
平成23年度一般会計

予　算　に　関　す　る　説　明　書

(第　6　号)

岩　手　県　遠　野　市



遠野市一般会計歳入歳出予算事項別明細書　(第6号)
1　総　　　　括

(歳　　　入)

(単位:千円･%)

敦ま科目 剳竦ｳ前の額 僥補正予算額. 侏ｸﾇb�

予算額 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総額対.比 

1 倡9�R�2,211,969 免ﾂ�"�184.850 �"ﾃ3澱ﾃ����-ll.9 

2 �&饑ｸ�yu��R�332.000 ��縒�0 �33"����ﾒ�1.7_ 

3 凉育�ｨHﾏ�WHｾ��もoo° �����0 釘粤����0.0__ 

4 僭ｩ9hｨHﾏ�WHｾ��1,000 �����0 ��ﾃ����0.0 

5 乘H�9�<x���;險Hﾏ�WHｾ��.400 �����0 鼎���0.0 

6 �&饑ｸ��N��Xﾏ�WHｾ��270.000 ��紕�0 �#s�ﾄ����1.3 

.7 俾�:竟H靖;��Xﾏ�WHｾ��50∫000 ���2�0 鉄�ﾃ����0.3 

8 �&饑ｹ<�~�ﾏ�WHｾ��47,000 偵��"�0 鼎x�3����0.2p 

9 �&饑ｸﾏ�WI�R�8,025,546 鼎�綯�15,949 唐ﾃ�C�ﾃC迭�l39.9 

10 佰�,ｨ���9�鞜I<�¥ｨﾏ�WHｾ��5,167 �����0 迭��cr�0.0 

u 兒ｩ%8ｾ�ｷ�-�X兩粟��127,841 ��縒�0 ��#rﾃイ��0.6 

12 俶yw�{��-�詹�I{��329,052 ��縒�1,590 �33�ﾃcC"�r1.7 

13 俛�ﾌ倡因���1,952,206 湯纈�50,614 �"ﾃ��"ﾃ�#��9.9 

14 侈x辷�ｾ��1,538∫795 途繧�262,034 咾�ﾃ���ﾃ�#��8.9 

15 俥�蝌�?ﾂ�32.302 ���"�0 �3"ﾃ3�"�0.2 

16 弍�Xﾘｾ��87,798 ��紕�18,140 汎�ﾃ�3��0.5 

17 估ｩ?ﾈｾ��820,704 釘�"�△198,208 田#(�sC澱�3..1 

18 估ｨ葎ｾ��244,013 ���"�0 �#CB繝�2�i.2 

19 傚H�?ﾂ�699,573 �2絣�35,732 ��ﾃs3R�3�R�3.7 

20 倡8ﾜ"�2.966,300 ��R���30,800 售"ﾃ涛r貳��14.9 

-歳入合~計 �19,745,666 ����ﾒ���401,SOL �#�ﾃ�Crﾃ�cr�100.0 

一般会計　　-　1-



一般会計　　-　　2-

(歳　　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円･%)

1 】 款2科目 【 剳竦ｳ前の額 �1 補正i現計 劔^)�9uﾈ螽ｧｨ,ﾈﾞ�F�>�o2�

特定財淑 剿ﾂ�自Lｨﾞ�ﾋ����ﾂ�

予算額 舒ﾉ�ﾘｧｩ�餒B�予算額 冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 
国県支出金 ���&饑ｸﾜ"�ﾂ�その他 

1 亳8檠N��200.422 姪����△48:200,374 �1.0 �� ��△48 

2 ��ﾙk�N��2,998.941 ��R�"�229,357 �2ﾃ##づ#唐�16.0 ����ﾃSc�� ��BﾃSS��23.238 

3 冕��iN��4,957,240 �#R���60,801 迭ﾃ��づ�C��24.9 ��bﾃャb� �"ﾃ�C��41,875 

4 ���iN��1,335,760 澱繧�△18,047 ��ﾃ3�rﾃs�2�6.6 鳴�△18.100 釘��C��△3,987 

5 刋ｩ:ﾙN��227,871 ���"�F 7E227,878 �1.1 鳴�ﾂ�l l ��ﾃ����△993 

6 僞���X蝌ｼiN��1,184,061 澱���ム12,352 ��ﾃ�s�ﾃs���5.8 鐙�#bﾃ���� �#���△6,449 

7 傅Hﾔ丑��852,868 釘�2�22,922 塔sRﾃs���4,4 ��.△12,000 ��34,922 

82土木費 �1,763,467 唐纈�176,166 ��ﾃ�3津c32�臥6 田rﾃ����SH�｣������54,955 

9 傲�f域��1,667,934 亦�唐絣�4,109 ��ﾃcs"ﾃ�C2�8.3;9,0叫△8,000 剴ｳ"ﾃS3��528 

10 冉ﾘｻ8孜N��1,997,764 偵�����38,376 �"ﾃ�3bﾃ�C��10.1■14,800!5,578;17,998 

ll 俤��ｩYﾈｸﾉN�#C�ﾃC�����"��145 �#C�ﾃc3R�1.2 ��#�ﾃ3S���#RﾃS�2�△24,008 

12 佰hﾜ)N�"ﾃ#途ﾃイr�鳴�ﾃ��sf��△99,935 �"ﾃ�途ﾃ��#���纈��� ��#唐ﾃ#���△1,727 

13 傚H辷�ｾ��1 免���0 ���0.0 鳴�l l �� 

14 帝uﾉOYN��20,000 ����ﾆ���#�ﾃ����0.1 �� �� 

歳出合計 �19,745,666 �������｢�401,501 �#�ﾃ�Crﾃ�cr�100.0書277,156 �30,800 ��#C"ﾃsS��136,304 



2　歳　　　入

1款　市税　1項　市民税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補､正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1個人 田c"ﾃツ��△15,500 田Crﾃ3c��1現年課税分 ��#�2ﾃS���現年課税分の減 (合計635,768) 

2時納繰越分 ��#"ﾃ����滞納繰越分の減 (合計11,600) 

2法人 ��CBﾃ�#��142.000 �#ッﾃ�#��1_現年課税分 ��C"ﾃ����現年課税分の増 (合計285.379) 

計 塔�bﾃャ��126,500 蔦�32�3ヲ� �� 

1款　市税　　2項　固定資産税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�婦正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1固定資産税 白ﾃ�cR��c��13,000 亦ﾆﾃsづ�d"�1現年課税分 ��B�����現年課税分の増 (%計1,154,837) 

2滞納繰越分 ��#������滞納繰越分の減 (合計23,231) 

計 ��ﾃ�ビﾃン��13,000 白�#��繝��� �� 

1款　市税　　3項　軽自動車税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞烝明 
区分 仞�ｧ｢�

1軽自動車税 田Bﾃ�ィ�350 田B紊3B�1現年課税分 鉄���現年牒親分の増 (合計63.4B7) 

2滞納繰越分 ��#�S��滞納繰越分の減 (合計947) 

計 田Bﾃ�ィ�350 田B紊3B� �� 

1訣　市税　　-　　3-



1款　市税　9款　地方交付税12款　使用料及び手数料　　-　　4-

1款　市税　　4項　市たばこ税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾉ�餠2�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1市たばこ税 ��S2ﾃ��b�45.000 ��唐ﾃ��b�1現年課税分 鼎Rﾃ����現年課税分の増 (合計198,106) 

計 ��S2���b�45.00D ��唐ﾃ��b� �� 

9款　地方交付税　1項　地方交付税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1地方交付税 唐��#RﾃSCb�15,949 唐ﾃ�C�ﾃC迭�1地方交付税 ��Rﾃ鼎��普通交付税の増 (合計8,041,495) 

計 唐ﾃ�#RﾃSCb�15,949 唐��C�ﾃC迭� �� 

12款　使用料及び手数料　1項　使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�飾 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

