
平成23年度一般会計

予　算　に　関　す　る　説　明　書

(第　7　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7号)
1　総　　　　括

(歳　　　入)
(単位:千円･%)

款 �盈ｦﾂ�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､つﾓﾙmﾙ�餒B�

1 倡9�R�2.396,819 免ﾂ纈�0 �"�3澱繝���10.8 

2 �&饑ｸ�yu��Vﾂ�332,000 ��縒�o【 �33"������1.5 

l 3 凉育�ｨHﾏ�WHｾ��4.000 �����0 釘ﾃ����0.0 

4 僭ｩ9hｨHﾏ�WHｾ��1.000 �����0 ��ﾃ����0.0 

5 乘H�9��y6顏ｩ;險Hﾏ�WHｾ��400 �����0 鼎���0.0 

6 �&饑ｸ��N��Xﾏ�WHｾ��270.000 ���2�oi �#s������1.2 

7 �?ｨｼ���靖;��Xﾏ�WHｾ��50,000 ���2�0 鉄�ﾃ����0.2 

8 �&饑ｹ<�~�ﾏ�WHｾ��47,000 ���"�0 鼎rﾃ����0.2 

9 �&饑ｸﾏ�WI�R�8.Oil,495 �3偵��50,660 唐���"ﾃ�SR�36.4 

10 佰�,ｨ���9�鞜I<�¥ｨﾏ�WHｾ��5,l67 �����0 迭ﾃ�cr�0.0 

ll 兒ｩ%8ｾ�ｷ�-�X�%8ｾ��127,841 ��綯�0 ��#rﾃイ��0.6 

12 俶yw�{��-�詹�I{��330.642 ��縒�0 �33�緜C"�1.5 

13 俛�ﾌ倡因���2,002,820 湯纈�621,110 �"ﾃc#2ﾃ�3��ll.8 

14 侈x辷�ｾ��1.800,82g 唐纈�l232,684 �"ﾃ�32經�2�9.1 

15 俥�蝌�?ﾂ�32′302 ���"�0 �3"�3�"�0.2 

16 弍�Xﾘｾ��105,938 ��絣�0 ���Rﾃ�3��0.5 

17 估ｩ?ﾈｾ��622,496 �2謦�17,500 田3津涛b�2.9 

18 估ｨ葎ｾ��244.013 ���"�0 �#CBﾃ��2�i.i 

19 傚H�?ﾂ�735,305 �2縒�5∫337 都C�ﾃcC"�3.3 

20 倡8ﾜ"�2.997∫100 ��B纈�1,163.600 �.��c�ﾃs���18.7 

歳入合計 �20,147,167 �������2,090,891 �#"�#3ゅ�S��100.0 

一般会計　　-　1-



一般会計　　-　　2-

(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�ﾋ�>�o2�特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��

予算額 从ｸｧｩ�餒B�冰ﾈ螽ｧ｢�総額対比 
園児支出金【地方債】その他 

1 亳8檠N��200,374 亦���0 �#��ﾃ3sB�_0.9 ��li 

2 弔22�3,228,298 ��b���79,434 ���2ﾃ3�rﾃs3"�14.9 鼎Rﾃ�cVﾂ�rl17,5叫16,869 

3 冕��iN��5,018,041 �#B纈�0 迭ﾃ��づ�C��22.6 �� �� 

.4 ���iN��1,317,713 澱綯�0 ��ﾃ3�rﾃs�2�5.9 ��i �� 

6 刋ｩ:ﾙN��227,878 �����0 �##rﾃピ��1.0 �� �� 

6 僞���X蝌ﾉ9N��1,171,709 迭繧�342,738 ��ﾃS�BﾃCCr�6.8 ��sbﾃS���151,500 ��1_4,738 

7 傅Hﾔ丑��875,790 釘紕�0 塔sRﾃs���3.9 �� �� 

8 �7冦丑��1,939,633 湯綯�27,967 ��ﾃ田rﾃc���8.9 �#rﾃ田r� ��l 

9 傲�f丑��1,672,043 唐ﾃ2�21,874 ��ﾃc�2ﾃ��r�7.6 途ﾃ#�"� 迭ﾃ33s津#SR�

10 仆8孜N��2,036,140 ������1.618,878 �2ﾃcSRﾃ����16.4 鉄澱ﾃ塔��1,012,100 ��9,798 

ll 俤�駟YﾈｸﾉN��241,636 ���"�0 �#C�ﾃc3R�i.1 �� �� 

12 佰hﾜ)N��2,197,912 ���纈�0 �"ﾃ�途ﾃ��"�9.9 �� �� 

13 傚H辷�ｾ��1 �����0 ���0.0 �� �� 

14 冰ﾉOYN��20,000 �����0 �#�ﾃ����0.1 �� �� 

歳出合計 �20.147.167 �������2,090,891 �#"ﾃ#3づ�S��100.0 塔S2ﾃs釘�1,163,600 姪#"ﾃ�3s�S�ﾃcc��



2　歳　　　入

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

冒 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剿e明 
区分 仞�ｧ｢�

1地方交付税 唐��C�ﾃC迭�50,660 嶋璽��"ﾃ�SR�1地方交付税 田�ﾃcc��普通交付税の増 (合計8,092,155) 

計 唐��C�ﾃC迭�50.660 唐���"ﾃ�cR� �� 

13款　国産支出金　1項　国庫負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位=千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

3教育費国庫負担 ���48,638 鼎ゅS3��1学校施駿 鼎ゅS3��公立学校施設塵備費負担金 

金 劔�(合計48.538) 

計 ���3c2ﾃS3��48.538 白紊�"��c�� �� 

13故　国鹿支出金　　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��

l総務費国庫補助 ��"�3���16.848 �#津�Sb�1市町村合併推進 ��b繝C��市町村合併推進体制整備費補助金の増 

金 劔体制 �(合計29,156) 

6教育費国庫補助 鉄�ﾃSSb�548.442 田湯ﾃ涛��6学校施設 鉄CづCC"�学校施設環境改善交付金の増 

金 劔�(合計592,465) 

7消防費国庫補助 ���7,282 途ﾃ#c"�l消防団安全設備 途�#�"�消防団安全設備整備費補助金 

金. 劔�(合計7.282) 

計 田32�33��572.572 白ﾃ#�R纉��� �� 

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

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剪E明 
区分 仞�ｧ｢�

1総務費県補助金 途ﾃイ��45.065 鉄(�3��b�4復興基金 鼎R��cR�東日本大震災津波役興基金市町村交付金 (%計45.066) 

5農林水産巣費県 �##b�3c"�176.500 鼎�"ﾃツ"�15公共牧場再編 ��sbﾃc���公共牧場再編盤備事業費補助金の増 

補助金 劔�(合計230.856) 

9款　地方交付税13款　国庫支出金14款　県支出金　-　　3-



14款　鼎支出金17款　繰入金19款　諸収入20款　市債　-　　41

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

日 竸)�9��,ﾉ[ｲ�補正税 佗b�節 剞燒ｾ 
区一分 仞�ｧ｢�

6土木費県補助金 ��ﾃ�3"�ll,119 ��"ﾃ�Vﾂ�3生活再建 由ﾃ����生括再建住宅支撰事業費補助金 (合計11,119) 

計 涛�"ﾃSS2�232,684 ��ﾃ�3Rﾃ#3r� �� 

17款　繰入金　1項　基金繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位二千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剪E明 
区分 仞�ｧ｢�

7永遠の日本のふ 田rﾃ#Sr�17,500 塔BﾃsSr�1日本のふるさと ��rﾃc���永遠の日本のふるさと遠野基金繰入金の増 

るさと遠野基金 繰入金 劔�(合計弘757) 

計 田#"ﾃC澱�17,600 田3偵涛b� �� 

1臓　諸収入　6項　購入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

3雑入 �4韮纉s��6,337 �3�bﾃ3���29宝くじ助成 迭ﾃ33r�市町村振興交付金 (合計31,240) 

計 �3��ﾃ都��5,337 �3�b�3�R� �� 

20款　市債　1項　市債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

日 竸)�9��,ﾉx｢�補正額 佗b�節 剿e明 
区分 仞�ｧ｢�

4農林水産第倍 ���bﾃ����151.500 �#cづC���3公共牧場再編 ��S�經���過疎対兼事業債の増 (合計198,600) 

8教育債 �#3偵����1,012,100 ��ﾃ#S"ﾃ����2学校施設 ��ﾃ��"ﾆﾆ��過疎対発事業債の廃止△90,700(計.0) 衆急防災.減災事発憤1.102,BOD(計1.lO2,800) (合計1,109,loo) 

