
議第　26　号

平　成　27　年　度　　池　田　町　一　般　会　計　予　算

平成27年度　池田町一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）
第1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　　8，545，000　千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）
第2条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をするとができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担

行為」による。

（地方債）
第3条　地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償

還の方法は、「第3表　地方債」による。

（一時借入金）
第4条　地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、　500，000　千円と定める。

（歳出予算の流用）
第5条　地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。
（1）　各項に計上した給料、職員手当及び共済費（貸金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成　27　年　3　月　5　日　提　出

池　田　町　長　　　岡　崎　和　夫
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【第1表】 －　2　－

第1表　歳入歳出予算

（歳　入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款 �項 �金　　額 

1町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税 � �3，002，267 

1町　　　　　　　　　　民　　　　　　　　　　税 �1，241，338 

2固　　　　定　　　　資　　　　産　　　　税 �1，584，078 

3軽　　　　自　　　　動　　　　車　　　　税 �55，341 

4町　　　　た　　　　ば　　　　」　　　　税 �120，000 

5鉱　　　　　　　　　　産　　　　　　　　　　税 �1，510 

2地　　　　方　　　　譲　　　　与　　　　税 � �98，000 

1地　　方　　揮　　発　　油　　譲　　与　　税 �30，000 

2自　　動　　車　　重　　量　　譲　　与　　税 �68，000 

3利　　　子　　　割　　　交　　　付　　　金 � �6，000 

1利　　　子　　　割　　　交　　　付　　　金 �6，000 

4配　　　当　　　割　　　交　　　付　　　金 � �15，000 

1配　　　当　　　割　　　交　　　付　　　金 �15，00■0 

5株　式　等　譲　渡　所　得　割　交　付　金 � �2，000 

1株　式　等　譲　渡　所　得　割　交　付　金 �2，000 

6地　　方　　消　　費　　税　　交　　付　　金 � �313，000 

1地　　方　　消　　費　　税　　交　　付　　金 �313，000 

7自　　動　車　取　得　税　交　付　金 � �14，000 

1自　動　車　取　得　税　交　付　金 �14，000 



（単位：千円） 

款 �項 �金　　額 

8地　　方　　特　　例　　交　　付．　金 � �14，000 

1地　　方　　特　　例　　交　　付　　金 �14，000 

9地　　　　方　　　　交　　　　付　　　　税 � �1，538，000 

1地　　　　方　　　　交　　　　付　　　　税 �1，538，000 

10交　通　安　全　対　策　特　別　交　付　金 �2，700 

1交　通　安　全　対　策　特　別　交　付　金 �2，700 

11分　　担　　金　　及　　び　　負　　担　　金 � �549，483 

1負　　　　　　　　　　担　　　　　　　　　　金 �549，483 

12使　　用　　料　　及　　び　　手　　数　　料 � �80，890 

1使　　　　　　　　　　用　　　　　　　　　　料 �67，364 

2手　　　　　　　　　　数　　　　　　　　　　料 �13，526 

13国　　　　庫　　　　支　　　　出　　　　金 � �807，269 

1国　　　　庫　　　　負　　　　担　　　　金 �489，678 

2国　　　　庫　　　　補　　　　助　　　　金 �313，284 

3委　　　　　　　　　　託　　　　　　　　　　金 �4，307 

14県　　　　　　支　　　　　　出　　　　　　金 � �538，480 

1県　　　　　　負　　　　　　担　　　　　　金 �248，138 

2県　　　　　　補　　　　　　助　　　　　　金 �1　　　　　　　　　　　　　231，329 
－【＿」Ⅶ 

3委　　　　　　　　　　託　　　　　　　　　　金 �【　　　　　　　　　59，013 

15財　　　　　　産　　　　　　　収　　　　　　　入 � �「‾－‾ 　　　　　　　　6，921 

【第1表】
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【第1表】 ー　4　－

（単位：千円） 

款 �項 �金　　額 

1財　　　産　　　運　　　用　　　収　　　入 �6，919 

2財　　　産　　　売　　　払　　　収　　　入 �2 

16寄　　　　　　　　　　附　　　　　　　　　　金 � �12，620 

1寄　　　　　　　　　　附　　　　　　　　　　金 �12，620 

17繰　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　金 � �390，000 

1基　　　　金　　　　繰　　　　入　　　　金 �390，000 

18繰　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　金 � �120，000 

1繰　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　金 �120，000 

19諸　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　　入 � �132，770 

1延　滞　金　加　算　金　及　び　過　料 �1，000 

2町　　　　預　　　　金　　　　利　　　　子 �192 

3受　　　託　　　事　　　業　　　収　　　入 �44，453 

4雑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入 �87，125 

20町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　債 � �901，600 

1町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　債 �901，600 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��8，545，000 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �項 �金　　額 

1議　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　費 � �86，175 

1議　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　費 �86，175 

2総　　　　　　　　　　務　　　　　　　　　　費 � �802，385 

1総一　　　務　　　　管　　　　理　　　　費 �624，868 

2徴　　　　　　　　　　税　　　　　　　　　　費 �111，500 

3戸　籍　住　民　基　本　台　帳　費 �37，107 

4選　　　　　　　　　　挙　　　　　　　　　　費 �21，530 

5統　　　　計　　　　調　　　　査　　　　費 �6，996 

6監　　　　査　　　　要　　　　員　　　　費 �384 

3民　　　　　　　　　　生　　　　　　　　　　費 � �2，544，094 

1社　　　　会　　　　福　　　　祉　　　　費 �1，337，964 

2児　　　　童　　　　福　　　　祉　　　　費 �1，206，125 

3災　　　　害　　　　救　　　　助　　　　費 �5 

4衛　　　　　　　　　　生　　　　　　　　　　費 � �699，368 

1保　　　　健　　　　衛　　　　生　　　　費 �312，963 

2清　　　　　　　　　　掃　　　　　　　　　　費 �336，260 

3上　　　　　　水　　　　　　道　　　　　　費 �50，145 

5労　　　　　　　　　　働　　　　　　　　　　費 � �1 

1労　　　　　　働　　　　　　諸　　　　　　費 �1 

6農　　　林　　　水　　　産　　　業　　　費 � �621，549 
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【第1表】 －　6　－

（単位：千円） 

款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項 ��金　　額 

1農　　　　　　　　　　業　　　　　　　　　　費 �560，587 

2林　　　　　　　　　　業　　　　　　　　　　費 �60，962 

7商　　　　　　　　　　工　　　　　　　　　　費 � �71，841 

1商　　　　　　　　　　工　　　　　　　　　　費 �71，841 

8土　　　　　　　　　　木　　　　　　　　　　費 � �670，537 

1土　　　　木　　　　管　　　　理　　　　費 �81，131 

2道　　　　路　　　　橋　　　　梁　　　　費 �272，940 

3河　　　　　　　　　　川　　　　　　　　　　費 �35，284 

4住　　　　　　　　　　宅　　　　　　　　　　費 �15，694 

5下　　　　　　水　　　　　　道　　　　　　費 �254，087 

6都　　　　市　　　　計　　　　画　　　　費 �11，401 

9消　　　　　　　　　　防　　　　　　　　　　費 � �348，432 

1消　　　　　　　　　　防　　　　　　　　　　費 �348，432 

10教　　　　　　　　　　育　　　　　　　　　　費 � �2，008，576 

1教　　　　育　　　　総　　　　務　　　　費 �94，779 

2小　　　　学　　　　校　　　　費】　　　　　　　595，195 

3中　　　　　　学　　　　　　校　　　　　　費 �92，697 

4社　　　　会　　　　教　　　　育　　　　費 �219，689 

5保　　　　健　　　　体　　　　育　　　　費 �1，006，216 

11災　　　　害　　　　復　　　　旧　　　　費 � �2　2 



（単位：千円） 

款 �項 �金　　額 

1農　林　水　産　業　施　設　災　害　復　旧　費 �14 

2公　共　土　木　災　害　復　旧　費 �8 

12公　　　　　　　　　　債　　　　　　　　　　費 � �664，019 

1公　　　　　　　　　　債　　　　　　　　　　費 �664，019 

13諸　　　　　　支　　　　　　出　　　　　　金 � �1 

1諸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　費 �1 

14予　　　　　　　　　　備　　　　　　　　　　費 � �28，000 

1予　　　　　　　　　　備　　　　　　　　　　費 �28，000 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��8，545，000 

【第1表】
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第　2　表　　　　債　務　負　担　行　為

（単位：千円）

事　　　　　　　項 �期　　　　　　　間 �限　　　　　　　度　　　　　　　額 

日本政策金融公庫等が農業者に貸 付けた資金の利子補給 �借入年度より5年以内 �国からの助成率を除いた率の2分の1 

金融機関の池田町土地開発公社に 対する貸付金の債務保証 �池田町土地開発公社が借入れ た年度から返済の年度まで �399，225 

池田町・大野町共同学校給食セン ター建設事業 �平成27年度から 平成28年度まで �1，433，619 



第　3　表　　　　地　　方　　債

（単位：千円）

起　　債　　の　　目　　的 �限　度　額 �起債の方法 �利　　率 �償　還　の　方　法 

社会資本整備総合交付金事業債 �30，500 �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 換することができる。 

いこいの森池野道路整備事業債 �2，700 

消防ポンプ自動車整備事業債 �15，800 

学校給食センター整備事業債 �273，000 

池田小学校校舎大規模改修事業債 �238，000 

池田　中学校昇降機設置事業債 �31，600 

臨　　時　　財　　政　　対　　策　　債 �310，000 

計 �901，600 

－　9　－



【総　括】

1　総括

－10　－

平成27年度池田町一般会計歳入歳出予算事項別明細書

（歳．入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �本　年　度　予　算　額 �前　年　度　予　算　額 �比　　　較 �構成比（％） 

1町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税 �3，002，267 �2，850，268 �151，999 �35．14 