2民生使用料 釘ﾃs�B�2,040 澱ﾃsSB�1洞養園保養セン �"ﾃ�C��清孝圃保養センタ-使用料の増 

タ- �(合計6,754) 

計 �#��經SB�2,040 �#�"ﾃS釘� �� 

12款　使用料及び手数料　　2項　手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞�.明 
区分 仞�ｧ｢�

1総老手数料 ��bﾃs�2�△450 ��bﾃ#S2�5税務 ��#CS��市税督促手数料の減△150(計■953) 所得証明手数料の減△150(計1,079) 納税証明手数料の減△30(計213) 資産証明手数料の減△150(計401) 地籍図閲覧手数料の増30(計218) (合計2,864) 

計 ���づC唐�△450 ���づ�C�� �� 



13款　国鹿支出金　1項　国庫負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

冒 竸)�9��,ﾉ�R�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞����

1民生費国産負担 ��ﾃ3#R經#��2,940 亦�3#づCc��1特別障害者手当 ��ﾃツ��特別障害者手当等負担金の増 

_金 劔�(合計16,542) 

4児童扶養手当 亦ﾃ����児童扶養手当給付費負担金の増 (合計43,926) 

2災害復旧費国庫 �3rﾃc#��△2,558 �3Rﾃ�c"�2公立学校施設災 ��#"ﾃSS��公立学校施設災害復旧事業費負担金の減 

負担金 劔害復旧事業穿負 担金 �(%計6.502) 

計 ���3c2��C��382 白�3c2ﾃS3�� �� 

13款国庫支出金2項国庫補助金(単位=千円) 

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1総務費国庫補助 �#津�Sb�△16.848 ��"ﾃ3���1市町村合併推進 ��#�bﾃイ��市町村合併推進体制塵備静補助金の減 

金 劔体制 �(合計12,308) 

2民生穿国鹿補助 ��B�#�B�△31 ��Bﾃ�s2�2生活保護 ��#3��セーフティネット支援対策等事業費補助金の減 

金 劔�(合計740) 

5土木費国庫補助 鼎#"ﾃc�B�67,111 鼎ヲﾃs#R�1都市計画 田�緜�R�社会資本整備総合交付金の増 

金 劔�(合計194,455) 

2道路整備 澱經�b�社会資本整備総合交付金の増 生活に身近な這づくり事業野分 (合計90,361) 

剖- 鉄�2���b�50,232 田32ﾃ33�� �� 

14萩　県支出金　1項　県負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正塀 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

l民生費県負担金 鉄�Rﾃイ2�283∫996 都ヲﾃ�3��17災害救助 �#�2ﾃ涛b�災容救助費等負担金 (合計283,996) 

計 鉄Sbﾃ3ッ�283.996 塔C��3�"� �� 

13萩　国庫支出金14款　県支出金　　-　　5-



14款　県支出金16款　寄附金　　一　　6-

14款　県支出金　　2項　県補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�輔lf 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

2民生費県補助金 ��ヲ�����1,041 ����ﾃ##��12時著者 ����C��障害者自立支援対策臨時特例事業費補助金の増 (合計21,529) 

4労働費県補助金 �#C�ﾃピ��168,717 鼎�津S澱�1雇用対策 ��cゅs�r�重点分野雇用創出事業費補助金の増 (%&409.596) 

5農林水産業費県 �#3"ﾃCs2�△6,111 �##bﾃ3c"�9中山間地域等直 ��#bﾃ����中山同地域等直接支払事業費補助金の減 

補助金 劔接支払 �(合計85,893) 

7消防費県補助金 鉄#��9,051 湯ﾃSs��2電隙立地 途ﾃc#��電線立地地域対策交付金 (合計7,621) 

3地域防災対策 ��ﾃC3��地域防災対策事業費補助金 (合計1,430) 

計 都#津ゴR�172,698 涛�"ﾃSS2� �� 

14款　児支出金　　3項　委託金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1総務費委託金 鉄"ﾃc�2�A2,300 鉄�ﾃ3�2�4県民税取扱費交 ��#"ﾃ3���県民税取政交付金の減 

付 �(合計37,161) 

2民生費委託金 ���"纉モ�△192,360 田#��4災蕃救助 ��#��"ﾃ3c��災害救助費等委託金の廃止 (合計0) 

計 �#S"ﾃSSB�△194,660 鉄rﾃンB� �� 

16款　寄附金　1項　寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

冒 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正名籍 佗b�飾 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1-般寄附金 塔�纉3"�17,loo 涛津�3"�1-般 ��r貳��一般寄附金の増 (合計99,032) 

2福祉寄附金 鉄cB�40 田�B�4児童福祉 鼎��児童福祉寄附金の増 (合計400) 



16款　寄附金　1項　寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

3産業寄附金 �3���1.000 ���3���1産業 �������産業寄附金の増 (合計1,301) 

計 塔rﾃs唐�18,140 ���R纉3�� �� 

17款　繰入金　1項　基金繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

冒 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞煦齧ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1財政調整基金換 �#湯ﾃC�b�AlOO.000 ��湯ﾃC�b�1財政調整 ��#��������財政調整基金繰入金の減 

入金 劔�(合計199.406) 

2市債管理基金繰 ������s"�△98,208 ��繝cB�1市債管理 ��#唐ﾃ#���市債管理基金繰入金の滅 

入金 劔�(合計1,864) 

計 塔#�ﾃs�B�△198,208 田#"紊澱� �� 

19歳　諸収入　　6項　雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

冒 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正板 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 凩��

3妊入 �#sRﾃ#3��35.732 �3��纉s��5販売収入 �"�����リサイクル商品売払収入の増 (合計19,840) 

16農業者年金事務 ��cR�農業者年金事務委託金の増 (合計1,228) 

27維入 鉄b�中山間地域等直接支払交付金償還金 (合計44.372) 

29宝くじ助成 �#Rﾃ��2�市町村災害対策支援金20,382(計呈o,382) 復興宝くじ収益金交付金6,121(計5,121) 幼年消防用活動資器材助成金400(計400) (合計25,903) 

30太陽光発電 �"ﾃ�3��東北グリーン電力基金太陽光発電助成金 (合計2,130) 

31地方の魅力発信 迭ﾃCs��地方の魅力発信プロジェクト助成金 (合計5,478) 

計 �#sRﾃ#Cb�35,732 �3��ﾃ都�� �� 

16款　寄附金17款　繰入金19款　諸収入　　-　　7-



20款　市債　　-　　8-

20款　市債　1項　市債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

3衛生債 塔BﾃC���△6,100 都づ3���2上水道出資 ��#bﾃ����一般会計出資債の減 (合計23,400) 

5商工債 ���2ﾃC���△12,000 ����ﾃC���1まちなか再生 ��#�"ﾃ����市町村合併特例事業債の減 (合計127,000) 

6土木債 �3�rﾃC���54,100 �3s�ﾃS���1道路橋梁 �2�����地方道路等整備事業債の増 生活に身近な道づくり事業費分(合計43,500) 

2区画整理 �#B�����一般補助施設亜偏等事業債の減△6,700(計111,400) 地方道路等整備事業債の増30,800(計54,000) (合計165,400) 

4まちなか再生 �#rﾃ����市町村合併特例事業債の増 (合計52,300) 

7消防債 ��ﾃ�3Rﾆﾆ��△8,000 ��ﾃ�#rﾃ����1消防防災施設 ��#づ����過疎対米事業費の減 (合計65,500) 

8教育債 �##Rﾃ����14,800 �#3津����2学校施設 ��Bﾃ����過疎対策事業債の増 (合計97,000) 

9災害復旧債 都づ����△12,000 田bﾃ����5衛生施設災害 ��#�"�����衛生施設災害復旧事業債の減 (合計28,200) 

