
平成23年度一般会計

予　算　に　関　す　る　説　明　書

(第　4　号)

岩　手　県　遠　野　市



遠野市一般会計歳入歳出予算事項別明細書　(第4号)
il　　総　　　　括

(歳　　入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円･%)

款 �盈｢�補正前の額 剳竦ｳ予算額 侏ｸﾇb�
予算額 ��(ｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総頼対比 

1 倡9�R�2,211,969 免ﾂ�(���0 ���"ﾃ#��ﾃ田��ll.1 

2 �&饑ｸﾖｹu��R�332,000 ��縒�0 �33"ﾃ����1.7 

3 凉育�ｨHﾏ�WHｾ��4,000 �����0 釘�������

4 僭ｩ9hｨHﾏ�WHｾ��1,000 �����0 ��ﾃ����｣����

5 乘H�9亊�ﾉ傀ｩ;險Hﾏ�WHｾ��400 �����0 鼎������

6 �&饑ｸ��ｩ�Xﾏ�WHｾ��270,000 ��紕�0 �#s�ﾃ����1.4 

7 俾�:竟H靖;��Xﾏ�WHｾ��50,000 ���"�0 鉄�ﾃ����0.3 

8 �&饑ｹ<�~�ﾏ�WHｾ��47,000 ���"�0 鼎rﾃ����0.2 

9 �&饑ｸﾏ�WI�R�7,910,316 ��C����100,000 唐����ﾃ3�b�40.3 

10 佰�,ｨ���9�鞜I<�¥ｨﾏ�WHｾ��5,167 �����ｦ��迭ﾃ�cs����

ll 兒ｩ%8ｾ�ｷ�-�X�%8ｾ��127,841 ��緝������#r繝C��縒�

12 俶yw�{��-�詹�I{��329,052 ��縒�0 �3#津�S"�1.7 

13 俛�ﾌ倡因���2.lO7,166 ���縒�△45,973 �"ﾃ�c�ﾃ��2�.10.4 

14 侈x辷�ｾ��1,505,119 途綯�33,676 ��經3づs迭�7.7 

15 俥�蝌�?ﾂ�32.302 ���#���3"ﾃ3�#���"�

16 弍�Xﾘｾ��35,671 ���"�52,127 塔rﾃs唐�0.4 

17 估ｩ?ﾈｾ��834,590 釘�"�△13,886 塔#�縱�B�4.1 

18 估ｨ葎ｾ��99,074 ��經�CBﾃ�3���#CBﾃ��2�1.2 

19 俾ｨ�?ﾂ�691,249 �2絣�8,324 田湯經s2�3.5 

20座礁 �3,174,500 ��b���△172,100 �2ﾃ��"ﾃC���15.1 

歳入合計 �19,768.416 �������107.107 氾�津ピRﾃS#2�100.0 
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9款地方交付税1項地方交付税(単位:千円) 

日 竸&､Y��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 刮s明 
区分 仞�ｧ｢�

1地方交付税 途ﾃ����3�b�100,000 唐ﾃ���ﾃ3�b�1地方交付税 ����ﾃ����普通交付税の増 (合計8,010.316) 

計 途ﾅ�ﾆ�3�b�100,000 唐ﾃ���ﾃ3�b� �� 

13款国庫支出金1項国庫負担金(単位:千円) 

∪ 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 区分 仞�ｧ｢�

2災害復旧斧国庫 �3B經cR�3,055 �3rﾃc#��1公共土木施設災 �2��SR�公共土木施設災害復旧事業費負担金の増 

負担金 劔害 �(合計28.560) 

計 ��ﾃ3c����2�3,055 ��ﾃ3c2��C�� �� 

13款国庫支出金 目 �(ﾘ�ﾙ�ﾌ��^&ﾄY��,ﾈｧ｢�補助金 補lt額 佗b�節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

3衛生費国車補助 金 ���ﾃ�C2�2,467 ��"ﾃc���3廃棄物処理 �"ﾃCcr�災害廃棄物処理対策事業費補助金 (合計2,467) 

5十未着国鋸補助 鼎S�ﾆﾆ��△27.495 鼎#"ﾃc�B�2道路整備 ��##rﾃC迭�社会資本整備総合交付金の滅 

食 劔剞ｶ活に身近な追づくり事業費分 (合計83,855) 

6教育費同庫補助 金 ��ィ經C2�△24,000 ��c�ﾃSC2�6文化施設 ��##Bﾃ����社会資本整備総合交付金の廃止 (合計0) 

計 都C���#��△49,028 田�"ﾃ��2� �� 
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16款寄附金1項寄附金(単位:千円) 

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 偬��節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1-般育附金 �3Rﾃcc��46,264 塔�ﾃ�3"�I-般 鼎bﾃ#cB�一般寄附金の増 (合計81,932) 

2福祉寄附金 ���563 鉄cB�1社会福祉 �#�2�社会福祉寄附金 (舟計204) 

