
議　第13　号

平　成　25　年　度　　池　田　町　一　般　会　計　補　正　予　算　（第　7　号）

平成25年度　池田町一般会計補正予算（第　7　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　歳入歳出亭算の総額に、歳入歳出それぞれ　　　　139，489　千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　8，320，718　千町とする。

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享算の金額は、「第1表　歳入歳出予算

補正」による。

（繰越明許費）

第2条　地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」

による。

（地方債の補正）

第3条　地方債の変更は、「第3表　地方債補正」による。

池　田　町　長　　　岡　崎　和　夫

－1－

平成　26　年　3　月　3　日　提　出



【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 

1町　　　　　　　　　　　　　　　税 � �2，750，386 �43，843 �2，794，229 

1町　　　　　　　民　　　　　　　税 �1，229，963 �25，743 �1，255，706 

2固、　定　　資　　　産　　税 �1，357，082 �1，10・0 �1，358，182 

4町　‾　　た　　‾ぽ　　　こ　　　税・ �110，000 �17，000 �‘127，000 

11分　担　金　及　び　負　担　金 � �180，231 �△943 �179，288 

1負　　　　　　　担　　　　　　　金 �180，231 �△943 �17、9，288 

12使　用　料　及　び　手　数　料 � �80，565 �△484 �80，081 

1使　　　　　　　用　　　　　　　料 �66，・921 �△484 �66，437 

13国　　　庫　　支　　　出　　　金 � �959，277 �49，638 �1，008，915 

1国　　庫　　争　　担　　金 �566，195 �11，144 �577，339 

2国　　庫　　補　　助　・金 �388，181 �38，494 �426，675 

14県　　　　支　　　　出・　　金 � �538，193 �19ト52．9 �557，722 

1県　　　　負　　　　担　　　　金 �227，468 �15，973 �243，441 

2県　　　　補　　　　助　　　　金 �259，804 �3，556 �263，360 

15・財　　　　産　　、収　　　　入 � �3，9‾89 �6，296 �10，285 

1財　　産　　運　　用　　収　　入 �3，987 �1，177 �5，164 

2財　　産　　売　　払　　収　　入 �2 �5，119 �5，121 

16寄　　　　　　附　　　　　　金 � �4，、631 �6，67㌔1 �11，302 

1寄　　　　　　　附　　　　　　　金 �4，631 �6，671 �11，302 



（単位：千円） 

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

17繰　　　　　　入　　　　　　金 � �306，800 �△39，500 �267，300 

1基　　金　　繰　　入　　金 �290，000 �△40‾，000 �250，000 

2他　　会　　計　　繰　　入　　金 �16，800 �500 �17，300 

19諸　　　　　　　収　　　　　　　入 � �154，968 �16，939 �171，907 

3受　　託　一事　　業　　収　　入 �61，131 � �61，131 

4雑　　　　　　　　　　　　　　入 �92，578 �16，939 �109，517 

20町　　　　　　　　　　　　　　　債 � �708，896 �37，500 �746，396 

1町　　　　　　　　　　　　　　　債 �708，896 �37㌔，500 �746，396 

＿歳　　　　入　　　　合　　　　計 ��8，181，229 �139，489 �8，320，718 

【第1表】 －　3　－



【第1表】 －　4　－

（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款 �・項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

1議　　　　　　会　　　　　　　費 � �81，430 �△1，804 �79，626 

1諸　　　　　　会　　　　　　費 �81，430 �△1，804 �79，■626 

2総　　　　　　務　　　　　　費 � �1，200，890 �15，746 �1，216，636 

1総　　務　　　管　　理　　費 �1，036，516 �18，417 �1，054，933 

2徴　　　　　　税　　　　　　費 �115，663 �△6，741 �108，922 

3戸　籍　住　民　基　本　台　帳　費 �31，891 �4，070 �35，961 

3民　　　　　　　生　　　　　　　費 � �2，504，062 �16，451 �2，520，513 

’1社　　会　　福　　祉　　費 �1，303，960 �33，．027 �1，336，987 

2児　　童　　福　　祉　　費 �1，200，097 �△16，576 �1，183，521 

4衛　　　　　　生　　　　　　費 � �685，288 �△7，978 �677，310 

1保　　　健　　　衛　　　生　　　費 �278，302 �△7，959 �270，343 

2清　　　　　　掃　　　　　　費 �342，963 �△534 �342，429 

3上　　　　水　　　　道　　　　費 �64，023 �515 �64，538 

6農　　林　　水　　産　　業　　費 � �602，332 �△14，744 �587，588 

1農　　　　　　業　　　　　　費 �525，001 �△11，209 �513，792 

2林　　　　　　菜　　　　　　費 �77，331 �－　△3，535 �73，796 

7商　　　　　　工　　　　　　費 � �70，447 �△625 �69，822 

1商　　　　　　工　　　　　　費 �70，447 �△625 �69，822 

8土　　　　　　　木　　　　　　　費 � �831，003 �△91，206 �739，797 

1土　　木　　　管　　　理、　費 �92，023 �△4，872 �87，151 



（単位：千円）

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　、正　　　　額 �計 

2道　　路　　橋　　梁　　費 �446，133 �△‾22，989 �423，144 

3河　　　　　　川　　　　　　　費・ �32，547 �△2，366 �30，181 

4住　　　　　　宅　　　　　　費 �17，121 �△1，885 �15，236 

5下　　　水　　　学　　　費 �229，915 �△57，786 �172，129 

6都　　　市　　　計　　画　　費 �13，264 �△1，308 �11，956 

9消　　　　　　　防　　　　　　費 � �311，400 �△3，719 �307，681 

1消　　　　　　　防　　　　　　費 �311，400 �△3，719 �307，681 

10教　　　　　　育　　　　　　費 � �1，132，218 �57，083 �1，189，301 

1教　　育　　総　　務　　費 �95，848 �△8，265 �87，583 

2、小　　　学　　　校　　　費 �376，109 �69，315 �44＿5，424 

3中　　　　学　　　　校　　　　費 �55，698 �1，23■5 �56，933 

4社　　会　　教　　育　　費 �309，091 �△10，169 �298，922 

5保　　健　　体　　育　　費 �295，472 �4，967 �300，439 

12公　　　　　　債　　　　　　　費 � �637，496 � �637，496 

1公　　　　　　債　　　　　　費 �637，496 � �637，496 

14予、　　　　備　　　　　　　費 � �119，566 �170，285 �289，851 

1予　　　　　　備　　　　　　費 �119，566 �170，285 �289，851 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��8，181，229 �139，489 �8，320，718 

【第1表】 －　5　－



第　2　表　　　　繰　　越　　明　　許　　費

（単位：千円）

款 �項 �事　　　　　業　　　　　名 �金　　　額 

2．総　務　費 �1．総務管理費 �総合行政情報システム導入委託業務 �5，880 

3．民　生　費 �2．児童福祉費 �子ども子育て支援事業 電子システム開発委託業務 �3，896 

10．教　育　費 �2．小学校費 �・温知小学校特別教室棟耐震補強事業 �66，928 

10．教　育　費 �2．小学校費 �宮地小学校校舎耐震補強事業 �9，924 



第　3　表　　　　地　方　債　補　正

（単位：千円）

起　債　　の　　白　　的 �補　　　　　　正　　　　　　前 ����補　　　　正　　　　後 
限■度　額 �起債の 方法 �利　　率 �償還　の・方法 �限　度　額 �起債の 方法 �利率 �償還の 方法 

温知小学校特別教室棟耐震補強 事琴債 �0 �証書借入 又は 証券発行・ �4．0％以内 （但し、利率見 直し方式で侮り 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。 �32，700 �補正前 と同じ �補正前 と同じ �補正前 －と同じ 

宮地小学校校舎耐震補強事業債 �0 ����■4，800 

ー　7　－



【総　括】 －　8　－

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

1　総括

（歳　入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款 �補　正　前　の　額 �補　　　正　　　額 �計 

1町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税 �2，750，386 �43，843 �2，794，229 

11分　　担　　金　　及　　び　　負　　担　　金 �180，231 �△943 �179，288 

12使　　鱒　　料　　及　　び　　手　　数　　料 �80，565 �△484 �80，081 

13国　　　　　庫、　　　支　　　　　出　　　　　金 �959，277 �49，638 �1，008，915 

14県　　　　　　　支　　　　　　　出　　　　　　　金 �538，193 �19，529 �557，722 

15財　　　　　　　産　　　　　　　収　　　　　　　入 �3，989 �6，296 �10，285 

16寄　　　　　　　　　　　附　　　　　　　　　　　金 �4＿，631 �6，671 �11，302 

17繰　　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　　金 �306，800 �△39，500 �267，300 

19諸　　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　　　　入 �154，968 �16，939 �171，907 

20町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　債 �708，896 �37，500 �746，396 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �8，181，229 �139，489 �8，320，718 



（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 

1議　　　　会　　　　費 �81，430 �△1，804 �79，62－6 � � � � �△1，804 

2総　　　′務　　　　費 �1，200，890 �15，746 �1，216，636 � �378 � �229 �15，139 

3民　　　　生／　　費 �2，504，062 �16，451 �2，520，513 �12，794 �12，030 � �△40，456 �32，083 

4衛　　　　生　　　　費 �685，288 �△7，978 �677，310 �■△785 �487 � �131 �△7，811、 

6農　林　水　産　業．費 �602，332 �△14，744 �587，588 � �△2，953 � �△544 �△11，247 

7商　　　　工　　　　費 �70，447 �△625 �69，822 � �7，100 � � �△7，725 

8土　　　　木　　　　費 �831，003 �△91，206 �739，797 �△270 �△135 � �3，599 �△94，400 

9消　　　　防　　　　費 �311，400 �△3，719 �307，681 � � � �400 �△4，119 

10教　　　　育　　　　費 �1，132，218 �57，083 �1，189，301 �37，899 �2，622 �37，500 �100 �△21，038 

12、公　　　債　　　費 �637，496 � �637，496 � � � �1，885 �△1，885 

14予　　　　備　　　　費 �119，566 �170，285 �289，851 � � � � �170，285 

歳・　出　　合　　計 �8，181，229 �139，489 �8，320，718 �49，638 �19，529 �37，500 �△34，656 �67，478 

【総　括】 －　9　－



【町税】【分担金及び負担金】

2　歳入

（款）1町税
（項）1町民税

－10　－

（単位：千円）

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

1個人分 �1，087，905 �2，700 �1，090，605 �2滞納繰越分 �2，700 �町民税個人滞納分、 

2法人分 �142，058 �23，043 �165，101 �1現年課税分 �21，443 �町民税法人 

2滞納繰越分 �1，600 �町民税法人滞納分 

計 �1，229，963 �25，743 �1，255，706 � � � 

（款）1町税

（項）2固定資産税

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

1固定資産税 �1，357，078 �1‾，100 �1，358，178 �2滞納繰越分 �1，100 �固定資産税滞納分 

計 �1，357，082 �1，100 �1，358，182 � � � 

（款）1町税
（項）4町たばこ税

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

1町たばこ税 �110，000 �17，000 �127，000 �1現年課税分 �17，000 �町たばこ税 

計‾ �110，000 �17，000 �127，000 � � � 

（款）11分担金及び負担金
（項）1負担金

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

2民生費負担金 �168，107 �△943 �167，164 �2児童福祉費負担金 �△943 �放疎後児童健全育成事業負担金 
‾　計 �180，231 �△943 �179，288 � � � 



（款）12使用料及び手数料
（項）1使用料

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

1総務費使用料 �1，000 �△484 �516 �1総務費使用料 �△484 �太陽光発電設備設置事業使用料 

計 �66，921 �△484 �66，437 � � � 

（款）13国庫支出金
（項）1国庫負担金

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

1民生費国庫負担金 �505，932 �11，144 �517，076 �1社会福祉費負担金 �15，123 �障害者自立支援給付費負担金 

2社会福祉住民費負担金 �△139 �国民健康保険保険基盤安定負担金△159 国民健康保険保険基盤安定負担金（介護分） 　　　△67 障害者自立支援給付費負担金精算金　87 