計 �"ﾃ田bﾃ3���30,800 �"ﾃ涛rﾃ���� �� 



3　歳　　　出

1歌　謡会費　1項　儀会費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位.･千円)

冒 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1喪会費 �#��ﾃC#"�△48 �#��ﾃ3sB� �� ��#C��2給料 ��##R�事務局職員人件費の減△134(計31,573) 給WA25(計17.786) 職員手当等△88(計7,950) 共済費△21(計5,837) 読会一般事務費の増86(計71;389) 役務費8(計28) 使用料及び貸借料78(計150) 

3職員手当等 ��#モ�

4共済費 ��##��

12役務資 唐�

14使用料及び 貸借料 都��

計 �#��紊#"�△48 �#��ﾃ3sB� �� ��#C�� �� 

1款　議会費　　-　　9-



2款　総務費　　-　10-

2款　総務費　1項　総務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財振内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1-般管理費 ��經S"ﾃs���242,488 ��ﾃs迭�#t"�(県) 210,717 ��(寄) 15,000 ��bﾃss��2給料 ��#S�2�特別職人件費の減△231(計25,355) 給料△219(計16,291) 共済費△12(計4,218) 総務職員人件費の増53,108(計1,011,773) 給料△294(計247,411) 職員手当等53.188(計675,820) 共済費258(計81,889) 負担金､補助及び交付金△44(計6,653) 総務一般事務費の増5,619(計39.750) 共済費721(計6,707) 賃金4,898(計27.384) 電算処理事業費の減△8,096(計88,432) 委託料4,920(計24,030) 内郭情報システム改修業務委託料 使用料及び貸借料△13,016(計57,411) ケーブルテレビ事兼特別会計繰出金の増 7,466(計117,726) 換出金7,466(計117,726) 交通安全指導対頴事業費の増905(計8,281) 備品購入費905(計1,495) 沿岸被災地後方支援事糞費の増183,717(計258,621) 委託料168,717(計170,935) デジタル対応頻境整備業務委託料 地域づくりサポート菜務委託料 負担金､補助及び交付金15,000(計35,000) 遠野市社会福祉協議会沿岸被災地後方支援事業費補助 金15,000(計15,000) 

3職員手当等 鉄2ﾃ�モ�

4共済費 涛cr�

7貸金 釘ﾃン��

13委託料 ��s2ﾃc3r�

14使用料及び 貸借料 ��#�2ﾃ��b�

18備品購入費 涛�R�

19負換金､補 助及び交付 金 ��Bﾃ鉄b�

28線出金 途ﾃCcb�



2款　総務費　1項　総務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財酷内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2文書広報費 田津S途�1,087 都�ﾃcィ� �� ��ﾃ�ビ�12役務賛 ��ﾃ�ビ�文書費の増1,087(計20.111) 役務費1,087(計6,867) 

5財産管理費 鼎澱ﾃ#S"�2.780 鼎湯ﾃ�3"� �� �"ﾃs���13萎託料 �"ﾃ����車両管理費の増780(計IG,717) 備品購入費780(計850) 公共施設ロングライフ事業費の増2.000(計9,500) 垂託料2.000(計9.500) 公民館施設維持集合修繕業務委託料 ′J､学校集合修繕業務委託料 

18備品購入費 都���

7市民会館管理 餐 ��Sづ塔��△12,698 ��Cb�#���(国) △16.848 �� 釘ﾃ�R��｢�11需用費 ��ﾃ����市民会館管理費の増1,000(計83,505) 需用費1,000(計39,138) 遠野ふれあい交流センター管理費の増 3,150(計50.018) 工事請負費3,150(計3.150) 浴室浴槽内石貼替工事請負費 屋上庭園漏水対策工事請負費 遠野市民センタ一大ホール舞台設備改修事業費の減 △16,848(計12,767) 委託料△1.938(計0) 吊物設備改修等工事監理委託料 工事請負費△14,910(計12,767) 舞台品物設備改修工事請負費 

13委託料 ��#�ﾃ�3��

15工事請負費 ��#��ﾃsc��

計 �"ﾃc�"ﾃ涛B�233,657 �"纉#b緜Vﾂ�193,869 ��15.000 �#Bﾃsモ� �� 

2款　総務費　　-　11-



2款　総務費　　-　12-

2款　総務費　　2項　徴税費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財振内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1税務総務費 ���づツB�△3,593 ���Rﾃ#s��(県) △2,300 ��(倭) △450 ��#イ2�2給料 ��#�ﾃ涛B�税務職員人件費の減△3,593(計115,271) 給料△1,994(計65,506) 職員手当等△754(計28,845) 共済費△845(計20,920) 

3職員手当等 ��#sSB�

4共済費 ��#イR�

計 ��SづC3b�△3,593 ��SB繝C2�△2,300 ��△450 ��#イ2� �� 

2款　総務費　　3項　戸籍住民基本台帳費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1戸籍住民基本 台傾費 都r���2�△21 都rﾃ�s"� �� ��##��2給料 ��#��戸籍住民基本台帳事蕃職員人件費の滅 △21(計18,125) 給料△1(計10,654) 職員手当等△19(計4.083) 典済費△1(計3,388) 

3職員手当等 ��#���

4共済費 ��#��

計 都rﾃ��2�△21 都rﾃ�s"� �� ��##�� �� 



2款　総務資　　4項　選挙費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財済 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1遊学管理委員 会費 ��R貽��△138 ��B纉c�� �� ��#�3��2給料 ��#B�事務局職員人件費の減△138(計12.670) 給料△4(計7.232) 職員手当等△130(計3.035) 共済費△4(計2.403) 

3職員手当等 ��#�3��

4共済費 ��#B�

汁 �3B�����-△138 �3Bﾃ�C2� �� ��#�3�� �� 

2款　総務費　　5項　統計調査費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源■ 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ﾖ"�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1統計調査琴務 費 ��2緜3��△474 姪2��Sb� �� ��#CsB�2給料 ��#�ィ�統計職員人件費の減△474(計12.l88) 給料△184(計7.053) 職員手当等△34(計3,083) 共済費△256(計2,052) 

3職員手当等 ��#3B�

4共済費 ��##Sb�

計 ��R縱途�△474 ��R�3#2� �� ��#CsB� �� 

2款　総務費　　-　13-



2款　総務費　3款　民生費　　-　14-

2款　総務費　　6項　監査委員費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b��補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財娠 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国展支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1監査委員費 �#��ﾃCC��△74 �#��3cb� �� ��#sB�2給料 ��#�r�事務局職員人件費の減△74(計16,211) 給料△17(計9,261) 職員手当等△47(計3,907) 共済費△10(計3,043) 

3職員手当等 ��#Cr�

4共済費 ��#���

計 �'��ﾃCC��△74 �#�ﾃ3cb� �� ��#sB� �� 

3款　民生費　1項　社会福祉費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財醍 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1社会福祉総務 餐 塔�rﾃ田��25,758 塔C2ﾃs���(県) 12,936 ��(香) 2,000 ���繝#"�2給料 ��#�Cb�社会福祉関係職員人件費の減△266(計201,434) 給料△146(計115,248) 職員手当等△382(計48,380) 共済費262(計37,806) 国民健康保険特別会計事業勘定繰出金の減 △26(計230,627) 繰出金△26(計230,627) 縁が結ぶ心あたたまる助成事業費26,050(計26,050) 役務費184(計184) 委託料866(計866) 縁が結ぶ心あたたまる助成事業事務委託料 対象者抽出業務委託料 負担金､補助及び交付金25,000(計25,000) 縁が結ぶ心あたたまる助成事業事務交付金 

