
-317-１款  下水道管理費

３　歳　　　出
１款  下水道管理費   １項  下水道管理費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 (使)

 1 総務管理費 40,287 44,318 △4,031 8,000 9,002  2 給料 4,949 総務管理関係職員人件費　　　　　　　　　　　　　10,056

(繰) 　給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,949

23,282  3 職員手当等 3,521 　職員手当等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,521

(諸) 　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,559

2  4 共済費 1,559 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　27

(繰越) 総務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,231

1  9 旅費 88 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 792

11 需用費 792 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,535

12 役務費 62 　　　下水道受益者負担金通知書作成業務委託料

　　　下水道使用料徴収業務委託料

13 委託料 15,535 　　　地方公営企業会計法適用に係る固定資産調査及び評価

　　　業務委託料

15 工事請負費 45 　工事請負費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45

　　　営業用井戸水道メーター設備工事請負費

19 負担金、補 366 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 339

助及び交付 　　　日本下水道協会会費　　　　　　　　　　　　　　68

金 　　　日本下水道協会岩手県支部会費　　　　　　　　　22

　　　下水道セミナー受講料　　　　　　　　　　　　　30

23 償還金、利 20 　　　下水道事業団研修受講料　　　　　　　　　　　 140

子及び割引 　　　排水設備等工事資金融資利子補給補助金　　　　　79

料 　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　　　　20

　公課費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,350

27 公課費 13,350



318--１款  下水道管理費

１款  下水道管理費   １項  下水道管理費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(分) 施設管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 151,264

 2 施設管理費 151,264 139,086 12,178 2,682 11 需用費 35,939 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,939

(使) 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,309

140,001 12 役務費 1,309 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112,362

(繰) 　　　施設維持管理業務委託料

8,581 13 委託料 112,362 　　　水質分析業務委託料

　　　機械警備業務委託料

14 使用料及び 238 　　　脱水汚泥運搬業務委託料　遠野浄化センター

賃借料 　　　脱水汚泥運搬業務委託料　宮守浄化センター

　　　脱水汚泥処分業務委託料　遠野処理区

15 工事請負費 900 　　　脱水汚泥処分業務委託料　宮守処理区

　　　サイフォン維持管理業務委託料

16 原材料費 100 　　　自家用電気工作物保安管理業務委託料

　　　館内清掃業務委託料

18 備品購入費 416 　　　自動扉開閉装置保守点検業務委託料

　　　油地下タンク等定期点検及び清掃業務委託料

　　　消防用設備点検業務委託料

　　　放射能測定業務委託料

　　　下水道台帳管理システム保守点検業務委託料

　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　　 238

　工事請負費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 900

　　　マンホール蓋・路面補修工事請負費

　原材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100

　備品購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 416

計 191,551 183,404 8,147 8,000 183,551



-319-２款  下水道事業費 ３款  公債費

２款  下水道事業費   １項  下水道事業費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 (分)

 1 管渠施設費 28,581 28,493 88 9,500 500  2 給料 8,896 管渠施設関係職員人件費　　　　　　　　　　　　　18,581

(繰) 　給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,896

18,581  3 職員手当等 6,810 　職員手当等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,810

　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,826

 4 共済費 2,826 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　49

公共下水道事業費　　　　　　　　　　　　　　　　10,000

15 工事請負費 10,000 　工事請負費　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000

　　　公共汚水ます設置工事請負費

19 負担金、補 49

助及び交付

金

(国)  (繰)

 2 処理場施設費 100,000 168,330 △68,330 55,000 40,000 5,000 15 工事請負費 100,000 下水処理場長寿命化推進事業費　　　　　　　　　 100,000

　工事請負費　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,000

　　　遠野浄化センター中央監視設備更新工事請負費

計 128,581 196,823 △68,242 55,000 49,500 24,081

３款  公債費   １項  公債費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(繰)

 1 元金 368,645 357,650 10,995 368,645 23 償還金、利 368,645 市債元金償還金　　　　　　　　　　　　　　　　 368,645

子及び割引 　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　 368,645

料

(繰)

 2 利子 113,730 121,300 △7,570 113,730 市債利子償還金　　　　　　　　　　　　　　　　 113,730



320--３款  公債費 ４款  予備費

３款  公債費   １項  公債費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　 113,730

23 償還金、利 113,730

子及び割引

料

計 482,375 478,950 3,425 482,375

４款  予備費   １項  予備費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(繰)

 1 予備費 100 100 0 100 予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100

計 100 100 0 100


