
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 

67 �議会費 �議会費 �旅費 �530 �常任委員会研修を未実施のための減。 

68 �総務費 �一般管理費　‾ �職員手当 �2，046 �時間外勤務時間等の減。 

68 ���共済費 �4，535 �職員共済費の見込みと実績の差額。 

68 ���賃金 �936 �臨時職員貸金の見込みと実績の差額。 

69 ���委託料 �1，060 �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。 

70 ���負担金補助 及び交付金 �823 �各種負担金の見込みと実績の差額。 

72 ��財産管理費 �公有財産 購入費 �932 �用地交渉による用地買収費の計画と実績の差額。 

79 ��諸費 �負担金補助 �684 �団体育成振興補助金、自治会活動保険加入補助金等の 
及び交付金 ��見込みと実績の差額。 

80 ��税務総務費 �委託料 �4，720 �電算委託料の見込みと実績の差額。 

81 ���使用料及び �669 �税務地図システムバージョンアップリース料の見込み 
貸借料 ��と実績の差額ム 

82 ��戸籍住民基本 　台帳費 �職員手当 �669 �時間外手当等の見込みと実績の差額。 

89 �民生費 �社会福祉 �扶助費 �1，958 �障害者地域生活支援事業給付金等の見込みと実績の差 
総務費 ���額。 

90 ���繰出金 �562 �出産育児一時金繰出金の見込みと実績の差額。 

91 ��老人福祉費 �職員手当 �749 �時間外勤務時間等の減。 

93 ��介護保険 �委託料 �2，436 �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。 

95 ��福祉医療費 �扶助費 �689 �児童・生徒等町単扶助費等の見込みと実績の差額。 

95 ��国民年金 事務費 �職員手当 �804 �各手当の見込みと実績の差額。 

96 ��後期高齢者 医療費 �繰出金 �905 �保険基盤安定繰出金等の見込みと実績の差額。 

97 ��児童福祉 総務費 �共済費 �1，067 �職員共済費の見込みと実績の差額。 

97 ���賃金 �3，102 �臨時保育士・児童クラブ・児童館臨時職員の勤務日数 減による貸金の減。 

98 ���委託料 �605 �電算委託料の見込みと実績の差額。 

101 ��児童福祉 �需用費 �506 �各保育園消耗品費、燃料費、賄材料費の見込みと実績 
事業費 ���の差額。 

102 ��児童福祉 運営費 �負担金補助 及び交付金 �2，313 �法人立保育園運営費補完費等の見込みと実績の差額。 

※「頁」欄：平成25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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○一般会計



不用額調書（50万円以上）

○一般会計
（単位：千円）

頁 �款 �目 �節 �不甲額 �不　　用　　の　　理　　由 

105‾ �衛生費 �保健衛生 総務費 �職員手当 �669 �時間外勤務時間等の減。 

110 ��予防費 �委託料 �4，668 �予防接種委託料の見込みと実績の差額。 

112・ ��環境衛生費 �委託料 �807 �各種委託料の見込みと実績の差額。 

116 ��じんかい 処理費 �負担金補助 及び交付金 �1，482 �各種補助金の見込みと実績の差額。 

118 ��水道総務費 �職員手当 �778 �時間外手当等の見込みと実績の差額。 

121 �農林水 産業費 �農業振興費 �負担金補助 及び交付金 �1，405 �新規就農総合支援事業補助金の見込みと実績の差額。 

124 ��農地費 �工事請負費 �2，450 �県単かんがい排水事業工事請負費の見込みと実績の差 額。 

124 ���負担金補助 �848 �県営事業負担金並びに幹線排水路維持補修工事補助金 
及び交付金 ��の見込みと実績の差額。 

126 ��農業集落排水 事業費 �繰出金 �11，074 �農業集落排水事業特別会計における管理費の減。 

128 ��林業振興費 �工事請負費 �1，381 �土砂崩落により作業不可能となったことによる作業道 補修工事請負費の減。 

128 ���負担金補助 �846 �山林協会揖斐支部等負担金及び野生生物保護管理事業 
及び交付金 ��補助金の見込みと実績額の差額。 

134 �土木費 �土木総務費 �需用費 �728 �消耗品費及び印刷製本費の見込みと実績の差額。 

134 ���委託料 �720 �土地登記委託料の見込みと実績の差額。 

135 ���負担金補助 及び交付金 �1，023 �建築物耐震診断補助金の見込みと実績の差額。 

137 ��道路維持費 �委託料 �1，429 �降雪がなかったことによる主要幹線町道除雪委託料の 減。 

138 ��道路新設 改良費 �工事請負費 �8，221 �道路改良工事請負費の見込みと実績の差額。 

138 ���公有財産 購入費 �10，898 �用地交渉による用地買収費の計画と実施の差額。 

138 ���負担金補助 及び交付金 �1，411 �県営土木事業負担金の見込みと実績の差額。 

138 ���補償補填 及び賠償金 �1，665 �用地交渉による物件補償費の計画と実施の差額。 

139 ��弓道の駅事業費 1 l �賃金 �742 �臨時職員賃金の見込みと実績の差額。 

139 ���需用費 �2，682 �光熱水費、燃料費等の経費節減による減。 

139 ���　委託料 L �1，384 �浄化槽維持管理委託料、道の駅駐車場警備委託料の見 込みと実績の差額。 

140 ���工事請負費 �662 �道の駅駅長室新設工事請負費、道の駅外堀設置工事請 負費の見込みと実績の差額。 

144 ��下水道整備費 �繰出金 �25，754 �公共下水道事業特別会計における管渠施設事業費の 減。 
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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 

