
議　第17　号

平　成　24　年　度　　池　田　町　一　般　会　計　補　正　予　算　（第　9　号）

平成24年度　池田町一般会計補正予算（第　9　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　　　　　　589，213　千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　8，096，279　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。

（繰越明許費）

第2条　地方自治法第213粂第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」

による。

（地方債の補正）

第3条　地方債の変更は、「第3表　地方債補正」による。

平成　25　年　3　月　4　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 

1町　　　　　　　　　　　　　・税 � �2，728，844 �20，611 �2，749，455 

1町　　　　　　　民　　　　　　　税 �1，223，005 �17，125 �1，240，130 

2固　　　定　　　資　．産　　税　′ �1，344，845 �1，200 �1，346，045 

4町　　た　　　ば　　」　　税 �109，688 �2，286 �111，974 

12使　用　料　及　び　手　数、・料 � �81，489 �△2，506 �、78，983 

1使　　　　　　用1　　　　　料 �68，127 �△2，786 �65，341 

2手　　　　　　数　　　　　　料 �13，362 �280 �13，64‾2 

13国　　庫　　支　　出　　金 � �566，963 �161，768 �728，731 

1国　　　庫　　　負　　　担　　　金 �506，674 �‾38，691 �545，365 

2国　　　庫　　補　　助　　金 �55，513 �122，878 �178，391 

3委　　　　　　　託　　　　　　金 �4，776 �19　9 �4，975 

14＿県　　　支　　■出　　　金 � �571，140 �2，598 �573，738 

1県　　　■　負‾　　　担　　　　金 �‾　218，345 �7，990 �226，335 

2県　　　廟　　　助　　　金 �296，194 �△4，5㌔52 �291，642 

3委　　　　　　　託　　　　　　　金 �56，601 �△840 �55，76．1 

15財　　　　産　　・収　　　　入 � �3，497 �321 �3，818 

1財　　産　　運　　用　　収　　入 �3，495 �32－1 �3，816 

16寄　　　　　　附　　　　　■　金 � �2，877 �6　24 �3，501 

1寄　　　　　　附　　　　　　金 �2，877 �624 �3，501 



（単位：千円） 

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

17繰　　　　　　入　　　　　　　金 � �205，264 �△38，264 �167，000 

1基　　金　　繰　　入　　金 �190，000 �△40，000 �150，000 

2他　　会　　計　　繰　　入　　金 �15，264 �1，736 �17，000 

19諸　　　　　　一収　　　　　　　入 � �1‾57，872 �12，061 �169，933 

3受　　託　　事　　業　　収　　入 �37，356 �△587 �36，769′ 

5雑　　　　　　　　　　　　　　　入 �112，005 �12，648 �124，653 

20町　　　　　　　　　　　　　　　債 � �448，280 �432，000 �880，280 

1町　　　　　　　　　　　　　　　債 �448，280 �432，000 �880，280 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��7，507，066 �589，213 �8，096，279 

【第1表】 －　3　－



【第1表】 －　4　－

（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

2総　　　　　　務　　　　　　　費 � �836，957 �23，372 �860，329 

1総　　務■　　管　　理　　費 �657，854 �22，764 �6－－80，618 

・‾2徴　　　　　　税　　　　　　費 �121，440 �1，213 �122，653 

3戸　籍　住　民　基　本　台　帳　費 �33，383 � �33，383 

4選　　　　　　挙　　　　　　費 �23，003 �△605 �22，398 

3民　　　　　　生　　　　　　　費 � �2，463，224 �28，650 �2，491，874 

1社　　会　　　福　　祉　　費 �1，257，349 �40，554 �1，297，903 

2児　　童　　福　　祉■・　費 �1，205，870 �△11，904 �1，193，966 

4衛　　　　　　生　　　　　　　費 � �701，068 �△5，333 �695，735 

1保　　健　　衛　　　生　　費 �276，762 �△4，843 �271，919 

2清　　　　　　掃　　　　　　費 �346，100 �△490 �345，610 

6農　　林　　水　　産　　業　　費 � �563，351 �△12，289 �551，062 

1農　　　　　　業　　　　　　費 �473，568 �△9，425 �464，143 

2林　　　　　　業　　　　　　費 �89，783 �△2，864 �86，919 

8土　　　　　　木　　　　　　　費 � �757，523 �△85，689 �671，834 

1土　　木　　管　　理　　費 �96，・177 �△9，849 �86，328 

2道　　路　　橋　＿　梁　　費 �337，437 �△51，019 �286，418、 

3河　　　　　　川　　　　　　費 �31，311 �△2，632 �28，679 

4住　　　　　　宅　　　　　　費 �20，565 �△264r �20，301 

5下　　　　水　　　　道　　　　費 �266，324 �△21，262 �245，062 



（単位：千円）

款 �項 �補　正　前　＿の　′額 �補　　　　正　　　　額 �計 

6都　　市　　計　　画　　費 �5，7109 �△663 �5，046 

9消　　　　　　　防　　　　　　　費 � �316，028 �△5，385 �、310，643 

1消　　　　　　　防　　　　　　費 �316，028 �△5，385 �310，643 

10教　　　　▲育　　　　　費 � �937，182 �609，243 �1，546，425 

1教　　育　　総　　務　　費 �88，970 �△1，178 �87，792 

2小　　　　学　　　　校　　　　費 �195，274 �617，769 �813，043 

3中　　　　学　　　　校　　　　費 �55，153 �・△516 �54，637 

4社　　会　　　教　　　育　　費 �240，283 �△5，902 �234，381 

5保　　健　・体　　育　　費 �357，502 �△930 �356，572 

12公　　　　　　債　　　　　　費 � �694，581 � �694∴581 

1公　　　　　　債　　　　　　費 �694，581 � �694，581 

14予　　　　　　備　　　　　　　費 � �90，200 �36，644 �126，844 

1予　　　　　隠　　　　　費 �90，200 �3．6，6‾44 �126■，844 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��7，507，066 �589，213 �8，096，279 

【第1表】 ー　5　－



第　2　表　　　　繰　　越　　明　　許　　費

（単位：千円）

款 �項＿ �事　　　　　業　　　　　名 �金　　　額 

8．土ノ木　費 �2．道路橋梁費 �路　面　調　査　委　＿寵　業　務、 �3，150 

8十土　木　費 �2．道路橋梁費 �県　営　土　木　事　業　負　担　金 �1，968 

9．消　防　費 �1．消　防　＿費 �地域防災計画作成委託業痍 �5，260 

10．教　育　費 �2・＿小学校費 �八幡小学校校舎改築事業＿ �621，363 



第　3　表　　　　地　方　債　補　正

（単位：一千円）

起　　債　　の　　目　　的 �補　　　　　　正　　　　　　前 ����補　　　　正　　　　後 
限度額 �起債の 方法 �利　　率 �償　還　の　方　法 �限度額 �起債の 方法 �利　率 �償還の 方法 

