
＜一般会計補正予算（第７号）の概要＞ （単位：千円）

１２款　分担金及び負担金 △ 15,329 ２款　総務費 △ 247,393

○山城水系土地改良区総代総選挙費負担金 △ 174 7,354

○母子生活支援施設入所費負担金（他市分） 2,527 国の補正予算第２号により消費税引き上げに伴う経済対

○母子生活支援施設入所費負担金（個人分） 55 策の一環として、低所得者・子育て世帯に対してプレミア

○保育所入所児童保護者負担金 △ 17,737 ム付き商品券を販売するため報酬等の事務費の補正。

【繰越明許費設定】

１３款　使用料及び手数料 △ 6,500 ○財産経営推進計画実施事業 △ 154,165

○斎場使用料 △ 2,880 事業費の確定及び実施の変更による減額補正。

○墓地使用料 △ 3,620 ○地籍調査事業 5,150

国の補正予算第2号により地籍調査事業補助金のH31

１４款　国庫支出金 △ 141,347 年交付予定分が前倒しで交付になることに伴う事業費

○児童手当交付金 △ 22,927 の増額補正。

○空き家対策総合支援事業補助金 △ 24,241 【繰越明許費設定】

○プレミアム付商品券事務費補助金 7,354 ○地域づくり市民活動補助事業 △ 30,000

○子ども・子育て支援交付金 △ 14,232 補助見込みが下回ったことによる減額補正。

○地域連携道路事業費補助金 8,283

○社会資本整備総合交付金（横手公園整備） △ 17,000 ３款　民生費 △ 166,453

△ 30,922 ○児童扶養手当給付費 3,927

法改正に伴う児童扶養手当の支給月数の増加に対応

○無線システム普及支援事業費等補助金 △ 16,248 するためのシステム改修費の増額補正。

【繰越明許費設定】

１５款　県支出金 280,293 ○県南愛児園費 5,000

○地籍調査事業費補助金 3,825 一般分保護単価や事務費単価等及び措置費支弁単価

○新規就農者経営開始支援事業費補助金 △ 41,684 の増による委託料の増額補正。

○担い手への農地集積推進事業費補助金 △ 93,833

○農業経営発展加速化支援事業補助金 △ 42,150 ４款　衛生費 △ 131,099

○秋田のしいたけ販売三冠王獲得事業補助金 △ 185,521 ○ごみ収集費 △ 1,773

○担い手確保・経営強化支援事業費補助金 205,233 平成30年9月4日の台風21号による落下果実の焼却

○畜産競争力強化対策整備事業補助金 396,765 処分に係る運搬費用について予想されていた廃棄量

○産地パワーアップ事業費補助金 186,500 が大幅に減少したための減額補正。

１６款　財産収入 △ 5,214 ６款　農林水産業費 476,420

○基金利子 74 ○農業経営支援事業 22,042

○素材売払収入 △ 5,288 担い手への集積事業の交付単価の大幅な減少によ

る補助金の減額や国の補正予算第2号に伴い担い

１７款　寄附金 500 手確保・経営強化支援をするための農業機械の購入

○地方創生応援寄附金 500 等への補助金の増額補正。

【繰越明許費設定】

１８款　繰入金 △ 126,578 ○畜産競争力強化対策整備事業 396,765

○後期高齢者医療特別会計繰入金 3 国の補正予算第2号に伴い地域の肉用牛振興を図　

○社会資本整備総合交付金（地域住宅計画
    に基づく事業）

平成３１年３月議会定例会（案）

歳　入 歳　出

○プレミアム付商品券事業



○財政調整基金繰入金 △ 118,581 るための畜産クラスター協議会が実施する規模拡大

○農業災害復旧事業基金繰入金 △ 8,000 に対する補助金の増額補正。

【繰越明許費設定】

２０款　諸収入 41,865 ○農業生産基盤整備事業 204,122

○経営改善資金貸付金元金収入 △ 12,448 国の補正予算第2号に伴いほ場の大区画化等の整

○公共温泉施設資金貸付金元金収入 43,868 備にかかる負担金及び委託料の増額補正。

○過年度歳出返納金 24,546 【繰越明許費設定】

△ 14,048
８款　土木費 △ 150,030

○障害者支援施設派遣職員負担金収入 △ 12,487 ○スマートインターチェンジ設置事業 43,600

○過年度収入 18,927 NEXCO東日本発注工事の歩道部分へのロードヒー

ティングの追加等により負担金等の増額補正。

【繰越明許費設定】

２１款　市債 △ 343,300 ○都市計画道路整備事業 △ 10,000

○過疎対策事業債 △ 123,900 中央線整備について県及びJRとの協議に時間を要し、

○公共事業等債 231,000 次年度に実施するための減額補正。

○公共施設等適正管理推進事業債 △ 48,100

○合併特例債 △ 272,200 １０款　教育費 △ 68,655

○災害復旧事業債 △ 78,800 ○小学校管理費 4,258

燃料単価の高騰及び夏の猛暑による電気使用

量の増加による燃料費等の増額補正。

○中学校管理費 1,695

燃料単価の高騰及び夏の猛暑による電気使用

