
令　和　２　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





めるところによる。

　歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５６，８６５千円と定める。

　　令和３年２月２５日　提出

　　　　　　　　　枚方京田辺環境施設組合管理者　　上　村　　崇　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１１，４６９千円を減額し、

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。

議案第１号

　　令和２年度枚方京田辺環境施設組合一般会計補正予算（第１号）　　　

　令和２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、次に定

　（歳入歳出予算の補正）
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分担金及び負担金１ 153,844 △11,643 142,201

１負担金 153,844 △11,643 142,201

繰越金４ 0 174 174

１繰越金 0 174 174

歳　　　　入　　　　合　　　　計 168,334 △11,469 156,865

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１ 963 △633 330

１議会費 963 △633 330

総務費２ 106,411 △1,768 104,643

１総務管理費 106,207 △1,768 104,439

衛生費３ 59,960 △9,068 50,892

１清掃費 59,960 △9,068 50,892

歳　　　　出　　　　合　　　　計 168,334 △11,469 156,865

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 153,844１

繰越金 0４

168,334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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△11,643 142,201

174 174

△11,469 156,865

（単位：千円）

補正額 計

-7-



１議会費 963 △633 330

２総務費 106,411 △1,768 104,643

３衛生費 59,960 △9,068 50,892

歳　　　　出　　　　合　　　　計 168,334 △11,469 156,865

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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△633000

△1,768000

△9,068000

△11,469000

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1 153,844 △11,643 142,201

負担金1 153,844 △11,643 142,201

負担金1 153,844 △11,643 142,201

繰越金4 0 174 174

繰越金1 0 174 174

繰越金1 0 174 174

計 168,334 △11,469 156,865

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 △11,643                   △6,447

２．京田辺市負担金                   △5,196

１．前年度繰越金1繰越金 174                       174

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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1議会費 963 △633 330

議会費1 963 △633 330

1議会費 963 △633 330

2総務費 106,411 △1,768 104,643

総務管理費1 106,207 △1,768 104,439

1一般管理費 106,159 △1,768 104,391

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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△633

△633

△633 8旅費 △512 議会の運営に要する経費

              △454１．活動経費
9交際費 △40               △414　　　費用弁償

　　　　議員費用弁償
　　　　議員行政視察旅費

10需用費 △30                △40　　　交際費

              △179２．その他諸経費
11役務費 △50                △98　　　特別旅費

               △30　　　消耗品費

               △10　　　通信運搬費
13使用料及び △1                △40　　　筆耕翻訳料

賃借料                 △1　　　バス借上料

△1,768

△1,768

△1,768 8旅費 △45 組合の事務執行に要する経費

               △80１．車両関係経費
9交際費 △40                △70　　　燃料費

               △10　　　有料道路等使用料

10需用費 △586             △1,000２．各種負担金

            △1,000　　　負担金
　　　　派遣職員給与費等負担金

11役務費 △15
              △688３．その他諸経費

               △25　　　普通旅費
13使用料及び △10                △20　　　特別旅費

賃借料                △40　　　交際費

              △500　　　消耗品費

               △10　　　食糧費
17備品購入費 △72                 △6　　　印刷製本費

               △15　　　通信運搬費

               △50　　　庁用器具費
18負担金、補 △1,000                △22　　　図書費

助及び交付
金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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3衛生費 59,960 △9,068 50,892

清掃費1 59,960 △9,068 50,892

1施設建設費 59,960 △9,068 50,892

168,334 △11,469 156,865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

科　　　　目

款 項 目
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△9,068

△9,068

△9,068 8旅費 △176 ごみ処理施設の建設に要する経費

            △7,935１．各種委託料
10需用費 △115             △7,935　　　調査等委託料

　　　　環境影響評価業務委託料
　　　　猛禽類行動調査業務委託料

12委託料 △7,935
            △1,133２．その他諸経費

               △75　　　普通旅費
22償還金利子 △842               △101　　　特別旅費

及び割引料               △106　　　消耗品費

                △9　　　食糧費

              △842　　　国・府返還金

△11,469

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明
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