
平成29年度下水道事業特別会計

予　算　に　関　す　る　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��3,182 ��紕��△24 �2ﾃ�S��0.4 

2 俶yw�{��-�詹�I{��149,003 ��ゅ"�0 ��C津��2�18.5 

3 俛�ﾌ倡因���59,670 途�2�0 鉄津cs��7.4 

4 估ｩ?ﾈｾ��535,261 田R紕��△13,095 鉄#"��cb�64.9 

5 估ｨ葎ｾ��13,608 ��縒�0 ��2ﾃc���1.7 

6 傚H�?ﾂ�2 �����0 �"�0.0 

7 倡8ﾜ"�57,500 途���0 鉄rﾃS���7.1 

歳入合計 �818,226 �������△13,119 塔�Rﾃ��r�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)�9Xﾈ螽ｧｨ,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�特定財淑 剪ﾙLｨﾞ�ﾋ��

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��198.670 �#B�2�△11,697 ��ッﾃ都2�23.2 �� ��#��ﾃc途� 

2 �ｩ�Y;倬hｼiN��137,081 ��b縒�78 ��3rﾃ�S��17.1 �� 都�� 

3 佰iZ餒��482,375 鉄偵��△1,500 鼎��ﾃピR�59.7 �� ��#�ﾃS��� 

4 冰ﾉOYN��100 �����0 �����0.0 �� �� 

歳出合計 �818,226 �������△13,119 塔�Rﾃ��r�100.0 �� ��#�2ﾃ���� 



2　歳　　　入

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

= 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 佗b�節 剞燒ｾ＼ 
区分 仞�ｧ｢�

1下水道事業受益 ��CR�△24 ��#��1現年度分 ��##B�分担金賦苫実の確定による減 

者分担金 劔�(合計120) 

汁 ��CR�△24 ��#�� �� 

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

目 竸)�9��,ﾈｧ｢�補正額 偬��節 刮s明 
区分 仞�ｧ｢�

1一般会計繰入金 鉄3Rﾃ#c��△13.095 鉄#"ﾃ�cb�1-般会計繰入金 ��#�2ﾃ�迭�一般会計繰入金の減 (合計522.166) 

汁 鉄3Rﾃ#c��△13,095 鉄#"ﾃ�cb� �� 
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3　歳　　　出

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

目 竸)�9���,ﾈﾊB�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総務管理費 鼎bﾃ����△2,297 鼎2ﾃ���� ��(使) △503 (級) △1,794 ��2給料 湯�総務管理関係職員人件費の増103(計13,630) 給料9(計6,270) 職員手当等44(計5,240) 共済衰50(計2,085) 総務管理費の減△2.400(計30,181) 公課費△2,400(計10.950) 消費税及び地方消費税 

3職員手当等 鼎B�

4兆済費 鉄��

27公課費 ��"紊���

2施設管理費 ��S"ﾃSc"�△9,400 ��ｳC2��c"� ��(分) △24 (使) 503 (級) △9..879 ��11常用費 ��#"ﾃ����施設管理費の減△9,400(計】43.162) 需用費△2.000(計40.723) 垂託料△7,400(計99.476) 脱水汚泥運搬業務委託料 脱水汚泥処分業務委託料 サイフォン維持管理業務委託料 放射能測定業務委託料 下水道管路TV調査兼務委託料 

13委託料 ��#rﾃC���

計 ��｣唐ﾃcs��△日,697 ��ッﾃ都2� ��△11.697 �� �� 

2款　下水道事業費　　1項　下水道事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

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

国県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

1管渠施設費 �#づS���78 �#づcS�� ��(顔) 78 ��2給料 湯�管渠施設関係職員人件費の増78(計18.659) 給料9(計8,905) 職員手当等△8(計6,802) 

3職員手当等 ��#��

1款　下水道管理費　2款　下水道事業費　　-　　5-



2款　下水道事業費　3款　公債費　　一　　6-

2款　下水道事業費　1項　下水道事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

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

fl県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

4共済費 都r�共済費77(計2,903) 

計 ��3r�����78 ��3rﾃ�S�� ��78 �� �� 

3款　公債費　　1項　公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位●千円)

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

同県支出金 �&饑ｸﾜ"�その他 

2利子. ���2ﾃs3��△1,500 ���"�#3�� ��(級) △1,500 ��23償退金､利 子及び割引 料 ��#�ﾃS���市債利子償還金の減△1,500(計112,230) 償避金､利子及び割引料△1,500(計112,230) 

計 鼎�"ﾃ3sR�△1,500 鼎��繝sR� ��△一.500 �� �� 



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 ��侈偃�9b�計 

(人) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��(千円) 忠�x冷��

補正後 釘�15,】75 ��"��C"�27,217 釘ﾃ塔��32,205 ��

補正前 釘�15,157 ��"ﾃ��b�27,163 釘ﾃツ��32,02Ll ��

比較 ��18 �3b�54 ��#r�181 ��

職員手当 の内訳 仞b饂｢�扶養手当 �,ｨｼ韶�9b�住盾手当 �<�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 ��ﾃ#唐�90 �3CR� 田�R� �� �3��

補正前 ��ﾃ#���90 �3CR� 田�R� �� �3��

比故 �� �� �� �� ��

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 �33b� �2ﾃゴ��2,395 �7#���2,839 �� ��

補正前 �33b� �2ﾃ��b�2,315 �3���2,835 �� ��

比較 �� ��#C��80 ��4 �� ��
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給与費明細番　　-　　8-

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分 ��ﾘﾋ逢｢���(冷��増減事由別内訳 (千円) 剞燒ｾ 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 �3b�制度改正に伴う増減分 塔��給与改定による ��

その他の増減分 ��#CB�扶孝者の異動等による ��


