
平　成　２　７　年　度

西宮市都市交通会議

決　算　報　告　書



歳入決算額 2,135,573 円

歳出決算額 926,318 円

翌年度繰越額 1,209,255 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）

900,000 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）

1,235,573 235,573

4．諸収入 1．雑入 1．雑入
（預金利息等）

0 0

2,135,573 235,573

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 365,856 580,144

2．事務費 1．事務費 560,462 353,538

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

926,318 973,682

平成　　　年　　　月　　　日

備考

前年度繰越金

計 1,900,000

計

0

946,000

1,900,000

40,000

会　長　　　　　今　村　岳　司

報償費　　　　　223,200
食糧費　　　　　　 8,260
委託料          120,096
会場使用料　　  14,300

平成２７年度西宮市都市交通会議収支決算は上記のとおりです。

0

旅費              231,560
消耗品費        128,500
印刷製本費     127,500
郵便料　　　　　　71,174
手数料　　　　　　  1,728

914,000

1．運営費

予算額
（A）

平成27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

900,000

0

1,000,000



開催日時 会議名 議事内容 経費

事業運営に係る事務局員打ち合わせ旅費←
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←

 
旅費　　　　  45,780
消耗品費　　 128,500
郵便料　　　  20,162
　

計　         194,442

総計　　　 　926,318

審議事項
１．平成２８年度当初予算について

(注記）　会議ごとの経費について、明確に按分可能な経費のみを示している。按分できない経費については、その他事項にかかる経費と一括りにして記載。

その他事項に係る経費

第８回 西宮市都市交通会議
【書面審議】

報償費　　　　49,600
食糧費    　　 1,240
委託料        30,024
会場使用料　　 5,470
旅費　　　　　67,900
印刷製本費　　26,460
郵便料　　　　 4,570
手数料　　　　   432

計　　 　　　185,696

平成28年
２月２４日（水）
【書面審議】

　
郵便料　  　 　6,921

計　　 　　　　6,921

平成２８年
１月６日（水）
１3:30～15:30

第６回 総合交通戦略策定
分科会

協議事項
１．西宮市総合交通戦略について

平成２７年
８月１７日（火）
１3:58～15:51

平成２８年
２月１日（月）

１0:00～1２:00
第７回 西宮市都市交通会議

協議事項
１．西宮市総合交通戦略について
２. 生瀬地区コミュニティ交通の本格運行について
３．さくらやまなみバス事業について
４．平成28年度事業計画について

報償費　　　　49,600
食糧費    　　 3,120
委託料        30,024
会場使用料　　 8,830
旅費　　　　　19,360
印刷製本費　　64,070
郵便料　　　　15,686
手数料　　　　   432

計　　 　　　191,122

報償費　　　　62,000
食糧費    　　 1,560
委託料        30,024
旅費　　　　　50,600
印刷製本費　　36,970
郵便料　　　　 7,860
手数料　　　　   432

計　　 　　　189,446

第５回 総合交通戦略策定
分科会

協議事項
１．西宮市総合交通戦略について

平成27年度 西宮市都市交通会議運営に係る経費

平成27年
5月１９日（火）
10:00～1１:３５

第３回 地域公共交通
分科会

協議事項
１．生瀬地区コミュニティ交通の本格運用について
報告事項
１．生活交通確保維持改善計画について

報償費　　　　62,000
食糧費　　　　 2,340
委託料　　　　30,024
旅費　　　　　47,920
郵便料　　　 　3,060
手数料　　　　   432

計　　　　 　145,776

第６回 西宮市都市交通会議
【書面審議】 　

郵便料　　　   7,677

計　　　　 　  7,677第４回 地域公共交通分科会
【書面審議】

審議事項
１．地域内フィーダー系確保維持計画について

平成２７
８月３日（月）

書面審議

第５回 地域公共交通分科会
【書面審議】

審議事項
１．生瀬地区コミュニティ交通における回数券の導入について

　
郵便料　　　 　5,238
 
計　　　　 　　5,238

審議事項
１．平成２６年度決算について

平成２７
6月9日（火）
書面審議





○平成 27 年度決算についての注記事項 
 

総括 

 
平成 27 年度の歳入決算金額は、2,135,573 円、歳出決算額は、926,318 円であり、差額

の 1,209,255 円が決算剰余金として翌年度繰越金の財源となる。 
 決算剰余金が上記の金額となっている主な理由は、平成 27 年度の全体会議及び地域公共

交通分科会において各２回の会議を書面審議としたことで会議開催に係る経費が減額にな

ったことによる。 
  

○歳入について 

 
負担⾦について 

 
 負担金は、第 5 回全体会議にて了承をいただいた当初予算にもとづき負担金申請を行

い、予算金額と同額の 900,000 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 26 年度決算において生じた決算剰余の金額 1,235,573 円である。 

   当初予算の繰越金想定額（1,000 千円）と 235,573 円の差額があることについては、 
  第 5 回全体会議において資料作成費用・会議録作成費用・打ち合わせ旅費等が想定よ

り節減できたことで繰り越す金額が多くなったことによる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成2８年５月 第９回都市交通会議 



○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、946,000 円に対して執行額は、365,856 円となった。予算残額は、580,144 円

である。 
 当初予算の 2 分の 1 以下の執行となったことについては、平成 27 年度の全体会議及び地

域公共交通分科会において各２回の会議を書面審議にて開催し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、914,000 円に対して執行額は、560,462 円となった。予算残額は、353,538 円

である。 
 当初予算の 2 分の１程度の執行となった点については、会議費と同様の理由であり、会

議の開催回数が事業計画に満たなかったことによ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。 
 
 


