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遠野市ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書
1　　総　　　　括
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(歳　　出)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位.千円･%)



2　歳　　　入

4款　繰入金　1項　他会計繰入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位･千円)

= 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ 
区分 仞�ｧ｢�

1-般会計繰入金 ��cBﾃ塔��△57,186 ���rﾃs釘�1-般会計繰入金 ��#Srﾃ�ッ�一般会計繰入金の減 (合計107,794) 

汁 ��cBﾃ塔��△57,186 ���rﾃs釘� �� 

6款　諸収入　　2項　雑入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

目 竸)�9��乂｢�補正額 佗b�節 � 
区分 ��｢�

1雅人 ��偵涛B�6,063 �#bﾃ�Sr�1雑入 澱ﾃ�c2�支障移転工事補償金の増 (合計26,057) 

計 ��津祷�ﾃ��6,063 �#bﾃ�Sr� �� 
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3　歳　　　出

1款　整備滑　1項　整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

目 竸)�9���,ﾈｧ｢�補正額 又ｦ狽�補正額の財除内訳 劔節 剞燒ｾ 特定財際 剪ﾘ自Lｨﾞ�ﾋ��区分 仞�ｧ｢�

地方依 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

1整備rr �##づ���ｨ�｢�△12,960 �#�Rﾃ鼎B� ��(使) 38.3ー2 (諸) 6,063 ��#Srﾃ33R�15工事請負発 ��#津田��ケ-プルテレビ整備事業狩の減△12,960(話f215,944) 1二番請負野△9,960(計104,476) 伝送路支障移転工事謂負狩 ケ-プルモデム終端装L79史新工事請負費 原材料費△3.000(計1,524) 

16原材料費 ��#2ﾃ����

lf1 �#$"ﾃ��B�△12,960 �#�Rﾃ鼎B� ��44,375 ��#Srﾃ33R� �� 

2款　運営世　　1項　選句鎗

1運営費 �33r繝モ�△38,163 �#湯ﾃs#R� ��(倭) △38,312 ��C��2給料 ����職員人件野の増149(計16,479) 給料10(i言F7,913) 職員手当等40(計5,981) 舛粥費99(計2,542) ケーブルテレビ運営事業費の減△38,3】2(計283,246) 委託料△35,751(計164,443) 使用料及びIillJub料△2,561(計114,604) 

3職臼手当等 鼎��

4共済於 涛��

△35,751 

14使用料及び .貸借料 ��#"經c��

汁 �33r繝モ�△38,163 �#湯ﾃs#R� ��△38,312 ��C�� �� 
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給　　与　　費　　明　　細　　書

1　特　別　職

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

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

捕 正 後 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ��"�72 �� �� 都"� 都"� 

計 ��"�72 �� �� 都"� 都"� 

捕 ∫ 孤 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ��"�72 �� �� 都"� 都"� 

計 ��"�72 �� �� 都"� 都"� 

比 較 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 �� �� �� �� �� 

計 �� �� �� �� �� 
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2　　一　般　職

(1)総　括

区分 陶�X什�B�袷 ����費 ��合計 儖Xﾖﾂ�
給料 ��X醜詹9b�汁 仄Hﾜ���

(人) 銅2���x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��

補正後 �"�7,913 迭纉���13,約4 �"ﾃSC"�16,436 ��

補正前 鳴�"�7,903 迭ﾃ滴�｢�13,8′1′1 �"ﾃ�C2�】6,287 ��

比較 ��10 鼎��50 涛��149 ��

区分 儻ﾙwｸ詹9b�通勤手当 偖ｨｸ��9b�特殊勤務手当 倬隴H､��ｼ駝�詹9b�宿日直手当 冢亊Hｼ駝�詹9b�児童手当 亶�?ｨｼ駝�詹9b�

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

職員手当 の内訳 竸)�8ﾎ2�298 �#s2�318 ��406 �� ��27 

補正前 �#唐�273 �3��� 鼎�b� �� �#r�

卜-一一一 比較 �� ��l � �� ��

区分 豫yyﾙ�X詹9b�管理職員 特別勤務手当 弍ｩih詹9b���x冷��巳勤勉手当 l(千円) 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) 

補正後 �� ��ﾃゴ��1,181 ��C��1,480 �� ��

補正前 �� ��ﾃゴb�1,145 r ��C��i,478 �� ��

比較 �� �"�l l36 ��2 �� ��



(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 (千日) 剞燒ｾ 儖Xﾖﾂ�

給料 ��｣��給料改定に伴う増減分 牝�� ��

その他の増減分 �� ��

職員手当 啖ﾄ��制度改正に伴う増減分 �3��給与.改定による ��

その他の増減分 �"�昇給等による ��
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