
【土木費】

（款）8　土木費

－　66　－

（項）1土木管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1土木総務費 �81，131 �83，822 �△2，691 � � �国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

1，924　　　12，641　　　　　　　　　　472　　　　66，094 

2　給料 �22，560 �土木総務費　　　　　　　　　　　　　　62，880 

3　職員手当 �12，387 �一般職給料　　　　　　　　　　　　22，560　扶養手当　　　　　　　　　　　　　　　780 

4　共済費 �6，434 �住居手当　　　　　　　　　　　　　　　576　通勤手当　　　　　　　　　　　　　　　293 
・7　貸金 �25 �時間外手当　　　　　　　　　　　　　2，080　期末勤勉手当　　　　　　　　　　　　7，878 

8　報償費 �604 �児童手当　　　　　　　　　　　　　　　780　職員共済組合負担金　　　　　　　　　6，434 

9　旅費 �35 �土木事業測量調査設計技術者賃金　　　　25‾　職員普通旅費　　　　　　　　　　　　　25 

11需用費 �2，036 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　350　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　170 

12　役務費 �656 �食糧費　　　　　　　　　　　　　　　　5　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　180 

13　委託料 �3r1，937 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　150　通信運搬費　　　　　　　　　　　　　　78 

14　使用料及び �805 �郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　90　車検手数料等　　　　　　　　　　　　　　20 

賃借料 ��自動車損害共済保険料　　　　　　　　　75　自賠責料　　　　　　　　　　　　　　　　41 

18　備品購入費 �206 �測量設計支援システム維持管理委託料　　319　積算システム委託料　　　　　　　　　　347 

19　負担金補助 �3，427 �土木事業測量調査設計委託料　　　　　8，800　土地登記委託料　　　　　　　　　　1，600 

及び交付金 ��≠　道路台帳補正委託業務委託料　　　　4，413　木造住宅耐震診断委託料　　　　　　651 

27　公課費 �19 �lマイクロバス運転委託料　　　　　　　13　自動車借上料及び駐車料等　　　　　　10 

小寺ポケットパーク貸借料　　　　　　　　62　自動車リース料　　　　　　　　　　　　324 

事務機等リース料　　　　　　　　　　　399　職員研修費　　　　　　　　　　　　　　　40 

木造住宅耐震補強工事費補助金　　　　2，300　建築物耐震診断補助金　　　　　　　1，000 

自動車重量税　　　　　　　　　　　　　　12 

地籍調査事業費　　　　　　　　　　　18，251 

地籍調査推進員報償費　　　　　　　　　604　職員普通旅費　　　　　　　　　　　　　10 

消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　620　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　150 

印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　349　修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　62 

郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　256　手数料　　　　　　　　　　　　　　　　18 

自動車損害共済保険料　　　　　　　　　44　任意保険料負担金　　　　　　　　　　　34 

地籍調査支援システム等保守委託料　　　290　地籍調査業務委託料　　　　　　　15，504 

自動車借上料及び駐車料等　　　　　　　10　事務用備品購入費　　　　　　　　　　　206 

岐阜県国土調査協議会費　　　　　　　　57　地籍調査岐阜・西濃ブロック連絡協議会会費 
30 

公課費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 

（単位　千）



（款）8　土木費
（項）1土木管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

計 �81，131 �83，822 �△2，691 � � � 

（款）8　土木費
（項）2　道路橋梁費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1道路橋梁総 �303 �289 �14 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

務費 ������303 

19　負担金補助 �303 �道路橋梁総務費　　　　　　　　　　　　　303 

及び交付金 ��県道路協会負担金　　　　　　　　　　　　31　岐阜関ケ原棟建設促進期成同盟会負担金　50 

国道417号線改良整備期成同盟会負担金　　　岐阜県市町村道整備促進期成同盟会負担金 

125　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16 

東海環状自動車道建設促進岐阜県西部協議会　　岐阜県建設技術協会負担金　　　　　　　18 

負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　18 

県国道協会負担金　　　　　　　　　　　　25　岐阜県電線類地中化推進協議会負担金　　15 

東海環状地域整備推進協議会負担金　　　　5 

2　道路維持費 �116，875 �221，746 1 �△104，871 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

41，461　　　　　　　　　　　30，500　　　9，603　　　　35，311 

7　賃金 �254 �道路維持費　　　　　　　　　　　　　　41，491 

11需用費 �3，088 �道路橋梁維持修繕人夫賃　　　　　　　　254　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　139 

12　役務費 �7 �燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　110　光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　　714 

13　委託料 �30，664 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　2，125　浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　　7 

15　工事請負費 �81，762 �主要幹線町道除雪委託料　　　　　　　2，702　三町ふれあい広場管理委託料　　　　　　326 

16　原材料費 �1，100 �町道維持修繕委託料　　　　　　　　10，000　地下横断歩道等排水施設点検委託料　　　252 

ふれあい街道道路維持委託料　　　　　4，000　町道維持補修工事請負費　　　　　　19，762 

道路補修用原材料費　　　　　　　　1，100 

社会資本整備総合交付金事業　　　　　75，384 

社会資本整備総合交付金事業測量設計委託料　　社会資本整備総合交付金事業工事請負費 

13，384　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62，000 

【土木費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－67－



【土木費】

（款）8　土木費

－　68　－

（項）2　道路橋梁費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

3　道路新設改 �104，330 �96，109 �8，221 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

良費 4橋梁維持費 ������8，000　　　　　　　　　　　　2，700　　　　　1　　　93，629 

15　工事請負費 �82，900 �道路新設改良費　　　　　　　　　　　104，330 

17　公有財産購 �8，500 �町道アスファルト舗装工事請負費　　14，900　道路改良工事請負費　　　　　　　　　48，000 

入費 ��都市再生整備計画事業工事請負費　　20，000　町道改良工事用地買収費　　　　　　　8，500 

19　負担金補助 �5，760 �県営土木事業負担金　　　　　　　　　5，760　町道改良工事物件補償費‾　　　　　　　7，100 

及び交付金 ��東幹線拡幅用地先行取得費の買菅までの利息 

22補償補填及 　び賠償金 �7，100 �70 

23償還金利子 　及び割引料 �70 

22，200 �3，000 �19，200 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

22，200 

15　工事請負費 �】22・200 �橋梁維持費　　　　　　　　　　　　　　22，200 

橋梁維持修繕工事請負費　　　　　　　22，200 

5　道の駅事業 �29，232 �124，993 �1　　4，239 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

費 ������15，533　　　13，699 

7　賃金 �2，188 �道の駅施設管理費　　　　　　　　　　　29，232 

8　報償費 �10 �臨時職員賃金　　　　　　　　　　　　　2，188　謝礼　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 

9　旅費 �20 �職員普通旅費　　　　　　　　　　　　　　20　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　936 

11需用費 �10，030 �燃料費　　　　　　　　　　　　　　　1，187　食糧費　　　　　　　　　　　　　　　　　　87 

12　役務費 �550 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　120　光熱水費　　　　　　　　　　　　　　6，500 

13　委託料 �10，982 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　1，200　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　12 

14　使用料及び �164 �通信料　　　　　　　　　　　　　　　　　58　電話料　　　　　　　　　　　　　　　　169 

賃借料 ��有線電話料　　　　　　　　　　　　　　13　広告料　　　　　　　　　　　　　　　　　281 

15　工事請負費 �5，035 �浄化槽法定検査料　　　　　　　　　　　10　口座振替手数料　　　　　　　　　　　　　　7 

18　備品購入費 �73 �植栽管理委託料　　　　　　　　　　　　300　清掃管理委託料　　　　　　　　　　　2，359 

19　負担金補助 �80 l �消防設備機器保守点検委託料　　　　　　22　受水槽管理委託料　　　　　　　　　　　157 

及び交付金 ��ゴミ収集委託料　　　　　　　　　　　　778　道の駅池田温泉警備業務委託料　　　　　441 

22　補償補填及 �100 �空調設備機器保守点検委託料　　　　　　479　足湯等保守点検委託料　　　　　　　　　755 

び賠償金 ��浄化槽維持管理委託料　　　　　　　　3，016　自動ドア保守点検委託料　　　　　　　　　48 



（款）8　土木費
（項）　道路橋、弥費（唄）2　道路橋梁質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

