
平成23年度一般会計

予　算　に　関　す　る　説　明　書

(第　8　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8号)
1　総　　　　括

(歳　　　入)
(単位:千円･%)

款;科目 剳竦ｳ前の額 凵y現計 
予算額 ��ﾘｧｩ�餒B�補正予算額 冰ﾈ螽ｧｩ�ﾘｧｩ�餒B�

1 倡9�R�2.396.819 ���繧�38,800 �"��52緜���ll.2 

2 �&饑ｸ�yu��R�332.000 ��絣�l5,000i347,000 �1,6 

3 凉育�eXﾏ�WHｾ��もoo° �����i,0005,000 �0.0 

p4 僭ｩ9hｨHﾏ�WHｾ��i.000 �����0 ��ﾃ����0.0 

5 乘H�9亊�/H�;險Hﾏ�WHｾ��400 �����0 鼎���0二0 

6 �&饑ｸ��N��Xﾏ�WHｾ��270,000 ���"�0 �#s�ﾃ����1.2 

7 俾�:竟H靖;��Xﾏ�WHｾ��50,000 ���"�2,000 鉄(�s����0.2 

8 �&饑ｹ<�~�ﾏ�WHｾ��47.000 ���"�△9.933 �3rﾃ�cr�0.2 

9 �&饑ｸﾏ�WI�R�8,092,155 �3b紕�474.257 唐ﾃccbﾃC�"�39.3 

10 佰�,ｨ���9�鞜I<�¥ｨﾏ�WHｾ��5,167 �����510 迭ﾃcsr�0.0 

ll 兒ｩ%8ｾ�ｷ�-�X�%8ｾ��127,841 ��綯�6,012 ��32ﾃゴ2�0.6 

12 俶yw�{��-�詹�I{��330.642 ��綯�△5.861 �3#Bﾃs���1.6 

13 俛�ﾌ倡因���2.623,930 免ﾂ繧�46,214 �"ﾃcs���CB�12.2 

14卜県支出金 �2,033,SIS 湯���△191,071 ��ﾃイ"ﾃCC"�8.5 

16 俥�蝌�?ﾂ�32,302 ���"�12,115 鼎B紊�r�0.2 

16 冉ﾘｯ�Xﾘｾ��105,938 ��絣�23.987 ��#津�#R�0.6 

17 估ｩ?ﾈｾ��639.996 �"纈�△341,535 �#唐ﾃCc��1.4 

18 估ｨ葎ｾ��244,013 �����0 �#CBﾃ��2�1.1 

19 傚H�?ﾂ�740,642 �2�2�36,359 都sr�����3,6 

20 倡8ﾜ"�4.l60,700 ��ゅr�△538.300 痴2緜#"紊���16.6 

歳入合計 �22,238,058 �������△430.43ti �#�ﾃ��rﾃc#"�100.0 

一般会計　　-　1-



一般会計　　-　　2-

(歳　　　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円･%)

款 �盈｢�補正前の額 剳竦ｳ 予算額 侏ｸﾇb�竸)�9uﾈ螽ｧｨ,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��

予算額 ��ｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 
国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1 冓陞�."�200∫374 ��纈�271 �#��ﾃcCR�'0.9 �� ��271 

2 冕ｹk�N��3,307,732 ��B纈�△107,916 �2ﾃ�湯ﾃ��b�14.7 ��#SBﾃ##��△180,800 ��#�"ﾃc3��139,752 

3 冕��iN��5,018,041 �#"綯�△152,305 釘ﾃツRﾃs3b�22,3 ��#�3Bﾃ�3b� ��CR經c��28,192 

4 ���iN��1.317一713 迭纈�△2も386 ��ﾃ#�2ﾃ3#r�5.9 ��2ﾃsc"�-△58,000 �#�縱���16,675 

5 刋ｩ:ﾙN��227,878 �����△32,764 ��迭ﾃ��B�0.9 ��##bﾃ��2� ��b�����△1,581 

6 僞���X蝌ｼiN��1,514.447 澱繧�△37,998 ��ﾃCsbﾃCC��6.8 唸�##rﾃゴ"�△7,600 ���ﾃc釘�△13,240 

7 傅Hﾔ丑��875,790 �2纈�△23,498 塔S"ﾃ#�"�3.9 ��#�津�3B� ��#rﾃc���3,146 

8 �7冦丑��1,967,600 唐纈�△8一883 宝�ﾃ鉄づs�r�9.0 唐ﾃ�迭�△276,800 湯ﾃン��249,823 

9 傲�f丑��1,693,917 途綯�ASS,445 ��ﾃc3�ﾃCs"�7.5 ��△59,600 �2ﾃ�32�△6,878 

10 仆8孜N��3,655,018 ��b紕�37,377 �2ﾃc�"ﾃ3迭�16.9 ��ﾃC�b�△7,700 ��#C"ﾃ�湯�85,870 

ll 俤�駟YﾈｸﾉN��241,635 �����△16,889 �##BﾃsCb�1.0 ��#Scr�△19,300 ��2,978 

12 佰hﾜ)N��2,197,912 湯纈�0 �"ﾃ�途ﾃ��"�10,1 �� �� 

13 傚8辷�ｾ��1 �����0 ���0.0 �� �� 

14 冰ﾉOYN��2D,000 �����0 �#�ﾃ����0.1 �� �� 

歳出合計 �22,238,058 �������･△430,436 �#�ﾃ��rﾃc#"�loo.0 ��##Sbﾃ田"�△609,800 ��#cづc�"�505,008 



2　歳　　　入

1款　市税　1項　市民税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�繍正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

2位人 �#ッﾃ�#��14.000 �3��ﾃ�#��1現年挽税分 ��B�����現年裸税分の増 (合計299,379) 

計 涛32ﾃ3ヲ�14.000 涛Cr�3ヲ� �� 

1款　市税　2項　固定資産税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈ���補正額 佗b�節 刮s明. 
区分 仞�ｧ｢�

1固定資産税 ��ﾃ�sづ�c��6.800 ����ッ繝c��2滞納繰越分 唐繝���滞納繰越分の増 (合計32.031) 

計 ���#��ﾃン��8.800 白ﾃ#�偵c��� �� 

1款　市税　　4項　市たばこ税

冒 竸)�9��,ﾈｧ｢�輸正規 佗b�節 剔l明 
区分 仞�幵�

1市たばこ税 ��唐���b�16,000 �#�B���b�1現年課税分 ��bﾃ����現牢弧税分の増 (合計214.106) 

計 ��唐ﾃ��b�16,000 �#�B���b�

2款　地方譲与税　1項　地方揮発油譲与税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正輯 佗b�節 剄ｰ明 
区分 仞�ｧ｢�

1地方揮発油讃l与 涛rﾃ����8,000 ���Rﾃ����1地方揮発油訴与 唐ﾃ����地方揮発油簡与税の増 

疏 劔秩 �(合計105,000) 

計 涛r�����8,000 ���Rﾃ���� �� 

1歓　市税　2歳　地方髄与税　　-　　3-



2款　地方譲与税3款　利子割交付金7款　自動車取得親交付金8款　地方特例交付金　-　4-

2款　地方譲与税　2項　自動車重畳譲与税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾉ[ｲ�補正額i 佗b�節 剿e明 
区分 仞�ｧ｢�

l自動尊重丑譲与 �#3Rﾃ����7,000 �#C"ﾃ����l自動車玉虫讃与 途ﾃ����自動車重畳譲与税の増 

鶴 劔鶴 �(合計242,000) 

計 �#3Rﾃ����7,000 �#C"ﾃ���� �� 

3款　利子割交付金　1項　利子割交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正頒 佗b�飾 剿e明 
区分 仞�ﾖﾉ¥R�

1利子割交付金 釘ﾃ����1.000 迭ﾄ�B�1利子割交付金 ��ﾃ����利子割交付金の増 (合計6,000) 

割. 釘ﾄ�B�1,000 迭ﾃ���� �� 

7款　自動車取得税交付金　1項　自動車取得税交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

Et 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�廟 剿e明 
区分 仞�ｧ｢�

1自動車取得親交 鉄�ﾃ����2,000 鉄"ﾃ����1自動車取得税交 �"ﾃ����自動凍取得税交付金の増 

付金 劔付金 �(合計52,000) 

計 鉄�ﾃ����2,000 鉄"ﾃ���� �� 

~8款地方特例交付金1項地方特例交付金し早1止iTn) 

目 竸)�8ｾ�,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1地方特例交付金 鼎rﾃ����A9.933 �3rﾃ�cr�1地方特例交付金 ��#津�32�地方特例交付金の減 (%計37,067) 

計 鼎r�����△9,933 �3rﾃ�cr� �� 



9款　地方交付税　1項　地方交付税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞ﾅ一軒 
区分 仞�ｧ｢�

1地方交付税 唐ﾃ��"��cR�474.267 唐ﾃScbﾃC�"�1地方交付税 鼎sBﾃ#Sr�普通交付税の増226.857(計7,719,012) 特別交付税の増190.000(計790.000) 震災復興特別交付税57.400(計57,400) (合計8,566.412) 

官十 唐���"ﾃ�SR�474.257 唐經cbﾃC�"� �� 

10款　交通安全対策特別交付金　1項　交通安全対策特別交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�a 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1交通安全粁策特 迭��cr�510 迭緜sr�1交通安全対策特 鉄���交通安全対策特別交付金の増 

別交付金 劔別交付金- �(合計6.677) 

計 澱ﾃ�cr�510 澱ﾃcsr� �� 

11款　分担金及び負担金　1項　負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�pG 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1民生費負授金 ��#r繝C��6.012 ��32ﾃゴ2�1老人措置 ����モ�老人保護措置費一部負担金の増 (合計18,819) 

2保育所運営 釘經CB�保育所運営費一部負担金の増 (合計114,451) 

4病児等保育運営 �#���病児等保育施設運営費一部負担金の増 (合計582) 

計 ��#rﾃイ��6.012 蔦�32ﾃゴ2� �� 

12款　使用料及び手数料　1項　使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 冲��9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 刮s明 
区分 仞�ｧ｢�

5商工使用料 都2�##��△4,796 田づC3"�1活性化センター ��#Bﾃs澱�中心市街地活性化センター使用料の減. (%&68,422) 

9款　地方交付税10款　交通安全対策特別交付金11款　分担金及び負担金12款　使用料及び手数料　-　5-



12款　使用料及び手数料13款　国庫支出金　-　　6-

12款　使用料及び手数料　1項　使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正塀 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

7教育使用料 �#Bﾃ#モ�△7,555 ��bﾃs32�3博物館 ��#rﾃSSb�博物館入館料の減△4,163(計5,349) 昔話付入材料の減△2,857(計ちS,792) 昔話村駐車場使用料の減△296(計1,053) 城下町資料館入館料の減△239(計491) ･(合計10,852) 

計 �#�"ﾃS釘�△12,351 �#��ﾃ#C2� �� 

12款　使用料及び手数料　　2項　手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�■補正額 佗b�節 勍■i= 
区分 仞�ｧ｢�

3衛生手数料 涛bﾃsc��6,500 ���2ﾃ#c��1し尿収集 澱ﾃS���し尿収集手数料の増 (合計101,5DO) 

計 ���づ�C��6,500 ��#BﾃSC�� �� 

13款　国庫支出金　1項　国庫負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�者β 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

l民生費国庫負捲 ��ﾃ3#づCc��△73,520 ��ﾃ#SBﾃ鼎��2保育所運営 ��#bﾃ#Sr�保育所運営費負損金の減 

金 劔�(合計249,621) 

5母子寮入所措定 ��#s�r�児童措麿費負鍵金の減 (合計235) 

6保険基盤安定 ��#c���国民健康保険基盤安定負担金の減 (合計10.754)■ 

7隠者者自立支援 ��#BﾃS���障著者自立支援給付費負姥金の減 

給付 �(合計241.730) 

8障害者自立支摂 ��#"ﾃC���陣容者自立支壌医療給付費負担金の減 

医療 �(合計3.000) 

9子ども手当 ��#S偵�3��子ども手当交付金の減 (%#364.466) 



13款　国庫支出金　1項　国庫負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 刳ﾏ明 
区分 仞�ｧ｢�

2災曹復泊費国庫 �3R��c"�A2,427 �3"緜3R�1公共土木施設災 ��#"ﾃC#r�公共土木施設災審復旧事業費負担金の減 

負担金. 劔寄 �(合計26.133) 

計 ��ﾃC�"��c��△76.947 ���33b��#�� �� 

13款　国庫支出金　　2項　国庫補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剌j明 
区分 仞��ﾒ�

1総務費国庫補助 �#偵�Sb�110.957 ��C�ﾃ��2�3行政機能応急復 ����纉Sr�市町村行政機能応急復旧補助金 

金 劔旧 �(合計110∫957) 

2民生費国庫補助 ��B��s2�1,941 ��bﾃ��B�l婦人相談 ��#��繰入保護相散事業費補助金の減 

金 劔�(合計665) 

4次世代育成- ��R經3��次世代育成支援対策交付金の廃止 (合計0) 

5地域福祉 ��經#R�セーフティネット支援対策等事業費補助金の増 (合計2.725) 

7子育て支援 迭纉SR�子育て支援交付金. (合計6,955) 

3衛生費国庫繍助 ��"緜���18,141 �3�縱S��1浄化槽整備 ��#��#s��循環型社会形成推進交付金の減 

金 劔�(合計7,097) 

Z疾病予防対策 田#B�疾病予防対策事巣費等補助金の増 (合計2,392) 

3廃棄物処埋 ��ゅs迭�災寄廃棄物処理事業費補助金の増 (合計21.262) 

5土木費国庫補助 鼎c津s#R�△10.269 鼎s偵CSb�2道路整備 ��#b�#���社会資本整備総合交付金の液. 

