
○一般会計　　　不用額調書（50万円以上）
（単位：千円）

頁 �款 �目 �節 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

68 �議会費 �議会費． �・需用費 �614 �収録機器、公用車修繕料の減。 

69 �総務費 �一般管理費 �共済費 �2，892 �職員共済費、臨時職員保険料の見込みと実績の羞額。 

70 ���賃金 �812 �臨時職員賃金の見込みと実績の差額。 

70 ���需用費 �1，971 �消耗品費の見込みと実績の差額。 

73 ��財産管理費 �工事請負費 �2，091 �庁舎・中央公良館修繕工事請負費の見込みと実績の差 額。 

79 ��諸費 �負担金補助 及び交付金 �717 �防犯灯設置補助金の見込みと実績の差額。 

83 ��戸籍住民基本 �委託料 �1，720 �住民基本台帳ネットワーク機器更新作巣委託料の見込 
台帳費 ���みと実績の差額。 

88 �民生費 �社会福祉 総務費 �役務費 �710 �郵便料の見込みと実績の差額。 

90 ���扶助費 �4，918 �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。 

91 ���繰出金＿ �2，803 �出産育児一時金繰出金の見込みと実績の差額。 

94 ��介護保険 �委託料 �2，125 �地域自立生活支援事業委託料等の見込みと実績の差 
事業費 ���額。 

96 ��福祉医療費 �扶助費 �1，812 �乳幼児扶助費等の見込みと実績の差額。 

97 ��後期高齢者 医療費 �繰出金 �2，213 �事務費繰出金の見込みと実績の差額。 

98 ��児童福祉 総務費 �職員手当 �3，386 �時間外勤務時間の減。 

98． ���共済費． �1，082 �職員共済費の見込みと実績の差額。 

98 ���貸金 �2，746 �臨時保育士・児童クラブ・児童館臨時職員の勤務日数 減による賃金の減。 

98 ���需用費 �808 �各保育園消耗品・修繕費の入札差金、各児童館光熱水 費等の見込みと∴実績の差額。 

102 ��児童福祉 事業費 �需用費 �887 �各保育園光熱水費の見込みと実績の差額。 

104 ��児童福祉 運営費 �扶助費 �605 �現況届未提出者等の見込みと実績の差額。 

106 �衛生費 �保健衛生 総務費 �共済費 �1，508 �職員共済費の見込みと実績の差額。 

111 ��成人保健 事業費 �委託料 �524 �がん検診委託料の見込みと実績の差額。 

111 ��予防費 �需用費 �574 �医薬材料費の見込みと実績の差額。 

111 ���委託料 �2，991 �予防接種委託料の見込みと実績の差額。 

114 ��環境衛生費 �負担金補助 及び交付金 �997 �各種負担金補助金の見込みと実績の差額。 

117 ��じんかい 処理費 �負担金補助 及び交付金 �1，696 �各種補助金の見込みと実績の差額。 

122 �農林水 産業費 �農業振興費 �　委託料 l �709 �岐阜県が整備した地図システムの活用による減。 

※「貢」欄：平成24年度池田町一般会計・特別会計
歳入歳出決算書の真数
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○一般会計　　　不用額調書（50万円以上）
（単位：千円）

頁 �款 �目 �節 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

123 �農林水 産業費 �農業振興費 �負担金補助 及び交付金 �2，689 �農地集積協力金の見込みと実績の差額。 

126 ��農地費 �負担金補助 �3，474 �県単町単土地改良事業並びに事業補助金の見込みと実 
及び交付金 ��鏡の差額。 

128 ��農業集落排水 　事業費 �繰出金 �7，532 �農業集落排水事業特別会計における管理費の減。 

130 ��林業振興費 �原材料費 �504 �山林協会や緑化推進委員会の補助の活用による滅。 

130 ���負担金補助 及び交付金 �607 �各種補助金の見込みと実績の差額。 

132 ��県単林道 事業費 �補償補填 及び賠償金 �1，200 �電柱等の補償費の計画と実施の差額。 

137 �土木費 �土木総務費 �委託料 �3，300 �土木事業測量調査設計委託料の見込みと実績の差額。 

139 ��道路維持費 �委託料 �2，174 �町道維持修繕委託料の見込みと実績の差額。 

‾139 ���工事請負費、 �615 �町道維持補修工事請負費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 �5，543 �用地交渉による用地買収費の計画と実施の差額。 