電気工作物保守管理委託料　　　　　　　217　道の駅駐車場警備委託料　　　　　　1，070 

業務委託料　　　　　　　　　　　　1，340　大垣有線等利用料　　　　　　　　　　　53 

大垣ケーブルテレビ利用料　　　　　　　　45　有料道路等通行料　　　　　　　　　　　　5 

NHK受信料　　　　　　　　　　　　　　15　デマンド監視機器リース料　　　　　　　　46 

テナント棟通路目よけ幕設置工事請負費　　　　足湯及び機械室外壁張替工事請負費　　　700 

3，100 

監視カメラ追加設置工事請負費　　　1，235　備品購入費　　　　　　　　　　　　　　　73 

中部ブロック道の駅連絡会負担金　　　　50　岐阜ブロック道の駅連絡会負担金　　　　10 

全国「道の駅」連絡会負担金　　　　　　20　道の駅利用者賠償金　　　　　　　　　　100 

計 �272，940 �346，137 �△73，197 � �F 

（款）8　土木費
（項）3　河川費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1河川総務費 �35，284 �43，630 �△8，346 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

5，060　　　　　　　　　　5，201　　　25，023 

7　賃金 �2do �河川総務費　　　　　　　　　　　　　　35，284 

11需用費 �1，567 �河川維持人夫賃　　　　　　　　　　　　　200　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 

13　委託料 �29，833 �光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　　62　修繕料　　　　　　　　　　　　　　1，500 

15　工事請負費 �3，300 �片山南雨水ポンプ保守管理委託料　　　　76　河川維持管理業務委託料　　　　　　　　261 

19　負担金補助 �384 �一級河川草刈委託料　　　　　　　　　29，496　排水路改良工事請負費　　　　　　　　2，000 

及び交付金 ��排水路維持補修工事請負費　　　　　1，300　県河川協会負担金　　　　　　　　　　　　37 

県砂防協会負担金　　　　　　　　　　　249　木曽三川改修工事促進期成同盟会負担金　26 

揖斐川流域住民の生命を守る会市町村負担金　　杭瀬川の治水と自然環境を守る会負担金　25 

47 

計 �35，284 �43，630 �△8，346 � � � 

【土木費】 －　69　－



【土木費】 －　70　－

（款）8　土木費
（項）4　住宅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1住宅管理費 �15，694 �14，743 �951 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

15，694 

2　給料 �6，494 �住宅管理費　　　　　　　　　　　　　　15，694 

3　職員手当 �3，369 �一般職給料　　　　　　　　　　　　　　6，494　扶養手当　　　　　　　　　　　　　　　　372 

4　共済費 �1，865 �住居手当　　　　　　　　　　　　　　　　282　時間外手当　　　　　　　　　　　　　　　260 

7　貸金 �1 �期末勤勉手当　　　　　　　　　　　　　2，435　児童手当　　　　　　　　　　　　　　　　　20 

11需用費 �2，440 �職員共済組合負担金　　　　　　　　1，865　維持修繕人夫賃　　　　　　　　　　　　　1 

12　役務費 �76 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　200　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　　20 

13　委託料 �407 �光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　　20　修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　2，200 

15　工事請負費 �1，000 �通信運搬費　　　　　　　　　　　　　　　63　口座振替手数料　　　　　　　　　　　　　13 

16　原材料費 �10 �住宅樹木手入れ委託料　　　　　　　　　　98　消防設備点検料　　　　　　　　　　　　146 

19　負担金補助 �32 �町営住宅公園遊具保守点検委託料　　　　17　公営住宅システム改修委託料　　　　　　146 

及び交付金 ��既存住宅取壊し工事請負費　　　　　1，000　住宅補修用材料代　　　　　　　　　　　10 

日本住宅協会負担金　　　　　　　　　　13　公営住宅管理研究会負担金　　　　　　　19 

計 �15，694 �14，743 �951 � � � 

（款）8　土木費
（項）5　下水道費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1下水道整備 �254，087 �267，910 �△13，823 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

費 ������254，087 

9　旅費 �159 �下水道整備事業費　　　　　　　　　　254，087 

11需用費 �2 �職員普通旅費　　　　　　　　　　　　　　40　研修旅費　　　　　　　　　　　　　　　119 

12　役務費 �1 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　1　食糧費　　　　　　　　　　　　　　　　　1 

13　委託料 �39 �通信運搬費　　　　　　　　　　　　　　　1　水質検査委託料　　　　　　　　　　　　　39 

14　使用料及び �5 �駐車料及び通行料　　　　　　　　　　　　　5　（社）日本下水道協会負担金　　　　　　　86 

賃借料 ��職員研修費　　　　　　　　　　　　　　462　町村下水道推進協議会負担金　　　　　　　45 

19負担金補助 及び交付金 �693 �西濃水産漁業協同組合漁業育成助成金　100　公共下水道事業特別会計繰出金　　　253，188 

28　線出金 �253，188 



（款）8　土木費

（項）5　下水道費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �】本年度 �前年度巨ヒ較 ��節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

計 �254，087 �267，910 �△13，823 � � � 

（款）8　土木費

（項）6　都市計画費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1都市計画費 �9，487 �101，191 �△91，704 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

1，600　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，887 

1報酬 �57 �都市計画費　　　　　　　　　　　　　　9，465 

7　貸金 �7 �都市計画審議会委員報酬　　　　　　　　　57　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　　80 

11需用費 �490 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　405　建築確認申請等データ更新業務委託料　3，025 

12　役務費 �10 �都市計画基礎調査業務委託料　　　　　5，292　都市再生整備計画作成業務委託料　　　　490 

13　委託料 �8，807 �岐阜県都市計画協会負担金　　　　　　　　46　郡都市計画協議会負担金　　　　　　　　　30 

19負担金補助 及び交付金 �116 �全国都市公園整備促進協議会負担金　　　25　岐阜県都市整備協会負担金　　　　　　　15 

池野市街地及び周辺開発計画策定費　　　　22 

維持管理人夫賃　　　　　　　　　　　　　7　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　　5 

汲取料　　　　　　　　　　　　　　　　　10 

2　公園管理費 �1，914 �1，915 �△1 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

1，914 

7　賃金 �51 �公園管理費　　　　　　　　　　　　　　1，914 

11需用費 �560 �人夫貸　　　　　　　　　　　　　　　　　　51　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　10 

13　委託料 �853 �光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　350　修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　200 

14　使用料及び �440 �公園草取り植裁木管理委託料　　　　　　853　農業集落排水使用料　　　　　　　　　　244 

賃借料 ��公共下水道使用料　　　　　　　　　　　196　肥料薬材費　　　　　　　　　　　　　　10 

16　原材料費 �10 

計 �11，401 �103，106 �△91，705 � � � 

【土木費】 ー　71－



【消防費】

（款）9　消防費

－　72　－

（項）1消防費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1消防総務費 �643 �643 �0 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

643 

1報酬 �29 �消防総務費　　　　　　　　　　　　　　　　643 

9　旅費 �1 �消防委員報酬　　　　　　　　　　　　　　29　消防委員旅費　　　　　　　　　　　　　　1 

11需用費 �60 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　60　有線放送使用料　　　　　　　　　　　　13 

12　役務費 �13 �消防委員研修費　　　　　　　　　　　　　57　団長渉外費　　　　　　　　　　　　　　　99 

19負担金補助 及び交付金 �540 �女性防火クラブ活動補助金　　　　　　　384 

2　非常備消防 �37，748 �34，407 �3，341 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

費 ������9，180　　　　28，568 

1報酬 �3，411 �非常備消防費　　　　　　　　　　　　　37，748 

5　災害補償費 �1，654 �団員報酬　　　　　　　　　　　　　　3，411　障害補償年金　　　　　　　　　　　　1，654 

8　報償費 �10，496 �退職団員報償金　　　　　　　　　　　9，991　賞賜金　　　　　　　　　　　　　　　　　505 

9　旅費 �10，818 �出動費用弁償　　　　　　　　　　　10，818　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　1，764 

ill需用費 �3，966 �燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　　395　食糧費　　　　　　　　　　　　　　　　　768 
】12　役務費 �1，060 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　　　9　光熱水費　　　　　　　　　　　　　　1，030 