3職員手当等 ��#3�"�

4共済費 �#c"�

12役務費 ��ィ�

13委託料 塔cb�

19負祖金､補 助及び交付 金 �#Rﾃ����

28繰出金 ��##b�



3款　民生費　1項　社会福祉費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財政 剪ﾙLｨﾞ�ｫR�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2障害福祉費 都3�緜C��17,246 都CづンR�(国) i,860 (県) 1.041 �� ��Bﾃ3Cb�13委託料 鼎��重度心身障害者医療費給付事業費の増197(計114,062) 償還金､利子及び割引料197(計197) 障害者認定審査会等運営事業費の増114(計1,425) 償遊金､利子及び割引料114(計114) 障害者自立支援介護給付費の増11,007(計504.075) 委託料40(計648) 自立支援給付費審査支払業務委託料 償遼金､利子及び割引料10,967(計10,967) 障害者自立支援医療給付資の増1,152(計11,957) 償遅金､利子及び割引料1,152(計1,152) 特別障害者手当の増2,480(計22,057) 扶助費2,480(計22.057) 障害者自立支援特別対策事業費の増2,296(計24,778) 負担金､補助及び交付金14(計11.080) 自立支援費受給管理システム負担金 14(計66) 扶助費2.282(計13.698) 

19負担金､補 助及び交付 金 ��B�

20扶助費 釘ﾃsc"�

23償還金､利 子及び割引 料 ��"ﾃC3��

3款　民生費　　-　15-



3款　民生費　　-　16-

3款　民生費　1項　社会福祉費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財振内訳 劔節 剞ﾅ明 特定財政 劍自Lｨﾞ��(ｹ��区分 仞�ｧ｢�

国児支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

3老人福ヰ止費 ��ﾃ�cbﾃCS��7,389 ��ﾃ�s2ﾃ�3�� �� 途ﾃ3ヲ�2給料 ��#��老人福祉関係職員人件費の減△38(計8,058) 給料△8(計4,643) 職員手当等△24(計1,892) 典済費△6(計1,523) 介護保険特別会計繰出金の増8,185(計438,271) 繰出金8,185(計438,271) 高齢者スポーツ大会費科目組替 報償費△120(計48) 需用費△36(計88) 使用料及び貸借料156(計384) 後期高齢者医療特別会計繰出金の減△758(計105,810) 繰出金△758(計105,810) 

3職員手当等 ��##B�

4共済費 ��#b�

8報償費 ��#�#��

11需用費 ��#3b�

14使用料及び 貸借料 ��Sb�

28線出金 途ﾃC#r�

5国民年金事務 費 �2ﾃ塔b�14 釘����� �� ��B�3職員手当等 ��B�国民年金事務職員人件費の増14(計3,860) 職員手当等14(計1,030) 

計 �"ﾃs#2ﾃ�3��50,407 �"縱s2ﾃSCR�15,837 ��2,000 �3"ﾃSs�� �� 



3款　民生費　　2項　児童福祉費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

冒 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財拓 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��牢分 仞��

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1児童福祉総務 費 ��3偵sCB�△954 ��3づs��� ��(香) 40 ��#涛B�2給料 ��#sc��児童福祉関係職員人件費の減△994(計63,429) 給料△768(計35,962) 職員手当等△121(計15,678) 共済費△105~(計11,789) わらすっこプラン推進事業費の増40(計3,458) 積立金40(計500) 遠野市わらすっこ基金積立金40(計40) 

3職員手当等 ��#�#��

4共済費 ��#��R�

25積立金 鼎��

2児童措置費 ��紊#r纉�"�5,221 ��ﾃC32ﾆﾃ#2�(国) 1,080 �� 釘ﾃ�C��2給料 ��#b�児童措置関係職員人件費の減△34(計20,312) 給料△6(計11,638) 職長手当等△22(計4,925) 共済費△6(計3,749) 児童扶養手当給付費の増5.255(計133,795)I 扶助費3;242(計13l.782) 償還金､利子及び割引料2,013(計2,013) 

3職員手当等 ��##"�

4共済費 ��#b�

20扶助費 �2ﾃ#C"�

23償還金､利 子及び割引 料 �"���2�

3母子福祉費 �3づ3sR�3.513 鼎�繝モ� �� �2ﾃS�2�20扶助費 �2ﾃS�2�寡婦等医療費給付事業費の増3.513(計10.111) 扶助費3.513(計9.849) 

5保育所費 田2ﾃ3#��2.715 田b��3b� �� �"ﾃs�R�15工事請負費 �"ﾃs�R�子育て支援環境登備事業費の増2.715(計7.715) 工事請負費2.715(計6,245) 市立保育所.幼稚園修繕亜備工事請負費 

計 亦ﾃss偵Sc"�10,495 ��ﾃs��ﾃ�Sr�1,080 ��40 湯ﾃ3sR� �� 

3款　民生費　　-　17-



3款　民生費　4款　衛生費　　-　18-

3款　民生費　　3項　生活保護費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位.千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1生活保護総務 費 �#�ﾃcC��△101 �#�ﾃS3��(匡ー) △31 �� ��#s��4共済費 ��#s��生活保護関係職員人件費の滅△70(計19,300) 共済費△70(計3,531) 生活保護適正其施推進事業費の減△31(計2,239) 旅費~△31(計221) 

9旅費 ��#3��

計 鼎SB經C��△101 鼎SB紊3��△31 �� ��#s�� �� 

4款　衛生費　1項　保健衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正名賀 佗b�補正額の財派内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1保健衛生総務 _費 鼎s�ﾃc���△17,667 鼎S2纉S�� ��#�づ���� 鼎32�■2給料 ��#�ﾃC�b�保健衛生関係職員人件費の減△2,198(計96,899) 給料△1,406(計54,204) 職員手当等△98(計25,080) 共済費△694(計17,615) 水道事業会計補助金の減△12,000(計166,785) 負担金､補助及び交付金△12,000(計166,785) 公営企業施設災害復旧事業補助金 △12,000(計25,800) 国民健康保険特別会計直営診療施設勘定繰出金の増 2,631(&32.252) 繰出金2,631(計32,252) 水道事業会計出資金の減△6,100(計23,400) 投資及び出資金△6,100(計23,400) 水道施設管路耐震化事業出資金 △6,100(計23,400) 

3職員手当等 ��#唐�

4共済費 ��#c釘�

19負担金､補 助及び交付 金 ��#�"ﾃ����

24投資及び 出資金 ��#bﾃ����

28線出金 �"ﾃc3��

計 塔��ﾃ都2�△17,667 都�2�3�b� ��#�づ���� 鼎32� �� 



4款　衛生費　　2項　清掃費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財碇 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1清掃総務費 ���"ﾃs#��△380 ���"ﾃ3C�� ��(使) 2,040 ��#"ﾃC#��2給料 ��#�sr�晴掃関係職員人件費の減△380(計75,000) 給料△177(計42.394) 職員手当等△169(計18.692) 共済費△34(計13,914) 滞桑園一般管理野財源振替 

3職員手当等 ��#�c��

4共済資 ��#3B�

2塵芥処理費 �#Cb�##"�0 �#Cb�##"� ��(請) 2,000 ��#"ﾃ���� ��再生利用施設運営費財碇振替 

計 鉄#B縱ビ�△380 鉄#B紊�r� ��4.040 ��#BﾃC#�� �� 

5款　労働費　1項　労働諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾙLｨﾞ��r�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2労政振興費 迭纉湯�0 迭纉湯� ��(寄) i,000 ��#�ﾃ���� ��労政振興対策費財源振替 

3雇用対策費 �#�r經�2�7 �#�rﾃS��� �� 途�4共済費 途�地域連携型緊急雇用創出事業費の増7(計11,670) 共済費7(計1,357) 