4児童福祉 �3c��児童福祉寄附金 (合計360) 

3産業寄附金 白�300 �3���1産業 �3���産業寄附食 (合計301) 

4教育寄附食 ���5,000 迭ﾃ����1.教育文化 迭ﾃ����教育文化寄附金 (合計5,001) 

計 �3R緜s��52,127 塔rﾃs唐� �� 

17款繰入金1項基金繰入金(単位:千円) 

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 区分 仞�ｧ｢�

3公共施設等盤備 ��sづS���△8,000 ��s�ﾃS���1施設等整備 ��#ゅ����公共施設等整備基金繰入金の減 

基金杜入金 劔�(合計170,500) 

7永遠の日本のふ 都B縱���△7,443 田rﾃ#Sr�1日本のふるさと ��#rﾃCC2�永遠の日本のふるさと遠野基金繰入金の減 

るさと遠野基金 繰入金 劔�(合計67,257) 

9遠野の元気創造 ��cづ����1,557 ��c津SSr�1元気創造 ��ﾃSSr�遠野の元気創造基金繰入金の増 

&&*^@ 劔�(合計ー69,557) 

計 塔3BﾃS���△13,886 塔#�ﾃs�B� �� 

18款繰越金1項繰越金(単位:千円) 

H 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正轍 佗b�節 刮s明 区分 仞�ｧ｢�

1繰越金 涛偵�sB�144,939 �#CBﾃ��2�1繰越金 ��CBﾃ�3��前年度繰越金の増 (合計244,013) 

計 涛津�sB�144,939 �#CBﾃ��2� �� 
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20款　市債　1項　市債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千円)

R 竸)�9��,ﾉx｢�補正額l 佗b�# 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

7消防債 白ﾃ�3Rﾃs���△600 ��ﾃ�3Rﾃ����4救急救助費機材 ��#c���過疎対策事業債の減 

更新車備 �(合計3,700) 

8教育債 鉄�b纉���△255,700 �#c�ﾃ#���1博物館 ��##SRﾃs���市町村合併特例事業債の減 (合計85,000) 

9災宵復旧債 �#2緜���54,400 都ゅ����3公共土木施設災 ��Bﾃ#���公共土木施設災害復旧事業債の増 

害 �(合計24,700) 

5衛生施設災害 鼎�ﾃ#���衛生施設災害復旧事業債37,800(計37,800) 災害廃棄物処理対策事業債2,400(計2,400) (%31.40.200) 

計 �2��sB經���△172,100 �2ﾃ��"紊��� �� 
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3　歳　　　出

1教義会費1項議会費し半牡,I[J 

R 竸)�9���,ﾂ2�補正斬 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

l議会費 �#��紊32�△11 �#��紊#"� �� ��#���3職貞手当等 �#s"�事務局搬貞人件費の増186(計31,707) 職員手当等272(計8,038) 共済費△86(計5,858) 議会一般事務井の減△197(計71,303) 旅費79(計3,982) 交際費△96(計384) 備品購入費60(計60) 負担金､補助及び交付金△240(計63.412) 政務調査升交付金△240(計960) 

4共済費 ��#ッ�

9旅費 都��

10交際費 ��#澱�

18億品購入費 田��

19負担金.棉 助及び交付 金 ��##C��

計 �#��ﾃC32�△11 �#��ﾃC#"� �� ��#��� �� 

2款総務費1項総務管理費(単位:T.H) 

目 竸$ｦﾈ7����,ﾈｧ｢�#Jii* 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�|"�区分 仞���

園児支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1-般管理費 白經3R纉�b�16,874 ��經S"ﾃs���(県) 18,139 ��(級) 1,557 (請) 5,000 (育) 20,000 ��##rﾃ�#"�1報酬 鉄���特別職人件費の減△506(計25,586) 給料△149(計16,5ー0) 職員手当等△237(計4.846) 共済費△120(計4,230) 総務職員人件費の減△27,426(計958,665) 給料△17,636(計207,l50) 

2給料 ��#�rﾃsコ�

3職員手当等 ��2��Sb�
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2款総務費1項総務管理費(単位=千円) 

目 兢�ﾈ耳蕀���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞��

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

沿岸被災地後方支援事業費の増38.139(計102,162) 共済費△644(計2,450) 賃金△4,422(計16,189) 需用費2,539(計3,399) 役務費139(計139) 委託料19,670(計19.670) ブロードバンド環境整備業務委託料 ｢幹｣発信番組制作業務委託料 使用料及び貸借料857(計857) 負担金､補助及び交付金20,000(計20,000) 遠野市社会福祉協議会沿岸被災地後方支援事業費補助 金20,000(計20.000) ｢秤を鳥削こ｣ネットワーク推進事業費 6.275(計6.275) 旅費1,677(計1.677) 需用費2,663(計2.663) 役務費100(計100) 使用料及び貸借料1,135(計1,135) 負担金､補助及び交付金700(計700) 寅災ボランティア等利用施設運営補助金 700(計700) 
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2款総務費1項総務管理費､'ド'lL''‥′ 

