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１．１．１．１．平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算書　第2号平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算書　第2号平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算書　第2号平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算書　第2号

平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算（第2号）平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算（第2号）平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算（第2号）平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算（第2号）実施計画変更平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算（第2号）実施計画変更平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算（第2号）実施計画変更平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算（第2号）実施計画変更

目目目目 次次次次
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平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算（第2号）平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算（第2号）平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算（第2号）平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算（第2号）

第１条　平成28年度吉野町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。第１条　平成28年度吉野町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。第１条　平成28年度吉野町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。第１条　平成28年度吉野町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。

収　　　入収　　　入収　　　入収　　　入

第１款第１款第１款第１款 水道事業収益水道事業収益水道事業収益水道事業収益

　第２項　第２項　第２項　第２項 　営業外収益　営業外収益　営業外収益　営業外収益

支　　　出支　　　出支　　　出支　　　出

第１款第１款第１款第１款 水道事業費用水道事業費用水道事業費用水道事業費用

　第１項　第１項　第１項　第１項 　営業費用　営業費用　営業費用　営業費用

収　　　入収　　　入収　　　入収　　　入

第１款第１款第１款第１款 資本的収入資本的収入資本的収入資本的収入

　第１項　第１項　第１項　第１項 　他会計補助金　他会計補助金　他会計補助金　他会計補助金

支　　　出支　　　出支　　　出支　　　出

第１款第１款第１款第１款 資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出

　第１項　第１項　第１項　第１項 　建設改良費　建設改良費　建設改良費　建設改良費

第４条　予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。第４条　予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。第４条　予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。第４条　予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。

職員給与費職員給与費職員給与費職員給与費

第５条　予算第８条に定めた補助金の金額を次のように改める。第５条　予算第８条に定めた補助金の金額を次のように改める。第５条　予算第８条に定めた補助金の金額を次のように改める。第５条　予算第８条に定めた補助金の金額を次のように改める。

他会計補助金他会計補助金他会計補助金他会計補助金

平成平成平成平成 28282828 年年年年 9999 月月月月 2222 日提出日提出日提出日提出

吉　野　町　長　　北　岡　　篤吉　野　町　長　　北　岡　　篤吉　野　町　長　　北　岡　　篤吉　野　町　長　　北　岡　　篤

131,250千円131,250千円131,250千円131,250千円 300千円300千円300千円300千円 131,550千円131,550千円131,550千円131,550千円

64,670千円64,670千円64,670千円64,670千円 300千円300千円300千円300千円 64,970千円64,970千円64,970千円64,970千円

（（（（ 科科科科 目目目目 ）））） （（（（ 既既既既 決決決決 予予予予 定定定定 額額額額 ）））） （（（（ 補補補補 正正正正 予予予予 定定定定 額額額額 ）））） （（（（ 計計計計 ））））

（（（（ 科科科科 目目目目 ）））） （（（（ 既既既既 決決決決 予予予予 定定定定 額額額額 ）））） （（（（ 補補補補 正正正正 予予予予 定定定定 額額額額 ）））） （（（（ 計計計計 ））））

193,510千円193,510千円193,510千円193,510千円

162,400千円162,400千円162,400千円162,400千円

第３条　予算第４条本文括弧書中「過年度分損益勘定留保資金56,810千円」を「過年度分損益勘定留第３条　予算第４条本文括弧書中「過年度分損益勘定留保資金56,810千円」を「過年度分損益勘定留第３条　予算第４条本文括弧書中「過年度分損益勘定留保資金56,810千円」を「過年度分損益勘定留第３条　予算第４条本文括弧書中「過年度分損益勘定留保資金56,810千円」を「過年度分損益勘定留

保資金56,120千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。保資金56,120千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。保資金56,120千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。保資金56,120千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

570千円570千円570千円570千円

570千円570千円570千円570千円

194,080千円194,080千円194,080千円194,080千円

162,970千円162,970千円162,970千円162,970千円

9,930千円9,930千円9,930千円9,930千円

199,580千円199,580千円199,580千円199,580千円 340千円340千円340千円340千円 199,920千円199,920千円199,920千円199,920千円

58,980千円58,980千円58,980千円58,980千円 340千円340千円340千円340千円 59,320千円59,320千円59,320千円59,320千円

（（（（ 科科科科 目目目目 ）））） （（（（ 既既既既 決決決決 予予予予 定定定定 額額額額 ）））） （（（（ 補補補補 正正正正 予予予予 定定定定 額額額額 ）））） （（（（ 計計計計 ））））

14,760千円14,760千円14,760千円14,760千円 870千円870千円870千円870千円 15,630千円15,630千円15,630千円15,630千円

（（（（ 科科科科 目目目目 ）））） （（（（ 既既既既 決決決決 予予予予 定定定定 額額額額 ）））） （（（（ 補補補補 正正正正 予予予予 定定定定 額額額額 ）））） （（（（ 計計計計 ））））

第２条　平成28年度水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び第２条　平成28年度水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び第２条　平成28年度水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び第２条　平成28年度水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び

