
議　第　58　号

平　成　2　5　年　度　　池　田　町　一　般　会　計　補　正　予　算　（第　4　号）

平成25年度　池田町一般会計補正予算（第　4　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　　　　　　308，029　千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　7，731，534　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。

（地方債の補正）

第2条　地方債の変更は、「第2表　地方債補正」による。

平　成　25　年　9　月　6　日　提　出

－1－

池　田　町　長　　　岡　崎　和　夫



【第1表】 －　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 

8地　方　特　例　交　付　金 � �14，000 �743 �14，743 

・1地　方　特　例　交　付　金 �14，000 �743 �14，743 

13国　　庫　　支　　　出　　　金 � �773，362 �243 �773，605 

3委　　　　　　　託　　　　　　金 �4，658 �243 �4，901 

14県　　　　支　　　一　出　　　　金 � �4、98，439 �8，168 �506，607 

2県　　　　補　　　　助　　　　金 �224，433 �7，620 �232，053■ 

3委　　　　　　託　　　　　　金 �52，056 �548 �52，604 

16寄　　　　　　附　　　　　　金 � �2，647 �1，984 �4，631 

1寄　　　　　　附　　　　　　金 �2，647 �1，984 �4，631 

17繰　　　　　　　入　　　　　　　金 � �324，000 �4，800 �328，800 

2他　　会　　計　　繰　　入　　金 �34，000 �4，800 �38，800 

18繰　　　　　　越　　　　　　金 � �116，242 �247，708 �363，950 

1繰　　　　　　越　　　　　　金 �116，242 �247，708 �363，950 

19諸　　　　　　収　一　　　　　　入 � �148，017 �6，887 �1〉54，904 

4雑　　　　　　　　　　　　　　　入 �85，627 �6，887 �92，514 

20町　　　　　　　　　　　　　　　債 � �508，600 �37，＿　496 �546，096 

1町　　　　　　　　　　　　　　　債 �508，600 �37，496 �546，096 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��7，423，505 �308，029 �7，・731，534 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �項 �補　正　‾　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