140 ���負担金補助 及び交付金 �801 �県営土木事業負担金の見込みと実績の差額。 

140 ���補償補填 及び賠償金 �811 �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 �貸金 �805 �臨時職員の配置転換による減。 

141 ���需用費 �1，742 �光熱水費の経費節減による減。 

145 ��住宅管理費 �委託料 �686 �町営住宅明け渡し要求の訴訟が無かったため。 

146 ��1下水道整備費 �繰出金 �24，125 �公共下水道事業特別会計における管渠施設事業費の 減。 

148 �消防費 �非常備消防費 �旅費 �842 �火災・災害が少なく、出動回数減による差額。 

150 ��消防施設費 �需用費 �671 �修繕料の見込みと実績の差額。 

151 ��防災費 �委託料 �592 �防災行政無線（同報系）保守点検委託料の見込みと実 績の差額。 

156 �教育費 �小学校管理費 �賃金 �979 �臨時職員賃金の見込みと実績の差額。 

157 ���需用費 �1，686 �光熱水費、修繕料の見込みと実績の差額。 

158 ���委託料 �891 �八幡小学校校舎改築工事監理委託料の見込みと実績の 差額。 

160 ���工事請負費 �123，392 �八幡小学校校舎改築土事請負費の見込みと実績の差 額。 

160 ���負担金補助 及び交付金 �1，043 �養基小組合負担金の見込みと実績の差額。 

165 ��中学校 �扶助衰 �640 �要保護準要保護生徒就学援助費の見込みと実績の差 
教育振興費 ���額。 

185 ��学校給食費 �貸金 �712 �臨時職員貸金の見込みと実績の差額。 

189 �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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不用額調声（50万円以上）
○国民健康保健特別会計

（単位：千円）

頁 �款 �目 �鱒 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

198 �保険 給付費 �一般被保険者 療養給付費 �負担金補助 及び交付金 �9，210 �医療費の見込みと実績の差額。 

199 ��一般被保険者 療養費 �負担金補助 及び交付金 �1，664 �医療費の見込みと実績の差額。 

204 �諸支出金 �一般被保険者 �償還金利子 �513 �過年度保険税還付金の見込みと実績の差 
保険税還付金 �及び割引料 ��額。 

○後期高齢者医療事業特別会計
（単位：千円）

貢． �款 �目 �飾 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

208 �後期高齢 者医療広 域連合納 付金 �後期高齢者医療広域 　連合納付金 �負担金補助 及び交付金 �624 �保険料等負担金の見込みと実績の差額。 

○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 

212 �管理費 �施設管理費 �需用費 �1，364 �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）

貢 �款 �目 �節 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

218 �管理費 �施設管理費 �需用費 �1，752 �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）

貢■ �款 �■■’目 �節 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

226 �管理費 �中谷地区施設管理費 �‾委託料 �931 �汚泥処理薬剤及び消毒薬剤量の節約による 減。 

227 ��徳谷地区施設管理費 �委託料 �712 �汚泥処理薬剤及び消毒薬剤量の節約による 減。 

229 ��大津谷地区 �委託料 �848 �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。 

231 ��深歩谷地区 �委託料 �686 �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。 
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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 �節 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

238 �事業費 �管渠施設事業費ノ �工事請負費 �12，039 �管路路線の見直しによる羊事費の減。 

238 ���補償補填 �17，824 �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。 

○温泉施設特別会計
（単位：千円）

頁 �款 �目 �節 �不用額 �不　　用　　の　　理　‾由 

244 �管理費 �総務管理費 �共湊費 �667 �職員共済費の見込みと実績の差額。 

245 ��施設管理費 �需用費　′ �4，047 �消耗品費、燃料費及び光熱水費の節減及び 修繕箇所の減。 

246 ���委託料 �623 �設備保守、駐車場除雪作業、警備、シル バー人材センター委託料の減。 
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