
議　第　49　号

平　成　25　年　度　　池　田　町　一　般　会　計　補　正　予　算　（第　2　号）

平成25年度　池田町一般会計補正予算（第　2　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　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ　　　　　　　82，345　千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　7，422，345　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。

平成　25　年　6　月13　日　提　出

ー1－

池　田　町　長　　　岡　崎　和　夫



【第1表】 一　2　－

第1表　歳入歳出予算補正

（歳　入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位‥≠円） 

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

14県　　　　支　　　　出　　　　金 � �496，988 �391 �497，379 

2県　＿　　　補　　　　助　　　　金 �223，084 �289 �223，373 

3委　　　　　　　託　　　　　　　金 �51，954 �102 �52，056 

18繰　　　　　　越　　　　　　金 � �60，000 �56，242 �116，242 

1繰　　　　　　越　　　　　　金 �60，000 �56，242 �116，242 

19諸　　　　　＿収　　　　　入 � �122，205 �25，712 �147，917 

3受　　託　　事　　業　　収　　入 �37，919 �23，212 �61，131 

4雑　　　　　　　　　　　　　　入 �83，027 �2，500 �85，527 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��7，340，000 �82，345 �7，422，345 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位‥千円） 

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

2総　　　　　　務　　　　　　費 � �862，709 �8，338 �871，047 

1総　　務　　管　　理　　費 �705，217 �2，986 �708，203 

2徴　　　　　　税　　　　　　費 �107，129 �5，250 �112，379 

4■選　　　　　　　挙　　　　　　　費 �16，774 �102 �16，876 

4衛　　　　　　生　　　　　　　費 � �678，256 �860 �679，116 

1嘩　　健　　衛　　生’費 �271，270 �860 �272，13‾0 

6農　　林　　水　　産　　業　　費 � �526，796 �27，400 �554，196 

1農・　　　　業　　　　　　費 �463，104 �4，188 �467，292 

2林　　　　　　業　　　　　　費 �63，692 �23，212 �86，904 

7商　　　　　　工　　　　　　費 � �57，072 �10，245 �67，317 

1商　　　　　　工　　　　　　費 �57，072 �10，245 �67，317 

8土　　　　　　木　　　　　　　費 � �776，115 �4，428 �780，543 

2道　　一路　　橋　　梁　　費 �408，091 �2，428 �410，519 

3河　　　　　　川　　　　　　費 �29，142 �2，000 �31，142 

10教　　　　　　育　　　　　　費 � �904，139 �31，074 �935，213 

1教　、育　　総　　務　　費 �93，946 �945 �94，891 

2サ　　　学　　　校　　　費 �342，240 �12，713 �354，953 

3中．　　学　　　　校　　　　費 �53，866 �1，514 �55，380 

4社　　会　　教　　育　　費 �253，225 �15，902 �269，127 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��7，340，000 �82，345 �7，422，345 

【第1表】 －　3　－



【総　括】

1　総括

平成25年度池田町一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

（歳　入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �補　正　前　の　額 �補　　　正　　　額 �計 

14県　　　　　　　支　　　　　　　出　■　　　　　　金 �496，988 �391 �497，379 

18繰　　　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　　　金■ �60，000 �56，242 �116，242 

19諸　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　　　入 �122，205 �25，712 �147，917 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �7，340，000 �82，345 �7，422，345 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �補正前の額 �補　正　額 �計 �本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳 特∴　定　財　源 ����一般財源 

国支出金 �県支出金 �地　方　債 �そ　の　他 

2総　　　　務　　　　費 �862，709 �8，338 �871，047 � �102 � � �8，236 

4衛　　　　生　　　　費 �678，256 �860 �679，116 � �215 � � �645 

6農　林　水　産　業　費 �526，796 �27，400 �554，196 � �74 � �23，212 �4，114 

7商　　　　工　　　　費 �57，072 �10，245 �67，317 � � � � �10，245 

8土　　　　木　　　　費 �776，11√5 �4，428 �780，543 � � � � �4，428 

10教　　　　育　　　　費 �904，139 �31，074 �935，213 � � � �2，500 �28，574■ 

歳　　出　　合　　計 �7，340，000 �82，345 �7，422，345 � �391 � �25，712 �56，242 

【総　括】 －　5　－



【県支出金】【繰越金】【諸収入】

2　歳入

（款）14県支出金

－　6　－

（項）2県補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補正額 �計 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