2地　　　　　方　　　　　譲　　　　　与　　　　　税 �98，000 �103，000 �△5，000 �1．15 

3利　　　　子　　　　割　　　　交　　　　付　　　　金 �6，000 �7，000 �△1，000 �0．07 

4配　　　　当　　　　割　　　　交　　　　付　　　　金 �15，000 �11，000 �4，000 �0．18 

5株　式　等　譲　渡　所　得　割　交　付　金 �2，000 �1，000 �1，000 �0．02 

6地　　方　　消　　費　　税　　交　　付　　金 �313，000 �250，000 �63，000 �3．66 

7自　　動　　車　　取　　得　　税　　交　　付　　金 �14，000 �12，000 �2，000 �0．16 

8地　　方　　特　　例　　交　　付　　金 �14，000 �13，000 �1，000 �0．16 

9地　　　　　方　　　　　交　　　　　付　　　　　税 �1，538，000 �1，564，000 �△26，000 �18．01 

10交　通　安　全　対　策　特　別　交　付　金 �2，700 �3，100 �△400 �0．03 

11分　　担　　金　　及　　び　　負＿　　担　　金 �549，483 �184，128 �365，355 �6．43 

12使　　用　　料　　及　　び　　手　　数　　料 �80，890 �80，536 �354 �0．95 

13国　　　　　庫　　　　　支　　　　　出　　　　　金 �807，269 �740，784 �66，485 �9．45 

14県　　　　　　　支　　　　　　　出　　　　　　　金 �538，480 �476，137 �62，343 �6．30 

15財　　　　　　　産　　　　　　　収　　　　　　　入 �6，921 �12，460 �△5，539 �0．08 

16寄　　　　　　　　　　　　附　　　　　　　　　　　　金 �12，620 �3，480 �9，140 �0．15 

17繰　　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　　金 �390，000 �355，500 �34，500 �4．56 

18繰　　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　　金 �120，000 �120，000 � �1．40 



（歳　入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �本　年　度　予　算　額 �前　年　度　予　算　額 �比　　　較 �構成比（％） 

19諸　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　　　入 �132，770 �125，307 �7，463 �1．55 

20町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　債 �901，600 �687，300 �214，300 �10．55 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �8，545，000 �7，600，000 �945，000 �100．00 

【総　括】 －11－



【総　括】 －12　－

（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �本年度予算額 �前年度予算額 �比　　較 �構成比 （％） �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 �86，175 �78，027 �8，148 �1．01 � � � � �86，175 

2総　　　　務　　　　費 �802，385 �736，057 �66，328 �9．39 �15，047 �55，453 � �40，502 �691，383 

3民　　　　生　　　　費 �2，544，094 �2，670，388 �△126，294 �29．77 �541，670 �355，366 � �260，297 �1，386，761 

4衛　　　　生　　　　費 �699，368 �700，129 �△761 �8．18 �8，471 �11，244 � �39，142 �640，511 

5労　　　　働　　　　費 �1 �1 � �0，00 � � � � �1 

6農　林　水　産　業　費 �621，549 �536，565 �84，984 �7．27 � �91，489 � �3，982 �526，078 

7商　　　　工　　　　費 �71，841 �61，526 �10，315 �0．84 �5，880 �5，350 � �1，222 �59，389 

8土　　　　木　　　　費 �670，537 �859，348 �△188，811 �7．85 �51，385 �19，301 �33，200 �46，504 �520，147 

9消　　　　防　　　　費■ �348，432 �324，547 �23，885 �4．08 � � �15，800 �9，，180 �323，452 

10教　　　　育　　　　費 �2，008，576 �922，451 �1，086，125 �23．51 �184，815 �277 �542，600 �377，451 �903，433 

11災　害　復　旧　費 �22 �22 � �0．00 �1 � � � �21 

12公　　　　債　　　　費 �664，019 �672，938 �△8，919 �7．77 � � � �11，373 �652，646 

13諸　　支　　出　　金 �1 �1 � �0，00 � � � � �1 

14予　　備　　費i �28，000 �38，000 �△10，000 �0．33 � � � � �28，000 

歳　　出　　合　　計 �8，545，000 �7，600，000 �945，000 �100．00 �807，269 �538，480 �591，600 �789，653 �5，817，998 



2　歳入

（款）1町税
（項）1町民税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1個人分 �1，086，063 �1，084，897 �1，166 �1現年課税分 �1，082，563 �町民税個人 

2滞納繰越分 �3，500 �町民税個人滞納分 

2法人分 �155，275 �181，060 �△25，785 �1現年課税分 �154，975 �町民税法人 

2滞納繰越分 �300 �町民税法人滞納分 

計 �1，241，338 �1，265，957 �△24，619 � � � 

（款）1町税
（項）2固定資産税

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1固定資産税 �1，584，075 �1，403，797 �180，278 �1現年課税分 �1，581，375 �固定資産税 

2滞納繰越分 �2，700 �固定資産税滞納分 

2国有資産所在市町村交付 金及び納付金 �3 �4 �△1 �1現年課税分 �3 �交付金県官舎分 

計 �1，584，078 �1，403，801 �180，277 � � � 

（款）1町税
（項）3軽自動車税

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1軽自動車税 �55，341 �54，533 �808 �1現年課税分 �55，315 �軽自動車税 

2滞納繰越分 �26 �軽自動車税滞納分 

計 �55，341 �54，533 �808 � � � 

【町税】 －13　－



【町税】【地方譲与税】

（款）1町税

（項）4町たばこ税

一14　－

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1町たばこ税 �120，000 �125，000 �△5，000 �1現年課税分 �120，000 �町たばこ税 