計 ��｣#r繝s��7 �##rﾃピ�� ��1.000 ��#涛2� �� 

4款　衛生費　5款　労働費　　-　19-



6款　農林水産業費　　一　20-

6款　農林水産業費　1項　農巣費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財旋内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1農業委員会費 鉄RﾃC#2�44 鉄RﾃCcr� ��(請) 165 ��#�#��2給料 ��##R�事務局職員人件費の滅△121(計37,427) 給料△25(計21,129) 鴇色員手当等△78(計9,419) 典済費△18(計6,879) 農業者年金事務費の増165(計1,231) 共済費20(計59) 貸金137(計424) 需用費17(計434) 役務資24(計130) 使用料及び貸借料39(計65) 負担金､補助及び交付金△72(計0) 遠野市農業者年金協議会補助金 △72(計0) 

3職員手当等 ��#s��

4共済費 �"�

7貸金 ��3r�

11需用費 ��r�

12役務費 �#B�

14使用料及び 貸借料 �3��

19負娘金､補 助及び交付 金 ��#s"�

2農業総務費 ��SRﾃ3s��△110 ��SR�#c�� �� ��#����2給料 ��#S��農業総務関係職員人件費の減△259(計76,692) 給料△51(計42,325) 職員手当等△362(計20,325) 共済費154(計14.042) 農業集落排水事業特別会計繰出金の増149(計69,687) 繰出金149(計69,687) 

3職員手当等 ��#3c"�

4共済費 ��SB�

28繰出金 ��C��



6款　農林水産業費　1項　農業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

3農兼振興費 �3CRﾃSsR�△7.505 �33ゅ�s��(県) △6.111 ��(請) 43 ��#�ﾃC3r�19負担金､補 助及び交付 金 ��#rﾃSC��中山同地域等直接支払事業費の減△8,105(計115,056) 負担金､補助及び交付金△8,148(計113,509) 中山間地域等直接支払交付金 △8,148(計113,509) 償還金､利子及び割引料43(計43) 農地等災害復旧支援事業費の増600(計4,700) 負担金､補助及び交付金600(計4,700) 農地等災害復旧支援事業費補助金 600(計4,700) 

23償還金､利 子及び割引 料 鼎2�

4畜産業費 �##Bﾃ����△4,607 �#�偵C��� �� ��#Bﾃc�r�2給料 ��"緜�2�畜産関係職長人件費の減_△4,607(計25,435) 給料△2.603(計14,018) 職員手当等△1.307(計6.655) 共演者△697(計4,762) 

3職員手当等 ��#�ﾃ3�r�

4共済費 ��#c途�

6農地費 都�經cr�25 都�經�"� �� �#R�2給料 ��#�b�農地関係職員人件費の減△77(計16.152) 給料△16(計9.195) 職員手当等△49(計3.939) 共済費△12(計3.018) 農地.水.環境保全向上対策事業費の増 102(計7.820) 負担金､補助及び交付金102(計7,459) 農地.水保全管理支払向上括動支援交付金負担金の減 △1,172(計1,124~) 農地.水保全管理支払復旧活動支援交付金負担金 1,274(計1.274) 

3職員手当等 ��#C��

4共済費 ��#�"�

19負担金､補 助及び交付 金 ���"�

6款　農林水産業費　　-　21-



6款　農林水産業費　　-　22-

6款　農林水産業費　1項　農業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

EL 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

7地籍調査費 鼎������33 鼎���C2� �� �32�2給料 ��#"�地籍調査関係職員人件費の増33(計14,832) 給料△2(計7,960) 職員手当等36(計4,258) 共済費△1(計2,614) 

3職員手当等 �3b�

4共済費 ��#��

8農業活性費 鼎"�#���△62 鼎"��3�� �� ��#c"�2給料_ ��#���農村総合整備関係職員人件費の減△62(計28,487) 給料△10(計15,858) 職員手当等△42(計7,483) 共済費△10(計5,146) 

3職員手当等 ��#C"�

4共済費 ��#���

9交流推進費 �3b繝モ�△63 �3b繝#R� �� ��#c2�2給料 ��#���交流推進関係職員人件費の減△63(計27,615) 給料△11(計15,555) 職員手当等△44(計7,009) 共済費△8(計5,051) 

3職員手当等 ��#CB�

Ll*薄紫 ��#��

計 亦ﾃ��"���R�△12,245 涛ヲﾃss��△6,111 ��208 ��#bﾃ3C"� �� 



6款　農林水産業費　　2項　林業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

冒 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞ﾅ明 特定財碇 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1林業総務費 �#b�#ヲ�△107 �#b���"� �� ��#��r�2給料 ��##"�林業総務関係職員人件費の減△107(計24,531) 給料△22(計13,828) 職員手当等△70(計6,152) 共済費△15(計4,551) 

3職員手当等 ��#s��

4共済費 ��#�R�

計 ����緜#��△107 ����ﾃS#�� �� ��#��r� �� 

7款　商工費　1項　商工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�楯正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財振 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1商工総務費 ���"繝ッ�△96 ���"ﾃs��� �� ��#澱�2給料 ��#ッ�商工総務関係職員人件費の減△96(計101,370) 給由△86(計55,997) 職長手当等△210(計26,757) 共済費200(計18,616) 

3職員手当等 ��##���

4共済費 �#���

2商工振外資 鉄s2�3#b�23,018 鉄澱ﾃ3CB� ��#�"����� �3R�����2給料 ��#2�商工振興関係職員人件費の減△24(計13,337)- 給料.△3(計7,586) 職員手当等△17(計.3,308) 共済費△4:(計2,443) 中心市街地活性化センター管理運営事業費の増 3.199(計85.349) 工事請負費3.199(計4,199) 中心市街地階性化センター空調機更新工事請負費 

3職員手当等 ��#�r�

4共済費 ��#B�

11需用費 ���2�

l5工事許負費 �2��湯�

6歳　農林水産業費　7款　商工費　　-　23-



7款　商工費　8款　土木費　　-　24-

7款　商工費　1項　商工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾉ�饅R�補正額 佗b�補正額の財聴内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

因果支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

17公有財産 購入費 ��#�Bﾃ��2�ふるさとの街脹わい創出事業費の増 19,843(計218,345) 需用費193(計743) 公有財産購入費△14,093(計35,907) 備品購入費33,743(計33,743) 

18億品廟入費 �32ﾃsC2�

計 塔S"繝c��22,922 塔sRﾃs��� ��#�"����� �3Bﾃ�#"� �� 

8款　土木費　1項　土木管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔胡 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国見支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1土木総務費 �3�ﾃ鉄��△246 �3�ﾃs�2� �� ��##Cb�2給料 ��##��土木総務関係職員人件費の減△246(計27,722) 給料△28(計15,134) 職員手当等△189(計7,577).I 共済費△29(計5,011) 

3職員手当等 ��#�ヲ�

4共済費 ��##��

計 �3�ﾃ鉄辻�△246 �3�縱�2� �� ��##Cb� �� 

8款　土木費　　2項　道滴橋梁費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

良 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国鼎支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1道路橋梁総務 費 ��2ﾃ����637 ��B紊C�� �� 田3r�11需用費 田3r�街路灯管理事共著の増637(計13,171) 需用費637(計13,171) 

し′



8款　土木費　　2項　道路橋梁費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財蹄内訳 劔節 刮s明- 特定財振 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�耳ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2道路維持費 ��sゅ3#r�70,395 �#Cづs#"� �� 偵s��3迭�11需用費 亦ﾃc迭�市道等管理費の増70.395(計193,476) 需用費l.695(計9,254) 委託料68,700(計143,298) 道路除排雪兼務香育毛料 

