
議第　25　号

平　成　25　年　度　　池　田　町　一　般　会　計　予　算

平成25年度　池田町一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）
第1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　　7，340，000　千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）
第2条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をするとができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担

行為」による。

（地方債）
第3条　地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償

還の方法は、「第3表　地方債」による。

（一時借入金）
第4条　地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、　500，000　千円と定める。

（歳出予算の流用）
第5条　地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。
（1）　各項に計上した給料、職員手当及び共済費（貸金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成　25　年　3　月　4　日　提　出

池　田　町　長　　　岡　崎　和　夫
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第　1　表　　　歳　入　歳　出　予　算

（歳　入）
款 �項 �金　　額 

1町　　　　　　　　　　税 � �2，750，386 

1町　　　　民　　　　税 �1，229，963 

2　固　定　資　産　税 �1，357，082 

3軽　自　　動　車　税 �52，857 

4　町　た　ば　こ　税 �110，000 

5鉱　　　　産　　　　税‾ �484 

2　地　方　譲　与　税 � �105，000 

1地方揮発油譲与税 �31，000 

2　自　動車重量譲与税 �74，000 

3　利　子　割　交　付　金 � �7，000 

1利　子　割　交　付　金 �7，000 

4　配　当　割　交　付　金 � �5，000 

1配　当　割　交　付　金 �5，000 

5株式等譲渡所得割交付金 � �1，000 

1－株式等譲渡所得割交付金 �1，000 

6　地方消費税交付金 � �201，000 

1地方消費税交付金 �201，000 

7　自動車取得税交付金 � �31，000 

1自動車取得税交付金 �31，000 

8　地　方　特　例　交　付　金 � �14，000 

1地　方　痔　例　交　付　金 �14，000 

9　地＿　方　交　付　税ノ � �1，665，000 

1地　方　交　付　税 �1，665，000 

10交　通　安　全 対策特別交付金 � �3，100、 

1交通安全対策特別交付金 �3，100 

11分担金及び負担金 � �185，158 

1負　　　　担　　　　金 �185，158 

（単位：千円）
款 �項 �金　　額 

12使■用料及び手数料 � �80，565 

1使　　　用　　　　料 �66，921 

2手　　　数　　　料 �13，644 

13国　庫　支　出　金 � �773，362 

1国　庫　負　担　金 �555，185 

2　国　庫　補　助．金 �213，519 

3　委　　　託　　　金 �4，658 

14県　　支　　出　　金 � �496，988 

1県　　負　　担．　金 �221，950 

2　県　　補　　助　　金 �223，084 

3　委　　　託　　　金 �51，954 

15財　　産　　収　　入 � �3，989 

1財　産　運　用　収　入 �3，987 

2　財　産　売　払　収　入 �2 

16寄　　　附　　　金 � �2，647 

1寄　　　附　　　金 �2，647 

17繰　　　入　　　金 � �324，000 

1基　金　繰　入　金 �290，000 

2　他　会　計　繰　入　金 �34，000 

18繰　　　越　　　金 � �60，000 

1繰　　　越　　　金 �60，000 