量の増加による燃料費等の増額補正。

その他

その他、決算見込みによる事業費の減額補正など。

△ 315,610 △ 315,610

55,507,000 55,507,000

＜国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の概要＞ （単位：千円）

４款　県支出金 326 ３款　国民健康保険事業費納付金 3

○特別調整交付金（市町村分） 326 ○一般被保険者医療給付費分 1

国民健康保険事業費納付金端数不足分の増額補正。

６款　繰入金 △ 531 ○退職被保険者等医療給付費分 1

○保険税軽減分繰入金 △ 3,326 国民健康保険事業費納付金端数不足分の増額補正。

○保険者支援分繰入金 △ 332 ○介護納付金分 1

○財政安定化支援事業繰入金 3,127 国民健康保険事業費納付金端数不足分の増額補正。

９款　諸支出金 △ 208

○療養給付費等負担金償還金 △ 533

平成29年度療養給付費等負担金等の精算による

償還金を実績見込みによる減額補正。

歳　入

計 計

補正後予算額 補正後予算額

○道の駅十文字道路管理施設リニューアル
    工事負担金

歳　出



○直営診療施設勘定繰出金 325

国保直営診療施設大森病院への健康管理事業

分の繰出金の増額補正。

△ 205 △ 205

10,944,245 10,944,245

＜後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の概要＞ （単位：千円）

１款　後期高齢者医療保険料 14,790 １款　総務費 △ 5,614

○現年度分徴収保険料（特別徴収） 5,872 ○一般管理費 △ 5,614

○現年度分徴収保険料（普通徴収） 8,278 保険料軽減見直しに伴うシステム改修費及び後

○滞納繰越分徴収保険料（普通徴収） 640 期高齢者医療広域連合電算システム機器更改

に伴う窓口端末9台購入の差額による減額補正。

４款　繰入金 △ 11,303

○事務費繰入金 △ 5,614 ２款　後期高齢者医療広域連合納付金 10,840

○保険基盤安定繰入金 △ 5,689 ○後期高齢者医療広域連合納付金 10,840

保険料徴収見込み額の見直し等及び基盤安定

５款　繰越金 1,742 負担分の額の決定等による増額補正。

○繰越金 1,742

３款　諸支出金 3

○一般会計繰出金 3

平成29年度督促手数料等事務費精算による増額補正。

5,229 5,229

1,016,529 1,016,529

＜介護保険特別会計補正予算（第４号）の概要＞ （単位：千円）

１款　介護保険料 97,828 ３款　基金積立金 108,815

○現年分特別徴収保険料 96,355 ○介護保険給付準備基金積立金 108,815

○現年分普通徴収保険料 1,473 介護保険料収入が見込みによる増額等となった

ことによる増額補正。

３款　国庫支出金 28,156

○現年分 △ 593 ４款　地域支援事業費 △ 13,030

（地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）） ○介護予防ケアマネジメント事業 △ 1,436

○現年分 11,634 介護支援専門員１名欠員等による減額補正。

（地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外））

○現年度分総合事業調整交付金 △ 270 その他

○現年度分保険者機能強化推進交付金 17,385 その他、保険者機能強化推進交付金が新たに交

付されることによる財源振替及び決算見込みによ

４款　支払基金交付金 △ 800 る事業費の減額補正など。

○現年分 △ 800

５款　県支出金 5,446

○現年分 △ 371

補正後予算額 補正後予算額

歳　出

歳　入

歳　入

歳　出

計 計

補正後予算額 補正後予算額

計 計



（地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業））

○現年分 5,817

（地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外））

８款　繰入金 △ 34,845

○現年分 △ 371

（地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業））

○現年分 5,817

（地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外））

○その他一般会計繰入金 △ 40,283

○介護給付費準備基金繰入金 △ 8

95,785 95,785

12,581,218 12,581,218

＜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 △ 12,136 １款　土地区画整理費 △ 40,700