1議　　　　　　会　　　　　　　費 � �84∴58■7 �△3，157 �81，430 

1議　　　　　　会　　　　　　費 �84，587 �△3，157 �81，430 

2総　　　　　　務　　　　　　費 � �8■71，047 �18■7，131 �1，058，178 

1総　　務　　管　　理　　費 �－　708，203 �184，121 �89■2，324 

2徴　　　　　　税　　　　　　費′ �112，379 �3，000 �115，379 

5統　　計　　調　■　査　　費 �1，314 �10 �1，324 

3民　　　　　　生　　　　　　　費 � �2，・459，713 �8，606 �2，468，319 

1社　　会　　福　　祉　　費 �1，298，158 �5，802 �1，303，960 

2児　　童　　福　　祉　　費 �1，161，550 �2，804 �1，164，354 

4衛　　　　　　生　　　　　　費 � �679，116 �6，031 �685，147 

1保　　健　　衛　　生　　費 �272，130 �6，031 �278，161 

6農　　林　　水　　産　　業　　費 � �554，196 �4，013 �558，209 

1農　　　　　　業　　　　．費 �、467，292 �3，263 �470，555 

2林　　　　　　業　　　　　　費 �86，904 �750 �87，654 

7商　　　　　　工　　　　　　費 � �67，317 �3，130 �70，447 

1商　　　　　　工　　　　　　費 �67，317 �3，130 �70，447 

8土　　　　　　木　　　　　　費 � �780，543 �】74，201 �854，744 

1土　．木　　管　　理　　費 �80∴110 �′12，051 �92，161 

2道　　路　　橋　　梁　　費 �410，519 �61，493 �472，012 

3河　　　　　　川　　　　　　費 �31，142 �1，405 �32，547 

【第1表】 ー　3　－



【第1表】 －　4　－

（単位：千円） 

款 �項 �補　正　′前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

5下　　　　水　　　　道　　　　費 �231，187 �△748 �230，439 

、9消　　　　　■防　　　　　費 � �311，239 �161 �311，400 

1消　　　　　　防　　　　　　費 �311，239 �161 �311，400 

10教　　　　　　育　　　　　　費 � �937，190 �10，463 �947，653 

2小　　一学　　　校　　　費 �354，953 �8，577 �363，530 

3中　　　　学　　　　校　　　　費 �55，380 �50 �55，430 

5保　　健　　体　　育　　費 �162，839 �1，836 �164，675 

14予　　　　　　備　　　　　　　費 � �31，710 �17，450 �49，160 

1予　　　　　　備　　　　　　費 �31，710 �17，450 �49，160 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��7，423，505 �30－8，029 �7，731，534 



第　2　表　　　　地　方　債　補　正

（単位：千円）

起　　債　　の　　‾目　　的 �補　　　　　　正　　　　　　前 ����補　　　　正　■　　　後 
限　度　額＿ �起債の 方準 �利　　率 �償還　の　方法 �限　度　額 �起債の 方法 �利　率 �償還の 声法 

臨　時　財　政　対　策　債 �430，000 �証書借入 又は 証券発行 �4．0％以内 （但し、利率見 直し方式で借り 入れる政府資金 等について、利 率見直しを行っ た後においては 当該見直し後の 利率） �＿政府資金について は、その融資条件に より、銀行その他の 場合にはその債権者 と協定するものによ る。 但し、町財政の都 合により据置期間及 び償還期限を短縮 し、又は繰上償還も しくは低利に借換え することができる。 �467，496 �補正前 と同じ �補正前 と同じ �補正前 と同じ 
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【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 

8地　　　方　　　特　　　例　　　交　　　付　　　金 �．14，000 �743 �14，743． 

13国　　　　　庫　　　　　支　　　　　出　　　　　金 �773，362 �243 �773，605 

14県　　　　　　　支　　　　　　　出　　　　　　　金 �498，439 �8，168 �506，607 

16寄　　　　　　　　　　　附　　　　　　　　　　　金 �2，647 �1，984 �4，631 

17繰　　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　　金 �324，000 �4，800 �328，800 

18繰　　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　　金 �116、，・242 �247，708 �363，950 

19諸　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　　　入 �148，017 �6，887 �154，904 

20町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　債 �508，600 �37，496 �546，096 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �7，‾　423，505 �308，029 �7，731，534 



し戒　出ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �補正前の額 �補　正　額 �計 �本　年、一度　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 

1議　　　　会　　　　費 �84，587 �△3，157 �－　81，430 � � � � �△3，157 

2総　　　　務　　　　費 �871，047 �187，131 �1，058，178 � �7 � �1，000 �186，124 

3民　　　生　　　費 �2，459，713 �8，606 �2，468，319 �243 �1，757 � �2，651 �3，955 

4衛　　　　生　　　　費 �679，116 �6，031 �685，147 � � � � �6，031 

6農　林　水　産　業　費 �554，196 �4，013 �558，209 � �750 � � �3，263 

7商　　　　工　　　　費 �67，317 �3，130 �70，447 � �906 � � �2，224 

8土　　　　木　　　　費 �780，543 �74，201 �854，744 � �4，748 � � �69，453 

9消　　　　防　　　　費 �311，239 �161 �311，400 � � � � �161 

10教　、育　　　費－ �937，190 �10，463 �947，653 � � � �250 �10，213 

14予　　　　備　　　　費 �31，710 �17，450 �49，160 � � � � �17，450 

歳　　出　　合　　計 �7，423，505 �308，029 �7，731，534 �243 �8，168 � �3，901 �295，717 

【総　括】 －　7　－



【地方特例交付金】【国庫支出金】【県支出金】

2　歳入

（款）8地方特例交付金

ー　8　－

（項）・1地方特例交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1地方特例交付金 �14，000 �743 �14，743 �1地方特例交付金 �743 �減収補てん特例交付金 