13　委託料 �74 �有線使用料　　　　　　　　　　　　　　156　消防用携帯電話使用料　　　　　　　　　　84 

14　使用料及び �100 �県震度情報電話回線使用料　　　　　　　　55　防災行政無線電話回線使用料　　　　　　　31 

賃借料 ��衛星電話回線使用料　　　　　　　　　　　62　大垣消防組合指令システム接続回線使用料 

19　負担金補助 �6，024 �349 

及び交付金 ��車検手数料　　　　　　　　　　　　　　　80　消防車保険料　　　　　　　　　　　　　　243 

27　公課費 �145 �岐阜県消防学校入校料　　　　　　　　　10　マイクロバス運転委託料　　　　　　　　　64 

音響設備等借上料　　　　　　　　　　　100　県郡女性防火クラブ負担金　　　　　　　　36 

県少年少女防火クラブ運営協議会負担金　　3　郡消防協会負担金　　　　　　　　　　1，645 

消防団員等公務災害補償等共済掛金　　　390　消防団員退職報償掛金　　　　　　　　3，072 

幹部役員研修負担金　　　　　　　　　　320　女性消防隊員福祉共済掛金　　　　　　　　48 

消防団員福祉共済掛金　　　　　　　　　486　防火防災訓練災害補償等共済掛金　　　　24 

消防車重量税　　　　　　　　　　　　　145 

3　消防施設費 �286，394 �260，682 �25，712 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

15，800　　　　　　　　　270，594 

7　賃金 �48 �消防施設費　　　　　　　　　　　　　　286，394 

11需用費 �1，627 �草刈り除草人夫貸　　　　　　　　　　　　48　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　　22 



（款）9　消防費
（項）1消防費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

12　役務費 �30 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　1，605　便所汲取料　　　　　　　　　　　　　　　30 

14　使用料及び �148 �農業集落排水使用料　　　　　　　　　　　37　公共下水道使用料　　　　　　　　　　　111 

賃借料 ��ホース等購入費　　　　　　　　　1，332　消防車付属備品購入費　　　　　　　　260 

18　備品購入費 �22，742 �消防ポンプ自動車購入費　　　　　　　21，150　大垣消防組合負担金　　　　　　　　261，259 

19負担金補助 及び交付金 �261，799 �消防用施設設置補助金　　　　　　　　　540 

4　防災費 �23，533 ⊇ �28，602 �△5，069 】 】 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

23，533 

1報酬 �20 �防災費　　　　　　　　　　　　　　　　23，533 

11需用費 �7，755 �防災会議委員報酬　　　　　　　　　　　15　国民保護協議会委員報酬　　　　　　　　　5 

12　役務費 �324 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　434　食糧費　　　　　　　　　　　　　　　1，941 

13　委託料 �5，649 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　　50　修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　5，330 

14　使用料及び �713 �通信運搬費　　　　　　　　　　　　　　　75　無線局定期検査手数料　　　　　　　　　　6 

賃借料 � �無線局再免許申請手数料　　　　　　　　243　防災行政無線（同報系）保守点検委託料 

18　備品購入費 �6，199 �4，552 

19　負担金補助 �2，873 �防災行政無線（移動系）保守点検委託料　997　地域防災計画作成委託料　　　　　　　100 

及び交付金 ��防災メール利用料　　　　　　　　　　　713　自主防災組織資機材整備費　　　　　　6，199 

岐阜県防災ヘリコプター連絡協議会負担金　　　防災士資格取得研修負担金　　　　　　　305 

568 

自主防災組織補助金　　　　　　　　　2，000 

5　水防費 �114 �213 l �△99 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

114 

11需用費 �55 �水画衰　　　　　　　　　　　　　114 

19　負担金補助 �59 r �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　43　食糧費　　　　　　　　　　　　　　　　12 

及び交付金 ��揖斐川水防事務組合負担金　　　　　　　　59 

計 �348，432 �324，547 �23，885 � � � 

【消防費】 ー　73　－



【教育費】

（款）10　教育費

ー　74　一

（項）1教育総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1教育委員会 �1，672 �1，672 �．0 � � �国支出金　　県支出金　　一地方債　　その他　　一般財源 

費 ������1，672 

1報酬 �1，591 �教育委員会費　　　　　　　　　　　　1，672 

9　旅費 �24 �教育委員長報酬　　　　　　　　　　　406　教育委員報酬　　　　　　　　　　　1，185 

10　交際費 �30 �委員旅費　　　　　　　　　　　　　　　24　委員長交際費　　　　　　　　　　　　　　30 

18　億品購入費 �5 �図書購入費　　　　　　　　　　　　　　　5　郡、西濃地教委研修負担金　　　　　　　10 

19負担金補助 及び交付金 �・22 �委員研修費■　　　　　　　　　　　　　　12 

2　教育委員会 �65，029 �62，821 �2，208 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

事務局費 ������3，792　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　61，236 

2　給料 �13，961 �教育委員会事務局費　　　　　　　　　65，029 

3　職員手当 �6，560 �特別職給料　　　　　　　　　　　　3，204　一般職給料　　　　　　　　　　　10，757 

4　共済費 �3，126 �扶養手当　　　　　　　　　　　　　　　216　住居手当　　　　　　　　　　　　　　　234 

9　旅費 �85 �通勤手当　　　　　　　　　　　　　　　　75　時間外手当　　　　　　　　　　　　　　　520 

11需用費 �593 �管理職手当　　　　　　　　　　　　　240　期末勤勉手当　　　　　　　　　　　5，275 

12　役務費 �1，977 �職員共済組合負担金　　　　　　　　　3，126　職員普通旅費　　　　　　　　　　　　　15 

13　委託料 �130 �教育長旅費　　　　　　　　　　　　　　70　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　373 

14　使用料及び �5 �燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　90　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　100 

賃借料 ��修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　30　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　60 

19　負担金補助 �38，592 F �電話料　　　　　　　　　　　　　　1，898　椅子カバークリーニング代　　　　　　　　4 

及び交付金 ��自動車保険及び点検料　　　　　　　　15　施設台帳管理委託料　　　　　　　　　130 

車等借上料　　　　　　　　　　　　　5　職員退職手当組合負担金　　　　　16，056 

郡教育会負担金　　　　　　　　　　5，141西濃地区知的障害児童生徒育成会負担金　20 

職員研修費　　　　　　　　　　　　　　　8　結核対策委員会負担金　　　　　　　　　42 

岐阜県公立学校施設整備期成会負担金　12　揖斐郡町村教委連絡協議会負担金　　　　20 

県市町村教委連合会負担金　　　　　　　77　西濃地区教委連絡協議会負担金　　　　　25 

郡中体連負担金　　　　　　　　　　　　231　県中体連負担金　　　　　　　　　　　171 

西濃中体連負担金　　　　　　　　　　114　西濃地区採択協議会負担金　　　　　　　61 

教育長会研修負担金　　　　　　　　　　45　教職員派遣補助金　　　　　　　　　　150 

南部PTA助成金　　　　　　　　　　　64　特別支援学校就学援助金　　　　　　　100 

就園奨励費（私立）　　　　　　　　16，255 



（款）10　教育費

（項）1教育総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位‥千円） 

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

3　義務教育振 �28，078 �28，773 �△695 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

興費 ������28，078 

1報酬 �119 �義務教育振興費　　　　　　　　　　　27，175 

7　賃金 �2，000 �教育センター主幹賃金　　　　　　1，000　特別支援教育アドバイザー賃金　　　1，000 

8　報償費 �365 �就学指導委員会相談医謝礼　　　　　　　15　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　80 

11需用費 �190 �ボランティア先生傷害保険料　　　　　　92　外国語活動指導助手派遣委託料　　10，476 

12　役務費 �92 �パーソナルコンピュータ等リース料　　9，321海外派遣事業負担金　　　　　　　　2，900 

13　委託料 �10，800 �教育センター活動費補助金　　　　　　896　魅力ある学校づくり事業補助金　　　1，395 

14　使用料及び �9，321 �学校・家庭・地域連携推進事業　　　　　　903 

貸借料 ��指導員報酬　　　　　　　　　　　　119　スクールガードリーダー謝礼　　　J350 

19負担金補助 及び交付金 �5，191 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　110　緊急メール配信システム委託料　　　　324 