3児童福祉費負担金 �△3，840 �保育所運営費負担金　1，236 児童手当負担金　　△6，412 保育所運営費負担金精算金　1，336 

計 �566，195 �■11，144 �577，339 � � � 

（款）13国庫支出金
（項）2国庫補助金

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

2民生費国庫補助金 �6，001 �1，650 �7，651 �1社会福祉費補助金 �1，650 �障害者地域生活支援事業費補助金 

3衛生費国庫補助金 �5，172 �△785 �4，387 �2環境衛生費補助金 �△785 �浄化槽設置整備事業補助金 

4土木費国庫補助金 �58，150 �△270 �57，880 �1土木費補助金 �△270 �木造住宅耐震診断補助金 

5教育費国庫補助金 �3，519 �37，899 �41，418 �1学校費補助金 �△491 �就園奨励費補助金 

2学校施設環境改善交付 金 �38，390 �学校施設環境改善交付金 

【使用料及び手数料】【国庫支出金】 －11－



【国庫支出金】【県支出金】

（款）13国庫支出金
（項）2国庫補助金

－12　－

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

計 �388，181 �38，494 �426，675 � � � 

（款）14県支出金

（項）1県負担金

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

1民生費県負担金 �224，468 �15，973 �240，441 �1社会福祉費負担金 �7，561 �障害者自立支援給付費負担金 

2社会福祉住民費負担金 �5，282 �国民健康保険保険基盤安定負担金　5，721 国民健康保険保険基盤安定負担金（介護分） 　　　　　△439 

3児童福祉費負担金 �3，1・30 �保育所運営費負担金　　618 児童手当負担金　　1，844 保育所運営費負担金精算金　668 

計 �227，468 �15，973 �243，441 � � � 

（款）14県支出金

（項）2県補助金

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

1総務費県補助金 �38 �378 �416 �1総務管理費補助金 �378 �防犯カメラ設置事業振興補助金 

2民生費県廟助金 �126，533 �△3，943 �122，590 �1社会福祉費補助金 �1，145 �障害者地域生活支援事業費補助金　825 障害者福祉費補助金　　　　320 

3．福祉医療費補助金 �△9，051 �福祉医療費補助金　　　　△8，589 福祉医療費助成事業事務費補助金　△462 

4兎童福祉費補助金 �4，502 �子育て支援対策臨時特例交付金・△477 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 　　　　　4，979 



（款）14県支出金
（項）2県補助金

‾目 �補正前の額 �補正額 �計 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 

区　　分 �金　額 

5児童育成事業費補助金 �△539 �放課後児童健全育成事業補助金 

3衛生費県補助金 �8，243 �487 �8，730 �2環境衛生費補助金 �487 �浄化槽設置整備事業補助金 

4農林水産業費県補助金 �104，787 �△2，953 �101，834 �1農業費補助金 �7，169 �元気な農業産地構造改革支援事業補助金 　　　　△2，231 農地集積協力金　　　9，400 

2農地費補助金 �△9，266 �県単農道整備事業補助金 

3林業費補助金 �△856 �森林整備地域活動支援交付金　　△539 森林病虫害防除補助金　　　△317 

5土木費県補助金 �16，641 �△135 �16，506 �1土木総務費補助金 �△135 �木造住宅耐震診断補助金 

6教育費県補助金 �2，656 �2，622 �5，278 �3学校教育費補助金 �2，622 �防犯カメラ設置事業地域振興補助金・ 
′　7商工費県補助金 �906 �7，100 �8，006 �1商工費補助金 �7，100 �観光拠点「池田山」魅力向上事業補助金 　　　　6，000 大津谷公園梅林整備事業振興補助金1，100 

計 �259，8P4 �3，556 �263，360 � � � 

（款）15財産収入

（項）1財産運用収入

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

1財産貸付収入 �1，319 �1，064 �2，383 �1土地建物貸付収入 �1；064 �普通財産貸付収入 

2利子及び配当金 �2，668 �113 �2，781 �1利子及び配当金 �113 �財政錮整基金利子 

計 �3，987 �1，177 �5，164 � � � 

【県支出金】【財産収入】 －13　－



【財産収入】【寄附金】【繰入金】

（款）15財産収入

（項）2財産売払収入

－14　－

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

2財産売払収入 �1 �5，119 �5，120 �1財産売払収入 �5，119 �町有地売却収入 

計 �2 �5，119 �5，121 � � � 

（款）16寄附金

（項）1寄附金

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

1民生費寄附金　◆ �915 �150 �・1，065 �1老人福祉費寄附金 �150 �福祉事業寄附金 

5土木費寄附金 �1，303 �5，484 �6，787 �1道路橋梁費寄附金 �5，484 �道路維持寄附金 

6教育費寄附金 �303 �100 �403 �4保健体育費寄附金 �100 �保健体育事業寄附金 

7－般寄附金 �1 �821 �822 �1一般寄附金 �821 �一般寄附金 

9総務費寄附金 �0 �116 �116 �2公共鉄道支援寄附金 �116、 �公共鉄道支援寄附金 

計 �4，631 �6，・671 �11，302 � � � 

（款）17繰入金

（項）1基金繰入金

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

2地域福祉基金繰入金 �40，000 �△40，000 �0 �1地域福祉基金繰入金 �△40，000 �地域福祉基金繰入金 

計 �290，000 �r△40，000 �250，000 � � � 



（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 �5，300 �500 �5，800 �1北部簡易水道特別会計 繰入金 �500 �北部簡易水道特別会計繰入金 

計 �16，800 �500 �17，300 � � � 

（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 

1民生費受託事業収入 �36，148 �337 �■36，485 �1介護保険事業費受託事 業収入 �159 �介護予防給付受託収入 

2児童福祉費受託事業収 入 �178 �広域入所児童受託料 

2・農林水産業費受託事業収 入 �24，983 �△337 �24，646 �2林業費受託事業収入 �△337 �分収造林受託料 

計 �・61，131 �0 �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 �82，589 �16，939 �99，528 �1雑入 �16，939 �消防団員退職簸償金　△2，405 がん検診本人負担金　△114 （社）岐阜県緑化支部助成金△137 （社）岐阜県山林協会森林・林業活動助成金 　△70 コミュニティ助成事業助成金400 市町村振興協会市町村交付金19，020 

【繰入金】【諸収入】 －15　－



【諸収入】【町債】

（款）19諸収入

（項）4雑入

－16　－

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

岐阜県後期高齢者医療制度円滑運営補助金 　　　　　　　　　245 

計 �92，578 �16，939 �109，517 � � � 

（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 

3教育債 �23，800 �37，500 �61，300 �4全国防災事業債 �37，－－500 �温知小学校特別教室棟耐震補強事業債32，700 宮地小学校校舎耐震補強事業債　4，800 

計 �708，896 �37，500 �746，396 � � � 

合　計 �8，181，229 �139，489 �8，320，718 � � � 



3　歳出
（款）1歳会費

（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 �81，430 �△1，804 �79，626 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