金. 劔剴穴ﾙ浜峠線道路改良舗装事業費分 (%&85.161) 

3住宅耐震診断 ��#�ﾃ�コ�社会資本整備総合交付金の減 (合計435) 

13歳　国庫支出金　　-　　7-



13款　国庫支出金　　-　　8-

13款　国庫支出金　　2項　国庫補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正噸 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

4まちなか再生 ��##�ﾃ����社会資本丑傭総合交付金の減 (合計25,000) 

5公営住宅 ��B繝�2�社会資本亜備総合交付金の増 (合計137,902) 

6松崎青笹地区 ��ﾃ3�2�社会資本整備絵合交付金の増 (合計36,603) 

6教育費国慮補助 鉄湯ﾃ涛��103 田��ﾃ����2幼稚園 ��s��幼稚園就園奨励費補助金の増 

金 劔凾ｭ合計2,831) 

3児童壌助 都#R�被災児童生徒就学支援等白時特別交付金 小学校分491(計491) 中学校分234(計234) (合計881) 

4文化財保存 ��#ャ��国宝重要文化財等保存整備費補助金の減 (合計3,550) 

7消防費国庫補助 途�#�"�1,123 唐ﾃC�R�3消防防災施設 亦ﾃ�#2�消防防災施設災寄復旧費補助金 

金 劔�(合計1,123) 

計 ��ﾃ#�Rﾃ����121.996 ���3#rﾃ��b� �� 

13款　国庫支出金　3項　委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1総務費垂託金 �#��136 ��cB�2人格啓発 ��3b�人格啓発活動地方委託金 (合計136) 

2民生費委託金 澱ﾃ�#B�29 迭ﾃ鉄2�1特別児童扶養手 ����特別児童扶養手当事務垂音色金の増 

当事務 �(合計97) 

3外国人登録事務 ����外国人登録事務委託金の増 (合計224) 

計 迭ﾃ鉄"�165 澱ﾃ��r� �� 



14款　県支出金　1噴　騰負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 刮s明 
区分 仞�ｧ｢�

1民生費県負担金 都ヲﾃ�3��△18,126 都s�縱�2�1保育所運営 ��#2ﾃ�#��保育所運営費負担金の液 (合計124,810) 

3保険基盤安定 ��#�����2�国民健康保険基盤安定負担金の減△10,628(計81,398) 後期高齢者医療保険基盤安定負担金の減△565(計69.586) (合計150.984) 

4母子寮入所措置 ��#3SB�児童措置費負担金の減 (合計117) 

6障害者自立支援 ��#"ﾃ#c��障害者自立支援給付静負担金の減 

給付 �(合計120,865) 

7陣等者自立支援 ��#��#���障著者自立支援医療給付費負担金の減 

医療 �(合計1∫500) 

計 塔C�ﾃ3�"�△18,126 塔#"�#Sb� �� 

14款　県支出金　　2項　県補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾉL"�補正額 佗b�節 剿e明 
区分 仞�ｧ｢�

1総務費県補助金 鉄"纉�b�△380 鉄"經#b�3消費者行政 ��#3���市町村消費者行政悟性化事案賢補助金の減 (合計6,268) 

2民生費県補助金 �����##��△41,579 ��CづcC"�7児童館運営 釘�児東館設置事業等補助金の増 (合計7,200) 

8時別保育 ���#���保育対策等促進事業費姉助金の増 (合計6.320) 

9放課後児童育成 ��#b紊sb�放課後児童健全育成支援事業費補助金の減△343(計l,641) 放課後児童健全育成事業費補助金の減△6.132(計12∫812) (合計14,453) 

11介護促険 ��#3R紊���介護サービス施設等丑備臨時特例事英資補助金の廃止△30.000 施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金の減 △6.400(計19.200) (合計20.766) 

14歳　県支出金　　-　　9-



14款　県支出金　　-　10-

14款　県支出金　　2項　県補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正爾 佗b�飾 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

14子育て支援 ��#C��子育て支凄対策臨時特例交付金の減 (合計344) 

16保育所運営 ��#�3��産休等代替職.員費補助金の減 (合計2,666) 

3衛生費県補助金 �3津�ッ�△2,952 �3bﾃ#3B�2浄化槽整備 ��#SC��循環型社会形成推進交付金の減 (合計7,827) 

3妊娼健診補助 ��#�#��妊婦健診補助金の減 (合計4,072) 

4健康増進 白��3r�健康増進事業費補助金の増 (合計2,737) 

5予防接禰 ��#"ﾃs�2�子宮額がん等予防接種補助金の減 (合計21,533) 

4労働費頻補助金 鼎�津S澱�△108,624 �3��ﾃ都"�1雇用対策 ��#��づ涛��ふるさと雇用再生特別基金事業費補助金の減 All,418(-&70,582) 繋急雇用創出事実費補助金の減△480(計16,472) 重点分野雇用創出事業費補助金の減△85,675(計185,227) 地域人材育成事実費補助金の減△11.426(計28,316) (合計300,597) 

2地域逢営 �3sR�地域逢営推進費補助金 (合計375) 

5農林水産業費県 鼎�"ﾃツ"�△19,735 �3�2ﾃ�#r�3国土調査 ��#��｣都"�地籍調査事業費補助金の減 

補助金 劔�(合計15,255) 

4いわで農業粗い ��#づ����いわて農業担い手支横総合対頴事業費補助金の減 

手支援 凵｢2,110(計956) 強い農業づくり交付金の廃止△6,000 (合計956) 

6森林整備地域括 ��#�rﾃcッ�森林整備坤域活動支援交付金の減 

動支援 �(合計2,961) 



14款　県支出金　　2項　県補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

冒 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剿e明 
区分 仞��ﾒ�

19放射性盈低減対- 唐ﾃ�32�放射性盈低減軒策特別緊急事業費補助金 

# �(合計8.033) 

6土木費県補助金 ��"��S��△743 免ﾂﾃC���2住宅耐磨診断 ��#sC2�木造住宅耐震診断支援事業費補助金の減△68(計67) 木造住宅耐麗改修支援事業費補助金の械△676(計150) (合計217) 

9災寄復旧費県輔 ��bﾃ#���737 ��bﾃ�3r�1農業用施設災客 都3r�農米用施設災寄復旧事業費補助金の増 

助金 劔�(合計12,437) 

10商工費県補助金 ���966 涛cb�1地域経営 涛cb�地域経営推進費補助金 (%*966) 

計 ��ﾃ�3Rﾃ#3r�△172.310 涛c"ﾃ�#r� �� 

14款　県支出金　3項　垂託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正甑 佗b�節 刮s明 
区分 仞��2�

1総務費委託金 鉄�ﾃ3�2�△547 鼎津�3b�･3人権啓発 ��#�3b�人権啓発活動地方委託金の廃止 (合計0) 

6知事及び県議会 ��#C���知事及び県法会缶員選挙委託金の滅 

紘.員選挙 �(合計10,699) 

2民生費委託金 田#��△4 田#B�2母子家庭等日常 ��#B�母子家庭等日常生活支援事業対象者申請番受付等事務委託金の減 

生活支援 �(合計44) 

4農林水産業資香 �3c2�△84 �#vr�1有害鳥獣対策 ��#ィ�市町村鳥獣捕獲許可事務委任交付金の減△17(計79) 

託金 劔剪ｹ獣保護区等設定事業調査協散用図面作成兼務黍託金の廃止△67 (合計79) 

計 鉄rﾃンB�-△635 鉄r�#S�� �� 

14款　県支出金　　-　1卜



16款　財産収入16款　寄附金　　一　12-

16款　財産収入　1項　財産運用収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

El 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正項 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

2利子及び配当金 ��紊s2�2,370 �2ﾃイ2�1基金利子 �"ﾃ3途�市有林造成基金利子の増8(計28) 土地開発基金利子の減△36(計264) 教育文化資料基金利子.9(?9) 財政調整基金利子758(計758) 市債管理基金利子317(計317) 公共施設等整備基金利子740(計740) 遠野の元気創造基金利子122(計122) いつまでも元気ネットワーク基金利子6(計6) 永遠の日本のふるさと遠野基金利子461(計461) わらすっこ基金利子12_(計12) (合計2.73B) 

2株式配当金 ��##r�株式配当金の減 (合計1,105) 

計 免ﾂﾃs3��2,370 ��Bﾃ���� �� 

15款　財産収入　　2項　財産売払収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単イむ千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

2物品売払収入 都��△1 都��1物品売払 ��#��不用品売払収入の増9(計10) その他の財産売払収入の減△10(計59) (合計70) 

3生産物売払収入 �����9,746 湯ﾃイb�1立木売払 湯ﾃsCb�立木売払収入の増 (合計9.846) 

計 �#�ﾃSs��9,745 �3�ﾃ3�b� �� 

16款　寄附金　　1項　寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 尼�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1一般寄附金 涛津�3"�18,255 ���rﾃ#ビ�1-般 ��づ#SR�一般寄附金の増 (合計117,287) 



16款　寄附金　1項　寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 刮s明 
区分 冩ｨ�2�

2福祉寄附金 田�B�1.130 ��ﾃs3B�1社会福祉 �������社会福祉寄附金の増 (合計1.304) 

4児童福祉 �3��児童福祉寄附金の増 (合計430) 

3産巣寄附金 ���3���3.300 釘ﾃc���1産業 �2ﾃ3���産業寄附金の増 (合計4,601) 

4教育寄附金 迭�����1,002 澱ﾃ��2�1教育文化 汎�"�教育文化寄附金の増 (合計6,003) 

5消防防災寄附金 ���300 �3���1防災 �3���消防防災寄附金 (合計300) 

汁 ���Rﾃ�3��23,987 ��#津�#R� �� 

17款　繰入金　1項　基金繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正締 佗b�節 剌j明 
区分 仞��2�

1財政調整基金繰 ��湯紊�b�△199.406 ���1財政調整 ��#�湯ﾃC�b�財政調整基金繰入金の廃止 

入金 劔�(合計0) 

3公共施設等整備 ��s�ﾃS���Al39.000 �6ﾂ舫���1施設等整備 ��#�3津����公共施設等整備基金繰入金の械 

基金繰入金 劔�(合計31,600) 

4いつまでも元気 ��ﾃ����△1.000 ���1元気ネットワ- ��#������いつまでも元気ネットワーク基金繰入金の廃止 

ネットワーク基 金繰入金 劔ク �(合計0) 

7永遠の日本のふ 塔B縱Sr�8.178 涛"纉3R�1日本のふるさと 唐��s��永遠の日本のふるさと遠野基金繰入金の増 

るさと遠野基金 繰入金 劔�(合計92.935) 

8わらすっこ基金 澱紊C��△750 迭ﾃc���1わらすっこ ��#sS��わらすっこ基金繰入金の減 

繰入金 劔�(合計5,690) 