計　i　94，779 ��93，266F　l，513 �� � � 

（款）10　教育費

（項）2　小学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1学校管理費 �585，979 �240，791 f �345，188 � � �国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

82，634　　　　150　　238，000　　　　613　　　264，582 

2■給料 �5，444 �学校管理費　　　　　　　　　　　　585，979 

3　職員手当 �1，984 �一般職給料　　　　　　　　　　　　　5，444　通勤手当　　　　　　　　　　　　　　　　24 

4　共済費 �1，580 �時間外手当　　　　　　　　　　　100　期末勤勉手当　　　　　　　　　　1，860 

7　貸金 �41，112 �職員共済組合負担金　　　　　　　1，580　臨時職員貸金　　　　　　　　　　40，954 

8　報償費 �3，215 �大工組合修繕人夫貸　　　　　　　　158　校医手当　　　　　　　　　　　　3，192 

9　旅費 �28 �謝礼　　　　　　　　　　　　　　　　　23　職員普通旅費　　　　　　　　　　　　　28 

11需用費 �34，708 �消耗品費　　　　　　　　　　　　8，226　燃料費　　　　　　　　　　　　　2，503 

12　役務費 �2，787 �食糧費　　　　　　　　　　　　　　　　90　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　355 

13　委託料 �16，608 �光熱水費　　　　　　　　　　　　20，157　修繕料　　　　　　　　　　　　　3，152 

医薬材料費　　　　　　　　　　　　　225　NHKテレビ受信料　　　　　　　　　　73 

【教育費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－75－



【教育費】

（款）10　教育費

ー　76　－

（項）2　小学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

f � � � �14　使用料及び �6，056 �郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　87　検便手数料　　　　　　　　　　　　　　18 

貸借料 ��水質検査手数料　　　　　　　　　　　170　オージオメータ定期検査手数料　　　　　46 

15　工事請負費 �400，000 �理科実験薬品処分手数料　　　　　　　　　50　クリーニング代　　　　　　　　　　　　　66 

16　原材料費 �137 �ピアノ調律料　　　　　　　　　　　　　104　庭木等暫定手数料　　　　　　　　　　　566 

18　備品購入費 �10，976 �浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　　22　廃棄物処分手数料　　　　　　　　　　　　26 

19　負担金補助 �61，344 i 【 �許可申請手数料　　　　　　　　　　　　218　学校プール賠償責任保険料　　　　　　　25 

及び交付金 ��スポーツ振興センター災害給付掛金　1，316　浄化槽保守点検料　　　　　　　　　　　850 

電気保守管理委託料　　　　　　　　　　985　プールろ過機点検料　　　　　　　　　　478 

浄化槽清掃委託料　　　　　　　　　　2，317　貯水槽清掃委託料　　　　　　　　　　163 

消防設備点検料　　　　　　　　　　　　709　ボイラー定期検査料及び保守点検料　　101 

遊具点検委託料　　　　　　　　　　　　　96　漏水調査委託料　　　　　　　　　　　　108 

防犯システム委託料　　　　　　　　　　820　室内環境衛生検査委託料　　　　　　　　290 

昇降機保守点検委託料　　　　　　　1，517　機器保守委託料　　　　　　　　　　　130 

教師成人病検査委託料　　　　　　　　165　マイクロバス運転委託料　　　　　　　　65 

結核検査委託料　　　　　　　　　　　　43　知能テスト検査料　　　　　　　　　　　319 

児童衛生検査料　　　　　　　　　　　842　電力デマンド監視装置配信業務委託料　182 

池田小学校校舎大規模改修工事監理委託料　　　空調設備保守点検業務委託料　　　　　207 

6，221 

農業集落排水使用料　　　　　　　　　　333　公共下水道使用料　　　　　　　　　　　327 

ケーブルテレビ使用料　　　　　　　　138　車等借上料　　　　　　　　　　　　　　243 

学校農園借上料　　　　　　　　　　　205　小学校用地借上料　　　　　　　　　3，569 

コピー機リース料　　　　　　　　　　　227　印刷機リース料　　　　　　　　　　　　949 

事務機器リース料　　　　　　　　　　　65　池田小学校校舎大規模改修工事請負費 

400，000 

補修材料費　　　　　　　　　　　　　　90　砂土代　　　　　　　　　　　　　　　　47 
一般備品購入費　　　　　　　　　　1，063　図書購入費（教師）　　　　　　　　　　25 

教科書改訂指導書購入費　　　　　　8，758　図書購入費（児童）　　　　　　　1，130 

養基小組合負担金　　　　　　　　　60，975　職員研修費　　　　　　　　　　　　　　25 

校長会等負担金　　　　　　　　　　　　　344 



（款）10　教育費

（項）2　小学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

2　教育振興費 �9，216 �8，873 �343 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

250　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，966 

7　賃金 �1，329 �教育振興費　　　　　　　　　　　　　　7，887 

18　備品購入費 �2，618 �情報化備品購入費　　　　　　　　　　　440　教材備品購入費　　　　　　　　　　　2，178 

19　負担金補助 �130 �南部学校教育会助成金　　　　　　　　130　要保護準要保護児童就学援助費（′」、学校） 

及び交付金 ��3，890 

20　扶助費 �5，139 �特別支援教育就学奨励費（小学校）　1，249 

ほほえみ相談事業費　　　　　　　　　　1，329 

相談員賃金　　　　　　　　　　　　　1，329 

計 �595，195 �249，664 �345，531 � �F 

（款）10　教育費

（項）3　中学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1学校管理費 �84，113 �43，705 �40，408 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

31，600　　　　355　　　　52，158 

2　給料 �2，865 �学校管理費　　　　　　　　　　　　　84，113 

3　職員手当 �1，053 �一般職給料　　　　　　　　　　　　　2，865　通勤手当　　　　　　　　　　　　　　　　24 

4　共済費 �828 �時間外手当　　　　　　　　　　　　　　　50　期末勤勉手当　　　　　　　　　　　　　979 

7　賃金 �6，900 �職員共済組合負担金　　　　　　　　　828　臨時職員貸金　　　　　　　　　　　6，800 

8　報償費 �1，234 �大工組合修繕人夫賃　　　　　　　　　100　校医手当　　　　　　　　　　　　　1，184 ‾‾‾‾‾‾ら．旅費 �250 �講師謝礼　　　　　　　　　　　　　　　　50　選手派遣費　　　　　　　　　　　　　　250 

11需用費 �16，034 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　3，339　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　139 

12　役務費 �1，254 �食糧費　　　　　　　　　　　　　　　　　29　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　134 

13　委託料 �5，697 �光熱水費　　　　　　　　　　　　10，200　修繕料　　　　　　　　　　　　　　2，093 

14　使用料及び �5，594 �医薬材料費　　　　　　　　　　　　　100　NHKテレビ受信料　　　　　　　　　　22 

賃借料 ��郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　45　楽器等運搬費　　　　　　　　　　　　　17 

15　工事請負費 �40，000 �水質検査手数料　　　　　　　　　　　　38　オージオメーター定期検査手数料　　　　56 

l16原材料費 �122 �検便手数料　　　　　　　　　　　　　　　5　クリーニング代　　　　　　　　　　　　10 

【教育費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－77－



【教育費】

（款）10　教育費

－　78　－

（項）3　中学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

18　備品購入費 �1，272 �許可申請手数料　　　　　　　　　　　　　52　ピアノ調律料　　　　　　　　　　　　　　54 

19　負担金補助 �1，010 �庭木等勢定手数料　　　　　　　　　　　178　学校プール賠償責任保険料　　　　　　　　3 

及び交付金 ��スポーツ振興センター災害給付掛金　　　774　電気保守管理委託料　　　　　　　　　　　285 

プールろ過機点検料　　　　　　　　　　　85　ダムウエーター点検料　　　　　　　　　　62 

消防設備点検料　　　　　　　　　　　　243　学校管理委託料　　　　　　　　　　　　180 

体育用具点検委託料　　　　　　　　　　17　貯水槽清掃委託料　　　　　　　　　　　57 

防犯システム委託料　　　　　　　　　　389　漏水調査委託料　　　　　　　　　　　　108 

室内環境衛生検査委託料　　　　　　　　　73　機器保守委託料　　　　　　　　　　　　　65 

池田中学校昇降機設置工事実施設計委託料　　　汚物処理料　　　　　　　　　　　　　　993 

1，544 

結核検査委託料　　　　　　　　　　　　　32　教師成人病検査委託料　　　　　　　　　152 

生徒衛生検査料　　　　　　　　　　　　487　マイクロバス運転委託料　　　　　　　160 

知能テスト検査委託料　　　　　　　　128　電力デマンド監視装置配信業務委託料　　46 

7　池田中学校昇降機設置工事監理委託料　　591　農業集落排水使用料　　　　　　　　　3，975 

ケーブルテレビ使用料　　　　　　　　　　23　車等借上料　　　　　　　　　　　　　　　74 

中学校用地借上料　　　　　　　　　1，067　印刷機等リース料　　　　　　　　　　　407 

事務機器リース料　　　　　　　　　　　48　池田中学校昇降機設置工事請負費　　40，000 

砂代　　　　　　　　　　　　　　　　　　47　補修材料費　　　　　　　　　　　　　　　75 
一般備品購入費　　　　　　　　　　　　822　図書購入費（生徒）　　　　　　　　　　450 