81，430 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△1，804 

2　給料 �△1，600 �議会費　　　　　　　　　　　　　　　△1，804 

3　職員手当 �96 �一般職給料　　　　　　　　　　　　△1，600　職員手当　　　　　　　　　　　　　　　　96 

4　共済費 �△300 �職員共済組合負担金　　　　　　　　　△300 

計 �81，430 �△1，804 �79，626 � � � 

（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 

1一般管理費 �325，575 �33，113 �358，688 � � �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　　　313，121 

′今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

33，113 

2■給料 �14，836 �一般管理費　　　　　　　　　　　　　33，113 

3　職員手当 �8，471 �特別職給料　　　　　　　　　　　　△732　一般職給料　　　　　　　　　　　15，568 

4　共済費 �4，328 �職員手当　　　　　　　　　　　　　8，471職員共済組合負担金　　　　　　　　4，028 

7　賃金 �△3，500 �社会保険料等　　　　　　　　　　306　臨時職員貸金　　　　　　　　　△3，500 

11需用費 �△500 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　△500　電子入札システムサービス捷供委託料　△137 

13　委託料 �△137 �退職手当組合負担金　　　　　　　　　9，820　岐阜県人事交流負担金　　　　　　　　147 

19負担金補助 及び交付金 �9，615 �集落公民館設置事業補助金　　　　　　△352 

2　財産管理費 �541，573 �△908 �540，665 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

114，000　　　　　　　　　　67，000　　　3，274　　　357，299 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

378　　　　　　　　　　113　　　△1，399 

11需用費 �405 �財産管理費　　　　　　　　　　　　　　　△908 

【議会費】【総務費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－17－



【総務費】

（款）2　総務費

－18　－

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

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

18　備品購入費 �△1，426 �光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　405　公用車購入費　　　　　　　　　　　△1，426 

25　積立金 �113 �財政調整基金利子積立金　　　　　　　　113 

3　企画費， �68，588 �1，354 �69，942 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

9，100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　59，487 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

116　　　　1，238 

13　委託料 �△1，850 �企画費　　　　　　　　　　　　　　　　し354 

15　工事請負費 �△819 �コミュニティバス運行業務委託料　　△1，850　維持補修工事請負費　　　　　　　　　△819 

18　備品購入費 �△2，300 �マイクロバス等購入費　　　　　　　△2，300　工場等設置奨励金　　　　　　　　　　6，323 

19負担金補助 及び交付金 �6，323 

4　交通安全対 �9，815 �△740 �9，075 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

策費 ������、9，815 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△740 

13　委託料 �△740 �交通安全対策費　　　　　　　　　　　　△740 

交通安全施設設置業務委託料　　　　　△740 

5　文書広報費 �5，916 �△377 �5，539 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

558　　　　　　　　　　144　　　　5，214 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△377 

11需用費 �△377 �文書広報費　　　　　　　　　　　　　　△377 

印刷製表費　　　　　　　　　　　　△377 

6　情報管理費 �79，849 �△14，025 �65，824 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

3，153　　　　76，696 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△14，025 

12　役務費 �、△497 �情報振興事業費　　　　　　　　　　　　　　5 

13　委託料 �△5，778 �ハードウエア廃棄委託料　　　　　　　131iネットパソコンリース料　　　　　△126 

14　使用料及び �△7，750 �情報ステイション池田事業費　　　　　　△464 

貸借料 ��ホームページ作成委託料　　　　　　　△464 



（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 

電子計算費　　　　　　　　　　　　　　△678 

C／Sシステム保守料　　　　　　　　　　△678 

新システム構築事業費　　　　　　　△12，888 

バックアップ回線利用料　　　　　　　△497　総合行政情報システム導入委託料　　△4，767 

総合行政情報システム機器リース料　△7，624 

計 �1，036，516 �18，417 �1，054，933 � � � 

（款）2　総務費
（項）2　徴税費

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

1税務総務要 �93，397 �△6，741 �86，656 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

37，500　　　　　　　　　　　　　　　　　55，897 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△6，741 

2　給料 �△3，000 �税務総務費　　　　　　　　　　　　　△6，741 

3　職員手当 �△2，991 �一般職給料　　　　　　　　　．△3，000　職員手当　　　　　　　　　　　△2，991 

4　共済費 �△750 �職員共済組合負担金　　　　　　　　　△750 

計 �115，663 �△6，741 �108，922 � � � 

【総務費】 －19　－

（単位：千円）



【総務費】【民生費】

（款）2　総務費

－　20　－

（項）3　戸籍住民基 ��本台帳費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1戸籍住民基 �31，891 �4，070 �35，961 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　′　地方債　　その他　　一般財源 

本台帳費 ������270　　　　　　25　　　　　　　　　　7，520　　　　24，076 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 
4，070 

2　給料 �3，975 �戸籍住民基本台帳費　　　　　　　　　　5，164 

3　職員手当 �1，086 �一般職給料　　　　　　　　　　　　　3，975　職員手当　　　　　　　　　　　　　1，086 

4　共済費 �1，073 �職員共済組合負担金　　　　　　　　1，073　システム保守委託料　　　　　　　　　△970 

13　委託料 �△1，326 �佳良基本台帳ネットワーク事業費　　△1，094 

14　使用料及び �△738 �システム保守委託料　　　　　　　　　△358　電算機器保守委託料　　　　　　　　　　　2 

賃借料 ��住民基本台帳ネットワークシステム機器貸借 
．料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△738 

計 �31，891 �4，070 �35，961 � � � 

（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 �408，008 �37，930 �445，938 � � �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　　　　　　　　　17，027　　160，620 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

16，634　　　13，988　　　　　　　　△12，690　　　19，998 

2　給料 �△1，800 �社会福祉総務費　　　　　　　　　　　31，348 

3　職貞手当 �△1，197 �一般職給料　　　　　　　　　　　△1，800　職員手当　　　　　　　　　　　　△1，197 

4　共済費 �△480 �職員共済組合負担金　　　　　　　　△480　自立支援給付等審査支払手数料　　　　　51 

12　役務費 �100 �意見書作成料　　　　　　　　　　　　49　障害福祉サービス受給者管理ソフト保守委託 

13　委託料 �△333 �料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53 

20　扶助費 �35，058 �地域福祉計画策定業務委託料　　　　　△386　心身障害者福祉給付金　　　　　　　　△100 

28　繰出金 �6，582 �障害者補装具費支給事業支給金　　　　800　障害者自立支援医療費給付金　　　1，240 

身体障害者福祉費助成事業助成金　　1，020　障害者自立支援給付事業給付金　　　25，888 

障害児通所支援事業給付金　　　　　2，616　児童発達支援等利用者負担額軽減事業助成金 

229 



（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 

障害者地域生活支援事業給付金　　　　3，302　障害者地域生活支援事業給付金（自動車運転 

免許取得・改造助成）　　　　　　　　　　63 

社会福祉住民費　　　　　　　　　　　　6，582 

保険基盤安定繰出金　　　　　　　　　7，416　保険基盤安定繰出金（介護分）　　　　△676 

出産育児一時金繰出金　　　　　　　　△580　財政安定化支援事業繰出金．　　　　　422 

2　老人福祉費 �92，629 �△4，066 �88，563 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

