
議　第　20　号

平　成　25　年　度　　池　田　町　温　泉　施　設　特　別　会　計　補　正　予　算（第　3　号）

平成25年度　池田町温泉施設特別会計補正予算（第　3　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から、歳入歳出それぞれ　　　　　24，550千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　　　253，36‘8　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

ー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使　用　料　及　び　手　数　料 � �236，862 �△2、5，000 �211，862 

1使　　　　　　用　　　　　　料 �236，862 �△25，000 �211，862 

5諸　　　　　　　収　　　　　　　入 � �32，985 �450 �33，435 

2雑　　　　　　　　　　　　　　入 �32，984 �450 �33，434 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��277，918 �△24，550 �253，368 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

1管　　　　　　理　　　　　　費 � �255，482 �△12，145 �243，337 

1池、田　温　泉　管　理　費 �255，482 �△．12，145 �243，337 

4予　　　　　　　備一　　　　　　費 � �22，232 �△12，405 �■　9，827 

1予　　　　　　　備　　　　　　　費 �22，232 �△12，405 �9，827 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��277，918 �△24，550 �253，368 
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【総　括】

1　総括
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平成25年度池田町温泉施設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使　　用　　料　　及　　び　　手　　数　　料 �236，862 �△25，000 �211，862 

5諸　　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　　　　入 �32，985 �450 �33，435 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �277，918 �△24，550 �253，368 



（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 ����二般財源 

国支出金 �県支出金 �地■方債 �そ　の　他 

1管　　　　理　　　　費 �255，482 �△12，145 �243，337 � � � � �△12，145 

4予　　　　備　　　　費 �22，232 �△12，405 �9，827 � � � � �△12，405 

歳　　出　　合　　計 �277，918 �△24，550 �253，368 � � � � �△24，550 

【総　括】 －　5　－



【使用料及び手数料】【諸収入】

2　歳入

（款）1使用料及び手数料
（項）　使用料

－　6　－

（項）1使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1使用料 �236，862 �△25，000 �211，862 �1温泉施設使用料 �△25，000 �入浴利用料 

計 �236，862 �△25，000 �211，862 � � � 

（款）5諸収入
（項）2雑入

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

1雑入 �32，984 �450 �33／434 �4施設電気・水道使用料 �450 �電気・水道使用料 

計 �32，984 �450 �33，434 � � � 

＿合　計 �277，918 �△24，550 �253，368 � � � 



3　歳出
（款）1管理費

（項）1池田温泉管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1総務管理費 �72，657 �△7，987 �64，670 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

72，657 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△7，987 

2　給料 �△2，200 �総務管理費　　　　　　　　　　　　　△7，987 

3　職員手当 �△2，394 �一般職給料　　　　　　　　　　　　△2，200　職員手当　　　　　　　　　　　　　△2，394 

4　共済費 �△400 �職員共済組合負担金　　　　　　　　　△400　イベント開催謝礼　　　　　　　　　　△300 

8　報償費 �△300 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　△1，000　イベント開催委託料　　　　　　　　△1，200 

11需用費 �△1，000 �イベント開催賃借料　　　　　　　　　　△93　退職手当組合負担金　　　　　　　　　△400 

13　委託料 �△1，200 

14使用料及び 　貸借料 �△93 

19負担金補助 及び交付金 �△400 

2　施設管理費 �182，825 �△4，158 �178，667 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

182，825 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△4，158 

11需用費 �1，400 �施設管理費　　　　　　　　　　　　　△4，158 

13　委託料 �△4，562 �光熱水費　　　　　　　　　　　　　1，400　浴槽清掃委託料　　　　　　　　　　△1，706 

15　工事請負費 �△996 �池田温泉設備保守委託料　　　　　　△1，387　玄関マット等委託料　　　　　　　　　△313 

池田温泉館内外警備委託料　　　　　△1，156　池田温泉浴槽排水PH中和装置設置工事請負 

費　　　　　　　　　　　　　　　　　　△765 

本館源泉用加圧ポンプ更新工事請負費　△231 

計 �255，482 �△12，145 �243，337 � � � 

【管理費】 －　7　－



【予備費】

（款）4　予備費
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（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 �22，232 �△12，405 �9，827 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

22，232 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△12，405 

△12，405 �予備費　　　　　　　　　　　　　　　△12，405 

予備費　　　　　　　　　　　　　　△12，405 

計 �22，232 �△12，405 �9，827 � � � 


