
不用額調書（50万円以上）

○一般会計
（単位：千円）

頁 �款 �　l 目 �飾 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

70 �総務費と �一般管理費 �賃金 �2，293 �臨時職員賃金の見込みと実績の差額。 

70 ���需用費 �1．792 �消耗品及び事務資料印刷の節減による差額。 

70 ���委託料 �1，002 �例規データ更新委託料及び町長車運行管理委託料の見 込みと実績の差額。 

73 ��財産管理費 �使用料 及び賃借料 �2，022 �庁舎電話交換設備の更新見送りによるリース料の減。 

79 ��諸費 �負担金補助 �618 �防犯灯設置補助金及び団体育成振興補助金の見込みと 
及び交付金 ��実績の差額。 

80 ��税務総務費 �委託料 �2，242 �電算委託料の見込みと実績の差額。 

86 ��町議会議員 �職員手当 �623 �選挙事務従事者の削減（85人→54人）及び開票作業時 
選挙費 ���間短縮による減。 

88 �民生費 �社会福祉 総務費 �役務費 �779 �郵便料の見込みと実績の差額。 

90 90 ���負担金補助 �2，315 �通所サービス等利用促進事業補助金及び町社会福祉協 
及び交付金 ��議会補助金の見込みと実績の差額。 

扶助費 �7，057 �障害者自立支援給付事業給付金等の見込みと実績の差 額。 

93 ��老人福祉費 �負担金補助 �635 �老人保護措置費及び住宅改善助成事業補助金の見込み 
及び交付金 ��と実績の差額。 

94 ��介護保険 �委託料 �2，073 �配食サービス等介護予防事業委託料の見込みと実績の 差額。 
事業費 

95 ���負担金補助 及び交付金 �1，597 �介護施設整備費補助金の見込みと実績の差板。 

97 ��後期高齢者 医療費 �繰出金 �1，739 �事務費繰出金の見込みと実績の差額。 

99 ��児童福祉 �貸金 �1，487 �通園バス・児童クラブ・児童館臨時職員の勤務日数減 
総務費 ���による賃金の減。 

99 ���需用費 �1，224 �安心子ども基金事業消耗品・修繕費の入札差金、児童 館光熱水費等の見込みと実績の差額。 

102 ���工事請負費 �1，034 �西保育園駐車場造成工事の入札差金。 

102 ���備品購入費 �531 �安心こども基金事業による購入備品の入札差金。 

102 ���負担金補助 及び交付金 �3，072 �養基保育所組合負担金の精算による減。 

103 ��児童福祉 事業費 �巳　需用費 l �1，006 �各保育園消耗品、燃料費、賄材料費の見込みと実績の 差額。 

103 ��児童福祉：委託料 運営費． ��2，319 �私立保育園入園予定児童数と実入園児童数の差による 運営費の減。 

105 �� �扶助費 �534 �子ども手当制度改正に伴う手当対象児童数の見込みと 実績の差額。 

111 112 �衛生費 �母子保健 �委託料 �700 �虫歯予防措置委託料及び妊婦健康診査委託料の見込み 
事業費 ���と実績の差額。 

l予防費 ト iじんかい ■処理費 �i讐料 ！委託料 l �898 �ワクチン接種委託料の見込みと実績の差額。 

117 ����718 �各種事業委託料の見込みと実績の差額。 

※「貢」欄：平成23年度池田町一般会計・特別会計
歳入歳出決算書の頁数
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不用額調書（50万円以上）

