
議　第　85　号

平　成　2　4　年　度　　池　田　町　一　般　会　計　補　正　予　算　（第　4　号）

平成24年度　池田町一般会計補正予算（第　4　号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1粂　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ　　　　　　335，712　千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　7，361，588　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　24　年　8　月　28　日　提　出

－1－

池　田　町　長　　　岡　崎　和　夫



【第1表】 ー　2　一

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 

8地　方　特　例　交　付　金 � �14，000 �1，889 �15，889 

1地　方　特　例　交　付　金 �14，000 �1，889 �15，889 

14県　　　　支　　　　出　　　　金 � �537，566 �6，601 �544，167 

2県　　　　補　　　　助　　　　金 �270，443 �6，587 �277，030 

3委　　　　　　　託　　　　　　　金 �48，046 �14 �48，060 

16寄　　　　　　附　　　　　　金 � �2，747 �100 �2，847 

1寄　　　　　　　附　　　　　　　金 �2，747 �100 �2，847 

17繰　　　　　　入　　　　　　　金 � �201，000 �4，264 �205，264 

2他　　会　　計　　繰　　入　　金 �11，000 �4，264 �15，264 

18繰　　　　　　　越　　　　　　　金 � �100，000 �316，008 �416，008 

1繰　　　　　　越　　　　　　金 �100，000 �316，008 �416，008 

19諸　　　　　　収　　　　　　　入 � �150，515 �6，850 �157，365 

5雑　　　　　　　　　　　　　　　入 �103，765 �6，850 �110，615 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��7，025，876 �335，712 �7，361，588 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：干HJ 

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

2総　　　　　　務　　　　　　費 � �682，142 �152，916 �835，058 

1総　　　務　　　管　　理　　費 �509，698 �152，900 �662，598 

5統　　　計　　調　　査　　　費 �848 �16 �864 

3民　　　　　　生　　　　　　　費 � �2，424，045 �20，322 �2，444，367 

1社　　会　　福　　祉　　費 �1，249，789 �10，998 �1，260，787 

2児　　　童　　福　　祉　　費 �1，174，251 �9，324 �1，183，575 

4衛　　　　　　生　　　　　　　費 � �678，484 �11，319 �689，803 

1保　　　健　　衛　　生　　　費 �251，018 �11，319 �262，337 

6農　　林　　水　　産　　業　　費 � �539，876 �3，996 �543，872 

1農　　　　　　業　　　　　　費 �451，017 �3，996 �455，013 

7商　　　　　　　工　　　　　　　費 � �51，973 �4，770 �56，743 

1商　　　　　　　工　　　　　　費 �51，973 �4，770 �56，743 

8土　　　　　　　木　　　　　　　費 � �656，728 �86，631 �743，359 

1土　　木　　管　　理　　費 �85，059 �3，121 �88，180 

2道　　　路　　橋　　　梁　　　費 �294，066 �37，829 �331，895 

4住　　　　　　宅　　　　　　費 �19，257 �683 �19，940 

5下　　　　水　　　　道　　　　費 �221，326 �44，998 �266，324 

10教　　　　　　育　　　　　　　費 � �928，717 �5，916 �934，633 

2小　　　　学　　　　校　　　　費 �194，648 �1，075 �195，723 

5保　　　健　　　体　　　育　　　費 �350，116 �4，841 �354，957 

【第1表】
－　3　－



（単位　千円）

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

12公　　　　　　債　　　　　　　費 � �643，245 � �643，245 

1公　　　　　　債　　　　　　費 �643，245 � �643，245 

14予　　　　　　備　　　　　　　費 � �15，021 �49，842 �64，863 

1予　　　　　　備　　　　　　費 �15，021 �49，842 �64，863 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��7，025，876 �335，712 �7，361，588 



平成24年度池田町一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総括

（歳　入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款 �補　正　前　の　額 �補　　　正　　　額 �計 

8地　　　方　　　特　　　例　　　交　　　付　　　金 �14，000 �1，889 �15，889 

14県　　　　　　　支　　　　　　　　出　　　　　　　金 �537，566 �6，601 �544，167 

16寄　　　　　　　　　　　附　　　　　　　　　　　金 �2，747 �100 �2，847 

17繰　　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　　金 �201，000 �4，264 �205，264 

18繰　　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　　金 �100，000 �316，008 �416，008 

19諸　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　　　入 �150，515 �6，850 �157，365 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �7，025，876 �335，712 �7，361，588 