計 �120，000 �125，000 �△5，000 � � � 

（款）1町税

（項）5鉱産税

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1鉱産税 �1，510 �977 �533 �1現年課税分 �1，510 �鉱産税 

計 �1，510 �977 �533 � � � 

（款）2地方譲与税
（項）1地方揮発油譲与税

目 �本　年　度 �前　年　度 � �節 ��】 　説　　　　　明 比　　較 �区　　分 �金　額 

1地方揮発油譲与税 �30，000 �30，000 �0 �1地方揮発油譲与税 �30，000 �地方揮発油譲与税 

計 �30，000 �■　30，000 �0 � � � 

（款）2地方譲与税
（項）2　自動車重量譲与税

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��l 　説　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1自動車重量譲与税 �68，000 �73，000 �△5，000 �1自動車重量譲与税 �68，000 �自動車重量譲与税 

計 �68，000 �73，000 �△5，000 � �� 



（款）3利子割交付金
（項）1利子割交付金

目 �本　年　度 �前　年　度 �上ヒ　較 �節 ��】 ∃　説　　　明 
区　　分 �金　額 

1利子割交付金 �6，000 �7，000 �△1，000 �1利子割交付金 �6，000 �利子割交付金 

計 �6，000 �7，000 �△1，000 � � � 

（款）4配当割交付金
（項）1配当割交付金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��1 　説　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1配当割交付金 �15，000 �11，000 �4，000 �1配当割交付金 �15，000 �配当割交付金 

計 �15，000 �－　　　11，000 �4，000 � �� 

（款）5株式等譲渡所得割交付金
（項）1株式等譲渡所得割交付金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 �� 
区　　分 �金　額 �説　　　　　　　　　　　　　　明 

1株式等譲渡所得割交付金 �2，000 �1，000 �1，000 �1株式等譲渡所得割交付 金 �2，000 �株式等譲渡所得割交付金 

計 �2　　　　　2，000 �1，000 �1，000 � � � 

（款）6地方消費税交付金
（項）1地方消費税交付金

目 �本　年　度 �ト 前年度 �比　　較 �節 �� 
区　　分 �F金　額 �説　　　　　　　　　　　　　　明 

1地方消費税交付金 �313，000 �250，000 �63，000 �1地方消費税交付金 �313，000 �地方消費税交付金 

計 �313，000 �250，000 �63，000 �ト � � 

【利子割交付金】【配当割交付金】【株式等譲渡所得割交付金】【地方消孝　　一15－



【自動車取得税交付金】【地方特例交付金】【地方交付税】【交通安全対芳　　一16－

（款）7　自動車取得税交付金

（項）1自動車取得税交付金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1自動車取得税交付金 �14，000 �12，000 �2，000 �1自動車取得税交付金 �14，000 �自動車取得税交付金 

計 �14，000 �12，000 �2，000 � � � 

（款）8地方特例交付金
（項）1地方特例交付金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1地方特例交付金 �14，000 �13，000 �1，000 �1地方特例交付金 �14，000 �減収補てん特例交付金 

計 �14，000 �13，000 �1，000 � � � 

（款）9地方交付税
（項）1地方交付税

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1地方交付税 �1，538，000 �1，564，000 �△26，000 �1地方交付税 �1，538，000 �普通交付税　　　　1，428，000 特別交付税　　　　110，000 

計 �1，538，000 �1，564，000 �△26，000 � � � 

（款）10交通安全対策特別交付金

（項）1交通安全対策特別交付金

目 �本　年　度 �l 前年度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 
】 区　分i金額 　　i 

1交通安全対策特別交付金 �　2，700 】 �3，100 �△400 �1交通安全対策特別交付 金 �2，700 �交通安全対策特別交付金 

計 �2，700 �3，100 �△400 �】 �� 



（款）11分担金及び負担金
（項）1負担金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1総務費負担金 �11，662 �11，992 �△330 �1総務費負担金 �11，662 �養基小学校養基保育所組合事務移管負担金 

2民生費負担金 �170，705 �172，034 �△1，329 �1社会福祉費負担金 �1，583 �老人保護施設入所負担金　　1，514 俳梱高齢者家族支援サービス事業負担金　69 

2児童福祉費負担金 �169，122 �児童福祉法第56条の徴収金（公立）83，564 児童福祉法第56条の徴収金（私立）40，856 放課後児童健全育成事業負担金10，025 短期入所事業負担金　24 長時間保育負担金　28 一時保育負担金　522 障害児適所支援事業市町村負担金34，103 

3土木費負担金 �102 �102 �0 �1道路橋梁費負担金 �102 �三町ふれあい広場便所管理負担金 

4教育費負担金 �367，014 �0 �367，014 �1保健体育費負担金 �367，014 �共同学校給食センター建設事業負担金 

計 �549，483 �184，128 �365，355 � � � 

（款）12使用料及び手数料

（項）1使用料

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　　分 �金　額 

1総務費使用料 �1，221 �1，216 �5 �1総務費使用料 �1，221 �太陽光発電設備設置事業使用料　1，103 土地使用料（電柱等）　　118 

2保健衛生費使用料 �1，500 �1，600 �△100 �1斎苑費使用料 �1，500 �斎苑施設使用料 

3農林水産業費使用料 �102 �102 �0 �1農業費使用料 �102 �農産物加工所ガス代 

4土木費使用料 �55，456 �54，849 �607 �1道路橋梁費使用料 �23，199 �道路占用料　8，200 道の駅テナント使用料　6，600 テナント電気使用料　4，137 テナント水道使用料160 テナント下水道使用料　800 テナント駐車場使用料　204 

