
議案第２号

平成３０年度みやき町下水道事業特別会計補正予算（第４号）



平成３０年度みやき町下水道事業特別会計補正予算（第４号）

　平成３０年度みやき町の下水道事業特別会計補正予算（第４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 ３７０，１６０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　１,９６６,９９６千円とする。

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。

　 　（繰越明許費の補正）

　（地方債の補正）

第３条　地方債の変更は、「第３表　地方債補正」による。

平成３１年　２月　８日提出

　　みやき町長　末　安　伸　之

第２条　繰越明許費の追加及び変更は、「第２表　繰越明許費補正」による。



国庫支出金３ 792,561 △188,000 604,561

１国庫補助金 792,561 △188,000 604,561

繰入金６ 470,185 △21,360 448,825

１一般会計繰入金 462,963 △21,360 441,603

町債９ 738,900 △160,800 578,100

１町債 738,900 △160,800 578,100

2,337,156 △370,160 1,966,996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



事業費２ 1,898,612 △370,160 1,528,452

１公共下水道事業費 1,538,176 △370,160 1,168,016

2,337,156 △370,160 1,966,996歳　　　　出　　　　合　　　　計

歳出

款

(単位：千円)

項 補正額 計補正前の額

2



第２表　繰越明許費補正

（追加） （単位：千円）

款 項

２　事業費 １　公共下水道事業費

（変更） （単位：千円）

２　事業費 １　公共下水道事業費

事 業 名

汚水幹線・管渠布設事業

金 額

270,000

款 項
事 業 名

補 正 前

 浄化センター水処理棟建設
 事業

金　額

484,300

事 業 名

 浄化センター水処理棟建設
 事業

金　額

385,000

補 正 後
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第３表　地方債補正

（変更） （単位：千円）

限 度 額 起債の方法 利　　率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利　　率 償還の方法

下水道事業債 738,900 578,100

起債の目的
補 正 前 補 正 後

証書借入

　年４.０％以
内

（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

　政府資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合にはその債権
者と協定するも
のとする。
　ただし、町財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮
し、又は繰上償
還若しくは低利
に借換えするこ
とができる。

補正前に同じ 補正前に同じ 補正前に同じ
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△188,000 604,561３国庫支出金 792,561

△21,360 448,825６繰入金 470,185

△160,800 578,100９町債 738,900

△370,160 1,966,996歳　　　　入　　　　合　　　　計 2,337,156

（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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△188,0001,528,452△370,160 △21,360△160,800２事業費 1,898,612

△188,0001,966,996△370,160 △21,360△160,800歳　　　　出　　　　合　　　　計 2,337,156

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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国庫支出金3 792,561 △188,000 604,561

国庫補助金1 792,561 △188,000 604,561

公共下水道事業国庫補助金国庫補助金1 792,561 △188,000 604,561 1国庫補助金 △188,000                 △170,580
特定環境保全公共下水道国庫補助金                  △17,420

繰入金6 470,185 △21,360 448,825

一般会計繰入金1 462,963 △21,360 441,603

一般会計繰入金一般会計繰入金1 462,963 △21,360 441,603 1一般会計繰 △21,360                  △21,360
入金

町債9 738,900 △160,800 578,100

町債1 738,900 △160,800 578,100

公共下水道事業債下水道事業債1 738,900 △160,800 578,100 1下水道事業 △160,800                 △145,400
特定環境保全公共下水道事業債債                  △15,400

款

計補　正　額補正前の額
区　　分

３ 国庫支出金

２．  歳　　入
（単位：千円）

科　　　　　目

款 項 目
節

金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

03-01-01 国庫補助金
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△370,160 1,528,452 △188,000 △21,360△160,8002事業費 1,898,612

△370,160 1,168,016 △188,000 △21,360△160,800公共下水道事業費1 1,538,176

委託料 △36,820△370,160 1,104,100 △188,000 △21,360△160,8003新設改良費 1,474,260 13            △36,820委託料

           △36,820・詳細設計委託料

工事請負費 △325,84015           △325,840工事請負費

          △225,840・汚水幹線・管渠工事

          △100,000・浄化センター水処理棟建設

　工事

補償補てん △7,50022             △7,500補償金

及び賠償金             △7,500・東部水道企業団補償費

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 ２ 事業費

02-01-03 新設改良費
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