
議　第17　号

平　成　25　年　度　　池　田　町　南　部　簡　易　水　道　事　業　特　別　会　計　補　正　予　算（第　2　号）

平成25年度　池田町南部簡易水道事業特別会計補正予算（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（歳出それぞれ　　　　　　　　845千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　　　　76，370　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　26　年　3　月　3　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 

1分　担　金　及　び　負　担　金 � �1，410 �640 �2，√050 

1分　　　　　　担　　　　　　金 �1，110 �940 �2，050 

2負　　　　　　　担　　　　　　金 �300 �△300 � 

2使　用　料　及　び　手　数　料 � �59，668 �205 �59，873 

1使　　　　　　　用　　　　　　　料 �59，660 �205 �59，865 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��75，525 �845 �76，370 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

1管　　　　　理　　　　　衰 � �40，992 �9　71 �41，963 

1南　　部　　管　　理　　費 �40，992 �971 �41，963 

3予　　　　　　備　　　　　　　費 � �5，584 �△126 �5，458 

1予　　　　　　　備　　　　　　　費 �5，584 �△126 �5，458 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��75，525 �845 �76，370 
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【総　括】

1　総括
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平成25年度池田町南部簡易水道事業特別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 

1分　　担　　金　　及　　び　　負　　担　　金 �1，410 �640 �2，050 

2使　　用　　料　　及　　び　　手　　数　　料 �59，668 �205 �59，873 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �75，＿525 �845 �76，370 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �補正前の額 �補1正　額 �計 �本　年　度　予　算　琴　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管　　　　理　　　　費 �40，992 �971 �41，963 � � � �845 �126 

3予　　　　備　　　　費 �5，584 �△126 �5，458 � � � � �△126 

歳　　出　．合　　計 �75，525 �845 �76，370 � � � �845 � 
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【分担金及び負担金】【使用料及び手数料】

2＼歳入

（款）1分担金及び負担金
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（項）1分担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1南部分担金 �1，110 �940 �2，050 �1加入分担金 �940 �水道分担金 

計 �1，110 �940 �2，050 � � � 

（款）1分担金及び負担金
（項）2負担金

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

1南部負担金 �300 �△300 �0 �1－負担金 �△300 �工事費負担金 

計 �300 �△300 �0 � � � 

（款）2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使用料 �59，660 �205 �59，865 �2滞納繰越分 �205 �水道使用料滞納分 

計 �59，660 �2b5 �59，865 � � � 

合　計 �75，525 �845 �76，370 � � � 



3　歳出
（款）1管理費

（項）1南部管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1施設管理費 �40，992 �971 �41，963 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

36，901　　　　4，091 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

845　　　　　　126 

2　給料 �200 �南部簡易水道事業費　　　　　　　　　　　971 

3　職員手当 �69 �一般職給料　　　　　　　　　　　　　　200　職員手当　　　　　　　　　　　　　　　　69 

4　共済費 �63 �職員共済組合負担金　　　　　　　　　　63　修繕料　　　　　　　　　　　　　　　2，306 

11需用費 �2，306 �保守管理委託料　　　　　　　　　　　△285　ソフトウェア保守委託料　　　　　　　△120 

13　委託料 �△405 �配管工事請負費　　　　　　　　　　△1，000　維持補修工事請負費　　　　　　　　　△274 

15　工事請負費 �△1，274 �退職手当組合負担金　　　　　　　　　　12 

19負担金補助 ‾及び交付金 �12 

計 �40，992 �971 �41，963 � � � 

（款）3　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 �5，584 �△126 �5，458 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

5，584 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△126 

△126 �予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　△126 

予備費　　　　　　　　　　　　　　　△126 

計　‾ �5，584 �△126 �5，458 � � � 
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