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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３号）案の概要について 
 

 

【発表の要旨】 

  平成 25 年 12 月遠野市議会定例会（12 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  1,225,025千円  

   歳入歳出にそれぞれ 1,225,025千円を追加し、予算総額を 19,613,582千円とします。 

（当初予算比較では、8.2％の増） 

 

２ 編成の視点  

 (1) 子育て支援と教育環境を充実するための事業費の調整 37,812千円 

 (2) 足腰の強い農林畜産業を築くための事業費の調整 9,891千円 

 (3) 暮らしと公共施設の安全対策を強化するための事業費の調整 1,085,866千円 

 

 

３ 主な内容  

 (1) 主な歳入 

１款 市税の増 111,482 千円 

13款 国庫支出金の増 429,329 千円 

 公共土木施設災害復旧事業費負担金の増 13,340千円 

震災復興官民連携支援事業費補助金 9,000千円 

無線システム普及支援事業費補助金 401,659千円 ほか 

 

14款 県支出金の増 55,463 千円 

 市町村消費者行政活性化事業費補助金の増 3,000千円 

子育て支援対策臨時特例事業費補助金 26,540千円 

福祉コミュニティ復興支援事業費補助金 23,652千円 ほか 

 

18款 繰越金の増 98,953 千円 

20款 市債の増 523,800 千円 
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 (2) 主な歳出 

２款 総務費の増 20,366 千円 

 【新規】高齢消費者被害防止対策事業費 3,016 千円 

【新規】官民連携まちづくり再生調査事業費 9,850 千円 

【新規】本庁舎整備調査事業費 1,200 千円 

【新規】エネルギービジョン策定調査事業費 600 千円 ほか 

 

３款 民生費の増 74,564 千円 

 【新規】福祉コミュニティ復興支援事業費 23,652 千円 

保育所設置者運営事業費の増 16,829 千円 

児童措置事務費の増 12,517 千円 ほか 

 

４款 衛生費の増 44,328 千円 

 【新規】子育てするなら遠野構想調査事業費 600 千円 

浄化槽設置事業費の増 14,297 千円  

岩手中部広域行政組合負担金の増 22,611 千円 ほか 

 

６款 農林水産業費の増 11,619 千円 

 野生鳥獣害防止対策事業費の増 945 千円 

市営牧野管理事業費の増 8,946 千円 ほか 

 

８款 土木費の増 94,341 千円 

 市道等管理費の増 80,535 千円 

快適住マイル応援事業費の増 1,000 千円 ほか 

 

９款 消防費の増 935,804 千円 

 【新規】消防・防災デジタル無線システム整備事業費  

10 款 教育費の増 19,630 千円 

 【新規】学力向上スタートダッシュ事業費 400 千円 

スポーツ振興一般事務費の増 3,000 千円 

岩手国体準備事業費の増 500 千円 ほか 

 

11 款 災害復旧費の増 24,677 千円 

 

 

４ 主要事業  

   別紙「平成 25 年度一般会計補正予算（第３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２】
【新規】
高齢消費者被害防止対策
事業費

高齢消費者被害防止対策に係る電話・見守り業務委託
料　ほか

3,016 3,000 16

県支出金：
市町村消費
者行政活性
化事業費補
助金

2 2 1 6 企画費 【大綱５】
【新規】
官民連携まちづくり再生
調査事業費

公共施設の再配置及び中心市街地の整備に向けた官民
連携事業の調査業務委託料　ほか

9,850 9,000 850

国支出金：
震災復興官
民連携支援
事業費補助
金

3 2 1 6 企画費 【大綱５】
【新規】
本庁舎整備調査事業費

震災で全壊した本庁舎の新たな整備に向けた現地測量
業務委託料　ほか

1,200 1,200

4 2 1 6 企画費 【大綱５】
【新規】
エネルギービジョン策定
調査事業費

エネルギービジョン策定に向けた調査の実施 600 600

３　款　（民　生　費）

5 3 1 1 社会福祉総務費 【大綱２】
【新規】
福祉コミュニティ復興支
援事業費

被災避難者を含む要援護者支援システム構築業務委託
料　ほか

23,652 23,652 0

県支出金：
福祉コミュ
ニティ復興
支援事業費
補助金

４　款　（衛　生　費）

6 4 1 1 保健衛生総務費 【大綱２】
【新規】
子育てするなら遠野構想
調査事業費

「子育てするなら遠野」構想の実現に向けた調査の実
施 600 600 繰入金 0

繰入金：わ
らすっこ基
金繰入金

7 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　14,500千円
　…80基→100基
２　市推進事業分　△203千円
　(1)集団型浄化槽分　205千円
　(2)特定地域浄化槽分　△408千円

14,297 2,831 2,831 8,635

国支出金：
循環型社会
形成推進交
付金
県支出金：
循環型社会
形成推進交
付金

平成25年度　一般会計補正予算（第３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



その他
の内訳

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

９　款　（消　防　費）

8 9 1 3 消防施設費 【大綱１】
【新規】
消防・防災デジタル無線
システム整備事業費

消防・救急無線及び移動系防災行政無線デジタル化整
備工事請負費　ほか

935,804 401,659 505,700 28,445

国支出金：
無線システ
ム普及支援
事業費補助
金
地方債：市
町村合併特
例事業債

10　款　（教　育　費）

9 10 1 3 教育研究所費 【大綱４】
【新規】
学力向上スタートダッ
シュ事業費

学力向上に向けた事業推進のための先進地視察等の実
施

400 400

10 10 6 1 保健体育総務費 【大綱２】 スポーツ振興一般事務費
遠野高校全国高校サッカー選手権大会出場に係る寄附
金

3,000 3,000

11 10 6 1 保健体育総務費 【大綱２】 岩手国体準備事業費 希望郷いわて国体遠野市実行委員会負担金 500 500