目 竸&ｦbﾒﾒ隸r�,ﾈｧ｢�#lt-:* 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

7市民会館管理 弗 ��SBﾃ�#��4.159 ��Sづ塔�� �� 釘ﾃ�S��15工事請負費 釘��S��市民会館管理井の増4,159(計82,505) 工事請負費4.159(計4,159) 市民センターボイラー.空調中央監視装置更新工事請 負費 

汁 �"ﾃ3S"ﾃss2�340.221 �"ﾃc�"ﾃ涛B�18,139 ��19,839 �3�"ﾃ#C2�lllllllllllllllll- �� 

2款総務費2項徴税費(単位:千円) 

U 竸(鉉���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1税務総務費 ��#�ﾃ�Cr�A2.183 ���づツB� �� ��#"ﾃ��2�2給料 ��#�ﾃ�s��税務職員人件費の減△2,183(計118,864) 給料△1,170(計67,500) 職員手当等△273(計29,599) 共済費△740(計21,765) 

3職員手当等 ��##s2�

4ヰ済■ ��#sC��

計 ��c�緜���△2,柑3 ��SづC3b� �� ��#"ﾃ��2� �� 
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2款総務費4項遠学費(脚立:千円) 

良 竸&ﾈ耳蕀���,ﾈｧ｢�補~lE額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

5康男委員会委 員達学費 ���5,542 迭ﾃSC"� �� 迭經C"�l報酬 ��ﾃc�"�農業委員会委員選挙費5,542(計5,542) 報削l,602(計1.602) 職員手当等3.000(計3.000) 旅費6(計6) 需用費255(計255) 役務費383(計383) 委託料223(計223) 入場券作製業務委託料 負担金､補助及び交付金73(計73) 不在者投票事務処理交付金73(計73) 

3職員手当等 �2ﾃ����

9横井 澱�

ll需用井 �#SR�

12役務費 �3�2�

13委託料 �##2�

19負担金､補 助及び交付 金 都2�

計 �#づs3B�5.447 �3Bﾃ���� �� 迭ﾃCCr� �� 

2款総務費5項統計調査費(単位:千円) 

∩ 竸)�9���,ﾉ*��補正頼 偬��補正板の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 鍛2�

同県支出金 �&饑ｸﾜ(+ｸ,ﾉ�ﾂ�

1統計調査総務 ★ ��bﾃ�ヲ�△2,459 ��2ﾃc3�� �� ��#"ﾃCS��2給料 ��#�ﾃ#ィ�統計職員人件費の減△2,459(計12,662) 給料△1,284(計7,237) 職員手当等△675(計3,117) 共折費△500(計2,308) 

3職員手当等 ��#csR�

4共済費 ��#S���
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3款　民生費　1項　社会福祉費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(判立･千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補ll三額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ﾛｲ�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1社会福祉総務 # 塔3�ﾃ3s2�△12,413 塔�r纉c��(県) 3,530 ��(育) 200 ��#�bﾃ�C2�2給料 ��#偵ピ��社会福祉関係耽旦人件費の減△18.038(計201,700) 給料△9,878(計94,628) 械貞手当等△4,233(計39,825) 共済費△3,927(計37,544) 社会福祉協議会運営支援事業費の増200(計29,625) 負担金､補助及び交付金200(計29.625) 遠野市社会福祉協議会運営補助金 200(計200) 保健福祉センター管穐費の増1,795(計25,304) 需用費1,795(計17,157) 健康長寿-一般事務費の楢100(計938) 積立金100(計100) いつまでも元気ネットワーク基金梢立金 100(計100) 被災者支援事業費の増1,560(計1.560) 委託料1.560(計1,560) 住宅応急修理業務委託料 希望の郷｢杵Jサポートセンター管理運営事実費 I,970(計1.970) 需用費780(計780) 役務費90(計ワo) 使用料及び賃借料300(計300) 備品購入費800(計800) 

3破員手当等 ��#Bﾃ#32�

4共済井 ��#2ﾃ�#r�

11常用芳 �"ﾃSsR�

12役務斉 涛��

13季託料 ��ﾃSc��

14使用料及び 貸借料 �3���

18備品購入費 塔���

19負担金､補 助及び交付 金 �#���

25積立金 免��
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3款　民生費　2項　児童福祉費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仲位:T･H)

日 竸)�94��,ﾈｧ｢�補lE頼 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞��｢��

国魚支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1児童福祉給湯 栄 ��3津S�B�230 ��3津sCB� ��(寄) 360 ��#�3��3職員手当等 ��#3��児童福祉関係職員人件費の減△230(計64,423) 職員手当等△38(計15.799) 典折井△192(計11,894) わらすっこプラン推進事業費の増460(計3.418) 稗鞍金460(計460) 遠野市わらすっこ基金積立金460(計460) 

