
議　第　23　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　4　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　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条　歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 36，314　千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ　　　　　　906，821千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条　地方債の変更は、「第2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】 一　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 � �65，177 �2，800 �67，977 

1負　　　　　　　担　　　　　　金 �65，177 �2，800 �67，977 

2使　用　料　及　び　手　数　料 � �93，．963 �3，171 �97，134 

1使　　　　　　　用　　　　　　　料 �93，943 �3，171 �97，114 

4繰　　　　　　入　　　　　　　金 � �265，655 �△21，262 �244，393 

1他　　会　　計　　繰　　入　　金 �265，655 �△21，262 �244，393 

6諸　　　　　　　収　　　　　　　入 � �3，514 �3　7　7 �3，891 

1雑　　　　　　　　　　　　　　　入 �3，514 �377 �3，891 

7町　　　　　　　　　　　　　　　債 � �271，200 �△21，400 �249，800 

1町　　　　　　　　　　　　　　　債 �271，200 �△21，400 �249，800 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ��943，135 �△36，314 �906，821 



（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款 �項 �補．正　前　の　額 �補　　　　正　　　　額 �計． 

1事　　　　　　業　　　　　　　費 � �645，107 �△25，462 �619，645 

■1公　共　下　水　道　事　業　費 �645，107 �△25，462 �619，645 

2管　　　　　　　理　　　　　　　費 � �112，464 �△10，652 �101，812 

1公　共　下　水　道　事　業　管．理費 �112，464 �△10，652 �101，812 

3公　　　　　　債・　　　　　費 � �185，544 �△200 �185，344 

1公　　　　　　　債　　　　　　　費 �185，544 �△200 �185，344 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ��943，135 �△36，314 �906，821 

【第1表】 －　3　－



第　2　表

－　4　－

地　方　債　補　正

（単位：千円）

起　　債　　の　　目　　的 �補　　　　　　正　　　　　　前 ����隋　　　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 

公　共　下　水　道　事　業　債 �271，200 �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 場合にはその債権者 と協定するものによ 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。 �249，800 �補正前 と同じ �補正前 と同じ �補正前 と同じ 



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 �65，177 �2，800 �67，977 

2使　　用　　料　　及　－　び　　手　　数　　料 �93，963 �3，171 �97，134 

4繰　　　　　　　　　　　入　　　　　　　　　　　　金 �265，655 �△21，262 �244，393 

6諸　　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　　　　入 �3，514 �377 �3，891 

7町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　債 �271，200 �△21，400 �249，800 

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計 �943，135 �△36，314 �906，821 

【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事　　　　業　　　　費 �645，107 �△25，462 �619，645 � � �△21，400 �2，800 �△6，862 

2管　　　　理　　　　費 �112，464 �△10，652 �101，812 � � � �△43 �△10，609 

3公　　　　債　　　　費 �185，544 �△200 �185，344 � � � �3，214 �△3，414 

歳　　出　　合　　計 �943，135 �△36，314 �906，821 � � �△21，400 �5，971 �△20，885 



2　歳入

（款）1分担金及び負担金
（項）1負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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 �65，177 �2，800 �67，977 �1負担金 �2，800 �下水道受益者負担金 

計 �65，177 �2，800 �67，977 � � � 

（款）2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 

1使用料 �93，943 �3，171 �97，114 �1使用料 �3，171 �下水道使用料 

計 �93，943 �3，171 �97，114 � � � 

（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 �265，655 �△21，262 �244，393 �1一般会計繰入金 �△21，262 �管渠施設事業費繰入金　△6，861 管理総務費繰入金　△175 浄化センター管理費繰入金△10，277 管渠管理事業費繰入金　△535 下水道債償還利子繰入金　△3，214 一時借入利子繰入金　△200 

計 �265，655 �△21，262 �244，393 � � � 

【分担金及び負担金】【使用料及び手数料】【繰入金】 －　7　－



【諸収入】【町債】

（款）6諸収入
（項）1雑入

ー　8　－

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

1雅人 �3，514 �377 �3，891 �1、、雑入 �377 �建物災害共済金 

計 �3，514 �377 �3，891 � � � 

（款）7町債
（項）1町債

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

1土木債 �271，200 �△21，400 �249，800 �1公共下水道事業債 �△21，400 �公共下水道事業債 

計 �271，200 �△21，400 �249，800 � � � 

合　計 �943，135 �△36，314 �906，821 � � � 



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 �645，107 �△25，462 �619，645 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

業費 ������243，600　　　　　　　　　　271，200　　　65，177　‾　　　65，130 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

△21，400　　　2，800　　　△6，862 

13　委託料 �△3，897 �補助事業費 

15　工事請負費 �△20，937 �設計委託料　　　　　　　　　　　　　　△963　管渠工事請負費　　　　　　　　　　　　　963 

22　補償補填及 �△628 �非補助事業費　　　　　　　　　　　△22，528 

び賠償金 ��管渠工事請負費　　　　　　　　　　△21，900　補償費　　　　　　　　　　　　　　　　△628 

単独事業費　　　　　　　　　　　　　△2，934 

設計委託料　　　　　　　　　　　　　△2，934 

計 �645，107 �△25，462 �619，645 � � � 

（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 �112，464 �△10，652 �101，812 � � �予算現額　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

93，943　　　18，521 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　」般財源 

△43　　　△10，609 

8　報償費 �△175 �管理総務事業費　　　　　　　　　　　　　△175 

11需用費 �378 �受益者負担金一括納付報奨金　　　　　△175 

13　委託料 �△10，855 �浄化センター管理事業費　　　　　　　△9，942 

修繕料　　　　　　　　　　　　　　　378　処理施設保守管理委託料　　　　　△10，320 

管渠管理事業費　　　　　　　　　　　　　△535 

下水道台帳作成業務委託料　　　　　　△535 

計 �112，464 �△10，652 �101，812 � � � 

【事業費】【管理費】 －　9　－



【公債費】 －10　－

（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 �70，542 �△200 �70，342 � � �予算現額　　国支出全　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

70，542 

今回補正　　国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

3，214　　　△3，414 

23　償還金利子 �△200 �下水道債償還利子　　　　　　　　　　　△200 

及び割引料 ��一時借入利子　　　　　　　　　　　　　△200 

計 �185，544 �△200 �185，344 � � � 