計 �"ﾃ涛r�����1,163,600 釘ﾆﾆV�D�� �� 



3　歳　　　出

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

日 亢��9���,ﾂ�補正額 佗b�補正額の財滞内訳 劔節 剞ﾅ明 特定財経 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�L"�
J国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1一般管理費 白ﾃs澱�#s��17.600 ��ﾃ��"ﾃss�� ��(級) 17.60O ��8報償費 ��#b�r称を線にJネットワーク推進寄集資の増 4.500(計8.940) 報償費126(計126) 旅費3,574(計5,251) 需用費500(計3.163) 役務費200(計300) 使用料及び貸借料100(計100) 磨炎の記憶を記録に整備事業費13,000(計13′000) 腐用資,8,000(計8,000) 委託料5,000(如5,000) 防災啓発等VTR制作業務委託料 震災記敗映像等保管菜務委託料 

9旅費 �2經sB�

11需用費 唐ﾃS���

12役務費 �#���

13葬託料 澱ﾃ����

14使用料及甲 貸借料 �����

5財産管理費 鼎湯ﾃ�3"�16.869 鉄�bﾃ���� �� ��bﾃツ��13委託料 ��ﾃ�#��本庁舎環境整備革英資の増-16.869(計83,135) 垂托料1,128(計1,128) 保健福祉情報システム整備菜務萎託料 工事静負費15,128(計81.394) とぴあ庁舎及び商館改修工事謂負費 備品購入資p'613(計613) 

16工事緒負資 ��R��#��

18備品購入費 田�2�

6企画費 鼎�2纉���45,065 鼎Cゅ田R�(県) 46.065 �� ��25積立金 鼎Rﾃ�cR�経営企画費の増45,065(計448,B33) 積立金45.065(計441.086) 永遠の日本のふるさと遠野基金積立金 45.065(計45,065) 

計 �"纉#b緜S��79.434 �2ﾃ��b��ッ�46,066 ��17,500 ��bﾃツ�� �� 

2款　総務費　　-　　5-



6款　農林水産業費　8款　土木費　　-　　6-

6款　農林水産兼費　1項　慮業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

員 竸)�9���,ﾉ*��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 伜�ｧ｢�

国渇支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

4番並菜食 �#�津C���342,738 鉄c"ﾃ�3��(県) 176,500 ��S�ﾃS��� ��Bﾃs3��17公有財産 購入費 澱ﾃ����公典牧場再編整備事菜費の増342,738(計446,758) 公有財産購入費6,809(計6,809) 負担金､補助及び交付金335,929(計439,949) 公共牧場再編整備率菜費負担金 159,429(計159,429) 公共牧場再編整備事業費補助金 176,500(計230,856) 

19負担金､補 助及び交付 金 �33R纉#��

計 涛ヲﾃss��342,738 ��ﾃ33"ﾃS���176,500 ��S�ﾃS��� ��Bﾃs3�� �� 

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�補正額の財源内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財醍 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2道路維持費 �#Cづs#"�16,848 �#cRﾃSs��(国) 16,848 �� ��18億品購入費 ���bﾃイ��車両管理費の増16,848(計51,505) 備品購入費16,848(計39,367) 

計 鼎唐ﾃ����16,848 鉄�B纉T"�16,848 �� �� �� 



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

日 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の財源内訳 劔節 刮s明 特定財振 剪ﾙLｨﾞ�/B�区分 仞�W"�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1住宅管理費 鉄b�#コ�ll.119 田b紊�B�(騰) ll,119 �� ��19負担金､補 助及び交付 金 免ﾂﾃ����生活再建住宅支援事業費11,119(計11,llg) 負粗金､補助及び交付金11,119(計11,119) 生活再建住宅支援事業費補助金 ll,119(計11,119) 

計 田R�#コ�ll,119 田b紊�B�ll.119 �� �� �� 

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

目 竸)�9���,ﾉ�ﾒ�補正額 佗b�補正額の財源内訳. 劔節 剏･明 特定財言祝 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞��ﾒ�

国児支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

3消防施設費 ���#�R縱s��21,874 ��ﾃ##rﾃcS2�(囲) 7,282 ��(鰭) 6.337 祷璽#SR�18備品購入費 �#�ﾃピB�消防団安全設備整備事業費21.874(計21,874) 備品購入費21,874(計21,874) 

計 ���scs"ﾃ�C2�21.874 白ﾃc�2ﾃ��r�7,282 ��5.337 湯�#SR� �� 

10歌　教育費　　2項　小学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千円)

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

国保支出金 �&饑ｲ�その他 

3学校建投資 田8璽�#R�267.869 �33�繝釘�(国) 137,249 ��3�纉��� ��#�ﾃ#���12役務資 �3モ�遠野小学校屋内運動場改築整備事業費の増 267,869(計284.394) 役務資388(計388) 委託料5,50D(計22.025) 遠野小学校屋内運動場改築工事監理業務香託料 