計 �14，000 �743 �14，743 � � � 

（款）13国庫支出金

（項）3委託金

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

2民生費委 �金 �4，388 �243 �4，631 �1社会福祉費委託金 �243 �国民年金事務委託金（拠出分）‾ 

計 ��4，658 �243 �4，901 � � � 

（款）14県支出金

（】貫）2県補助金

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

2民生費県補助金 �117，613 �1，757 �119，370 �3福祉医療費補助金 �870 �福祉医療費補助金精算金 

4児童福祉費補助金 �887 �児童虐待防止対策緊急強化事業交付金　837 清流の国ぎふ森林・環境基金事業交付金　50 

4農林水産業費県補助金 �83，519 �750 �84，269 �3林業費補助金 �750 �野生生物保護管理事業補助金 

5土木費県補助金 �12，434 �4，207 �16，641 �3公共下水道事業補助金 �4，207 �特定基盤整備推進交付金 

7商工費県補助金 �0 �906 �906 �1商工費補助金 �906 �消費者行政活性化事業補助金 

計 �224，433 �7，620 �232，053 � � � 



（款）14県支出金
（項）3委託金

目・ �補正前の額 �補正額 �計 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 一区　　分 �金　額 

1総務費委託金 �48，109 �7 �48，116 �5統計調査費委託金 �■　7 �経済センサス調査区管理委託金　5 経済センサス基礎調査準備委託金1 商業統計調査委託金　　1 

3土木費委託金 �3，812 �541 �4，353 �2河川費委託金 �541 �一級河川草刈委託金 

計 �52，056 �548 �52，604 � � � 

（款）16寄附金

（項）1寄附金

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

1民生費寄附金 �181 �734 �915 �1老人福祉費寄附金 �734 �福祉事業寄附金 

6教育費寄附金 �53 �250 �303 �1学校教育費寄附金‾ �250 �教育費寄附金 

8ふるさと支援まちづくり 寄付金 �1 �1，000 �1，001 �1ふるさと支援まちづく ＿り寄付金 �1，000 �ふるさと支援まちづくり寄付金 

計 �2，647 �1，984 �4，631 � � � 

（款）17繰入金
（項）2他会計繰入金

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

1北部簡易水道特別会計繰 入金 �4，000 �′1，300 �5，300 �1北部簡易水道特別会計 繰入金′ �1，300 �北部簡易水道特別会計繰入金 

2南部簡易水道特別会計繰 入金 �8，・000 �3，500 �11，500 �1南部簡易水道特別会計 繰（金 �3，500 �南部簡易水道特別会計繰入金 

計 �34，000 �4，800 �38，800 � � � 

【県支出金】【寄附金】【繰入金】 一　9　→



【繰越金】【諸収入】【町債】

（款）18繰越金

（項）1繰越金

一10　－

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

1繰越金 �116，242 �247，708 �363，950 �1前年度繰越金 �247，708 �前年度繰越金 

計 �116，242 �247，708 �363，950 � � � 

（款）19諸収入

（項）4雑入

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

2過年度収入 �5，018 �4，970 �9，988 �1過年度収入 �4，970 �過年度後期高齢者医療給付費負担金精算金　′ 

3雑入 �80，608 �1，917 �82，525 �1雑入 �1，917 �障害程度区分認定審査会事務費負担金精算金 　　　　17 コミュニティ助成事業助成金1，900 

計 �85，627 �6，887 �92，514 � � � 

（款）20町債

（項）1町債

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

4臨時財政対策債 �430，000 �37，496 �467，496 �1臨時財政対策債 �37，496 �臨時財政対策債 

計 �508，600 �37，496 �546，096 � � � 

合　計 �7，423，505 �308，029 �7，731，534 � � � 



3　歳出
（款）1議会費

（項）1議会費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1議会費 �84，587 �△3，157 �81，430 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