4##* ��#��"�

25積立金 鼎c��

2児畠措置発 ��ﾃC#rﾃ田��△67 ��紊#rﾃ��"� �� ��#cr�4共済費 ��#cr�児童棉置関係職員人件費の減△67(計20.346) 共済費△67(計3,755) 

計 ��ﾃss津3湯�163 ��ﾃss津Sc"� ��360 ��#�途� �� 

3款民生費3項生活保護費(単位=千円) 

R 竸)�9���,ﾉx｢�補正額 偬��補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

一年括保題総務 * ��ｳ偵ゴr�1,783 �#�ﾃcC�� �� 鳴縱�2�2給料 白��コ�生活保護関係職員人件費の増1,783(計19,370) 給料1,185(計11,482) 城島手当等334(計4.287) 共済斧264(計3,601) 

3職員手当等 �33B�

ヰ凍清書 �#cB�

計 鼎S"ﾃsSr�1,783 鼎SBﾃSC�� �� ��ﾃs�2� �� 

3款　民生費　　-　19-



4款　衛生費　1項　保健衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*位:千日)

良 竸&ﾆﾈ耳蕀���,ﾈｧ｢�補ie.額 佗b�補正栃の財振内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

3県境衛生費 ��crﾃsヲ�△11,715 ��Sbﾃ�sB� �� ��#��ﾃs�R�11需用費 ��#�ﾃs�R�斎場整備事業費の減△10,000(計85,384) 工事請負費△】0,000(計80,350) 斎場旧施設解体工事請負斉 ｢斎場の森｣整備事業費の廃止△1.7ー5(計0) 需用費△1,715(計0) 

15工事請負費 ��#��ﾃ����

4環境保全費 免ﾂﾃc釘�1,096 ��"縱��� �� ��ﾃ�澱�13委託料 鉄#��公害対策事業費の増1,096(計2,056) 委託料520(計1,192) 放射性物質検査業務委託料 備品購入費576(計′576) 

18備品購入者 鉄sb�

5健康づくり推 進事業費 田津�S"�△58 田津�釘� ��(寄) 183 ��##C��11%ff]# ��##C��生活習慣病予防プログラム推進事業費の増 183(計64,027) 委託料183(計50,879) 被災者検診要務委託料 健康スポ-ツプログラム推進事業費の減 △241(計5,067) 需用費△241(計619) 

13委託料 ���2�

計 都Crﾃc#R�63.348 塔��ﾃ都2� 田rﾃ3���183 ��#B��3R� �� 
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5款労働費1項労働諸費伸位:千日) 

冒 竸&��簫����,ﾉx｢�7dh｢ 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��E左分 仞�ｧ｢�

国県支H金 �&饑ｸﾜ"�その他 

3雇用対策費 �#�づS�2�△1.000 �#�rﾃS�2� �� ��#�ﾃ����19負担金､補 助及び交付 金 ��#�ﾃ����地域連携型緊急雇用創山事業費の減 △1,000(計10,854) 負担金､補助及び交付金△1.000(計6,657) 地域雇用創造推進協議会負担金 △1,000(計0) 

計 �##津#澱�△1,425 �##rﾃピ�� �� ��#�ﾃC#R� �� 

6款農林水産業費1項農業費(単位:千円) 

臼 竸(鉉���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1農業委員会費 鉄B繝s"�551 鉄RﾃC#2�(県) 931 �� ��#3���2給料 ��##R�事務局職員人件費の減△222(計37.548) 給料△25(計21,154) 職貞手当等△76(計9,497) 共済費△121(計6,897) 農地制度実施円滑化事業費773(計773) ###97(21-97) 賞金638(計638) 需用費33(計33) 役務費5(計5) 

3職員手当等 ��#sb�

4### ��##B�

7貸金 田3��

11需用費 �32�

12役務費 迭�

5款　労働費　6萩　焼林水産実費　　-　23-



6款農林水産業費1項農業費ヽrTtlu.~l~[/ 

目 竸&ﾆﾈ蕀���,ﾈｧ｢�#ilig 佗b�補正額の財漁内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

撰県支.Ltl金 �&饑ｸﾜ"�その他 

4畜産実費 ��c��#3��62,770 �##Bﾃ����(県) 29,056 �#rﾃS��� 澱ﾃ#�B�3壌貞手当等 ��#�cr�畜産関係職員人件費の減△250.(計ヨo,042) 職員手当等△167(計7,962) ###A83(計5,45g) 遠野型畜産確立推進事業費の増5.000(計12,247) 負担金､補助及び交付金5,000(計11.450) 遠野牛地域一斉体制推進事実費補助金 5,000(計5,000) 公共牧場再編整備事業費の梢58.020(計104,020) 負粗金､補助及び交付金58,020(計104,020) 公共牧場再編盤備事業負P_金3,664(計3.664) 公共牧場再編整備事業補助金 54,356(計54,356) 