9遠野の元気創造 ��c偵SSr�△9,557 ��c�ﾃ����1元気創造 ��#偵SSr�遠野の元気創造基金繰入金の減 

基金級入金 劔�(合計160,000) 

計 田3偵涛b�△341,535 �#唐紊c�� ��- 

16款　寄附金17歓　繰入金　　-　13-



19款　諸収入　　-　14-

19款　諸収入　　2項　市預金利子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

冒 竸)�9��,ﾉF��補正頼 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1市預金利子 �2ﾃ����△780 �"ﾃ##��1市預金利子 ��#s���市預金利子の減 (合計2,220) 

計 �2ﾃ����△780 �"�##�� �� 

19款　諸収入　　6項　雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�飾 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

3雑入 �3�bﾃ3���37,139 �3S2ﾃCCr�3災音共済金 ��ゅcsB�全国市有物件災事共済会地震災審見舞金 (合計17,206) 

7健康増進 ��#"ﾃs湯�健康診査等個人負担金の減 (合計9,196) 

11高齢者広域連合 �#��後期高齢広域連合交付金の増 

交件金 �(合計7,692) 

17確肥センター ��#�ﾃSc��堆肥版元収入の減 (合計9,152) 

19住宅耐廉診断 ��#3��住宅耐震診断個人負担金の滅 (合計30) 

27#^ 湯ﾃ��R�図番版元収入の減△944(計4,076) 消防団幹部教育助成金､4(計4) 防災拠点非常用設備盤傭事業費助成金7,288(計7,288) 後期高齢者医療保険料溜付事務に係る巌費負担金 2,767(計2,767) (%&53.487) 

29宝くじ助成 ���ﾃ��"�市町村振興助成金 (合計41,242) 

32被災自治体職員 迭ﾃs���被災自治体職員派遣負粗金 

派遣 �(合計5,708) 

計 �3�bﾃ3�R�37,139 �3S2ﾃCSB� �� 



20款　市債　1項　市債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剪E明 
区分 仞�ｧ｢�

1臨時財政対策債 鉄Cbﾃ����71.500 田�rﾃS���1臨時財政対策債 都�經���臨時財政対策俵の増 (合計617.500) 

2総務倍 �3s������△180,800 ��ヲﾃ#���1基金造成 ��#���繝���過疎対策事業債の増19.200(計189.200) 市町村合併特例事業債の廃止△200.000 (合計189.200) 

3衛生依 都づ3���△29.BOD 鼎ゅS���l育場 ��b紊���市町村合併特例事業債の減 (合計48,500) 

2上水道出資 ��##2紊���-般会計出資債の廃止 (合計0) 

4農林水産共債 �#cゅC���△7,600 �#c�ﾃ����1農業農村整備 ��#BﾃS���一般公共事業債の廃止 (合計0) 

2農産物直売施設 ��#2�����過疎対策事業債の減 (合計62.200) 

6土木債 �3s�ﾃS���△266,900 ���Bﾃc���1道路橋染 ��#�"�����過疎対策事業債の増 東館浜峠線道路改良舗装事業費分1.-100(計20,700) 生活に身近な遣づくり事業費分4,200(計10,800) 地方道路等整備事英俵の廃止 網町税改修事業費分△9,900(計0) 生活に身近な道づくり事業野分△7.400(計0) (合計31,600) 

2区画整理 ��#�cRﾃC���一般補助施設整備等事業債の廃止△111.408 地方道虜等整備事業債の廃止△54,000 (合計0) 

3都市再生 ��#ヲ經���公営住宅建設事業債の廃止 (合計0) 

7消防艇 ��ﾃ�#rﾃ����△59.600 涛crﾃS���3無線デジタル化 ��#S偵c���市町村合併特例事業債の減 (合計123,700) 

8教育依 ���#S"ﾃ����△7.700 ��ﾃ#CB�3���2学校施設 ��#b�3���市町村合併特例事業債の廃止 (合計1.102.800) 

3食育センター ��#�ﾃC���過疎対策事業債の減 (合計56.500) 

20款　市債　　-　15-



20款　市債　　-　16-

20款　市債　1項　市債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

9災事復旧債 田bﾃ����△57,400 唐ﾃc���3公共土木施設災 ��##Bﾃs���公共土木施設災笥復旧革黄債の廃止 

育 �(合計0) 

4公立学校施設災 ��#BﾃS���公立学収施設災盲復旧事業債の廃止 

宰 �(合計0) 

5衛生施設災害 ��##ゅ#���衛生施設災害復旧事業債の廃止△25,800 災昔廃棄物処理対策事業債の廃止△2,400 (合計0) 

計 釘ﾃ�c�ﾃs���△538,300 �2緜#"ﾃC��� �� 



31㌔鮎費出1項哉甜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位制

冒 竸)�9���,ﾈ���補正額 佗b�補正頓の財版内訳 劔節 剿e明 特定財鯨 劍自Lｨﾞ��r�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1億会費 �#���s3sB�271 �#��ﾃcCR� �� �#s��4共済費 �#s��事務局職員人件費の増271(計31.844) 共済費271(計6,108) 

計 �#��ﾃ3sB�271 �#��緜CR� �� �#s�� �� 

2款　総務費　1項　総務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財鯨内訳- 劔飾 剿e明 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 ��｢�

国県支ttI金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1-般管理費 白ﾃ��"縱s��△58.731 亦ﾃsSBﾃ�Cr�(国) 136 (県) A82,957 ��(級) △10.557 �3B緜Cr�1報酬 ��#��#���特別職人件費の増■33(計26,388) 給料△l37(計16.164) 共済費l70(計4,38B) 総務職員人件費の増31.800(計1,043.573) 給料△1,202(計45.864) 職員手当等29,522(計625.619) 共済費3.480(計85,369) 総務一般事務費の増16,320(計56,070) 負担金､補助及び交付金16.320(計17.367) 非常勤職員公務災奮補償負担金 l6.320(計16∫920_) 馬券処理事業費の減△2.000(計86,432) 需用費△600(計1,751) 使用料及び賃借料△1.400(計56,Oll) 電子行政サービス推進事業費の増620(計4.638) 委託料620(計809) ホームページ改修業務呑託料 

2給料 ��#�ﾃ33��

3職員手当等 �#津S#"�

4兆前酔 �2ﾃ�s"�

7貸金 ��#cs"�

ll需用費 ��#C�B�

13委託料 ��#��ﾃS���

14使用料及び 貸借料 ��#"紊#��

1款　溢会費　2款　総務費　　一　17-



2款　総務費　　-　18-

2款　総務費　1項　総務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位二千円)

日 竸)�9���,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 

15工事請負費 ��ヲ�ケーブルテレビ事業特別会計繰出金の増 82(計117,BOB) 換出金82(計117,808) 地域づくり横興資の減△5,520(計29.110) 報酬△1,000(計6,115) 使用料及び貸借料△1.020(計335) 負担金､補助及び交付金△3,500(計19,520) みんなで築くふるさと遠野推進事業費補助金 △3,SOD(計14,500) 消費者行政費の減△627(計33,115) 報酬△211(計4.133) 需用費186(計307) 委託料△473(計600) 消費生活相談啓発パンフレット制作業務垂託料 工事請負費189(針405) 庁内ネットワーク配線工事謂負費 バイオネット移設工事詣負費 備品購入費△218(計581) 総合交通対兼事業費の減△6,000(計63,741) 負担金､補助及び交付金△6,000(計53,167) 廃止磯繰代替バス等運行費補助金 △6,COO(計52,617) 沿岸被災地後方支壌事業費の減△93,539(計192,340) 共済費△478(計325) 貸金.△672(計4,626) 委託料△81,666(計121,756) 委託料 ボランティアコーディネーター育成業務重光料 

18億品購入費 ��##���

19負担金､補 助及び交付 金 ��#2ﾃ��2�

28繰出金 塔"�



2款　総務費　1項　総務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 刮s明 特定財捉 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国膿支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

ブロードバンド環境整備業務番託料 r紳｣発信番組制作兼務委託料 デジタル対応環境整備業務委託料 地域づくりサポート業務番紀料 負担金､補助及び交付金△10,723(計12.707) 仮設事務所一仮設倉庫等借上支援事業費補助金. △8,250(計760) 雇用環境づくり応援事業費補助金 △2.4ナ3(計11.957) 

2文書広報費 都�緜ィ�△808 田津ピb� ��(級) △35.808 (緒) 2.767 �3"ﾃ#32�l報剛 ��#CCB�文書資財混振替 行政文事館費の減△808(計2.564) 報酬△444(計797) 共済費△78(計229) 賃金△286(計717) 

4共済費 ��s��

7貸金 ��#ッ�

4会計管理費 澱ﾃイ��△571 澱�#sr� ��(財) △10 ��#Sc��9旅費 ��##b�会計管理費の減△671(計6,277) 旅費△26(計0) 需用費30(計607) 役務費△569(計5,670) 負担金､補助及び交付金△6(計0) 会計責任者会議負担金△3(計0) 会計協鼓会職員研修会出席負担金 △3(計0) 

11需用費 �3��

12役務費 ��#Sc��

19負担金､補 助及び交付 金 ��#b�

2款　総務費　1 19-



2款　総務費　　-　20-

2教　総務費　1項　総務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 勍■:- 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財産管理費 田�Rﾃ����120,084 田3Rﾃ塔R�(国) 28,993 ��(財) 1,815 (級) △24,000 (#) 16.674 涛bﾃc�"�11需用費 ��#"ﾃ#�R�管財一般事務費の増100,_501(計415,519) 領立金100,501(計415.519) .市債管理基金裾立金100,501(計100,501) 庁舎維持管理費の増17,848(計55,65D) 需用費△2,570_(計12,409) 役務費269(計3.458) 負担金､補助及び交付金20,149(計20.172) 中心市街地活性化センタ-入居負担金 20,149(計呈o,149) 車両管理費の増735(計19,452) 需用費35B(計4,982) 垂託料38D(計7,817) 金用車管理運転業務委託料 公共施設ロングライフ事業費の増1,000(計8,500) 垂託料1,000(計8,500) 小学校集合修繕業務委託料 本庁舎環境整備事業費財源振替 

12役務費 �#c��

13番託料 ��ﾃ3���

19負抱金､補 助及び交付 金 津#�ﾃ�C��

25樹立金 ����ﾃS���

6企画費 鼎Cづ田R�△161,101 �#ビ繝cB� ��#���ﾃ����(財) 583 (守) 31,816 ��#�"ﾃS���19負担金､補 一助及び交付 金 ��#�ﾃS���経営企画費の減△161,101(計242,687) 負担金､補助及び交付金p△1,5bo(計90l) ■地方自治縫営学会開催地負租金 △1,500く計500) 領立金一△159,601(計236.419) 遠野の元気創造基金積立金19,322(計189,322) 永遠の日本のふるさと遠野基金樹立金 △178,923(計47,097) 

25積立金 ��#�S津c���

計 �2ﾃ��bﾃ�コ�△101,127 �"ﾃ��B纉S��△53,828 ��#���ﾃ����△16,920 ��S�紊#�� �� 



2款総務費2項徴税費伸位:千円) 

目 竸)�9���,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�耳ｧ｢�

国県支LtS金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1税務総務費 ���X璽#s��i,936 汎稗�#�r� ��(騒) 4.281 ��#"�3CR�2給料 田澱�税務職員人件費の増1.936(計117.207) 給料696(計66.202) 職長手当等65(計28.910) 共済費1,175(計22,095) 

3職長手当等 田R�

4兆済資 白��sR�

2賦課徴収費 �3�｣Ss"�△4,865 �3Bﾃs�r� �� ��#B繝cR�13委託料 ��#ツR�賦祝徴収費の械△4.500(計25,177) 秦託料△500(計7.713) 地図情報異動更新等業務拳託料 固定資産土地一宅地評価業務委託料 償遼金､利子及び割引料△4.000(計6,000) 納税奨励費の減△365(計9,530) 委託料△365(計8.005) 市税等納付促進事業業務番託料 

23償遊金､利 子及び割引 料 ��)=C����

計 ��SB繝C2�△2,929 ��S�ﾃ��B� ��4.281 ��#x璽#��� �� 

2款総務費3項戸籍住民基本台帳費(単位‥千円) 