【分担金及び負担金】【使用料及び手数料】 ー17　－



【使用料及び手数料】

（款）12使用料及び手数料

（項）1使用料

－18　一

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

自動販売機設置使用料1，136 自動販売機設置電気使用料　571 備品等使用料　70 公衆電話使用料1 軽トラ市出店登録料　70 イベント等駐車場使用料1，220 イベント等広場使用料　30 

2河川費使用料 �5，200 �法定外公共物占用料 

3住宅費使用料 �27，057 �町営住宅使用料 

5教育費使用料 �9，085 �8，626 �459 �1学校費使用料 �2 �小学校施設使用料　　　　1 中学校施設使用料　　　　1 

2社会教育費使用料 �4，412 �中央公民館等使用料1，300 中央公民館談話室使用料．360 地区公民館使用料　900 中央公民館談話室電気水道使用料250 商工会館電気水道使用料1，022 霞間ケ渓さくら会館使用料　350 ゆうごう・ほっと館使用料　230 

3保健体育費使用料 �4，671 �小中学校夜間照明使用料123 池田公園野球場使用料6 池田公園野球場夜間照明使用料154 池田公園ソフトボール場使用料8 池田公園テニス場使用料4 総合体育館使用料2，287 スポーツ公園使用料1，058 池田公園電話使用料1 総合体育館電話使用料4 スポーツ公園電話使用料1 自販機電気使用料（総合体育館分）108 



（款）12使用料及び手数料
（項）1使用料

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

自販機電気使用料（スポーツ公園分）162 青少年研修施設使用料　565 青少年研修施設電話使用料1 池田南部公園施設使用料　7 自販機電気使用料（池田公園分）10 スポーツ公園売店水道使用料　26 スポーツ公園売店下水道使用料146 

計 �67，364 �66，393 �971 � � � 

（款）12使用料及び手数料
（項）2手数料

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1総務費手数料 �9，150 �9，418 �△268 �1戸籍住民基本台帳費手 数料 �7，560 �謄抄本交付手数料（戸籍）3，450 謄抄本交付手数料（住民登録）2，100 印鑑、身分証明等手数料1，800 委託事務処理手数料　　210 

2徴税費手数料 �1，590 �町税督促手数料　　　400 臨時運行許可手数料　190 閲覧、証明交付手数料　1，000 

2衛生費手数料 �3，894 �3，820 �74 �1保健衛生費手数料 �1，179 �狂犬病予防等手数料　　　1，119 池田町排水設備指定工事店指定手数料　60 

2清掃費手数料 �2，685 �クリーンセンター手数料 

3上水道費手数料 �30 �指定工事店手数料 

3土木費手数料 �482 �905 �△423 �1土木総務費手数料 l �472 �屋外広告物設置許可手数料　　　462 地籍調査事業成果品閲覧等手数料　10 

2住宅費手数料 �10 �町営住宅使用料督促手数料 

計 �13，526 �14，143 �△617 � � � 

【使用料及び手数料】 －19　－



【国庫支出金】

（款）13国庫支出金

（項）1国庫負担金

ー　20　－

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1民生費国庫負担金 �489，277 �496，245 �△6，968 �1社会福祉費負担金 �114，719 �障害者自立支援給付費負担金 

2社会福祉住民費負担金 �7，901 �国民健康保険保険基盤安定負担金　7，243 国民健康保険保険基盤安定負担金（介護分） 　　　　　658 

3児童福祉費負担金 �366，657 �保育所運営費負担金　　　49，406 児童手当負担金　　　　317，251 

2衛生費国庫負担金 �400 �400 �0 �1保健衛生費負担金 �400 �養育医療費負担金 

3災害復旧費国庫負担金 �1 �1 �0 �1公共土木施設災害復旧 費負担金 �1 �河川等災害復旧事業費負担金 

計 �489，678 �496，646 �△6，968 � � � 

（款）13国庫支出金

（項）2国庫補助金
】 　　芦 目　　　本年度 ��前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 

区　　分 �金　額 

1総務費国庫補助金 �14，862 �7，506 �7，356 �1戸籍住民基本台帳費補 助金 �2，430 �住基システム改修事業補助金 

2徴税費補助金 �3，758 �地方税務システム整備補助金 

3総務管理費国庫補助金 �8，674 �中間サーバー整備費補助金　　6，536 団体内統合宛名システム整備費補助金2，138 

2民生費国庫補助金 �48，271 �134，863 �△86，592 �1社会福祉費補助金 �8，449 �障害者地域生活支援事業費補助金7，246 障害程度区分認定審査会運営経費補助金244 国民年金システム整備費補助金　700 障害福祉システム整備費補助金　259 

