
 

 

議案第１号 

  平成２８年度西宮市都市交通会議決算（案）について 

 

 

  ○添付資料 

   ・平成２８年度 西宮市都市交通会議 決算報告書（案） 



平　成　２　８　年　度

西宮市都市交通会議

決　算　報　告　書　（案）



歳入決算額 1,809,255 円

歳出決算額 897,289 円

翌年度繰越額 911,966 円 決算剰余

１．歳入
（単位：円）

款 項 目
決算額

（B）
差引

（B-A）

1．負担金 1．負担金 1．負担金
（西宮市）

600,000 0

2．補助金 1．補助金 1．補助金
（国土交通省）

0 0

3．繰越金 1．繰越金 1．繰越金
（前年度繰越
金）

1,209,255 9,255

4．諸収入 1．雑入 1．雑入
（預金利息等）

0 0

1,809,255 9,255

２．歳出
（単位：円）

款 項 目
決算額

（B）
差引

（A-B）
1．会議費 1．会議費 433,917 383,083

2．事務費 1．事務費 463,372 479,628

2．事業費 1．事業費 1．事業費 0 0

3．予備費 1．予備費 1．予備費 0 40,000

897,289 902,711

平成２９年　　 月　　 日

計

0

817,000

1,800,000

40,000

旅費                214,140
消耗品費           83,595
印刷製本費 　   106,877
郵便料              58,220
手数料                  540

943,000

1．運営費

予算額
（A）

備    考

会　長　　　　　今　村　岳　司

1,200,000

0

計 1,800,000

前年度繰越金

報償費             310,000
食糧費                9,965
委託料               90,072
会場使用料        23,880

平成２８年度西宮市都市交通会議収支決算は上記のとおりです。

平成２８年度　西宮市都市交通会議　決算報告書

内　　　　　　　訳

西宮市負担金

予算額
（A）

備　　考

600,000

0



開催日時 会議名 議事内容 経費

各会議書類作成用消耗品費←
その他報告書類発送用郵便料←

消耗品費　　  81,673
郵便料　　　   5,040

計　          86,713

総計　   897,289

西宮市都市交通会議
公募委員選考委員会

西宮市都市交通会議公募委員選考

　
報償費　　    12,400
食料費　　 　    252
 
計　　　　  　12,652

平成28年
5月25日（水）
10：18～11：44

第  ６  回

地域公共交通分科会

協議事項
　議案第1号　生瀬地区コミュニティ交通に係
る事業計画の変更について
　議案第2号　生瀬地区における地域内フィー
ダー系統確保維持計画について

郵便料　　　　 9,044

計　　 　　　  9,044

第 ７ 回

地域公共交通分科会

報告事項
　報告第1号　生瀬地区コミュニティ交通の運
行実績等について

協議事項
　議案第1号　平成28年度地域公共交通確保
維持事業の自己評価について

平成28年度 西宮市都市交通会議運営に係る経費

平成28年
5月１1日（火）
10:00～10:31

第  ９  回

西宮市都市交通会議

協議事項
　議案第1号　西宮市総合交通戦略の案について

認定事項
　認定第1号　平成27年度決算の認定について

報償費　　　　74,400
消耗品費       1,274
食糧費　　　　 3,510
印刷製本費    77,760
郵便料　　　  17,351
委託料　　　　15,012
会場使用料     2,750
旅費　　　　　67,700
手数料　　　　   108

計　　　　 　259,865

報償費　      74,400
食料費　    　 2,470
郵便料　      14,260
委託料        22,518
会場使用料  　 3,380
旅費          48,340
手数料           108

計　 　      165,476

平成28年
11月24日（水）
14：00～15：30

その他事項に係る経費

報償費　　　　74,400
消耗品費　       648
食糧費    　　 1,458
委託料        30,024
会場使用料     7,500
印刷製本費　　16,795
郵便料　　　　 4,464
手数料　　　　   216
旅費          48,140

計　　 　　　183,645

平成29年
１月１１日（水）
【書面審議】

第  ８  回
地域公共交通分科会
【  書  面  審  議  】

審議事項
　議案第1号　平成28年度地域公共交通確保
維持事業の自己評価について

平成28年
12月20日（火）
14:02～15:57

平成29年
3月17日（金）

１3：30～15：00

第  10  回

西宮市都市交通会議

協議事項
　議案第1号　平成29年度当初予算について

報告事項
　報告第1号　さくらやまなみバス事業について
　報告第2号　西宮市総合交通戦略について
　報告第3号　武庫川周辺阪急新駅について

報償費　　　　74,400
食糧費    　　 2,275
委託料        22,518
会場使用料　　10,250
旅費　　　　　49,960
印刷製本費　　12,322
郵便料　　　　 8,061
手数料　　　　   108

計　　 　　　179,894



○平成 28年度決算についての注記事項 
 

総括 

 

平成 28 年度の歳入決算金額は、1,809,255 円、歳出決算額は、897,289 円で

あり、差額の 911,966円が決算剰余金として翌年度（平成 29年度）繰越金の財

源となる。 

 平成 28年度は、地域公共交通分科会において、対面審議を予定していた会議

を書面審議（1回分）としたことと、総合交通戦略策定分科会を開催しなかった

ことから、会議開催に係る経費が当初の計画を下回り、剰余金を残すこととな

った。 

  

○歳入について 

 

負担金について 

 

 負担金は、第 8回全体会議（平成 28年 2月 24日開催）にて了承をいただ 

いた平成 28年度当初予算にもとづき西宮市へ負担金申請を行い、予算金額と 

同額の 600,000 円を（西宮市負担として）歳入している。 

 

 繰越金について 

 

繰越金は、平成 27年度決算において生じた決算剰余の金額 1,209,255 円で 

ある。 

   

 

 

 

 

 

 

 



○歳出について 
 

 

会議費について 

 

 会議費は、学識及び公募委員への報償費、委員への食糧費、会議録作成等の委

託料、会議開催場所の使用料からなる。 

当初予算、817,000 円に対して執行額は、433,917 円となった。予算残額は、

383,083 円である。 

 当初予算の半分程度の執行となったのは、地域公共交通分科会について対面

審議を予定していた会議を書面審議（１回分）としたこと、総合交通戦略につ

いて都市交通会議で審議し、総合交通戦略策定分科会を開催しなかったことで

会議開催に係る経費が少なかったことによる。  

 

事務費について 

 

 事務費は、遠方から出席する委員への費用弁償及び事務局員の打ち合わせ費用

や会議資料作成等に使用する消耗品費、印刷製本費及び委員への資料送付等に

使用する郵便料・手数料から構成されている。 

 当初予算、943,000 円に対して執行額は、463,372 円となった。予算残額は、

479,628 円である。 

 当初予算の半分程度の執行となったのは、会議費と同様の理由であり、会議

の開催回数が事業計画より減り、旅費の執行が少なかったことによる。 

 

予備費について 

 

 予備費は、会議費及び事務費に不足が生じた際に執行する経費であるが、会議 

費、事務費においても不足が生じることは無かったため、執行金額は 0円であ 

る。 

 

 




