
＜一般会計補正予算（第２号）の概要＞ （単位：千円）

１１款　地方交付税 396,444 ２款　総務費 36,661

○普通交付税 396,444 ○財産経営推進計画実施事業 13,460

Ｈ31交付税額確定による 令和２年度解体予定の旧黒川小学校、旧大森中学校

（決定額　18,566,444千円-既予算計上額 18,170,000千円） （寄宿舎、武道館含む）のアスベスト調査において、発

じん性の高いアスベストが確認されたことに伴う実施設

１５款　国庫支出金 32,799 計委託料の増額及びH31.1月雪害により倒壊した増田

○個人番号カード利用環境整備費補助金 1,710 の特産品生産施設の解体工事費の補正。

○母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,200 ○特定屋外喫煙場所等整備事業 10,586

○子ども・子育て支援交付金 19,902 改正健康増進法の施行に伴い、第1種施設等に特定

○保育所等整備交付金 2,334 屋外喫煙場所等を設置するための経費の補正。

○次世代育成支援対策施設整備交付金 1,860 ○プレミアム付自治体ポイント事業 1,469

○保育対策総合支援事業費補助金 1,250 令和2年度に国が実施するマイナンバーカードを活用

○生活保護適正実施推進等事業費補助金 4,543 した自治体ポイントによる消費活性化対策について、

準備対応するための経費の補正。

１６款　県支出金 13,629

○すこやか子育て支援事業費補助金 7,944 ３款　民生費 55,830

○認定こども園施設整備交付金 5,685 ○児童福祉総務費 12,458

平成３０年度国庫負担金及び補助金精算による返還

１９款　繰入金 △ 182,519 金と10月からの幼児教育・保育無償化に伴う事務費

○財政調整基金繰入金 △ 182,519 及びシステム改修費用の補正。

○保育対策総合支援事業 1,875

２０款　繰越金 1,094,094 保育士の業務の効率化に必要なシステム導入費用

○繰越金 1,094,094 及び事故防止に必要な備品購入を行う保育所等に

※平成30年度決算確定による 対し、国の補助事業を活用し補助金を交付するため

の補正。

２１款　諸収入 7,985 ○子どものための教育・保育給付費 25,974

○他団体負担分収入 △ 206 10月からの幼保無償化に伴い、保護者の実費負担と

○補償金 6,479 なる副食費について、県の助成制度に市で上乗せし

○助成金・交付金 1,712 全額無料となるよう助成するための補正。

○生活保護総務費 5,060

２２款　市債 △ 119,602 法改正により被保護者健康管理支援事業が創設され

○合併特例債 4,000 令和3年1月から必須事業となることに伴う試行事業・

○過疎対策事業債 △ 200 準備事業を実施するための経費及び生活保護適正化

○一般会計出資債 300 等事業の制度改正に伴うシステム改修経費の補正。

○臨時財政対策債 △ 123,702

６款　農林水産業費 3,023

○直接支払交付金事業 2,245

中山間地域等直接支払交付金事業において、次年

度の交付金申請要望にあたり基準を満たす農用地

であることを提示するために行う、測量委託料の補

正。

令和元年９月議会定例会

歳　入 歳　出



１０款　教育費 6,488

○中学校管理費 3,047

平成29年度に横手明峰中学校のためにといただい

た寄附金を活用し、学校図書及び備品等を整備す

るための補正。

○屋外体育施設費 754

指定管理料及び平成29年7月の大雨災害により被災し、

運営不可となっている横手スキー場について、有効な調

査を行うための予備調査を行う経費の補正。

１３款　諸支出金 1,136,462

○減債基金積立金 947,050

地方財政法第７条の規定に基づいて決算剰余金の

1/2を積み立てるもの。

○公共施設等総合管理推進基金積立金 189,412

公共施設の計画的な改築、改修、除却等に要する

安定的な財源を確保するため、決算剰余金の10％

程度を積み立てるもの。

その他

消費税増税に伴う指定管理料等の債務負担設定及び

施設管理費などの増額補正。

1,242,830 1,242,830