職員研修費　　　　　　　　　　　　　　10　校長会等負担金　　　　　　　　　　　　144 

全国大会等出場助成金　　　　　　　　　600　部活動助成金　　　　　　　　　　　　　256 

2　教育振興費 �8，584 �9，378 �△794 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

134　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，450 

7　賃金 �1，896 �教育振興費　　　　　　　　　　　　　　6，688 

14　使用料及び �12 �情報化機器備品リース料　　　　　　　12　教材備品購入費　　　　　　　　　1，108 

賃借料 ��情報化備品購入費　　　　　　　　　　186　要保護準要保護生徒就学援助費（中学校） 

18　備品購入費 �1，294 �4，709 

20　扶助費 �5，382 �特別支援教育就学奨励費（中学校）　　　673 

心の教室相談事業費　　　　　　　　　1，896 

相談員貸金　　　　　　　　　　　　1，896 

計 �92，697 �53，083 �39，614 � � � 



（款）10　教育費

（項）4　社会教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1社会教育総 �38，625 �43，074 �△4，449 � � �国支出金　　県支出金　　地方面　　その他　　一般財源 

務費 ������38，625 

1報酬 �57 �社会教育総務費　　　　　　　　　　　38，625 

2　給料 �21，038 �社会教育委員報酬　　　　　　　　　　　57　一般職給料　　　　　　　　　　　　21，038 

3　職員手当 �9，216 �扶養手当　　　　　　　　　　　　　　　　276　通勤手当　　　　　　　　　　　　　　　125 

4　共済費 �6，073 �時間外手当　　　　　　　　　　　　1，040　管理職手当　　　　　　　　　　　　　　240 

8　報償費 �66 �期末勤勉手当　　　　　　　　　　　　7，535　職員共済組合負担金　　　　　　　　　6，073 

9　旅費 �16 �芸術の連鎖まつり参加賞　　　　　　　　66　職員普通旅費　　　　　　　　　　　　　16 

11需用費 �589 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　216　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　100 

12　役務費 �220 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　163　修繕料　　　　　　　　　　　　　　　110 

13　委託料 �16 �郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　80　公用車車検手数料　　　　　　　　　　　　38 

14　使用料及び �10 �自動車保険料　　　　　　　　　　　　102　マイクロバス運転委託料　　　　　　　　16 

賃借料 ��駐車料及び通行料　　　　　　　　　　　10　社会教育職員連絡協議会負担金　　　　　　2 

19　負担金補助 �1，310 �書　同和教育研修負担金　　　　　　　　　　5　大垣地域視聴覚協議会負担金　　　　　103 

及び交付金 ��職員研修費　　　　　　　　　　　　　　　3　西濃地区社会教育視聴覚連絡協議会負担金 

27　公課費 �14 �14 

西美濃生涯学習連携講座負担金　　　　　20　いび女性ネットワーク負担金　　　　　　19 

県社会教育連絡協議会負担金　　　　　　60　町視聴覚連絡協議会助成金　　　　　　　70 

ホタルを育てる会助成金　　　　　　　　64　池田オペラに親しむ会助成金　　　　　　800 

地区公園施設設置補助金　　　　　　　100　願成寺ほたるを守る会助成金　　　　　　50 

自動車重量税　　　　　　　　　　　　　　14 

2　公民館費 �74，769 �91，577 �△16，808 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

3，858　　　　70，911 

1報酬 �1，858 �公民館総務費　　　　　　　　　　　　68，817 

7　賃金 �9，060 �地区公民館長報酬　　　　　　　　1，858　地区公民館主事補賃金　　　　　　　8，806 

8　報償費 �1，582 �職員普通旅費　　　　　　　　　　　　　　5　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　600 

9　旅費 �5 �燃料費　　　　　　　　　　　　　　　3，240　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　146 

11需用費 �25，401 �光熱水費　　　　　　　　　　　17，961修繕料　　　　　　　　　　　　　1，303 

12　役務費 �2，147 �電話、有線料　　　　　　　　　　　　493　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　57 

13　委託料 �27，5181 �クリーニング代　　　　　　　　　　　　　5　ボイラー検査料　　　　　　　　　　　　66 

14　使用料及び �1，922 �ピアノ調律料　　　　　　　　　　　　　22　庭木暫定等手数料　　　　　　　　　　　80 

賃借料 ��浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　58　公民館傷害保険料　　　　　　　　1，161 

【教育費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－79－



【教育費】

（款）10　教育費

－　80　－

（項）4　社会教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

15　工事請負費 �3，000 �地区公民館清掃業務委託料　　　　　　　835　舞台音響設備保守点検料　　　　　　　　540 

18　備品購入費 �477 �中央公民館管理業務委託料　　　　　9，199　中央公民館浄化槽清掃料　　　　　　3，078 

19　負担金補助 �1，799 �地区公民館浄化槽清廉料　　　　　1，669　電気工作物保守管理委託料　　　　　　386 

及び交付金 ��浄化槽保守管理委託料　　　　　　　1，209　公民館消防設備点検業務委託料　　　　　245 

中央公民館マットモップ等委託料　　　　204　池清掃業務委託料　　　　　　　　　　150 

トイレ自動洗浄装置委託料　　　　　　349　中央公民館管理清掃業務委託料　　　　3，208 

舞台照明設備保守点検委託料　　　　　　422　宮地公民館中継ポンプ施設管理・清掃業務委 

託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　281 

地区公民館高架水槽清掃業務委託料　　106　宮地公民館ポンプ場オイル交換委託料　16 

宮地公民館ポンプ年次点検業務委託料　180　中央公民館玄関自動ドア保守点検委託料　91 

中央公民館外庭園管理委託料　　　　　　231　電力デマンド監視情報業務委託料　　　182 

地区公民館管理業務委託料　　　　　1，826　特殊建築物定期調査委託料　　　　　3，111 

テレビ受信料　　　　　　　　　　　　　341　駐車料及び通行料　　　　　　　　　　　　5 

農業集落排水使用料　　　　　　　　　　266　公共下水道使用料　　　　　　　　　　　245 

公共用地借上料　　　　　　　　　　　　418　事務機器リース料　　　　　　　　　　　647 

西公民館増築工事請負費　　　　　　　3，000　備品購入費　　　　　　　　　　　　　　477 

職員研修費　　　　　　　　　　　　　　　4　県公民館連合会負担金　　　　　　　　　30 

西濃公民館連合会負担金　　　　　　　　　5 

公民館振興費　　　　　　　　　　　　　5，952 

各種人夫賃　　　　　　　　　　　　　254　各種大会参加賞　　　　　　　　　　　790 

各種教室講座講師謝金　　　　　　　　792　消耗品費　　　　　　　　　　　　1，308 

食糧費　　　　　　　　　　　　　　　　357　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　480 

修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　6　各種手入れ等手数料　　　　　　　　　　205 

各種活動補助金　　　　　　　　　　1，760 

3　生涯学習振 �14，725 �14，197 �528 【 【 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

