
-315-１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 50,736 40,287 10,449 11,300 9,002  2 給料 8,347 総務管理関係職員人件費　　　　　　　　　　　　　17,319

(繰) 　給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,347

30,433  3 職員手当等 6,248 　職員手当等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,248

(繰越) 　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,678

1  4 共済費 2,678 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　46

総務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,417

 9 旅費 88 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 443

11 需用費 443 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,208

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 19,208 　　　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 52 　　　地方公営企業会計システム構築・運用業務委託料

　　　受益者負担金管理システム地番変更業務委託料

19 負担金、補 240 　工事請負費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52

助及び交付 　　　営業用井戸水道メーター設備工事請負費

金 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 194

　　　日本下水道協会会費　　　　　　　　　　　　　　69

23 償還金、利 20 　　　岩手県下水道協会会費　　　　　　　　　　　　　22

子及び割引 　　　下水道セミナー受講料　　　　　　　　　　　　　30

料 　　　排水設備等工事資金融資利子補給補助金　　　　　73

　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　　　　20

27 公課費 13,350 　公課費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,350



316--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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 143,309

 2 施設管理費 143,309 151,264 △7,955 10 11 需用費 34,283 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,283

(使) 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,316

140,026 12 役務費 1,316 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 105,273

(繰) 　　　施設維持管理業務委託料

3,244 13 委託料 105,273 　　　水質分析業務委託料

(諸) 　　　機械警備業務委託料

29 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 2,099 　　　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点検業務委託料

　　　清掃業務委託料

　　　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　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,099

　　　マンホール蓋・路面補修工事請負費

　　　サイフォン汚水ポンプ設置工事請負費

　原材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100

計 194,045 191,551 2,494 11,300 182,745



-317-２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 28,439 28,581 △142 9,500 500  2 給料 8,960 管渠施設関係職員人件費　　　　　　　　　　　　　18,439

(繰) 　給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,960

18,439  3 職員手当等 6,597 　職員手当等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,597

　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,834

 4 共済費 2,834 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　48

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 48

助及び交付

金

(国)  (分)

 2 処理場施設費 160,000 100,000 60,000 88,000 64,000 5,208 15 工事請負費 160,000 下水処理場長寿命化推進事業費　　　　　　　　　 160,000

(繰) 　工事請負費　　　　　　　　　　　　　　　　　 160,000

2,792 　　　遠野浄化センター中央監視設備更新工事請負費

計 188,439 128,581 59,858 88,000 73,500 26,939

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 378,630 368,645 9,985 378,630 23 償還金、利 378,630 市債元金償還金　　　　　　　　　　　　　　　　 378,630

子及び割引 　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　 378,630

料

(繰)

 2 利子 104,960 113,730 △8,770 104,960 市債利子償還金　　　　　　　　　　　　　　　　 104,960



318--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　　　　　　　　　　　 104,960

23 償還金、利 104,960

子及び割引

料

計 483,590 482,375 1,215 483,590

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