八幡小学校校舎改築事業債 （緊急防災・減災事業分） �0 �証書借入 又は 証券発行 �4．0％以内 （但し、利率見 直し方式で借り 入れる政府資金 等について、利 率見直しを行っ た後においては 当該見直し後の 利率） �政府資金について は、その融資条件に より、銀行その他の 場合笹はその債権者 と協建するものによ る。 但し、町財政の都 合により据置期間及 び償還期限を短縮 し、又は繰上償還も しくは低利に借換え することができるこ �23，000 �補正前 と同じ、 �補正前 と同じ �補正前 と同じ 

八幡小学校校舎改築事業債 （学校教育施設等整備事業分） �0 ����409，000 

－　7　－



【総　括】

1　総括

（歳　入）

ー　8　－

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

（歳　入）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

款 �補　正　前　の　額 �補　　　正　　　額 �計 

1町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税 �2，728，・844 �20，611 �2，74、9，455 

12使　　用　　料　　及　　び　　手　　数　　料 �81，489 �△2，506 �78，983 

13国　　　　　庫　　　　　支　′‾　　　　出　　　　　金 �566，963 �161，768 �728，731 

14県　　　　　　　支　　　　　　　出　　　　　　　金 �571，140 �2，598 �573，738 

15財‾■　　　　　　　産　　　　　　　収　　　　　　　入 �3，497 �321 �3，818 

16寄　　　　　　　　　　　附　　　　　　　　　　　金 �2，877 �624 �3，501 

17繰　　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　　金 �‾205，264 �△38，264 �167，000 

－19諸　　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　　　　入 �157，872 �12，061 �169，933 

20町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　債 �448，280 �432，000 �880，280 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �7，507，066 �589，213 �8，096，279 



（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 �－　836，957 �23，372 �860，329 �199 �△814 � �401 �23，586 

3民　　　　生　　　　費 �2，463，224 �28，650 �2，491，874 �14，891 �12，265 � �△39，456 �40，950 

4衛　　　　生　　　　費 �701，068 �△5，333 �695，735 �8軍7 �△1，227 � �105 �△5，038 

6農　林　水　産　業　費 �563，351 �△12，289 �551，062 � �△1年7 � �△587 �△11，555 

8土　　　　木　　　　費 �757，523 �△85，689 �671，834 �△1，039 �△2，479 � �△3，220 �△78，951 

9消　　　　防　　　■費 �316，028 �△5，385 �310，643 � � � �△875 �△4，510 

10教　　　　育　　　　費 �937，182 �609，Z43 �1，546，425 �146，890 �△5，000 �432，000 � �35，353 

12公　　　　債　　　　費 �694，581 � �694，581 � � � �3，561 �△3，561 

14予　　　　備　　　　費 �90，200 �36，644 �126，844 � � � � �36，644 

歳．出　　合　　計 �7，507，066 �589，213 �8，096，279 �161，768 �2，598 �432，000 �△40，071 �32，918 

【総　括】 －　9　－



【町税】【使用料及び手数料】

2　歳入

（款）1町税

－10　－

（項）1町民税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1個人分 �1，087，784 �8，318 �1，096，102 �1現年課税分 �5，418 �町民税個人 

2滞納繰越分． �2，900 �町民税個人滞納分 

2法人分 �135，221 �8，807 �144，028 �1現年課税分 �8，807 �町民税法人 

計 �1，223，005 �－17，125 �1，240，130 � � � 

（款）1町税
（項）2固定資産税

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

1固定資産税 �1，344，841 �1，200 �1，346，041 �2滞納繰越分 �1，200 �固定資産税滞納分 

計 �1，344，845 �1，200 �1，346，045 � � � 

（款）1町税
（項）4町たばこ税

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

1町たばこ税 �109，688 �2，286 �111，974 �1現年課税分 �2，286 �町たばこ税 

計 �109，688 �2，286 �111，974 � � � 

（款）12使用料及び手数料
（項）1使用料

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

3土木費使用料 �58，229 �△2，786 �55，443 �1道路橋梁費使用料 �△3，426 �道路占用料　　　　　220 道の駅テナン、ト使用料　　　△2，196 



（款）12使用料及び手数料
（項）1使用料

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

テナント電気使用料　　　△1，100 テナント水道使用料　　　　△350 

2河川費使用料 �640 �法定外公共物占用料 

計 �68，127 �△2，786 �65，341 � � � 

（款）12使用料及び手数料
（項）2手数料

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

3土木費手数料 �435 �280 �715 �1土木総務費手数料 �280 �屋外広告物設置許可手数料 

計 �13，362 �280 �13，642 � � � 

（款）13国庫支出金
（項）1国庫負担金

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

1民生費国庫負担金 �506，673 �13，158 �519，831 �1社会福祉費負担金 �16，910 �障害者自立支援給付費負担金　12，365 障害者自立支援給付費負担金清算金　4，545 

2社会福祉住民費負担金 �201 �国民健康保険保険基盤安定負担金162 国民健康保険保険基盤安定負担金（介護分） 　　　　　39 

3児童福祉費負担金 �△3，953 �保育所運営費負担金　　857 子どものための手当負担金　△8，357 子どものための手当負担金精算金　3，547 

4教育費国庫負担金 �0 �25，533 �25，533 �1学校費負担金・ �25，533 �公立学校施設整備費負担金 

計 �506，674 �38，691 �545，365 � � � 

【使用料及び手数料】【国庫支出金】 －11－



【国庫支出金】【県支出金】

（款）13国庫支出金
（項）2国庫補助金

一12　－

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

1民生費国庫補助金 �10，858 �1，733 �12，591 �1社会福祉費補助金 �1，733 �障害者地域生活支援事業費補助金 

2衛生費国庫補助金 �7，898 �827 �8，725 �2環境衛生費補助金 �827 �浄化槽設置整備事業補助金 

3土木費国庫補助金 �33，289 �△1，039 �32，250 �1土木費補助金 �△1，039 �社会資本整備総合交付金 

4教育費国庫補助金 �3，468 �121，357 �124，825 �1学校費補助金 �△659 �特別支援教育就学奨励費補助金　△130 就園奨励費補助金　　　　△529 