1，806　　　　　　　　15，584　　　75，239 

今回補正　　国支出金　．県支出金　　地方債　　その他　、一般財源 

△15，552　　　11，486 

2　給料 �△2，300 �老人福祉費　　　　　　　　　　　　　△4，066 

写　職員手当 �△1，614 �一般職給料　　　　　　　　　　　　△2，300　職員手当　　　　　　　　　　　　　△1，614 

4　共済費 �△400 �職員共済組合負担金　　　　　　　　　△400　長寿者褒賞費　　　　　　　　　　　　△230 

8　報償費 �△230 �緊急通報装置設置・撤去料・　　　　101　老人保護措置費　　　　　　　　　　　147 

12　役務費 �101 �養護老人ホーム入所者日常生活費　　　　80　地域福祉基金積立金　　　　　　　　　150 

19負担金補助 及び交付金 �147 

20　扶助費 �80 

25∴積立金 �150 

3　介護保険事 �309，115 �3，423 �312，538 � � �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　　　274，601 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

159　　　　3，264 

13　委託料 �429 �介護保険事業費　　　　　　　　　　　3，423 

19負担金補助 及び交付金 �2，994 �介護予防プラン作成委託料　　　　　　429　揖斐広域連合負担金（保険給付分）　2，994 

【民生費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－21－



【民生費】

（款）3　民生費

一　22　－

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

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

4　福祉医療費 �268，040 �、△4，260 �263，780 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　′一般財源 

88，253　　　　　　　　　19，102　　　160，685 

今回補軍　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△9，051　　　　　　　△11，608　　　16，399 

12　役務費 �△2，263 �福祉医療費　　　　　　　　　　　　　△4，260 

20　扶助費・． �△1，997 �福祉医療費審査支払手数料　　　　　△2，263　重度心身障害者扶助費　　　　　　　2，095 

乳幼児扶助費　　　　　　　　　　　△2，345　母子家庭等扶助費　　　　　　　　　　△159 

児童・生徒等町単扶助費　　　　　　△1，588 

計 �1，303，960 �33，027 �1，336，987 � � � 

（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 �388，368 �△22，778 �365，590 � � �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　　　18，659　　　　　　　　　95，627　　　273，994 

今回補正　　国支出金　　県支出金　■　地方債　　その他　　一般財源 

△566　　　　　　　　　　△765　　△21，447 

2．給料 �△3，700 �児童福祉総務費　　　　　　　　　　△22，301 

3　職員手当 �△861 �一般職給料　　　　　　　　　　　　△3，700　職員手当　　　　　　　　　　　　　　△861 

4　共済費 �△600 �職員共済組合負担金　　　　　　　　△600　臨時職員賃金　　　　　　　　　　△5，580 

7　貸金 �△5，580 �電算委託料　　　　　　　　　　　　△162　温知保育園駐車場造成工事請負費　　△3，411 

13　委託料 �△639 �養基保育所組合負担金　　　　　　　△7，987 

15　工事請負費 �△3，411 �学童保育事業費 

19　負担金補助 �△7，987 �子ども子育て支援事業計画策定事業　　　△477 

及び交付金 ��子ども子育て支援事業計画策定事業委託料 

△477 



（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 

2　児童福祉事 �45，614 �△528 �45，086 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

業費 ������4，449　　　　41，165 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△528 

11需用費 �△528 �児童福祉事業費　　　　　　　　　　　　　△528 

光熱水費　　　　　　　　　　　　　　△528 

3　児童福祉運 �730，052 �6，531 �736，583 � � �予算現額　　国支出金　・県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

営費 ������386，538　　　109，742　　　　　　　　　　37，859　　　195，913 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△3，840　　　　7，659　　　　　　　　　　　　　　　　　2，712 

13　委託料 �3，519 �児童福祉運営費　　　　　　　　　　　　6，531 

19　負担金補助 �5，752 �法人立保育園運営費（八幡分）　　、2，451　法人立保育園運営費（市橋分）　　　1，068 

及び交付金 ��法人立保育園運営費補完費　　　　　1，089　法人立保育園管理運営補助金　　　　　134 

20　扶助費 �△2，740 �保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金　　　児童手当　　　　　　　　　　　　△2，740 

4，529 

4　障害児適所 �36，063 �199 �36，262 � � �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 ������33，088　　　　2，975 

今回補正　　国支出金　　県支出金′　　地方債　　その他　　一般財源 

199 

2　給料 �32 �障害児通所支援事業費　　　　　　　　　　199 

3　職員手当 �118 �一般職給料　　　　　　　　　　　　　　32　職員手当　　　　　　　　　　　　　　　118 

4　共済費 �49 �職員共済組合負担金　　　　　　　　　　　49 

計 �1，200，097 �△16，576 �1，183，521 � � � 

【民生費】 －　23　－



【衛生費】 －　24　－

（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 �63，323 �・△1，722 �61，601 � � �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　　　　62，293 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

．△1，722 

2　給料 �△800 �保健衛生総務費　　　　　　　　　　　△1，722 

3　職員手当 �△922 �一般職給料　　　　　　　　　　　　　　△800　職員手当　　　　　　　　　　　　　　　△922 

4　母子保健事 �29，289 �△3i153 �26，136 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

業費 ������400　　　　　　717　　　　　　　　　　　284　　　　27，888 

今回補正．　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△3，153 

13　委託料 �△3，653 �母子保健事業費　　　　　　　　　　　△3，153 

20　扶助費 �500 �妊婦健康診査委託料　　　　　　　　△3，653　不妊治療費助成金　　　　　　　　　　　　500 

5　成人保健事 �26，216 �△535 �25，681 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

業費 ������1，051　　　　2，348　　　　　　　　　　3，401　　19，41■6 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△114　　　　　△421 

