
-307-１款  農業集落排水管理費

３　歳　　　出
１款  農業集落排水管理費   １項  農業集落排水管理費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(使)

 1 総務管理費 10,728 10,799 △71 2,355  2 給料 3,893 職員人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,796

(繰) 　給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,893

8,371  3 職員手当等 2,605 　職員手当等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,605

(諸) 　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,276

2  4 共済費 1,276 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　22

総務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,932

11 需用費 140 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 140

　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9

12 役務費 9 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 459

　　　農業集落排水施設使用料徴収業務委託料

13 委託料 459 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　26

　　　排水設備等工事資金融資利子補給補助金　　　　　26

19 負担金、補 48 　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　　　　50

助及び交付 　公課費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,248

金

23 償還金、利 50

子及び割引

料

27 公課費 2,248

(使)

 2 施設管理費 21,314 17,579 3,735 1,534 11 需用費 7,509 施設管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,314

(繰) 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,509

19,780 12 役務費 3,743 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,743

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,921



308--１款  農業集落排水管理費 ２款  農業集落排水事業費

１款  農業集落排水管理費   １項  農業集落排水管理費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

　　　日常管理業務委託料（沢田飯豊）

13 委託料 8,921 　　　日常管理委託料（綾織）

　　　施設維持管理業務委託料

14 使用料及び 260 　　　施設水質分析業務委託料

賃借料 　　　消防用設備点検業務委託料

　　　農業集落排水台帳管理システム構築業務委託料

15 工事請負費 800 　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　　 260

　工事請負費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800

16 原材料費 79 　　　管路舗装補修工事請負費

　原材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79

19 負担金、補 2 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　 2

助及び交付 　　　電波利用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

金

計 32,042 28,378 3,664 32,042

２款  農業集落排水事業費   １項  農業集落排水事業費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(国) (使)

 1 処理場施設費 2,001 2,000 1 2,000 1 13 委託料 2,001 農業集落排水事業　　　　　　　　　　　　　　　　 2,001

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,001

　　　農業集落排水施設(綾織)機能診断調査業務委託料

計 2,001 2,000 1 2,000 1



-309-３款  公債費 ４款  予備費

３款  公債費   １項  公債費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(分)

 1 元金 37,096 36,342 754 2 23 償還金、利 37,096 市債元金償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　37,096

(使) 子及び割引 　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　　37,096

3,017 料

(繰)

34,076

(繰越)

1

(繰)

 2 利子 11,464 12,218 △754 11,464 23 償還金、利 11,464 市債利子償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　11,464

子及び割引 　償還金、利子及び割引料　　　　　　　　　　　　11,464

料

計 48,560 48,560 0 48,560

４款  予備費   １項  予備費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(繰)

 1 予備費 100 100 0 100 予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100

計 100 100 0 100