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財碇内訳 劔節 刮s明 特定財碇 剪ﾙLｨﾞ��r�区分金塀 

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1戸籍住民基本 台帳費 都r��s"�△481 都b經���(国) 10 �� ��#C���2給料 ����戸籍住民基本台帳事務職員人件費の増161(計18.286) 共済費161(計3,549) 外国人登録事務費の増7(計224) 給料10(計214) 役務費△3(計10) 

4共済費 ��c��

12役務費 ��#���

2款　総務費　　-　2卜



2款　総務費　　-　22-

2款　総務費　　3項　戸籍住民基本台噴費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔# 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾙZﾘﾞ�5��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

13委託料 ��#S途�市民サービスコーナー運営事業費の減 △649(計5,523) 役務費△16(計20) 委託料△597(計53) 市民サービスコ-ナ-糞務委託料 使用料及び貸借料△36(計146) 

14使用料及び 貸借料 ��#3b�

計 都x璽�s"�△481 都bﾃS���10 �� ��#C��� �� 

2款　総務費　　4項　選挙費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,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｢�

国見支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1選挙管理垂月 会費 ��Bﾃ田��107 ��Rﾃ�sR� �� ���r�4共済費 ���r�事務局職員人件費の増107(計12.777) 共済費107(計2,510) 

3知事及び.県満 会議員海学費 ��2ﾃ�S��△2,446 ���縱�B�(県) △411 �� ��"ﾃ�3R�1報酬 ��#3ヲ�知事及び県議会議員選挙費の減△2,446(計10,704) 報酬△389(計1,519) 職員手当等△1,362(計8,592) 共済費△12(計20) 貸傘△89(計241) 需用費△291(計31) 役務費△44(針232) 東証料△7(計23) 選挙/JS:(胡仕分け菜番垂紀料 使用料及び貸借料△10(計40) 備品購入費△242(計0) 

3職員手当等 ��#�ﾃ3c"�

4共済費 ��#�"�

7貸金 ��&R�

11需用費 ��##���

12役務費 ��#CB�



2歌　総務資　　4項　選挙資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(蝋位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正輯 佗b�補正額の財液内訳 劔~節 剏･明 特定財掠 剪ﾒﾙLｨﾞ��B�区分ー 仞�飃��

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

13番託料 ��#r� 

14使用料及び 褒借料 ��#���

18備品購入費 ��##C"�

計 �3B��C2�△2,339 �3�縱�B�△411 �� ��#�纉#�� �� 

2款　総務費　　5項　統計調査費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特産財源 劍自Lｨﾞ����区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1統計調査総務 餐 ��2ﾃ�cb�△1.180 免ﾂ纉sb� �� ��#�ﾃ����2給料 ��#�ﾃ�#��統計職員人件費の液△1,180(計11.008) 給料△1,020(計6,033) 共済費△160(計1.892) 

4共済費 ��#�c��

汁 ��R�3#2�△1,180 ��Bﾃ�ﾛc2� �� ��#������ ��- 

2款　総務費　　6項　監査垂見費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

巨 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正敬の財源内訳. 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監査番長費 �#��3cb�140 �#�ﾃS�b� �� ��C��4共済費 ��C��事務局職員人件費の増140(計16.351) 共済費140(計3,183) 

計 �#��3cb�140 �#�ﾃS�b� �� ��C�� �� 

2款　総務費　　-　23-



3款　民生費　　-　24-

3款民生費1項社会福祉費(単位汗円) 

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財旋内訳 劔節 剿e明 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社会福祉総務 塔C2ﾃs���2,611 塔Cbﾃ3#��(国) 907 ��(財) 6 田"ﾃ3#b�3職員手当等 ���b�社会福祉関係職員人件費の増1.841(計203,275) 

費 劔(県) △10,628 �(級) △50.000 �4共済費 ��縱3R�職員手当等106(計13,263) 共済費1,735(計39,541) 国民健康保険特別会計事業勘定繰出金の減 △1,961(計228,666) 繰出金△1,961(計228,666) 社会福祉協議会運営支援事業費の増2,725(計32,350) 負担金.補助及び交付金2,725(計32.350) 遠野市社会福祉協議会運営補助金 2,725(計32,150) 倶健福祉センタ-増改姓事業費財源振替 健康長寿一般事務費の増6(計944) 村立金8(計106) いつまでも元気ネットワーク基金磯立金 6(計106) 

19負担金､補 助及び交付 金 �"ﾃs#R�

25積立金 澱�

28線出金 ��#�ﾃ田��

2陣等福祉費 都CづンR�△13,902 都3Bﾃ涛2�(国) △6,900 (県) △3,450 �� ��#2ﾃSS"�19負地金､補 助及び交付 金 ��#��"�時事者地域生活支援事業費の減△2,060(針24,403) 負担金､補助及び交付金△2▲060(計18,016) 地域活動支竣センター事業補助金 △2,060(計0) 障害者自立支援介讃給付費の減△9.ODD(計495,075) 扶助費△9,000(計483.460) 障事者自立支援医療給付費の減△4,800(計7,157) 扶助費△4,800(計6,000) 

20扶助費 ��#�2ﾃ����



3款　民生費　1項　社会福祉費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剿e明 特定財隙 剪ﾙLｩ~鞁2�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

障春着自立支援特別対策事業費の増1.958(計26,736) 負担金､補助及び交付金l.968(計13.038) ボランティア活動センター｢ちよボラ｣施設改修費補 助金1.958(計6,492) 

3老人福祉費 ����s2繝3��△73.142 ��ﾃ���緜途�(県) △35.965 ��(分) 1.188 (級) △1,000 (諸) 29 ��#3r�3釘�4共済費 田��老人福祉関係職員人件費の増69(計8一127) 共済費69(計1,592) 後期高齢者医療広域迎合運営事業費の減 △6.545(計321,334) 負担金､補助及び交付金△6.545(計321.334) 岩手県後期高齢者医療広域連合負担金 △6.545(計321.334) 老人保諜措置費の減△6,500(計l22,618) 扶助費△6,500(計122.588) 介護保険特別会計繰出金の減△21.322(計416,949) 繰出金△21,322(計416.949) 高齢者在宅福祉事業費の減△1,719(計39,503) 扶助費△l.7L9(計1,992) 地域が家族いつまでも元気ネットワーク整備交付金事業費の 減△36.400(計19.200) 負担金､補助及び交付金△36.400(計19.200) 介護サービス施設等整備臨時特例事業補助金 △30.000(計0) 地域が家族いつまでも元気ネットワーク事業楯助金 △1.000(計0) 施設開設準備経費助成特別対策革光補助金 △5.400(計19.200) 

19負担金､補 助及び交付 金 ��#C"纉CR�

20扶助資 ��ゅ#���

28線出金 ��##"��Cr�

3款　民生費　　-　25-



3款　民生費　　一　26-

･3款民生費1項社会福祉費伸位:千円) 

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財塀内訳 劔節 剞燒ｾ 1 特定財源 劔区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

後期高齢考医療特別会計繰出金の減△725(計105-085) 繰出金△725(計105,085) 

4婦人相談事業 費 �2ﾃ��2�12 �2ﾃ��R�(国) △1 (県) △4 �� ��r�4#*# ��"�婦人相談事英資の増12(計2,605) A.##12(#307) 

5国民年金事務 #p 釘ﾄ�B�33 釘ﾃ�32� �� �32�4共済費 �32�国民年金事務職員人件費の増33(計3,893) 共演費33(計714) 

計 �"ﾃss2ﾃcCR�△84,388 �"ﾃcヲﾃ�Sr�△56,041 ��A49,777 �#�ﾃC3�� �� 

3款民生費2項児童福祉費(単位:千円) 

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財蘭内訳 劔価 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�i��

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1児童福祉総務 潔 ��3づs���△2,339 ��3bﾃCS��(国) 592 ��(分) 280 ��"ﾃンR�2給料 ��#�ﾃ#���児童福祉関係職員人件費の減△1,327(計62.102) 給料△1,280(計34J682) 職員手当等.△276(計15,402) 共済費229(計12,018) 家庭児童相談室運営費の減△157(計2,424) 旅費△157(計59) 遠野市保育協会運営事業費の減△664(計42,992) 委託料1,539(計16,901) 特別保育事業業務委託料 負担金､補助及び交付金△2,403(計25,891) 遠野市保育協会運営費補助金 △2,403(計25,891) 

(県) 292 �(財) 12 (級) △750 (育) 130 凾ｳ職員手当等 ��##sb�

4共済費 �##��

9旅費 ��#�Sr�

11需用費 鼎�b�

13委託料 ��ﾃS3��



3款　民生費　　2項　児童福祉費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財醍 剪ﾙLｨﾞ�氓�区分 仞�飃��

国展支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

19負担金､補 助及び交付 金 ��2��c2�倍速金､利子及び割引料200(計200) 看穫保育安心サポート事業資財牒振替 わらすっこプライ推進事業費の減△209(計3,249) 需用葡399(計l.306) 負担金､補助及び交付金△750(計160) わらすっこ基金助成事業補助金` △750(計150) 積立金142(計642) わらすっこ基金積立金142(計602) 特別児童扶養手当事務資の増18(計98) 需用費17(計67) 償還金､利子及び割引料1(計1) 

23償還金､利 子及び割引 料 �#���

25積立金 ��C"�

2児童措置費 ��ﾃC32��#2�△59.715 ��ﾃ3s2紊���(国) △67,844 (県) △4.403 ��(分) 4,544 途ﾃ塔��4共済費 ��s��児童措置関係職員人件費の増178(計犯490) 子芸冨芸当の減△59詰琵47…:…≡;; 扶助費△59.038(計474.522) 保育所運営委託事業費の減△4.255(計715.617) 委託料△4.,255(計715.617) 保育所運営業務垂托料 中学生医療資給付事業資3.400(計3.400) 葬託科3,400(計3.400) 中学生医療費給付システム作成業務垂託料 

13重罰毛料 ��#ゴR�

20扶助費 ��#S津�3��

3母子福祉費 鼎�繝モ�△1,414 鼎�ﾃCsB�(国) △707 (県) △354 �� ��#3S2�13委託料 ��#�ﾃC�B�母子生括支援施設入所垂托費の減△1.414(計472) 委託料△1,414(計472) 母子生活支横施設入所委託料 

3款　民生費　　-　27-



3款　民生費　　-　28-

3款　民生費　　2項　児童福祉費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾉ�ﾂ�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剿e明 特定財涙 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国展支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

4児竜福祉施設 費 �����##��△3,381 ���bﾃ�3��(県) △6,471 �� �2ﾃ����13華託料 ��#2ﾃ3���児童館運営事業費の減△3,381(計106,021) 轟託料△3,381(計106,021) 児童館指定管理業務垂託料 児童クラブ運営業務委託料 

5保育所費 田bﾃ�3b�△2,205 田2繝3�� �� ��#"ﾃ#�R�4共済費 ��#ヲ�保育所運営串準費の減△2,205(計56,116) 共済費△89(計4,354) 貸金△480(計35,866) 需用費△1,656(計11,737) 役務費92(計921) 垂託料△100(計1,820) スクールバス添乗業務委託料 使用料及び貸借料28(計773) 

i貸金 ��#C���

11需用費 ��#�ﾃcSb�

12役務費 涛"�

13委託料 ��#����

14使用料及び 貸借料 �#��

計 ��ﾃs����Sr�△69,054 ��ﾃs#�ﾃ��2�△78,895 ��4.216 迭ﾃc#R� �� 



3款民生費3項生括保護費(単位:千円) 

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

同県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

l生括保碓絵務 費 �#�經3��i,137 �#"ﾃcsb� �� ��ﾃ�3r�4共済費 ��s��生活保護関係職員人件費の増170(計19,470) 共済費170(計3,701) 生活保誰適正実施推進事業費の増967(計3.206) 倍達金.利子及び割引料967(計967) 

23償遊金､利 子及び割引 料 涛cr�

計 鼎SB紊3��1,137 鼎SR經sb� �� ��ﾃ�3r� �� 

4款衛生費1項保健衛生費(単位‥千円) 