2学校施設環境改善交付 金 �122，016 �学校施設環境改善交付金（八幡小学校校舎改築 事業分） 

計 �55，513 �122，878 �178，391 � � � 

（款）13国庫支出金
（項）3委託金

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

1総務費委託金 �194 �199 �393 �1戸籍住民基本台帳費委 託傘 �199 �外国人登録事務委託金　　　　△4 中長期在留者住居地届出等事務委託金　203 

計 �4，776 �199 �4，975 � � � 

（款）14県支出金

（項）1県負担金

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

1民生費県負担金 �215，845 �7，990 �223，835 �1社会福祉費負担金 �5，278 �障害者自立支援給付費負担金　6，182 俸険基盤安定負担金　　△911 特別両慰金等支給事務交付金　　7 

2社会福祉住民費負担金 �758 �国民健康保険保険基盤安定負担金　660 国民健康保険保険基盤安定負担金（介護分） 　　　　　98 



（款）14県支出金

（項）1県負担金

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

3児童福祉費負担金 �1，954 �保育所運営費負担金　　428 子どものための手当負担金　959 子どものための手当負担金精算金　567 

計 �218，345 �7，990 �226，335 � � � 

（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 �105，・429 �4，275 �109，704 �・1社会福祉費補助金 �3，423 �障害者地域生活支援事業費補助金　866 社会福祉費補助金精算金　　2，227 障害者福祉費補助金　　330 

3福祉医療費補助金 �1，668 �福祉医療費補助金　　　1，611 福祉医療費助成事業事務費補助金　　57 

ノ5児童育成事業費補助金 �△816 �放課後児童健全育成事業補助金 

3衛生費県補助金 �25，299 �△1，227 �24，072 �1保健衛生費補助金 �△246 �妊婦健診公費負担拡充交付金　△363 子宮頸がん等ワクチン接種促進事業費補助金 　　　　．117 

2環境衛生費補助金 �△981 �浄化槽設置整備事業補助金 

4農林水産業費県補助金 �85，064 �△147 �184，917 �2農地費補助金 �△50 �農地・水・環境保全管理支払補助金 

3林業費補助金 �△97 �森林病虫害防除補助金 

6土木費県補助金 �14，393 �△2，453 �11，940 �1土木総務費補助金 �△278 �木造住宅耐震診断補助金　　△68 木造住宅耐震補強工事費県補助金　540 建築物耐震診断補助金　　△750 

2地籍調査費補助金 �△2，175 �地籍調査補助金 

7教育費県補助金 �60，028 �△5，000 �55，028 �2保健体育費補助金 �△5，000 �国体関連施設整備事業補助金 

計 �296，194 �△4，552 �291，642 � � � 

【県支出金】 －13　－



【県支出金】【財産収入】【寄附金】

（款）14県支出金

（項）3委託金

ー14　－

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

＿1総務費妻託金 �52，496 �△840 �51，656 �4選挙費委託金 �△814 �県知事選挙委託金　　　　870 衆議院議員総選挙委託金　　△1，684 

5統計調査費委託金 �△26 �建築物等実態調査委託金 

計■ �56，601 �△840 �55，761 � � � 

（款）15財産収入

（項）1財産運用収入

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

2利子及び配当金 �2，176 �321 �2，497 �1利子及び配当金 �321 �財政調整基金利子　　318 地域福祉基金利子　1 土地開発基金利子　1 下水道建設基金利子　1 

計 �3，495 �321 �3，816 � � � 

（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 

1民生費寄附金 �181 �544 �725 �1老人福祉費寄附金 �44 �福祉事業寄附金 

4社会福祉費寄附金 �500 �障害福祉費寄附金 

9総務費寄附金 �0 �80 �80 �2公共鉄道支援寄附金 �80 �公共鉄道支援寄附金 

計 �2，877 �624 �3，501 � � � 



（款）17繰入金

（項）1基金繰入金

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

2地域福祉基金繰入金 �40，000 �△40，000 �0 �1地域福祉基金繰入金 �△40，000 �地域福祉基金繰入金 

計 �190；000 �△40，000 �1■50，000 � � � 

（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 

1北蔀簡易水道特別会計繰 入金 �5，000 �300 �5，300 �1北部簡易水道特別会計 繰入金 �300 �北部簡易水道特別会計繰入金 

2南部簡易水道特別会計繰 入金 �10，264 �1，436 �11，700 �1南部簡易水道特別会計 繰入金 �1，436 �南部簡易水道特別会計繰入金 

計． �15，264 �1，736 �17，000 � � � 

（款）19諸収入

（項）3受託事業収入

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

2農林水産業費受託事業収 入 �2，060 �△587 �1，473 �2林業費受託事業収入 �△587 �分収造林受託料 

計 �37，356 �△587 �36，769 � � � 

（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 

3雑入 �99，705 �12，648 �112，353 �1雑入 �12，648 �消防団員退職報償金　　　　　　　　△1，575 

【繰入金】【諸収入】 －15　蠣



【諸収入】【町債′】

（款）19諸収入

（項）5雑入

－16　－

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

岐阜県市町村振興協会配分金4，353 道の駅記念きっぷ販売収入△450 市町村振興協会市町村交付金6，218 自主防災組織育成事業助成金700 岐阜県後期高齢者医療制度円滑運営補助金 　105 公営住宅火災共済金　3，297 

計 �112，005 �．12，648 �124，653 � � � 

（款）20町債

（項）1町債

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

3教育債 �0 �432，000 �432，000 �1緊急防災・減災事業債 �23，000 �八幡小学校校舎改築事業債 

2学校教育施設等整備事 業債 �409，000 �八幡小学校校舎改築事業債 

計 �448，280 �432，000 �880，280 � � � 

合　計 �7，507，066 �589，213 �8，096，279 � � � 



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 

1一般管理費 �336，058 �△9，750 �326，308 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

2，916　　　　　　　　　　9，979　　　323，163 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△9，750 

2　給料 �△730 �一般管理費　　　　　　　　　　　　　△9，750 

4　共済費 �△1，700 �一般職等給料　　　　　　　　　　　　△730　社会保険料等　　　　　　　　　・△1，700 

7　賃金 �△5，300 �臨時職員賃金　　　　　　　　　　△5，300　消耗品費　　　　　　　　　　　　△1，000 

11需用費 �△1，400 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　△400　庁用備品購入費　　　　　　　　　　　△150 

18　備品購入費 �△150 �区長会研修費　　　　　　　　　　　　△300　特別職研修費　　　　　　　　　　　　　△20 

19負担金補助 及び交付金 �△470 �職員研修費　　　　　　　　　　　　　　△50　職員採用試験負担金　　　　　　　　　△100 

2　財産管理費 �210，656 �36，100 �246，756 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

2，195　　　208，461 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　‾一般財源 

321　　　35，779 

13　委託料 �7，720 �財産管理費　　　　　　　　　　　　　　36，100 

14　使用料及び �△1，860・ �庁舎管理委託料　　　　　　　　　　　△100　エネルギーサービスプロバイダ業務委託料 

貸借料 ��231 

17　公有財産購 �29，919 �池野駅北整備事業業務委託料　　　　7，589　－備品リース料　　　　　　　　　　△1，860 

入費 ��庁舎駐車場用地購入費　　　　　　　29，919　財政調整基金利子積立金　　　　　　　　318 

25　積立金 �321 �地域福祉基金利子積立金　　　　　　　　1　下水道建設基金利子積立金　　　　　　　1 

土地開発基金利子積立金　　　　　　　　1 

3　企画費 �55，646 �△3，073 �52，573 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

3，780　　　　　　　　　　　1　　　51，865 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

80　　　△3，153 

11需用費 �△2，569 �企画費　　　　　　　　　　　　　　　△3，073 

13　委託料 �△504 �消耗品衷　　　　　　　　　　　　　△300　燃料費　　　　　　　　　　　　　　△500 

印刷製本費　　　　　　　　　　　　△269　修繕料　　　　　　　　　　　　　△1，500 

コミュニティバス運行業務委託料　　　△504 

【総務費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－17－



【総務費】

（款）2　総務費

ー18　－

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿凰＿＿＿1＿＿絵 �腐管理者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一（単立十千一一一） 

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

4　交通安全対 �10，586 �△300 �10，286 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方凰　　その他　　一般財源 

策費 ������10，586 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　サ般財源 

△300 

15　工事請負費 �△300 �交通安全対策費　　　　　　　　　　　　△300 

交通安全施設設置工事請負費　　　　　△300 
5　文書広報費 �5，904 �△500 �5，404 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

′624　　　　　　　　　　144　　　　5，136 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△500 

11需用費 �△500 �文書年報費　　　　　　　　　　　　　△500 

印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　△500 
6　情報管理費 �33，717 �487 �34，204 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

2，918　　　　30，799 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

487 

9　旅費 �△10 �情報振奥事業費　　　　　　　　　　　　　79 

11需用費 �△482 �職員普通旅費　　　　　　　　　　　　△10　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　88 

15　工事請負費 �629 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　△367　ネットワーク機器購入費　　　　　　　368 

18　備品購入費 �368 �情報ステイション池田事業費　　　　　　△203 

19負担金補助 及び交付金 �△18 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　△203 

電子計算費　　　　　　　　　　　　　　　611 

基幹業務システム用サーバラック工事請負費　　電算職員研修負担金　　　　　　　　△18 

629 

7　諸費 �5，287 �△200 �5，087 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

5，287 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一．般財源 

△200 

19　負担金補助 �△200 �諸費　　　　　　　　　　　　　　　　　　△200 

及び交付金 ��団体育成振興補助金　　　　　　　　　△200 

計 �657，854 �22，764 �680，618 � � � 



（款）2　総務費
（項）2　徴税費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

Ⅰ税務総務費 �85，145 �△642 �84，503 � � �・予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

36，000　　　　　　　　　　　　　　　　　49，145 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△642 

13　委託料　‾ �△642 �固定資産課税台帳整備事業　　　　　　　△642 

固定資産航空写真撮影委託料　　　　　△642 

2　賦課徴収費 �36，295 �1，855 �38，150 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債■　　その他　　一般財源 

．2，661　　　33，634 

今回補正　　一国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

1，855 

8　報償費 �△273 �賦課療収費　　　　　　　　　　　1，855 

23償遷金利子 　及び割引料 �2，128 �町税前納報奨金　　　　　　　　　　　△273　町税過誤還付金及び加算金　　　　　　2，128 

計 �121，440 �1，213 �122，653 � � � 

（款）2　総務費
（項）3　戸籍住民基 ��本台帳費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1戸籍住民基 �33，383 �0 �33，383 � � �予算現療　　国支出金】県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

本台帳費 ������194　　　　　　24　　　　　　　　　　7，800　　　　25，365 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

199　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△199 

戸籍住民基本台帳費 

計 �33，383 �0 �33，383 � � � 

【総務費】 －19　－



【総務費】【民生費】

（款）2　総務費

－　20　－

（項）4　選挙費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �補正前の額 �補■　正一額 �計 �＿　∴顛 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

′3　県知事選挙 �6，411 �870 �7，281 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　ノ　その他　　一般財源 

費 ������6，410　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1＿ 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

870 

3　職員手当 �260 �県知事選挙費　　　　　　　　　　　　　　　870 

13　委託料 �△1‾00 �職員手当　　　　　　　　　　　　　　　　260　電算委託料　　　　　　　　　　　　　△100 

1寧　備品購入費 �710 �選挙備品購入費　　　　　　　　　　　　710 

4　衆議院議員 �■　8，532 �△1，475 �＿　7，057 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源． 

総選挙費 ������8，500　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△1，684　　　　　　　　　　　　　　　　　　　209 

1報酬 �△115 �衆議院議員総選挙費　　　　　　　　　△1，475 

3　職員手当 �△1，300 �選挙管理委員報酬　　　　　　　　　　　△42　立会人報酬　　　　　　　　　　　　　　△73 

11需用費 �△60 �職員手当　　　　　　　　　　　　　　△1，300　食糧費　　　　　　　　　　　　　　　　　△60 

計 �23，003 �△605 �22，398 � � � 

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

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

1社会福祉総 �389，955 �30，972 �420，927 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

務費 ������115，399　　100，202　　　　　　　　　12，762　　161，592 

今回補正・　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

18，844　　　10，370　　　　　　　　△12，190　　　13，948 

12　役務費 �10 �社会福祉総務費　　　　　　　　　　　29，693 

19　負担金補助 �500 �自立支線給付等審査支払手数料　　　　　17　意見書作成料　　　　　　　　　　　　　△7 

及び交付金 ��町社会福祉協議会補助金　　　　　　　　500　心身障害者福祉給付金　　　　　　　　△200 

20　扶助費 �29，183 �障害者自立支援医療費給付金　　　　　△224　身体障害者福祉費助成事業助成金　　　　603 

28　線出金 �1，279 �障害者自立支援給付事業給付金　　17，451障害児通所支援事業給付金　　　　　7，650 

児童発達支援等利用者負担額軽減事業助成金　　障害者地域生活支援事業給付金　　　3，634 
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（款）3　民生費