84，587 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△3，157 

1報酬 �△2，385 �議会費　　　　　　　　　　　　　　　△3，157 

3　職員手当 �△624 �議員報酬　　　　　　　　　　　　　△2，385　議員手当　　　　　　　　　　　　　　△624 

9　旅費 �△94 �議員費用弁償　　　　　　　　　　　　△36　議員普通旅費　　　　　　　　　　　　△4 

19　負担金補助 �△54 �議員特別旅費　　　　　　　　　　　　△18　常任委員会研修旅費　　　　　　　　　△24 

及び交付金 ��議会広報編集委員研修旅費　　　　　　△12　議員研修費　　　　　　　　　　　　△30 

池田町神戸町議会合同研修会負担金　　　△9　議会広報編集委員研修費　　　　　　　△15 

計 �84，587 �△3，157 �81，430 � � � 

（款）2　総務費
（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 

2　財産管理費 �215，250 �183，000 �398，250 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

90，000　　　　　　　　　　　　　　　　2，274　　122，976 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

1，000　　　182，000 

25　積立金 �183，000 �財産管理費　　　　　　　　　　　　183，000 

財政調整基金積立金　　　　　　182，000　ふるさと支援まちづくり基金積立金　1，000 

3　企画費 �67，467 �1，121 �68，588 � � �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　　　61，966 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

1，121 

1，5　工事請負費 �1，121 �企画費　　　　　　　　　　　　　　　1，121 

維持補修工事請負費　　　　　　　　1，121 

計 �・708，203 �184，121 �892，324 � � � 

【議会費】【総務費】 －11－



【総務費】

（款）2　総務費

ー12　－

（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 

2　賦課徴収費 �19，266 �3，000 �22，266 � � �予算現額　一　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

2，ノ661　　　16，605 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

3，000 

23　償遭金利子 �3，000 �賦課徴収費　　　　　　　　　　　　　　3，000 

及び割引料 ��町税過誤還付金及び加算金　　　　　　3，000 

計 �112，379 �3，000 �115，379 � � � 

（款）2　総務費
（項）5　統計調査費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1統計調査費 �1，314 �10 �，1，324 � � �予算現額　　国支出金1　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

1，314 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 

11需用費 �10 �商業統計調査費　　　　　　　　　　　　　　2 

消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　　2 

経済センサス基礎調査費　　　　　　　　　　2 

消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　　2 

経済センサス調査区管理費　　　　　　　　　6 

消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　6 

計 �1，314 �10 �1，324 � � � 



（款）3　民生費

（項）1社会福祉費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位‥千円） 

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

1社会福祉総 �407，950 �58 �408，008 � � �予算現額　　国支出・金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

務費 ������125，395　　104，966　　　　　　　　17，010　　160，579 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

17　　　　　　　41 

13　委託料 �58 �社会福祉総務費　　　　　　　　　　　　　　58 

障害福祉サービス受給者管理ソフト保守委託　　情報センター委託料　　　　　　　　　16 

料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42 

2　老人福祉費 �91，895 �734 �92，629 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

1，806　　　　　　　　14，850　　　　75，239 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

734 

25　積立金 �734 �老人福祉費　　　　　　　　　　　　　　　　734 

地域福祉基金積立金　　　　　　　　　　734 

3　介護保険事 �、304，348 �4，767 �309，115 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源‾ 

業費 ������34，514　　　269，834 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

4，767 

19　負担金補助 �4，767 �介護保険事業費　　　　　　　　　　　4，767 

及び交付金 ��揖斐広域連合過年度精算負担金　　　4，767 

4　福祉医療費 �268，040 �0 �268，040 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

87，383　　　　　　　　19，102　　161，555 

今回補正、　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

870　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△870 

福祉医療費 
5　国民年金事 �12，911 �243 �13，154 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

務費 ������4，300　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，611 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