【総　括】
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【総　括】 －　6　－

（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 ����一般財源 

国支出金 �県支出金 �地　方　債 �そ　の　他 

2総　　　　務　　　　費 �682，142 �152，916 �835，058 � �14 � �60 �152，842 

3民　　　　生　　　　費 �2，424，045 �20，322 �2，444，367 � �2，958 � �41 �17，323 

4衛　　　　生　　　　費 �678，484 �11，319 �689，803 � �1，000 � � �10，319 

6農　林　水　産　業　費 �539，876 �3，996 �543，872 � �341 � � �3，655 

7商　　　　工　　　　費 �51，973 �4，770 �56，743 � � � � �4，770 

8土　　　　木　　　　費 �656，728 �86，631 �743，359 � �2，288 � �683 �83，660 

10教　　　　育　　　　費 �928，717 �5，916 �934，633 � � � �100 �5，816 

12公　　　　債　　　　費 �643，245 � �643，245 � � � �△683 �683 

14予　　　　備　　　　費 �15，021 �49，842 �64，863 � � � � �49，842 

歳　　出　　合　　計 �7，025，876 �335，712 �7，361，588 � �6，601 � �201 �328，910 



2　歳入

（款）8地方特例交付金
（項）1地方特例交付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位・千円）

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

1地方特例交付金 �14，000 �1，889 �15，889 �1地方特例交付金 �1，889 �減収補てん特例交付金 

計 �14，000 �1，889 �15，889 � � � 

（款）14県支出金
（項）2県補助金

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

2民生費県補助金 �102，471 �2，958 �105，429 �1社会福祉費補助金 �399 �障害者自立支援対策臨時特別市町村実施事業交 付金 

4児童福祉費補助金 �2，559 �子育て支援対策臨時特例交付金 

3衛生費県補助金 �21，615 �1，000 �2乙615 �2環境衛生費補助金 �1，000 �清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金 

4農林水産業費県補助金 �69，314 �341 �69，655 �1農業費補助金 �341 �飛騨・美濃じまん農産物育成支援事業補助金 

6土木費県補助金 �12，105 �2，288 �14，393 �3公共下水道事業補助金 �2，288 �特定基盤整備推進交付金 

計 �270，443 �6，587 �277，030 � � � 

（款）14県支出金

（項）3委託金

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

1総務費香 �金 �43，941 �14 �43，955 �5統計調査費委託金 �14 �経済センサス活動調査委託金 

十 �48，046 �14 �48，060 � � � 

【地方特例交付金】【県支出金】 －　7　－



l寄附金】【繰入金】【繰越金】【諸収入】

（款）16寄附金

（項）1寄附金

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

6教育費寄附金 �153 �100 �253 �1学校教育費寄附金 �100 �教育費寄附金 

計 �2，747 �100 �2，847 � � � 

（款）17繰入金

（項）2他会計繰入金

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

2南部簡易水道特別会計繰 入金 �6，000 �4，264 �10，264 �1南部簡易水道特別会計 繰入金 �4，264 �南部簡易水道特別会計繰入金 

計 �11，000 �4，264 �15，264 � � � 

（款）18繰越金
（項）1繰越金

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

1繰越金 �100，000 �316，008 �416，008 �1前年度繰越金 �316，008 �前年度繰越金 

計 �100，000 �316，008 �416，008 � � � 

（款）19諸収入

（項）5雑入

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

2過年度収入 �5，600 �6，699 �12，299 �1過年度収入 �6，699 �過年度後期高齢者医療給付費負担金精算金 

3雑入 �98，164 �151 �98，315 �1雑入 �151 �障害程度区分認定審査会事務費負担金精算金 　　　　　41 その他道の駅販売料　　50 



（款）19諸収入

（項）5雑入

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

ホームページ広告掲載料収入　　　　　　　60 

計 �103，765 �6，850 �110，615 � � � 

合　計 �7，025，876 �335，712 �7，361，588 � � � 

【諸収入】
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【総務費】

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 

2　財産管理費 �58，522 �152，000 �210，522 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　鱒方債　　その他　　－→般財源 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

152，000 

25　積立金 �152，000 �財産管理費　　　　　　　　　　　　　152，000 

財政調整基金積立金　　　　　　　　152，000 

4　交通安全対 �9，686 �900 �10，586 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

策費 ������9，686 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

900 

15　工事請負費 �900 �交通安全対策費　　　　　　　　　　　　　900 

交通安全施設設置工事請負費　　　　　　900 

6　情報管理費 �31，662 �0 �31，662 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

60　　　　　　△60 

情報振興事業費 

計 �509，698 �152，900 �662，598 � � � 

（款）2　総務費
（項）5　統計調査費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1統計調査費 �．848 �16 �864 � � �予算現領　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

848 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 

1報酬 �△124 �経済センサス活動調査費　　　　　　　　　16 

7　賃金 �98 �調査員報酬　　　　　　　　　　　　　　△124　臨時職員貸金　　　　　　　　　　　　　　　98 

11需用費 �51 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　　51　通信運搬費　　　　　　　　　　　　　　　△9 



