
議　第　31号

平　成　27　年　度　　池田町農業集落排水事業特別会計予算

平成27年度　池田町農業集落排水事業特別会計の予算は、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　　365，000　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。

（歳出予算の流用）

第2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

－1－

池　田　町　長　　　岡　崎　和　夫



【第1表】 ー　2　－

第1表　歳入歳出予算

（歳　入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �項 �金　　額 

1分　　担　　金　　及　　び　　負　　担　　金 � �1，967 

1分　　　　　　　　　　担　　　　　　　　　　金 �1，960 

2負　　　　　　　　　　担　　　　　　　　　　金 �7 

2使　　用　　料　　及　　び　　手　　数　　料 � �113，804 

1使　　　　　　　　　　用　　　　　　　　　　料 �113，803 

2手　　　　　　　　　　数　　　　　　　　　　料 �1 

3繰　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　金 � �249，226 

1一　　般　　会　　計　　繰　　入　　金 �249，226 

4繰　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　金 � �1 

1繰　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　金 �1 

5諸　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　　入 � �2 

1雑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入 �2 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��365，000 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款 �項 �金　　額 

1管　　　　　　　　　　理　　　　　　　　　　費 � �180，088 

1農　業　集　落　排　水　管　理　費 �180，088 

2公　　　　　　　　　　債　　　　　　　　　　費 � �184，912 

1公　　　　　　　　　　債　　　　　　　　　　費 �184，912 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��365，000 

【第1表】 ー　3　－



【総　括】

1　総括

－　4　－

平成27年度池田町農業集落排水事業特別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分　　担　　金　　及　　び　　負　　担　　金 �1，967 �1，967 � �0．54 

2使　　用　　料　　及　　び　　手　　数　　料 �113，804 �113，230 �5　74 �31．18 

3繰　　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　　金 �249，226 �249，800 �△574 �68．28 

4繰　　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　　金 �1 �1 � �0．00 

5諸　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　　　入 �2 �2 � �0．00 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �365，000 �365，000 � �●100．00 



（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管　　　　理　　　　費 �180，088 �180，088 � �49．34 � � � �115，770 �64，318 

2公　　　　債　　　　費 �184，912 �184，912 � �50．66 � � � � �184，912 

歳　　出　　合　　計 �365，000 �365，000 � �100．00 � � � �115，770 �249，230 

【総　括】 ー　5　－



【分担金及び負担金】

2　歳入

（款）1分担金及び負担金

ー　6　一

（項）1分担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1農業集落排水事業費分担 �1，960 �1，960 �0 �1農業集落排水事業分担 �1，960 �中谷地区農業集落排水事業分担金　　　　　280 

金 ����金 ��徳谷地区農業集落排水事業分担金280 大谷地区農業集落排水事業分担金280 大津谷地区農業集落排水事業分担金280 白鳥地区農業集落排水事業分担金280 深歩谷地区農業集落排水事業分担金280 東光寺谷地区農業集落排水事業分担金280 

計 �1，960 �1，960 �0 � � � 

（款）1分担金及び負担金
（項）2負担金

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

1農業集落排水事業費負担 金 �7 �7 �0 �1工事費負担金 �7 �中谷地区工事費負担金1 徳谷地区工事費負担金1 大谷地区工事費負担金1 大津谷地区工事費負担金1 白鳥地区工事費負担金1 深歩谷地区工事費負担金1 東光寺谷地区工事費負担金1 

計 �7 �7 �0 � � � 



（款）2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使用料 �113，803 �113，229 �574 �1農業集落排水使用料 �113，324 �中谷地区使用料19，458 徳谷地区使用料12，837 大谷地区使用料15，849 大津谷地区使用料　24，716 白鳥地区使用料　9，089 深歩谷地区使用料　6，246 東光寺谷地区使用料　25，129 

2滞納繰越分 �479 �中谷地区使用料滞納分　30 徳谷地区使用料滞納分　50 大谷地区使用料滞納分184 大津谷地区使用料滞納分　20 白鳥地区使用料滞納分100 深歩谷地区使用料滞納分10 巨東光寺谷地区使用料滞納分　85 

計 �113，803 �113，229 �574 � � � 

（款）2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手数料 �1 �1 �0 �1督促手数料 �1 �農業集落排水使用料督促手数料 

計 �1 �1 �0 � � � 

【使用料及び手数料】 一　7　－



【繰入金】【繰越金】【諸収入】

（款）3繰入金
（項）1一般会計繰入金

－　8　一

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

1一般会計繰入金 �249，226 �249，800 �△574 �1一般会計繰入金 �249，226 �施設管理費繰入金　　64，314 下水道債償還元金繰入金　139，836 下水道債償還利子繰入金　45，076 

