
Ⅰ歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

1　総　　括

歳　入 (単位:千円)

款 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�前年度予算額 儂Hｧ)�ﾘ�(ﾋ��構成比 (%) 

1使用~料及び手数料 ��3rﾃ����164,019 ��##rﾃ����86.1 

2財産収入 涛B�386 ��##�"�0.1 

3繰入金 �#"ﾃ����0 �#"ﾃ����13.8 

4繰越金 ���7,000 ��#bﾃ涛��0.0 

5諸収入 �"�2 ���0._0 

歳入合計 ��S津��b�171,407 ��#�"ﾃ#���100.0 
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歳　出

款 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�前年度予算額 儂Hｧ)�ﾘ�(ﾋ��

1駐車場費 涛bﾃs���107,223 ��#��ﾃCC"�

2公債費 田�ﾃ�C��60,048 ���

3予備費 �"ﾃ#ビ�4,136 ��#�ﾃイ��

歳出合計 ��S津��b�171,407 ��#�"ﾃ#���

-　6　-

(単位:千円)

本年度予算額の財源内訳Z 

特定財源 劔俔ﾉ�ﾉNB�

国庫支出金 �78辷�ｾ�自&饑ｸﾜ"��+ｸ,ﾉ�ﾂ�-殿財源 窒R��

96,780 ���60.8 

60,048 ��37.8 

2,285 �"�1.4 

159,113 �2�100.0 
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2　歳　入

第1款　使用料及び手数料　(予算額137,019千円)

科目 剿{年度 予算額 ����7��uﾈ螽ｧ｢�比較 増△減 ����

項 冦｢� 区分 仞�ｧ｢�
1使用料 �137,019 ��cBﾃ����△27,000 �� 

f ��)8棈�ｨ諍w�{��137,019 ��cBﾃ����△27,000 1 ��)8棈�ｨ諍w�{��137,000 

2行政財産使用料 ��s��

計 �137,019 ��cBﾃ����△27,000 �� 
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第1款　使用料及び手数料
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第2款　財産収入　(予算額94千円)

科目 冤本年度 1予算額 ����7��uﾈ螽ｧ｢�比較 増△減 ����

項 冦｢� 区分 仞�ｧ｢�

1財産運用収入 �94 �3ッ�△292 �� 

1利子及び配当金 涛B�386 ��##�"�1基金運用収入 涛B�

i �� �� 

計 �94 �3ッ�△292 �� 

Ilo-

第2款　財　産　収　入
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第3款　繰　入　金　(予算額22,000千円)

科目 剿{年度前年度 予算額予算額 剩芒r 増△減 ����

項 冦｢� 区分 仞�ｧ｢�
1基金繰入金 �22,000 ���22,000 �� 

1駐車場基金繰入金 �#"ﾃ����0 �#"ﾃ����1駐車場基金繰入金 �#"ﾃ����

l ��1 �� 

計. �22,000 ���22,000 �� 
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第3款　繰　入　金
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第4款　繰　越　金　(予算額1千円)

科目 剿{年度 予算額 ����7��uﾈ螽ｧ｢�比較 増△減 ����

項 冦｢�� 区分 仞�ｧ｢�
1繰越金 �1 途ﾃ����△6,999 �� 

1繰越金 ���7,000 ��#bﾃ涛��1前年度繰越金 ���

lE � �� �� 

ll 

計 ���7,000 �� ��△6,999 �� 
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第4款　繰　越　金
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第5款　諸　収　入　(予算額2千円)

科目 冤本年度 f予算額 ����7��uﾈ螽ｧ｢�比較 増△減 ����

項 冦｢� 区分金額 
1市預金利子 �1 ���0 �� 

1市預金利子 ���1 ���1市預金利子 ���

2雑入 �1 ���0 �� 

I ��艙?ﾂ�Jt ��ｲ�lo �*%�y?ﾂ�111 

計 �2 �"�0 �� 
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第5款　諸　収　入
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3　歳　出

第1款　駐車場費　(予算額96,781千円)

科目 剿{年度 予算額 ����7��uﾈ螽ｧ｢�比較 増△減 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�

項 冦｢�
特定~財源 劔-般財漁 

国庫支出金 �78辷�ｾ��地方債 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�澱ﾃs���
1駐車場事業費 �96,781 ���rﾃ##2�△10,442 �� 剴��

1駐車場管理費 虫⊥ 涛bﾃcビ�99,837 ��#2ﾃ�S�� �� 涛bﾃcッ�澱ﾃcッ�1 1 

i �� ���i 

2基金積jL金 涛B�7,386 ��#rﾃ#�"� �� 涛B�釘� 

96,781 �� 白�i 鳴� ��計 剴��rﾃ##2�△10,442 �� ��96,780 ���
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単市:円 

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

1駐車場運営管理費(道路管理課)96,687 9旅費 途�

9旅費7 

11需用費 把�"���一般職旅費7 

lt需用費82 

13委託料 田bﾃ#モ�消耗品費9 

印刷製本費73 

15工事請負費 鉄���13委託料66,288 

指定管理料41,784 

19負担金補助及 �#Rﾃ����使用料収納委託料23,504 

び交付金 刹�ｲ設備整備委託料1,000 

27公課費 釘ﾃ����15工事請負費500 

19負担金補助及び交付金25,810 

施設維持管理負担金25,810 

27公課費.4,000. 

消費税4,000 

1基金積立金(道路管理課)94 25積立金 涛B�

25積立金94 

利子分積立金94 

/ ��
第1款　駐　車　場　費
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第2款　公　債　費　(予算額60,048千円)

科目 剿{年度 予算額 ����7��uﾈ螽ｧ｢�比較 増△減 冏ｹD�7�,ﾈﾞ��Y>�o2�

項 冦｢�
特定財源 劔一般財源 

国庫支出金 �78辷�ｾ��地方債 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�c��C��

1公債費 �60,048 田�ﾃ�C��0 �� ����

1元金 鼎づ�#R�46,018 �"ﾃ��r� �� 鼎づ�#R�Cづ�#R� 

i �� ���

2利子 ��"ﾃ�#2�14,030 ��#"ﾃ��r� �� ��"ﾃ�#2��"ﾃ�#2� 

I � �� ��i �� ��

計 �60,048 田�ﾃ�C��0 �� ��60,048 ��
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(単位:千円) 

節 

区分 仞�ｧ｢�説明 

1借入金償還費(道路管理課)48,025 23償還金利子及 鼎づ�#R�

び割引料 �23償還金利子及び割引料48,025 

地方公共団体金融機構借入分36,729 

郵便貯金.簡易生命保険管理機構借入分11,296 

1借入金利子支払費(道路管理課)12,023 23償還金利子及 ��"ﾃ�#2�

び.割引料 �23償還金利子及び割引料12,023 

･地方公共団体金融機構借入分8,328 

郵便貯金.簡易生命保険管痩機構借入分3,658 
一時借入金利十37 

第2款　公　債　費
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第3款　予　備　費　(予算額2,287千円)

科目 剿{年度 予算額 ����7��uﾈ螽ｧ｢�比較 増△減 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�

項 冦｢�
特定財源 劔一般財源 

国庫支出金 �78辷�ｾ��地方債 ��ｨ+ｸ,ﾉ�ﾂ�ﾃ"ﾃ#コ�
1予備費 �2,287 釘ﾃ�3b�△1,849 �� 剴"�

1予備費 �"ﾃ#ビ�4,136 ��#�ﾃイ�� �� �"ﾃ#コ�2 

rF l 

計 �2,287 釘ﾃ�3b�△1,849 �� ��2,285 �"�
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第3款　予　備　費
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