（款〉　2　総務費
（項〉5　統計調査費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

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

12　役務費 �△9 � 

計 �848 �16 �864 � � � 

（款）3　民生費
（項）1社会福祉費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1社会福祉総 �389，893 �247 �390，140 � � �予算現蘭　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

務費 ������ 
今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

399　　　　　　　　　　　　　　41　　　　　△193 

13　委託料 �247 �社会福祉総務費　　　　　　　　　　　　　247 

障害福祉サービス受給者管理ソフト保守委託 

料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247 

3　介護保険阜 �291，416 �10，593 �302，009 � � �予算現領　　国支出金　　　県支出金　　　地方債　　その他　　・般財源 

業費 ������ 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

10，593 

19　負担金補助 �10，593 �介護保険事業費　　　　　　　　　　　　10，593 

及び交付金 ��揖斐広域連合過年度精算負担金　　　10，593 

5　国民年金事 �14，701 �158 �14，859 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　→般財源 

務費 ������ 
今回補正　国支出金　県支出金　地方債　その他　一般財源 　　　　　　　　　　　　　158 

13　委託料 �158 �国民年金事務費　　　　　　　　　　　　　158 

電算処理委託料　　　　　　　　　　　　158 

計 �1，249．789 �10，998 �1，260，787 � � � 

【総務費】【民生費】 －11－



【民生費】【衛生費】 －12　－

（款）3　民生費
（項）2　児童福祉費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1児童福祉総 �355．422 �9，324 �364，746 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

務費 ������ 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

2，559　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，765 

7　貸金 �90 �児童福祉総務費　　　　　　　　　　　　　3，247 

11需用費 �1，579 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　958　西保育園駐車場舗装工事請負費　　　　2，289 

12　役務費 �96 �児童館事業費　　　　　　　　　　　　　3，399 

15　工事請負費 �5，688 �温知児童館駐車場舗装工事請負費　　　3，399 

18　備品購入費 �1，857 �安心子ども基金事業　　　　　　　　　　　2，678 

27　公課費 �14 �臨時職員賃金　　　　　　　　　　　　　　90　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　443 

印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　178　車検等手数料　　　　　　　　　　　　　　96 

管理用備品購入費　　　　　　　　　　1，857　自動車重量税　　　　　　　　　　　　　14 

計 �1，174，251 �9，324 �1，183，575 � � � 

（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 

6　予防費 �45，332 �5，061 �50，393 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

5，061 

7　賃金 �598 �予防費　　　　　　　　　　　　　　　　　5，061 

11需用費 �4，359 �予防接種医師、看護師等賃金　　　　　　598　医薬材料費　　　　　　　　　　　　　4，359 

12　役務費 �104 �通信運搬費　　　　　　　　　　　　　　104 

10　環境衛生費 �54，035 �6，258 �60，293 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

1，000　　　　　　　　　　　　　　　　　　5，258 

8　報償費 �80 �環境衛生費　　　　　　　　　　　　　　　6，258 

11需用費 �80 �講師謝礼　　　　　　　　　　　　　　　　　80　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　　80 



（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 

18　備品購入費 �1，298 �環境衛生備品購入費　　　　　　　　1，298　住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 

19負担金補助 及び交付金 �4，800 

4，800 

計 �251，018 �11，319 �262，337 � � � 

（款）6　農林水産業費
（項）1農業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

3　農業振興費 �12，057 �341 �12，398 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　　‥般財源 

341 

19　負担金補助 �341 �農業振興費　　　　　　　　　　　　　　　　　341 

及び交付金 ��飛騨・美濃じまん農産物育成支援事業補助金 
341 

6　農地費 �137，155 �1，834 �138，989 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一一一般財源 

今回補正　国支出金　県支出金　地方債　その他　一般財源 　　　　　　　　　　　　1，834 

13　委託料 �1，834 �農業農村整備事業費　　　　　　　　　　1，834 

県単土地改良事業測量調査計画設計委託料 

1，8：54 

7　農業集落排 �240，674 �1，821 �242，495 � � �子算現額　　国支出金　　県支出金　　，地方債　　そ〝）他　　　一一般財源 

水事業費 ������240，674 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

1，821 

28　線出金 �1，821 �農業集落排水施設事業費　　　　　　　　1，821 

【衛生費】【農林水産業費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－13－



【農林水産業費】【商工費】【土木費】 －14　－

（款）6　農林水産業費
（項）1農業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

農業集落排水事業特別会計施設管理費繰出金 
1，821 

計 �451，017 �3，996 �455，013 � � � 

（款）7　商工費
（項）1商工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

2　観光費 �37，464 �4，770 �4乙234 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一一一一般財源 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

