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議案第1 0号

平成30年度留萌市下水道事業特別会計予算

平成30年度留萌市の下水道事業特別会計予算は､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1,380,329千円と定める｡

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｡

(債務負担行為)

第2条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項､期間及び限度額は､ ｢第2表　債務負担行為｣による｡

(地　方　債)

第3条　地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的､限度額､起債の方法､利率及び償還の方法は､ ｢第3表　地方債｣による｡

(一時借入金)

第4条　地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は､

1,000,000千円と定める｡

平成30年2月6日提出

留萌市長　　高　橋　定　敏
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第1表　歳入歳出予算

1　歳　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

款 俘��金額 

1分担金及び負担金 ��5,857 

1負担金 迭ﾃゴr�

2使用料及び手数料 ��351,985 

1使用料 �3S�ﾃ塔R�

3国庫支出金 ��165,400 

1国庫補助金 ��cRﾃC���

4繰入金 ��398,986 

1繰入金 �3唐ﾃ塔b�

5繰越金 ��1 

l繰越金 ���

6市債 ��458,100 

l市債 鼎Sづ����

歳入合計 僮,380,329 
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2　歳　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

款 俘��金額 

1下水道費 ��562,206 

1下水道管理費 �#3Bﾃ��b�

2下水道建設費 �3#rﾃC���

2公債費 ��815,123 

1公債費 塔�Rﾃ�#2�

3予備費 ��3,000 

1予備費 �2ﾃ����

歳出合計 僮,380,329 
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第　2　表　債務負担行為

事項 弍ｨｭB�限度額 

留萌市水洗便所改造等資金貸付に係る 兌ﾙ�ﾃ3�D�7�*�.r�留萌市水洗便所改造等資金貸付 条例により貸付した資金につい 
損失補償 兌ﾙ�ﾃ3YD�7�-ﾈ,R�て借受者が金融機関に損失を与 えた額 

浄化センター改築.更新工事 兌ﾙ�ﾃ3�D�7�*�.r�千円 349,000 

(電気.機械) 兌ﾙ�ﾃ3�D�7�-ﾈ,R�及び消費税率等の変更に伴う 増額分 

第　3　表　地　方　債

起債の目的 侘�7逢｢�起債の方法 凉越b�償還の方法 

下水道事業 ��x冷�普通貸借 又は登録債 湛潔>��R���政府資金については､その融資条件に 197,900 �(ただし､利率見直し 方式で借り入れる資 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) �.h.芥ｾ(ﾗ8+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ��ｾ�,ﾈ�ｨﾘx,ﾘ+ｸ,ﾂ�ﾜ(ﾊ��(,h,ﾈｺi.�,�.h.�.�,ﾈ,h+x.鑓+ﾒ�+�+ZH�8ﾞ��ﾘ,ﾉ78ﾘx,�.h.飲隴)D靂�,ﾂ�¥�芥ﾄｨ�8�ｭ)iH,ﾚI.�y�,倆�.悪x*b�+x.�+�,h*ｨ,X*ｸ.薬�

資本費平準化債 �#c�ﾃ#���II 牝��II 
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1　総　括
歳　入　歳　出　予算　事項別　明　細　書

(歳　入)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)

款 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�前年度予算額 儂Hｧ"�

1分担金及び負担金 迭ﾃゴr�592 迭ﾃ#cR�

2使用料及び手数料 �3S�ﾃ塔R�354,200 ��#"ﾃ#�R�

3国庫支出金 ��cRﾃC���201,900 ��#3bﾃS���

4繰入金 �3唐ﾃ塔b�389,040 湯ﾃ鼎b�

5繰越金 ���0 ���

6市債 鼎Sとﾆ��532,700 ��#sBﾃc���

○諸収入 ���16,018 ��#�bﾃ����

歳入合計 ��ﾃ3��ﾃ3#��1,494,450 ��#��Bﾃ�#��
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款 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�前年度予算額 儂Hｧ"�

1下水道費 鉄c"ﾃ#�b�630,048 ��#crﾃイ"�

2公債費 塔�Rﾃ�#2�822,855 ��#rﾃs3"�

3予備費 �2ﾃ����3,000 ���

○前年度繰上充用金 ���38,547 ��#3づSCr�

歳出合計 白ﾃ3��ﾃ3#��1,494,450 ��#��Bﾃ�#��
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(単位:千円)