243　＿＿ 

18　備品購入費 �243 �国民年金事務費　　　　　　　　　　　　　243 

ねんきんネット導入費　　　　　　　　　243 

計 �1，298，158 �5，802 �1，303，960 � � � 

【民生費】 ー13　－



【民生費】【衛生費】

（款）3　民生費

－14　－

（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 �375，222 �838 �376，060 � � �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　　　265，630 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

887　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△49 

18　備品購入費 �838 �子育て支援事業費 

児童虐待防止対策緊急強化事業　　　　　　838 

子育て支援センター備品購入費　　　　　838 
4　障害児通所 �34，097 �1，966 �36，063 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

支援事業費 ������31，188　　　　2，909 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

1，900　　　　　　66 

12　役務費 �102 �障害児適所支援事業費　　　　　　　　1，966 

18　備品購入費 �1，864 �公用車車検等手数料　　　　　　　　　　65　自動車損害保険料　　　　　　　　　　　37 

公用車購入費　　　　　　　　　　　1，864 

計 �1，161，550 �2，804 �1，164，354 � � � 

（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 

1保健衛生総 �63，292 �31 �63，323 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

務費 ������60　　　　　　　　　　　970　　　62，262 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

31 

19　負担金補助 �31 �保健衛生総務費　　　　　　　　　　　　　　31 

及び交付金 ��東海ブロック家族会精神保健福祉推進活動研 

究会負担金　　　　　　　　　　　　　　　31 



（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 

10　環境衛生費 �53，075 �6，000 �59，075 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

4，121　　　5，228　　　　　　　　　7，910　　　35，816、 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方磨　　その他　　一般財源 

6，000 

19　負担金補助 �6，000 �衆境衛生費　　　　　　　　　　　　　　6，000 

及び交付金 ��住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 

6，000 

計 �272，130 �6，031 �278，161 � � � 

（款）6　農林水産業費
（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 

6　農地費 �150，461 �398 �150，859 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

25，174　　　　　　　　　．65　　125，222 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

398 

11需用費 �350 �農業農村整備事業費　　　　　　　　　　　398 

19負担金補助 及び交付金 �48 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　350　県土地改良事業団体連合会負担金　　　　48 

7　農業集落排 �244，654 �2，865 �247，519 � � �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 ������244，654 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

2，865 

28　線出金 �2，865 �農業集落排水施設事業費　　　　　　　　2，865 

農業集落排水事業特別会計施設管理費繰出金 

2，865 

計 �467，292 �3，263 �470，555 � � � 

【衛生費】【農林水産業費】 ー15　－



【農林水産業費】【商工費】

（款）6　農林永産業費

－16　－

（項）2　林業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1林業振興費 �37，038 �750 �37，788 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他．　一般財源 

1，755　　　　　　　　　25，630　　　　9，653 

今回補正　　国支出金．県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

750 

19　負担金補助 �750 �林業振興事業費　　　　　　　　　　　　　750 

及び交付金 ��野生生物保護管理事業補助金　　　　　　750 

計 �86，904 �750 �87，654 � � � 

（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 

1商工振興費 �14，449 �906 �15，355 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

14，449 

一今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

906 

11需用費 �906 �商工振興費　　　　　　　　　　　　　　　906 

消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　906 

2　観光費 �52，868 �2，224 �55，092 � � �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　　　　51，511 

今回補正‘・国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

2，224 

15　工事請負費 �2，224 �観光施設管理費　　　　　　　　　　　　2，224 

維持補修工事請負費　　　　　　　　2，224 

計 �67，317 �3，130 �70，447 � � � 



（款）8　土木費

（項）1土木管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1土木総務費 �－　80，110 �12，051 �92，161 � � �予算現額　′国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

950　　　12，534　　　　　　　　　　710　　　65，916 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

12，051 

1－1需用費 �400 �土木総務費　　　　　　　　　　　　12，051 

12　役務費 �24 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　′400　自動車損害共済保険料　　　　　　　　　24 

