
平　成　23　年　度

下　水　道　事　業　特　別　会　計

予　算　に　関　す　る1説　明　書

(　第　3　号　)

岩　手　県　遠　野　市



遠野市下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書　(第3号)
1　総　　　　括

(歳　　　入)

(単位:千円.%)

款 �盈｢�補正前の額 剳竦ｳ予算額 侏ｸﾇb�

予算額 ��ﾘｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 

1 兒ｩ%8ｾ�ｷ�-�X�%8ｾ��10,161 ���"�9,429 ��津S���2.5 

2 俶yw�{��-�詹�I{��124.199 蔦�B縒�539 ��#Bﾃs3��15.9 

3 俛�ﾌ倡因���LOB,395 ��"�"�△33,150 都��#CR�8.9 

4 估ｩ?ﾈｾ��501,321 鉄偵��△13,402 鼎ビﾃ����62.1 

5 估ｨ葎ｾ��12,541 ��絣�0 ��"ﾃSC��1.6 

6 傚H�?ﾂ�2 �����0 �"�0.0 

7 倡8ﾜ"�96,200 免ﾂ�2�△25,700 都�ﾃS���9.0 

歳入合計 �847,819 �������△62,284 都コﾃS3R�100.0 
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(歳　　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円･%)

款 �盈｢�補正前の額 剳竦ｳ 予算額 侏ｸﾇb�竸)�9uﾈ螽ｧｨ,ﾈﾞ��Y>�o2�特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾈ2�

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

1 �ｩ�Y;豫yyﾙN��129,899 ��R�2�△39 ��#津ツ��16,5 �� ��#3�� 

2 �ｩ�Y;倬hｼiN��196,341 �#2�"�△61,102 ��3Rﾃ#3��17.2 ��#32ﾃ�S��△25,700 ��#"ﾃ#S"� 

3 佰hﾜ)N��466,979 鉄R���△1,143 鼎cRﾃ�3b�59.3 �� ��#�ﾃ�C2� 

4 冰ﾉOYN��100 �����0 �����0.0 �� �� 

5 俤�ｯ�YﾈｸﾉN��54,500 澱紕�0 鉄BﾃS���7.0 �� �� 

歳出合計 �847,819 �������△62,284 都コﾃS3R�100.0 ��#32ﾃ�S��△25,700 ��#2ﾃC3B� 



2　歳　　　入

1款　分担金及び負担金　1項　分担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 冩｢�

1下水道事業受益 �"�358 �3c��1現年度分 ��s��受益者分担金の増 

者分担金 劔�(合計180) 

2滞納繰越分 ��s��受益者分担金滞納繰越分の増 (合計180) 

計 �"�358 �3c�� �� 

1款　分担金及び負担金　　2項　負担金

2款　使用料及び手数料　　1項　使用料

1下水道使用料 下水道使用料滞納繰越分の増

3款　国庫支出金　1項　国庫補助金

下水道事業費国庫補助金の減

4款　繰入金　　1項　他会計繰入金

1 -般会計繰入金

7款　市債　　1項　市債

(合計　　70, 500)

1款　分担金及び負担金　2款　使用料及び手数料　3萩　国庫支出金　4款　繰入金　7款　市債　　-　　3-



3　歳　　　出

1款　下水道管理費　1項　下水道管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9���,ﾈ･��補正額 佗b�補正蹄の財卓抜内訳 劔節 刮s明 特定財東京 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1総務管理費 �#R��コ�△39 励#Rﾃ�Cb� ��(級) △39 ��2給料 ��#��総務管理関係職員人件費の減△39(計9,336) 給料△9(計4,731) 職員手当等△25(計3,001) 共済資△5(計1,581) 

3職員手当等 ��##R�

4共済費 ��#R�

計 ��#津ン��△39 ��#津ツ�� ��△39 �� �� 

2款　下水道事業費　1項　下水道事業費

1管渠施設費 ����ﾃCC��△52,202 ��#津#3��(国) △28,200 ��#�ﾃ����(分) 721 (繰) △3.723 ��2給料 ��#��管渠施設関係職員人件静の減△2(計14,449) 給料△1(計7.248) 職員手当等△_1(計4.793) 管渠施設費の減△52.200(計40.97L1) 工事請負資△54.200(計34,800) 八幡地区管路新設工事請負資 遠野地区管路新設工事請負費 舗装復旧工事請負資 補償､補填及び胎借金2,000(計5,200) 

3職員手当等 ��#��

15工事請負費 ��#SB�#���

22補償､補填 及び肪借金 �(璽����

2処理場施設費 ��Bﾃ����△8,900 售b�����(国) △4,950 ��#Bﾃs���(繰) 750 ��13妻託料 ��#ゅ����処理場施設費の滅△8,900(計6,000) 委託料△8.900(計6,000) 遠野浄化センター長寿命化調査業務委託料 