13　委託料 �△535 �成人保健事業費　　　　　　　　　　　　△535 

がん検診委託料　　　　　　　　　　　　△535 

6　予防費 �56，957 �△3，584 �53，373 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

215　　　　　　　　　　　　　　　　　56，742 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

245　　　△3，829 

11需用費 �△1，697 �予防費　　　　　　　　　　　　　　△3，584 

13　委託料 �△2，901 �医薬材料費　　　　　　　　　　　△1，697　予防接種委託料　　　　　　　　　△2，901 

19負担金補助 及び交付金 �1，014 �予防接種負担金‾　　　　　　　　　　1，014 

10　環境衛生費 �59，075 �1，035 �60，110 � � �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　　　　41，816 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△785　　　　　487　　　　　　　　　　　　　　　　1，333 

19　負担金補助 �1，035 �浄化槽設置事業費　　　　　　　　　1，035 

及び交付金 ��浄化槽設置整備事業補助金　　　　　1，461　町単独浄化槽設置整備事業補助金　　　△426 



（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 

計 �278，302 �△7，959 �270，343 � � � 

（款）4　衛生費
（項）2■清 �掃費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：1千円） 

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

4　クリーンセ �17，673 �△534 �17，139 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

ンター管理 ������2，085　　　15，588 

費 ������今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△534 

7　貸金 �26 �クリーンセンター管理事業費　　　　　　△534 

13　委託料 �△560 �クリーンセンター作業人夫賃　　　　　　26　クリーンセンター作業委託料　　　　△1，194 

粗大ごみ等運搬・処理委託料　　　　　△99　布団、ジュータン類運搬・処理委託料　△257 

不燃物等運搬・処理委託料　　　　　　　990 

計 �342，963 �△534 �342，429 � � � 

（款）4　衛生費
（項）3　上水道費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1水道総務費 �64，023 �515 �64，538 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

356　　　　63，667 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

515 

2　給料 �251 �水道総務費　　　　　　　　　　　　　　　515 

3　職員手当 �149 �一般職給料　　　　　　　　　　　　　　251　職員手当　　　　　　　　　　　　　　　149 

4　共済費 �115 �職員共済組合負担金　　　　　　　　　　115 

計 �■　64，023 �515 �64，538 � � � 

【衛生費】 ー　25　－



【農林水産業費】

（款）6　農林水産業費

ー　26　－

（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 

2　農業総務費 �50，232 �1，709 �51，941 � � �予算魂額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

2，388　　　　　　　　　　　　36　　　　47，808 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

1，709 

2　給料 �1，259 �農業総務費　　　　　　　　　　　　　　1，709 

3　職員手当 �101 �一般職給料　　　　　　　　　　　　　1，259　職員手当　　　　　　　　　　　　　　　101 

4　共済費 �349 �職員共済組合負担金　　　　　　　　　　349 

3・農業振興費 �12，394 �7，169 �19，563 � � �′　予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

7，105　　　　　　　　　　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 

7，169 

19　負担金補助 �7，169 �農業振興費　　　　　　　　　　　　　　7，169 

及び交付金 ��元気な農業産地構造改革支援事業補助金　　　農地集積協力金　　　　　　　　　　9，400 

△2，231 

6　農地費 �202，709 �■△16，568 �186，141 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

45，692　　　　　　　　　　　　65　　　156，952 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△9，266　　　　　　　　　　　　　　　　△7，302 

2　給料 �△300 �農業農村整備事業費　　　　　　　　△16，568 

3　職員手当 �△177 �一般職給料　　　　　　　　　　　　　△300　職員手当　　　　　　　　　　　　　　△177 

15　工事請負費 �△23，165 �1県単農道整備事業工事請負費　　　△4，913　県単かんがい排水事業工事請負費　△18，252 

19負担金補助 及び交付金 �7，074 �県営事業負担金　　　　　　　　　　324　県営かんがい排水事業補助金　　　　6，750 

7　農業集落排 �250，115 �△3，519 �246，596 � � �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　′ ������250，115 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△3，519 

28　線出金 �△3，519 �農業集落排水施設事業費　　　　　　　△3，519 

農業集落排水事業特別会計施設管理費繰出金 

△3，519 

計 �525，001 �△11，209 �513，792 � � � 



（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　分 �金　額 

1林業振興費 �37，788 �△3，033 �．34，755 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

2，505　　　　　　　　　　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 

△856　　　　　　　　　　△544　　　△1，633 

7　貸金 �△70 �林業振興事業費　　　　　　　　　　　　△2，718 

8　報償費 �△80 �森林病害虫防除委託料　　　　　　　　△425　分収造林保育事業委託料　　　　　　　△338 

11需用費 �△86 �広葉樹新植事業原材料費　　　　　　△1，236　森林整備地域活動支援交付金　　　　　△719 

12　役務費 �△49 �揖斐緑と水のまつり事業費　　　　　　　△315 

13　委託料 �△793 �賃金　　　　　　　　　　　　　　　　　　△70　講師謝礼　　　　　　　　　　　　　　　△80 

16　原材料費 �△1，236 �・食糧費　　　　　　　　　　　　　　　　△58　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　△28 

19　負担金補助 �△719 �通信運搬費　　　　　　　　　　　　　△14　保険料　　　　　　　　　　　　　　　　△35 

及び交付金 ��マイクロバス運転委託料　　　　　　　　△30 

3　県単林道事 �32，100 �△502 �31，598 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

業費 ������10，290　　　15，000、　　　　　　　　　　　　　　　　6，810 

今回補正　　国支出金　　′県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△502 

22　補償補填及 �△502 �林道池田明神線等開設事業費　　　　　　△502 

び賠償金 ��電柱等補償費　　　　　　　　　　　　△502 

計 �77，331 �△3，535 �73，796 � � � 

（款）7　商工費
（項）1商工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

2　観光費 �55，092 �△625 �54，467 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

135　　　　　　　　　1，256　　　　53，701 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

7，100　　　　　　　　　　　　　　　△7，725 

13　委託料 �△625 �観光振興費　　　　　　　　　　　　　　△625 
、散策道調査設計委託料　　　　　　　　△625 

観光施設管理費 

【農林水産業費】【商工費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　－27－



【商工費】【土木費】

（款）7　商工費

－　28　－

（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 

計 �70，447 �△625 �69，822 � � � 

（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 �92，023 �△4，872 �87，151 � � �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　　　　77，829 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△270　　　　△135　　　　　　　　　　　　　　　　△4，467 