146 �消防費 �非常備消防費 �旅費 �2，316 �火災・災害が少なく、出動回数減による差額。 

148 ��消防施設費 �需用費 �626 �修繕料の見込みと実績の差額。 

148 ��防災費 �旅費 �500 �派遣職員旅費の未執行に伴う減。 

149 ���委託料 �1，007 �地域防災計画作成委託料の見込みと実績の差額。 

150 �教育費 �教育委員会 事務局費 �職員手当 �817 �各手当の見込みと実績の差額。 

152 ���負担金補助 及び交付金 �551 �就園奨励費（私立）の見込みと実績の差額。 

154 ��小学校管理費 �賃金 �1，196 �臨時職員賃金等の見込みと実績の差額。 

154 ���需用費 �691 �消耗品費、燃料費の見込みと実績の差額。 

155 ���委託料 �3，918 �池田小学校耐震補強計画及び実施設計委託料の見込み と実績の差額。 

157 ���工事請負費 �5，778 �各工事請負費の見込みと実績の差額。 

158 ���備品購入費 �2，616 �八幡小学校校舎改築備品購入費の見込みと実績の差 額。 

163 ��中学校 �扶助費 �1，251 �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。 

165 ��公民館費 �貸金 �500 �埠区公民館主事補貸金等の見込みと実績の差額。 

165 ���需用費 �1，257 �消耗品費、燃料費の見込みと実績の差額。 

166 ���委託料 �776 �各委託料の見込みと実績の差額。 

168 ���工事請負費 �572 �各工事請負費の見込みと実績の差額。 

175 ��図書館費 �需用費 �673 �修繕料の見込みと実績の差額。 

177 ��保健体育 総務費 �職員手当 �1，730 �各手当の見込みと実績の差額。 

178 ��保健体育 施設費 �委託料 �562 �各委託料の見込みと実績の差額。 

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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○一般会計



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 �目 �節 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

196 �総務費 �L 　一般管理費 �委託料 �520 �新・共同電算処理システム保守委託料の 見込みと実績の差額。 

197 �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 �12，209 �医療費の見込みと実績の差額。 

197 ��退職被保険者等 療養給付費 �負担金補助 及び交付金 �3，889 �医療費の見込みと実績の差額。 

197 ��一般被保険者 療養費 �負担金補助 及び交付金 �717 �医療費の見込みと実績の差額。 

198 ��一般被保険者 高額療養費 �負担金補助 及び交付金 �1，514 �医療費の見込みと実績の差額。 

198 ��退職被保険者等 療養給付費 �負担金補助 及び交付金 �1，038 �医療費の見込みと実績の差額。 

199 ��出産一時金 �負担金補助 及び交付金 �840 �出産育児一時金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 �目 �節 �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 L連合納付金 r l �負担金補助 及び交付金 �3，029 �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 

211 �管理費 �施設管理費 �需用費 �1，138 �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 �巨　目 �節 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

216 �管理費 �！施設管理費 貞 �需用費 �746 �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。 
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不用額調書（50万円以上）

○農業集落排水事業特別会計
（単位：千円）

頁 �款 �目 �節 �不用額 �不　　用　　の　　理　　由 

224 �管理費 �中谷地区施設管理費 �委託料 �1，432 �汚泥処理薬剤及び消毒薬剤量の節約による 減。 

225 ��徳谷地区施設管理費 �委託料 �716 �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 �901 �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。 

228 ��深歩谷地区 施設管理費 �需用費 �684 �修繕料の見込みと実績の差額ム 

230 ��東光時谷地区 �委託料 �1，979 �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。 

○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 

236 �事業費 �管渠施設事業費 】 �工事請負費 �10，061 �管路路線の見直しによる工事費の減。 

236 ���補償補填 �17，132 �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。 

237 �管理費 �1施設管理費 ≒ �委託料 �1，797 �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 �共済費 �556 �職員共済費の見込みと実績の差額。 

242 ���需用費 �1，320 �消耗品費、印刷製本費の経費節減による 減。 

242 ���役務費 �1，094 �雑誌・新聞・広告掲載料の見込みと実績の 差額。 

243 ��施設管理費 �賃金 �1，512 �臨時職員貸金の見込みと実績の差額。 

243 ���需用費 �1，674 �消耗品費、燃料費及び光熱水費の節減及び 修繕箇所の減。 

244 ���委託料 �596 �駐車場除雪作業委託料の減。 
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