
議　第　84　号

平　成　26　年　度　　池　田　町　公　共　下　水　道　事　業　特　別　会　計　補　正　予　算（第　2　号）

平成26年度　池田町公共下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、歳入歳出それぞれ　　　　　17，205　千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ、　　　　　974，205　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。

（債務負担行為の補正）

第2条　債務負担行為の変更は、「第2表　債務負担行為補正」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。

平成　26　年12　月　2　日　提　出

－1－

池　田　町　長　　　岡　崎　和　夫



【第1表】 一　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 � �48，635 �12，032 �60，667 

1負　　　　　　　担　　　　　　金 �48，635 �12，032 �60，667 

2使　用　料　及　び　手　数　料 � �118，443 �4，370 �122，813 

1使　　　　　　　用　　　　　　　料 �118，423 �4，370 �122，793 

3国　　　庫　　支　　■出　　　金 � �264，400 �8，050 �272，450 

1国　　　庫　　補　　助　　金 �264，400 �8，050 �272，450 

4繰　　　　　　　入　　　　　　　金 � �267，049 �△21，901 �245，148 

1他　　会　　計　　繰　　入　　金 �267，049 �△21，901 �245，148 

6諸　　　　　　　収　　　　　　　入 � �2，848 �254 �3，102 

1雑　　　　　　　　　　　　　　　入 �2，848 �254 �3，102 

7町　　　　　　　　　　　　　　債 � �255，600 �14，400 �270，000 

1町　　　　　　　　　　　　　　　債 �255，600 �14，400 �270，000 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��957，000 �17，205 �974，205 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

1事　　　　　　業．　　　　　費 � �619，000 �16，100 �635，100 

1公　共　下　水　道　事　業　費 �619，000 �16，100 �635，100 

2管　　　　　　理　　　　　・費 � �134，933 �1，025 �135，958 

1公　共　下　水　道　事　業　管　理費 �134，933 �1，025 �135，958 

3公　　　　　　　債一　　　　　　費 � �203，047 �80 �203，127 

1公　　　　　　債　　　　　　費 �203，047 �80 �203，127 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��957，000 �17，205 �974，205 

【第1表】 －　3　－



第　2　表　　　債　務　負　担　行　為　補　正

（変　更）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位‥千円）

事　　　　　　　項 �補　　　　正　　　　前 ��補　　　　正　　　　後 
期　　　　　　間 �限　度　額 �期　　　　　　間 �限　度　額 

池田浄化センター建設工事委託業務 �平成26年度から 平成28年度まで �872，000 �平成26年度から 平成28年度まで �932，000 



第　3　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 方法 �利　　率 �償　還　の　方　法 �限　度　額 �起債の 方法 �利　率 �償還の 方法 

公　共　下　水　道　事　業　債 �255，600 �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。 �270，000 �補正前 と同じ �補正前 と同じ �補正前 と同じ 
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【総　括】 －　6　－

平成26年度池田町公共下水道事業特別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分　　担　　金　　及　　び　　負　　担　　金 �48，635 �12，032 �60，667 

2使　　用　　料　　及　　び　　手　　数　　料 �118，443 �4，370 �122，813 

3国　　　　　庫　　　　　支　　　　　出　　　　　金 �264，400 �8，050 �272，450 

4繰　　　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　　　金 �267，049 �△21，901 �245，148 

6諸　　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　　　　入 �2，848 �254 �3，102 

7町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　債 �255，600 �14，400 �270，000 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �957，000 �17，205 �974，205 



（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事　　　　業　　　　費 �619，000 �16，100 �635，100 �8，050 � �14，400 �12，286 �△18，636 

