
議　第　48　号

平　成　2　7　年　度　　　池　田　町　一　般　会　計　補　正　予　算　（第　2　号）

平成27年度　池田町一般会計補正予算（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　　　　　　　90，060　千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　8，635，060　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　6　月1日　提　出

－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 

16寄　　　　　　附　　　　　　金 � �12，620 �90，000 �102，620 

1寄　　　　　　附　　　　　　金 �12，620 �90，000 �102，620 

19諸　　　　　　　収　　　　　　　入 � �132，770 �60 �132，830 

4雑　　　　　　　　　　　　　　入 �87，125 �60 �87，185 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��8，545，000 �90，060 �8，635，060 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �項　　　　　　　　　補　正　前　の　額 ��補　　　　正　　　　額 �計 

2総　　　　　　務　　　　　　費 � �805，00・3 �90，000 �895，003 

1総　　務　　管　　理　　費 �627，486 �90，000 �717，486 

4衛　　　　　　生　　　　　　費 � �699，368 �343 �699，711 

1保　　健　　衛　　生　　費 �312，963 �343 �313，306 

8土　　　　　　木　　　　　　費 � �670，537 �500 �671，037 

6都　　市　　計　　画　　費 �11，401 �500 �11，901 

14予　　　　　　備　　　　　　費 � �25，382 �△783 �24，599 

1予　　　　　　備　　　　　　費 �25，382 �△783 �24，599 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��8，545，000 �90，060 �8，635，060 

【第1表】 －　3　一



【総　括】

1　総括

平成27年度池田町一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

（歳　入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �補　正　前　の　額 �補　　　正　　　額 �計 

16寄　　　　　　　　　　　附　　　　　　　　　　　金 �12，620 �90，000 �102，620 

19諸　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　　　入 �132，770 �60 �132，830 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �8，545，000 �90，060 �8，635，060・ 



（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 ����」般財源 

国支出金 �県支出金 �地　方　債 �そ　の　他 

2総　　　　務　　　　費 �805，003 �、　90，000 �895，003 � � � �90，000 � 

4衛　　　　生　　　　費 �699，368 �343 �699，711 � � � �60 �283 

8土　　　　木　　　　費 �670，537 �500 �671，037 � � � � �500 

14予　　　　備　　　　費 �25，382 �△783 �24，599 � � � � �△783 

歳　　出　　合　　計 �8，545，000 �90，060 �8，635，060 � � � �90，060 � 

【総　括】 －　5　－



【寄附金】【諸収入】

2　歳入

（款）16寄附金

－　6　－

（項）1寄附金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

9ふるさと支援まちづくり 寄付金 �10，000 �90，000 �100，000 �1ふるさと支援まちづく り寄付金 �90，000 �ふるさと支援まちづくり寄付金 

計 �12，620　　　　90，000 ��102，620 � � � 

（款）19諸収入

（項）4雑入

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

3雑入 �83，291 �60 �83，351 �1雑入 �60 �塩分計購入本人負担金 

計 �87，125 �60 �87，185 � � � 

合　計 �8，545，000 �90，060 �8，635，060 � � � 



3　歳出
（款）2　総務費

（項）1．総務管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

3　企画費 �92，474 �90，000 �182，474 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

10，002　　　　82，472 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

90，000 

13　委託料 �48，608 �地域活性化推進事業費　　　　　　　　90，000 

25　積立金 �41，392 �ふるさと納税関連業務委託料　　　　48，608　ふるさと支援まちづくり基金積立金　41，392 

計 �627，486 �90，000 �717，486 � � � 

（款）4　衛生費
（項）1保健衛生費　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

5　成人保健事 �29，716 �343 �30，059 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

業費 ������1，209　　　　3，101　　　　　　　　　3，044　　　　22，362 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

60　　　　　　283 

7　貸金 �74 �成人保健事業費　　　　　　　　　　　　　343 

8　報償費 �20 �看護師賃金　　　　　　　　　　　　　　74　講師謝礼　　　　　　　　　　　　　　　20 

11需用費 �225 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　225　通信運搬費　　　　　　　　　　　　　　24 

12　役務費 �24 

計　　　　　312，963 ��343 �313，306 � � � 

【総務費】【衛生費】 －　7　－



【土木費】【予備費】

（款）8　土木費

ー　8　－

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

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

1都市計画費 �9，487 �500 �9，987 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

1，600　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，887 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

500 

13　委託料 �500 �都市計画費　　　　　　　　　　　　　　　500 

空き家等調査業務委託料　　　　　　　　500 

計 �11，401 �500 �11，901 � � � 

（款）14　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 �25，382 �△783 �24，599 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

25，382 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△783 

△783 �予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　△783 

予備費　　　　　　　　　　　　　　　　△783 

計 �25，382 �△783　　　24，599 �� � � 