13委託料 澱經���

16工事請負資 �#C2ﾃS���

8款　土木費　9款　消防費10款　教育費　　-　　7-



10款　教育費　　-　　8-

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

冒 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 佗b�補正額の-財源内訳 劔飾 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 

17公有財避 購入費 ��づC���工事請負費243.500(計243.500) 遠野小学校屋内運動場改築工事請負費 遠野小学校木造倉庫解体工事請負費 公有財産購入費18,481(計18,481) 

計 �#crﾃC3"�267,869 鉄3Rﾃ3���137,249 ��3�纉��� ��#�ﾃ#��� �� 

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�補正額の財源内訳 劔A 剪E明 特定財液 劍自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢ﾒ�

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

3学校建設費 ��ッﾃS���1,351,009 ��ﾃS3r經���(国) 459,731 塔��ﾃ#��� 免ﾂﾃ�s��12役務費 ���"�遠野中学校改築整備事業費の増1.191,257(計1,346,870) 委託料15,600(計18,795) 遠野中学校校舎改築工事監理業務垂託料 エ珊負費1,102,900(計1,25も697) 遠野中学校校舎改頚工事請負費 公有財産購入費72,757(計-72,757) 青笹中学校増築整備事業費の増159.752(計173,292) 役務費112(計112) 委託料5,040(計18,580) 青笹中学校増築.改造工事監理業務委託料 工事詣負費164,600(計154,600) 青笹中学校増築.改造工事請負費 

13委託料 �#�ﾃcC��

15工事請負費 宝�ﾃ#SrﾃS���

17公有財産 購入費 都"ﾃsSr�

計 �332緜cr�1,351,009 ��ﾃcィﾃcsb�459,731 塔��ﾃ#��� 免ﾂﾃ�s�� �� 



継続費についての前前年度末までの支出額､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並びに事業の進行状況等に関する調書

款 俘��事業名 ��9�ﾈﾇh枌�劔������7永b�-ﾈ,X,ﾈ辷��ｧ｢�前年度末ま での支出 (見込)額 �9hｭ�産D�7育���uﾉ.延"�当醸年度末 までの支出 予定額 凅)D�7�為��辷�uﾉ.逢｢�継続費の降 板に対する 進捗率 
年度 僖��xｧ｢�左の財東京内訳 特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��

国県支出金 �&饑ｹ^ﾒ�その他 

10教育費 �9(hｧxﾕｩN��遠野中学校 改築並保水 英資 �#2�千円 i,346,870 ��x冷�Cs8�ss���千円 870,800 ��x冷�千円 2,289 ��x冷�千円 ��x冷��ﾃ3Cb繝s��千円 1,346.870 ��x冷�% 91.4 24 ��#r�3#b�0 都r緜��� 鼎偵s#R� �� ��127,325 唐綯�

計 ��ﾃCsBﾃ�迭�473.781 涛CゅC��� 鉄"���B� ��1.346,870 ��ﾃ3Cb繝s��127,325 �������
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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�ﾋｸﾝﾘﾘ"�前年度末 竸)�9���当咳年度中増減見込 劔9h･僖�7悦��ﾋｸﾝﾘﾘ(ﾊ俛隗｢�儖Xﾖﾂ�補正額 �9h･僖�7�(b��9bﾘ･ｹD�7�(b�
現在高 竸)�8ﾎ2�起債見込額 剏ｳ金償還見込額 

1普通債 ��づ�sRﾃC#r�18,594.152 ��^)�9���2,931,100 �1,861,884 ��津cc2ﾃ3c����補正額 ����c2�600 ��1,163 田���

補正後 釘ﾃ�釘�700 亦繝c�ﾃャCﾒ�20.826 涛c��

(5)畜産業 �##偵3���203.816 竸)�9���!47 �����27,694 �##2ﾃ##"�白�補正額 ��S��500 ��≡151,500 

補正攻 ��唐�600 �#r緜釘�37 都#"�

(15)小学校 ��經�"ﾃ��"�1,687,827 竸)�9���2 �����109,707 ��經��220 ��補正額 ��2�900 ��13 津����

補正後 ��S2�000 ���津s�r�i.73 津�#��

(16)中学校 ��ヲﾃc���163,183 竸)�9���7 涛���27,922 �#��,161 ��補正額 塔��200 ��88 津#���

補正後 涛R�100 �#r纉#"�1,09 偵3c��

合計 ��ゅ3s"ﾃc�"�18,733.409 竸)�9���3,89 津����1,916,174 �#�縋ﾂ�.235 辻�補正額 ��ﾃ�b�,600 ��111li 津c���

補正後 迭��R�,600 白ﾃ��b��sB�21,874,835 
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