（項）1社会福祉費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

目 �補正前の額 �補　年　額 �計 �‾‾一　節 ��説　　　　　明 
区　分 �金　額 

社会福祉住民費　　　　　　　　　　　　1，279 

保険基盤安定繰出金　　　　　　　　1，095　保険基盤安定繰出金（介護分）　　　　184 

2　老人福祉費 �91，773 �△2，410 �89，363 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

1，806　　　　　　　　　　21，987　　　　67，980 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△15，658　　　13，248 

3　職員手当 �△1，100 �老人福祉費　　　　　　　　　　　　　△2，410 

19　負担金補助 �△1，354 �、職員手当　　　　　　　　　　　　△1，100　老人保護措置費　　　　　　　　　△1，354 

及び交付金 ��地域福祉基金積立金　　　　　　　　　　　44 

25　積立金 �44 

3　介護保険事 �307，496 �△758 �306，738 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

業費 ������28，264　　　279，232 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△758 

19　負担金補助 �△758 �介護保険事業費　　　　　　　　　　　　△758 

及び交付金 ��揖‾垂広域連合負担金（その他一般）　△758 

4　福祉医療費 �246，406 �13，533 �259，939 � � �予算現額　　国支埋金ノ　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源． 

78，527　　　　　　　　　17，208　　　150，671 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

1，668　　　　　　　　△11，608　　　　23，473 

12　役務費 �133 �福祉医療費　　　　　　　　　　　13，533 

20　扶助費 �13，400 �福祉医療費審査支払手数料　　　　　　133　重度心身障害者扶助費　　　　　　　2，889 

乳幼児扶助費　　　　　　　　　　　　299　母子家庭等扶助費　　　　　　　　　1，573 

児童・生徒町単扶助費　　　　　　　　8，639 

【民生費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－21－



【民生費】 ー　22　－

（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 

6　後期高齢者 �208，579 �△1，216 �207，363 � � �予算現額　　国支由金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

医療費 ������26，743　　　　　　　　　　　　　　　　181，836 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△911　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△305 

28　線出金 �△1，216 �後期高齢者医療費　　　　　　　　　　△1，216 

保険基盤安定繰出金　　　　　　　　△1，216 

8介護サービ ス事業費 �0 �433 �ト　433 � � �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 

433 

23　償還金利子 �433 �24時間対応の定期巡回・随時対応サービス事 

及び割引料 ��業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　433 

過年度国庫補助精算金　　　　　　　　　433 

計 �1，257－，349 �40，554 �1，297，903 � � � 

（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． �386，098 �△6，397 �379，701 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

務考 ������5，838　　　10，391　　　　　　　　92，806　　　277，063 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 
′△816　　　　　　　　　　　　　　　△5，581 

7　貸金 �△3，079 �児童福祉総務費　　　　　　　　　　　△5，440 

19　負担金補助 �△3，318 �臨時職員貸金　　　　　　　　　　　△1，881　通園バス乗務員賃金　　　　　　　　　△241 

及び交付金 ��養基保育所組合負担金　　　　　　△3，318 

学童保育事業費　　　　　　　　　　　　△394 

児童クラブ指導員賃金　　　　　　　　△394 

児童館事窯費　　　　　　　　　　　　　△563 

臨時職員貸金　　　　　　　　　　　　　△563 



（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 

3　児童福祉運 �743，955 �△5，315 �738，640 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

営費 ������396，306　　　103，605　　　　　　　　　　42，397　　　201，647 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△3，953　　　　1，954　　　　　　　　　　　　　　　　　△3，316 

13　委託料 �2，831 �児童福祉運営費　　　　　　　　　　　△5，315 

19　負担金補助 �△1，691 �法人立保育園運営費（八幡分）　　　　2，475　法人立保育園運営費（市橋分）　　　　　356 

及び交付金 ��法人立保育園運営費補完費　　　　　△1，873　法人立保育園管理運営補助金　　　　　182 

20　扶助費 �△6，455 �、子どものための手当　　　　　　　　　△6，455 

4　障害児通所 �31，682 �■△192 �31，490 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　均方債　　その他　　一般財源 

支援事業費 ������28，448　　　　　3，234 

今回補正　　国支出金　　県支出金　一　地方債　　その他　　⊥般財源 

△192 

7　貸金 �△303 �障害児適所支援事業費　　　　　　　　　△192 

11需用費 �111 �臨時職員貸金　　　　　　　　　　　　△303　修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　111 

計 �1，205，870 �△11，904 �1，193，966 � � � 

（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 

1保健衛生総 �‾61，682 �△680 �61，002 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

務費 ������5　　　　　　　　　　　　　　　　1，397　　　　60，280 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債1その他　　一般財源 

△680 

3　職員手当 �△680 �保健衛生総務費・　　　　　　　　　　　△680 

職員手当　　　　　　　　　　　　　　　△680 

【民生費】【衛生費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－23－



【衛生費】 ー　24　－

（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 

4　母子保健事 �28，991 �△1，549 �27，442 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

業費 ������65　　　　5，668　　　　　　　　　　　292　　　　22，966 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△363　　　　　　　　　　　　　　　　△1，186 

7　貸金 �△138 �母子保健事業費　　　　　　　　　　．・△1，549 

13　委託料 �△1，180 �乳幼児健診貸金　　　　　　　　　　　△138　妊婦健康診査委託料　　　　　　　　△1，180 

19■負担金補助 及び交付金 �△231 �妊婦健診負担金　　　　　　　　　　　　△231 

5　成人保健事 �26，279 �△998 �25，281 � � �予算現額　‾　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

業費 ������1，168　　　　2，473　　　　　　　　　　3，135　　　19，503 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△998 

7　賃金 �△200 �成人保健事業費　　　　　　　　　　　　　△998 

13　委託料 �△798 �看護師貸金　　　　　　　　　　　　　△200　がん検診委託料　　　　　　　　　　　△798 

6　予防費 �56，359 �2，141 �58，500 � � �予算現疲・　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

9，057　　　　　　　　　　　　　　　　　47，302 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　「般財源 

117　　　　　　　　　　105　　　1，919 

7　貸金 �△80 �予防費　　　　　　　　　　　　　　　　2，141 

11需用費 �△317 �予防接種医師、看護師等賃金　　　　　△80　医薬材料費　　　　　　　　　　　　　△317 

13　委託料 �2，276 �予防接種委託料　　　　　　　　　　　2，276・予防接種負担金　　　　　　　　　　　　262 

19負担金補助 及び交付金 �262 

7　健康推進事 �1，394 �△340 �1，054 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

業費 ������135　　　　1，‾359 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△340 

8　報償費 �△200 �ワールドウオーキングチャレンジ事業強　△340 

11需用費 �△140 �記念品費　　　　　　　　　　　　　　△200　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　△50 

