
議　第　91号

平　成　24　年　度　　池　田　町　公　共　下　水　道　事　業　特　別　会　計　補　正　予　算（第　2　号）

平成24年度　池田町公共下水道事業特別会計補正予算（第　2　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　　　　　　52，330　千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　　　942，330　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

ー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分　担　金　及　び　負　担　金 � �57，291 �7，326 �64，617 

1負　　　　　　　担　　　　　　　金 �57，291 �7，326 �64，617 

4繰　　　　　　　入　　　　　　　金 � �220，657 �44，998 �265，655 

1他　　会　　計　　繰　　入　　金 �220，657 �44，998 �265，655 

5繰　　　　　　越　　　　　　金 � �20 �6 �26 

1繰　　　　　　越　　　　　　金 �20 �6 �26 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��890，000 �52，330 �942，330 



く歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

款 �項 �補　正　前　の　額 �補　　　　正　　1額 �計 

1事　　　　　　業　　　　　　　費 � �590，000 �55，107 �645，107 

1公　共　下　水　道　事　業　費 �590，000 �55，107 �645，107 

2管　　　　　　理　　　　　　費 � �114，397 �△2，738 �111，659 

1公　共　下　水　道　事　業　管　理　費 �114，397 �△2，738 �111，659 

3公　　　　　　債　　　　　　　費 � �185，583 �△39 �185，544 

1公　　　　　　債　　　　　　費 �185，583 �△39 �185，544 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��890，000 �52，330 �942，330 

【第1表】
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【総　括】 ー　4　－

平成24年度池田町公共下水道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 

1分　　担　　金　　及　　び　　負　　担　　金 �57，291 �7，326 �64，617 

4繰　　　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　　　金 �220，657 �44，998 �265，655 

5繰　　　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　　　金 �20 �6 �26 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �890，000 �52，330 �942，330 



（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事　　　　業　　　　費 �590，000 �55，107 �645，107 � � � �7，326 �47，781 

2管　　　　理　　　　費 �114，397 �△2，738 �111，659 � � � � �△2，738 

3公　　　　債　　　　費 �185，583 �△39 �185，544 � � � � �△39 

歳　　出　　合　　計 �890，000 �52，330 �942，330 � � � �7，326 �45，004 

【総　括】 ー　5　－



【分担金及び負担金】【繰入金】【繰越金】

2　歳入

（款）1分担金及び負担金
（項）1負担金

ー　6　－

（単位：千円）

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

1公共下水道事業受益者負 担金 �57，291 �7，326 �64，617 �1負担金 �7，326 �下水道受益者負担金 

計 �57，291 �7，326 �64，617 � � � 

（款）4繰入金
（項）1他会計繰入金

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 �220，657 �44，998 �265，655 �1一般会計繰入金 �44，998 �管渠施設事業費繰入金　47，781 管理総務費繰入金　600 浄化センター管理費繰入金　△3，338 下水道債償還元金繰入金　△6 下水道債償還利子繰入金　△39 

計 �220，657 �44，998 �265，655 � � � 

（款）5繰越金
（項）1繰越金

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

1繰越金 �20 �6 �26 �1前年度繰越金 �6 �前年度繰越金 

計 �20 �6 �26 � � � 

合　計 �890，000 �52，330 �942，330 � � � 



3　歳出
（款）1事業費

（項）1公共下水道事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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

1管渠施設事 �590，000 �55，107 �645，107 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

業費 ������ 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

13　委託料 �12，500 �単独事業費　　　　　　　　　　　　　　55，107 

15　工事請負費 �5，600 �設計委託料　　　　　　　　　　　　12，500　附帯工事請負費　　　　　　　　　　　5，600 

22補償補填及 　び賠償金 �37，007 �補償費　　　　　　　　　　　　　　　37，007 

計 �590，000 �55，107 �645，107 � � � 

（款）2　管理費
（項）1公共下水道事業管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位．千円）

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

1施設管理費 �114，397 �△2，738 �111，659 � � �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 

△2，738 

8　報償費 �600 �管理総務事業費　　　　　　　　　　　　　　600 

11需用費 �△3，338 �受益者負担金一括納付報奨金　　　　　　600 

浄化センター管理事業費　　　　　　　△3，338 

修繕料　　　　　　　　　　　　　　△3，338 

計 �114，397 �△2，738 �111，659 � � � 

【事業費】【管理費】 －　7　－



t公債費】 ー　8　－

（款）3　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 

2　利子 �70，581 �△39 �70，542 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

70，581 

今回補正　国支出金　県支出金　地方債　その他　一般財源 　　　　　　　　　　　　　　△39 

23　償還金利子 �△39 �下水道債償還利子　　　　　　　　　　　　△39 

及び割引料 ��下水道債償還利子　　　　　　　　　　　△39 

計 �185，583 �△39 �185，544 � � � 