本年度予算額の財源内訳 

特定財源 劔一般財源 

国庫支出金 �;倡因���地方債 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

165,400 ��151,000 �#CRﾃ��R�I 

307,loo ���津�3r�398,986 

3,000 ��

165,400 ��458,100 �3Srﾃイ"�398,987 
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2　歳　入

(款)　1分担金及び負担金
(項)　l　負担金

款項目 劔本年度 ����7��比較 

1 �� 兒ｩ%8ｾ�ｷ�-�X�%8ｾ��5,857 鉄�"�5,265 

1 ��負担金 迭ﾃゴr�592 迭ﾃ#cR�

1 假8揺�)X�%8ｾ��5,857 鉄�"�5,265 

2 �� 俶yw�{��-�詹�I{��351,985 �3SBﾃ#���△2,215 

1 ��使用料 �3S�ﾃ塔R�354,200 ��#"ﾃ#�R�

1 �ｩ�Y;俶yw�{��351,985 �3SBﾃ#���△2,215 

3 �� 俛�ﾌ倡因���165,400 �#��ﾃ����△36,500 

I ��国庫補助金 ��cRﾃC���201,900 ��#3bﾃS���

I �ｩ�Y;儂�(�ｾ��165,400 �#��ﾃ����△36,500 

4 �� 估ｩ?ﾈｾ��398,986 �3ヲﾃ�C��9,946 

1 ��繰入金 �3唐ﾃ塔b�389,040 湯ﾃ鼎b�

I �ｩLｨ檍ﾇhﾄｩ?ﾈｾ��398,986 �3ヲﾃ�C��9,946 

5 �� 估ｨ葎ｾ��I ���I 

I ��繰越金 ���0 ���

I 估ｨ葎ｾ��I ���I 

6 �� 倡8ﾜ"�458,loo 鉄3"ﾃs���△74,600 

I ��市債 鼎Sづ����532,700 ��#sBﾃc���

1 �ｩ�Y;俐"�458,loo 鉄3"ﾃs���△74,600 

(下水道事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

1受益者負担 迭ﾃゴr�1下水道事業受益者負担金 
金 �5,963×98.22% 

1下水道使用 �3S�ﾃ塔R�l下水道使用料[現年度分]348,004 

料 �358,768×97.00% 

2下水道使用料[滞納繰越分]3,981 
23,665×16.82% 

l下水道費補 ��cRﾃC���l下水道費補助金 

助金 兌処理場電気.機械設備]173,000×5.5/10-95,150 

[II土木工事]15,000×5,5/10-8,250 

[II施工監理]8,500×l/2-4,250 

[II資材価格調査]3,500×l/2-I,750 

[IIストックマネジメント計画策定] 
22,000Xl/2-ll,000 

[雨水管布設]35,000×1/2-17,500 

[II地盤変動調査]4,000Xl/2-2,000 

[II移設補償]1,000×1/2-500 

[汚水管測量調査]12,000Xl/2-6,000 

[II地質調査]4,000Xl/2-2,000 

[II実施設計]34,000×l/2-17,000 

1-般会計繰 入金 �3唐ﾃ塔b�I-般会計繰入金 

1前年度繰越 金 ���1前年度繰越金 

1下水道債 鼎Sづ����1下水道事業債151,000 

[処理場](207,200-109,400)×100%-97,800 

[雨水管](46,500-20,000)×100%-26,500 

[汚水管](51,700-25,000)×100%二26,700 

2下水道事業債(特別措置分)46,900 
3資本費平準化債260,200 
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(款)　○　諸収入
(項)　○　雑　　入

款項目 劔本年度 ����7��比較 

○ �� 傚H�?ﾂ�0 ��bﾃ����△16,018 

○ ��雑入 ���16,018 ��#�bﾃ����

○ 俐�?ﾈﾈxｭy^)5X�?ﾂ�0 ��bﾃ����△16,018 

(下水道事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�
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3　歳　出

(款)　1下水道費
(項)　l　下水道管理費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

1 �� �ｩ�Y;儂��562,206 田3�ﾃ�C��△67,842 鉄c"ﾃ#�R�1 

1 ��下水道管理 費 �#3Bﾃ��b�241,148 ��#bﾃ3C"�234,805 ���

1 �ｩLｨｬyyﾙN��43,909 田RﾃC���△21,らlo 俶yw�{���I{��C2ﾃ����1 

(下水道事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

l報剛 ��ﾃcs2�6-01快適な住環境と自然環境 

2給料 3職員手当等 4共済費 8報償費 9旅費 釘ﾃ3#r�"ﾃ�32��ﾃS���3b���"�(1)普及促進事業2,528 

嘱託職員報酬(1,619) 
嘱託職員社会保険料(247) 
嘱託職員労働保険料(10) 
消耗品費(6) 
印刷製本費(87) 
通信運搬費(41) 手数料(77) 