4共済斉 ��#�2�

19負担金､補 助及び交付 金 田2ﾃ�#��

5市営牧場費 �3��3s��1,493 �3�ﾃピ"� �� ��ﾃC�2�19負担金､補 助及び交付 金 亦紊�2�市営牧野管理事業費の増1,493(計31,872) 負担金､補助及び交付金1,493(計1,493) 社団法人遠野rb-畜産振興公什放牧事業損失負担金 1,493(計1.493) 

6款),lnii林水産実費　　-　25-



6款　農林水産業費　1項　農業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伸位:千日)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補ip_額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ���区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

9交流推進費 售3rﾃ##2�△335 �3bﾃャ�� �� ��#33R�3職員手当等 ��sr�交流推進関係職員人件費の増97(計27,678) 頼貞手当等177(計3,645) )1滴費△80(計5,059) ふるさと交流推進事業費の減△481(計2,616) 旅費△381(計1,042) 需用費△lOO(計140) で.くらす遠野定住促進事業斉の哨183(計4.183) 旅費△117(計468) 負担金､補助及び交付金300(計3,715) 遠野777空き家1)フォーム事業助成金 300(計1,loo) 遠野ツーリズム交流推進事業費の滅△134(計2,411) 旅費△49(計207) 需用費△41(.-;1-767) 委託料△44(計1,142) ツーリズム型交流推進R.務委託料 遠野早池峰ふるさと学校機械管備業務委託料 

4ji..済井 ��#���

9旅升 ��#SCr�

ll帯用費 ��#�C��

13委託料 ��#CB�

19負担金､補 助及び交付 金 �3���

汁 涛3�ﾃS���70,507 ��ﾃ��"ﾃ��R�33,707 �#rﾃS���3,071 澱ﾃ##�� �� 

6款農林水産業費2項林業費(単位‥千円) 

‖ 竸)�9���ﾇ#��"�補正額 偬��補正頻の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1##&## �#bﾃC#2�△ー34 �#bﾃ#ヲ� �� ��(�｣3B�3職員手当等 ��#cr�林業総務関係職員人件費の減△134(計24,638) 職員手当等△67(計6,222) 共済費△67(計4,566) 

4共済費 ��#cr�
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7歳　商丁費　1項　商T_費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仲位‥千H)

目 竸(鉉���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支ttj金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1商T頼凍+ ���づC���△5,525 ���"ﾃャb� �� ��#RﾃS#R�2給料 ��#"ﾃccb�商工総務関係磯貝人件費の減△5,426(計101,466) 給料△2,666(計27,160) 職員手当等△1,546(計26,967) 共済発△一,214(計18,416) 産業振興一般事務費の減△99(計1.420) 旅費△99(計444) 

3職員手当等 ��#�ﾃSCb�

4共済費 ��#��#�B�

9旅井 ��#湯�

2商1-_振興費 鉄唐ﾃSc��△25,242 鉄s2ﾃ3#b� ��##�ﾃ#��� ��R��C"�4X.## ��#C��商工振興関係職員人件費の滅△41(計13,361) 共済費△41(計2.447) 物産振興井の増1,934(計5,741) 委託料1,934(計5,235) 物産振興業務委託料 ふるさとの街賑わい創出事業費の減 △21.340(計198.502) 委託料△901(計10.556) 1tj北日本銀行遠野支店改修工事設計業務委託料 工事請負費△20,439(計130,061) 旧北日本銀行遠野支店改修上手請負費 商店街街路灯LED化促進事業費の廃止 △一,500(計0) 委託料△1.500(計0) 中心市街地街路灯調査業務委託料 中心市街地魅力創H卓実費の廃止△4,295(計0) 需用費△575(計0) 垂託料△1,500(計0) イベント開催業務委託料 

11需用費 ��#SsR�

13委託料 ��#�ﾃ田r�

15工事請負費 ��##�紊3��

18備品購入費 ��#"ﾃ##��
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7歳　商T費　1項　商T.費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(qi位:T.H)

目 兢�ﾃ｢����,ﾈｧ｢�補tに頼 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

委託料△2.000(計0) 着地型旅行商品企ub'.販売業務委託料 復興支援イベント推進事業費の減△1.ー35(計一.865) 委託料△1,135(計1,865) パス送迎業務委託料 たかむろ水光固芸能館改築頒備事業升 80,528(計80,528) 役務費59(計59) 委託料6,510(計6,510) たかむろ水光圃芸能館改築賭傭実施設計業務重言毛料 たかむろ水光圃芸能館改築整備工事監理業務委託料 工事請負費73.959(計73,959) たかむろ水光幽芸能館改築整備工事請負費 

計 塔cR經c2�△12,695 塔S"ﾃツ�� ��##�ﾃ#���12,857 ��#Bﾃ3S"� �� 

8款　土木費　1項　土木管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千H)