印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　△90 



（款）4　衛生費

（項）1保健衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

8　健康文化都 �1，504 �△498 �1，006 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

市推進事業 ������180　　　－1，324 

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

△498 

7　貸金 �△114 �若い人の健康づくり事業費　　　　　　　△498 

13　委託料 �△384 �30歳代の健康づくり健診賃金　　　　△114　30歳代の健康づくり健診委託料′■　　　△384 

10　環境衛生費 �60，293 �△2，919 �57，374 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

6，730　　　　8，101　　　　　　　　10，693　　　　34，769　‾ 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

827　　　　　△981　　　　　　　　　　　　　　　△2，765 

13　委託料 �△1，275 �環境衛生費　　　　　　　　　　　　　　2，400 

19　負担金補助 �△1，644 �、住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 

及び交付金 ��2，400 

リサイクル事業費　　　　　　　　　　　△1，275 

リサイクルセンター業務委託料　　　△1，275 

浄化槽設置事業費　　　　　　　　　　　△4，044 

浄化槽設置整備事業補助金　　　　　△2，942　町単独浄化槽設置整備事業補助金　　△1，102 

計 �．276，762 �△4，843 �271，919 � � � 

（款）4　衛生費
（項）2　清 �掃費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

3　し尿処理費 �114，665 �△490 �114，175 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

114，665 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△490 

14　使用料及び �△490 �し尿処理費　　　　　　　　　　　　　　　△490 

貸借料 ��大垣衛生施設組合し尿処理場使用料　　△490 

計 �346，100 �△490 �345，610 � � � 

【衛生費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－25－



【農林水産業費】

（款）6　農林水産業費

－　26　－

（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 

6　農地費 �139，934 �△6，214 �133，720 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

15，660　　　　　　　　　　　746　　　123，528 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△50　　　　　　　　　　　　　　　　△6，164 

11需用費 �△29 �農業農村整備事業費　　　　　　　　　△4，856 

13　委託料 �△155 �光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　　24　県単土地改良事業測量調査計画設計委託料 

15　工事請負費 �△4，725 �△155 

19負担金補助 及び交付金 �△1，305 �県単農道整備事業工事請負費　　　　△4，725 

農地・水・環境保全向上対策事業費．△1，3由 

消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　△26　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　△11 

印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　△16　農地・水・環境保全共同活動支援交付金 

△129 

農地・水・環境保全向上活動支援交付金 
△1，176 

7　農業集落排 �246，120 �△3，211 �242，909 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

．水事業費 ������246，120 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　そゐ他　　一般財源 

△3，211 

28　線出金 �△3，211 �農業集落排水施設専業費　　　　　　△3，211 

農業集落排水事業特別会計施設管理費繰出金 

△3，211 

計 �473，568 �△9，425 �464，143 � � � 



（款）6　農林水産業費
（項）2　林業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1林業振興費 �14，973 �△1，489 �13，484 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

2，273　　　　　　　　　　2，302　　　10，398 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△97　　　　　　　　　　　　△587　　　　　△805 

13　委託料 �△719 �林業振興事業費　　　　　　　　　　　　△1，489 

15　工事請負費 �＿　△770 �森林病害虫防除委託料　　　　　　　　△131　分収造林保育事業委託料　　　　　　　△588 

作業道補修工事請負費　　　　　　　　△770 

2　林渾事業費 �4，372 �△1，375 �2，997 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

4，372 

今回補正　．国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△1，375 

15　工事請負費 �△1，375 �林道事業費　　　　　　　　　　　　　　△1，375 

林道維持補修工事請負費　　　　　　△1，375 

計 �89，783 �△2，864 �86，919 � � � 

（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 �96，177 �△9，849 �86，328 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

12，205　　　　　　　　　　　410　　　　83，562 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　■　一般財源 

△2，453　　　　　　　　　　　280　　　△7，676 

2　給料 �△1，300 �土木総務費　　　　　　　　　　　　　△4，789 

3　職員手当 �△240 �一般職給料　　　　　　　　　　　　△1，300　職員手当　　　　　　　　　　　　　　　△240 

4　共済費 �△750 �職員共済組合負担金　　　　　　　　　△750　土木事業測量調査設計委託料　　　　　△649 

8　報償費 �△400 �木造住宅耐震診断委託料　　　　　　　△90．木造住宅耐震補強工事費補助金　　　　840 

9　旅費 �△20 �建築物耐震診断補助金　　　　　　　△1，000　池田町住宅バリアフリーリフォーム助成金 

11需用費 �△374 �△1，600 

12　役務費 �△7－7 �地籍調査事業費　　　　　　　　　　　△5，060 

【農林水産業費】【土木費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－27－



【土木費】 －　28　－

（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 

13＼委託料 �△4，891 �地籍調査推進員報償費　　　　　　　△400　職員普通旅費　　　　　　　　　　　△20 

14一使用料及び �△20 �消耗品費．　　　　　　　　　　　　　△310　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　　△34 

貸鹿料 ��印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　△30　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　△51 

19　負担金補助 �△1，777 �任意保険料負担金　　　　　　　　　　△26　地籍調査支援システム等保守委託料　　△31 

及び交付金 ��地籍調査業務委託料　　　　　　　△4，121　自動車借上料及び駐車料等　　　　　　△20 

岐阜県国土調査協革会費　　　　　　　△17 

計 �96，177 �△9，849 �86，328 � � � 

（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 

1道路橋梁総 �463 �△250 �213 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

務費 ������463 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△250 

19　負担金補助 �△250 �道路橋梁総務費　　　　　　　　　　　　　△250 

及び交付金 ��国道417号線改良整備期成同盟会負担金 

△250 

2　道路維持費 �153，624 �△1，695 �151，929 � � �予算現額　　国支出金　　痕支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

33，289　　　　　　　　　　　　　　　　　9，300　　111，035 

今回補正　　国支出金　　‾県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△1，039　　　　　　　　　　　　　　　　　　　220　　　　△876 

11需用費 �50 �道路維持費　　　　　　　　　　　　　　　　50 

13　委託料 �3，150 �光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　　50 

15　工事請負費 �△4，895 �社会資本整備総合交付金事業　　　　　△1，745 

路面調査委託料　　　　　　　　　　　3，150　本郷1号線舗装修繕工事請負費　　　△2，202 

本郷1云号線舗装修繕工事請負費　△2，693 



（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 

3　道路新設改 �144，301 �△38，841 �105，460 � � �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　　144，300 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△38，841 