下水道認可区域内浄化槽設置事業補助金(441) 

11需用費 12役務費 13委託料 �3�"��cb��bﾃ����(2)受益者負担金賦課徴収事業113 

受益者負担金前納報償金(36) 
消耗品費(60) 
通信運搬費(16) 
手数料(1) 

19負担金､補 助及び交付 金 湯ﾃSs��づ����(3)下水道使用料賦課徴収委託料16,000 

7-01その他の事務 

27公課費 �(1)-般管理事業25,268 

上下水道事業運営委員会委員報酬(54) 
委員3,000円×9人×2回 
職員給料(4,327) 

期末手当(982) 
勤勉手当(680) 
寒冷地手当(44) 
時間外勤務手当(303) 
通勤手当(24) 
共済組合負担金(1,327) 
公務災害補償基金納付金(7) 
普通旅費(102) 
消耗品費(159) 
通信運搬費(31) 
日本下水道協会負担金(78) 
日本下水道協会北海道地方支部負担金(33) 
各種会議負担金(2) 
水道事業兼務職員給与一部負担金(9,025) 
消費税及び地方消費税(8,090) 
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(款)　1下水道費
(項)　1下水道管理費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

2 豫xｹH査鰮N��26,711 �#2ﾃ�C"�3,669 俶yw�{���I{��#bﾃs��� 

3 ��(嶌5ｨ985���ｹN��164,186 ��S"ﾃcビ�ll,499 俶yw�{���I{���cBﾃ�ッ� 

(下水道事業特別会計)

-358-



(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

2給料 途ﾃ3�2�6-01快適な住環境と自然環境 

3職員手当等 4共済費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 釘ﾃ#s��"ﾃC#b�bﾃ�#R�#C2�"ﾃ����#b�2ﾃS���(1)管渠維持管理事業26,711 

職員給料(7,313) 
扶養手当(198) 
期末手当(1,702) 

勤勉手当(1,179) 
寒冷地手当(183) 
時間外勤務手当(512) 
住居手当(324) 
児童手当(180) 
共済組合負担金(2,413) 
公務災害補償基金納付金(13) 

賃催料 15工事請負費 剌ﾁ耗品費(280) 
光熱水費(I,345) 
修繕料(4,500) 

通信運搬費(156) 
保険料(87) 
施設管理委託料(300) 
管渠清掃委託料(2,500) 
管渠布設用地借上料(26) 
公共桝等設置工事(1,000) 
マンホール段差解消等工事(2,500) 

9旅費 ����6-01快適な住環境と自然環境 

ll需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び ��津3S���Sb��C2ﾃ�cr�S����ﾃ�コ�(I)浄化センター維持管理事業164,186 

普通旅費(19) 
消耗品費(818) 
燃料費(574) 
光熱水費(16,096) 

鱗運搬費(1,8(5g) 手数料(55) 保険料(68) 
賃催料 18備品購入費 

浄化センター管理委託料(90,936) 

勝頼籠鱒鰯雲翳託料総 
水質分析委託料(940) 

擬謀議委託料(鵠 
除雪機械借上料(501) 
機器等購入費(I,085) 
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(款)　1下水道費
(項)　2　下水道建設費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

2 i ��下水道建設 費 �3#rﾃC���388,900 ��#c�ﾃS���327,400 ��

I �ｩ�Y;佶ｩ�ﾒ�N��327,400 �3モﾃ����△61,500 俛�ﾌ倡因�����cRﾃC���&饑ｸﾜ"��S�ﾃ����Zｩ%8ｾ�X�%8ｾ��Rﾃゴr�諍w�{���I{��Rﾃ�C2� 

(下水道事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

2給料 釘ﾃS���6-01快適な住環境と自然環境 

3職員手当等 4共済費 9旅費 11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費 22補償､補填 �"ﾃS迭��ﾃSッ�#S"�s���ビ�モﾃ����cc��##づ�����ﾃ����(I)公共下水道整備事業(補助)312,000 

浄化センター改築.更新工事施工監理委託料(8,500) 
浄化センター改築.更新工事資材価格調査委託料(3,500) 
ストックマネジメント計画策定委託料(22,000) 