興費 ������127　　　　　　　　　　　751　　13，847 

1報酬 �680 �青少年育成費　　　　　　　　　　　　　4，680 

7　貸金 �3，476 �青少年育成推進員報酬　　　　　　　　116　少年補導員報酬　　　　　　　　　　　564 

8　報償費　　　　1，857 ��青少年育成指導員貸金　　　　　　　1，050　作品募集報償費　　　　　　　　　　188 

9　旅費 �10 �子ども会活動報償費　　　　　　　　　　80　青少年育成地域活動講師謝金　　　　　330 

11需用費 �2，661 �出演等報償費　　　　　　　　　　　　　50　職員普通旅費　　　　　　　　　　　　　10 



（款）10　教育費

（項）4　社会教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

i i F � � �12　役務費 �221 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　30　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　200 

13　委託料 �1，775 �通信運搬費　　　　　　　　　　　　　　16　補導員傷害保険料　　　　　　　　　　　10 

14　使用料及び �780 �マイクロバス運転委託料　　　　　　　　16　車等借上料　　　　　　　　　　　　　　　5 

賃借料 ��子ども会傷害見舞金制度加入負担金　　　342　青少年育成協議会分担金　　　　　　　　　31 

16　原材料費 �20 �西濃青年のつどい協議会負担金　　　　17　青少年育成推進員等研修費　　　　　　　54 

18　備品購入費 �10 �西濃地区子ども会育成協議会分担金　　　67　子ども会育成協議会助成金　　　　　　　968 

19　負担金補助 �3，235 �少年団体活動連絡協議会助成金　　　　176　ボーイスカウト助成金　　　　　　　　　80 

及び交付金 ��ガールスカウト助成金　　　　　　　　　　40　青年のつどい協議会助成金　　　　　　　240 

家庭教育学級費　　　　　　　　　　　　　641 

家庭教育学級講師謝金（保育園）　　　128　家庭教育学級講師謝金（小学校）　　　　80 

家庭教育学級講師謝金（中学校）　　　　40　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　5 
マイクロバス運転委託料　　　　　　　　16　家庭教育学級補助金（保育園）　　　　192 

家庭教育学級補助金（小学校）　　　　120　家庭教育学級補助金（中学校）　　　　　60 

生涯学習振興事業　　　　　　　　　　　　　834 

教育活動サポーター賃金　　　　　　　　15　講師謝金　　　　　　　　　　　　　　　731 

消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　70　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　2 

マイクロバス運転委託料　　　　　　　　16 

文化祭費　　　　　　　　　　　　　　1，633 

文化祭参加賞　　　　　　　　　　　　　219　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　106 

印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　20　文化祭パネル設営委託料　　　　　　　　440 

岐阜県芸術文化会議会費　　　　　　　　　8　文化団体助成金　　　　　　　　　　　　840 

成人式費　　　　　　　　　　　　　　　　808 

出演等報償費　　　　　　　　　　　　　11　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　283 

食糧費　　　　　　　　　　　　　　　102　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　112 

郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　19　記念写真委託料　　　　　　　　　　　　281 

霞間ヶ渓さくら会館振興事業費　　　　　2，663 

管理人賃金等　　　　　　　　　　762　消革晶費　　　　　　　　　　　　16 

燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　　30　光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　409 

修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　50　通信運搬費　　　　　　　　　　　　　　38 

各種手入れ等手数料　　　　　　　　　　50　警備委託料　　　　　　　　　　　　　　532 

消防設備点検委託料　　　　　　　　　　97　テレビ受信料　　　　　　　　　　　　　15 

【教育費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－81－



【教育費】

（款）10　教育費

－　82　－

（項）4　社会教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

農業集落排水使用料　　　　　　　　　　259　土地借上料　　　　　　　　　　　　　　385 

施設維持原材料費　　　　　　　　　　　　20 

ゆうごう・ほっと館振興事業費　　　　　3，466 

管理人貸金等　　　　　　　　　　　1，649　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　25 

燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　　36　光熱水費．　　　　　　　　　　　　　　713 

修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　454　電話料　　　　　　　　　　　　　　　　　　48 

各種手入れ等手数料　　　　　　　　　　　30　浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　　8 

浄化槽管理委託料　　　　　　　　　　　　43　浄化槽清掃委託料　　　　　　　　　　　153 

電気保守管理委託料　　　　　　　　　　　69　清掃業務委託料　　　　　　　　　　　　　63 

消防設備点検業務委託料　　　　　　　　　30　マット・モップ委託料　　　　　　　　　19 

テレビ受信料　　　　　　　　　　　　　　48　公共用地借上料　　　　　　　　　　　　　68 

備品購入費　　　　　　　　　　　　　　　10 

4　文化財保護 �7，804 �17，926 �△10，122 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

費 ������7，804 

1報酬 �76 �文化財保護費　　　　　　　　　　　　　7，606 

7　貸金 �2，772 �文化財審議委員報酬　　　　　　　　　　76　文化財保護人夫賃　　　　　　　　　　2，740 

8　報償費 �140 �講師謝金　　　　　　　　　　　　　　　100　講師旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　5 

9　旅費 �13 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　190　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 

11需用費 �1，165 �食糧費　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　　70 

12　役務費 �286 �光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　840　修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　15 

13　委託料 �2，663 �郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　30　文化財保護措置等手数料　　　　　　　　255 

14　使用料及び �76 】 �町内文化財等管理委託料　　　　　　　2，663　願成寺古墳公園用地購入費　　　　　　　29 

賃借料 ��調度備品購入費　　　　　　　　　　　100　県歴史資料保存協会負担金　　　　　　　　5 

17公有財産購 入費 �29i �文化財等保護助成金　　　　　　　　　　478 

文化財調査費　　　　　　　　　　　　　　198 

18　備品購入費 �101 �発掘調査人夫賃　　　　　　　　　　　　　32　講師謝金　　　　　　　　　　　　　　　　40 

19　負担金補助 �483 �講師旅費　　　　　　　　　　　　　　　　8　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　40 

及び交付金 ��調査人夫保険料　　　　　　　　　　　　1　重機賃借料　　　　　　　　　　　　　　　76 

調度備品購入費　　　　　　　　　　　　　1 



（款）10　教育費

（項）4　社会教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

5　男女共同参 �60 �70 �△10 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

画社会推進 費 ������60 

1報酬 �47 �男女共同参画社会推進費　　　　　　　　　　60 

11需用費 �10 �男女共同参画推進協議会委員報酬　　　　47　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　10 

12　役務費 �3 �通信運搬費　　　　　　　　　　　　　　　3 

6　図書館費 �83，706 �80，375 ≧ �3，331 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

43　　　　83，663 

2　給料 �20，685 �図書館総務費　　　　　　　　　　　　　62，132 

3　職員手当 �9，258 �一般職給料　　　　　　　　　　　　　20，685　扶養手当　　　　　　　　　　　　　　　　234 

4　共済費 �6，093 �住居手当　　　　　　　　　　　　　　　　324　通勤手当　　　　　　　　　　　　　　　182 

7　賃金 �4，046 �時間外手当　　　　　　　　　　　　　　520　管理職手当　　　　　　　　　　　　　　　240 

8　報償費 �432 �期末勤勉手当　　　　　　　　　　　　7，638　児童手当　　　　　　　　　　　　　　　120 

9　旅費 �109 �職員共済組合負担金　　　　　　　　　6，093　臨時司書貸金　　　　　　　　　　　　2，363 

11需用費 �10，506 �臨時職員賃金　　　　　　　　　　　　1，203　職員普通旅費　　　　　　　　　　　　　　99 

12　役務費 �616 �消耗串費　　　　　　　　　　　　　　　874　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　2，681 

13　委託料 �11，42、8 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　232　光熱水費　　　　　　　　　　　　　　4，219 

14　使用料及び �3，748 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　522　電話料　　　　　　　　　　　　　　　　180 

貸借料 ��郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　80　インターネット通信運搬費　　　　　　　273 

18　備品購入費 �16，698 �クリーニング手数料　　　　　　　　　　　5　浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　10 