2管　　　　理　　　　費 �134，933 �1，025 �135，958 � � � �4，370 �△3，345 

3公　　　　債　　　　費 �203，047 �80 �203，127 � � � � �80 

歳　　出　　合　　計 �957，000 �17，205 �974，205 �8，050 � �14，400 �16，656 �△21，901 

【総　括】 一　7　－



【分担金及び負担金】【使用料及び手数料】【国庫支出金】【繰入金】　　　－8－

2　歳入

（款）1分担金及び負担金
（項）1負担金 （単位：千円）

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

1公共下水道事業受益者負 担金 �48，635 �12，032 �60，667 �1負担金 �12，032 �下水道受益者負担金 

計 �48，635 �12，032 �60，667 � � � 

（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 �118，423 �4，370 �122，793 �1使用料 �4，370 �下水道使用料 

計 �118，423 �4，370 �122，793 � � � 

（款）3国庫支出金
（項）1国庫補助金

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

1土木費国庫補助金 �264，400 �8，05け �272，450 �1公共下水道事業国庫補 助金 �8，050 �管渠施設補助金　　　16，050 処理施設補助金　　　　△8，000 

計 �264，400 �8，050 �272，450 � � � 

（款）4繰入金
（項）1他会計繰入金

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

1一般会計繰入金 �267，049 �△21，901 �245，148 �1一般会計繰入金 �△21，90‾1 �管渠施設事業費繰入金　　△18，636 管理総務費繰入金　　　1，025 



（款）4繰入金
（項）1他会計繰入金

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

浄化センター管理費繰入金　　△4，370 下水道債償還利子繰入金　　　80 

計 �267，049 �△21，901 �245，148 � � � 

（款）6諸収入
（項）1雑入

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

1雑入 �2，848 �254 �3，102 �1雑入 �254 �前年度消費税還付金 

計 �2，848 �254 �3，102 � � � 

（款）7町債
（項）1町債

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

1土木債 �255，600 �14，400 �270，000 �1公共下水道事業債 �14，400 �公共下水道事業債 

計 �255，600 �14，400 �270，000 � � � 

合　計 �957，000 �17，205 �974，205 � � � 

【繰入金】【諸収入】【町債】 一　9　－



【事業費】【管理費】

3　歳出
（款）1事業費

（項）1公共下水道事業費

－10　－

（単位：千円）

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

1管渠施設事 �375，000 �32，100 �407，100 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

業費 ������133，000　　　　　　　　　　162，400　　　29，235　　　　50，365 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

16，050　　　　　　　　　　14，400　　　20，286　　　△18，636 

13　委託料 �10，740 �補助事業費　　　　　　　　　　　　　　32，100 

15　工事請負費 �31，360 �設計委託料　　　　　　　　　　　　10，740　管渠工事請負費　　　　　　　　　　21，360 

22　補償補填及 �△10，000 �単独事業費 

び賠償金 ��附帯工事請負費　　　　　　　　　　10，000　補償費　　　　　　　　　　　　　　△10，000 

2　処理施設事 �244，000 �△16，000 �228，000 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

業費 ������131，400　　　　　　　　　　　93，200　　19，400 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△8，000　　　　　　　　　　　　　　　　△8，000 

13　委託料 �△16，000 �補助事業費　　　　　　　　　　　　　△16，000 

設計委託料　　　　　　　　　　　　△16，000 

計 �619，000 �16，100 �635，100 � � � 

（款）2　管理費
（項）1公共下水道事業管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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 �134，933 �1，025 �135，958 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

118，423　　　16，510 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

4，370　　　△3，345 

8　報償費 �1，025 �管理総務事業費　　　　　　　　　　　　1，025 

受益者負担金一括納付報奨金　　　　　1，025 

浄化センター管理事業費 

計 �134，933 �1，025 �135，958 � � � 



（款）3　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 

2　利子 �71，113 �80 �71，193 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

71，113 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 
80 

23　償還金利子 �80 �下水道債償遼利子　　　　　　　　　　　　　80 

及び割引料 ��下水道債償還利子　　　　　　　　　　　　80 

計 �203，047 �80 �203，127 � � � 

【公債費】 ー11－