○一般会計
（単位．千円）

頁 �款 �目 �節 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

122 �農林水 産業費 �農業総務費 �職員手当 �624 �子ども手当等の見込みと実績の差額。 

122 ��農業振興費 �委託料 �838 �岐阜県が整備した地図システムの活用等による減。 

123 ���負担金補助 及び交付金 �1，084 �耕作放棄地再生利用補助金等の見込みと実績の差額。 

129 ��農鸞諾巨水≒　繰出金 ��12．168 �農業集落排水事業特別会計における管理費の減。 

138 �土木費 �道路維持費 �委託料 �574 �除雪委託料の見込みと実績の差額。 

140 ��道路新設 改良費 �公有財産 購入費 �1，216 �用地交渉による用地買収費の計画と実施の差額。 

140 ���補償補填 及び賠償金 �2，913 �用地交渉による物件補償費の計画と実施の差額。 

141 ��道の駅事業費 �委託料 �704 �浄化槽汚泥引き抜き量の計画と実績の差額。 

145 ��下水道整備費 �繰出金 �11，180 �公共下水道事業特別会計における浄化センター管理費 の減。 

147 �消防費 �非常備消防費 �旅費 �965 �火災・災害が少なく、出動回数減による差額。 

148 ���負担金補助 及び交付金 �536 �消防団員福祉共済掛金等の見込みと実績の差額。 

149 ��消防設備費 �備品購入費 �1，401 �ホース等備品の見込みと実績の差額。 

149 ��防災費 �職員手当 �693 �派遣職員手当の見込みと実績の差額。 

150 ���需用費 �641 �消耗品及び燃料の経費節減による減。 

150 ���備品購入費 �993 �消防団安全対策設備整備事業の入札差金。 

155 �教育費 �喜小学校管理費 �貸金 �1，262 �臨時職員賃金の見込みと実練の差額。 

159 � �教育振興費 �扶助費 �550 �要保護準要保護児童就学援助費の見込みと実績の差 額。 

160 ��中学校管理費 �需用費 �721 �消耗品費及び修繕料の見込みと実績の差額。 

163 ��教育振興費 �扶助費 �526 �要保護準要保護生徒就学援助費の見込みと実績の差 額。 

179 ��保健体育 �委託料 �995 �庭木手入れ等及び池田公園管理業務委託料等の見込み 
施設費 ���と実績の差額。 

187 �公債費 �利子 �償還金利子 及び割引料 �501 �一時借入金利子の減。 
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不用額調書（50万円以上）
○国民健康保健特別会計

（単位：千円）

頁 �款 �弓　　目 �節 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

196 �保健 給付費 �一般被保険者療養 　給付費 �弓夏悪霊欝霊 �2，694 �医療費の見込みと実績の差額。 

197 197 ��退職被保険者等療養 　給付費 �負担金補助 及び交付金 �5，962 �医療費の見込みと実績の差額。 

一般被保険者高額 　療養費 �負担金補助 及び交付金 �782 �医療費の見込みと実績の差額。 

202 �諸支出金 �償還金 �償還金利子 �2，443 �高額医療費共同事業過年度負担金還付金 
及び割引料 ��の見込みと実績の差額。 

○後期高齢者医療事業特別会計　　　　　　　　　　　（単位＝千円） 

頁 �款 �日 �節 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

207 �保健 �健康診査費 �委託料 �621 �ぎふ・すこやか健診費用委託料の見込みと 
事業費 ����実績の差額。 

○北部簡易水道事業特別会計
（単位：千円）

頁 �款 �目 �節 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

211 �管理費 �≡　施設管理費 �需用費 �1，974 �水道施設の施設修繕及び漏水修繕の見込み と実績の差額。 

○南部簡易水道事業特別会計
（単位：千円）

頁 �款　L　　目 �節 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

217 �】 管理費弓　施設管理費 �需用費 �1，117 �水道施設の施設修繕及び漏水修繕の見込み と実績の差額。 

○農業集落排水事業特別会計
（単位：千円）

頁 �款 �目 �飾 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

224 225 �管理費 �中谷地区施設管理費 �委託料 �610 �汚泥処理薬剤及び消毒薬剤量の節約による 減。 

l徳谷地区施設管理費 �委託料 �729 �汚泥処理薬剤及び消毒薬剤量の節約による 減。 

226 ��大谷地区施設管理費 �委託料 �539 �汚泥処理薬剤及び消毒薬剤量の節約による 減。 

227 ��大津谷地区 �委託料 �713 �汚泥処理薬剤及び消毒薬剤量の節約による 
」＿埋草型撃し 　深歩谷地区 ���減。 

229 ���委託料 �705 �汚泥処理薬剤及び消毒薬剤量の節約による 
施設管理費 ���減。 

229 ��東光寺谷地区 施設管理費 �l ■　委託料 �1，087 �汚泥処理薬剤及び消毒薬剤量の節約による 減。 
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不用額調書（50万円以上）
○公共下水道事業特別会計

（単位：千円） 

頁 �款　⊆　目 l ��節 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

235 �事業費 �】管渠施設事業費 �巨事請負費 �3，715 �管路路線の見直しによる工事費の減。 

235 ���補償補填 �967 �管路路線の見直しにより、上水道移設箇 
及び賠償金 ��所が減少したことによる補償費の減。 

236 �管理費 �施設管理費 �委託料 �3，483 �良好な活性汚泥及び放流水質が得られた ため、汚泥処理薬剤及び消毒薬剤量の節 約による減。 

○温泉施設特別会計　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

頁 �款 �目 �節 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

242 �管理費 �総務管理費 �職員手当 �1，222 �時間外勤務手当等の見込みと実盾の差額。 

242 ���需用費 �3，540 �イベント開催消耗品の内容精査及び販売品 購入消耗品・氷菓購入費の減。 

243 ��】施設管理費 �貸金 �2，636 �配置人員見直しに伴う勤務時間数減による 貸金の減。 

243 ���需用費 �6，851 �消耗品費、光熱水費の節減及び修繕箇所の 減。 

244 ���委託料 �1，388 �シルバー派遣職員のパート職員配置見直し 及び警備委託料の減。 

245 ���備品購入費 �510 �入札差金及び備品購入の精査による減。 

245 �基金 �温泉基金積立金 �積立金 �5，001 �入浴利用料の減少及び燃料費等の増加によ 
積立金 ����る積立金の見込みと実績の差乳 
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