
議　第　53　号

平　成　2　5　年　度　　池　田　町　一　般　会　計　補　正　予　算　（第　3　号）

平成25年度　池田町一般会計補正予算（第　3　号）八は、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　　　　　　　1，160　千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　7，423，505　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　7　月　18　日　提　出

－1－

池　田　町　長　　　岡　崎　和　夫



【第1表】 ー　2　－

第1表　歳入歳出予算補正

（歳　入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位・千円） 

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　・正　　　　額 �計 

14県　　　　支　　　　出　　　　金 � �497，379 �1，060 �498，439 

2県　　　　補　　　　助　　　　金 �223，373 �1，060 �224，433 

19諸　　　　　　　収　　　　　　　入 � �147，917 �100 �148，017 

4雑　　　　　　　　　　　　　　入 �85，527 �100 �85，627 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��7，422，345 �1，160 �7，423，505 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

3民　　　　　　生　　　　　　　費 � �2，458，238 �1，475 �2，459，713 

2児　　童　　福　　祉　　費 �1，160，075 �1，475 �1，161，550 

10教　　　　　　育　　　　　　費 � �935，213 �1，977 �937，190 

5保　　健　　体　　育　　費 �160，862 �1，977 �162，839 

14予　　　　　　備　　　　　　　費 � �34，002 �△2，292 �31，710 

1予　　　　　　備　　　　　　費 �34，002 �△2，292 �31，710 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��7，422，345 �1，160 �7，423，505 

【第1表】 ー　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 �497，379 �1，060 �498，439 

19諸　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　　　入 �147，917 �100 �148，017 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �7，422，345 �1，160 �7，423，505 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位1：千円） 

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 

3民　　　　生　　　　費 �2，458，238 �1，475 �2，459，713 � � � � �1，475 

10教　　　　育　　　　費 �935，213 �1，977 �937，190 � �1，060 � �100 �817 

14予　　　　備　　　　費 �34，002 �△2，292 �31，710 � � � � �△2，292 

歳　　出　　合　　計 �7，422，345 �1，160 �7，423，505 � �1，060 � �100 � 

【総　括】 ー　5　－



【県支出金】【諸収入】

2　歳入

（款）14県支出金

ー　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 

6教育費県補助金 �1，596 �1，060 �2，656 �2保健体育費補助金 �1，060 �岐阜県スポーツ振興補助金 

計 �223，373 �1，060 �224，433 � � � 

（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 �80，508 �100 �80，608 �1雑入 �100 �歓迎レセプション負担金 

計 �85，527 �100 �85，627 � � � 

合　計 �7，422，345 �1，160 �7，423，505 � � � 



3　歳出
（款）3　民生費

（項）2　児童福祉費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位‥千円） 

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

1児童福祉総 �373，747 �1，475 �375，222 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

務費 ������88　　　13，877　　　　　　　　　95，627　　　264，155 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

1，475 

15　工事請負費 �1，475 �児童福祉総務費　　　　　　　　　　　1，475 

保育園冷暖房設置工事請負費　　　　1，475 

計 �1，160，075 �1，475 �1，161，550 � � � 

（款）10　教育費

（項）5　保健体育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位‥千円） 

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

3　保健体育振 �15，217 �1，977 �17，194 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

興費 ������1，500　　　　　　　　　　　　　　　13，717 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

1，060　　　　　　　　　　　100　　　　　　817 

8　報償費 �90 �保健体育振興費　　　　　　　　　　△3，500 

9　旅費 �606 �バドミントン日本リーグ岐阜県開催実行委員 

11需用費 �1，708 �会補助金　　　　　　　　　　　　　△3，500 

12　役務費 �79 �バドミントン日本リーグ池田大会事業費　5，477 

13　委託料 �2，370 �医師等謝礼　　　　　　　　　　　　　90　旅費　　　　　　　　　　　　　　　606 

14　使用料及び �124 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　917　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　20 

貸借料 ��食糧費　　　　　　　　　　　　　　596　印刷製本費　　　　　　　　　　　　175 

19　負担金補助 �△3，000 �郵便料　　　　　　　　　　　　　　29　イベント保険料　　　　　　　　　　　50 

及び交付金 ��会場看板作成業務委託料　　　　　　250　国体開催記念碑作成業務委託料　　　100 

シャトルバス運転業務委託料　　　　　470　会場設営備品運搬及び貸借委託料　1，200 

ガードマン警備委託料　　　　　　　　200　豚汁調理委託料　　　　　　　　　　100 

除草作業等委託料　　　　　　　　　　50　事務機器貸借料　　　　　　　　　　100 

会議室賃借料　　　　　　　　　　　24　日本リーグ開催負担金　　　　　　　　500 

計 �160，862 �1，977 �162，839 � � � 

【民生費】【教育費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－7－



【予備費】

（款）14　予備費

－　8　－

（項）1予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1予備費 �34，002 �△2，292 �31，710 ● � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他、一般財源 

34，002 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△2，292 

△2，292 �予備費　　　　　　　　　　　　　　　△2，292 

予備費　　　　　　　　　　　　　　△2，292 

計 �34，002 �△2，292 �31，710 � � � 