目 竸$ｦﾈ7����,ﾈｧ｢�棉-IT.-_額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�mﾒ�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1土木総務費 �3"ﾃ#唐�△339 �3�ﾃ鉄�� �� ��#33��3職員手当等 ��##cb�土木絶境関係職員人件費の減△339(計27.968) 職員手当等△266(計7,766) 共済着△73(計5,040) 

4##? ��#s2�

計 �3"ﾃ#唐�△339 �3�ﾃ鉄�� �� ��#33�� �� 

7款　商工費　8款　土人費　　-　31-



8款　十木費　3項　河川発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作位‥TIH)

目 竸$ｦﾈ蔕&ﾆﾂr�,ﾈｧ｢�補Eti額 佗b�補正額の財派内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��Lx=分 仞�ｧ｢�

国県文化.金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2*#* ��Bﾃ����△14,800 ��� ��#�2ﾃ���� ��#�ﾃ����13委託料 ��#�ﾃS���生活に身近な水路整備事実費の廃止 △14,800(計0) 委託料△1,500(計0) 浜峠水路測量設計業務委託料 我丸水路3号測量設計業務委託料 日影水路8-1号測量設計業務委託料 工事請負費△13.300(計0) 浜峠水路改良工事請負費 我丸水路3号改良｣二幸請負費 日影水路8-1冒.改良工事請負費 

15工事請負井 ��#�2ﾃ3���

計 ��RﾃC湯�△14,800 田湯� ��#�2ﾃ���� ��#�ﾃ���� �� 

8款　土木費　4項　都市計曲費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:T･H)

目~ 兢�姪ﾒ����,ﾈｧ｢�#lr.-_* 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾙLｨﾞ�8｢�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

l都市計*L総務 費 鉄3偵3釘�△9,223 鉄3�ﾃ�s�� 湯ﾃ���� ��#�津�#2�2給料 ��#Bﾃゴb�都市計画関係職員人件費の減△9,121(計26,601) 給料△4,856(計14,673) 職員手当等△2,553(計7,151) 共済費△1,712(計4.777) 下水道幸男特別会計繰tr.金の減△102(計501,321) 繰出金△102(計501,321) 

3撒員手当等 ��#"ﾃSS2�

4lt-済費 ��#�縱�"�

28繰出金 ��#��"�

8款　土^費　　-　33-



9款　消防費　1項　消防費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(判立‥T.H)

目 兢�ﾄﾉ4��,ﾈｧ｢�補lt三振 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ���区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

l常備消防資 �3crﾃSC2�A14.150 �3S2ﾃ3�2� ��#c��� ��#�2ﾃSS��2給料 ��#b縱Cr�消防関係稚貝人件費の減△13,739(計332,078) 給料△6.747(計181,944) 職員手当等△3.936(計90,636) 共済費△3,056(計59,498) 装備被服塵備費の増200(計983) 役務費50(計79) 備品購入費150(計879) 救急救助資機材更新整備事業費の減△611(計3.780) 備品購入費△611(計3.780) 

3職員手当等 ��#2ﾃ�3b�

4jtL済費 ��#2ﾃ�Sb�

12枚## 鉄��

18億品購入費 ��#Cc��

2非常備亨i'1防費 田"ﾃcッ�23,484 塔bﾃ�s�� ��(請) 1,875 �#�ﾃc���19負担金､補 助及び交付 金 �#2ﾃCィ�消防団出場管理費の増23,484(計85,580) 負拝金､補助及び交付金23,484(il.50,320) 岩手県巾町村総合事務組合負担金 23,484(計45,659) 

3消防施設升 ���#�Rﾃ��R�635 ��ﾃ#�R緜S�� �� 田3R�11需用費 田3R�総合防災センター整備事業費科R姐替 委託料3,021(計15.621) 東日本大喪災災害対策本部資料般示.設計業務委託料 tTLゝ岸被災地後方支援活動記録作成業務委託料 工事請負費△3,021(計799,479) 消防庁舎新築工事綿負費 消防庁舎消防纏示工事請負費 東El本大康災災害対策本部資料展示工事請負費 本部車両管理費の増635(計5,572) 需用費635(計3.834) 

13委託料 �2��#��

15工事請負費 ��#2ﾃ�#��
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10款　教育費　2項　小学校葬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位=千円)

目 丿�ﾔﾄY���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ����区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1学校管理費 ��3��#C��Al.632 ��#津c�b� �� ��#�ﾃc3"�2給料 ��#�ﾃ��2�学校管理関係職員人件費の減△1,632(計43,535) 給料△1,103(計24,419) 職員手当等△125(計11,137) 共済費△404(計7.979) 

3職員手当等 ��#�#R�

4典済井 ��#C�B�

2教育鮎取替 都Bﾃ�s��1,728 都Rﾃs湯� ��(*) 1,728 ��18備品購入費 ��ﾃs#��教材盤備費の増1,728(計39.035) 備品購入費1,728(計7,938) 

計 �#cb�3���96 �#cb紊�R� ��1,728 ��#�ﾃc3"� �� 

10款　教育費　3項　中学校升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位T.円)

