
平 成 ２８ 年 度

み な か み 町 下 水 道 事 業 特 別 会 計

補 正 予 算 書 ( 第 ２ 号 )



平成２８年度 みなかみ町下水道事業特別会計補正予算(第２号)

平成２８年度みなかみ町の下水道事業特別会計の補正予算(第２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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７９，２０６千円を減額し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ１，０３１，５９４千円とする。

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）
第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費
は、「第２表 繰越明許費」による。

（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２９年 ３月 ７日 提出

みなかみ町長 岸 良 昌



��������	
��

������ ������

������������������� � �

������� ������� ������� �	����

������� ������� ������� �	����

�� �� 	������ ���
�� 	���	��

!"� ���� 	������ ���
�� 	���	��

��#$ ������ ����
�� ���
��

#$�� ������ ����
�� ���
��

������
�� ������ ��������	������������%������

�&'()*+,"�

������ ����	
�

����������������� � �

����� ������ ��	��	� ���	�


������� ������ ��	��	� ���	�


�
������ ������
 ����		 ������


� ������ ����
�� ��	�			 ����
��

!"#$%&� �����
 
���	� �
��			 ���	�

'(������ ������	 ��
�		 ������	

)�*�+,��� ��	�
 ���			 ��	�


����	��		 ���
	� ��	�����������������-������

�����!./�



下水道事業特別会計　　　　2

　第２表

（単位：千円）

1 　公　共　下　水　道　費 公共下水道（水上処理分区）長寿命化事業 17,600

2 　特定環境保全公共下水道費 公共下水道（猿ヶ京処理区）長寿命化事業 86,940

104,540合　　　計

   　　　　　　繰 越 明 許 費

款 　項 事　業　名 金　　額

2 　下　水　道　事　業　費
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（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　

公共下水道事業 115,800
証書借入

又は
証券発行

5.0%以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金、地方公共団
体金融機構資金
及び銀行その他
の資金につい
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）

　政府資金及び地方公
共団体金融機構資金に
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
と協定するところによ
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、
又は繰上償還もしくは
低利に借換えすること
ができる。

100,300
証書借入

又は
証券発行

5.0%以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金、地方公共団
体金融機構資金
及び銀行その他
の資金につい
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）

　政府資金及び地方公
共団体金融機構資金に
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
と協定するところによ
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、
又は繰上償還もしくは
低利に借換えすること
ができる。

流域下水道事業 39,900 〃 〃 〃 26,100 〃 〃 〃

資本費平準化債 120,000 〃 〃 〃 93,450 〃 〃 〃

 第３表　　　　　　　　　　　　　　　地 方 債 補 正

補　正　前 補　正　後

合　　　　　計 275,700 219,850

起債目的
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１　　一　般　職
 
 （１）　総　　　括

　 （単位：千円）

（人）

補正後 5 0 22,144 18,949 41,093 7,623 48,716

補正前 5 0 24,384 19,417 43,801 8,491 52,292

比　　較 0 0 -2,240 -468 -2,708 -868 -3,576

（単位：千円）

区分 期末手当 勤勉手当 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 寒冷地手当 退職手当

補正後 5,592 3,691 1,332 1,511 0 402 1,437 495 4,489

補正前 6,152 3,824 1,927 904 0 336 842 495 4,937

比較 -560 -133 -595 607 0 66 595 0 -448

計

給　与　費　明　細　書

区分
職員数

職員手当
の 内  訳

共済費 合計 備考
給　　　与　　　費

報酬 給料 職員手当


	繰越明許費（下水）
	下水特会(繰越明許費) 
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