
議案第２５号 

 

 

平成３１年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

 

平成３１年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，７３６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 



 

 

 

平成３１年 ３ 月 ５ 日  提 出 

 

                    琴 浦 町 長    小 松 弘 明  

 

 

平成３１年   月  日 

 

                    琴浦町議会議長    小 椋 正 和  



歳　入 住　　　新　（単位：千円）

款

１． 県支出金 345

１． 県補助金 345

２． 諸収入 7,491

１． 貸付金元利収入 7,491

３． 繰越金 3,900

１． 繰越金 3,900

11,736

歳　出 住　　　新　（単位：千円）

款

１． 資金貸付事業費 745

１． 資金貸付事業費 745

２． 公債費 3,303

１． 公債費 3,303

３． 諸支出金 1,950

１． 繰出金 1,950

４． 予備費 5,738

１． 予備費 5,738

11,736

－　１　－

歳               出               合               計

項 金　　　　　　　　　　　額

第 １ 表      歳  入  歳  出　予  算

項 金　　　　　　　　　　　額

歳               入               合               計



１．総　括
（歳　入） 住　　　新　（単位：千円）

1．

2．

3．

（歳　出） 住　　　新　（単位：千円）

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　　較 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

1. 資金貸付事業費 745 816 △71 345 400 

2. 公債費 3,303 4,349 △1,046 3,303 

3. 諸支出金 1,950 3,100 △1,150 1,950 

4. 予備費 5,738 6,590 △852 5,738 

11,736 14,855 △3,119 345 11,391 

一 般 財 源

繰越金

歳          入          合          計

歳     出     合     計

3,900 6,200 △2,300 

11,736 14,855 △3,119 

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

－　２　－

比　　　　　　較款 本　年　度　予　算　額 前　年　度　予　算　額

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

県支出金 345 376 △31 

諸収入 7,491 8,279 △788 



２．歳　入

（款） 1. 県支出金    （項） 1. 県補助金 住　　　新　（単位：千円）

1. 住宅新築資金等貸付事 1. 住宅新築資金等貸付事業費補助金 345 

業費補助金 業費補助金

　 　　計

（款） 2. 諸収入    （項） 1. 貸付金元利収入

1. 住宅新築資金貸付金元 1. 住宅新築資金貸付金元利収入 720 

利収入 　元金収入 694 

　利子収入 26 

2. 過年度収入 4,370 

　元金収入 3,759 

　利子収入 611 

2. 住宅改修資金貸付金元 2. 過年度収入 297 

利収入 　元金収入 257 

　利子収入 40 

3. 宅地取得資金貸付金元 1. 宅地取得資金貸付金元利収入 316 

利収入 　元金収入 309 

　利子収入 7 

2. 過年度収入 1,788 

　元金収入 1,505 

　利子収入 283 

　 　　計

－　３　－

現年度収入 720 

過年度収入 4,370 

過年度収入 1,788 

7,491 8,279 △788 

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較
節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　　　　分 金　　額

345 376 △31 住宅新築資金等貸付事 345 

345 376 △31 

297 315 △18 過年度収入 297 

2,104 2,243 △139 現年度収入 316 

5,090 5,721 △631 



（款） 3. 繰越金    （項） 1. 繰越金 住　　　新　（単位：千円）

1. 繰越金 1. 前年度繰越金 3,900 

　 　　計

３．歳　出

（款） 1.資金貸付事業費   （項） 1. 資金貸付事業費 住　　　新　（単位：千円）

地　方　債

1. 資金貸付事 816 旅費 33 普通旅費 33 

業費

需用費 214 消耗品費 102 

燃料費 94 

印刷製本費 18 

役務費 237 通信運搬費 219 

手数料 2 

自動車保険料 16 

使用料及び 248 使用料 38 

賃借料 借上料 210 

負担金、補 13 負担金 13 

助及び公布

金

　計 816 345 

－　４　－

金　額

前年度繰越金 3,900 

3,900 6,200 △2,300 

本 年 度 前 年 度 比　　較

本 年 度 の 財 源 内 訳
節

目 特　　定　　財　　源
一般財源

そ　の　他 区　　分

3,900 6,200 △2,300 

745 △71 345 400 9.

11.

12.

19.

745 △71 400 

14.

説　　　　　　　　　　　明

国県支出金

目 本　年　度 前　年　度 比　　　較
節

説　　　　　　　　　　　　明
区　　　　　分 金　　額



（款） 2.公債費   （項） 1. 公債費 住　　　新　（単位：千円）

地　方　債

1. 元金 4,050 償還金、利 長期債元金 3,140 

子及び割引

料

2. 利子 299 償還金、利 長期債利子 163 

子及び割引

料

　計 4,349 

（款） 3. 諸支出金  （項） 1. 繰出金

1. 繰出金 3,100 繰出金 一般会計繰出金 1,950 

　計 3,100 

（款） 4. 予備費  （項） 1. 予備費

1. 予備費 6,590 

　計 6,590 

23. 3,140 

163 △136 163 23. 163 

5,738 △852 5,738 

28. 1,950 

1,950 △1,150 1,950 

5,738 △852 5,738 5,738 

3,303 △1,046 3,303 

1,950 

－　５　－

本 年 度 前 年 度 比　　較

本 年 度 の 財 源 内 訳
節

目 特　　定　　財　　源
一般財源

説　　　　　　　　　　　明

国県支出金

1,950 

3,140 △910 3,140 

△1,150 

そ　の　他 区　　分 金　額