4，770 

15　工事請負費 �4，470 �観光振興費　　　　　　　　　　　　　　　300 

19負担金補助 　及び交付金 �300 �町観光協会等補助金　　　　　　　　　　　300 

観光施設管理費　　　　　　　　　　　　4，470 

維持補修工事請負費　　　　　　　　　　4，470 

計 �51，973 �4，770 �56，743 � � � 

（款）8　土木費
（項）1土木管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1土木総務費 �85，059 �3，121 �88，180 � � �予算現領　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財振 

3，121 

13　委託料 �3，121 �土木総務費　　　　　　　　　　　　　　　3，121 

土木事業測量調査設計委託料　　　　　2，811　土地登記委託料　　　　　　　　　　　　　310 

計 �85，059 �3，121 �88，180 � � � 



（款）8　土木費
（項）2　道路橋梁費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

2　道路維持費 �128，812 �27，760 �156，572 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

27，760 

13　委託料 �3，014 �道路維持費　　　　　　　　　　　　　　27，760 

15　工事請負費 �24，746 �町道維持修繕委託料　　　　　　　　　3，014　町道維持補修⊥事請負費　　　　　　　24，746 

3　道路新設改 �128，700 �7，111 �135，811 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

良費 ������1　　128，699 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

7，111 

17　公有財産購 �7，111 �道路新設改良費　　　　　　　　　　　　7，111 

入費 ��町道改良工事用地買収費　　　　　　　7，111 

5　道の駅事業 �32，291 �2，958 �35，249 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

費 ������ 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　→般財源 

2，958 

15　工事請負費 �2，958 �道の駅施設管理費　　　　　　　　　　　　2，958 

道の駅看板設置工事請負費　　　　　1，295　道の駅転落防止柵新設工事請負費　　　　347 

道の駅駐輪場設置工事請負費　　　　　　480　道の駅テナント及び歩道照明増設工事請負費 

374 道の駅足湯監視カメラ増設工事請負費　462 

計 �294，066 �37，829 �331，895 � � � 

【土木費】 ー15　－



【土木費】【教育費】 －16　－

（款）8　土木費
（項）4　住宅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1住宅管理費 �19，257 �683 �19，940 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

19，257 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

683 

13　委託料 �683 �住宅管理費　　　　　　　　　　　　　　　　683 

町営住宅明渡等訴訟事務委託料　　　　　683 

計 �19，257 �683 �19，940 � � � 

（款）8　土木費
（項）5　下水道費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1下水道整備 �221，326 �44，998 �266，324 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

費 ������221，326 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一一般財源 

28　線出金 �44，998 �下水道整備事業費　　　　　　　　　　　44 �998 

公共下水道事業特別会計繰出金　　　44 �998 

計 �221，326 �44，998 �266，324 � � � 

（款〉10　教育費
（項）2　小学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1学校管理費 �185，367 �1，075 �186，442 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

741　　184，626 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

100　　　　　　　975 

7　賃金 �975 �学校管理費　　　　　　　　　　　　　　　1，075 



（款）10　教育費
（項）2　小学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

18　備品購入費 �100 �臨時職員賃金　　　　　　　　　　　　　975　一般備品購入費　　　　　　　　　　　　100 

計 �194，648 �1，075 �195，723 � � � 

（款）10　教育費

（項）5　保健休育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1保健体育総 �225，749 �1，532 �227，281 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

務費 ������ 
今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　　一般財源 

1，532 

19　負担金補助 �1，532 �ぎふ国体推進事業　　　　　　　　　　　1，532 

及び交付金 ��集落公民館小規模修繕事業補助金　　　　359　民泊運営事業補助金　　　　　　　　　1，173 

2　保健体育施 �39，422 �3，309 �42，731 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

設費 ������ 

今回補正　国支出金　県支出金　地方債　その他　一般財源 　　　　　　　　　　　　　3，309 

11需用費 �1，267 �総合体育館費　　　　　　　　　　　　　　　997 

13　委託料 �72 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　997 

15　工事請負費 �1，970 �保健体育施設費　　　　　　　　　　　　　2，312 

修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　　270　広域グランド除草委託料　　　　　　　　　72 

池田公園野球場遮光ネット張替工事請負費 

1，970 

計 �350，116 �4，841 �354，957 � � � 

【教育費】 ー17　－



【公債費】【予備費】

（款）12　公債費
（項）1公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1元金 �542，986 �0 �542，986 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　→般財源 

△683　　　　　　　683 

元金 

計 �643，245 �0 �643，245 � � � 

（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 �15，021 �49，842 �64，863 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一一般財源 

15，021 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一一般財源 

49，842 

49，842 �予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　49，842 

予備費　　　　　　　　　　　　　　　　49，842 

計 �15，021 �49，842 �64，863 � � � 


