
議案第１５　　号

令和３年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計補正予算（第５号）



令和３年度みやき町ふるさと寄附金基金特別会計補正予算（第５号）

　令和３年度みやき町のふるさと寄附金基金特別会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ １,７０６,４０１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　７,４１１,０９２千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」

　による。

令和　４年　３月　７日提出

みやき町長　　岡　　毅



財産収入１ 2,041 731 2,772

１財産運用収入 2,041 731 2,772

寄附金２ 4,400,000 △1,100,000 3,300,000

１寄附金 4,400,000 △1,100,000 3,300,000

繰入金３ 4,271,177 △607,132 3,664,045

１基金繰入金 4,132,139 △606,939 3,525,200

２一般会計繰入金 139,038 △193 138,845

9,117,493 △1,706,401 7,411,092歳 入 合 計

第１表　歳入歳出予算補正
歳入

款

(単位：千円)

項 補正額 計補正前の額

1



ふるさと寄附金事業費１ 4,173,987 △607,132 3,566,855

１ふるさと寄附金事業費 4,173,987 △607,132 3,566,855

諸支出金２ 4,943,506 △1,099,269 3,844,237

１基金費 4,943,506 △1,099,269 3,844,237

9,117,493 △1,706,401 7,411,092歳　　　　出　　　　合　　　　計

歳出

款

(単位：千円)

項 補正額 計補正前の額

2



731 2,772１財産収入 2,041

△1,100,000 3,300,000２寄附金 4,400,000

△607,132 3,664,045３繰入金 4,271,177

△1,706,401 7,411,092歳 入 合 計 9,117,493

（単位：千円）

歳入歳出補正予算事項別明細書
１．総　　括

歳　　入

款 補正前の額 補正額 計
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3,566,855△607,132 △607,132１ふるさと寄附金事業費 4,173,987

3,844,237△1,099,269 △1,099,269２諸支出金 4,943,506

7,411,092△1,706,401 △1,706,401歳 出 合 計 9,117,493

一般財源その他地方債国県支出金
特　　定　　財　　源
補　正　額　の　財　源　内　訳

（単位：千円）歳　　出

款 補正前の額 補正額 計
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財産収入1 2,041 731 2,772

財産運用収入1 2,041 731 2,772

ふるさと寄附金基金預金利息利子及び配当金1 2,041 731 2,772 1利子及び配 731                       731
当金

寄附金2 4,400,000 △1,100,000 3,300,000

寄附金1 4,400,000 △1,100,000 3,300,000

ふるさと寄附金ふるさと寄附金1 4,400,000 △1,100,000 3,300,000 1ふるさと寄 △1,100,000               △1,100,000
附金

繰入金3 4,271,177 △607,132 3,664,045

基金繰入金1 4,132,139 △606,939 3,525,200

ふるさと寄附金基金繰入金ふるさと寄附金基金繰1 4,132,139 △606,939 3,525,200 1ふるさと寄 △606,939                 △606,939
入金 附金基金繰

入金

一般会計繰入金2 139,038 △193 138,845

一般会計繰入金一般会計繰入金1 139,038 △193 138,845 1一般会計繰 △193                     △193
入金

款

計補　正　額補正前の額
区　　分

１ 財産収入

２．  歳　　入
（単位：千円）

科　　　　　目

款 項 目
節

金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

01-01-01 利子及び配当金
5



△607,132 3,566,855 △607,1321ふるさと寄附金事業費 4,173,987

△607,132 3,566,855 △607,132ふるさと寄附金事業費1 4,173,987

報償費 △330,000△418,958 1,812,040 △418,9581ふるさと寄附金事 2,230,998 7           △330,000報償費

務費           △330,000・ふるさと寄附金謝礼

需用費 △43010               △380消耗品費

               △50食糧費

役務費 △52811               △528手数料

              △528・郵便振替手数料

使用料及び △88,00013            △88,000使用料及び賃借料

賃借料            △88,000・インターネットサイト等利

　用料

委託料 △24,135△188,174 1,754,815 △188,1742ふるさと寄附金利 1,942,989 12            △24,135委託料

活用事業費            △24,135・ふるさと納税利活用まちづ

　くり事業委託料

負担金補助 △18,57318               △193補助金

及び交付金               △193・学校給食費補助金

           △18,380交付金

           △17,800・ふるさと納税利活用まちづ

　くり事業交付金

              △580・敬老事業推進特別交付金

繰出金 △145,46627           △145,466繰出金

そ　の　他地　方　債国県支出金 一般財源
特　　定　　財　　源

補 　正 　額 　の 　財 　源 　内 　訳
節

金　　額区　　分
補　正　額補正前の額 計

３．　歳　　出
（単位：千円）

科　　　　　目

款 項 目
説　　　　　　　　　　明

款 １ ふるさと寄附金事業費

01-01-01 ふるさと寄附金事務費
6



△145,466・一般会計繰出金

△1,099,269 3,844,237 △1,099,2692諸支出金 4,943,506

△1,099,269 3,844,237 △1,099,269基金費1 4,943,506

積立金 △1,099,269△1,099,269 3,844,237 △1,099,2691ふるさと寄附金基 4,943,506 24 △1,099,269基金積立金

金費         △1,099,269・ふるさと寄附金基金積立金

そ　の　他地　方　債国県支出金 一般財源
特　　定　　財　　源

補 　正 　額 　の 　財 　源 　内 　訳
節

金　　額区　　分
補　正　額補正前の額 計

（単位：千円）
科 目

款 項 目
説 明

款 １ ふるさと寄附金事業費

01-01-02 ふるさと寄附金利活用事業費
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