
＜一般会計補正予算（第１３号）の概要＞ （単位：千円）

１２款　分担金及び負担金 △ 83,711 ２款　総務費 △ 110,887

○農地耕作条件改善事業受益者分担金 △ 34,954 △ 11,576

○農地農業用施設災害復旧事業分担金 △ 31,352 タブレット端末の導入について、市のセキュリティ

○保育所入所児童保護者負担金 △ 19,532 ガイドラインや運用基準等を整備の上で検討する

ため、今年度中の実施を見送り減額補正するもの。

１３款　使用料及び手数料 △ 6,116 ○地籍調査事業 8,305

○墓地使用料 △ 6,015 国の補正予算第１号により地籍調査事業補助金

のH30年交付予定分が前倒しで交付になること

１４款　国庫支出金 △ 803,155 に伴い事業費を増額補正するもの。

○社会資本整備総合交付金（スマートIC） △ 60,600 【繰越明許費設定】

○地域連携道路事業費補助金 55,000 ○スポーツのまちづくり事業 △ 3,017

○災害等廃棄物処理事業費補助金 8,364 東京五輪バドミントン競技の事前合宿招致が叶

○農業施設災害復旧事業費補助金 △ 187,385 わなかったため、12月補正予算に計上したオリン

○道路橋りょう災害復旧事業費補助金 △ 123,395 ピック事前合宿調印式経費を全額減額補正する

○河川災害復旧事業費補助金 △ 237,906 もの。

１５款　県支出金 △ 345,216 ３款　民生費 △ 180,174

○すこやか子育て支援事業費補助金 △ 20,496 ○一般扶助費 44,920

○経営体育成支援事業費補助金 △ 45,607 生活保護受給者の医療扶助費の不足により増

○農業経営発展加速化支援事業補助金 △ 42,684 額補正するもの。

○基盤整備促進事業費補助金 △ 25,073 ○災害援護資金貸付事業 △ 28,400

○園芸拠点整備事業費補助金 △ 84,000 資金の借入者がなかったため減額補正するもの。

１６款　財産収入 △ 8,774 ４款　衛生費 △ 144,208

○基金利子 △ 5,611 ○病院事業費 20,794

病床１床あたりの普通交付税算入額の変更等、繰

１８款　繰入金 △ 286,608 出し基準の確定により増額補正するもの。

○農業災害復旧事業基金繰入金 △ 9,200

○財政調整基金繰入金 △ 277,408 ６款　農林水産業費 △ 143,490

○農業生産基盤整備事業 190,574

２０款　諸収入 57,780 国の補正予算第１号に伴い用排水路等の整備事

○後期高齢者医療広域連合健診事業補助金 △ 8,454 業の県営負担金を増額補正するもの。

○過年度歳出返納金 58,289 【繰越明許費設定】

○電線共同溝建設負担金 1,301 ○県単局所防災事業 3,000

Ｈ29.7.22からの大雨災害による山地災害（場

２１款　市債 △ 965,800 所：大森町上溝字白山下地内）について県単事

○過疎対策事業債 △ 357,900 業を活用し、フトン篭工事、植生工事を行うため

○公共事業等債 280,300 増額補正するもの。

○合併特例債 △ 230,400 【繰越明許設定】

○災害復旧事業債 △ 423,400

平成３０年３月議会定例会

歳　入 歳　出
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７款　商工費 99,425

○温泉観光施設費 141,000

第3セクター（㈱増田町物産流通センター）清算に

かかる補助金及び譲渡施設（雄川荘、えがおの丘、

さわらび）について空調室外機等の現状復旧相当

額負担金を増額補正するもの。

８款　土木費 △ 798,563

○地方道路交付金事業（道路） △ 151,040

事業費の精算見込みより減額補正するもの。

○河川等災害関連事業 △ 85,000

災害査定結果及び事業費精算見込みにより減額補正

するもの。

【繰越明許費設定】

１１款　災害復旧費 △ 1,031,520

※災害査定結果及び事業費精査に伴い減額補正するもの。

【繰越明許費設定】

○農地農業用施設災害復旧費 △ 268,570

○林道施設災害復旧事業 △ 13,450

