
議　第　22　号

平　成　24　年　度　　池　田　町　農　業　集　落　排　水　事　業　特　別　会　計　補　正　予　算　（第　3　号）

平成24年度　池田町農業集落排水事業特別会計補正予算（第　3　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 4，399　千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　　　372，414　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条第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。

平　成　25　年　3　月　4　日　提　出

－1－

池　田　町　長　　　岡　崎　和　夫



【第1表】 ー　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 

3県　　　　支　　　　出　　　　金 � �10，000 �7，610 �17，610 

1県　　　　補　　　　助　　　　金 �10，000 �7，610 �17，610 

4繰　　　　　　　入　　　　　　　金 � �246，070 �△3，2■11 �242，859 

1－　般　会　計　繰　入　金 �246，070 �△3，211 �242，859 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��368，015 �4，399 �372，414 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計 

1管＿　　　　　　理　　　　　　費 � �183，102 �4，399 �187，501 

1農　業　集　落　排　水　管　理　費 �183，102 �4，399 �187，501 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��368，015 �4，399 �372，414 

【第1表】 －　3　－



第　2　表　　　　繰　　越　　明　　許　　費

（単位：千円）

款 �項 �事　　　　　業　　　　　名 �金　　　額 

1．管　理　費 �1．農業集落排水管理費 �白鳥地区農業集落排水処理施設 機‘能診断委託業務 �2，000′ 

1．管　理　費 �1．農業集落排水管理費 �東光寺谷地区農業集落排水処理施設 機能診断委託業＿務 �2，000 

1．管　理　費 �1．農業集落排水管理費 �中谷地区農業集落排水処理施設 最適整備構想策定委託業務 �860 

1．管　理　費 �1．農業集落排水管理費 �徳谷地区農業集落排水処理施設 最適整備構想策定委託業務 �565 

1．管　理　費 �1．農業集落排水管理費 �大谷地区農業集落排水処理施設 最適整備構想策定委託業務 �720 

1．管　理　費 �1．農業集落排水管理費 �大津谷地区農業集落排水処理施設 最適整備構想策定委託業務 �1，094 

1．管　理　費 �1．農業集落排水管理費 �白鳥地区農業集落排水処理施設 最適整備構想策定委託業務 �408 

1．管　理　費 �1．農業集落排水管理費 �深歩谷地区農業集落排水処理施設 最適整備構想策定委託業務 �246 

1．管　理　費 �1．農業集落排水管理費 �東光寺谷地区農業集落排水処理施設 最適整備構想策定委託業務 �1，107 



平成24年度池田町農業集落排水事業特別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 

3県　　　　　　　支　　　　　　　出　　　　　　　金 �10，000 �7，610 �17，610 

4繰　　　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　　　金 �246，070 �△3，211 �242，859 

歳　　　　　‘入　　　　　　　合　　　　　　　計 �368，015 �4，399 �372，414 

【総　括】 －　5　－



【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 

1管　　　　理　　　　費 �■183，102 �4，399 �187，501 � �7，610 � � �△3，211 

歳　　出■　　合　　計 �368，015 �4，399 �372，414 � �7，610 � � �△3，211 



2　歳入

（款）3県支出金
（項）1県補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1農林水産業費県補助金 �10，000 �7，610 �17，610 �1農業集落排水事業補助 金 �7，610 �中谷地区低コスト型農業集落排水施設更新支援 事業補助金　582 徳谷地区低コスト型農業集落排水施設更新支援 事業補助金　287 大谷地区低コスト型農業集落排水施設更新支援 事業補助金　442 大津谷地区低コスト型農業集落排水施設更新支 援事業補助金81，6 凍歩谷地区低コスト型農業集落排水施設更新支 援事業補助金△32 白鳥地区低コスト型農業集落排水施設更新支援 事業補助金2，408 東光寺谷地区低コスト型農業集落排水施設更新 支援事業補助金3，107 

計 �10，000－ �7，610 �17，610 � � � 

（款）4繰入金
（項）1一般会計繰入金

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

1一般会計繰入金 �246，070 �△3，211 �242，859 �1鵬般会計繰入金 �△3，211 �施設管理費繰入金 

計 �246，070 �△3，211 �242，859 � � � 

合　計 �368，015 �4，399 �372，414 � � � 

【県支出金】【繰入金】 ー　7　－



【管理費】

3　歳出
（款）1管理費

－　8　－

（項）1農業集落排 ��水管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1中谷地区施 �23，888 �△474 �23，414 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

設管理費 ������2，000　　　　　　　　　19，403　　　　2，485 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

582　　　　　　　　　　　　　　　　　△1，056 

13　委託料 �△474 �中谷地区施設管理事業費　　　　　　　　△474 

保守管理委託料　　　　　　　　　　△1，056　処理施設機能診断委託料　　　　　　　△278 

最適整備構想策定委託料　　　　　　　　860 

2　徳谷地区施 �20，204 �750 �20，954 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

設管理費 ������2，000　　　　　　　　　12，903　　　　5，301 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

287　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　463 

13　委託料 �750 �徳谷地区施設管理事業費　　　　　　　　　750 

保守管理委託料　　　　　　　　　　463　処理施設機能診断委託料　　　　　　△278 

最適整備構想策定委託料　　　　　　　　565 

3　大谷地区施 �22，110 �834 �22，944 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

設管理費 ������2，000　　　　　　　　　16，074　　　　4，036 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

442　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　392＿． 

13　委託料 �834 �大谷地区施設管理事業費　　　　　　　　　834 

保守管理委託料　　　　　　　　　　　392　処理施設機能診断委託料　　　　　　　△278 

最適整備構想策定委託料　　　　　　　　720 
4　大津谷地区 �38，381 �176 �38，557 � � �予算現額　　ノ国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

施設管理費 ������2，000　　　　　　　　　　24，520　　　11，861 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

816　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△640 

13　委託料 �176 �大津谷地区施設管理事業費　　　　　　　176 

保守管理委託料　　　　　　　　　　△640　処理施設機能診断委託料　　　　　　　△278 

最適整備構想策定委託料　　　　　　1，094 



（款）1管理費
（項）1農業集落排 ��水管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

5　白鳥地区施 �18，768 �3，832 �22，600 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

設管理費 ������8，857　　　　　9，911 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

2，408　　　　　　　　　　　　　　　　　1，424 

11需用費 �100 �白鳥地区施設管理事業費　　　　　　　　3，832 

13　委託料 �3，732 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　100　保守管理委託料　　　　　　　　　　1，324 

処理施設機能診断委託料　　　　　　　2，000　最適整備構想策定委託料　　　　　　　　408 

6　深歩谷地区 �18，010 �△607 �17，403 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

施設管痙費 ������2，000　　　　　　　　　　5，457　　　10，553 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△32　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△575 

13　委託料 �△607 �深歩谷地区施設管理事業費　　　　　　　△607 

保守管理委託料　　　　　　　　　　△5元　処理施設機能診断委託料　　　　　　△278 

最適整備構想策定委託料　　　　　　　　246 

7　東光寺谷地 �41，741 �△112 �41，629 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

区施設管理 ������24，727　　　17，014 

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

3，107　　　　　　　　　　　　　　　　△3，219 

13　委託料 �292 �東光寺窄地区施設管理事業費　　　　　△112 

15　工事請負費 �△404 �保守管理委託料　　　　　　　　　△2，815　処理施設機能診断委託料　　　　　　2，000 

最適整備構想策定委託料　　　　　　1，107　下水管布設工事請負費　　　　　　　　△404 

計 �183，102 �4，399 �187，501 � � � 

【管理費】 －　9　－