57,341,440 57,341,440

＜介護保険特別会計補正予算（第２号）の概要＞ （単位：千円）

８款　繰入金 △ 52,334 ４款　地域支援事業費 歳出組替

○その他一般会計繰入金 82 ○介護給付等適正化事業 歳出組替

○介護給付費準備基金繰入金 △ 52,416 介護保険給付費適正化を目的に、横手市内にある居

宅介護支援事業祖の主任マネージャー及び管理者向

９款　繰越金 153,902 けのケアプラン作成講座を開催するため歳出予算の組

○繰越金 153,902 替補正。

※平成29年度決算の確定による

５款　諸支出金 105,642

１０款　諸収入 4,074 ○償還金 105,642

○過年度支払基金交付金 4,074 前年度分の精算に伴う過年度返還金の補正。

105,642 105,642

12,638,748 12,638,748

補正後予算額 補正後予算額

計 計

歳　入 歳　出

計 計

補正後予算額 補正後予算額



＜市営介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）の概要＞ （単位：千円）

５款　繰越金 4,489 １款　総務費 2,959

○繰越金 4,489 ○特別養護老人ホーム白寿園費 2,959

（地域包括支援センター、特別養護老人ホーム白寿園、 使用していた除雪機械が老朽化し走行不能となり修

老健おおもり　分） 繕対応もできなくなったことによる除雪機械の購入費

の補正。

２款　サービス事業費 1,530

○施設介護サービス事業 1,530

老健おおもりの職員看護師の長期休暇に伴う減員分

を大森病院からの看護師派遣で対応するための委託

料等の補正。

4,489 4,489

1,219,196 1,219,196

＜病院事業会計補正予算（第１号）の概要＞ （単位：千円）

収益的収入 収益的支出

２款　市立大森病院事業収益 500 ２款　市立大森病院事業費用 500

○医業外収益 500 ○医業外費用 500

平成31年1月に院内病棟で発生した転倒事故に対する

見舞金の補正。

【債務負担設定】

・市立横手病院患者給食業務委託

期　 間）令和2年度～令和3年度まで

限度額）202,000千円

8,140,500 8,120,500

＜水道事業会計補正予算（第１号）の概要＞ （単位：千円）

収益的支出

１款　水道事業費用 4,050

○営業費用 8,250

山内三又地区配水管布設替に際し配水系統の再編に

　 複数の手法があることから事前にコスト比較等の調査

（最適案の選定等）を行うための増額補正。

○営業外費用 △ 4,200

企業債借入利率確定による減額補正。

2,061,300 2,143,350

歳　入 歳　出

計 計

補正後予算額 補正後予算額

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）

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）



資本的収入 資本的支出

１款　資本的収入 808 １款　資本的支出 △ 7,510

○出資金 300 ○建設改良費 △ 7,510

○国庫補助金 247 成瀬ダム負担金の変更による増額及び山内三又配水

○保険金 261 系統再編調査業務委託（最適案の選定）のため収益的

支出へ組み替えするための減額補正。

951,608 2,082,890

＜下水道事業会計補正予算（第１号）の概要＞ （単位：千円）

収益的収入 収益的支出

２款　集落排水事業収益 7,515 １款　公共下水道事業費用 △ 6,832

○営業外収益 7,515 ○営業外費用 △ 9,000

企業債借入利率確定による減額補正。

○特別損失 2,168

　 過年度減免が当初予算見込みを上回ったための増額

補正。

２款　集落排水事業費用 13,194
○営業費用 13,194

突発的な修繕工事が発生してることからの増額及び県

の橋りょう仮設工事に伴い圧送管仮設工事費用が増嵩

することによる増額補正。

2,157,515 2,136,062

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（資本的収入） 補正後予算額（資本的支出）