19　負担金補助 �78 �車検手数料　　　　　　　　　　　　　　　21　自動車保険料　　　　　　　　　　　　　　47 

及び交付金 ��電気工作物保守管理委託料　　　　　　197　浄化槽保守管理委託料　　　　　　　　　217 

27　公課費 �9 �浄化槽清掃委託料　　　　　　　　　　　956　館舎総合管理委託料　　　　　　　　　6，264 

コンピュータ保守点検委託料　　　　1，746　AV機器保守管理委託料　　　　　　　195 

樹木芝生管理委託料　　　　　　　　　　334　自動ドア保守点検業務委託料　　　　　　201 

除草作業委託料　　　　　　　　　　　　42　電力デマン下監視情報配信委託料　　　　46 

放送受信料　　　　　　　　　　　　　　　48　駐車料及び通行料　　　　　　　　　　　10 

植木借上料　　　　　　　　　　　　　　252　マット・モップリース料　　　　　　　133 

事務機器リース料　　　　　　　　　　61システム事務機器リース料　　　　　2，498 

日本図書館協会負担金　　　　　　　　　　37　県公共図書館協議会負担金　　　　　　　18 

職員研修負担金　　　　　　　　　　　　　20　岐阜県郷土資料協議会会費　　　　　　　　3 

自動車重量税　　　　　　　　　　　　　　　9 

【教育費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－83－



【教育費】

（款）10　教育費

－　84　－

（項）4　社会教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

図書館活動費　　　　　　　　　　　　20，780 

園児送迎バス運転手賃金　　　　　　　　480　講師等謝金　　　　　　　　　　　　　　412 

講師旅費　　　　　　　　　　　　　　　10　消耗品費　　　　　　　　　　　　　1，938 

燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　　30　食糧費　　　　　　　　　　　　　　　　10 

マーク作成・資料装備委託料　　　　1，230　書誌情報使用料　　　　　　　　　　　　746 

資料購入費　　　　　　　　　　　　15，924 

音訳機器デジタル化事業費　　　　　　　　794 

謝礼　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　備品購入費　　　　　　　　　　　　　　774 

計 �219，689 �247，219　　△27，530 �� � � 

（款）10　教育費

（項）5　保健体育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1保健体育総 �41，984 �40，475 �1，509 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

務費 ������2，545　　　　39，439 

2　給料 �15，282 �保健体育総務費　　　　　　　　　　　41，984 

3　職員手当 �8，315 �一般職給料　　　　　　　　　　　　15，282　扶養手当　　　　　　　　　　　　　　　　720 

4　共済費 �4，475 �住居手当　　　　　　　　　　　　　　　　606　通勤手当　　　　　　　　　　　　　　　123 

9　旅費 �5 �時間外手当　　　　　　　　　　　　　　520　管理職手当　　　　　　　　　　　　　　240 

11需用費 �11，537 �期末勤勉手当　　　　　　　　　　　　5，746　児童手当　　　　　　　　　　　　　　　360 

12　役務費 �542 �職員共済組合負担金　　　　　　　　　4，475　職員普通旅費　　　　　　　　　　　　　　5 

14　使用料及び �761 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　300　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　150 

賃借料 ��印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　78　光熱水費　　　　　　　　　　　　10，834 

19　負担金補助 �1，051 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　175　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　24 

及び交付金 ��電話料　　　　　　　　　　　　　　　　　396　検査代行料　　　　　　　　　　　　　　　36 

27　公課費 �16 �自動車保険料　　　　　　　　　　　　　　86　テレビ受信料　　　　　　　　　　　　　　87 

事務機器貸借料　　　　　　　　　　　　674　職員研修費　　　　　　　　　　　　　　　21 

県体育施設協会負担金　　　　　　　　　11　郡スポーツ推進委員負担金　　　　　　　95 

郡体育協会負担金　　　　　　　　　　　894　夜叉ケ池マラニック負担金　　　　　　　　30 



（款）10　教育費

（項）5　保健体育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位‥千円） 

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

自動車重量税　　　　　　　　　　　　　16 
2　保健体育施 �38，060 �59，361 �△21，301 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

設費 ������2，246　　　　35，814 

7　賃金 �515 �総合体育館費　　　　　　　　　　　　16，648 

11需用費 �4，139 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　355　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　　54 

12　役務費 �133 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　1，250　医薬材料費　　　　　　　　　　　　　　　7 

13　委託料 �19，833 �総合体育館管理業務委託料　　　　　　4，486　マット・モップ委託料　　　　　　　　　623 

14　使用料及び �12，570 �トレーニング機器保守点検業務委託料　　47　総合体育館清掃業務委託料　　　　　1，936 

賃借料 ��電気工作物保守委託料　　　　　　　　　209　庭木手入れ等委託料　　　　　　　　　　708 

15　工事請負費 �290 �施設警備委託料　　　　　　　　　　　532　総合体育館自動ドア保守点検料　　　　402 

16　原材料費 �320 �電力デマンド監視装置による監視情報配信業　　農業集落排水使用料　　　　　　　　5，703 

18　備品購入費 �260 �務委託料　　　　　　　　　　　　　　　　46 

トレ」ニングルーム監視カメラ設備増設工事 

請負費　　　　　　　　　　　　　　　　　290 

顧問ヶ渓スポーツ公園費　　　　　　　　3，546 

消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　45　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　　50 

修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　250　電気工作物保守委託料　　　　　　　　　71 

除草作業等委託料　　　　　　　　　192　スポーツ公園管理業務委託料　　　　1，941 

農業集落排水使用料　　　　　　　　　　997 

青少年研修施設費　　　　　　　　　　3，221 

消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　40　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　132 

修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　300　電気工作物保守委託料　　　　　　　　　71 

清掃業務委託料　　　　　　　　　　　133　管理業務委託料　　　　　　　　　　　　624 

農業集落排水使用料　　　　　　　　1，921 

保健体育施設費　　　　　　　　　　14，645 

池田公園管理業務賃金　　　　　　　　　515　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　492 

燃料費　　　　　　　　　　　　　　　56　修繕料　　　　　　　　　　　　　1，108 

汲取料　　　　　　　　　　　　　　　　58　浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　16 

高圧電気器機絶縁油検査手数料　　　　　59　除草作業等委託料　　　　　　　　　　304 

学校開放施設管理委託料　　　　　　　660　池田公園ポンプ電気工作物保守管理料　　37 

池田公園電気工作物保守管理料　　　　106　中地区ゲートボール場管理委託料　　　100 

【教育費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－85－



【教育費】

（款）10　教育費

ー　86　－

（項）5　保健体育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

庭木手入れ委託料・　　　　　　　　　64　池野多目的広場浄化槽保守委託料　　　137 

池野多目的広場浄化槽清掃委託料　　　　681　遊具保守点検委託料　　　　　　　　　　87 

池田公園浄化槽保守点検委託料　　　　137　池田公園浄化槽清掃委託料　　　　　　　681 

広域グランド除草委託料　　　　　　　260　南部公園施設管理委託料　　　　　　2，564 

池田公園管理業務委託料　　　　　　1，694　広域グランド工作物搬出入業務委託料　170 

カラスの巣駆除業務委託料　　　　　　100　蜂の巣駆除業務委託料　　　　　　　　　30 

農業集落排水使用料　　　　　　　　　126　公共下水道使用料　　　　　　　　　　　479 

公共用地借上料　　　　　　　　　　　3，344　原材料費　　　　　　　　　　　　　　　320 

備品購入費　　　　　　　　　　　　　　　260 
3　保健体育振 �16，663 �12，194 �4，469 � � �国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

興費 ������100　　　16，563 

1報酬 �1，410 �保健体育振興費　　　　　　　　　　　7，776 

8　報償費 �196 �スポーツ推進委員報酬　　　　　　　1，410　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　80 

9　旅費 �342 �マイクロバス運転委託料　　　　　　　　80　駐車料及び通行料　　　　　　　　　　　20 

11需用費 �2，400 �スポーツ推進委員研修負担金　　　　　186　各種体育団体助成金　　　　　　　　2，600 

12　役務費 �103 �スポーツ団体全国大会出場助成金及び激励金　　レクリエーション大会補助金，．　　　400 

13　委託料 �5，425 �1，500 

14使用料及び 　賃借料 �101 �スポーツ振興事業助成金　　　　　　1，500 

総合型地域スポーツクラブ推進事業費　　3，540 

19負担金補助 及び交付金 �6，686 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　80　総合型地域スポーツクラブ委託料　　3，460 