15　工事請負費 �△7，920 �道路新設改良費　　　　　　　　　　　△36，441 

17　公有財産購 �△10，970 �道路改良工事請負費　　　　　　　　△5，520　町道改良工事用地買収費　　　　　△10，970 

入＿費 ��県営土木事業負担金　　　　　　△12，951町道改良工事物件補償費　　　　　△7，000 

19　負担金補助 �△12，951 �池野駅北道路整備専業費　　　　　　△2，400 

及び交付金 ��池野駅北道路改良工事請負費　　　　△2，400 

22補償補填及 　び賠償金 �△7，000 

4　橋梁維持費 �3，800 �△1，058 �2，742 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　、一般財源 

3，800 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　■一般財源 

△1，058 

15　工事請負費 �△1，058 �橋梁維持費　　　　　　　　　　　　　　△1，058 

橋梁維持修繕工事請負費　　　　　　△1，058 

5　道の駅事業 �35，249 �△9，175 �26，074 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

費 ������18，866－　　　16，383 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源′ 

△4，096　　　△5，079 

4　共済費 �△758 �道の駅施設管理費　　　　　　　　　　△9，175 

7　賃金 �△3，950 �社会保険料等　　　　　　　　　　△758　臨時職員賃金　　　　　　　　　　△3，500 

11需用費 �△4，300 �道の駅地内等交通整理ガードマン賃金　△450　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　△250 

18　備品購入費 �△167 �光熱水費　　　　　　　　　　　　　△4，050　備品購入費　　　　　　　　　　　　　△167 

計 �ノ337，437 �△51，019 �286，418 � � � 

【土木費】 －　29　－



【土木費】

（款）8　土木費

－　30　－

（項）3　河川費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1河川総務費 �31，311 �△2，・632 �28，679 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

3，870　　　　　　　　　　4，501　　　22，940 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

640　　　△3，272 

15　工事請負費－ �△2，632 �河川総務費　　　　　　　　　　　　　△2，632 
一級河川草刈工事請負衰　　　　　△2，632 

計 �31，311 �△2，632 �28，679 � � � 

（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 �20，565 �△264 �20，301 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

20，565 

今回補正　　国支出金　　県支出金．　地方債　　その他　　一般財源 

△264 

15　工事請負費 �△264 �住宅管理費　　　　　　　　　　　　　　　△264 

願成寺住宅テレビ共聴設備復旧工事請負費 

△264 

計 �20，5＿65 �△264 �20，301 � � � 



（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 �266，324 �△21，262 �245，062 � � �予算現額　■　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財顔 

費 ������2，288　　　　　　　　　　　　　　　　　264，036 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源・ 

△21，262 

28　線出金 �△21，262 �下水道整備事業費　　　　　　　　　　△21，262 

公共下水道事業特別会計繰出金　　△21，262 

計 �266，324 �△21，262 �245，062 � � � 

（款）8　土木費
（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 �3，683 �△663 �3，020 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

26’　　　　　　　　　　　　　　　　　3，657 

今回補正　■　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△637 

13　委託料 �△663 �都市計画費　　　　　　　　　　　　　　△663 

建築確認申請等データ更新業務委託料　△589　都市計画支援草本システム更新業務委託料 

△74 

計 �5，709 �△663 �5，046 � � � 

【土木費】 －　31－



【消防費】 －　32　－

（款）9　消防費
（項）1消防費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

2　非常備消防 �32，501 �△1，758 �30，743 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

費 ������5，784　　　　26，717 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△1，575　　　－　△183′ 

8　報償費 �△1，758 �非常備消防費　　　　　　　　　　　　△1，7．58 

退職団員報償金　　　　　　　　　　△1，758 

3　消防施設費 �258，156 �△1，684 �256，472 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地声債　　その他　　一般財源 

258，156 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△1，684 

15　工事請負費 �△1，215 �消防施設費　　　　　　　　　　　　　△1，684 

18　備品購入費 �△469 �防火水槽修繕工事請負費　　　　　　△1，215　ホース等購入費　　　　　　　　　　　　△346 

消防車付属備品購入費　　　　　　　　△123 

4　防災費 �24，619 �△1，943 �22，676 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

149　　　　24，470 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 
700　－　　△2，643 

11需用費 �△343 �防災費　　　　　　　　　　　　　　　　△1，943 

19負担金補助 及び交付金 �△1，600 �印刷製本費　　　　　　　　　　　△343　日．主防災組織補助金　　　　　　　△1，600 

計 �316，028 �△5，385 �310，643 � � � 



（款）10　教育費

（項）1教育総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

2　教育委員会 �63，402 �△1，178 �62，224 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

事務局費 ������■3，038　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60，364 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△529　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△649 

3　職員手当 �△500 �教育委員会事務局費　　　　　　　　　△1，178 

19　負担金補助 �△892 �職員手当　　　　　　　　　　　　　　△500　就園奨励費（私立）　　　　　　　　　△892 

及び交付金 ��過納金返還金　　　　　　　　　　　　　　214 

23償還金利子 　及び割引料 �214 

計 �88，970 �△1，178 �87，792 � � � 

（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 �185，993 �618，259 �804，252 � � �予算現額　　由支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

841　　185，152 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

147，549　　　　　　　　　　432，000　　　　　　　　　　38，710 

＿7　貸金 �△4，994 �学校管理費　　　　　　　　　　　　　△3，104 

11需用費 �1，500 �臨時職員賃金　　　　　　　　　　　　△2，270　給食パート賃金　　　　　　　　　　　　△249 

13　委託料 �4，849 �少人数学級支援員賃金　　　　　　　△2，475　修繕料　　　　　　　　　　　　　　1・，500 

15　工事請負費 �616，321 �教師成人病検査委託料　　　　　　　　△103　結核検査委託料　　　　　　　　　　　　△90 

1■8　備品購入費 �583 �一般備品購入費　　　　　　　　　　　　583 

八幡小学校校舎改築事業費　　　　　　621，363 

工事監理委託料　　　　　　　　　　　5，042　八幡小学校校舎改築工事請負費　　　616，321 

【教育費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－33－



【教育費】

（款）10　教育費

－　34　－

（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 

2　教育振興費 �9，281 �△490 �8，791 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その坤　　一般財源 

277　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，004 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　．その他　　一般財源 

△82　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△408 

7　貸金 �△196 �教育振興費　　　　　　　　　　　　　　△294 

20　扶助費 �△294 �要保護準要保護児童就学援助費（小学校）　　　特別支援教育就学奨励費（小学校）　＿　△593 

299 

ほほえみ相談事業費　　　　　　　　　　　△196 

相談員賃金　　　　　　　　　　　　　　△196 

計 �195，274 �617，769 �813，043 � � � 

（款）10　教育費

（項）3　中学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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 �45，322 �△446 �・44，876 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