2　給料 �△1，500 �土木総務費　　　　　　　　　　　　　△4，872 

3　職員手当 �△297 �一般職給料　　　　　　　　　　　　△1，500　職員手当　　　　　　　　　　　　　　　△297 

4　共済費 �△400 �職員共済組合負担金　　　　　　　　△400　土木事業測量調査設計委託料　　　　△1，335 

13　委託料 �△1，875 �木造住宅耐震診断委託料　　　　　　　△540　池田町住宅バリアフリーリフォーム助成金 

19負担金補助 及び交付金 �△800 �△800 

計 �92，023 �△4，872 �87，151 � � � 

（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 

1道路橋梁総 �404 �△125 �279 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

務費 ������404 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△125 

19　負担金補助 �△125 �道路橋梁総務費　　　　　　　　　　　　△125 

及び交付金 ��国道417号線改良整備期成同盟会負担金 

△125 



（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 �156，513 �947 �157，460 � � �、予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他・　一般財源 

51，700　　　　　　　　　　38，000　　　9，300　　　　57，513 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　‾地方債　　その他　　一般財源 

5，484　　　△4，537 

11需用費 �947 �道路維持費　　　　　　　　　　　　　　　　947 

修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　947 

3　道路新設改 �234，146 �△9，412 �224，734 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

良費 ������111，389　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　122，756 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△9，412 

15　工事請負費 �△14，732 �道路新設改良費　　　　　　　　　　△9，412 

17　公有財産購 �△800 �道路改良工事請負費　　　　　　　　△6，383　池野駅北道路改良工事請負費　　　　△6，367 

入費 ��池野駅北整備事業造成工事請負費　　△1，982　町道改良工事用地買収費　　　　　　　△800 

19負担金補助・ 及び交付金 �11，281 �県営土木事業負担金　　　　　　　11，281　町道改良工事物件補償費　　　　　　△5，161 

22補償補填及 　び賠償金 �△5，161 

4　橋梁維持費 �5，500 �△3，299 �2，201 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

5，500・ 

今回補正　、国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△3，299 

15　工事請負費 �△3，299 �橋梁維持費　　　　　　　　　　　　　△3，299 

橋梁維持修繕工事請負費　　　　　　△3，299 

5　道の駅事業 �49，570 �△11，100 �38，470 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

費 ������10，711　　　　　　　　　　　　　　　15，318　　　　23，541 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△11，100 

11需用費 �△500 �道の駅施設管理費　　　　　　　　　△11，100 

15　工事請負費 �△10，000 �光熱水費　　　　　　　　　　　　　△500　道の駅外塀設置工事請負費　　　　△8，500 

18　備品購入費 �△600 �道の駅パーゴラ設置工事請負費　　　△1，500　備品購入費　　　　　　　　　　　　　△600 

計 �446，133 �△22，989 �423，144 � � � 

【土木費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－29－



【土木費】

（款）8　土木費

（項）　河川費

－　30　－

（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 �32，547 �△2，366 �30，181 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

4，253　　　　　　　　　　4，801　　　23，493 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△2，366 

15　工事請負費 �△2，366 �河川総務費　　　　　　　　　　　　　△2，366 

排水路維持補修工事請負費　　　　　　△679　一級河川草刈工事請負費　　　　　　△1，687 

計 �32，547 �△2，366 �30，181 � � � 

（款）8　土木費
（項）4　住宅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1住宅管理費 �17，121 �△1，885 �15，236 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

17，121 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△1，885 

2　給料 �△1，070 �住宅管理費　　　　　　　　　　　　　△1，885 

3　職員手当 �△405 �一般職ぬ料　　　　　　　　　　△1，070　期末勤勉手当　　　　　　　　　　△405 

12　役務費 �△410 �町営住宅明渡等訴訟手数料　　　　　　△410 

計 �17，121 �△1，885 �15，236 � � � 



（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 �金　額 

1下水道整備 �229，915 �△57，786 �172，129 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

費 ������4，207　　　　　　　　　　　　　　　　　225，708 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△57，7■86 

28　線出金 �△57，786 �下水道整備事業費　　　　　　　　　△57，786 

公共下水道事業特別会計繰出金　　△57，786 

計 �229，915 �△57，786 �172，129 � � � 

（款）8　土木費
（項）6　都市計画費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1都市計画費 �11，287 �△1，560 �9，727 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

1　　　　　　　　　　　　　　　　11，286 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△1，560 

13　委託料 �△1，560 �都市計画費　　　　　　　　　　　　　△1，560 

建築確認申請等データ更新業務委託料　△520　都市計画基本図修正業務委託料　　△1，040 

2　公園管理費 �1，977 �252 �2，229 � � �予算現額　　国支出金　一　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

1，977 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

252 

13　委託料 �252 �公園管理費　　　　　　　　　　　　　　　　252 

公園草取り植裁木管理委託料　　　　　　252 

計・ �13，264 �△1，308 �11，956 � � � 

【土木費】 －　31－



【消防費】【教育費】

（款）9　消防費

ー　32　－

（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 

2　非常備消防 �35，621 �△2，124 �33，497 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　そわ他　　一般財源 

費 ������8，218　　　　27，403 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△2■，124‾ 

8　報償費 �△2，124 �非常備消防費　　　　　　　　　　　　△2，124 

退職団員報償金　　　　　　　　　　△2，124 
3　消防施設費 �257，976 �0 �257，976 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

1，400　　　　　　　　　　256，576 

今回補正　　国支出金　■　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

400　　　　　△400 

消防施設費 
4　防災費 �16，990 �△1，595 �15，395 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

16，990 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△1，595 

13　委託料 �△495 �防災費　　　　　　　　　　　　　　　△1，595 

19　負担金補助 �△1，100 �防災行政無線（同報系）保守点検委託料　　　自主防災組織補助金　　　　　　　△1，100 

及び交付金 ��△495 

計 �311，400 �△3，719 �307，681 � � � 

（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 �68，390 �△6，458 �61，932 � � �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 ������3，146　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　65，243 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△491　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△5，967 

2　給料 �△3，100 �教育委員会事務局費　　　　　　　　△6，458 

3　職員手当 �△1，058 �一般職給料　　　　　　　　　　△3，100　職員手当　　　　　　　　　　　△1，058 

4　共済費 �△800 �職員共済組合負担金　　　　　　　　△800　職員退職手当組合負担金　　　　　△1，500 



（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 

19負担金補助 及び交付金 �△1，500 � 

3　義務教育振 �14，968 �△1，807 �13，161 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