支出の予定額をつぎのとおり補正する。支出の予定額をつぎのとおり補正する。支出の予定額をつぎのとおり補正する。支出の予定額をつぎのとおり補正する。

990千円990千円990千円990千円 10,920千円10,920千円10,920千円10,920千円

（（（（ 科科科科 目目目目 ）））） （（（（ 既既既既 決決決決 予予予予 定定定定 額額額額 ）））） （（（（ 補補補補 正正正正 予予予予 定定定定 額額額額 ）））） （（（（ 計計計計 ））））

9,930千円9,930千円9,930千円9,930千円 990千円990千円990千円990千円 10,920千円10,920千円10,920千円10,920千円

（（（（ 科科科科 目目目目 ）））） （（（（ 既既既既 決決決決 予予予予 定定定定 額額額額 ）））） （（（（ 補補補補 正正正正 予予予予 定定定定 額額額額 ）））） （（（（ 計計計計 ））））

13,370千円13,370千円13,370千円13,370千円 1,330千円1,330千円1,330千円1,330千円 14,700千円14,700千円14,700千円14,700千円

【 1 】  



平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算（第2号）実施計画変更平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算（第2号）実施計画変更平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算（第2号）実施計画変更平成28年度吉野町水道事業特別会計補正予算（第2号）実施計画変更

収益的収入収益的収入収益的収入収益的収入

1.水道事業収益1.水道事業収益1.水道事業収益1.水道事業収益 199,580199,580199,580199,580 340340340340 199,920199,920199,920199,920

2.営業外収益2.営業外収益2.営業外収益2.営業外収益 58,98058,98058,98058,980 340340340340 59,32059,32059,32059,320

5.他会計補助金5.他会計補助金5.他会計補助金5.他会計補助金 3,4403,4403,4403,440 340340340340 3,7803,7803,7803,780

収益的支出収益的支出収益的支出収益的支出

1.水道事業費用1.水道事業費用1.水道事業費用1.水道事業費用 193,510193,510193,510193,510 570570570570 194,080194,080194,080194,080

1.営業費用1.営業費用1.営業費用1.営業費用 162,400162,400162,400162,400 570570570570 162,970162,970162,970162,970

2.配水及び給水費2.配水及び給水費2.配水及び給水費2.配水及び給水費 26,14026,14026,14026,140 500500500500 26,64026,64026,64026,640

3.総係費3.総係費3.総係費3.総係費 15,34015,34015,34015,340 70707070 15,41015,41015,41015,410

資本的収入資本的収入資本的収入資本的収入

1.資本的収入1.資本的収入1.資本的収入1.資本的収入 9,9309,9309,9309,930 990990990990 10,92010,92010,92010,920

1.他会計補助金1.他会計補助金1.他会計補助金1.他会計補助金 1.他会計補助金1.他会計補助金1.他会計補助金1.他会計補助金 9,9309,9309,9309,930 990990990990 10,92010,92010,92010,920

資本的支出資本的支出資本的支出資本的支出

1.資本的支出1.資本的支出1.資本的支出1.資本的支出 131,250131,250131,250131,250 300300300300 131,550131,550131,550131,550

1.建設改良費1.建設改良費1.建設改良費1.建設改良費 64,67064,67064,67064,670 300300300300 64,97064,97064,97064,970

1.施設改良費1.施設改良費1.施設改良費1.施設改良費 64,67064,67064,67064,670 300300300300 64,97064,97064,97064,970

計計計計

款款款款 項項項項 目目目目 既決予定額既決予定額既決予定額既決予定額 補正予定額補正予定額補正予定額補正予定額 計計計計

款款款款 項項項項 目目目目 既決予定額既決予定額既決予定額既決予定額 補正予定額補正予定額補正予定額補正予定額

計計計計

款款款款 項項項項 目目目目 既決予定額既決予定額既決予定額既決予定額 補正予定額補正予定額補正予定額補正予定額 計計計計

款款款款 項項項項 目目目目 既決予定額既決予定額既決予定額既決予定額 補正予定額補正予定額補正予定額補正予定額

【 2 】



（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

区分区分区分区分 金　額金　額金　額金　額

1.一般会計補助金1.一般会計補助金1.一般会計補助金1.一般会計補助金 340340340340 繰出基準の変更による繰出基準の変更による繰出基準の変更による繰出基準の変更による

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

区分区分区分区分 金　額金　額金　額金　額

2.手当2.手当2.手当2.手当 500500500500

5.法定福利費5.法定福利費5.法定福利費5.法定福利費 70707070

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

区分区分区分区分 金　額金　額金　額金　額

1.一般会計補助金1.一般会計補助金1.一般会計補助金1.一般会計補助金 990990990990 繰出基準の変更による繰出基準の変更による繰出基準の変更による繰出基準の変更による

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

区分区分区分区分 金　額金　額金　額金　額

2.手当2.手当2.手当2.手当 300300300300

節節節節

付　　記付　　記付　　記付　　記

節節節節

付　　記付　　記付　　記付　　記

節節節節

付　　記付　　記付　　記付　　記

節節節節

付　　記付　　記付　　記付　　記

【 3 】


