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平成２４年度遠野市一般会計補正予算（第１号）案の概要について 
 

 

【発表の要旨】 

  市議会６月定例会（６月８日開会）に提案する一般会計補正予算（第１号）の概要

についてお知らせします。 

 

 

【発表の内容】 

１ 補正予算額 651,560 千円  

  歳入歳出にそれぞれ 651,560 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 19,503,560 千円 

とする。（当初予算 18,852,000 千円と比較し、3.5％の増） 

 

２ 調整の視点  

 (1) 放射能問題への対応 

 (2) 災害復興予算の再調整 

 (3) 市内既存施設の有効活用調査検討費の計上 

 (4) 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 

 

３ 歳入歳出予算の主な内容  

 (1) 歳入について 

13 款 国庫支出金の増                    43,561 千円 

震災復興官民連携支援事業補助金 20,000 千円 

災害廃棄物処理事業費補助金 12,201 千円 

障害者自立支援給付費負担金 11,360 千円 

14 款 県支出金の増                    378,673 千円 

重点分野雇用創出事業費補助金 257,011 千円 

介護サービス施設整備等臨時特例事業費補助金 30,000 千円 

災害救助費等負担金 25,161 千円 

青年就農給付金 23,250 千円 

被災者住宅再建支援事業費 19,980 千円 

災害弔慰金等負担金 11,250 千円 ほか 

18 款 繰越金の増                     163,877 千円 

19 款 諸収入の増                      13,349 千円 

復興宝くじ収益金交付金 13,349 千円 

20 款 市債の増                       52,100 千円 

過疎対策事業債 49,000 千円 

市町村合併特例事業債 3,100 千円 
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 (2) 歳出について 

２款 総務費の増                     282,155 千円 

復興支援事業費の増 254,450 千円 

※【新規】コンビネーション型公共施設等有効活用調査検討事業費 23,600 千円 ほか 

３款 民生費の増                     144,105 千円 

被災者支援事業費の増 45,242 千円 

障害者自立支援介護給付費の増 22,756 千円 

【新規】縁がつなぐ仮設住宅整備事業費 25,161 千円 

【新規】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 30,000 千円 ほか 

４款 衛生費の増                      31,524 千円 

公害対策事業費の増 2,710 千円 

災害廃棄物処理事業費の増 24,404 千円 ほか 

５款 労働費の増                      4,561 千円 

地域活性化雇用創出事業費の増 4,561 千円 ほか 

６款 農林水産業費の増                   76,717 千円 

【新規】農畜産物放射能被害対策費 50,000 千円 

【新規】青年就農給付金事業費 23,250 千円 ほか 

７款 商工費の増                      64,623 千円 

たかむろ水光園芸能館改築整備事業費 60,307 千円 ほか 

８款 土木費の増                      35,959 千円 

車両管理費の増 30,000 千円 

復興道路整備促進事業費 1,986 千円 ほか 

９款 消防費の増                      3,645 千円 

まちまるごと防災事業費の増 2,000 千円 ほか 

10 款 教育費の増                      8,271 千円 

芸術文化振興事業費の増 3,749 千円 

【新規】いわての復興教育学校支援事業費 250 千円 ほか 

 

４ 主要事業  

  別紙「平成 24 年度一般会計補正予算（第１号）主要事業一覧表」のとおり 

 
※【新規事業】コンビネーション型公共施設等有効活用調査検討事業費 

 ■多目的利用施設の検証（防災・健康づくり） 20,600 千円 

 ■公共施設等利活用調査事業（中心市街地活性第２ステージ、文化・観光施設の連携） 1,000 千円 

 ■中学校再編後における学校施設等活用事業 2,000 千円 

 

経営企画部企画財政担当 (鈴木・永田) 

   電話 0198-62-2111 （内線 145） 

担当 

多目的利用施設の検証 

公共施設等利活用調査

事業 

中学校再編後における

学校施設等活用事業 

市内の公共施設等の総合力の発揮を目指す 



（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】 復興支援事業費
①地域づくりサポート業務委託料の増
…地域づくりサポーター60人雇用追加
②被災地支援物資等

254,450 252,450 2,000

2 2 1 6 企画費 【大綱５】

【新規】
コンビネーション型
公共施設等有効活用
調査検討事業費

官民連携による公共施設等有効活用調査業務委託料
ほか

23,600 20,000 3,600

３　款　（民　生　費）

3 3 1 1 社会福祉総務費 【大綱２】 被災者支援事業費

１　災害弔慰金
　…5,000千円×２人、2,500千円×２人
２　被災者住宅再建支援事業費補助金
　…1,000千円×30件

45,242 31,230 14,012

4 3 1 1 社会福祉総務費 【大綱２】
【新規】
縁がつなぐ仮設住宅
整備事業費

１　仮設住宅浴槽追焚設備増設工事請負費
２　仮設住宅各戸物置新設工事請負費

25,161 25,161 0

5 3 1 2 障害福祉費 【大綱２】
障害者自立支援介護
給付費

自立支援給付費 ほか
…「就労継続支援Ａ型」事業所の設置に伴う給付費
の増（20人雇用）

22,756 11,360 5,680 5,716

6 3 1 3 老人福祉費 【大綱２】

【新規】
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

介護基盤復興まちづくり整備事業費補助金
…デイサービスセンター整備事業費補助金

30,000 30,000 0

４　款　（衛　生　費）　

7 4 1 4 環境保全費 【大綱１】 公害対策事業費
１　空間放射線量測定器購入（15台）
２　放射性物質検査業務委託料 ほか

2,710 2,710

8 4 2 2 塵芥処理費 【大綱１】
災害廃棄物処理事業
費

災害廃棄物処理業務委託料の増 24,404 12,201 12,203

総合計画
大　綱

平成24年度　一般会計補正予算（第１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 調 整 額
財　　源　　内　　訳

事　　業　　名項 目　　名
国支出金

備考
一般財源地 方 債

目№ 款
そ の 他県支出金



その他
の内訳

総合計画
大　綱

事　　　業　　　内　　　容 調 整 額
財　　源　　内　　訳

事　　業　　名項 目　　名
国支出金

備考
一般財源地 方 債

目№ 款
そ の 他県支出金

５　款　（労　働　費）

9 5 1 3 雇用対策費 【大綱３】
地域活性化雇用創出
事業費

舎飼い家畜排せつ物の運搬処理業務委託料 4,561 4,561 0

６　款　（農林水産業費）

10 6 1 2 農業総務費 【大綱３】
【新規】
農畜産物放射能被害
対策費

農畜産物放射能被害対策交付金 50,000 50,000

11 6 1 3 農業振興費 【大綱３】
【新規】
青年就農給付金事業
費

新規就農給付金（14経営体） 23,250 23,250 0

７　款　（商　工　費）

12 7 1 3 観光費 【大綱３】
たかむろ水光園芸能
館改築整備事業費

改築整備工事請負費 ほか
…土蔵移設、外溝工事

60,307 49,000 10,399 諸収入 908
諸収入：復
興宝くじ収
益金交付金

８　款　（土　木　費）

13 8 2 2 車両管理費 【大綱１】 車両管理費
給食センター車庫の再利用に伴う除雪車両倉庫設置
工事請負費

30,000 30,000

10　款　（教　育　費）

14 10 1 2 事務局費 【大綱４】
【新規】
いわての復興教育学
校支援事業費

復興教育推進校（小友小学校）に係る経費 250 200 50


