計別会計別会計別会計

△ 17,000△ 17,000△ 17,000△ 17,000

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 1,824,3751,824,3751,824,3751,824,375

金沢中野財産区特別会計金沢中野財産区特別会計金沢中野財産区特別会計金沢中野財産区特別会計 1,0001,0001,0001,000

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 5,6405,6405,6405,640

土地区画整理事業特別会土地区画整理事業特別会土地区画整理事業特別会土地区画整理事業特別会
計計計計

△ 66,800△ 66,800△ 66,800△ 66,800

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 167,300167,300167,300167,300

都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課
３２－２４０８３２－２４０８３２－２４０８３２－２４０８

給付費等の決算見込みによる減額補正給付費等の決算見込みによる減額補正給付費等の決算見込みによる減額補正給付費等の決算見込みによる減額補正

特別養護老人ホーム白寿園における利用者数の特別養護老人ホーム白寿園における利用者数の特別養護老人ホーム白寿園における利用者数の特別養護老人ホーム白寿園における利用者数の
減少による介護報酬等の減額及び一般会計繰入減少による介護報酬等の減額及び一般会計繰入減少による介護報酬等の減額及び一般会計繰入減少による介護報酬等の減額及び一般会計繰入
金等の増額補正金等の増額補正金等の増額補正金等の増額補正

高齢ふれあい課高齢ふれあい課高齢ふれあい課高齢ふれあい課
３５－２１３４３５－２１３４３５－２１３４３５－２１３４

特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人
ホーム白寿園ホーム白寿園ホーム白寿園ホーム白寿園
２６－３０００２６－３０００２６－３０００２６－３０００

立木売却収入額を財政調整基金に積み立てる増立木売却収入額を財政調整基金に積み立てる増立木売却収入額を財政調整基金に積み立てる増立木売却収入額を財政調整基金に積み立てる増
額補正額補正額補正額補正 横手地域課横手地域課横手地域課横手地域課

３２－２７１０３２－２７１０３２－２７１０３２－２７１０

平成２８年度３月各特別会計補正予算案の概要平成２８年度３月各特別会計補正予算案の概要平成２８年度３月各特別会計補正予算案の概要平成２８年度３月各特別会計補正予算案の概要

内　　　容内　　　容内　　　容内　　　容

平成２７年度療養給付費等負担金等の精算によ平成２７年度療養給付費等負担金等の精算によ平成２７年度療養給付費等負担金等の精算によ平成２７年度療養給付費等負担金等の精算によ
る償還金の実績見込みによる減額補正る償還金の実績見込みによる減額補正る償還金の実績見込みによる減額補正る償還金の実績見込みによる減額補正 国保年金課国保年金課国保年金課国保年金課

３５-２１８６３５-２１８６３５-２１８６３５-２１８６

現年度分保険料徴収見込み及び保険基盤安定現年度分保険料徴収見込み及び保険基盤安定現年度分保険料徴収見込み及び保険基盤安定現年度分保険料徴収見込み及び保険基盤安定
負担金確定による減額補正負担金確定による減額補正負担金確定による減額補正負担金確定による減額補正 国保年金課国保年金課国保年金課国保年金課

３５-２１８６３５-２１８６３５-２１８６３５-２１８６

事業費の決算見込みによる減額補正事業費の決算見込みによる減額補正事業費の決算見込みによる減額補正事業費の決算見込みによる減額補正



単位：千円単位：千円単位：千円単位：千円

補正予算額補正予算額補正予算額補正予算額 内　　　容内　　　容内　　　容内　　　容
担 当 課担 当 課担 当 課担 当 課
電話番号電話番号電話番号電話番号

収益的収入収益的収入収益的収入収益的収入 33,63633,63633,63633,636
他会計負担金等の決算見込み他会計負担金等の決算見込み他会計負担金等の決算見込み他会計負担金等の決算見込み
による増額補正による増額補正による増額補正による増額補正

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 8,217,9498,217,9498,217,9498,217,949

収益的支出収益的支出収益的支出収益的支出 33,63633,63633,63633,636
診療材料費等の決算見込みに診療材料費等の決算見込みに診療材料費等の決算見込みに診療材料費等の決算見込みに
よる増額補正よる増額補正よる増額補正よる増額補正

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 8,342,9498,342,9498,342,9498,342,949

資本的収入資本的収入資本的収入資本的収入 △ 40,200△ 40,200△ 40,200△ 40,200
医療機器整備等に伴う企業債医療機器整備等に伴う企業債医療機器整備等に伴う企業債医療機器整備等に伴う企業債
の確定による減額補正の確定による減額補正の確定による減額補正の確定による減額補正

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 470,329470,329470,329470,329

資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出 △ 27,761△ 27,761△ 27,761△ 27,761
医療機器購入費等の確定に伴医療機器購入費等の確定に伴医療機器購入費等の確定に伴医療機器購入費等の確定に伴
う減額補正う減額補正う減額補正う減額補正

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 940,060940,060940,060940,060

補正予算額補正予算額補正予算額補正予算額 内　　　容内　　　容内　　　容内　　　容
担 当 課担 当 課担 当 課担 当 課
電話番号電話番号電話番号電話番号

収益的収入収益的収入収益的収入収益的収入 12,10012,10012,10012,100
給水収益等の決算見込みによ給水収益等の決算見込みによ給水収益等の決算見込みによ給水収益等の決算見込みによ
る増額補正る増額補正る増額補正る増額補正

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 2,057,8002,057,8002,057,8002,057,800

収益的支出収益的支出収益的支出収益的支出 △ 73,800△ 73,800△ 73,800△ 73,800
決算見込みなどによる減額補決算見込みなどによる減額補決算見込みなどによる減額補決算見込みなどによる減額補
正正正正

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 2,074,0002,074,0002,074,0002,074,000

資本的収入資本的収入資本的収入資本的収入 △ 160,300△ 160,300△ 160,300△ 160,300
企業債、国庫補助金等の決算企業債、国庫補助金等の決算企業債、国庫補助金等の決算企業債、国庫補助金等の決算
見込みによる減額補正見込みによる減額補正見込みによる減額補正見込みによる減額補正

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 704,200704,200704,200704,200

資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出 △ 222,000△ 222,000△ 222,000△ 222,000 決算見込みによる減額補正決算見込みによる減額補正決算見込みによる減額補正決算見込みによる減額補正

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 1,526,2001,526,2001,526,2001,526,200

補正予算額補正予算額補正予算額補正予算額 内　　　容内　　　容内　　　容内　　　容
担 当 課担 当 課担 当 課担 当 課
電話番号電話番号電話番号電話番号

収益的収入収益的収入収益的収入収益的収入 9,0929,0929,0929,092
下水道使用料等の決算見込み下水道使用料等の決算見込み下水道使用料等の決算見込み下水道使用料等の決算見込み
による増額補正による増額補正による増額補正による増額補正

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 1,779,9921,779,9921,779,9921,779,992

収益的支出収益的支出収益的支出収益的支出 △ 13,767△ 13,767△ 13,767△ 13,767
決算見込みなどによる減額補決算見込みなどによる減額補決算見込みなどによる減額補決算見込みなどによる減額補
正正正正

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 1,758,7331,758,7331,758,7331,758,733

資本的収入資本的収入資本的収入資本的収入 △ 25,594△ 25,594△ 25,594△ 25,594
企業債、受益者負担金等の決企業債、受益者負担金等の決企業債、受益者負担金等の決企業債、受益者負担金等の決
算見込みによる減額補正算見込みによる減額補正算見込みによる減額補正算見込みによる減額補正

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 1,144,3061,144,3061,144,3061,144,306

資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出 △ 48,404△ 48,404△ 48,404△ 48,404 決算見込みによる減額補正決算見込みによる減額補正決算見込みによる減額補正決算見込みによる減額補正

補正後予算額補正後予算額補正後予算額補正後予算額 1,692,8961,692,8961,692,8961,692,896

平成２８年度３月企業会計補正予算案の概要平成２８年度３月企業会計補正予算案の概要平成２８年度３月企業会計補正予算案の概要平成２８年度３月企業会計補正予算案の概要

企業会計名企業会計名企業会計名企業会計名

下水道事業会計下水道事業会計下水道事業会計下水道事業会計
経営管理課経営管理課経営管理課経営管理課
３５－２２５１３５－２２５１３５－２２５１３５－２２５１

病院事業会計病院事業会計病院事業会計病院事業会計

横手病院事務局横手病院事務局横手病院事務局横手病院事務局
３２－５００１３２－５００１３２－５００１３２－５００１

大森病院事務局大森病院事務局大森病院事務局大森病院事務局
２６－２１４１２６－２１４１２６－２１４１２６－２１４１

企業会計名企業会計名企業会計名企業会計名

水道事業会計水道事業会計水道事業会計水道事業会計
経営管理課経営管理課経営管理課経営管理課
３５－２２５１３５－２２５１３５－２２５１３５－２２５１

企業会計名企業会計名企業会計名企業会計名