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳, 劔節 剞燒ｾ 特定財掠 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国展支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1保健衛生総務 費 釘經2纉S��△13,846 鼎C����R�(国) △156 (県) △828 ��#C津#���(級) 17,000 ��津33��2給料 ��ﾂﾃ#S��保健衛生関係職員人件資甲減△1.601(計100.604) 給料△1.2.50(計16,356) 職員手当等△930(計6.736) 共済費679(計19,226) 水道事米会計補助金の減△8,788(計157.997) 負担金､祐助及び交付金△8.788(計157.997) 水道事業会計補助金△8,788(計■132,197) すこやか子育て保健事業費の減△3,270(計27,583) 参託料△3.270(計20.335) 妊婦一般健康診査医療機関垂紀料 妊婦子宮頚がん倹診番託料 妊婦歯科蜂診萎託料 乳児一般健康診査医療機関委託料 地域医療推進啓発費の減△1,045(計3.851) 旅費149(計720) 

3職員手当等 ��#�3��

4共済費 田s��

9旅費 �#3B�

11需用費 涛��

12役務費 ��#�c2�

13垂託料 ��#"ﾃ#cR�

18備品購入費 田2�

3款　民生弊4款　衛生費　　-　29-



4款　衛生費　　-　30-

4款　衛生費　1項　保健衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

fl 竸)�9���,ﾉ�鞋B�補正額 佗b�補正鶴の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財液 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国渇支由金 �&饑ｸﾜ"�その他- 

19負担金､補 助及び交付 金 ��#��ﾃ�3��需用費49(計595) ･負担金､補助及び交付金△1,243(針2,536) 医療環境整備支援補助金△1,243(計757) 地域lCT遠野型健康増進ネットワーク事業費財源振替及び 科目組替 旅費85(計397) 需用費50(計1,177) 役務費△163(計2,089) 垂託料△35(計22,719) バイタルデータ収集システム陣容保守業務垂託料 庁内ネットワーク配線整備業務轟託料 備品購入費63(計63) 国民健康保険特別会計直営診療施設勘定繰出金の減 △282(計31,970) 繰出金△282(計31,970) 保健福祉情報システム管理費の増1,040(計23,163) 垂託料1,040(計1,040) 子宮額がんワクチン接種システム改修業務垂託料 水道事業会計出資金財娠振替 

28線出金 ��##�"�



4款衛生費1項保健衛生費(単位:千円) 

目 竸)�9���,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�>b�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2予防資 �����s3途�△6.109 涛R�#モ�(県) △2,71.3 �� ��#2�3澱�11需用費 鼎cR�予防接種資の減△2,509(計45.407) 需用費465(計9.976) 垂託料△2.974(計25,553) 三砥浪合接種業務番託料 子宮額がん等ワクチン接種事業費の液 △3.600(計48,789) 負担金.補助及び交付金△3.600(計0) 子宮琉がん予防ワクチン接穂補助金 △3.600(計0) 

13委託料 ��#"纉sB�

19負担金､補 助及び交付 金 ��#2ﾃc���

3環境衛生費 ��Sbﾃ�sB�△9,436 ��Cbﾃc3��(国) △1∫278 (脂) △548 ��b紊��� ��ﾂ�#���11需用費 �"��#��斎毅運営費の増2.12日計25.174) 需用費2,12l(計lO.941) 斎場整備事業費の減△9,092(計76.292) 工事静負資△8.172(計72.178) 斎毛別田施設解体工事請負費 斎場駐車場整備工事請負資 負担金､補助及び交付金△920(計4.045) 水道加入者負担金△920(計0) 削ヒ槽設置事業費の減△2.466(計40.342) 負担金､補助及び交付金△2,465(計AD.216) 浄化槽推進市町村協読会負担金 △20(計0) 浄化槽設置整備事業補助金△2,945(計39.280) プロア-ポンプ補修補助金500(計550) 

15工事請負費 ��#づ�s"�

19負担金､補 助及び交付 金 ��#2ﾃ3コ�

4款　衛生費　　-　31-



4款　衛生費　　-　32-

4款　衛生費　1項　保健衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位-･千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔飾 剞燒ｾ 特定財漁 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

5健康づくり推 進事業費 田津�釘�△3,634 田RﾃCc��(国) 624 (県) 1,137 ��(#) △2,799 ��#"ﾃS澱�13委託料 ��#2ﾃs���生括習慣病予防プログラム推進革糞費の減 △3.634(計60,393) 垂託料△3,700(計47一179) 胃がん填診垂託料 肺がん.結核検診委託料 子宮琉がん検診委託料 乳がん墳診葬託科 償還金､利子及び割引料66(計66) 

23償還金､利 子及び割引 料 田b�

計 都�2ﾃ3�b�△33,025 都c�ﾃ#���△3,762 ��#SRﾃc���14.201 ��"ﾃ�3b� �� 

4歳衛生費2項情婦費(単位:千円) 

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

国展支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1滑掃総務費 ���"ﾃ3C��575 ���"ﾃ�#2� �� 鉄sR�4共済費 鉄sR�清掃関係職員人件費の増575(計75,575) 共済費575(計14,489) 

2塵芥処理費. �#Cbﾃ##"�1.3DO. �#Cr經#"� ��#"ﾃC��� �2ﾃs���11希用費 ��ﾃ3���ごみ処理施設運営費の増1,300(計118.993) 需用費1,300(計103,296) 災事廃棄物処理事業費財源振替 

3し尿処理費 ��cRﾃ�3r�6,764 ��s"ﾃc��� ��(班) 6,500 �#cB�13委託料 澱ﾃscB�し尿処理費の増6,764(計106.094) 委託料6,764(計105,889) し尿収集運搬実務委託料 し尿収集運搬手数料徴収業務委託料 

計 鉄#BﾃC�r�8,639 鉄32��Cb� ��#"ﾃC���6,500 釘ﾃS3�� �� 



5款労働費1項労働諸費ヽ甲1上いlrlJ 

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正輯 佗b�補正額の財源内訳 劔節t 特定財隙 剪ﾙLｨﾞ�]ｲ�区分 仞�隗｢�説明 

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

3雇用対策費 �#�r經���△32.764 ��ィﾃsCb�(県) △26,183 ��(級) △5.000 ��#�經���13委託料 ��##b緜�B�地域連銃型緊急雇用創出事業費の減 △26,964(計ill,4.75) 垂託料△26.604(計102.044) 子育て環境整備業務委託料 陣がい者自立促進支援業務委託料 老人介護人材確保業務委託料 バーチャル商店街創出業務萎託料 旅行商品造成調査業務委託料 資格習得支援兼務垂紀料 グリーン.ツーリズム型コミュニティビジネス創出業 務費託料 ふるさとの道環境整備業務委託料 広報番組制作莫務委託料 まちなか魅力再構築業務委託料 観光名所観光案内強化業務委託料 介護人材確保業務委託料 負担金､補助及び交付金△360(計6.297) 離職者資格習得支援助成金△360(計173) ふるさと就業奨励事業費の減△5,800(計11.873) 負担金､輸助及び交付金△5,800(計11,700) 一般離職者採用奨励金△4.950(計2,550) 若年者勤続勤務奨励金△850(計1.650) 

19負担金､補 助及び交付 金 ��#bﾃ�c��

計 �##r繝s��△32,764 ��迭躊B�△26,183 ��△5.000 ��#�ﾃS��� �� 

5款　労働費　　-　33-



6款　農林水産業費　　-　34-

6款　農林水産業費　1項　戯実費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�輔正頼 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特産財聴 剪ﾙLｨﾞ���区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1農業番月会費 田RﾃCcr�298 鉄RﾃscR� �� �#唐�4共済費 �#唐�事務局職員人件費の増298(計37,725) 共済費298(計7,177) 

2農業総務費 ��SRﾃ#c��△2,895 ��S"ﾃ3cb� �� ��#"ﾃンR�2給料 ��#3���農業総務関係職員人件費の減△334(計76,358) 給料△390(計41,935) 共済資56(計14,098) 農業集落排水事業特別会計繰出金の減 △2,561(計67,126) 換出金△2,561(計67,126) 

4共済費 鉄b�

28線出金 ��#"ﾃSc��

3農業振興費 �33ゅ�s��A13,719 �3#Bﾃ3S��(県) △8.194 ��#2ﾃ����(級) 2,000 (請) △1,560 ��#"ﾃツR�4共済費 �#3b�農業制度資金利子補給補助費の減△1.185(計2,515) 負担金､補助及び_交付金△1,185(計2,515) 農業近代化資金利子補給補助金 △625(計574) 農英纏営基盤強化資金利子補給補助金 △560(計1,870) とおの農業担い手支援総合対策事業費の減 △9,165(計2,229) 負担金､補助及び交付金△9,165(計1,435) 集落営農組合農業用設備等入補助金 △6,000(計0) いわで希望腐菜担い手応援事英資補助金 △3,165(計1.435) 野生鳥獣寄防止対策事業費財源振替 畑作禎興事英資の減△1.123(計4.746) 負担金､補助及び交付金△1,123(計4.677) 

7貸金 ��ﾃs���

8報償費 ��#s���

11需用費 ��#����

13委託料 釘ﾃ涛R�

14使用料及び 貸借料 ��#コ�

15工事請負費 田s��



6款　農林水産業費　1項　農業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正輯 佗b�補正額の財源内訳 劔節 刮s明 特定財添 剪ﾙLｨﾞ�|ﾘｹ��区分 仞�騙｢�

国県支出金 �&饑ｹ{ｲ�その他 

19負担金､補 助及び交付 金 ��#�偵�s2�弟たばこ生産改葬共進会負担金 △300(計0) 尭たばこ立枯病予防対策事業補助金 △823(計1,177) 堆肥センタ-管理費の減△l.560(計11.952) 需用費△1.560(計4.540) タフ.ビジョン推進事英資の減~△6,000(計17,295) 負担金､補助及び交付金△5.000(計6,165) 市民協働耕作放棄地再生事業柿助金 △5.000(計1,000) 産直かみごう整備事業費の減△595(計122,543) 垂託料△679(計1,785) 産直かみごう整備事業工事管理業務委託料 使用料及び貸借料△95(計810) 工事謂負費679(計98.179) 産直かみごう整備事業工事緒負費 補償､補填及び賠償金△600(計0) 遠野ふるさとあぐりスクール事業費の減 △3,380(計1,591) 報償費△780(計70) 負担金､補助及び交付金△2.600(計1.000) 国外.国内自主研修寄集補助金 △2,600(計1.000) 遠野産｢緑の食材｣消費拡大事業費の減 △1,120(計135) 多紀料△l.l20(計0) 食育農場管理運営業務委託料 他産地消型給食レシピ開発業務委託料 

22補償､補填 及び賠償金 ��#S���

6款　農林水産業費　　-　35-



6款　農林水産業費　　-　36-

6款　農林水産業費　1項　農英資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,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｢�

国児支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

農業振興地域並備促進事業費9,409(計9.409) 共済費236(計236) 貸金1.719(計1,719) 帝用費660(計660) 委託料6,794(計6,794) 農業振興地域管理システム構築業務委託料 

4畜産菜費 鉄c"ﾃ�3��△3,684 鉄SづCSR� �� ��#2ﾃcィ�4共済費 �#�2�畜産関係職員人件費の増213(計25,648) 共済費213(計4,975) 遠野型畜産確立推進事業費の減△3,897(計B,350) 委託料△155(計0) 遠野牛商標登魚業務番託料 使用料及び貸借料△242(計0) 負担金,補助及び交付金△3,500(計7,950) 遠野牛地域一貫体制推進事業費補助金 A3,500(yl.600) 

13委託料 ��#�SR�

14使用料及び 賃借料 ��##C"�

19負抱金､補 助及び交付 金 ��#2ﾅ4��

6農地費 都�ﾃS�"�287 都�ﾃピ�� ��#BﾃS��� 釘ﾃsビ�2給料 鼎��農地関係職員人件費の増287(計16,439) 給料48(計9,243) 職員手当等90(計4,029) 共済費149(計3,167) 農業用施設管理費科目組替 工事請負費1.500(計4▲755) 農業用施設維持補修工事請負費 負担金､補助及び交付金△1,500(計900) 

3職員手当等 涛��

4共済費 ����C��

15工事請負費 白ﾃc���



6款　農林水産業費　1項　農業資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔蘇 剿e明 特定財源 劍自Lｨﾞ��R�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