計 ��澱�3C��△61,102 ��3Rﾃ#3��△33,150 ��##Rﾃs���△2,252 �� �� 
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3款　公債費　　-　　6-

3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lの財済内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財淑 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ﾍ2�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2利子 ��c津3湯�△1,143 ��cづ#Sb� ��(級) △1,143 ��23償還金､利 子及び割引 料 ��#�ﾃ�C2�市債利子償還金の減■△1,143(計168,256) 倍遊金､利子及び割引料△1,143(計168,256) 

計 鼎cbﾃ都��Al,143p 蔦CcRﾃ�3b� ��△1,143 �� �� 



給　　与　　費　　明　　細　　書

1　一　般　職

(1)総　括

区分 ��X什�B�給与費 劍ｺHﾜ���合計 儖Xﾖﾂ�
給料 ��X醜詹9b�計 

(人) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��

補正後 �2�ll,979 途ﾃs釘�19,773 �2ﾃ鉄B�23,727 ��

補正前 �2�ll,989 途繝#��19,809 �2ﾃ鉄��23,768 ��

比敬 ��△10 ��##b�△36 ��#R�△41 ��

職員手当 の内訳 仞iZ｢�扶養手当 �,ｨｼ韶�9b�住居手当 �<�鈺ｼ駝�詹9b�時間外 勤務手当 偬�?ｩ+ﾈ詹9b�夜間勤務手当 倬�;h詹9b�休日勤務手当 

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

補正後 ��R�252 �� 鼎��� �� �3r�

補正前 ��R�252 �� 鼎��� �� �3r�

比較 �� �� �� �� ��

区分 豫yyﾙ�X詹9b�管理職員 特別勤務手当 弍ｩih詹9b�勤勉手当 亂i~)&韶�9b�退職手当 �%��yXｹD8詹9b�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) 忠�x冷��(千円) 

補正後 �� �"ﾃsc2�1,376 ��#R�2,756 �� ��

補正前 �� �"ﾃssR�1.377 ��#R�2,759 �� ��

比較 �� ��##"�△1 ��△3 �� ��
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分 ��ﾘﾋ逢｢���x冷��増減事由別内訳 (千円) 刮s明 儖Xﾖﾂ�

給料 ��#���給料改定に伴う増減分 ��#��� ��

その他の増減分 �� ��

職員手当 ��##b�制度改正に伴う増減分 ��##b�給与改定による減 ��

その他の増減分 �� ��



i                           ､

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 ����吋�7永b�前年度末 竸)�9���当該年度中増減見込 剴槙Y年度末 儖Xﾖﾂ�補正額 �9h･僖�7�(b�当貫亥年度中 
現在高 侏ｸﾝﾘﾘ"�補正後 亢鞋(ﾊ俛隗｢�元金償還見込額 侏ｸﾝﾘﾘ(ﾊ俛隗｢�

6下水道事業債 澱ﾃ田rﾃCs��6.746,273 竸)�9���96,200 �#途ﾃS���6,544,893 ��補正額 ��##X�3s��� ��##R縱���

補正後 都�經���297,580 澱ﾃS�rﾆﾃ�2�

(1)下水道事業 澱ﾃ田rﾃCs��6,746,273 竸)�9���96,200 �#途ﾃS���6,544.893 ��補正額 ��##Rﾃs��� ��##Rﾃs���

補正後 都�經���297,580 澱ﾃS�偵��2�

合計 澱纉crﾃCs��6,746,273 竸)�9���96,200 �#途ﾃS���6,544,893 ��補正額 ��##Rﾃs��� ��##Rﾃs���

補正後 都�ﾃS���297,580 澱ﾃS�津��2�
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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頼等に関する調書

事項. 侘�7逢｢�前年度末までの 支出(見込み)棉 剴柾｢亥年度以降の 支出予定額 剄ｶの財鯨内訳 特定財鯨 劍自Lｨﾞ�ﾋ��

期間 仞�ｧ｢�期間 仞�ｧ｢�国車支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

平成24年度における経常業務の業務委 ��x冷�[ﾙ�ﾃ#ID�7疫ﾈ蠅�年度 ��x冷�年蛙 ��x冷�千円 ��x冷�千円 ��x冷�

託契約及び賃貸借契約に係る債務負担 �,Y.�-�.乂｢�- 辻�23J～24 侘�Uh�,�:�+b�劔�8ｧ｢�

債務負担行為嗣啓　一11 -