13　委託料 �11，310 �土木事業測量調査設計委託料　　　11，310　自動車リース料　　　　　　　　　　　31ナ 

14使用料及び 、貸借料 �317 

計 �80，110 �12，051 �192，161 � � � 

（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 

2　道路維持費 �183，577 �3，000 �186，577 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

72，600　　　　　　　　　53，400　　　9，300　　　48，277 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

3，000 

15　工事請負費 �3，000 �道路維持費　　　　　　　　　　　　　3，000 

町道維持補修工事請負費　　　　　　　3，000 

3　道路新設改 �171，468 �58，493 �229，961 � � �予算現額　　国支出金　　痕支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

良費 ������30，000　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　141，467 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

58，493 

15　工事請負費 �53，738 �道路新設改良費　　　　　　　　　　58，493 

17　公有財産購 �△2，163 �町道アスファルト舗装工事請負費　　5，395　道路改良工事請負費　　　　　　　48，343 

入費 ��町道改良工事用地買収費　　　　　△2，163　町道改良工事物件補償費　　　　　　6，918 

22補償補填及 　び賠償金 �6，918 

計 �410，519 �61，493 �472，012 � � � 

【土木費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－17－



【土木費】【消防費】

（款）8　土木費

－18　－

（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 �31，142 �1，405 �32，547 � � �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　　　22，629 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

541　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　864 

11需用費 �1，405 �河川総務費　　　　　　　　　　　　　1，405 

修繕料　　　　　　　　　　　　　　1；405 

計 �31，142 �1，405 �32，547 � � � 

（款）8　土木費
（項）5　下水道費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 ��説　　　　　明 
区　分1 �金　額 

1下水道整備 �■　231，187 �△748 �230，439 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　・その他　　一般財源 

費 ������231，187 

今由補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

4，207　　　　　　　　　　　　　　　△4，955 

28　線出金 �△748 �下水道整備事業費　　　　　　　　　　　△748 

公共下水道事業特別会計繰出金　　　　△748－ 

計 �231，187 �△748 �230，439 � � � 

（款）9　消防費
（項）1消防費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

4　防災費 �16，829 �161 �16，990 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

16，829 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

161 

11需用費 �161 �防災費　　　　　　　　　　　　　　　　　161 

消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　161 



（款）9　消防費
（項）1消防費

目 �補正前の額 �補　正　額 �計 �節 
区　分 �金　額 

（単位：千円）

説　　　　　明

計 �l311，2391 �161l �311，4001　　　　1　　1 

（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 �345，808 �8，577 �354，385 � � �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　　　231，521 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 
・200　　　　8，377 

15　工事請負費 �8，377 �学校管理費　　　　　　　　　　　　　　　20‾0 

18　備品購入費 �200 �一般備品購入費　　　　　　　　　　　　200 

八幡小学校校舎改築事業費　　　　　　　8，377 

八幡小学校校舎空調設備配管工事請負費 

8，377 

計 �354，953 �8，577 �363，530 � � � 

（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 �46，118 �50 �46，1－68 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源， 

360　　　　45，758 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

50 

18　備品購入費 �50 �学校管理費　　　　　　　　　　　　　　　　50 
一般備品購入費　　　　　　　　　　　　　50 

計 �55，380 �50 �55，430 � � � 

【消防費】【教育費】 －19　－



【教育費】【予備費】

（款）10　教育費

ー　20　－

（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 

2　保健体育施 �37，005 �1，836 �38，841 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

設費 ������2，124　　　　34，881 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

1，836 

15　工事請負費 �1，836 �保健体育施設費　　　　　　　　　　　1，836 

南部公園植栽工事請負費　　　　　　636　南部公園藤棚設置工事請負費　　　1，200 

計 �162，839 �1，836 �164，675 � � � 

（款）14　予備費

（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 �31，710 �117，450 �49，160 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　‾‾一般財源 

31，710 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財漁 

17，450 

17，450 �予備費　　　　　　　　　　　　　　17，450 

予備費　　　　　　　　　　　　　17，450 

計 �31，710 �17，450 �49，160 � � � 