2臨時福祉給付金給付交 　付金 l �25，775 �臨時福祉給付金給付交付金 

3子育て世帯臨時特例給 付金給付交付金 �13，367 �子育て世帯臨時特例給付金給付交付金 



（款）13国庫支出金
（項）2国庫補助金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

4児童福祉費補助金 �680 �児童福祉システム整備費補助金 

3衛生費国庫補助金 �8，071 �4，955 �3，116 �1保健衛生費補助金 �1，209 �疾病予防対策事業費等補助金 

2環境衛生費補助金 �6，862 �浄化槽設置整備事業補助金 

4土木費国庫補助金 �57，265 �85，430 �△28，165 �1土木費補助金 �43，385 �社会資本整備総合交付金　41，461 木造住宅耐震診断補助金　324 建築物耐震診断補助金　500 木造住宅耐震補強工事費補助金1，100 

2都市計画費補助金 �13，880 �都市再生整備計画交付金 

5教育費国庫補助金 �184，815 �6，046 �178，769 �1学校費補助金 �4，176 �特別支援教育就学奨励費補助金　　384 就園奨励費補助金　　　　3，792 

2学校施設環境改善交付 金 �180，639 �学校施設環境改善交付金（池田小学校） 　　　82，634 学校施設環境改善交付金（共同学校給食センタ 上）　　98，005 

計 �313，284 �238，800 �74，484 � � �； 

（款）13国庫支出金
（項）3委託金

目 �本　年　度 �前　年　度 � �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 比　　較 �区　　分 �金　額 

1総務費委託金 �185 �196 �△11 �1戸籍住民基本台帳費委 託金 �185 �中長期在留者住居地届出等事務委託金 

2民生費委託金 �4，122 �5，142 �　△1，020 】 �1社会福祉費委託金 �4，000 �国民年金事務委託金（拠出分） 

2児童福祉費委託金 �122 �特別児童扶養手当事務委託金 

計 �4，307 �5，338 �△1，031 � � � 

【国庫支出金】 －　21－



【県支出金】

（款）14県支出金

（項）1県負担金

ー　22　－

目 �本　年　度 �前　年　度 � �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 比　　較 �区　　分 �金　額 

1民生費県負担金 �244，723 �234，374 �10，349 �1社会福祉費負担金 �90，182 �障害者自立支援給付費負担金　57，359 保険基盤安定負担金　32，755 難聴児補聴器等購入費助成負担金　48 特別弔慰金等支給事務交付金　20 

2社会福祉住民費負担金 �59，500 �国民健康保険保険基盤安定負担金　54，820 国民健康保険保険基盤安定負担金（介護分） 　　　　　4，680 

3児童福祉費負担金 �95，041 �保育所運営費負担金　　　24，703 児童手当負担金　　　　70，338 

2衛生費県負担金 �200 �200 2，800 �0 �1保健衛生費負担金 �　200 l3，215 �養育医療費負担金 

3県移譲事務交付金 �3，215 ��415 �1県移譲事務交付金 ��県移譲事務交付金 

計 �248，138 �237，374 �10，764 � � � 

（款）14県支出金

（項）2県補助金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1総務費県補助金 �36 �40 �△4 �1総務管理費補助金 �36 �土地利用規制等対策補助金 

2民生費県補助金 �110，894 l 【 �124，406 F ⊇ �△13，512 �1社会福祉費補助金 �3，806 �障害者地域生活支援事業費補助金　3，623 社会福祉費補助金精算金　1 障害者福祉費補助金　182 

12老人福祉費補助金 �1，760 �老人クラブ補助金 
】3福祉医療費補助金 �76，244 �福祉医療費補助金　　　　73，246 福祉医療費助成事業事務費補助金　2，998 

F　4児童福祉費補助金 �22，802 �特別障害者手当給付事務補助金17 病児・病後児保育事業補助金　2，776 延長保育促進事業費補助金　9，780 



（款）14県支出金

（項）2県補助金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

低年齢児年度途中受入促進事業費補助金 　　　2，529 子育て支援対策臨時特例交付金　39 地域子ども・子育て支援事業費補助金7，661 

5児童育成事業費補助金 �6，282 �放課後児童健全育成事業補助金 

3衛生費県補助金 �10，793 �7，090 �3，703 �1保健衛生費補助金 �3，931 �公害調査事務補助金　5 岐阜県精神障害者小規模作業所等交通費助成事 業費補助金　169 健康増進事業補助金　2，669 自殺対策キャリファイル補助金263 一般不妊治療費助成事業補助金825 

2環境衛生費補助金 �6，862 �浄化槽設置整備事業補助金 

4農林水産業費県補助金 �96，639 �45，694 �50，945 �1農業費補助金 �7，810 �農業委員会交付金1，857 数量調整円滑化市町村推進事業費補助金97 学校給食地産地消推進事業補助金300 元気な農業産地構造改革支援事業補助金453 経営所得安定対策推進事業補助金2，000 新規就農総合支援事業補助金3，000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金60 機構集積支援事業補助金　43 

2農地費補助金 �62，084 �県単農道整備事業補助金　　　27，160 農地費補助金　　　　　34，924 

3林業費補助金 �26，745 �野生鳥獣被害防止助成金　32 県単林道開設事業等補助金17，550 森林病虫害防除補助金1，231 清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金 　　7，932 