3衛生費県補助金 �7，958 �215 �8，173 �1保健衛生費補助金 �215 �MRワクチン接種補助金 

4農林水産業費県補助金 �83，445 �74 �83，519 �1農業費補助金 �74 �農業経営基盤強化資金利子助成補助金 

計 �223，084 �289 �223，373 � � � 

（款）14県支出金
（項）3委託金

目 �補正前の額 �補正額 �計 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1総務費委託金 �48，007 �102 �48，109 �4選挙費委託金／ �102 �参議院議員選挙委託金 

計 �51，954 �102 �52，056 � � � 

（款）18繰越金
（項）1繰越金

目 �補正前の額 �補正額 �計 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �．金　額 

1繰越金 �60，000 �56，242 �116，242 �1前年度繰越金 �56，242 �前年度繰越金 

計 �60，000 �56，242 �116，242 � � � 

（款）19諸収入

（項）3受託事業収入

目 �補正前の額 �補正額 �計 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

2農林水産業費受託事業収 入 �1，771 �23，212 �24，983 �2林業費受託事業収入 �23，212 �分収造林受託料 

計 �37，919 �23，212 �61，131 � � � 



（款）19諸収入

（項）4雑入

目 �補正前の額 �補正額 �計 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

3雑入 �78，008 �2，500 �80，508 �1雑入 �2，500 �コミュニティ助成事業助成金 

計 �83，027 �2，500 �85，527 � � � 

合　計 �7，340，000 �82，345 �7，422，345 � � � 

【諸収入】 －　7　－



【総務費】

3　歳出
（款）2　総務費

－　8　－

（項）1総務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

1→般管理費 �323，867 �1，600 �325，467 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

2，846　　　　　　　　　9，608　　　311，413 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　＿その他　　一般財源 

1，600 

13　委託料 �1，470 �一般管理費　　　　　　　　　　　　　1，600 

19　負担金補助 �130 �職員接遇向上研修業務委託料　　　1，470　職員研修費　　　　　　　　　　△1，470 

及び交付金 ��集落公民館設置事業補助金　　　　　1，600 

3　企画費 �66，231 �1，236 �67，467 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

5，500　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　60，730 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

1，236 

19　負担金緬助 �1，236 �企画費　　　　　　　　　　　　　　1，236 

及び交付金 ��工場等設置奨励金　　　　　　　　　1，236 

7　諸費 �5，050 �150 �5，200 � � �予算現額　　国支出金　一県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

5，050 

・今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

150 

19　負担金補助・～ �150 �諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　150 

及び交付金 ��広報掲示板設置補助金　　　　　　　　150 

計 �705，217 �2，986 �708，203 � � � 

（款）2　総務費
（項）2　徴税費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位‥千円） 

目 �補正前の額 �補　正＿額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

1税務総務費 �87，863 �5，250 �93，113 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

37，500　　　　　　　　　　　　　　　50，363 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

5，250 

13　委託料 �5，・250 �固定資産課税台帳整備事業　　　　　　5，250 



（款）2　総務費
（項）2　徴税費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　■額 

標準宅地鑑定委託料　　　　　　　　　5，250 

計 �107，129 �5，250 �112，379 � � � 

（款）2　総務費
（項）4　選挙費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補　正■額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �・金　額 

3　参議院議員 �8，697 �102 �8，799 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

通常選挙費 ������8，600　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

102 

14　使用料及び �102 �参議院議員通常選挙費　　　　　　　　　　102 

賃借料 ��ポズター掲示板貸借料　　　　　　　102 

計 �16，774 �102 �16，876 � � � 

（款）4　衛生費
（項）1保健衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �‾金　額 

6　予防費 �56，097 �860 �56，957 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

56，097 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

215　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　645 

13　委託料 �860 �予防費　　　　　　　　　　　　　　　　　　860 

予防接種委託料　　　　　　　　　　　　860 

計 �271，270 �860 �272，130 � � � 

【総務費】【衛生費】 －　9　－



【農林水産業費】

（款）6　農林水産業費

－10　－

（項）1農業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位‥千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金‾　額 

3　農業振興費 �12，320 �74 �12，394 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

7，031　　　　　　　　　140　　　　5，149 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

74 

19　負担金補助 �74 �農業振興費　　　　　　　　　　　　　　　　74 

及び交付金 ��農業企業化資金利子補給金　　　　　　　74 
7　農業集落排 �240，540 �4，114 �244，654 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