13委託料 田ゅs���

3道路新設改良 費 蔦�店�s3�"�39,628 �#3Bﾃ鼎��(国) 6,506 �3������ �2ﾃ�#"�2給料 ��#�B�道脇新設関係職員人件費の減.△82(計27,064) 給料△14(計15.419) 職員手当等△55(計6,636) 共済費△13(計.5,009) 道路新設改良寄集費の増30,000(計97.249) 工事請負費30.000(計85,550) 遠野駅前通~り線及び新穀町通り放改良工事請負費 生活に身近な道づくり事業費の増9,710(計46.710) 工事請負費9,710(計44.210) 迷岡線改長工事請負資 番屋線改良工事請負費 柏崎線改良工事請負資 新張鳥喰線改良工事請負資 

3職員手当等 ��#SR�

4共済費 ��#�2�

15工事請負費 �3偵s���

計 �3ビﾃCS��110,660 鼎唐�����6,506 �3�ﾃ���� 都Bﾃ�SB� �� 

8款　土木費　　-　25-



8款　土木費　　-　26-

8款　土木費　　4項　都市計画費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財液 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1都市計画総務 費 鉄3�ﾃ�s��△13,444 鉄�b縱#r� �� ��#�2ﾃCCB�2給料 ��#��都市計画関係職員人件費の減△42(計26,559) 給料-△9(計14.664) 職員手当等△26(計7,125) 共済費△7(計4,770) 下水道事業特別会計換出金の減△13,402(計487.919) 繰出金△13,402(計487,919) 

3職員手当等 ��##b�

4共済費 ��#r�

28繰出金 ��#�2ﾃC�"�

2土地区画整理 事業費 鼎�づ����79,396 鼎途紊sr�(国) 60,605 �#Bﾃ���� ��#Rﾃ3���2庵料 ��#�"�土地区画整理関係職員人件費の減△104(計34,299) 給料△12(計19,053) 職員手当等△79(計9,053) 共済費△13(計6,193) 稲荷下第二地区土地区画亜理事英資の増 79.500(&463.178) 補償､補填及び賠償金79.500(計339,BOO) 

3職員手当等 ��#s��

4共済費 ��#�2�

22補償､補填 及び賠償金 都津S���

計 ��ﾃ#ビﾃピB�65,952 白ﾃ3S2繝#b�60.605 �#Bﾆﾆ�� ��#�づsS2� �� 



8款　土木費　　5項　住宅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

冒 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財辞 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国見支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1住宅管理費 鉄R紊コ�△200 鉄Rﾃ#コ� �� ��##���2給料 ��#b�住宅関係職員人件費の減△200(計23,140) 給料△6(計13,623) 職員手当等△35(計5,288) 共済費△159(計4,229) 

3職員手当等 ��#3R�

4共済費 ��#�S��

計 鉄R紊コ�△200 鉄Rﾃ#コ� �� ��##��� �� 

9款　消防費　1項　消防費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財振内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1常備消防費 �3S2�3�2�437 �3S2ﾃ�3�� ��(諸) 400 �3r�2給料 ��#����消防関係職員人件静の減△990(計331,088) 給料△181(計181.763) 職員手当等△669(計89,967) 共済費△140(計59.358) 装備被服整備費の増1,009(計1,992) 備品購入費1,009(計1.888) 遠野消防署予防費の増418(計1,004) 備品購入費418(計501) 

3職員手当等 ��#cc��

4共済費 ��#�C��

18億品購入費 ��ﾃC#r�

3消防施設費 ��ﾃ#�X璽cS��129 ��ﾃ#�R縱s��(県) 7.621 ��#づ����(諸) 2,130 ��#�緜#"�12役務費 ��#��総合防災センター整備事業費財源振替 消防防災施設等整備事業費財源組替 通信指令装置等管理費の増129(計4,609) 役務費12g(計2,635) 

8款　土木費　9款　消防費　　-　27-



9款　消防費10款　教育費　　-　28-

9款　消防費　1項　消防費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾘ自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

4防災諸費 �#"ﾃ�迭�3,543 �#Rﾃs3��(県) 1,430 �� �"ﾃ��2�12役務費 ��#都r�防災対策事業費の増3,543(計13,967) 役務費△977(計351) 備品購入費4,520(計12,071) 

18億品購入費 釘ﾃS#��

計 ��ﾃccrﾃ�3B�4,109 ��ﾃcs"ﾃ�C2�9,051 ��#づ����2,530 鉄#�� �� 

10款　教育費　1項　教育総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾘ7i8ｨﾞ�ﾋ��区分 ��8ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2事務局費 ��ィﾃ�#B�△672 ��ィﾃ�S"� �� ��#cs"�l報剛 鼎��事務局職員人件費の減△821(計97,795) 給料△614(計53,325) 職員手当等△148(計26,762) 共済費△59(計17,708) 外国人講師招-い事業費の増66(計8,744) 共済費66(計936) 特別支援教育推進事業費の増83(計16,365) 報酬48(計4,263) 共済費35(計615) 

2給料 ��#c�B�

3職員手当等 ��#�C��

4共済費 鼎"�

3教育研究所費 途ﾃScB�ll 途ﾃSsR� �� 免ﾂ�4共済費 免ﾂ�教育研究所費の増11(計7】575) 共済費11(計321) 

4育英事業費 鼎�ﾃCSr�△1,800 �3づcSr� �� ��#�ﾃ����21貸付金 ��#�ﾃ����育英事英資の減△1,800(計38,657) 貸付金△1,800(計38.520) 奨学資金貸付金△1,800(計38,520) 

計 �#3bﾃ涛��△2,461 �#3BﾃS3�� �� ��#"ﾃCc�� �� 



10款　教育費　　2項　小学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財旋 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�;｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1学校管理費 ��#偵c�b�△1,058 ��#づSS�� �� ��#�ﾃ�S��2給料 ��#�#��学校管理関係職長人件費の減△1,058(計42.477) 給料△829(計23.590) 職員手当等△87(計11,050) 共済費△142(計7.837) 

3職員手当等 ��#ビ�

4共済費 ��#�C"�

2教育振興費 都Rﾃs湯�50 都R繝C�� ��(香) 50 ��18備品購入費 鉄���教材整備費の増50(計39,085) 備品購入費50(計7,988) 

3学校建設費 田������2.025 田2ﾃ�#R� ��B繝��� ��#�"ﾃssR�13委託料 ��bﾃS#R�綾織′j､学校改築整備事業費の減△14,50CI(計5,800) 工事請負費△14,500(計5,500) 綾織小学校グラウンド拡張整備工革袴負資 綾続小学校外構整備工事請負費 遠野小学校屋内運軌媛改築整備事業費 16,525(計16,525) 委託料16,525(計16,525) ､英施設計業務委託料 

15工事請負費 ��#�BﾃS���

計 �#cb紊�R�1,017 �#crﾃC3"� ��B繝���50 ��#�2繝32� �� 

10款　教育費　　-　29-



10款　教育費　　-　30-

10款　教育費　　3項　中学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財振内訳 劔節 剞燒ｾ 
■特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1学校管理費 涛偵33b�△45 涛津#��� �� ��#CR�2給料 ��#b�学校管理関係職員人件費の減△45(計27,959) 給料△6(計15.832) 職員手当等△32(計7,015) 共済費△7(計5,112) 

3職員手当等 ��#3"�

4共済費 ��#r�

2教育振興費 鼎�緜�b�6,270 鼎rﾃピb� ��(寄) 50 澱ﾃ##��18備品購入費 澱ﾃ#s��教材整備費の増6,270(計23,035) 備品購入費6,270(計11,526) 

3学校建設費 ��cB紊�2�22,087 ��ッﾃS��� �� �#"ﾃ�ビ�13委託料 釘ﾃsC��プール改修事業費17,347(計17,347) 工事請負費17,347(計17,347) 遠野中学校プール配管設備改修工事謂負費 遠野中学校プールろ過装置取替工事請負費 青笹中学校増其整備事業費の増4,740(計13,540) 委託料4,740(計13,540) 実施設計業務委託料 

