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平成24年２月15日開催

記 者 懇 談 会 資 料

総 務 部 財 政 課

平成23年度遠野市一般会計補正予算（第８号）の概要 

 

１ 補正予算額 △430,436千円 

  歳入歳出からそれぞれ 430,436千円を減額し、歳入歳出予算の総額を 21,807,622千円 

とする。（当初予算比較では、13.9％の増） 

 

２ 編成の視点 

 ⑴ 国、県の補助事業等の内示及び制度の改正に伴う事業費の計上 

 ⑵ 補正予算（第７号）編成後に発生した緊急かつ臨時的な経費の計上 

 ⑶ 歳入歳出全般にわたる事業費の調整 

 ⑷ 人件費の調整 

 

３ 歳入歳出予算の主な内容 

⑴ 歳入について 

 １款 市税の増                          38,800千円 

市民税の増 14,000千円 

市たばこ税の増 16,000千円 ほか 

 ２款 地方譲与税の増                       15,000千円 

地方揮発油譲与税の増 8,000千円 

自動車重量譲与税の増 7,000千円 

 ９款 地方交付税の増                       474,257千円 

普通交付税の増 226,857千円 

特別交付税の増 190,000千円 

震災復興特別交付税 57,400千円 

 13款 国庫支出金の増                       46,214千円 

子ども手当交付金の減 △59,038千円 

市町村行政機能応急復旧補助金 110,957千円 ほか 

 14款 県支出金の減                       △191,071千円 

介護サービス施設等整備臨時特例事業費補助金の廃止 △30,000千円 

重点分野雇用創出事業費補助金の減 △85,675千円 ほか 

 15款 財産収入の増                        12,115千円 

基金利子の増 2,397千円 

立木売払収入の増 9,746千円 ほか 

 16款 寄附金の増                         23,987千円 

一般寄附金の増（災害支援金等）18,255千円 

産業寄附金の増 3,300千円 ほか 

 17款 繰入金の減                        △341,535千円 

財政調整基金繰入金の廃止 △199,406千円 

公共施設等整備基金繰入金の減 △139,000千円 ほか 

 19款 諸収入の増                         36,359千円 

全国市有物件災害共済会地震災害見舞金 16,674千円 

市町村振興助成金 10,002千円 ほか 

 20款 市債の減                         △538,300千円 

臨時財政対策債の増 71,500千円 

市町村合併特例事業債の減 △272,300千円 

一般補助施設整備等事業債の廃止 △111,400千円 ほか 

 

⑵ 歳出について 

 ２款 総務費の減                        △107,916千円 

総務職員人件費の増 31,800千円 
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沿岸被災地後方支援事業費の減 △93,539千円 

管財一般事務費の増（市債管理基金積立金等）100,501千円 

経営企画費の減（永遠の日本のふるさと遠野基金積立金等）△161,101千円ほか 

 ３款 民生費の減                        △152,305千円 

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 △36,400千円 

子ども手当の減 △59,038千円 

【新規】中学生医療費給付事業費 3,400千円 ほか 

 ４款 衛生費の減                        △24,386千円 

水道事業会計補助金の減 △8,788千円 

斎場整備事業費の減 △9,092千円 

し尿処理費の増 6,764千円 ほか 

 ５款 労働費の減                        △32,764千円 

地域連携型緊急雇用創出事業費の減 △26,964千円 ほか 

 ６款 農林水産業費の減                     △37,998千円 

とおの農業担い手支援総合対策事業費の減 △9,165千円 

【新規】農業振興地域整備促進事業費 9,409千円 

森林整備地域活動支援事業費の減 △24,570千円 ほか 

 ７款 商工費の減                        △23,498千円 

中心市街地活性化センター管理運営事業費の減 △20,149千円 ほか 

 ８款 土木費の減                         △8,883千円 

道路新設改良事業費の減 △4,357千円 

下水道事業特別会計繰出金の減 △5,463千円 ほか 

 ９款 消防費の減                        △63,445千円 

消防救急無線デジタル化整備事業費の減 △64,676千円 ほか 

 10款 教育費の増                         37,377千円 

教材整備費の増 7,300千円 

公民館一般管理費の増 23,223千円 

体育施設管理費の増 34,187千円 ほか 

 11款 災害復旧費の減                      △16,889千円 

道路橋梁災害復旧事業費の減 △9,388千円 

観光施設災害復旧事業費の減 △6,660千円 ほか 

 

４ 継続費補正について 

  消防救急無線デジタル化整備事業費及び総合食育センター整備事業費の総額及び年割額を

変更する。 

 

５ 繰越明許費補正について 

  障害者自立支援特別対策事業ほか10事業に係る繰越明許費を追加し、ふるさとの街賑わい

創出事業の繰越額を変更する。 

 

６ 債務負担行為補正について 

  サーバ機器等の移設に係る債務負担、定額低料金バス運行事業に係る損失補償２件及び施

設の指定管理に係る債務負担３件の債務負担行為を追加する。 

 

７ 地方債補正について 

永遠の日本のふるさと遠野基金造成事業ほか９事業に係る起債を廃止し、臨時財政対策債

ほか７事業に係る起債の限度額を変更する。 

 

８ 主要事業一覧表 … Ｐ３のとおり 



（単位：千円）

その他
の内訳

２　款　（総　務　費）

1 2 1 1 一般管理費 【大綱５】 総務一般事務費
東日本大震災に係る非常勤職員公務災害補償追加負
担金

16,320 16,320

2 2 1 5 財産管理費 【大綱５】 管財一般事務費 市債管理基金積立金 99,003千円　他 100,501 1,815 財産収入 98,686

３　款　（民　生　費）

3 3 2 2 児童措置費 【大綱２】
【新規】
中学生医療費給付事
業費

システム改修委託料 3,400 3,400

６　款　（農林水産業費）　

4 6 1 3 農業振興費 【大綱３】
【新規】
農業振興地域整備促
進事業費

農業振興地域計画見直し経費
…農業振興地域管理システム構築業務委託料　他

9,409 9,409

10　款　（教　育　費）

5 10 5 2 公民館費 【大綱５】 公民館一般管理費
１　青笹地区センター浄化槽設備改修工事請負費
２　遠野地区センター移設に係る備品購入費

23,223 23,223

6 10 6 3 体育施設費 【大綱３】 体育施設管理費
１　市民体育館壁面改修工事実施設計業務委託料
２　市民体育館壁面改修工事請負費（A=402㎡）

31,140 31,140

備考
一般財源地 方 債

目№ 款
そ の 他県支出金

総合計画
大　綱

平成23年度　一般会計補正予算（第８号）主要事業一覧表

【大綱１】自然を愛し共生するまちづくり　【大綱２】健やかに人が輝くまちづくり　【大綱３】活力を創意で築くまちづくり　【大綱４】ふるさとの文化を育むまちづくり　【大綱５】みんなで考え支えあうまちづくり

事　　　業　　　内　　　容 事 業 費
財　　源　　内　　訳

事　　業　　名項 目　　名
国支出金
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