370　　　　44，952 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△446 

7　貸金 �△297 �学校管理費　　　　　　　　　　　　　　　△446 

13　委託料 �△197 �臨時職員賃金　　　　　　　　　　　　△297　漏水調査委託料　　　　　　　　　　　△105 

18　備品購入費 �48 �教師成人病検査委託料　　　　　　　　　△92　一般備品購入費　　　　　　　　　　　　　48 

2　教育振興費 �9，831 �△70 �・9，761 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

153　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，678 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△48　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△22 

7－賃金 �△109 �教育振興費　　　　　　　　　　　　　　　　39 

20　扶助費 �39 �要保護準要保護生徒就学援助費（中学校）　　特別支援教育就学奨励費（中学校）　△355 

394 

心の教室相談事業費　　　　　　　　　　　△109 



（款）10　教育費

（項）3　中学校費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

相談員賃金　　　　　　　　　　　　　　△109 

計 �55，153 �△516 �54，637 � � � 

（款）10　教育費

（項）4　社会教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

2　公民館費 �88，052 �△2，985 �85，067 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

3，500　　　　84，552 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　．一般財源 

△2，985 

7　貸金 �△750 �公民館総務費　　　　　　　　　　　△2，985 

11需用費 �△1，100 �地区公民館主事補賃金　　　　　　　　△750　光熱水費　　　　　　　　　　　　　△1，100 

13　委託料 �△294 �各公民館建築設備定期報告調査業務委託料　　　東公民館空調設備改修工事請負費　　　△156 

15　工事請負費 �△841 �・△294 

八幡公民館屋上西側屋根防水改修工事請負費　　八幡公民館図書室空調機取替工事請負費 

△434　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△116 

八幡公民館非常放送設備改修工事請負費 

△135 

3　生涯学習振 �15，068 �△322 �14，746 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

興費 ������88　　　　　　　　　　　767　　　14，213 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

△322 

7　賃金 �△150 �青少年育成費　　　　　　　　　　　　　　△100 

8　報償費 �△100 �青少年育成地域活動講師謝金　　　　　△100 

13　委託料 �△72 �成人式費　　　　　　　　　　　　　　　　△72 

記念写真委託料　　　　　　　　　　　　△72 

ゆうごう・ほっと館振興事業費　　　．△150 

【教育費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－35－



【教育費】 －　36　－

（款）10　教育費

（項）4　社会教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

管理人賃金等　　　　　　　　　　　　△150 

4　文化財保護 �7，072 �△353 �6，・719 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

費・ ������32　　　　　7，040 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△353 

7　貸金 �△63 �文化財調査費　　　　　　　　　　　　　△353 

11需用費 �△30 �発掘調査人夫貸　　　　　　　　　　　　△63　消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　　△30 

12　役務費 �△1 �調査人夫保険料　　　　　　　　　　　　　△1　重機賃借料　　　　　　　　　　　　　　△259 

14使用料及び 褒借料 �△259 

6　図書館費 �86，167 �△2，242 �83，925 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

452　　　　85，715 

一　今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△2，242 

2　給料 �△400 �図書館総務費　　　　　　　　　　　　△2，242 

3　職員手当 �△360 �一般職給料　　　　　　　　　　　　　△400　職員手当　　　　　　　　　　　　　　　△360 

4　共済費 �△520 �職員共済組合負担金　　　　　　　　　△520　光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　△600 

11需用費 �△600 �電話料　　　　　　　　　　　　　　　　△40　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　△30 

12　役務費 �△70 �館舎総合管理委託料　　　　　　　　　△292 

13　委託料 �△292 

計 �240，283 �△5，902 �234，381 � � � 



（款）10　教育費

（項）5　保健体育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1保健体育総 �229，310 �△1，248 �2・28，062 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

務費 ������59，494　　　　　　　　　　2，307　　　167，509 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△5，000　　　　　　　　　　　　　　　　　3，752 

2　給料 �△740 �保健体育総務費　　　　　　　　　　　△1，203 

4　共済費 �△620 �一般職給料　　　　　　　　　　　　　△740　職員共済組合負担金　　　　　　　　　△620 

11嶺用費 �352 �光熱水費　　　　　　　　　　　　　　　352　郡体育協会負担金　　　　　　　　　　△195 

13　委託料 �△45 �国体関連施設整備事業　　　　　　　　　　△45 

19　負担金神助 �△195 �．総合体育館トレーニング室増築工事設計監理 

及び交付金 ��委託料　　　　　　　　　　　　　　　　△45 

2　保健体育施 �42，554 �23 �42，577 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

設費 ������2，147　　　　40，407 

今回補正　　国支出金　　頻支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

23 

11需用費 �200 �総合体育館費　　　　　　　　　　　　　　218 

13　委託料 �△42 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　　200　総合体育館清掃業務委託料　　　　　　△98 

15　工事請負費 �△135 �漏水調査委託料　　　　　　　　　　　　116 

青少年研修施設費　　　　　　　　　　　　△60 

管理業務委託料　　　　　　　　　　　　△60 

保健体育施設費　　　　　　　　　　　△135′ 

池田公園ソフトボール場放送機器取替工事請　　八幡小学校体育館暗幕取替工事請負費　△74 

負費　　　　　　　　　　　　　　　　　　△61 

3　保健体育振 �15，601 �295 �15，896 � � �予算現額／国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

興費 ������446　　　　　　　　　　2，525　　　12，630 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

295 

1報酬 �120 �保健体育振興費　　　　　　　　　　　　　641 

8　報償費 �△346 �スポーツ推進委員報酬　　　　　　　　120　コミュニティ助成事業備品購入費　　　△204 

18　備品購入費 �△204 �スポーツ団体全国大会出場助成金冬び激励金 

19負担金補助 及び交付金‾ �725 �725 

総合型地域スポーツクラブ推進事業費　　△346 

ジュニアスポーツ講師謝礼．　　　　△346 

【教育費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－37－



【教育費】【公債費】【予備費】

（款）10　教育費

－　38　－

（項）5　保健体育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

計 �357，502 �△930 �356，572 � � � 

（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 �599，656 �0 �599，656 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　、地方債　　その他　　一般財源 

14，600　　－　585，056 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

3，561　　　△3，561 

元金 

計 �694，581 �0 �694，581 � � � 

（款）14　予備費

（項）ト予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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 �90，200 �36，644 �126，844 � � �■予算現額　　国支出金　県支出金　　甲方便　　その他　一般財源 

90，200 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

36，644 

36，644 �予備費　　　　　　　　　　　　　　　　36，644 

予備費　　　　　　　　　　　　　　　36，644 

計 �90，200 �36，644 �126，844 � � � 