バドミントン日本リーグ池田大会事業費　5，347 

講師謝礼　　　　　　　　　　　　　　196　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　342 

消耗品費　　　　　　　　　　　　　1，368　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　53 

食糧費　　　　　　　　　　　　　　　499　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　320 

郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　43　営業手数料　　　　　　　　　　　　　10 

イベント保険料　　　　　　　　　　　　50　会場看板作成業務委託料　　　　　　　300 

シャトルバス運転業務委託料　　　　　　50　会場設営備品運搬及び賃借委託料　　1，300 

ガードマン警備委託料　　　　　　　　103　豚汁調理委託料　　　　　　　　　　　100 

のぼり立等委託料　　　　　　　　　　32　事務器機賃借料　　　　　　　　　　　　50 

会議室賃借料　　　　　　　　　　　　31　日本リーグ開催負担金　　　　　　　　500 



（款）10　教育費

（項）5　保健体育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

4　学校給食費 �909，509 �167，189 �742，320 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

98，005　　　　　　　　　　273，000　　366，939　　　171，565 

2　給料 �23，620 �学校給食費　　　　　　　　　　　　　83，008 

3　職員手当 �9，689 �一般職給料　　　　　　　　　　　　　23，620　扶養手当　　　　　　　　　　　　　　　　390 

4　共済費 �6，806 �通勤手当　　　　　　　　　　　　　　　267　時間外手当　　　　　　　　　　　　　1，040 

7　貸金 �11，948 �期末勤勉手当　　　　　　　　　　　　7，992　職員共済組合負担金　　　　　　　　　6，806 

9　旅費 �40 �臨時職員賃金　　　　　　　　　　　11，948　職員普通旅費　　　　　　　　　　　　　10 

11需用費 �19，078 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　2，600　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　6，780 

12　役務費 �1，196 �食糧費　　　　　　　　　　　　　　　　　20　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　　627 

13　委託料 �12，472 �光熱水費　　　　　　　　　　　　　　3，655　修繕料　　　　　　　　　　　　　　　5，166 

14　使用料及び �3，517 �電話料　　　　　　　　　　　　　　　　121　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 

貸借料 ��熱交換器及び貯湯槽検査料　　　　　　　　24　検便手数料　　　　　　　　　　　　　　　386 

15　工事請負費 �820，586 �水質検査手数料　　　　　　　　　　　　65　食品検査料　　　　　　　　　　　　　　346 

18　備品購入費 �413 �ボイラー排ガス測定料　　　　　　　　　　74　車検代行料　　　　　　　　　　　　　　　22 

19　負担金補助 �99 �自動車保険料及び車検料　　　　　　　137　衛生害虫駆除消毒委託料　　　　　　　　273 

及び交付金 ��消防設備管理委託料　　　　　　　　　　81　厨房室空調設備保守点検委託料　　　　188 

22　補償補填及 �1 �ボイラー保守点検委託料　　　　　　　　316　生ごみ高速発酵処理機清掃点検委託料　101 

び賠償金 ��ごみ収集委託料　　　　　　　　　　　4，637　グリーストラップ廃油引上処分委託料　　389 

27　公課費 �44 芦 �廃油収集運搬委託料　　　　　　　　　　　1　調理補助委託料　　　　　　　　　　　　714 

先進施設研修バス運転業務委託料　　　　18　給食センター献立システムデータ修正委託料 

162 

テレビ受信料　　　　　　　　　　　　　61　農業集落排水使用料　　　　　　　　　2，992 

消毒マット使用料　　　　　　　　　　　44　有料駐車料及び有料道路通行料　　　　　10 

事務機器貸借料　　　　　　　　　　　156　学校給食管理システムソフト賃借料　　124 

除菌管理システムリース料　　　　　　130　給食用備品購入費　　　　　　　　　　　363 

県学校給食協議会負担金　　　　　　　　25　西濃学校給食協議会負担金　　　　　　　25 

県学校栄養士協議会負担金　　　　　　　34　職員研修費　　　　　　　　　　　　　　15 

自動車重量税　　　　　　　　　　　　　　44 

共同学校給食センター建設事業費　　　826，501 

職員普通旅費　　　　　　　　　　　　　30　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　100 

食糧費　　　　　　　　　　　　　　　　10　印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　120 

【教育費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－87－



【教育費】【災害復旧費】

（款）10　教育費

ー　88　－

（項）5　保健体育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　12　共同学校給食センター建設工事監理委託料 

5，592 

共同学校給食センター建設工事請負費　　　　　備品購入費　　　　　　　　　　　　　　　50 

820，586 

共同学校給食センター南道路配水管移設工事 

補償費　　　　　　　　　　　　　　　　　1 

計 �1，006，216　　279，219 ��726，997 �� � 

（款）11災害復旧費
（項）1農林水産業施設災害復 ���目費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1農業用施設 �4 �4 �0 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

災害復旧費 ������4 

7　賃金 �1 �農業用施設災害復旧事業費　　　　　　　　　4 

11需用費 �1 �災害復旧人夫賃　　　　　　　　　　　　1　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　1 

14使用料及び 　賃借料 �1 �建設機械賃借料　　　　　　　　　　　　1　農業用施設災害復旧事業工事請負費　　　1 

15　工事請負費 �1 

2　農地災害復 �5 �5 �0 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

旧費 ������5 

7　賃金 �2 �農地災害復旧事業費　　　　　　　　　　　　5 

11需用費 �1 �農地災害復旧人夫賃　　　　　　　　　　1　農地災害復旧事業測量人夫貸　　　　　　1 

14　使用料及び �1 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　1　建設機械賃借料　　　　　　　　　　　　1 

賃借料 ��農地災害復旧事業工事請負費　　　　　　1 

15　工事請負費 �1 

3　林道災害復 �5 �5 �0 � �1 �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

旧費 ������5 

7　賃金 �1 �林道災害復旧事業費　　　　　　　　　　　　5 

11需用費 �1 �災害復旧人夫貸　　　　　　　　　　　　　1　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　1 



（款）11災害復旧費
（項）1農林水産業 ��施設災害復 �日費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

13　委託料 �1 �林道災害復旧測量設計委託料　　　　　　1建設機械賃借料　　　　　　　　　　　　1 

14使用料及び 貸借料 �1 �林道災害復旧工事請負費　　　　　　　　1 

15　工事請負費 �1 

計 �14 �14 �0 � 

（款）11災害復旧費
（項）2　公共土木災害復旧費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1公共土木施 �5 �5 �0 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

設災害復旧 費 ������1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 

7　賃金 �1 �公共土木施設災害復旧費　　　　　　　　　　5 

11需用費 �2 �人夫貸　　　　　　　　　　　　　　　　1　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　2 

15　工事請負費 �1 �公共土木施設災害復旧工事請負費　　　　1　町単災害復旧工事負担金　　　　　　　　　1 

19負担金補助 及び交付金 �1 

2　公営住宅災 �3 �3 �0 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

害復旧費 ������3 

7　賃金 �1 �公営住宅災害復旧費　　　　　　　　　　　　3 

11需用費 �1 �人夫貸　　　　　　　　　　　　　　　　1　修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　1 

15　工事請負費 �1 �公営住宅災害復旧事業工事請負費　　　　1 

計 �8 �8 �0 � � � 

【災害復旧費】 ー　89　－



【公債費】【諸支出金】【予備費】

（款）12　公債費

－　90　－

（項）1公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1元金 �581，392 �582，341 �△949 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

11，373　　　570，019 

23　償還金利子 �581，392 �元金　　　　　　　　　　　　　　　　581，392 

及び割引料 ��普通債償還元金　　　　　　　　　　581，392 

2　利子 �82，627 �90，597 �△7，970 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

82，627 

23　償還金利子 �82，627 �利子　　　　　　　　　　　　　　　　　82，627 

及び割引料 ��普通債償遺利子　　　　　　　　　　　82，327　一時借入利子　　　　　　　　　　　　　300 

計 �664，019 �672，938 �△8，919 �F �� 

（款）13　諸支出金
（項）1諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1国県支出金 �1 �1 �0 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

返納金 ������1 

23　償還金利子 �1 �国県支出金返納金　　　　　　　　　　　　　1 

及び割引料 ��返納金　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 

計 �1 �1 �0 � � � 

（款）14　予備費

（項）1予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1予備費 �28，000 �38，000 �△10，000 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

28，000 

28，000 �予備費　　　　　　　　　　　　　　　28，000 

予備費　　　　　　　　　　　　　　28，000 

計 �28，000 �38，000 �△10，000 � � � 




