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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２５年度遠野市一般会計補正予算（第２号）の概要について 
 

【発表の要旨】 

  平成 25 年 9 月遠野市議会定例会（ 9 月 6 日開会）に提出する一般会計補正予算案の概

要についてお知らせします。 

 

【発表の内容】 

１ 補正予算額  105,557千円  

   歳入歳出にそれぞれ 105,557千円を追加し、予算総額を 18,388,557千円とします。 

（当初予算比較では、1.5％の増） 

 
２ 編成の視点  

当初予算では「安全と安心のため」そして「未来につなぐため」の施策を柱に計上しまし

たが、今回の補正予算においては、職員人件費や特別会計への繰出金の調整、地域で支え合

う防災対策及び復興支援、大雨に伴う災害復旧に要する事業費を中心に予算を編成しました。 

(1) 職員人件費の調整 

  ア 遠野市一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例に伴う減 △62,041千円 

  イ 職員数の減に伴う給与、共済費等の減 △101,662千円 

  ウ 退職手当特別負担金の増 32,700千円 

 (2) 特別会計の決算に伴う繰出金の調整 

   各会計の決算に伴う一般会計からの繰出金の調整 △71,599千円 

 (3) 地域で支え合う防災対策及び復興支援経費の計上 

   市道等の整備や復興支援、農畜産物放射能被害対策など 

 (4) 大雨に伴う災害復旧 

  ア 災害復旧費の増 45,550千円 

  イ 農地等災害復旧支援事業費の増 3,000千円 
 
３ 主な内容  

 (1) 主な歳入 

13款 国庫支出金の減 △22,533 千円 
 国宝重要文化財等保存整備費補助金の減 △25,480 千円 ほか  

14款 県支出金の増 56,678 千円 
 森林・林業再生基盤づくり交付金 13,680 千円 

地域支え合い体制づくり事業費補助金 10,890 千円 

公共牧場利用自粛対策事業補助金 7,923 千円 ほか 

 

17款 繰入金の増 11,150 千円 

18款 繰越金の増 56,773 千円 

20款 市債の減 △2,200 千円 
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 (2) 主な歳出 

２款 総務費の増 76,342 千円 
 管財一般事務費の増（庁舎整備基金積立金分） 100,000 千円 

復興支援事業費の増 11,113 千円 

ケーブルテレビ事業特別会計繰出金の減 △19,237 千円 ほか 

 

３款 民生費の減 △24,434 千円 
  【新規】地域支え合い体制づくり事業費 10,890 千円 

被災者支援事業費の増 15,000 千円 

介護保険特別会計繰出金の減 △27,473 千円 ほか 

 

４款 衛生費の減 △3,061 千円 
 国民健康保険特別会計直営診療施設勘定繰出金の減 △17,519 千円 

ごみダイエット事業費の増 1,500 千円 

浄化槽設置事業費の増 11,430 千円 ほか 

 

６款 農林水産業費の増 19,196 千円 
 【新規】高性能林業機械導入事業費 22,040 千円 

農畜産物放射能被害対策費の増 19,435 千円 

農地等災害復旧支援事業費の増 3,000 千円 ほか 

 

７款 商工費の増 17,719 千円 
 ＳＬ停車場プロジェクト推進事業費の増 7,538 千円 ほか  

８款 土木費の増 55,174 千円 
 市道等管理費の増 25,000 千円 ほか  

10 款 教育費の減 △47,914 千円 
 旧菊池家住宅茅葺屋根改修事業費の廃止 △39,200 千円 

千葉家重要文化財指定整備活用事業費の増 7,851 千円 ほか 

 

11 款 災害復旧費の増 45,550 千円 

 

 

４ 主要事業  

   別紙「平成 25 年度一般会計補正予算（第２号）主要事業一覧表」のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営企画部財政担当 (永田) 

   電話 0198-62-2111 （内線 145） 

担当 



（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　後方支援活動記録展示パネル制作業務委託料
２　後方支援活動検証記録誌印刷製本費
３　三陸文化復興プロジェクト献本活動に伴う図書
　購入費　ほか

13,663 9,987 3,676

繰入金：永
遠の日本の
ふるさと遠
野基金
諸収入：図
書販売収入

2 2 1 5 財産管理費 【大綱５】 管財一般事務費 庁舎整備基金積立金 100,000 100,000

３　款　（民　生　費）

3 3 1 1 社会福祉総務費 【大綱２】
【新規】
地域支え合い体制づくり
事業費

災害時要援護者避難支援プラン（地域福祉計画
2013）に基づく災害時支援体制の構築
１　福祉防災ハザードマップ作成業務委託料
２　福祉避難所への防災備品購入費　ほか

10,890 10,890 0

県支出金：
地域支え合
い体制づく
り事業費補
助金

４　款　（衛　生　費）

4 4 1 3 環境衛生費 【大綱１】 浄化槽設置事業費

浄化槽設置に対する補助金の増
１　基本事業分　7,300千円　…７人槽10基
２　市推進事業分　4,130千円
　(1)集団型浄化槽分　720千円
　(2)特定地域浄化槽分　3,410千円

11,430 1,470 1,470 8,490

国・県支出
金：循環型
社会形成推
進交付金

６　款　（農林水産業費）

5 6 2 2 林業振興費 【大綱３】
【新規】
高性能林業機械導入事業
費

遠野地方森林組合に対する高性能林業機械導入事業費
補助金

22,040 13,680 8,360

県支出金：
森林・林業
再生基盤づ
くり交付金

７　款　（商　工　費）

6 7 1 3 観光費 【大綱３】
ＳＬ停車場プロジェクト
推進事業費

ＳＬ定期運行開始に向けためがね橋周辺施設の改修設
計業務委託料　ほか

7,538 7,538

10　款　（教　育　費）

7 10 6 4 食育推進費 【大綱４】
【新規】
総合食育センター整備記
念事業費

総合食育センター全面供用開始に伴う記念事業費
１　展示用パネル作成業務委託料
２　給食配送車ラッピング業務委託料

1,558 1,558

平成25年度　一般会計補正予算（第２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

総合計画
大　綱


