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平成３１年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計予算

　平成３１年度みやき町のふるさと寄附金基金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ８,１５９,３３２千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

平成３１年　３月　１日提出

　　　みやき町長　末　安　伸　之



財産収入１ 6,650

１ 6,650財産運用収入

寄附金２ 3,000,000

１ 3,000,000寄附金

繰入金３ 5,152,682

１ 5,152,682基金繰入金

8,159,332歳　　　　入　　　　合　　　　計

金　　　　　　　　　　　額

第１表　歳入歳出予算
歳入

款

(単位：千円)

項

1



ふるさと寄附金事業費１ 5,152,682

１ 5,152,682ふるさと寄附金事業費

諸支出金２ 3,006,650

１ 3,006,650基金費

8,159,332歳　　　　出　　　　合　　　　計

金　　　　　　　　　　　額

歳出

款

(単位：千円)

項

2



歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

3



987 5,663１財産収入 6,650

5,000,000 △2,000,000２寄附金 3,000,000

5,201,313 △48,631３繰入金 5,152,682

10,202,300 △2,042,968歳　　　　入　　　　合　　　　計 8,159,332

（単位：千円）

歳入歳出予算事項別明細書
１．総　　括

歳　　入

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較

4



△48,6315,201,313 5,152,682１ふるさと寄附金事業費 5,152,682

△1,994,3375,000,987 3,006,650２諸支出金 3,006,650

△2,042,96810,202,300 8,159,332歳　　　　出　　　　合　　　　計 8,159,332

一般財源その他地方債国県支出金
特　　定　　財　　源

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

（単位：千円）歳　　出

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較

5



歳 入

6



財産収入 6,650 5,6631 987

1財産運用収入 6,650 5,663987

6,650 5,663 6,6501利子及び配当金 ふるさと寄附金基金預金利息987 1 利子及び配                     6,650
当金

寄附金 3,000,000 △2,000,0002 5,000,000

1寄附金 3,000,000 △2,000,0005,000,000

3,000,000 △2,000,000 3,000,0001ふるさと寄附金 ふるさと寄附金5,000,000 1 ふるさと寄                 3,000,000
附金

繰入金 5,152,682 △48,6313 5,201,313

1基金繰入金 5,152,682 △48,6315,201,313

5,152,682 △48,631 5,152,6821ふるさと寄附金基 ふるさと寄附金基金繰入金5,201,313 1 ふるさと寄                 5,152,682
金繰入金 附金基金繰

入金

前　年　度本　年　度 比　　較

２．  歳　　入
（単位：千円）

科　　　　　目

款 項 目

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

款 １ 財産収入

01-01-01 利子及び配当金
7



歳 出

8



5,152,6821ふるさと寄附金事業費 5,152,682 5,201,313 △48,631

5,152,682ふるさと寄附金事業1 5,152,682 5,201,313 △48,631
費

報償費2,106,8591ふるさと寄附金事 2,106,859 3,139,450 △1,032,591 8報償費 960,000             960,000
・ふるさと寄附金謝礼務費             960,000

消耗品費11需用費 6,636               1,302
印刷製本費               4,534
食糧費                 800

通信運搬費12役務費 641,963             565,478
・ふるさと寄附金返礼品配送            540,000
　料

・通信運搬費              25,478
広告料              19,073
・広告宣伝費              19,073
手数料              57,412
・ふるさと寄附金決済代行手             57,017
　数料

・郵便振替手数料                 395

委託料13委託料 127,644             127,644
・ふるさと寄附金事務委託料            126,597
・寄附金事務処理システム保                785
　守委託料

・特設ポータルサイト保守委                262
　託料

款 １ ふるさと寄附金事業費

そ　の　他国県支出金 一般財源
特　　定　　財　　源

本 　年 　度 　の 　財 　源 　内 　訳
節

金　　額区　　分
前　年　度本　年　度 比　　較

３．　歳　　出
（単位：千円）

科　　　　　目

款 項 目
説　　　　　　　　　明

地　方　債

01-01-01 ふるさと寄附金事務費
9



使用料及び賃借料14使用料及び 370,516             370,516
・インターネットサイト等利賃借料             368,534
　用料

・書類封入機借上料              1,505
・製版印刷機借上料                477

償還金23償還金利子 100                 100
・ふるさと寄附金過年度返還及び割引料                 100
　金

委託料3,045,8232ふるさと寄附金利 3,045,823 2,061,863 983,960 13委託料 80,000              80,000
・ふるさと納税利活用まちづ活用事業費              80,000
　くり事業委託料

補助金19負担金補助 674,321              40,112
・学校給食費補助金及び交付金              40,112
交付金             634,209
・ふるさと納税利活用まちづ             60,000
　くり事業交付金

・介護予防ふれあいサロン事                759
　業推進特別交付金

・敬老事業推進特別交付金              3,450
・地区安全安心特別交付金            570,000

繰出金28繰出金 2,291,502           2,291,502
・一般会計繰出金           2,291,502

3,006,6502諸支出金 3,006,650 5,000,987 △1,994,337

3,006,650基金費1 3,006,650 5,000,987 △1,994,337

款 １ ふるさと寄附金事業費

そ　の　他国県支出金 一般財源
特　　定　　財　　源

本 　年 　度 　の 　財 　源 　内 　訳
節

金　　額区　　分
前　年　度本　年　度 比　　較

（単位：千円）
科　　　　　目

款 項 目
説　　　　　　　　　明

01-01-01 ふるさと寄附金事務費

地　方　債

10



基金積立金3,006,6501ふるさと寄附金基 3,006,650 5,000,987 △1,994,337 25積立金 3,006,650           3,006,650
・ふるさと寄附金基金積立金金費           3,006,650

款 ２ 諸支出金

そ　の　他国県支出金 一般財源
特　　定　　財　　源

本 　年 　度 　の 　財 　源 　内 　訳
節

金　　額区　　分
前　年　度本　年　度 比　　較

（単位：千円）
科　　　　　目

款 項 目
説　　　　　　　　　明

地　方　債

02-01-01 ふるさと寄附金基金費
11
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