臼 竸&ﾆﾂﾔ�����,ﾈｧ｢�補止ミ額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1学校管理費 涛津c迭�△359 涛偵33b� �� ��#3S��3破貞手当等 ��##c2�学校管理関係職員人件費の減△359(計28,004) 職員手当等△263(計7,047) 共済費△96(計5,119) 

4共済費 ��#澱�

2教育振興資 鼎�ﾃs釘�812 鼎�ﾃc�b� �� 塔�"�19負担金､補 助及び交付 金 塔�"�体育.文化行事奨励費の増812(計3,842) 負担金､補助及び交付食812(計3.842) 中総体県大会サッカー晩技開催地負担金 △200(計0) 中総体桝坂越予派遣補助金1,012(計1,012) 

計 鼎3BﾃsS��453 鼎3Rﾃ#�"� �� 鼎S2� �� 

10款　教育費　　-　371



10款　教育費　　5項　社会教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仲位T.H)

目 ��ﾈ*�ﾒ����,ﾈｧ｢�補lE額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ��R�区分 仞�霾��

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2公民何升 涛づ3S��2,241 ����ﾃS��� �� �"ﾃ#C��2給料 ��#�3��公民館関係職鼻人件費の減△405(計43,180) 給料△139(計24,392) 職員手当等△70(計11.043) 典済井△196(計7.745) 公民館一般管理費の増2,646(計38.999) 需用井2,646(計22.021) 

3職員手当等 ��#s��

4### ��#�澱�

ll需用斉 �"緜Cb�

3文化政策費 涛bﾃ�3��13,902 ����ﾃs32� ��(育) 5,000 唐ﾃ��"�2給料 ��ﾃSCR�文化政策幽係職員人件費の増3,490(計48,690) 給料1.545(計14,219) 林見手当等1,498(計12.988) 共済費447(計8,860) 遠野文化研究センター事業費の増10.412(計59,043) 共済費590(計590) 需用費5,000(計9,125) 役務費△80(計1,783) 委託料6,442(計25.071) ｢文化による復興支援｣シンポジウムⅠN東京旅行澄務 委託料 備品購入費△1.540(計257) 

3職員手当等 ��ﾃC唐�

4共済費 ��ﾃ�3r�

ll需用費 迭ﾃ����

12役務費■ ��#���

13委託料 澱ﾃCC"�

18億品購入費 ��#�ﾃSC��
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10款　教育費　　6項　保健体育着　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伸位'千H)

目 竸6ﾆb�����｢�補lE額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

l保健体育総頻 # 鼎B縱c��△3,059 擢ﾂ縱��� �� ��#2��S��3職員手当等 ��#cr�保健体育総務関係職員人件費の減△133(計24,720) 職員手当等△67(計6,746) 共済井△66(計4,466) スポーツ健康一般事務費の減△164(計3,961) 旅費△164(計190) 競技一イベントスポーツプログラム推進事業費の増 623(計12,823) 需用費△320(計87) 負担金､補助及び交付金943(計12.073) 遠野市スポーツ少年団補助金943(計2.143) 岩手越体施設整備親爺事業費の減△3,385(計197) 委託料△3.385(計0) '基本計画奔走業務委託料 

LIA前書 ��#cb�

9#* ��#�cB�

11需用費 ��#3#��

13委託料 ��#2ﾃ3コ�

19負担金､補 助及び交付 金 涛C2�

2学校給食費 �#c2ﾃ#c��△38 �#c2ﾃ#3�� �� ��#3��3職員手当等 �#��学校給食センター職員人件費の減△38(計23.387) 職員手当等28(計6.039) 共済費△66(計1,279) 

4共済費 ��#cb�
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11款　災害復旧費　　3項　丹生労働施設災害復旧費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仲位･T.H)

日 竸$ﾆh蕀4��､ﾆﾉ=｢�補lrJ:額 佗b�補正額の財甑内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2衛生施設災害 復lU費 ��bﾃC�2�21.740 �3づ##2� �� �#�ﾃsC��13委託料 澱ﾃ����衛生施設災害復旧事装着の増21,740(計37,193) 委託料6,090(計6.090) 八幡墓園復1FII事設計業務委託料 工事請負費15.650(計29.183) 八幡墓園法面補強T_斗請負費 

15工事請負費 ��RﾃcS��

計 ��bﾃC�2�2一,740 �3ゅ##2� �� �#�ﾃsC�� �� 

11款　災害復旧費　4項　文教施設災害復旧費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位=千円)

目 竸)�9���,ﾈﾊﾂ�補正析 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2社会教育施設 災害復旧費 ���緜�2�2,750 ��2ﾃ3S2� �� �"ﾃsS��15工事請負費 �"ﾃsS��社会教育施設災害復旧事業費の増2,750(計3,301) 工事請負費2,750(計2,750) 遠野まちなか.ドキ.⊥器館土蔵復It日-_市紺負費 