19負担金､補 助及び交付 金 ��#�ﾃS���遠野市農業基盤整備事業補助金 △1.500(計900) 県営ほ場整備事業負担金財源振替 

7他市調査費 鼎���C2�△3,143 �3rﾃ����(県) △1.972 �� ��#�ﾃ�s��4共済費 ��#"�地籍調査関係職員人件費の増122(計14,954) 共済費122(計2,736) 地籍調査事業費の減△3.265(計22,046) 貸金△76(計0) 需用費△619(計998) 役務費△40(計209) 爵託料△2.523(計16.755) 地上括地籍測量業務委託料 過年度成果訂正業務番託料 負担金､補助及び交付金△7(計57) 岩手県国土嗣査推進協銭金負担金■ △7(計57) 

7貸金 ��#sb�

11需用費 ��#c���

12役務費 ��#C��

13番託料 ��#"ﾃS#2�

19負担金､補 助及び交付 金 ��#r�

8農業活性費 鼎"��3��△770 鼎��3c�� �� ��#ss��2給料 ��#ss��農村総合整備関係職員人件費の減△770(計27.717) 給料△770(計15.088) 

9交流推進費 �3b繝#R�235 �3r��c�� ��(繰) 500 ��##cR�4共済費 �#3R�交流推進関係職員人件費の増235(計27,850) ###235(fl.6.286) で.くらす遠野定住促進事業費財源振替 

計 亦�33"經���△23,391 ��ﾃ3�偵��r�△10,166 ��#r緜���940 ��#b經cR� �� 

6款　農林水産業費　　-　37-



6款　農林水産業費7款　商工費　　-　381

6款　戯林水産業費　　2項　林業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財聴内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財碇 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1林業総務費 �#bﾃ��"�209 �#bﾅ6�� �� �#���4共済費 �#���林業総務関係職員人件費の増209(計24,740) 共済費209(計4,760) 

2林業振興費 ��SRﾃ33��△14,816 ��C�ﾃS#2�(県) △17,686 ��(財) 9.764 ��#bﾃャB�19負担金.棉 助及び交付 金 ��##BﾃSs��市有林管理事業費の増9,754(計14,534) 樹立金9.764(計9,874) 市有林造成基金利子積立金8(計28) 立木売払金胡立金9,746(計9.846) 森林並備地域活動文選事業費の減 △24,610(計2,961) 負担金､補助及び交付金△24.570(計2,961) 森林整備地域活動支損交付金 △24.570(計2,961) 

25積立金 湯ﾃsSB�

計 ����經#��△14,607 ��cbﾃ��B�△17.686 ��9.764 ��#bﾃcsR� �� 

7歳　商工費　1項　商工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾉ���2�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔飾 剞燒ｾ 特定財甑 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国頻支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1商工総務費 ���(璽s���I,103 ���2ﾃン2� �� ��ﾃ��2�4共済費 塔Sr�商工総務関係職員人件費の増857(計102,227) 典済費857(計19,473) 産業振興一般事務費の増246(計1,666) 需用費82(計560) 番託料164(計164) 公共施設予約システム改修業務垂託料 

11需用費 塔"�

13委託料 ��cB�



7款　商工費　1項　商工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剏･明 特定財錬 劍自Lｨﾞ�ﾄr�区分 仞�ｧ｢��

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2商工庶興資 鉄澱�3B紕�△22.714 鉄s2ﾃc3��(国) △20.000 (県) 966 ��(使) △4.796 (級) △2.000 �2ﾃ��b�4共済資 ���R�商工振興関係職員人件費の増115(計13,452) 共済費115(計2,558) 物産絞興資財蹄振替 中心市街地活性化センター管理運営事業費の減 △20,149(計65,200) 委託料△20.149(計60.933) 中心市街地活性化センター指定管理料 ふるさとの街賑わい創出事英資の減 △1,250(計217.095) 負担金､補助及び交付金△1,250(計4.000) 中心市街地活性化事業費補助金 △1.250(計3.750) 遠野地域ビジネス支援システム事業費の減 Al,430(yl.070) 負担金､補助及び交付金△1.430(計1.070) 遠野地域ビジネス支援事業補助金 △1.430(計1.070) 

13委託料 ��##���C��

19負担金､補 助及び交付 金 ��#"緜���

3観光費 ��sbﾃcSb�Al.887 ��sBﾃsc�� ��(級) △814 ��#���s2�9旅費 ��#�釘�かしわざだいら交流施設管理費の増492(計12.148) 備品購入費492(計492) めがね桶周辺賑わい創出事英資の減 △1.502(計858) 委託料△1,502(計0) めがね桶周辺頻境整備業務番託料 遠野ふるさと観光推進事業費の減△877(計30,350) 旅費△194(計325) 需用費△342(計4,324) 

11需用費 ��#3C"�

12役務費 ��#�C��

13委託料 ��#�ﾃS�"�

7%　mL#　　-　391



7款　商工費　8款　土木費　　-　40-

7款　商工費　1項　商工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正噂 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 

14使用料及び 貸借料 ��##���役務費△141(計1,674) 使用料及び貸借料△200(計32) 

18億品淵入費 鼎�"�

計 塔sR縱���△23,498 塔S"�#�"�△19,034 ��△7.610 �2ﾃ�Cb� �� 

8款　土木費　1項　土木管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔価 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�/ｲ�区分 仞�ｧ｢�

国鬼支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1土木総務費 �3�縱�2�234 �3�ﾃ鼎r� �� �#3B�4共済費 �#3B�土木総務関係職員人件費の増234(計27,956) 共済費234(計5,245) 

計 �3�ﾃs�2�234 �3�ﾃ鼎r� �� �#3B� �� 

8款　土木費　　2項　道路橋梁費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔価 剞燒ｾ 特定財淑 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区_分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

3道路新設改良 餐 �#3B纉C��△3,614 �#3��3#b�(国) A4,690 ��ﾃ"����� ��2ﾃ�sb�4### �#32�道路新設関係職員人件費の増233(計27,297) 典済費233(計5,242) 道路新設改良事業費の減△4.357(計54,343) 委託料△2,240(計60) 東館浜峠線融雪設備設計業務委託料 

13垂託料 ��#"ﾃ#C��

15工事請負費 ��#�ﾃc�r�



8款　土木資　　2項　道路橋染費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳J 劔節 刮s明 特定財鯨 劍自Lｨﾞ��R�区分 仞�隗｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

工事請負費△2,117(計54.283) 東飴浜峠線道路舗装工事甜負資 東館浜崎線融雪工事請負費 生活に身近な道づくり事業費財源振替 交通安全対策特別事業費の増610(計5,727) 工事請負費510(計5,727) 交通安全施設整備工事請負費 

計 鉄�B纉S��△3.614 �.vﾆﾂ�3CB�△4,690 ��#�"����� ��2��sb� �� 

8款　土木費　　4項　都市計画馨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財坂内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財鯨 劍自Lｨﾞ�/B�区分 仞�ﾖ"�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1都市計画総務 費 鉄�b縱#r�△5.239 鉄��ﾃCモ� ��#偵���� 滴璽cc��4共済費 �##B�都市計画関係職員人件費の増224(計26.783) 共済資224(計4,994) 下水道事業特別会計繰出金の減△5.463(計482.456) 繰出金△5,463(計482.456) 

28線出金 ��#RﾃCc2�

2土地区画整理 事業費 鼎途紊sr�288 鼎途ﾃscR� ��#�cR紊���(諸) 1.427 ��cB�#c��4共済安 �#モ�土地区画畦理関係職員人件費の増288(計34,587) 共済費288(計6.481) 稲荷下第二地区土地区画整理事業資財源振替及び科目組替 黍託料△2,780(計9.220) 物件移転補佑調査積算業務委託料 土地区画整理寄集再評価業務費託料 宅地造成等設計兼務垂託料 仮設下水道等施設点検兼務委託料 工事請負費6.800(計116.000) 

13番託料 ��#"縱���

15工事請負費 澱ﾃ����

22補償､補填 及び賠償金 ��#Bﾃ�#��
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8款　土木費　　-　42-

8款　土木費　　4項　都市計画費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

El 竸)�9���,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 

区画道路妓造舗装工事請負費 区画丑理事業地区水道管布設工事謝負費 宅地造成工事請負費 補償､補填及び胎償金△4,020(計335,780) 

4都市再生費 �33�緜S��0 �33�ﾃcS��(国) 14,813 ��#ヲﾃS���(諸) 10.002 田Bﾃcコ� ��生活に身近な快適環境整備事業費財源横着 

計 ��ﾃ3S2繝#b�△4,951 ��ﾃ3Cづピb�14,813 ��##cBﾃ����ll,429 �#32ﾃc�r� �� 

8款　土木費　　5項　住宅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

EI 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正塀の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財旋 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国鬼支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1住宅管理費 田b紊�B�△552 田b繝c"�(国) △1,185 (県) △743 ��(繰) △1,500 (諸) △30 �"ﾃ��b�2給料 ��ﾃCC2�住宅関係職員人件費の増2,148(計25,288) 給料1.443(計15,066) 職員手当等190(計5,478) 共済費515(計4,744) 木造住宅耐腰診断.改修支援事業.#の減 △2,700(計900) 垂託料△300(計300) 木造住宅耐虜診断士派達業務委託料 負担金､補助及び交付金△2,400(計600) 木造住宅耐震改修工事補助金 △2,400(計600) 快適住マイル応壌事業費財源振替 

3職員手当等 �����

4共済費 鉄�R�

13番託料 ��#3���

19負換金､補 助及び交付 金 ��#"ﾃC���

計 田bﾃC�B�△552 田R繝S"�△1,928 ��△1,530 �"纉�b� �� 



9款　消防費　1項　消防費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾉL"�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財鯨 剪ﾙLｨﾞ�YXｹ��区分 唸ｾ���2�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1常備消防費 �3S2繝3��2.737 �3Sb經cr� �� �"ﾃs3r�4.典済費 �"縱3r�消防関係職員人件費の増2,737(計333.825) 共済費2,737(計62,096) 

2非常備消防費 塔bﾃ�s��348 塔b經��� ��(諸) 4 (寄) 300 鼎B�18備品購入費 �3C��消防団出場管理費の増348(計85,928) 備品購入費34.8(計-348) 

3消防施設費 ��ﾃ##r緜S2�△64,676 ��ﾃ�c"纉sr� ��S偵c��� ��#bﾃ�sb�13葬託料 ��#�纉迭�消防救急無線デジタル化整備事業費の減 △64.676(計139.367) 垂託料△1,995(計.1.680) 通信指令システム施工監理乗務垂託料 工事請負費△60.697(計128,603) 通信指令システム工事請負費 負担金､補助及び交付金△1,9B4(計9.084) 県消防救急無線デジタル化基本計画負担金 △1.984(計9,084) 

15工事請負費 ��#c�ﾃc途�

19負担金､補 助及び交付 金 ��#�纉ィ�

4防災経費 �#b縱3��△1.854 �#2繝ィ� ��(繰) △500 (請) 7,288 (育) △4,059 ��#BﾃS�2�18備品購入費 ��#�ﾃゴB�防災対策事業費財源振替 まちまるごと防災事業費の減△1.854(計8,886) 備品購入費△1,854(計_7.100) 

計 ��ﾃc�2ﾃ��r�A63.445 ��緜3�ﾃCs"� ��#S偵c���3,033 ��#b繝s�� �� 
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10款教育費1項教育総務費(判立:千円) 

冒 竸)�9���,ﾈﾊB�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 

2事務局費 ��ィﾃ�S"�△3,884 �����#c��(国) 178 ��(繰) △200 ��2ﾃツ"�2給料 ����事務局職員人件費の増610(計98,405) 給料18(計35,720) 職員手当等△201(計17,276) 共済費793(計18,501) 事務局一般事務費の減△1,350(計3D,816) 貸金△1,350(計12,991) 私立幼稚園故国奨励事業費の減△1,650(計10,145) 負担金,補助及び交付金△1.660(計IG.145) 私立幼稚園就園奨励費補助金 △1,650(計10.145) 私立幼稚園保育料助成事業費の減△1,150(計3,395) 負租金､補助及び交付金△1,150(計3,395) 私立幼稚園保守料助成事業補助金 △1,LEO(計3.395) 外国人矧師招-い事兼費の減△344(計8,400) 旅費△344(計264) 特別支援教育推進事業費財源振替 