15工事請負費 ��rﾃ3Cr�

計 �3�Rﾃ3SR�28,312 �332緜cr� ��50 �#づ#c"� �� 



10款　教育費　　4項　幼稚国費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財辞内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 剪ﾙLｨﾞ�ﾈB�区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1幼稚園費 ��ゅc澱�△62 ��づc3B� �� ��#c"�2給料 ��#�"�幼稚Eg]関係職員人件費の減△62(計14,445) 給料△12(計8.460) 職員手当等△40(計3,221) 共済費△10(計2.764) 

3職員手当等 ��#C��

4共済費 ��#���

計 ��づc澱�△62 ��づc3B� �� ��#c"� �� 

10款　教育費　　5項　社会教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財振内訳 劔節 刮s明 特定財液 剪ﾙLｨﾞ�|ﾘｹ��区分 仞�ｧ｢�

国児支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1社会教育総務 費 ���Rﾃ����5,582 ��#�ﾃS�2� ��(諸) 5.478 ���B�2給料 ��#3��社会教育総務関係職員人件費の減△202(計77.634) 給料△39(計44,678) 職員手当等△153(計IG.465) 共済資△10(計14,491) 都市交流推進事業野の増5,784(計6,247) 旅費804(計804) 需用費30(計40) 負担金､補助及び交付金4,950(計5.300) サレルノ等郷土芸能団体派遣事業費補助金 4,950(&4,950) 

3職員手当等 ��#�S2�

4共済費 ��#���

9旅費 塔�B�

11需用費 �3��

19負担金､補 助及び交付 金 釘ﾃ鉄��

10叔　教育費　1　31-



10款　教育費　　-　32-

10款　教育費　　5項　社会教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財陳 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国見支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2公民館費 ����ﾃS���1,610 ���"�#��� �� ��ﾃc���3職員手当等 涛R�公民館閑係職員人件費の増110(計43.290) 職員手当等95(計11.138) 共済費15(計7,760) 公民館一般管理費の増1,500(計40,499) 需用費1,500(計23,521) 

4共済費 ��R�

11需用費 ��ﾃS���

3文化政務費 末ﾆ�s32�△319 ����ﾃC�B� �� ��#3���2給料 ����#CR�文化政策関係職員人件費の減△319(計4B,371) 給料△45(計26,797) 職員手当等△130(計12,858) 共済資△144(計8,716) 

3職員手当等 ��#�3��

4共済費 ��#�CB�

4匿ト書館博物館 費 �#�bﾃ#cb�1,088 �#�r�3SB� �� ��ﾃ�モ�2給料 ��#C��図書館一博物館職員人件費の減△57(計62,025) 給料△40(計35,305) 職員手当等△101(計15,150) 共済費84(計11.570) 図書館.博物館一般管理費の増1,145(計19,794) 工事請負費1,145(計1,145) 図書館花壇防水工事謂負費 

3職員手当等 ��#����

4共済費 塔B�

15工事請負費 ��ﾃ�CR�

計 田�bﾃC�"�7,961 田#BﾃCC2� ��5,478 �"ﾃC�2� �� 



10款　教育費　　6項　保健体育資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財経 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞��

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1保健体育総務 費 鼎�縱���△103 鼎�經唐� �� ��#��2�2給料 ��#���保健体育総務関係職員人件費の減△103(計24.617) 給料_△19(計13,489) 職員手当等△68(計~6,678) 共済費△16(計4,450) 

3職員手当等 ��#c��

4共済費 ��#�b�

2学校給食費 �#c2ﾃ#3��△79 �#c2ﾃ�S�� �� ��#s��2給料- ��#�r�学校給食センター職貞人件費の械△79(計23,308) 給料△17(計13,052) 職員手当等△50(計5,989) 共済費△12(計4,267) 

3職員手当等 ��#S��

4共済費 ��#�"�

3体育施設費 ��S�ﾃ田R�3∫791 ��SB縱Sb� �� �2ﾃs���18億品購入費 �2ﾃs���体育施設管理費の増3,791(計140,652) 備品購入費3,791(計4,336) 

計 鉄S2繝#R�3∫609 鉄Sr紊3B� �� �2ﾃc��� �� 

10款　教育費　　-　33-



11款　災害復旧費　　-　34-

11款　災害復旧費　　3項　厚生労働施設災害復旧費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財振内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2衛生施設災署 復旧費 �3づ##2�0 �3づ##2� ��(諸) 25,503 ��##RﾃS�2� ��衛生施設災害復旧事業数財源振替 

計 �3づ##2�0 �3づ##2� ��25,503 ��##RﾃS�2� �� 

11款　災害復旧費　　4項　文教施設災害復旧費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位.千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財振内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財渡 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国児支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1公立学校施設 災害復旧費 ��bﾃ3#B�145 ��b紊c��(国) △2,558 �� �"ﾃs�2�11需用費 ��CR�公立学校施設災害復旧事業費の増145(計16,469) 需用費145(計145) 

3保健体育施設 災害復旧費 湯ﾃ�S��0 湯ﾃ�S��(県) 1.208 �� ��#�ﾃ#��� ��保健体育施設災害復旧事業費財源振替 

計 �3づ�#r�145 �3づ都"�△1,350 �� ��ﾃC迭� �� 



12款　公債費　1項　公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財振 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1元金 亦ﾃ鉄Rﾃcc��△39,495 ��纉�b��sB� ��(級) △98.208 鉄づs�2�23億遊金､利 子及び割引 料 ��#3偵C迭�市債元金償還金の減△39.495(計1.916,174) 償還金､利子及び割引料△39,495(計1,916,174) 

2利子 �3C"ﾃ�s��△60.440 �#��縱3�� �� ��#c�ﾃCC��23償還金､利 子及び割引 料 ��#c�ﾃCC��市債利子償速金の減△60.440(計278.730) 償還金､利子及び割引料△60.440(計278,730) 

計 �"�#途ﾃイr�A99.935 �"ﾃ�途纉�"� ��△98.208 ��#�ﾃs#r� �� 
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給＼与　費　明　細　書1

1　特　別　職

区分 剞E員数 从ｹu餒��劔仄Hﾜ���合一計 儖Xﾖﾂ�報酬 从ｹ{��期末手当 (千円) 支` 亂i~)&韶�9b�その他 の手当 佗b�

(人) 忠�x冷��(千円) 僖隴Hｸｹzb��"纉�ﾈ饂｢��(千円) 忠�x冷��(千円)∫ 忠�x冷��(千円) 

柿 正 後 �+y9��2 ��16.291 釘ﾃSc��178 涛��21.137 釘ﾃ#���25,355 ��

議員 �#��73.644 ��21,528 �� 涛Rﾃ�s"�2,240 涛rﾃC�"� 

その他の 特別職 �"ﾃC#2�･223,712 �� �� �##2ﾃs�"�13,083 �#3b縱迭� 

計 �"ﾃCCR�297,356 ��b�#���26.097 ��s��99 �3C�ﾃ�#��19,541 �3S津Sc"� 

補 正 �+y9��2 ��16,510 釘ﾃSc��178 涛��21.356 釘ﾃ#3��25,586 ��

読点 �#��73.644 ��21,528 �� 涛Rﾃ�s"�2,240 涛r紊�"� 

その他の 特別職 �"ﾃC#2�223,664 �� �� �##2ﾃccB�12.971 �#3b緜3R� 

ト川 佗b�2,445 �#途ﾃ3���16,510 �#bﾃ�途�178 涛��340.192 ��津CC��359,633 ��

比 戟 �+y9�� ��△219 �� ��△219 ��#�"�△231 ��

散見 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ��48 �� �� 鼎��112 ��c�� 

計 ��48 ��##��� �� ��#�s��100 ��#s�� 
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2　　一　般　職