○道路橋りょう災害復旧事業 △ 296,500

○河川災害復旧事業 △ 431,000

○都市計画施設災害復旧事業 △ 22,000

その他
その他、決算見込みによる事業費の減額補正など。

△ 2,441,600 △ 2,441,600

53,011,900 53,011,900

＜国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の概要＞ （単位：千円）

３款　国庫支出金 1,945 １１款　諸支出金 △ 51,778

○特別調整交付金 1,945 ○償還金 △ 53,723

平成28年度療養給付費等負担金等の精算による

９款　繰入金 △ 53,723 償還金を実績見込みにより減額補正するもの。

○保険税軽減分繰入金 △ 25,579 ○直営診療施設勘定繰出金 1,945

○保険者支援分繰入金 △ 6,429 国保直営診療施設大森病院への健康管理事業

○財政安定化支援事業繰入金 △ 21,715 分の繰出金を増額補正するもの。

△ 51,778 △ 51,778

13,192,822 1,392,822

計 計

補正後予算額

計 計

補正後予算額

補正後予算額 補正後予算額

歳　入 歳　出



＜後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）の概要＞ （単位：千円）

３款　保険基盤安定繰入金 △ 7,312 ２款　後期高齢者医療広域連合納付金 △ 7,312

○保険基盤安定繰入金 △ 7,312 ○後期高齢者医療広域連合納付金 △ 7,312

基盤安定負担分の額の決定により減額補正するもの。

５款　諸収入 250

○保険料還付金 250 ３款　諸支出金 250

○保険料還付金 250

過誤納還付金を増額補正するもの。

△ 7,062 △ 7,062

988,738 988,738

＜介護保険特別会計補正予算（第３号）の概要＞ （単位：千円）

１款　介護保険料 68,740 ３款　基金積立金 10,866

○現年分特別徴収保険料 78,436 ○介護保険給付準備基金積立金 10,866

○現年分普通徴収保険料 △ 9,696 第一号被保険者の保険料が実績増となったことか

ら、増額補正するもの。

８款　繰入金 △ 62,278

○介護給付費準備基金繰入金 △ 57,735 その他

○その他一般会計繰入金 △ 4,982 その他、決算見込みによる事業費の減額補正など。

6,826 6,826

12,100,326 12,100,326

＜障害者支援施設特別会計補正予算（第２号）の概要＞ （単位：千円）

４款　繰入金 △ 10,800 ２款　サービス事業費 △ 10,800

○一般会計繰入金 △ 10,800 ○事業管理費（大和更正園） △ 10,800

（大和更生園分） 屋内運動場の耐震補強工事をＨ30年度に実施す

るため、減額補正するもの。

△ 10,800 △ 10,800

291,700 291,700

＜市営温泉施設特別会計補正予算（第２号）の概要＞ （単位：千円）

１款　事業収入 737 １款　施設経営費 3,404

※決算見込みによる燃料費等を増額補正するもの。

４款　繰越金 2,667 （ゆっぷる、えがおの丘）

3,404 3,404

727,677 727,677補正後予算額 補正後予算額

補正後予算額 補正後予算額

歳　入 歳　出

計 計

歳　出

計

歳　入

補正後予算額補正後予算額

歳　入 歳　出

計 計

計

歳　入 歳　出

計 計

補正後予算額 補正後予算額



＜土地区画特別会計補正予算（第１号）の概要＞ （単位：千円）

１款　国庫支出金 △ 44,844 １款　土地区画整理費 △ 90,192

○都市計画費補助金（三枚橋地区） △ 44,844 ○単独事業 △ 15,500

区画街路築造工事に伴う水道管布設工事等に

４款　繰入金 △ 51,733 ついて工事の進捗等により減額補正するもの。

○一般会計繰入金 △ 51,733 【繰越明許設定】

○社会資本整備総合交付金事業 △ 74,692

５款　繰越金 32,585 事業費の精算見込みより減額補正するもの。

【繰越明許設定】】

７款　市債 △ 26,200

△ 90,192 △ 90,192

173,608 173,608

＜集落排水事業特別会計補正予算（第３号）の概要＞ （単位：千円）

１款　総務費 △ 300

※決算見込みにより事業費を減額補正するもの。

３款　公債費 300

※決算見込みにより増額補正するもの。

0 0

457,246 457,246

＜病院事業会計補正予算（第５号）の概要＞ （単位：千円）

収益的収入 収益的支出

１款　市立横手病院事業収益 16,750 １款　市立横手病院事業費用 16,750

○医業外収益 16,750 ○医業費用 16,750

２款　市立大森病院事業収益 3,990 　 決算見込みにより薬品費等の増額補正をするもの。

○医業外収益 3,990 ２款　市立大森病院事業費用 3,990

○医業費用 3,990

決算見込みにより燃料費を増額補正するもの。

8,097,740 8,041,357

資本的収入 資本的支出

１款　市立横手病院資本的収入 △ 4,800 １款　市立横手病院資本的支出 11,412

○企業債 △ 4,800 ○企業債償還金 11,412

２款　市立大森病院資本的収入 △ 12,500 利率見直しにより償還金元金を増額補正するもの。

○企業債 △ 12,500

635,069 1,094,912

計 計

補正後予算額 補正後予算額

補正後予算額（収益的収入） 補正後予算額（収益的支出）

補正後予算額 補正後予算額

計

補正後予算額（資本的収入）

歳　入 歳　出

歳　入 歳　出

支　出収　入

補正後予算額（資本的支出）

計



＜水道事業会計補正予算（第２号）の概要＞ （単位：千円）

収益的収入 収益的支出

１款　水道事業収益 27,200 １款　水道事業費用 △ 3,909

○営業収益 31,200 ○営業費用 △ 14,509

給水収益等の決算見込みによる 大松川ダムにかかる計測器等分の負担金を増

○営業外収益 △ 4,000 　 額及び対象固定資産確定による減価償却費の

長期前受金の対象固定資産確定による 減額の補正をするもの。

○営業外費用 10,600

企業債償還利子確定による利息の減額及び決算

見込みによる消費税等の増額の補正をするもの。

2,044,934 2,103,791

資本的収入 資本的支出

１款　資本的収入 △ 79,800 １款　資本的支出 △ 220,000

※決算見込みによる ○建設改良費 △ 220,000

○企業債 △ 63,200 工事請負費を決算見込みにより減額補正するもの。

○国庫補助金 △ 23,500

○工事負担金 6,900

911,735 1,702,136

＜下水道事業会計補正予算（第２号）の概要＞ （単位：千円）

収益的収入 収益的支出

１款　下水道事業収益 5,318 １款　下水道事業費用 △ 23,626

○営業収益 11,000 ○営業費用 △ 14,840

下水道使用料の決算見込みによる 決算見込みによる工事請負費等の減額補正

○営業外収益 △ 5,682 するもの。

長期前受金の対象固定資産確定等による ○営業外費用 △ 8,786

　 企業債償還利子確定による利息の減額補正を

するもの。

1,758,318 1,709,285

資本的収入 資本的支出

１款　資本的収入 △ 59,789 １款　資本的支出 △ 73,180

※決算見込みによる ○建設改良費 △ 69,047

○企業債 △ 50,800 決算見込みによる工事請負費等の減額補正

○他会計出資金 △ 609 するもの。

○国庫補助金 △ 17,000 ○企業債償還金 △ 4,133

○受益者負担金 8,620 償還元金確定による償還金の減額をするもの。

1,135,711 1,695,220補正後予算額（資本的収入） 補正後予算額（資本的支出）

収　入 支　出

補正後予算額（収益的支出）

収　入 支　出

補正後予算額（収益的収入） 補正後予算額（収益的支出）

補正後予算額（収益的収入）

補正後予算額（資本的収入） 補正後予算額（資本的支出）
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