19諸　　　収　　　入 � �122，205 

1延滞金加算金及び過料 �1，000 

2　町　預　金　利　子 �259 

3■受　託　事　業　収　入 �37，919 

5雑　　　　　　　　入 �83，027 

20町　　　　　　　　債 � �508，600 

1町　　　　　　　　債 �508，600 

歳　　　入　　　合　　　計 ��7，340，000 



（歳　出）
款 �項 �金　　額 

1議　　　会　　　費 � �84，587 

－1議　　　会　　J費 �84，587 

2　総　　　務　　　費 � �861，711 

1総　務　管　理　費 �704，219 

2徴　　　税　　　費 �107，129 

3　戸籍住民基本台帳費 �31，891 

4選　　　挙　　　費 �16，774 

5　統　計　調　査　費 �1，314 

6　監　査　委　員　費 �384 

3　民　　　生　　　費 � �2，458，238 

1社　会　福　祉　費 �1，298，158、 

2　児　童　福　祉　費 �1，160，075 

3災　害　救　助．費 �5 

4衛　　　生　　　費 � �678，256 

1保　健‾衛　生　費 �271，270 

2　清　　　掃　　　費 �342，963 

3　上　　水　　道　　費 �64，023 

5　労　　　働　　　費 � �1 

1労　　働　　諸　　費 �1 

6農　林　水　産　業　費 � �526，796 

1農　　　業　　　費 �463，104． 

2　林　　　業　　　費 �63，692 

7＿商■　　土　　　費 � �57，072 

1商　　　‾工　　　費 �57，072 

（単位：千円）
‾款 �項 �金　　額 

8　土　　　木　　　費 � �776，115 

1土　木　管　理　費 �80，110 

2　道　路　橋　梁　費 �408，091 

3　河　　　川　　　　費 �29，142 

4住　　　宅　　　費 �14，321 

5　下　　水　　道　　費 �231，187 

6都　市　計　画　費 �13，264 

9　消　　　防　　　費 � �311，239 

1消　　　防　　　費 �311，239 

10教　　　育　　　費 � �904，139 

1教　育　総　務　費 �93，946 

2　小　　学　‾　校∴　費 �342，240 

3　中　　学　　校　　費 �53，866 

4′社　会　教　育　費 �253，225 

5保　健　体　育　費 �160，862 

11災　害　復　旧　費 � �22 

1農林水産施設災害復旧費・ �14 

2公共土木災害復旧費 �8 

12公　　　債　　　費 � �646，823 

1公　　　債　　　費 �646，823 

13諸　　支　　出　　金 � �1 

1諸、　　　　　費‾ �1 

14予　　　備　　　費 � �35，000 

1予　　　備　　　費 �35，000 

歳　　　出　　　合　　　計 ��7，340，000 
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第　2　表　　　　債　務　負　担　行　為

（単位＼：千円）

事　　　　　　　項 �期　　　　　　　間 �限　　　　　　　度　　　　　　　額 

農業協同組合、日本政策金融公庫 等が農業者に貸付けた資金の利子 補給 �借入年度より返済の年度まで �予算の革園内において利子の3分の1以内 

金融機関の池田町土地開発公社に 対する貸付金の債務保証 �池田町土地開発公社が借入れ ，た年度から返済の年度まで �931，435 



第　3　表　　　　地　　方　　債

（単位：千円）

起　　債　　の　　目　　的 �限　度　額 �起債の方法 �利　　率 �償　還　の　方　法 

社会資本整備総合交付金事業債 �・53，400 �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、町財政の都合に去り据 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 換することができる。 

小型動力　ポ　ンプ整備事業債 �1，400 

八幡小学校校舎改築事業債 �23，800 

臨　　時　財　　政　　対　策　　債 �430，000 

計 �′508，600 
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入 予 項 別 書
1　総　括