(1)総　括

区分 ��X什�B���ﾂ��給与費 劍ｺHﾜ�����x冷��】 i合計 】(千円) �"�"�ﾉOXﾖﾂ��｢�ﾂ�l 袷(千[都職員手当 (千円) 剏v (千円) 

補正後 鳴��3Sr��ﾃ3ct｣��B���ﾃ#��ﾃ#3"�2,56B,046 鳴�CCr紊3��】 3,0】5,485 白�

補正前 ��｣3S偵�ﾃ3srﾃSCB���ﾃ�S"ﾃ�#��ﾂ�2,530,372 鼎S�ﾃ�CB�l 2,980,416 鳴�

比較 ��｢����#"�△9,730 鼎rﾃC�B��｢�37,674 鳴���#"ﾃc�R���【 E35,069 亦�

職員手当 の内訳 l 1 1 鳴�ｾiZｦｩWﾙwｸ詹9b�俶�,ｨｼ韶�9b�住居手当 吠�x鈺ｼ駝�詹9b�時間外 勤務手当 偸､Vﾉ+ﾈ詹9b�夜間勤務手当 鳴�髯;h詹9b�!休日勤務手当 

】(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷����x冷��忠�x冷����x冷��

補正後 ��｣S�ﾃS32�29.629 姪�"ﾃsコ�3,531 ���2ﾃ�#�� 釘ﾃcS��9,843 

補正前 姪S�ﾃ3�"�29,829 ��"ﾃccb�j3,531 都�ﾃ�#��l l4,651 � 湯ﾃイ2�

l比較 ��C��△200 鳴�����l ����鼎"ﾃ����l l 【 I 白�i l ��

区分 ��ｨｬyyﾙ�X詹9b�管理職員 特別勤務手当 弍ｨﾉ8詹9b�勤勉手当 箸���ｪi~)&韶�9b�r 退職手当 �%��yXｹD8詹9fﾂ�E初任給 調整手当 倡�,x.�詹9b�

(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円)i(千円) �(千円) 

補正後 ��づc3��l 500F323.067 僥155,868i24.568 �415,262 鉄S&｢��3bﾃssb�

l補正前 ��づc3��500 �3#づ�途�ﾂ�156,476 �#BﾃC湯�I 404,349 ���SS(���ﾂ��3bﾃssb�

比故 箸�ﾂ����� ��#Rﾃ�3���△608 田���【 10,913 �"�ﾂ���



(2)給料及び職員手当の増接額の明細

区分 白���ﾘﾋ逢｢���x冷��増減事由別内訳 (千円) 剞燒ｾ 儖Xﾖﾂ�

給料 ��#津s3��給料改定に伴う増減分 】 I l ���ﾃ3CR� ��
F jその他の増- ��X什�H,ﾈﾋ�9�,�.h.侏���#�｣3サR�����

職員手当. l l l 鼎r紊�B�制度改正に伴う増減分 ��#B篥sヲ�l給与改定による減 ��

巨増減分巨193 剋闢鮪x給事由の変更等による増 l �8ﾉ?ｩgｹ�Y�ｸﾝ��陌饂ｨ鳧ｭH､�駝�詹9bイ"ﾃ����x冷��
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追加
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事項 侘�7逢｢�前年度末までの 支出(見込)額 剴槙Y年度以降の 支出予定額 剄ｶの財源内訳 特定財醇 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��

期間 仞�ｧ｢�期間 仞�ｧ｢�国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

平成24年度における経常業務の業務 呑托契約､賃貸借契約及び資金貸付 契約に係る債務負担 ��x冷�年度 ��x冷�年度 ��x冷�千円 ��x冷�千円 ��x冷�
平成24年度予算で定め る額 辻� 兌ﾙ�ﾃ#9D�7�*�.r�[ﾙ�ﾃ#ID�7�-ﾈ,R�限度額に同じ 劔全額■ 

地域連携型緊急屠用創出事業に係る 債務負担 兌ﾙ�ﾃ#ID�7疫ﾈ螽,Y.�-��.乂｢�- ��平成23年度から 平成24年度まで 侘�7��鞐ﾘ+�:�+b�金額 �� ��

債務負担行為調書　　-　4卜



地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区分 侭���吋�7永b���ｸﾝﾘﾘ"�霊年在慶喜F蓋董崇芸蓋警篭慧 劍�ず�h���箸�ｩOXﾖﾂ�ﾂ�

1普通債18,175.427 �18,594.152 竸)�9���2.888.300 ��ﾃ����3s��】19,581,073 �"������補正額】42.800 凵｢39.495 塔"ﾃ#迭�

補正後 �"纉6ﾂ�����1,861,884 ��偵cc2ﾃ3c��

(3)促健衛生1.034.6511,520,803 劔^)�9���84.400 ��cH�s田"�1.440,241 ��補正額 ��#b�����△746 ��#R�3SB�

補正後78,300164,216 剴�ﾃC3B繝ビ�

(8)商工 竸)�9����2ﾃC��s�ﾃ3���劔568,357 ��345,183 鼎CRﾃ#cf夫､R｢���#�"ﾃ���ｨ�#�bﾃs���釘ﾃs���

補正後 ����ﾃC���■53.609 鉄s2ﾃ�Sr�

(9)道路橋染 �"ﾃC(.�sc��】補正前 �86.600 �3SRﾃC#b�i,975,257. 2,244,083 竸)�8ｧｦﾃ3�ﾃ���ｲ��30,000 ��｢��｢�

補正後 ���bﾃc���355,426 �"ﾃ��Rﾃ#Sr�

(ll)都市計画1,648.2741,578,503 劔^)�9���141,300 ��B�2ﾃ�3��1,575,872 ��｢���補正額 �#Bﾃ����△722 �#Bﾃ�#"�

補正後 ��cRﾃC���143,209 ��ﾃc��ﾃc釘��

(14)消防 �#C2緜�"�302,943 竸)�9���1,035,100 鼎"ﾃ�3B�1,295,2091 補正額 ��#づ����△20,709 ��"縱��� 

補正後 ��ﾃ�#rﾃ����22,125 ��ﾃ3�rﾃ����

(15)小学校 ��經�"ﾆﾄ�"�1,687,827 竸)�9���6,300 ���津s�r�1.584,420 ��補正額 ��Bﾃ���� ��Bﾃ����

-補正後 �#�ﾃ����109,707 白經湯�##��
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(単位:千円)

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

補正前当該年度中増減見込.始 
区分. 侏ｸﾝﾘﾘ"靈ｸﾝﾘﾘ%�ﾉ�8ﾇﾂ�剴槙Y年度中-当該年度中 起債見込額.元金償還見込額 凵[漣 ���Xﾖﾂ�

現在高見込額 

補正前 剴コﾃ���SB繝���塔C�ﾃ#コ��

(17)社会教育 塔C津#cs���ﾃ�ズ^)�8ｧ｢�� ��#c���618 

補正後 �85,GOO 鉄Bﾃ��"�840,903. 

2災害復旧債 ��途ﾃ#cR�補正前 �78,000 鉄Bﾃ#���162,967 ��139,257 竸)�8ｧ｢�△12,000 ��△12,000 

補正後 田bﾃ����54,290 ��S�ﾃ田r�

(1)災害復旧 ��途ﾃ#cR�139,257 竸)�9���78,000 鉄Bﾃ#����c"ﾃ田r���補正額 ��#�"����ﾇ(�#�"ﾃ����

補正後 田bﾃ����SBﾃ#�����S�ﾃ田r�

合計 ���^)�9����3,863,20叫1,955,669 �20,640,940 ��18,372,692 ��づs32ﾃC�竸)�8ｧ｢��3�ﾃ����△39,495 都�ﾃ#迭�

`補正後 �3,894,000 ��ﾃ��bﾃ�sH�｣#�ﾃs��ﾃ#3R�


