
予算第23号議案

平成30年度神戸市営住宅事業費補正予算

平成30年度神戸市営住宅事業費補正予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ330,000千円を追加し，歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37,981, 354千円とする。

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Jによる。

（市債の補正）

第2条市債の変更は， 「第 2表市債補正Jによる。

平成30年 9月18日提出

神戸市長久 フじ
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第 1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 ネ南 正 額 計

千円 千円 千円

1市営住宅建設
事業収入

9,467, 641 240,000 9, 707, 641 

5 市 債 3,490,000 240,000 3, 730,000 

2市営住宅管理
事業収入

28, 183, 713 90, 000 28, 273, 713 

8 市 債 4,984,000 90,000 5, 074,000 

歳 入 dロ~ 計 37 651 354 330 000 37. 981 354 

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1市営住宅建設
事業費

9,467, 641 240,000 9, 707,641 

1・市営住宅建設
事業費

9,467, 641 240,000 9, 707, 641 

， 

2 市営住宅管理
事業費

28, 173, 713 90, 000 28, 263, 713 

1市営住宅管理
事業費

17, 542, 344 90,000 17, 632, 344 

歳 出 d口b、 計 37 651 354 330 000 37 981 354 
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第 2 表 市債補 正

ネ南 正 目リ 補 正 後
起債の目的

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

市営住宅 3,490,000 公債証券 9 %以 借入日の 3, 730,000 公債証券 9 %以 借入日の
建設事業 の発行又 内（ただ 翌日から の発行又 内（ただ 翌日から

は消費貸 し，利率 据置期間 は消費貸 し，利率 据置期 間

市営住事 宅 4,984,000 借の方法 見直し を含め， 30 5, 074, 000 借の方法 見直し を含め， 30

管理業 により，借 方式で 年以内に により，借 方式で 年 以内に
り入れる 借り入 毎年度元 り入れる 借り入 毎年度元
（他の地方 れる資 利均等方そ （他の地方 れる資 利均等そ
公共団体 金につ の他の 公共団体 金につ の他 の方
との共同 いて ， 法により償 との共同 いて 法により償
発行を含 利率の 還する。た 発行を含 利率の 還する。た
む。）。 見 直し だし，財政 む。）。 見直し だし，財政

を行 っ 上の都合 を行っ 上め都合
た後に 等により定 た後に 等により定
おいて 額以上を おいて 額以上を
は，当 償還し，又 は ，当 償還し，又
該見 直 は借り換え 該見直 は借り換え
し後 1の ることがで し後の ることがで
利 率） きる。政府 利 率） きる。政府

資金を借り 資金を借り
入れる場 入れる場
合は，その 合は，その
融資条件 融資条件
lこよる。 lこよる。

’ 
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