（歳入） 
款 �本　年　度　予　算　額 �前　年　度　予　算　額 �比　　　　　　　　　　較 �構　成　比■ 

（千円） �（千円） �（千円） �（％） 

1　町　　　　　　　　　　　　税 �2，750，386 �2，728，844 �21，542 �37．5 

2　地　　方　　譲　　与　　税 �105，000 �115，000 �△10，000■ �1．4 

3　利　子　割　交　付　金 �7，000 �8，000 �△1，000 �0．1 

4　配　当　割　交　付　金 �5，000 �5，000 �0 �0．1 

5　株式等譲渡所得割交付金 �1，000 �1，000 �0 �0．0 

6　地　方　消　費　税　交　付　金 �201，000 �194，000 �7，000 �2．7 

7　自　動車取得税交付金 �31，000 �33，000 �△2，000 �0．4 

8　地　方　特　例　交　付　金 �14，000 �14，000 �・0 �0．2 

9　地　　方　　交　　付　　税 �1，665，000 �1，650，000 �15，000 �22．7 

10　交通安全対策特別交付金 �3，100 �3，300 �△　200 �0．0 

11分　担　金　及　び　負　担　金 �185，158 �178，269 �6，889 �2．5 

12　㌔使　用　料　及　び　手　数　料 �80，565 �81，489 �△　924 �1．1 

13　国　　庫　　支　　出　　金 �773，362 �570，369 �202，993 �10．5 

14　県　　　支　　　出　　　金 �496，988 �535，414 �△38，426 �6．8 

15　財　　　産　　　収　　　入 �3，989 �3，497 �492 �0，1 

16　寄　　　　　附　　　　　金 �2，647 �2，647 �0 �0．1 

17　繰　　　　　入　　　　　金 �324，000． �201，000 �123，000 �4．4 

18　繰　　　　　越　　　　　金 �60，000 �100，000 �△40，000 �0．8 

19　諸　　　　　収　　　　　入 �122，205 �145，071 �△22，866 �1．7 

20　町　　　　　　　　　　　　債 �508，600 �425，100 �83，500 �6．9 

歳　　　　入，　　合　　　　計 �7，340，000 �6，995，000 �345，000 �100．0 

歳 歳 出 明 細



（歳出） � � � � � 

款 �本年度予算額 （千円） �前年度予算額 （千円） �比　較 （千円） �構成比 （％） �本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳　（千　円） 
特　　　■定　　　財　　　源 ����一般財源 

国庫支出金 �県支出金 �地．方債 �そ　の　他 

1　議　　　会　　　費 �84，587 �89，707 �△5，120 �1．2 � � � � �84，587 

2　総　　　務　　　費 �861，711 �652，781 �208，930 �11．7 �95，770 �50，844 � �25，361 �689，736 

3　民　　　生　　　費 �2，458，238 �2，422，757 �35，481 �33．5 �505，311 �336，438 � �259，556 �1，356，933 

4　衛　　　生　　　費 �678，256 �678，484 �‾　△＿228 �9．2 �5，572 �8，283 � �34，796 �629，605 

5　労　　　働　　　費 �1 �1 �0 �0．0 � � � � �1 

6　農　林　水　産　業　費 �526，796 �539，876 �△13，080 �7．2 � �53，445 � �2，729 �470，622 

7　商　　　工　　　費 �57，072 �48，823 �8，249 �0．8 � �135 � �1，222 �55，715 

8　土　　　木　　　費 �776，115 �645，717 �130，398 �10．6 �103，550 �16，247 �53，400 �66，451 �536，467 

9†肖　　　防　　費 �311，239 �315，051 �△3，812 �4．2 � � �1，400 �8，218 �301，621 

10　教　　　育　　　費 �・904，139 �908，535 �△4，396 �12．3 �63，158 �31，596 �23，800 �9，676 �775，909 

11災　害　復　旧　費 �22 �22 �0 �0．0 �1 � � � �21 

12　公　　　債　　　費 �646，823 �643，245 �3，578 �‾8．8 � � � �14，682 �632，141 

13　諸　　支　　出　　金 �1 �1 �0 �0．0 � � � � �1 

14　予　　　備　　　費 �35，000 �50，000 �△15，000 �0．5 � � � � �35，000 

歳　　出　　合　　計 �7，340，000 �6，995，000 �345，000 �100．0 �773，362 �496，988 �78，600 �422，691 �5，568，359 
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【町税】

2　歳入

（款）1町税

－　8　－

（項）1町民税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

目 �本　年　度 �前．年　度 �比　■　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1個人分 �1，087，905 �1，087，784 �121 �1現年課税分 �1，085，405 �町民税個人 

2滞納繰越分 �2，500 �町民税個人滞納分 

2法人分 �142，058 �135，221 �6，837 �1現年課税分 �141，958 �町民税法人 

2滞納繰越分 �100 �町民税法人滞納分 

計 �1，229，963 �1，223，005 �6，958 � � � 

（款）1町税
（項）2固定資産税

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1固定資産税 �1，357，078 �1，344，841 �12，237 �1現年課税分 �1，354，378 �固定資産税 