5商工費県補助金 �200 �0 �200 �1商工費補助金 �200 �消費者行政活性化事業補助金 

6土木費県補助金 �12，640 �12，487 �153 �1土木総務費補助金 �1，012 �木造住宅耐震診断補助金　　　　　　　　162 

【県支出金】 －　23　－



【県支出金】

（款）14県支出金

（項）2県補助金

ー　24　－

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��】 　説　　　　　明 
区　　分 �金　額 

l木造住宅耐震補強工事費県補助金　600 建築物耐震診断補助金　　　250 

2地籍調査費補助金 �11，628 �地籍調査補助金 

7教育費県補助金 �127 �93 �34 �1社会教育費補助金 �127 �放課後子ども教室推進事業費補助金　63 土曜日の教育支援体制構築事業費補助金　64 

計 �231，329 �189，810 �41，519 � � � 

（款）14県支出金

（項）3委託金

目 �】 本年度 �前　年　度 �比　　較 �　節 区　分 �金　額 �説　　　　　　　　　　　　　　　明 

1総務費委託金 �52，202 �44，542 �7，660 �1総務管理費委託金 �270 �自衛官募集事務委託金　　　　8 県広報紙配布委託金　　　　262 

2徴税費委託金 �39，000 �県税徴収委託金 

3戸籍住民基本台帳費委 託金 �25 �人口動態調査事務委託金 

4選挙費委託金 �5，911 �在外選挙人名簿登録委託金　　1 県議会議員選挙委託金　　　5，910 

5統計調査費委託金 �6，996 �学校基本調査委託金　5 工業統計調査委託金1 経済センサス調査委託金1 岐阜県輸出関係調査委託金1 商業統計調査委託金1 国勢調査委託金　6，987 

2商工費委託金 �150 �150 �01 �1商工費委託金 �150 �東海自然歩道管理委託料 

3土木費委託金 �6，661 �4，261 �2，400 �1土木総務費委託金 �1 �用地取得業務委託金 

2河川費委託金 �5，060 �一級河川草刈委託金　　　　4，800 河川維持業務委託金　　　　260 



（款）14県支出金

（項）3委託金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

3都市計画基礎調査委託 金 �1，600 �都市計画基礎調査委託金 

計 �59，013 �48，953 �10，060 � � � 

（款）15財産収入

（項）1財産運用収入

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1財産貸付収入 �3，602 �3，609 �△7 �1土地建物貸付収入 �3，602 �普通財産貸付収入　　　　3，482 霞間ケ渓スポーツ公園売店貸付収入120 

2利子及び配当金 �3，317 �2，795 �522 �1・利子及び配当金 �3，317 �財政調整基金利子　2，400 減債基金利子　56 地域福祉基金利子163 土地開発基金利子　20 ふるさと創生基金利子1 下水道建設基金利子　45 ふるさと農村活性化対策基金利子9 ふるさと支援まちづくり基金利子2 株式配当金　621 

計 �6，919 �6，404 �515 � � � 

（款）15財産収入

（項）2財産売払収入

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1物品売払収入 �1 �1 �0 �1物品売払収入 �1 �不用品売払収入 

2財産売払収入 �1 �6，055 �△6，054 �1財産売払収入 �1 �町有地売却収入 

【県支出金】【財産収入】 －　25　－



【財産収入】【寄附金】

（款）15財産収入

（項）2財産売払収入

－　26　－

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

計 �2 �6，056 �△6，054 � � � 

（款）16寄附金

（項）1寄附金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1総務費寄附金 �1 �1 �0 �1公共鉄道支援寄附金 �1 �公共鉄道支援寄附金 

2民生費寄附金 �181 �181 �0 �1老人福祉費寄附金 �1 �福祉事業寄附金 

2児童福祉費寄附金 �180 �保育園慰問品購入寄附金 

3衛生費寄附金 �16 �1 �15 �1環境衛生費寄附金 �16 �環境保全活動寄附金 

4農林水産業費寄附金 �1 �1 �0 �1農林水産業費寄附金 �1 �農林水産業費寄附金 

5商工費寄附金 �1，106 �1，106 �0 �1商工費寄附金 �1，106 �ハンググライダー発着場寄附金 

6土木費寄附金 �1，303 �1，303 �0 �1道路橋梁費寄附金 �2　1，302 2 �妻道路改良地元寄附金　　1 庖路維持寄附金　　1，300 道路側溝新築改良地元寄附金　1 

2河川費寄附金 �1 �排水路改良事業地元寄附金 

7教育費寄附金 �11 �62 �△51 �1学校教育費寄附金 �1 �教育費寄附金 

2図書館費寄附金 �10 �図書備品等購入寄附金 

8一般寄附金 �1 �824 �△823 �1一般寄附金 �1 �一般寄附金 

9ふるさと支援まちづくり 寄付金 �【　10，000 �　1 【 �9，999 �1ふるさと支援まちづく り寄付金 �10，000 �ふるさと支援まちづくり寄付金 

計 �12，620 �3，480 �9，140 � � � 



（款）17繰入金

（項）1基金繰入金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1財政調整基金繰入金 �350，000 �300，000 �50，000 �1財政調整基金繰入金 �350，000 �財政調整基金繰入金 

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 �390，000 �341，000 �49，000 � � � 

