
議　第　25　号

平　成　26　年　度　　池　田　町　温　泉　施　設　特　別　会　計　補　正　予　算　（第　3　号）

平成26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　　　　　　7，480　千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　　　265，243　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　27　年　3　月　5　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 

2財　　　　産　　　　収　　　　入 � �170 �12 �182 

1財　　産　　運　　用　　収　　入 �170 �12 �182 

3繰　　　　　　　入　　　　　　　金 � �7，500 �△7，500 � 

1基　　　金　　繰　　入　　金 �7，500 �△7，500 � 

5諸　　　　　　　収　　　　　　　入 � �29，716 �8 �29，724 

2雑　　　　　　　　　　　　　　　入 �29，715 �8 �29，723 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��272，723 �△7，480 �265，243 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

1管　　　　　　理　　　　　　費 � �257，309 �△12，852 �244，457 

1池　田　温　泉　管　理　費 �257，309 �△12，852 �244，457 

2基　　　金　　　積　　　立　　　金 � �170 �15，012 �15，182 

1基　　　金　　　積　　　立　　　金 �170 �15，012 �15，182 

3予　　　　　　備　　　　　　　費 � �15，244 �△9，640 �5，604 

1予　　　　　　備　　　　　　費 �15，244 �△9，640 �5，604 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��272，723 �△7，480 �265，243 

【第1表】 －　3　－



【総　括】 －　4　－

平成26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

1　総括

（歳　入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款 �補　正　前　の　額 �補　　　正　　　額 �計 

2財　　　　　　　　産　　　　　　　　収　　　　　　　　入 �170 �12 �18　2 

3繰　　　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　　　金 �7，500 �△7，500 � 

5諸　　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　　　　入 �29，716 �8 �29，724 

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 �272，723 �△7，480 �265，243 



（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管　　　　理　　　　費 �257，309 �△12，852 �244，457 � � � � �△12，852 

2基　金　積　立　金 �170 �15，012 �15，182 � � � � �15，012 

3予　　　　備　　　　費 �15，244 �△9，640 �5，604 � � � � �△9，640 

歳　　出　　合　　計 �272，723 �△7，480 �265，243 � � � � �△7，480 

【総　括】 －　5　－



【財産収入】【繰入金】【諸収入】

2　歳入

（款）2財産収入
（項）1財産運用収入

ー　6　－

（単位：千円）

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

1利子及び配当金 �170 �12 �182 �1利子及び配当金 �12 �温泉基金利子 

計 �170 �12 �182 � � � 

（款）3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 

1温泉基金繰入金 �7，500 �△7，500 �0 �1温泉基金繰入金 �△7，500 �温泉基金繰入金 

計 �7，500 �△7，500 �0 � � � 

（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 �29，715 �8 �29，723 �6保険料 �8 �保険料 

計 �29，715 �8 �29，723 � � � 

合　計 �272，723 �△7，480 �265，243 � � � 



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 �72，616 �△4，185 �68，431 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

72，616 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△4，185 

2　給料 �△290 �総務管理費　　　　　　　　　　　　　　△4，185 

3　職員手当 �△1，052 �一般職給料　　　　　　　　　　　　　　△290　扶養手当　　　　　　　　　　　　　　　△112 

8　報償費 �△50 �時間外手当　　　　　　　　　　　　　　△940　イベント開催謝礼　　　　　　　　　　　△50 

11需用費 �△2，097 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　△2，097　雑誌・新聞・広告掲載料　　　　　　　△407 

12　役務費 �△407 �退職手当組合負担金　　　　　　　　　　10　消費税　　　　　　　　　　　　　　　　△299 

19負担金補助 及び交付金 �10 

27　公課費 �△299 

2　施設管理費 �184，693 �△8，667 �176，026 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

184，693 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△8，667 

7　賃金 �△1，300 �施設管理費　　　　　　　　　　　　　△8，667 

11需用費 �△1，419 �臨時職員賃金　　　　　　　　　　　△1，300　消耗品費　　　　　　　　　　　　　△1，419 

13　委託料 �△4，277 �衛生害虫駆除消毒委託料　　　　　　　△127　浴場等施設清掃委託料　　　　　　　△1，839 

15　工事請負費 �△440 �池田温泉設備保守委託料　　　　　　△1，726　池田温泉館内外警備委託料　　　　　　△585 

18　備品購入費 �△1，231 �池田温泉露天風呂等照明改修工事請負費　　　　施設用備品購入費　　　　　　　　　△1，231 

△440 

計 �257，309 �△12，852 �244，457 � � � 

【管理費】 ー　7　－



【基金積立金】【予備費】

（款）2　基金積立金

－　8　－

（項）1基金積立金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1温泉基金積 �170 �15，012 �15，182 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

立金 ������170 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

15，012 

25　積立金 �15，012 �温泉基金積立金　　　　　　　　　　　15，012 

温泉基金積立金　　　　　　　　　15，000　温泉基金利子積立金　　　　　　　　　12 

計 �170 �15，012 �15，182 � � � 

（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 �15，244 �△9，640 �5，604 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

15，244 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△9，640 

△9，640 �予備費　　　　　　　　　　　　　　　　△9，640 

予備費　　　　　　　　　　　　　　　△9，640 

計 �15，244 �△9，640 �5，604 � � � 