3職員手当等 ��##���

4共済費 都�2�

7貸金 ��#�ﾃ3S��

9旅費 ��#3CB�

19負担金､補 助及び交付 金 ��#"ﾃ����

計 �#3BﾃS3��△3,884 �#3�ﾃcCb�178 ��△200 ��#2ﾃツ"� �� 



10款教育費2項小学校費し早牡'-rr1) 

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正輯 佗b�補正額の財液内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財振 劍自Lｨﾞ�氓�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1学校管理費 姪#ゅcS��△3.077 ��#RﾃC��� �� ��#2ﾃ�sr�2給料 ��#�ﾃC#��学校管理関係職員人件費の減△2,077(計40.400) 給料△1,420(計22.170) 職員手当等△684(乱lo,366) 共済費27(計7.864) 小学校管理費の減△1,000(計75,745) 需用費△1,000(計52.085) 

3職員手当等 ��#cィ�

ヰ♯済汝 �#r�

11需用費 ��#�ﾃ����

2教育振興費 都Rﾃイ��△1.309 都BﾃSC��(国) 491 �� ��#�ﾃ����13番託料 ��#�繝���通学対策費の減△1.800(計21.889) 委託料△1,800(計16,685) 児童送迎バス業務萎托料 就学援助費の増491(計10.337) 扶助費4.91(計10,337) 

20扶助費 鼎���

3学校建設費 �33�ﾃンB�0 �33�繝釘� ��#h璽3���(級) A30.000 �3bﾃ3��� ��遠野北小学校大規模改造等事業費財源振替 プール改修事業費財源振替 

計 鉄3R�4��△4.386 鉄3�纉�R�491 ��#bﾃ3���△30,000 �3�紊#2� �� 

1臓教育費3項中学校費(単位‥千円) 

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剿e明 特定財醍 剪ﾙLｨﾞ��ﾒ�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1学校管理費 涛偵#���1.238 免�經#�� �� ��ﾃ#3��4共済費 �#3��学校管理関係職員人件費の増238(計28.197) 共済資238(計5,350) 中学校管理費の増1,000(計65.928) 需用費1,000(計45,668) 

11需用穿 ��ﾃ����

10款　教育費　　一　45-
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10款教育費3項中学校費(単位:千円) 

日 竸)�9���,ﾉ[ｲ�補正額 佗b�補正額の財源内訳, 劔節 剿e明 特定財混 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

園児支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2教育振興費 鼎rﾃピb�7.BOO 鉄Rﾃ�sb�(国) 234 �� 途ﾃ�cb�11需用費 途ﾃ3���教材登傭費の増7,300(計30.335) 需用費7,300(計B,134) 就学填助資財悌振替 

計. ��ﾃcィﾃcsb�8,538 ��緜�2ﾃ#�B�234 �� 唐ﾃ3�B� �� 

10款教育費4項幼稚国費(単位:千円) 

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

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1幼稚国費 ��づc3B�12B ��づsc"� �� ��#��4共済費 ��#��幼稚固関係職員人件費の増128(計14,573) 共済費128(計2,892) 

計 ��づc3B�128 ��づsc"� �� ��#�� �� 

10款教育費5項社会教育費(単位:千円) 

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正頼 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 

1社会教育給養 餐 ��#�經�2�274 ��#�ﾃゴr� �� �#sB�4共済費 都sB�社会教育総務関係職員人件費の増674(計78,308) 共済費674(計IG.165) 社会教育一般事務費の増-100(計7,833) 共済費100(計954) 青少年括軌サポート事業費の減△500(計1,211) 負担金､補助及び交付金△500(計270) 全国青年大会選手派遣費補助金 △500(計0) 

19負担金､補 助及び交付 金 ��#S���



10款教育費5項社会教育費ヽ早1lL.TrlJ 

目 竸)�9���,ﾅ�-��補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 刮s明 特定財聴 劍自Lｨﾞ����区分 仞�ｧ｢�

同県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2公民館費 ���"�#���23.602 ��#Rﾃ��2� �� �#2緜�"�4共済資 �3s��公民館関係職員人件費の増379(計43,669) 共済資379(計8,lag) 公民館-般管理費の増23.223(計63,722) 工事請負資22,050(計25,204) 青笹地区センター馴ヒ槽設備改修工事請負資 備品購入費1.173(計1.323) 

15工事絢負費 �#"��c��

18備品購入費 亦��s2�

3文化改発費 ����紊�B�△7.579 ���"繝3R� ��(香) △4.000 ��#2ﾃSs��l報剛 ��#3���文化政策関係職員人件費の増410(計48.781) 共済費410(計9,l26) 遠野文化研究センター事業資の城△7,361(計51.682) 報酬△390(計11,645) 報償費.△1.344(計2,060) 旅費△997(計4,731) 需用費△4,000(計5.125) 黍託料△630(計24.441) 映像ソフト制作業務委託料 遠野｢語り部｣1000人プロジェクト事業費の械 △628(計2,372) 使用料及び貸借料△628(計572) 

4共済資 鼎���

8報償費 ��#�ﾃ3CB�

9旅費- ��#涛r�

11需用費 ��#Bﾃ����

13委託料 ��#c3��

14使用料及び 賓虐料 ��#c#��
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10款　教育費　　5項　社会教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正頓 佗b�補正額の財隙内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国児支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

4図書館博物館 # �#�r�3SB�△2,907 �#�BﾃCCr� ��(使) △7,555 (諸) △944 迭ﾃS�"�3職員手当等 �#r�図書館.博物館職員人件費の増560ほナ62.585) 職員手当等27(計15,177) 共済費533(計12,103) 図番館.博物館一般管理費財源横替 博物館費の減△2.530(計11.165) 貸金△60(計0) 報償費△300(計290) 旅費△155(計746) 需用費△3.861(計2,807) 備品購入費1,876(計1,876) 負担金､補助及び交付傘△30(計19) 日本博物館協会負担金△30(計0) とおの昔話村管理費財源振替 遠野城下町資料館管理費財源振替 加守田章二陶房跡保全整備事業費の減 △937(計16,346) 貸金△49(計0) 報償費△88(計12) 旅費△447(計217) 需用費△242(計298) 工事請負費△111(計15,429) 加守田章二陶房跡保全超備工事請負費 

4共済費 鉄32�

7貸金 ��#����

8報償費 ��#3モ�

9旅費 ��#c�"�

11需用費 ��#Bﾃ��2�

15工事請負費 ��#����

18億品購入費 ��ﾃピb�

19負担金､補 助及び交付 金 ��#3��

5文化財調査保 ## 都2ﾃン��△8,984 田B纉�r�(国) △800 ��(級) 500 ��#づcィ�11需用費 ��ﾂﾃ#ィ�遠野通産認定事兼費財源振替 文化的景観保存事業費の減△1,284(計7,659) 需用費△1,284(計579) 千某家重要文化財指定亜備活用事業費の減 △7,700(計26,539) 

13委託料 ��#rﾃs�ﾂ��



lO款教育費5項社会教育費(*位l.千円) 

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 刮s明 特定財済 剪ﾙLｨﾞ�/B�区分 仞�ｽ��

国原文■出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

委託料△7,700(計24.268) 用地捌畳業務委託料 建物等補償費算定業務委託料 

計 田#B紊C2�4,406 田#ゅイ��△800 ��△11.999 俣r�#�R� �� 

1臓教育費6項保健体育費(単位:千円) 

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 册X�2�補正額の財鯨内訳 劔節 剪E明 特定財陳_ 剪ﾙLｨﾞ����区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1保健体育総務 費 鼎�ﾃS唐�△1,540 鼎���S�� �� ��#�ﾃSC��2給料 ���紊C��保健体育総務関係職負人件費の滅△1.540(計23,077) 給料△1,440(計12.049) 共済費△100(計4,350) 

4共済費 ��&ﾄ��

2学校給食費 �#c2ﾆﾅ6ﾂ�△72 �#c2ﾃ�s�� �� ��#s"�4共済費 �#���学校給食センgJ一職員人件費の増201(計23,509) 典済費201(計4.468) 学校給食事業費の将△273(計237,770) 使用料及び貸借料△273(計2,118) 

14使用料及び 賃催料 ��##s2�

3体育施設費 ��SBﾃsSb�34.187 ��モ纉C2� �� �3Bﾃ�ビ�13葬頁毛料 �2�����体育施設管理費の増弘187(計174.839) 垂託料3,000(計77,373) 市民体育館壁面改修工事実施設計業務費紙料 工事指負費28,140(計82.842) 市民体育館壁面改修工事締負費 備品購入費3,047(計7,383) 

15工事請負資 �#づ�C��

18億品購入費 �2��Cr�

10款　教育費　　-　49-



10款　教育費11款　災寄復旧費　　-　50-

10款　教育費　　6項　保健体育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位;千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財版内訳 劔節 刮s明 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞��"�

団塊文ttl金 �&饑ｸﾜ"�その他 

4食育推進費 涛r纉#��0 涛rﾃ�#��(国) 1,303 ��#�ﾃC��� 涛r� ��総合食管センタ-整備率糞資財漁振替 

計 鉄Sr紊3B�32,575 鉄��ﾃ����1,303 ��#�ﾃC��� �3"ﾃcs"� �� 

11款　災寄復旧費　1項　農林水産施設災害復旧費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

E] 竸)�9���,ﾉ[ｲ�補正塀 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財済 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1農業用施設災 審復旧費 田津3���0 田偵3���(県) 737 �� ��#s3r� ��農業用施設災害復旧事業費財源振替 

計 塔rﾃ����0 塔rﾃ����737 �� ��#s3r� �� 

11款　災事復旧費　2項　公共土木施設災苔復旧費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,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_ｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1道路橋梁災害 復旧費 鼎津cC2�△9,388 鼎�ﾃ#SR�(国) △2,427 ��#�Bﾃ���� 途ﾃ�3��9旅費 ��#S��道路橋染災審復旧事業費の滅△9.388(計40,255) 旅費△50(計0) 窮用費△688(計0) 委託料△65(計935) 災寄査定業務垂託料 工事請負費△8.585(計39,320) 災育復旧工事請負費 

11帝用費 ��#cモ�

13委託料 ��#cR�

15工事請負費 ��#づSコ�

計 鉄津��R�△9,388 鉄�經#r�△2,427 ���Bﾃ���� 途ﾃ�3�� �� 



11款　災寄復旧費　4項　文教施設災答復旧費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財醍内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｹ{ｲ�その他 

1公立学校施設 災害復旧費 ��bﾃCc��0 ��b紊c�� ��#B經��� 釘ﾃS��� ��公立学校施設災害復旧事菜資財擬振替 

3保健体育施設 災害復旧費 祷�s�S��△841 唐ﾃ3��� �� ��#イ��11需用費 ��#イ��保健体育施設災苔復旧事業費の減△841(計2,316) 需用費△841(計2,376) 

計 �3ゅ都"�△841 �3ゅ�3�� ��#B經��� �2ﾃcS�� �� 

･ll款災害復旧費5項_公共施設.公用施設災害復旧費(単位:千円) 

目 竸)�8涬�,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財醇内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ｸ"�区分 仞��9��

国県支ttl金 �&饑ｸﾜ"�その他 

l観光施設災害 復旧費 ��2�#C"�△6.660 澱經�"� �� ��#h�scc��ll需用費 ��#Bﾃ#3b�観光施設災害復旧審美費の減△6,660(計6㍉82) 需用費.△4.236(計2,223) 委託料△663(計0) 遠野ふるさと村石壇積み直し設計染務垂託料 たかむろ水光圃敷地内駐車場地割修復工事設計業務委 託料 工事請負費△1,761(計4,359) 遠野ふるさと村復旧工事請負費 

13委託料 ��#cc2�

16工事静負資 ��ﾂ縱c��

2消防施設災零 復旧費 �2紊�2�0 �2紊�2�(国) 1.123 �� ��#�ﾃ�#2� ��消防施設災害復旧事業資財鯨按替 

計 ��b縱#R�△6,660 �����cR�1,123 �� ��#rﾅ��2� �� 

11款　災害復旧費　　-　5卜



給　　与　　費　　明　　細　　書

1　特　別　職

区分 剞E員数 从ｹu餒��劔仄Hﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�報酬 从ｹ{��期末手当 (千円) 一一∠ゝ 亂i~)&韶�9b�その他 の手当 佗b�

(人) 忠�x冷��(千円) 僖隴H辷ｸｹzb��"纉�ﾈ饂｢��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 

捕 正 級 �+y9��2 ��16,154 釘ﾃSc��178 涛��21,000 釘ﾃ3�"�25.388 ��

蔑見 �#��73,644 ��21,52B �� 涛Rﾃ�s"�2,240 涛rﾉ_ﾃ"� 

その他の 特別職 �"紊#2�221,278 �� �� �##�ﾃ#s��13.154 �#3BﾃC3"� 

汁 �"紊CR�294.922 ��bﾃ�SB�26.097 ��s��99 �33r紊S��19.782 �3Sr�#3"� 

柄 正 節 �+y9��2 ��16,291 釘ﾃSc��178 涛��21.137 釘ﾃ#���25.355 ��

議員 �#��73.644 ��21.528 �� 涛Rﾃ�s"�2.240 涛rﾃ��"� 

その他の 特別職 �"萋�#2�223.712 �� �� �##2ﾃs�"�1こi.083 �#3bﾃs迭� 

計 �"ﾃCCR�297,356 ��b�#���26.097 ��s��99 �3C�ﾃ�#��19,541 �3S偵Sc"� 

比 較 �+y9�� ��△137 �� ��△137 ��s��33 ��

徽員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ��△2.434 �� �� ��#"ﾃC3B�71 ��#"ﾃ3c2� 

計 ��△2,434 ��#�3r� �� ��#"經x�｢�241 ��#"ﾃ33�� 
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給与費明細書　　-　54-

2　　一　般　職

(1)総　括

区分 ��X什�B�給与費 劍ｺHﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�
給料 ��X醜詹9hﾇb�

(人) 鋳艪���x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��

補正後 �3SR�1,361,257 ��ﾃ##b縱s��2,588,036 鼎cbﾃ�C��3.054,085 ��

補正前 �3Sr�1,367,814 ��2,568,0ノ16 鼎CrﾃC3��3,015,485 ��

比較 ��#"�△6,557 �#bﾃSCr�19,990 ��づc���38,600 ��

職員手当 の内訳 仞iZ｢�扶養手当 �,ｨｼ韶�9b�住居手当 �<�鈺ｼ駝�詹9b�時間外 勤務手当 偬�?ｩ+ﾈ詹9b�夜間勤務手当 倬�;h詹9b�休日勤務手当 

(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��_(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 

補正後 鉄�ﾃc3��29,680 ��"繝S��3,531 ����ﾃccb� 釘緜S�� 湯繝C2�

補正前 鉄�ﾃS32�29,629 ��"ﾃsコ�3.531 ���2ﾃ�#�� 釘ﾃcS�� 湯�#C2�

比敬 蔦唐�61 都B� ��#�ﾃ3c"� �� ��

区分 豫yyﾙ�X詹9b�管理職員 特別勤務手当 弍ｩih詹9b�勤勉手当 亂i~)&韶�9b�退職手当 �%��yXｹD8詹9b�初伎給 調整手当 倡�,x.�詹9b�

(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 

補正後 ��づs#��500 �3#�ﾃCC��154,915 �#Bﾃs3b�450,262 鉄S"� �3�ﾃssb�

補正前 ��ゅc3��500 �3#8�s�cr�165,868 �#BﾃSc��415,262 鉄S"� �3b縱sb�

比戟 涛�� ��#�ﾃc���△953 ��c��35,000 �� ��#Rﾃ����



(2)給料及び職員手当の増減額の明細

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

給料 ��#bﾃSSr�給料改定に伴う増減分 �� ��

その他の増減分 ��#bﾃSSr�職員数の減執こよる ��

職員手当 �#bﾃSCr�制度改正に伴う増減分 �� ��

その他の増減分 �#bﾃSCr�退職者手当負担金の確定等による ��
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継続費についての前前年度末までの支出額､前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款 唸ﾘ��事業名 ��9�ﾈﾇh枌�劔������7永b�-ﾈ,X,ﾈ辷�����前年度末ま での支出 (見込)額 �9h濶D�7育���uﾉ.逢｢�当咳年度末 までの支出 予定額 凅)D�7�為��辷�uﾉ.逢｢�継続費の総 額に対する 進捗率 
年度 僖��xｧ｢�左の財源内訳 特定財汰 剪ﾙLｨﾞ�ﾇ��

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

9消防費 ����f磯��消防救急無 線デジタル 化整備事業 費 �#2�千円 139.367 ��x冷�千円 123,700 ��x冷�千円 16.667 亅��ﾂ�千円 ��x冷��3津3cr�千円 139.367 ��x冷�.% .55.8 24 ����ﾃ#s"� 涛津#��� 免ﾂ��s"� �� ��110,272 鼎Bﾃ"�

計 �#C津c3�� �##"ﾃ���� �#bﾃs3�� ��139,367 ��3津3cr�110.272 �������

10教育費 妬]ｸﾉ)�ﾈ孜N��総合食管セ ンター整備 事業費 �#2�千円 96,746 ��x冷�3bﾃc�2�千円 56.500 ��x冷�千円 3,743 ��x冷�千円 ��x冷�澱ﾃsCb�千円 96.746 ��x冷�% 8.2 24 ��ﾃ���ﾃ�s��339,700 田S"ﾃ3��� 塔津�s�� �� ��1,081∫071 涛�繧�

計 ��ﾃ�srﾃ��r�376,203 都�づ���� 涛"繝�B� ��96,746 涛b縱Cb�1,081,071 �������
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債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事項 侘�7逢｢�前年度末までの 支出(見込)額 剴槙Y年度以降の 支出予定額 剄ｶの財源内訳 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��

期間 仞�ｧ｢�期間 仞�ｧ｢�国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

サーバ磯野等の移設に係る債務負担 ��x冷�[ﾙ�ﾃ#ID�7疫ﾈ蠅�,Y.�-�.乂｢�年度 ��x冷�年度 23-24 帝�x冷�ﾌ�7逢ｨ,�:�+b�千円 ��x冷�千円 ��x冷�ｾ�ｧ｢�

早池峰パス株式会社の定額低料金パス運行 車菜に係る損失補償 ���n�/��h+h+ﾘ�｢�ﾘx,ﾈｬ�逢｢�- ��23-24 侘�7逢ｨ,�:�+b� �� ��8ｧ｢�

八日町遠野駅線の定額低料金バス運行事業 に係る損失補償 ��俯�/��h+h+ﾘ�｢�ﾘx,ﾉ�俯逢｢�- ��23-24 侘�7逢ｨ,�:�+b� �� ��8ｧ｢�

農産物直売加工施設の管理に関する協定に 係る債務負担 冰ﾈ螽,Y.�-�.乂｢�- ��23-26 侘�7逢ｨ,�:�+b� �� ��8ｧ｢ﾒ�

観光.情報施設の管理に関する協定に係る 債務負担 冰ﾈ螽,Y.�-�.乂｢�- ��23-28 侘�7逢ｨ,�:�+b� �� ��8ｧ｢�

観光交流センターの管理に関する協定に係 る債務負担 冰ﾈ螽,Y.�-�.乂｢�- ��23r-26 侘�7逢ｨ,�:�+b� �� ��8ｧ｢�
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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:千円)

区分 ������7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ"�前年度末l 竸)�9���当弦年度中増減見込L､.秦 劔 補正額 �9h･僖�7�(b�当該年度中 侏ｸﾝﾘﾘ(ﾊ俛隗｢�儖Xﾖﾂ�
現在高 竸)�8ﾎ2�起債見込額 侏8ｾ��ｭ(ﾊ俛隗｢�

1普通債 ��づ�sRﾃC#r�l 18.594,152E 】 竸)�9���4.094,700 ��ﾃツ�繝ィ�20.826,968 � 補正額 ��#C��纉��� 唸�#C���900 

･補正後 �2ﾃc�2繝���1,861.884 �#�ﾃ3Cb�068 

(1)総務 澱ﾃ�3rﾃ3Sb�i 7,272.3521 竸)�9���916,000 鉄S�ﾃc#"�7∫636 都3�� 補正額 ��#��津3����� ��#����300 

l補正後 箔��h璽s���551.622 途ﾃS"�430 

(3)保健衛生 ��ﾃ�3BﾃcS��1,520,803 竸)�9���78,300 ��cBﾃ#�b�l.43 塔ビ� 補正額 ��#津���� ��##��800 

補正後 鼎ゅS���164▲216 ��ﾃC��087 

(4)農業 都#�紊C��508.773 1 竸)�9���69,800 ��C2紊S��l435 ��#2� 補正額 ��#r緜���△7 �600 

補正後 田"ﾃ#���143,450 鼎#r�523 

(9)道路橋梁 �"ﾃC#Bﾃsc��2,244,083 竸)�9���116,600 �3SRﾃC#b�2,005.257 � 補正額 ��ﾃ"����� ��&ﾃ"�����

補正後 ���B緜���355.426 ��ﾃ湯�257 

(ll)都市計画 箔�scCＴ#sB�1,678,603 竸)�9���165.400 ��C2ﾃ#���1,60 津c釘� 補正額 ��#�cRﾃC��� ��#�b�.400 

補正後 ��143.209 ��ﾃC2�.294 

(13)公営住宅 都コﾃイ��727,279 竸)�9���89.500 田"ﾃ3Sb�75 津C#2� 補正板 ��#ヲﾃS��� ��#��.500 

補正後 田"ﾃ3Sh�｣cb��,923 
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(単位二千円) 

区分 ������7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ"�前年度末 竸)�9���当務年度中増減見込 剴槙Y年度末 ����OXﾖﾂ�補正額 �9in�産D�7�(b�'当該年度中 
現在高 竸)�8ﾎ2�起債見込額 侏8ｾ�ﾜ)O�ﾊ俛隗｢�現在高見込額 

(14)消防 �#C2ﾃc�"�302,943 竸)�9���1,027,100 �#"ﾃ�#R�1,307,918 ��補正額 ��#S津c��� ��#S津c���

補正後 涛crﾃS���22,125 ��ﾃ#Cづ3���

(15)′｣､学校 ��ﾃS�"ﾃ��"�i,687,827 竸)�9���153一000 ���津s�r�1,731,120 ��補正額 ��bﾃ3��� ��#bﾃ3���

補正後 ��Cbﾃs���109,707 ��ﾃs#Bﾃ�#��

(18)保健体育 鼎�ﾃ����41,315 竸)�9���67,900 釘ﾃ�32�95,182 ��補正額 ��#�ﾃC��� ���ﾃC���

補正後 鉄bﾃS���4,033 涛2ﾃs�"�

2災審復旧債 ��途ﾃ#cR�139,257 竸)�9���66,000 鉄Bﾃ#���150,967 ��補正額 ��#SrﾃC��� ��#SrﾃC���

補正後 唐ﾃc���54,290 涛2ﾃScr�

(1)災書復旧 ��途ﾃ#cR�139,257 竸)�9���66,000 鉄Bﾃ#���150,967 ��補正額 ��#SrﾃC��� ��#SrﾃC���

補正後 唐緜���54,290 涛2ﾃScr�

3その他 �� 竸)�9���896,900 ��896.900 ��
補正額 ��#�bﾃs��� ��#�bﾃs���

補正後 塔��ﾃ#��� 塔��ﾃ#���

(1)前年度繰越事業 白� 竸)�9���896,900 ��896,900 ��補正額 ��#�bﾃs��� ��#�bﾃs���

補正後 塔��ﾃ#��� 塔��ﾃ#���



(単位:千円)

区分 ������7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ"�前年度末 竸)�9���当骸年度中増減見込 剴柾｢亥年度末 現在高見込額 儖Xﾖﾂ�補正額 �9i��D�7�(b�当言亥年度中 
現在高 竸)�8ﾎ2�起債見込額 侏8ｾ��ｭ(ﾊ俛隗｢�

合計 ��ゅ3s"ﾃc�"�18,733.4.09 帝^)�9���5.057,600 ��ﾃ��bﾃ�sB�2L,874,835 ��補正額 ��#SSR����� ��#SSRﾃ����

ー補正後 滴�sS�"ﾃc���1.916,174 �&ﾂ�3�偵�3R�
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