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令和３年度香春町柿下財産区特別会計補正予算（第１号） 

 

 

令和３年度香春町の柿下財産区特別会計補正予算（第１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に歳入歳出それぞれ４，４８７千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７，００６千円とする。 
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。 

 

 

 

令和３年９月９日提出 

 

管理者 福岡県香春町長     鶴  我  繁  和 
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　　　　　　　第  １  表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
 歳  　入 (単位：千円)

項 補正前の額 補正額 計

12,338 4,294 16,632

  １雑入 12,338 4,294 16,632

1 193 194

  １繰越金 1 193 194

12,519 4,487 17,006

款

  ２諸収入

  ４繰越金

歳　　　　入　　　　合　　　　計
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 歳　  出 (単位：千円)

項 補正前の額 補正額 計

12,509 4,487 16,996

  １管理会費 12,509 4,487 16,996

12,519 4,487 17,006

款

  １管理会費

歳　　　　出　　　　合　　　　計
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事項別明細書 

 

-89-



１．総　  括　　歳入歳出予算事項別明細書
  歳  　入

補正前の額

１ 財産収入 34

２ 諸収入 12,338

３ 繰入金 146

４ 繰越金 1

12,519歳　　入　　合　　計

款
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（単位：千円）

補正額 計

0 34

4,294 16,632

0 146

193 194

4,487 17,006
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  歳　  出

補 正 前 の 額 補　正　額 計

１ 管理会費 12,509 4,487 16,996

２ 予備費 10 0 10

12,519 4,487 17,006歳　　出　　合　　計

款
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（単位：千円）

国県支出金 地　　方　　債 そ　　の　　他

4,294 193

4,294 193

特　　　　　定　　　　　財　　　　　源
補　正　額　の　財　源　内　訳

一　般　財　源
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歳　入
款 ２ 諸収入

款 項 目

2 諸収入 12,338 4,294 16,632

1 雑入 12,338 4,294 16,632

1 雑入 12,338 4,294 16,632

4 繰越金 1 193 194

1 繰越金 1 193 194

1 繰越金 1 193 194

科　　　　　　　　　　　目
補 正 前 の 額 補　　正　　額 計
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（単位：千円）

区　　分 金　　額

1 雑入 4,294 水源林造林事業分担金                     4,294

1 繰越金 193 繰越金                       193

節
説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明
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歳　出
款 １ 管理会費

国県支出金 地 方 債 そ の 他

1 管理会費 12,509 4,487 16,996 4,294

1 管理会費 12,509 4,487 16,996 4,294

1 管理会費 12,509 4,487 16,996 4,294

補　正　額　の　財　源

款 項 目
特 　　定 　　財 　　源

科　　　　　目
補正前の額 補 正 額 計
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（単位：千円）

内　　訳

区　　分 金　　額

193

193

193 12委　託　料 4,294 〇管理会費一般事業               4,487
　委　託　料               4,294
　　　・水源林造林事業委託料               4,294

24積　立　金 193 　積　立　金                 193
　　　・基金積立金                 193

節 説　　　　　　　　　　　　明
一般財源
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