水事業費 ������240，540 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

4，114 

28　繰出金 �4，114 �農業集落排水施設事業費　　　　　　　4，114 

農業集落排水事業特別会計施設管理費繰出金 

4，114 

計 �463，104 �4，188 �467，292 � � � 

（款）6　農林水産業費
（項）2　林業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　一分 �金　額 

1林業振興費 �13，826 �23，212 �37，038 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

1，755　　　　　　　　　2，418　　　　9，653 

今回補正　′　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

23，212 

13　委託料 �23，212 �林業振興事業費　　　　　　　　　　　23，212 

分収造林保育事業委託料　　　　　　23，212 

計 �63，692 �23，212 �86，904 � � � 



（款）7　商工費

（項）1商工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

2　観光費 �42，623 �10，245 �52，868 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

135　　　　　　　　1，222　　　41，266 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

10，245 

15　工事請負費 �10，、245 �観光施設管理費　　　　　　　　　　10，245 

維持補修工事請負費　　　　　　　10，245 

計 �57，072 �10，245 �67，317 � � � 

（款）8　土木費

（項）2　道路橋梁費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 ■区　分 �金　額 

3　道路新設改 �169，040 �2，428 �171，468 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　「般財源 

良費 ������30，000　　　　　　　　　　　　　　　　　1　139，039 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

2，428 

19　負担金補助 �2，428 �道路新設改良費　　　　　　　　　　　2，428 

及び交付金 ��県営土木事業負担金　　　　　　　　2，428 
■計 �408，091 �2，428 �410，519 � � � 

（款）8　土木費
（項）3　河川費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

1河川総務費 �29，142 �2，000 �31，142 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他・一般財源 

3，712　　　　　　　　　4，801　　　20，629 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

2，000 

15　工事請負費 �2，000 �河川総務費　　　　　　　　　　　　　2，000 

一級河川草刈工事請負費　　　　　　　2，000 

【商工費】【土木費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－11一



【土木費】【教育費】

（款）8　土木費

ー12　－

（項）3　河川費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　廟 

計 �29，142 �2，000 �31，142 � � � 

（款）10　教育費
・（項）1教育総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

2　教育委員会 �66，488 �945 �67，433 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

事務局費 ������2，923　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　63，564 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

945 

13　委託料 �945 �教育委員会事務局費　　　　　　　　　　　945 

池田町小中学校冷房化調査委託料　　　　945 

計 �93，946 �945 �94，891 � � � 

（款）10　教育費

（項）2　小学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位‥千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金．額 

1学校管理費 �333，P95 �12，713 �345，808 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

59，862　　　30，000　　　23，800　　　　625　　　218，808 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

12，713 

15　工事請負費 �12，713 �学校管理費　　　　　　　　　　　　12，713 

池田小学校トイレ洋式化工事請負費　7，270　各小学校CCTVシステム設置工事請負費　5，443 

計 �342，240 �12，713 �354，953 � � � 



（款）10　教育費

（項）3　中学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

1学校管理費 �44，604 �1，514 �46，118 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　そゐ他　　一般財源 

360　　　　44，244 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

1，514 

15　工事請負費 �1，514 �学校管理費　　　　　　　　　　　　　1，514 

池田中学校CCTVシステム設置工事請負費 

1，514 

計 �53，866 �1，514 �55，380 � � � 

（款）10　教育費

（項）4　社会教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

2　公民館費 �90，641 �9，945 �100，586 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

3，558　　　　87，083 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

2，500　　　　7，445 

15　工事請負費 �7，219 �公民館総務費　　　　　　　　　　　　　9，945 

18　備品購入費 �2，726 �中央公民館南側駐車場アスファルト舗装工事　備品購入費　　　　　　　　　　　2，726 

請負費　　　　　　　　　　　　　　　7，219 

3　生涯学習振 �14，152 �5，957 �20，109 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

興費 ������96　　　　　　　　　　　710　　　13，346 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

5，957 

13　委託料 �350 �ゆうごう・ほっと館振興事業費　　　　　5，957 

14　使用料及び �43 �駐車場用地登記委託料　　　　　　　　350　公共用地借上料　　　　　　　　　　　43 

賃借料 ��駐車場整備工事請負費　　　　　　　4，514　駐車場用地購入費　　　　　　　　　　352 

15　工事請負費 �4，514 �駐車場用地電柱移転補償費　　　　　　　698 

17公有財産購 入費 �352 

【教育費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－13－



【教育費】

（款）10　教育費

ー14　－

（項）4　社会教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補　正　線 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

22補償補填及 　び賠償金 �698 � 

計 �253，225 �15，902 �269，127 � � � 