計 �249，226 �249，800 �△574 � �� 

（款）4繰越金
（項）1繰越金

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

1繰越金 �1 �1 �0 �1前年度繰越金 �1 �前年度繰越金 

計 �1 �1 �0 � � � 

（款）5諸収入
（項）1雑入

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

1過年度収入 �1 �1 �0 �1過年度収入 �1 �過年度収入 

2雑入 �1 �1 �0 �1雑入 �1 �雑収入 

計 �2 �2 �0 � � � 

合　計 �365，000 �365，000 �0 � � � 



（項）1農業集落排 ��水管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1中谷地区施 �22，409 �21，831 �578 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

設管理費 ������19，769　　　　2，640 

11需用費 �6，606 �中谷地区施設管理事業費　　　　　　　22，409 

12　役務費 �120 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　100　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　　10 

13　委託料 �14，196 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　50　光熱水費　　　　　　　　　　　　　　2，613 

15　工事請負費 �1 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　3，833　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　10 

16　原材料費 �126 �電話料　　　　　　　　　　　　　　　　　30　振込手数料　　　　　　　　　　　　　　　17 

27　公課費 �1，360 �浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　　30　建物災害共済保険料　　　　　　　　　　　33 

保守管理委託料　　　　　　　　　　14，107　電気保守管理委託料　　　　　　　　　　71 

消防設備保守点検委託料　　　　　　　　17　処理施設使用料料金システム委託料　　　1 

下水管布設工事請負費　　　　　　　　　　1　補修材料費　　　　　　　　　　　　　　126 

消費税　　　　　　　　　　　　　　　1，360 

2　徳谷地区施 �18，188 �19，798 �△1，610 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

設管理費 ������13，168　　　　　5，020 

11需用費 �5，547 �徳谷地区施設管理事業費　　　　　　　18，188 

12　役務費 �106 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　101　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 

13　委託料 �11，514 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　50　光熱水費　　　　　　　　　　　　　2，874 

15　工事請負費 �1 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　2，513　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 

16　原材料費 �140 �電話料　　　　　　　　　　　　　　　　　30　振込手数料　　　　　　　　　　　　　　11 

27　公課費 �880 �浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　30　建物災害共済保険料　　　　　　　　　　30 

保守管理委託料　　　　　　　　　　11，421　電気保守管理委託料　　　　　　　　　　70 

消防設備保守点検委託料　　　　　　　　22　処理施設使用料料金システム委託料　　　1 

下水管布設工事請負費　　　　　　　　　1　補修材料費　　　　　　　　　　　　　140 

消費税　　　　　　　　　　　　　　　　　880 

3　大谷地区施 �21，820 �25，720 �△3，900 r � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

設管理費 ������16，314　　　　5，506 

11需用費 �7，288 �大谷地区施設管理事業費　　　　　　　21，820 

12　役務費 �171 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　70　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　15 

13　委託料 �13，140 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　20　光熱水費　　　　　　　　　　　　　　2，764 

15　工事請負費 �1 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　4，419　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　23 

16　原材料費 �100 �電話料　　　　　　　　　　　　　　　　　　60　振込手数料　　　　　　　　　　　　　　　23 

【管理費】 －　9　－



【管理費】

（款）1管理費

ー10　－

（項）1農業集落排 ��水管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

27　公課費 �1，120 �浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　　30　建物災害共済保険料　　　　　　　　　　　35 

保守管理委託料　　　　　　　　　　13，053　電気保守管理委託料　　　　　　　　　　　71 

消防設備保守点検委託料　　　　　　　　15　処理施設使用料料金システム委託料　　　1 

下水管布設工事請負費　　　　　　　　　1　補修材料費　　　　　　　　　　　　　　100 

消費税　　　　　　　　　　　　　　　1，120 

4　大津谷地区 �36，631 �35，098 �1，533 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

施設管理費 ������25，017　　　　11，614 

11需用費 �7，293 �大津谷地区施設管理事業費　　　　　　　36，631 

12　役務費 �144 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　98　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　　10 

13　委託料 �25，935 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　　35　光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　3，407 

15　工事請負費 �1，400 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　3，743　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　15 

16　原材料費 �100 �電話料　　　　　　　　　　　　　　　　　30　振込手数料　　　　　　　　　　　　　　　32 

27　公課費 �1，759 �浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　　30　建物災害共済保険料　　　　　　　　　　　37 

保守管理委託料　　　　　　　　　　　25，847　電気保守管理委託料　　　　　　　　　　　71 

消防設備保守点検委託料　　　　　　　　16　処理施設使用料料金システム委託料　　　1 

下水管布設工事請負費　　　　　　　1，400　補修材料費　　　　　　　　　　　　　　100 

消費税　　　　　　　　　　　　　　　1，759 

5　白鳥地区施 �19，792 �19，207 �585 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