○都市計画費補助金（三枚橋地区） △ 12,136 ○単独事業 △ 23,506

事業費の精算見込みよる減額補正。

４款　繰入金 △ 43,437 【繰越明許設定】

○一般会計繰入金 △ 43,437 ○社会資本整備総合交付金事業 △ 17,194

事業費の精算見込みよる減額補正。

５款　繰越金 15,073 【繰越明許設定】

７款　市債 △ 200

○公共事業等債 △ 200

△ 40,700 △ 40,700

228,100 228,100

＜病院事業会計補正予算（第４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 ２款　市立大森病院事業費用 2,457

○医業収益 △ 179 ○医業費用 2,457

○医業外収益 179 決算見込みにより退職手当組合納付金等の増額補正。

２款　市立大森病院事業収益 2,457

○医業外収益 2,457

8,118,907 8,078,907

資本的収入 資本的支出

１款　市立横手病院資本的収入 1,200 ２款　市立大森病院資本的支出 △ 3,270

○企業債 1,200 ○建設改良費 △ 3,270

２款　市立大森病院資本的収入 △ 5,000 決算見込みにより医療機器購入費及び医療施設整

○企業債 △ 5,000 備費の減額補正。

472,547 832,199

歳　入

計計

補正後予算額

支　出

補正後予算額

補正後予算額（資本的支出）

歳　出

計 計

補正後予算額

補正後予算額（収益的収入）

補正後予算額

補正後予算額（収益的支出）

収　入

補正後予算額（資本的収入）



＜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 73,669 １款　水道事業費用 △ 19,300

○営業収益 75,100 ○営業費用 △ 17,400

給水収益等の決算見込みによる 大松川ダムにかかる負担金の確定及び対象固

○営業外収益 △ 1,431 　 定資産確定による減価償却費等の減額補正。

長期前受金の対象固定資産確定等による ○営業外費用 △ 1,900

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。

2,069,169 2,076,900

資本的収入 資本的支出

１款　資本的収入 △ 92,682 １款　資本的支出 △ 15,800

※決算見込み及び繰入金精査による ○建設改良費 △ 14,000

○企業債 △ 60,500 成瀬ダム負担金の確定による減額補正。

○出資金 △ 2,424 ○企業債償還金 △ 1,800

○国庫補助金 △ 7,148 償還元金確定による償還金の減額補正。

○工事負担金 2,890

○補償金 △ 25,500

810,918 1,828,000

＜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　公共下水道事業収益 8,025 １款　公共下水道事業費用 △ 23,100

○営業収益 12,000 ○営業費用 △ 15,600

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の減額補正。

○営業外収益 △ 3,975 ○営業外費用 △ 7,500

長期前受金の対象固定資産確定等による 　 企業債償還利子確定による利息等の減額補正。

２款　集落排水事業収益 8,516 ２款　集落排水事業費用 △ 1,098
○営業外収益 8,516 ○営業費用 △ 2,984

長期前受金の対象固定資産確定による 決算見込みによる工事請負費等の減額補正。

○営業外費用 1,886

決算見込みによる消費税等の増額の補正。

2,178,741 2,141,256

資本的収入 資本的支出

１款　公共下水道事業資本的収入 △ 34,810 １款　公共下水道事業資本的支出 △ 26,629

※決算見込み及び繰入金精査による ○建設改良費 △ 28,400

○企業債 △ 21,700 決算見込みによる工事請負費等の減額補正。

○出資金 △ 118 ○企業債償還金 1,771

○国庫補助金 △ 18,500 償還元金確定による償還金の減額補正。

○受益者負担金等 5,508

補正後予算額（資本的支出）

補正後予算額（収益的支出）

支　出

補正後予算額（収益的収入）

収　入

補正後予算額（収益的支出）

支　出

補正後予算額（収益的収入）

補正後予算額（資本的収入）

収　入



２款　集落排水事業資本的収入 △ 1,900

※決算見込みによる

○企業債 △ 1,900

1,287,890 1,980,871補正後予算額（資本的収入） 補正後予算額（資本的支出）


