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百年の縁を 
１００年続く絆に 

永遠の日本のふるさと遠野 

 

 

平成２４年度遠野市一般会計補正予算案の概要について 
 

 

【発表の要旨】 

  平成 24 年 12 月遠野市議会定例会（12 月 7 日開会）に提案する一般会計補正予算の概要

についてお知らせします。 

 

 

【発表の内容】 

１ 補正予算（第３号） 

 (1) 専決処分の日 

   平成24年11月16日 

 (2) 補正予算額 24,313千円 

   第 46 回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に係る経費につい

て、所要の補正を行った。 

   歳入歳出にそれぞれ 24,313 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 20,706,533 千円

とする。（当初予算比較では、9.8％の増） 

 (3) 専決処分した補正予算の内容 

  ア 歳入について 

14 款 県支出金の増 23,300 千円 

 衆議院総選挙委託金 23,300 千円  

17 款 繰入金の増 1,013 千円 

 財政調整基金繰入金  1,013 千円  

 

  イ 歳出について 

２款 総務費の増 24,313 千円 
 衆議院総選挙費  24,313 千円  

 

 

 

２ 補正予算（第４号） 

 (1) 補正予算額 205,129千円 

   歳入歳出にそれぞれ 205,129 千円 を追加し、歳入歳出予算の総額を 20,911,662

千円 とする。（当初予算比較では、10.9％の増） 
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 (2) 調整の視点 

  ア 進化まちづくり 地域の元気と魅力を高めるための経費の計上 

    (ｱ)【新規】冬のぬくもり応援事業費 26,108 千円 

    (ｲ) ふるさとの街賑わい創出事業費 10,000 千円 

    (ｳ) 企業誘致対策費 4,147 千円 

  イ 暮らしの安心確保のための経費の計上 

    (ｱ) 生活保護費 44,299 千円 

    (ｲ) 除雪等に係る経費 38,546 千円 

    (ｳ) 浄化槽設置事業費 8,486 千円 

    (ｴ)【新規】水道未普及地区整備事業費 2,000 千円 

  ウ 人件費の調整 

  エ 歳入（市税の増） 159,500 千円 

 

 (3) 歳入歳出予算の主な内容 

  ア 歳入について 

1 款 市税の増 159,500 千円 

13 款 国庫支出金の増 51,103 千円 
 生活保護費負担金 33,225 千円 

保育所運営費負担金 12,885 千円 ほか 

  

14 款 県支出金の増 17,468 千円 
 保育所運営費負担金 6,443 千円 

県民税取扱費交付金 2,500 千円 ほか 

 

15 款 財産収入の増 10,000 千円 

 出資法人解散残余財産分配金 10,000 千円  

16 款 寄附金の増 2,830 千円 

17 款 繰入金の減 △43,793 千円 

 財政調整基金繰入金 △45,801 千円 

永遠の日本のふるさと遠野基金繰入金 2,008 千円 
 

 

  イ 歳出について 

2 款 総務費の増 45,331 千円 
 市民協働推進事業費の増 2,511 千円 ほか  

3 款 民生費の増 119,403 千円 
 【新規】冬のぬくもり応援事業費 26,108 千円 

保育所運営委託事業費の増 33,779 千円 

生活保護費の増 44,299 千円 ほか 

 

4 款 衛生費の増 16,656 千円 
 浄化槽設置事業費の増 8,486 千円 

【新規】水道未普及地区整備事業費 2,000 千円 ほか 

 

7 款 商工費の増 24,156 千円 
 企業誘致対策費の増 4,147 千円 

ふるさとの街賑わい創出事業費の増 10,000 千円 ほか 

 

8 款 土木費の増 21,559 千円 
 市道等管理費の増 38,546 千円 ほか  

※主な事業の内容は、別紙「平成 24 年度一般会計補正予算（第４号）主要事業一覧表」をご覧ください。 

 

 
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 



（単位：千円）

その他
の内訳

３　款　（民　生　費）

1 3 1 1 社会福祉総務費 【大綱２】
【新規】
冬のぬくもり応援
事業費

灯油等助成券の配布（2,500世帯×10千円）
…うち沿岸被災地からの避難世帯 170世帯

26,108 1,700 寄附金 24,408
寄附金：
災害支援金

2 3 3 2 扶助費 【大綱２】 生活保護費 医療扶助(入院治療等)の増による生活保護扶助費の増 44,299 33,225 11,074

４　款　（衛　生　費）　

3 4 1 1 保健衛生総務費 【大綱１】
【新規】
水道未普及地区整備
事業費

水道未普及地区の水道施設整備に対する補助金
…上限500千円

2,000 2,000

4 4 1 3 環境衛生費 【大綱１】
浄化槽設置事業費
（補助）

浄化槽設置に対する補助金の増
１　基本事業分　7,675千円
　…５人槽２基、７人槽５基、10人槽３基
２　市推進事業分　811千円
　(1)集団型浄化槽分　232千円
　(2)特定地域浄化槽分　579千円

8,486 1,562 1,562 5,362

７　款　（商　工　費）

5 7 1 2 商工振興費 【大綱３】
ふるさとの街賑わい
創出事業費
（連携交流）

まちなか連携・交流拠点施設の取得等に係る経費
…財産取得費、環境整備工事

10,000 10,000 財産収入 0
財産収入：
残余財産分
配金

８　款　（土　木　費）

6 8 2 2 道路維持費 【大綱１】 市道等管理費

除雪に係る経費の増
１　道路除排雪業務委託料の増　35,000千円
２　滑り止め用砂等原材料費の増　1,961千円
３　融雪剤・防雪ネット等消耗品の増　835千円
４　花巻市との協定による市道長崎線管理負担金
　　750千円

38,546 38,546

№ 款
そ の 他県支出金

総合計画
大　綱

平成24年度　一般会計補正予算（第４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