設管理費 ������9，470　　　10，322 

11需用費 �6，180 �白鳥地区施設管理事業費　　　　　　　19，792 

12　役務費 �123 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　100　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　11 

13　委託料 �12，743 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　30　光熱水費　　　　　　　　　　　　　2，243 

15　工事請負費 �1 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　3，796　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　20 

16　原材料費 �105 �電話料　　　　　　　　　　　　　　　　30　振込手数料　　　　　　　　　　　　　　16 

27　公課費 �640 】 �浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　30　建物災害共済保険料　　　　　　　　　　27 

保守管理委託料　　　　　　　　　　12，654　電気保守管理委託料　　　　　　　　　　70 

消防設備保守点検委託料　　　　　　　18　処理施設使用料料金システム委託料　　　1 

下水管布設工事請負費　　　　　　　　　1　補修材料費　　　　　　　　　　　　　105 

消費税　　　　　　　　　　　　　　　　　640 



（款）1管理費
（項）1農業集落排水管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

6　深歩谷地区 �19，585 �16，501 �3，084 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

施設管理費 ������6，537　　　13，048 

11需用費 �9，760 �深歩谷地区施設管理事業費　　　　　　19，585 

12　役務費 �93 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　97　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　9 

13　委託料 �9，131 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　　30　光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　2，879 

15　工事請負費 �1 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　6，745　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 

16　原材料費 �121 �電話料　　　　　　　　　　　　　　　　　　30　振込手数料　　　　　　　　　　　　　　　　8 

27　公課費 �479 �浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　　30　建物災害共済保険料　　　　　　　　　　　20 

保守管理委託料　　　　　　　　　　　9，044　電気保守管理委託料　　　　　　　　　　　70 

消防設備保守点検委託料　　　　　　　　16　処理施設使用料料金システム委託料　　　1 

下水管布設工事請負費　　　　　　　　　　1　補修材料費　　　　　　　　　　　　　　121 

消費税　　　　　　　　　　　　　　　　　479 

7　東光寺谷地 �41，663 �41，933 �△270 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

区施設管理 費 ������25，495　　　16，168 

11需用費 �9，242 �東光寺谷地区施設管理事業費　　　　　　41，663 

12　役務費 �317 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　110　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　　14 

13　委託料 �30，243 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　35　光熱水費　　　　　　　　　　　　　　4，364 

15　工事請負費 �1 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　4，719　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 

16　原材料費 �100 �電話料　　　　　　　　　　　　　　　　195　振込手数料　　　　　　　　　　　　　　　33 

27　公課費 �1，760 �浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　　30　建物災害共済保険料　　　　　　　　　　　54 

保守管理委託料　　　　　　　　　　　30，＿060　電気保守管理委託料　　　　　　　　　　161 

消防設備保守点検委託料　　　　　　　　21　処理施設使用料料金システム委託料　　　1 

下水管布設工事請負費　　　　　　　　　　1　補修材料費　　　　　　　　　　　　　　100 

消費税　　　　　　　　　　　　　　　1，760 

計 �180，088 �180，088 �0 � � � 

【管理費】 ー11－



【公債費】

（款）2　公債費

ー12　－

（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 �139，836 �136，909 �2，927 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

139，836 

23　償還金利子 �139，836 �下水道債償還元金　　　　　　　　　139，836 

及び割引料 ��中谷地区下水道債償還元金　　　　　12，908　徳谷地区下水道債償還元金　　　　　13，505 

大谷地区下水道債償遷元金　　　　　20，192　大津谷地区下水道債償還元金　　　　36，646 

白鳥地区下水道債償還元金　　　　　　6，954　深歩谷地区下水道債償還元金　　　　17，140 

東光寺谷地区下水道債償還元金　　　32，491 

2　利子 �45，076 �48，003 �△2，927 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

45，076 

23　償還金利子 �45，076 �下水道債償還利子　　　　　　　　　　　45，076 

及び割引料 ��中谷地区下水道債償還利子　　　　　　5，073　徳谷地区下水道債償還利子　　　　　　4，463 

大谷地区下水道債償還利子　　　　　　6，161　大津谷地区下水道債償還利子　　　　11，606 

白鳥地区下水道債償還利子　　　　　　2，192　深歩谷地区下水道債償還利子　　　　　5，082 

東光寺谷地区下水道債償還利子　　　10，499 

計 �184，9121184，912 ��0 �� � 



地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

区　　　　　　　　　分 �前々年度末 現　在　高 �前年度末 現在高見込額 �当　該　年　度　中　増　減　見　込　額 ��当該年度末 現在高見込額 当該年度中 起債見込額 �当該年度中 元金償還見込額 

農業集落排水施設債 �2，333，014 �2，196，105 �0 �139，836 �2，056，269 

－13　－