雨水管地盤変動調査委託料(4,000) 
汚水管実施設計委託料(34,000) 
汚水管測量調査委託料(12,000) 
汚水管地質調査委託料(4,000) 
浄化センター改築.更新工事(電気.機械)(173,000) 
浄化センター改築.更新工事(土木)(15,000) 
雨水幹線布設工事(35,000) 
上水道管移設補償金(1,000) 

(2)公共下水道整備事業(単独)15,400 
職員給料(4,501) 

扶養手当(78) 
期末手当(1,040) 

勤勉手当(720) 
及び賠償金 刳ｦ冷地手当(117) 

時間外勤務手当(316) 
住居手当(324) 
共済組合負担金(1,578) 
公務災害補償基金納付金(8) 
普通旅費(252) 
消耗品費(638) 
燃料費(80) 手数料(87) 

機器等借上料(398) 
土木積算システム使用料(263) 
雨水幹線付帯工事(5,000) 
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(款)　2　公債費
(項)　l　公債費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

2 �� 佰hﾜ)N��815,123 塔#"ﾃゴR�△7,732 鼎�bﾃ�3r�398,986 

1 ��公債費 塔�Rﾃ�#2�822,855 ��#rﾃs3"�416,137 �3唐ﾃ塔b�

I 侏8ｾ��713,140 都�bﾃピb�6,264 �&饑ｸﾜ"�#��ﾃS���諍w�{���I{����津�3r�323,603 

2 凉育��101,983 ���Rﾃ都��△13,996 �&饑ｸﾜ"�#bﾃc���75,383 

(下水道事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�

23償還金､利 子及び割引 料 都�2ﾃ�C��7-01その他の事務 

(1)公債費713,140 

長期債元金償還金(713,140) 

23償還金､利 子及び割引 料 ����ﾃ塔2�7-01その他の事務 

(I)公債費101,983 

長期債利子(98,983) 
一時借入金利子(3,000) 
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(款)　3　予備費
(項)　l　予備費

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

3 �� 冰ﾉOYN��3,000 �2ﾃ����0 �2ﾃ���� 

1 ��予備費 �2ﾃ����3,000 ���3,000 ��

i 冰ﾉOYN��3,000 �2ﾃ����0 俶yw�{���I{��2ﾃ���� 

(下水道事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区分 仞�ｧ｢�
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(款)　○　前年度繰上充用金
(項)　○　前年度繰上充用金

款項目 劔本年度 ����7��比較 冏ｹD�7�,ﾈﾞ�ﾋ�>�o2�
特定財源 �ｩLｨﾞ�ﾋ��

○ �� ����7案ｨ�2��w�ｾ��0 �3づSCr�△38,547 �� 

○ ��前年度繰上 充用金 ���38,547 ��#3づSCr� ��

○ ����7案ｨ�2��w�ｾ��0 �3づSCr�△38,547 �� 

(下水道事業特別会計)
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(単位:千円)

節 剞燒ｾ 

区`分 仞�ｧ｢�
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給　与　費　明　細　書

1.特別職(単位:千円) 

区分 剞E員数 (人) 从ｹu餒��劔刹､済費 俘xﾇb�
報酬 从ｹ{��期末手当 僖隴H辷ｸｹzb�以饂｢��寒冷地 手当 �+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾂ�詹9b�汁 

本 午 皮 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ����I,673 �� �� ��1,673 �#Sr�1,930 

計 ����1,673 �� �� ��i,673 �#Sr�1,930 

前 午 皮 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ����60 �� �� ��60 ��60 

汁 ����60 �� �� ��60 ��60 

比 較 �+y9�� �� �� �� �� ��

議員 �� �� �� �� �� 

その他の 特別職 ���1,613 �� �� ��1,613 �#Sr�1,870 

汁 ���1,613 �� �� ��1,613 �#Sr�1,870 

2.一般職

(1)総括(単位:千円) 

区分 ��ﾘ耳什�B���ﾂ��給与費 劔共済費 俘xﾇb�
報酬 从ｹ{��職員手当 佗b�

本年度 窒ﾒ�� �*ﾓCS���"�く2595〉 �*ﾓs�塗�"�く1586〉 �*ﾓツ�(�"�

4 �16,141 唐ﾃ��b�′ 25,047 ��ﾂ�Rﾃ3Cb�I 30,393 

前年度 窒ﾒ�� �*ﾓCC�(�"�く2605〉 �*ﾓs�ベ�"�く1456〉 �*ﾓゴC8�"�

4 �13,887 白�bﾃsc��20,655 白�Bﾃ#sR�24,930 

比較 窒ﾒ�� �*ﾓ���"�く△10〉 �*ﾓ��"�く130〉 �*ﾓ�3��"�

0 �2,254 �"ﾃ�3��4,392 ��ﾃ�s��5,463 

※短時間勤務職員分()外書 
※事業支弁分く　〉内吉

職員手当 の内訳 仞iZ｢�扶養手当 弍ｩih詹9b�勤勉手当 亂i~)&韶�9b�時間外勤務 手当 �,ｨｼ韶�9b�

本年度 �*ﾓs��"�く1,040〉 �*ﾓs#��"�く117〉 �*ﾓ3�h�"�24 

276 �2ﾃs#B�2,579 �3CB�1,131 

前年度 �*ﾓ�#��"�く1,046〉 �*ﾓcォ�"�く117〉 �*ﾓ3�H�"�72 

120 �"ﾃピ��1,850 �##r�973 

比較 �*ﾘ�#C(�"�く△6〉 �*ﾓ3h�"�く0〉 �*ﾓ(�"�△48 

156 塔Cb�729 ���r�158 

職員手当 の内訳 仞iZ｢�住居手当 倬�;h耳詹9b�

本年度 �*ﾓ3#H�"�cC��180 

前年度 �*ﾓ3#H�"�cC�� 

比較 �*ﾓ��"���180 
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(2)給料及び職員手当の増減額の明細(単位:千円) 

区分 ��ﾘﾋ逢｢�増減事由別内訳 剞燒ｾ 儖Xﾖﾂ�

給料 �"ﾃ#SB�昇給に伴う増加i591 分 � 亦�

制度改正に伴う 増加分 ����給料表改定に伴う増 亦�����

その他の増加分 �"ﾃ�コ�会計間の異動等に伴う増 ��

職員手当 �"ﾃ�3��唐絵に伴う増加 ����i 
I i 

制度改正に伴う 増加分 鼎��給料表改定に伴う増5 期末勤勉手当支給月数の引上げに 伴う増78 扶養手当改定による減△42 亦�辷ｸｸﾈ��CB�8ﾈ簽B紿ﾈ����

iその他の増加分 i i �"ﾃ�ビ�会計間の異動等に伴う増 ��

(3)給料及び職員手当の状況
ア.職員1人当たり給与 

区分 刪齡ﾊ行政職 

平成30年1月1日現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�301,775 平均給与月額(円) �3#2ﾃ#sR�

平均年齢(義) 鼎偵�B�

平成29年1月1日現在 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�竰�288,575 平均給与月額(円) ��3�bﾃ�#R�

平均年齢(義)!46.73 

ィ.初任給(単位:円) 

区分 �ｩLｨﾗ9�ﾙ�R�国の制度 儖Xﾖﾂ�
行政職(-) 

高校卒 ��Crﾃ����147,100 ��

大学卒 ��s津#���179,200 ��

ウ.級別職員数 

区分 儉ｨﾗ9�ﾙ�R�
級 ��X什�B��ﾂ��構成比(%) 

平成30年1月1日現在 ��ｸ�� ��

2級 ���25.0 

3級 ���25.0 

4級 �"�50.0 

5級 �� 

6級 �� 

7級 �� 

計 窒ﾒ釘�(-)100.0 

平成29年1月1日現在 ��ｸ�� ��

2級 �"�50.0 

3級 �� 

4級 �"�50.0 

5級 �� 

6級 �� 

7級 �� 

汁 窒ﾒ釘�(-)100.0 

※短時間勤務職員分( )外書
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(級別の標涯的な職務内容) 
区分 �(ｸ箔8ｸ��滴ｸ��

一般行政職 �<�,俘)7�,ﾉ&ﾘ��iH,ﾘﾆ��/�Tｹwb�,h+x.仂ik�/�ﾗ2�8��皦饕�主任 俑)>�,鮎ik�/���yﾘ+x.��ﾅy+r�

区分 刪齡ﾊ行政職 

本〝 午 皮 ��X什�B��忠�ﾂ��4 
昇給に係る職員数(ら)(人) �2�

号俸数別内訳i4号倖(人) �2�

比率(B)/(A)(%) 都R���

前 午 皮 ��X什�B��忠�ﾂ��4 
昇給に係る職員数(B)(人) �2�

号俸数別内訳i4号倖(人) �2�

比率(ら)/(A)(%) 都R���

オ.期末手当.勤勉手当 

区分 倡虻ｸｯｩ¥ｨ辷ｸｹzb�倡虻ｹzhﾇb�以饂｢��職制上の段階､職務の 級等による加算措置 儖Xﾖﾂ�
6月(月分) ��(ﾈ竏ﾈ饂｢��

本`年度 茶���sR��"��#R�(1.225) 2.275 茶"�3����B紊���有 ��

前年度 茶���S���"��sR�(1.200) 2.225 茶"�#S���B�3���有 ��

国の制度 茶���sR��"��#R�(1.225) 2.275 茶"�3����B紊���有 ��

※再任用職員分()外書 

カ.その他の手当

区分 俛�,ﾉ�y7�,h,ﾈ甑:��

扶養手当 �:�+b�

住居手当 �:�+b�

通勤手当 �:�+b�

寒冷地手当 �:�+b�
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債務負担行為で平成31年度以降にわたるものについての平成29年度未までの
支出額又は支出額の見込み及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

事項 剏ﾀ度額 ����7�-ﾈ,X,ﾈ辷�位俛笘ｧ｢�
期間 仞�ｧ｢�

留萌市水洗便所改造等資金貸付に係る損失補償 凛�x�9�Y�I]h�淤�)9倬�ｾ��ﾒ�WH��~�,�.h.��ﾙWH+X+ﾘ��ｾ�,��,(*(,H妤�8�(*ｨｾ�uｨｴ�ｭh,�����/�u�*h+ﾘｧ｢��#iD�7磯�ｾ�,佛x.�.�,ﾂ��26-29 ��

II 粕���#yD�7磯�ｾ�,佛x.�.�,ﾂ��27-29 ��

II ����#吋�7磯�ｾ�,佛x.�.�,ﾂ��28-29 ��

II 粕���#僖�7磯�ｾ�,佛x.�.�,ﾂ��29 ��

II ����3�D�7磯�ｾ�,佛x.�.�,ﾂ��- ��

(債務保証又は損失補償) 窒ﾒ��- 窒ﾒ��

浄化センター管理委託料 �#s"ﾃ����ｷ�-���N��Yzi9�,ﾉ¥��,僵ｨ*B��ﾘｧｩZ｢�29 ��

浄化センター改築.更新工事(電気.機械) �3C津����ｷ�-���N��Yzi9�,ﾉ¥��,僵ｨ*B��ﾘｧｩZ｢�- ��

(その他) 窒ﾒ��- 窒ﾒ��

合計 �- ����
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(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額 剄ｶの財源内訳 

期間 仞�ｧｦ��特定財源 劍自Lｨﾞ�ﾋ��
国.道支出金i地方債iその他 

30--31 �� �� ��

30一-32 �� �� ��

30-33 �� �� ��

30-34 �� �� ��

30-35 �� �� ��

- 窒ﾒ��() 窒��() 窒��

30-32 �#s"繝���ｷ�-���N��Yzi9�,ﾉ¥���,僵ｨ*I�ﾘｧｩZ｢� ��272,808 及び消費税率等の変更 に伴う増額分 ��

30--31 �3C津����191,950 ��Srﾃ����50 ��及び消費税率等の変更 亶�-���N��Yzi9�,ﾉ¥���及び消費税率等の変更 亶�-���N��Yzi9�,ﾉ¥���
に伴う増額分 �,僵ｨ*I�ﾘｧｩZ｢�に伴う増額分 �,僵ｨ*I�ﾘｧｩZ｢�

- 茶c#�繝�ｒ�(191,950) 茶�Srﾃ�����(272,858) 窒��

- 田#�ﾃ����191,950 ��Srﾃ����272,858 ��
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地方債の平成28年度末における現在高並びに平成29年度末及び
平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区分 兌ﾙ�ﾃ#吋�7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ"�平成29年度末 現在高見込額 兌ﾙ�ﾃ3�D�7�(i�ﾘﾋ位俛隗｢�兌ﾙ�ﾃ3�D�7永b�ﾋｸﾝﾘﾘ(ﾊ俛隗｢�
平成30年度中 起債見込額 兌ﾙ�ﾃ3�D�7�(b�ﾋ8ｾ��ｭ(ﾊ俛隗｢�

1.下水道事業債 迭ﾃ##rﾃ#c2�4,980,099 ��途ﾃ����517,316 釘ﾃcc�ﾃc�2�

2.資本費平準化債 �2ﾃ�SBﾃC�2�3,158,092 �#c�ﾃ#���195,824 �2ﾃ##"ﾃCc��

合計 唐ﾃ#��ﾃccb�8,138,191 鼎Sづ����713,140 途ﾃャ2ﾆﾈ.vﾂ�
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