（款）18繰越金

（項）1繰越金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 �� 
区　　分 �金　額 �説　　　　　　　　　　　　　　　明 

1繰越金 �120，000 �120，000 �0 �1前年度繰越金 �120，000 �前年度繰越金 

計 �120，000 �120，000 �0 � � � 

（款）19諸収入

（項）1延滞金加算金及び過料

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1延滞金 �1，000 �1，000 �0 �1延滞金 �1，000 �町税滞納延滞金 

計 �1，000 �1，000 �0 �【 �� 

（款）19諸収入

（項）2町預金利子

目 �本　年　度 �前　年　度 � �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 比　　較 �芦　区　分 �金　額 

1町預金利子 �192 �343 �△151 �1町預金利子 �192 �歳計現金預金利子 

計 �192 �343 �△151 � � � 

【繰入金】【繰越金】【諸収入】 ー　27　－



【諸収入】

（款）19諸収入

（項）3受託事業収入

ー　28　－

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1民生費受託事業収入 �40，616 �37，011 �3，605 �1介護保険事業費受託事 業収入 �37，687 �介護予防事業受託収入　8，720 包括的支援事業受託収入　21，108 任意事業受託収入　　4，837 介護予防給付受託収入　3，022 

2児童福祉費受託事業収 入 �2，929 �障害児通所支援事業受託料　1，804 広域入所児童受託料　　　1，125 

2農林水産業費受託事業収 入 �3，837 �674 �3，163 �1農業費受託事業収入 �155 �農業者年金業務受託料 

2林業費受託事業収入 �3，682 �分収造林受託料 

計 �44，453 �37，685 �6，768 � � � 

（款）19諸収入

（項）4雑入

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��】 　説　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1滞納処分費 �1 �1 �0 �1滞納処分費 �1 �町税滞納処分費 

2過年度収入 �3，833 �6，924 �△3，091 �1過年度収入 �3，833 �福祉医療費過年度収入 

3雑入 �83，291 l �79，354 �3，937 �1雑入 �83，291 �消防団員退職報償金7，527 消防団員等公務災害補償年金1，653 生命保険掛金事務手数料864 職員等駐車場利用料3，054 建物災害共済金1 自動車損害共済金1 研修事業助成金100 職員研修本人負担金27 インターネットメール申請登録料1 情報ステイション電気・電話料36 パソコン講習会受講料50 



（款）19諸収入

（項）4雑入

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��　　　　　　　　ヽ 説　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

】 � � � � � �ことばの教室インターネット回線等負担金 627 揖斐郡教育センターインターネット回線等負担 金96 ホームページ広告掲載料収入60 広報紙広告掲載料144 池田町収入印紙等購買事務手数料150 コミュニティバス広告掲載料1 納税通知書広告掲載料70 線替金戻入（行路病人等）1 通園バス利用者寄付金415 保育園職員給食負担金4，449 児童館行事等参加者負担金38 保育園共済掛金保護者負担金115 実習生受入謝金60 がん検診本人負担金2，984 虫歯予防本人負担金218 「健康・福祉フェアいけだ」健康測定等本人負 担金35 30歳代の健康づくり健診本人負担金150 健康増進事業本人負担金60 栄養教室食材本人負担金45 ゆ～みんぐバス利用者負担金7 保健センター実習生受入謝金10 広域連合職員給戻入27，195 西美濃さくら苑職員給戻入795 老人保健医療精算金30 ゴミ収集袋利用料16，700 リサイクル資源回収引取料8，109 

【諸収入】 －　29　－



【諸収入】【町債】

（款）19諸収入

（項）4雑入

－　30　－

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

再商品化合理化拠出金配分額5，424 揖斐中部地区広域農道粕川大橋照明電気負担金 　42 観光雑入116 キップ入れケース販売料122 ホルダーシート販売料38 スタンプブック販売料37 道の駅記念きっぷ販売収入237 その他道の駅販売料100 スポーツ振興センター掛金保護者負担金965 教育実習生受入謝金1 子ども会障害見舞金制度加入本人負担金171 中央公民館自販機電気使用料26 歓迎レセプション負担金100 複写機利用料収入11 資料弁償金15 資料頒布収入7 その他収入1 

計　　　　　r �87，125 �86，279 �846 � � � 

（款）20町債

（項）1町債

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1土木債 �33，200 �160，000 �△126，800 �1公共事業等債 �30，500 �社会資本整備総合交付金事業債 

2地方道路整備事業債 �2，700 �いこいの森池野道路整備事業債 

2消防債 �15，800 �1，500 �14，300 �1防災対策事業債 �15，800 �消防ポンプ自動車整備事業債 

3教育債 �542，600 �105，800 �436，800 � � � 



（款）20町債

（項）1町債

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1学校教育施設等整備事 業債 �542，600 �学校給食センター整備事業債　273，000 池田小学校校舎大規模改修事業債238，000 池田中学校昇降機設置事業債　31，600 

4臨時財政対策債 �310，000 �420，000 �△110，000 �1臨時財政対策債 �310，000 �臨時財政対策債 

計 �901，600 �687，300 �214，300 � � � 

合　計 �8，545，000 �7，600，000 �945，000 � � � 

【町債】 ー　31－