興費 ������14，968 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△1，807 

14　使用料及び �△1，807 �義務教育振興費　　　　　　　　　　　△1，807 

貸借料 ��パーソナルコンピュータ等リース料　△1，807 

計 �95，848 �△8，265 �87，583 � � � 

（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 �366，964 �69，315 �436，279 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

80，419　　　　30，000　　　23，800　　　　841　　　231，904 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

38，390　　　　2，052　　　37，500　　　　　　　　　△8，627 

7　賃金 �△3，770 �学校管理費　　　　　　　　　　　　　　69，315 

11需用費 �△1，384 �臨時職員賃金　　　　　　　　　　　△1，640　給食パート貸金　　　　　　　　　　　△310 

13　委託料 �△535 �少人数学級支援員貸金　　　　　　△1，820　光熱水費　　　　　　　　　　　　△1，384 

ほ　工事請負費 �74，883 �温知小学校耐震補強計画及び実施設計委託料　　宮地小学校耐震補強計画及び実施設計委託料 

18　備品購入費 �△651 �△455　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△910 

19　負担金補助 �772 �温知小学校特別教室棟耐震補強工事監理委託　宮地小学校校舎耐震補強工事監理委託料160 

及び交付金′ ��料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　670 

宮地小学校維持補修工事請負費　　　△327　池田小学校トイレ洋式化工事請負費　△812 

温知小学校特別教室棟耐震補強工事請負費　　宮地小学校校舎耐震補強工事請負費　9，764 

66，258 

一般備品購入費　　　　　　　　　　　△651　着基小組合負担金　　　　　　　　　　　772 

計 �376，109 �69，315 �445，424 � � � 

【教育費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－33－



【教育費】 一　34　－

（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 �46，436 �1，235 �47，671 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

410　　　　46，026 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債ノ　　その他　　一般財源 

570　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　665 

11需用費 �1，235． �学校管理費　　　　　　　　　　　　　　1，235 

光熱水費　　　　　　　　　　　　　　1，235 

計 �55，698 �1，235 �56，933 � � � 

（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 

1社会教育総 �73，853 �△6，231 �67，622 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

務費 ������28，000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　45，852 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△6，231 

2　給料 �△3，700 �社会教育総務費　　　　　　　　　　　△6，231 

3　職員手当 �△1，731 �一般職給料　　　　　　　　　　　　△3，700　職員手当　　　　　　　　　　　　　△1，731 

4　共済費 �△800 �職員共済組合負担金　　　　　　　　　△800 

2　公民館費 �100，784 �2，488 �103，272 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

12，892　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，058　　　　81，834 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

2，488 

11需用費 �1，427 �公民館総務費　　　　　　　　　　　　　2，488 

18　備品購入費 �1，061 �燃料費　　　　　　　　　　　　　　　312　光熱水費　　　　　　　　　　　　　1，115 

備品購入費　　　　　　　　　　　　　1，061 



（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 

3　生涯学習振 �20，109 �14 �20，123 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

興費 ������3，900　　　　　　96　　　　　　　　　　　710　　　15，403 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

14 

11需用費 �14 �霞間ケ渓さくら会館振興事業費　　　　　　14 

光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　　14 

6　図書館費 �85，218 �△6，440 �78，778 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

37　　　　85，181 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△6，440 

2　給料 �△4，000 �図書館総務費　　　　　　　　　　　　△6，440 

3　職員手当 �△1，632 �一般職給料　　　　　　　　　　　　△4，000　職員手当　　　　　　　　　　　　　△1，632 

4　共済費 �△1，000 �職員共済組合負担金　　　　　　　　△1，000　燃料費、　　　　　　　　　　　　　　　644 

11需用費・ �484 �光熱水費　　　　　　　　　　　　　　△540　修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　380 

13　委託料 �△292 �‾　館舎総合管理委託料　　　　　　　　　△292 

計 �309，091 �△10，169 �298，922 � � � 

（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 

1保健体育総 �39，740 �5，611 �45，351 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

務費 ������2，260　　　　37，480 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

5，611 

2　給料 �2，926 �保健体育総務費　　　　　　　　　　　　5，611 

3　職員手当 �1，774 �′一般職給料　　　　　　　　　　　　2，926　職員手当　　　　　　　　　　　　1，774 

4　共済費 �911 �職員共済組合負担金　　　　　　　　　　911 

【教育費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－35－



【教育費】

（款）10　教育費
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（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 �168，259 �△845 �167，414 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

設費 ������96，600　　　2，138　　　　69，521 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△845 

11需用費 �585 �総合体育館費　　　　　　　　　　　　　　585 

12　役務費 �7 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　585 

15　工事請負費 �△1，437 �霞間ケ渓スポーツ公園費　　　　　　　△1，127 

顧問ヶ渓スポーツ公園等改修工事請負費 

△1，127 

保健体育施設費　　　　　　　　　　　　△303 

汲取料　　　　　　　　　　　　　　　　　7　南部公園藤棚設置工事請負費　　　　　△310 

3　保健体育振 �17，194 �△3 �17，191 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

興費 ������2，560　　　　　　　　　　100　　　14，534 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

100　　　　　△103 

9　旅費 �△317 �保健体育振興費　　　　　　　　　　　　　314 

19　負担金補助 �314 �各種体育団体助成金　　　　　　　　　100　スポーツ団体全国大会出場助成金及び激励金 

及び交付金 ��214 

バドミントン日本リーグ池田大会事業費　△317 

旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　△317 

4　学校給食費 �70，279 �204 �70，483 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

70，279 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

204　′ 

2　給料 �△900 �学校給食費　　　　　　　　　　　　　　　204 

11需用費 �1，104 �一般職給料　　　　　　　　　　　　△900　燃料費　　　　　　　　　　　　　　1，104 

計 �295，472 �4，967 �300，439 � � � 



（款）12　公債費

（項）1公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1元金 �550，810 �0 �550，810 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

11，882　　　538，928 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

1，885　　　△1，885 

元金 

計 �637，496 �0 �’637，496 � � � 

（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 �119，566 �170，285 �289，851 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

119，566 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 
‾170，285 

170，285 �予備費　　　　　　　　　　　　　　170，285 

予備費　　　　　　　　　　　　　170，285 

計 �119，566 �170，285 �289，851 � � � 

【公債費】【予備費】 －　37　－