3保牡休★鬼謀 災育復旧費 途ﾃ鼎"�1.208 湯ﾃ�S�� �� ��ﾃ#���13委託料 ���#���保健体育施設災害後旧事業費の増1.208(計5,933) 委託料1,208(計1,208) 稲荷下鳥内運動場人⊥芝復ru業務委託料 

汁 �3B繝c��3,958 �3ゅ�#r� �� �2ﾃ鉄�� �� 
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給　　与　　費　　明　　細　　書

1　特　別　職

区分 剞E員数 (人) 从ｹu餒��劔仄Hﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�報酬て給料 刳坙鮪闢� (千円) 亂i~)&韶�9b���x冷��その他 の手当 佗b�

(千円) 忠�x冷��年間支給率 (290月分) �(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��

補 正 後 �+y9��2 ��16.510 釘經c��178 涛��21.356 釘ﾃ#3��25.586 ��

議員 �#��73.644 ��21,528 �� 涛R��縱"�2.240 涛r紊�"� 

その他の 特別職 �"ﾃ�#2�223.664 �� �� �##2ﾃccB�12,971 �#3bﾃc3R� 

計 �"ﾃD､迭�297,308 ��bﾃS���26,097 ��s��99 �3C����"�19,441 �3S偵c32� 

棉 �+y9��2 ��16.659 釘繝�b�178 涛��21,742 釘�3S��26,092 ��

正 初 亳8蹴�+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾂ�<�¥ｩ�R�20 2,306 都2緜�B�##"ﾃ3SB� �#�ﾃS#�� ��95.172 �"ﾃ#C��97,112 231,朗4 ��

222,354 ��"紊���

汁 �"ﾃ3#�� �26,334 ��s��99 �33津#c��19,080 �3Sづ3��� 

比 較 亶Y9�� ��△149 ��##3r� ��△386 ��#�#��△506 ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ���r�1,310 �� �� ���3���481 ��ﾃs��� 

計 ���r�1,310 ��#�C��△237 �� 涛#B�361 ���#コ� 

給与費明細幸　　一　45-



(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分 ��ﾘﾋ盈ﾒ���x冷��増減事由別内訳 (千円) 剞燒ｾ 儖Xﾖﾂ�

給料 ��#Cbﾃ�#B�給料改定に伴う増減分 �� ��

その他の増減分 ��#Cbﾃ�#B�職負数の減等による ��

職員手当 ��#�BﾃC迭�制度改正に伴う増減分 �� ��

その他の増減分 ��#�BﾃC迭�職員数の減等による ��

給与費明細書　　-　47-



地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千H)

己 区分弓 l ����吋�7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ"�前年度末 現在高 �9%U�%Y�ﾈ�ｵ��^)�8ｧ｢�^)�8ﾎ2�当該年度 当該年度中毒 起債見込頼1 暢ﾆH･xｿX�8ﾇﾆ儖Xﾖﾂ�

1普通債 ���Sづ�sRﾃC#s��ゅS釘ﾃ�S"��6x�8ﾇﾈ�2ﾘ�8耳耳耳璽4�ﾇﾈ�33ｨ耳示ﾂ���ﾃ���ﾃ3s��c�津イ2�+R���靈�3s侭���田s2�S����s2�sC��S���#H�ｲ�s#"�r 弓 

補正後.2,924,400 

(3)保健衛生 ��ﾃ�3BﾃcS����l l1,520,803 l 一一一一--.一一.一一一一一･.｣- 竸)�9���ｹ?�xｸ庖粭��54,900 29,500: ��cBﾃ田#�紊���#��

84,400 �ｨ耳耳耳耳耳自dﾈ�3ｸ純�ﾈﾘcｸ���

500 222; 
(5)畜産業 l �##津3�粘#�2ﾃ��h��ﾇﾈ抱����27,500 ��27 

47100 ��#sc鼎##2�

(8)商工 ��3CR���2�ﾂ�;445,266 竸)�9���214,600 姪s�ﾃ3�亶ﾂ�鉄Sr� 

山南~盲一面~ ��##�ﾃ#���Tl△2l �;…冒l I 

~一面~盲~複 ���2ﾃC���｢｢70,309568 

~十2iJ2言1㌦忘~-.…去 剽鉗餾'籔粘ｨ�iu"�78800 �3SRﾃC#c�ﾃ田r�ﾒﾒﾖ辻�r�鼎Sv�����ﾒ�

(9)道路橋梁 ��ド ��86,60 ��ﾂ�����

(10)tpl川 鳴��モﾃ#迭���184,228 竸)�9���13.800 唐��C"�189 

ド.葡盲~葡 ��#�2ﾃ����1 l△13 �800! 186ー 

補正後 ��8,042 ら 姪�sb�

(14)消防 ��･--竺JL十一一二一-二一一一一一一一 剪�i 塔��2�243,602 姪3�"ﾃ鼎2�ﾂ�F-一芸を雷十1,.,5鍔: 凵｢600j 42,834j1,295,209l 
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