
平　成　３　０　年　度

枚 方 京 田 辺 環 境 施 設 組 合

一般会計補正予算書（第１号）

枚方京田辺環境施設組合





定めるところによる。

　歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４８，７０２千円と定める。

　　平成３１年２月１８日　提出

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６０８千円を減額し、歳入

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。

　　　　　　　　　枚方京田辺環境施設組合管理者　　石　井　　明　三　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

議案第１号

　　平成３０年度枚方京田辺環境施設組合一般会計補正予算（第１号）　　　

　平成３０年度枚方京田辺環境施設組合一般会計補正予算（第１号）は、次に

　（歳入歳出予算の補正）
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分担金及び負担金１ 207,762 △9,475 198,287

１負担金 207,762 △9,475 198,287

国庫支出金２ 41,546 △1,596 39,950

１国庫補助金 41,546 △1,596 39,950

繰越金４ 0 10,463 10,463

１繰越金 0 10,463 10,463

歳　　　　入　　　　合　　　　計 249,310 △608 248,702

第１表　歳入歳出予算補正
歳　　入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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議会費１ 1,027 △486 541

１議会費 1,027 △486 541

総務費２ 121,667 △122 121,545

１総務管理費 121,463 △122 121,341

衛生費３ 125,616 0 125,616

１清掃費 125,616 0 125,616

歳　　　　出　　　　合　　　　計 249,310 △608 248,702

歳　　出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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q
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補正予算に関する説明書
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分担金及び負担金 207,762１

国庫支出金 41,546２

繰越金 0４

249,310歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　　　　　 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
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△9,475 198,287

△1,596 39,950

10,463 10,463

△608 248,702

（単位：千円）

補正額 計
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１議会費 1,027 △486 541

２総務費 121,667 △122 121,545

３衛生費 125,616 0 125,616

歳　　　　出　　　　合　　　　計 249,310 △608 248,702

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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△486000

△122000

1,59600△1,596

98800△1,596

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国府支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）
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分担金及び負担金1 207,762 △9,475 198,287

負担金1 207,762 △9,475 198,287

負担金1 207,762 △9,475 198,287

国庫支出金2 41,546 △1,596 39,950

国庫補助金1 41,546 △1,596 39,950

衛生費国庫補助金1 41,546 △1,596 39,950

繰越金4 0 10,463 10,463

繰越金1 0 10,463 10,463

繰越金1 0 10,463 10,463

計 249,310 △608 248,702

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目
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１．枚方市負担金1各市負担金 △9,475                   △5,741

２．京田辺市負担金                   △3,734

１．循環型社会形成推進交付金1清掃費補助 △1,596                   △1,596
金

１．前年度繰越金1繰越金 10,463                    10,463

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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1議会費 1,027 △486 541

議会費1 1,027 △486 541

1議会費 1,027 △486 541

2総務費 121,667 △122 121,545

総務管理費1 121,463 △122 121,341

1一般管理費 121,415 △122 121,293

249,310 △608 248,702計

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国府支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　　出

科　　　　目

款 項 目
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△486

△486

△486 9旅費 △446 議会の運営に要する経費

              △388１．活動経費
10交際費 △40               △348　　　費用弁償

　　　　議員行政視察旅費

               △40　　　交際費

               △98２．その他諸経費

               △98　　　特別旅費

△122

△122

△12210交際費 △40 組合の事務執行に要する経費

              △122１．その他諸経費
18備品購入費 △82                △40　　　交際費

               △82　　　庁用器具費

△608

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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