2滞納繰越分 �2，700 �固定資産税滞納分 

2国有資産所在市町村交付 金及び納付金 �4 �4 �0 �1現年課税分 �4 �交付金県官舎分 

計 �1，357，082 �1，344，845 �12，237 � � � 

（款）1町税
（項）3軽自動車税

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1軽自動車税 �52，857 �50，826 �2，031 �1現年課税分 �52，829 �軽自動車税 

2滞納繰越分 �28 �軽自動車税滞納分 

計 �52，857 �50，826 �2，031 � � � 



（款）1町税
（項）4町たばこ税

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分■ �金　額 

1町たばこ税 �110，000 �109，688 �312 �1現年課税分 �110，000 �町たばこ税 

計 �110，000 �109，688 �312 � � � 

（款）1町税
（項）5鉱産税

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1鉱産税 �484 �480 �4 �1現年課税分 �484 �鉱産税 

計 �484 �480 �4 � � � 

（款）2地方譲与税
（項）1地方揮発油譲与税

・目■ �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1地方揮発油譲与税 �31，000 �35，000 �△4，000 �1地方揮発油譲与税 �31，000 �地方揮発油譲与税 

計 �31，000 �35，000 �△4，000 � � � 

（款）2地方譲与税
（項）2　自動車重量譲与税

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1自動車重量譲与税 �74，000 �80，000 �△6，000 �1自動車重量譲与税 �74，000 �自動車重量譲与税 

計・ �74，000 �80，000 �△6，000 � � � 

【町税】【地方譲与税】 －　9　－



【利子割交付金】【配当割交付金】【株式等譲渡所得割交付金】t地方消費税交付金】　　　－10－

（款）3利子割交付金
（項）1利子割交付金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1奉り子割交付金 �7，000 �8，．000 �△1，000 �1利子割交付金 �7，000 �利子割交付金 

計 �7，000 �8，000 �△1，000 � � � 

（款）4配当割交付金
（項）1配当割交付金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1配当割交付金 �5，000 �5，000 �0 �1配当割交付金 �5，000 �配当割交付金 

計 �5，000 �5，000 �0 � � � 

（款）5株式等譲渡所得割交付金
（項）1株式等譲渡所得割交付金

目 �本　年　度 �前　年　度 �＿　比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1株式等譲渡所得割交付金 �1，00．0 �1，000 �0 �1株式等譲渡所得割交付 金 �1，000 �株式等譲渡所得割交付金 

計 �1，000 �1，000 �0 � � � 

（款）6地方消費税交付金
（項）1地方消費税交付金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1地方消費税交付金 �201，000 �194，000 �7，000 �1地方消費税交付金 �201，000 �地方消費税交付金 

計 �201，000 �、194，000 �7，000 � � � 



（款）7　自動車取得税交付金
（項）1自動車取得税交付金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1自動車取得税交付金 �31，000 �33，000 �△2，000 �1自動車取得税交付金 �31，000 �自動車取得税交付金 

計 �31，000 �33，000 �△2，000 � � � 

（款）8地方特例交付金
（項）1地方特例交付金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1地方特例交付金 �14，000 �14，000 �0 �1地方特例交付金 �14，000 �減収補てん特例交付金 

計 �14，000 �14，000 �0 � � � 

（款）9地方交付税
（項）1地方交付税

目 �本　年　度 �前　′年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1地方交付税 �1，665，000 �1，650，000 �15，000 �1地方交付税 �1，665，000 �普通交付税　　　1，575，000 特別交付税　　　　　90，000 

計 �1；665，000 �1，650，000 �15，000 � � � 

（款）10交通安全対策特別交付金
（項）1交通安全対策特別交付金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1交通安全対策療別交付金 �3，100 �3，300 �△200 �1交通安全対策特別交付 金 �3，100 �交通安全対策特別交付金 

計 �3，100 �3，300 �△200 � � � 

【自動車取得税交付金】【地方特例交付金】【地方交付税】【交通安全対策特別交付金】　　　－11－



【分担金及び負担金】【使用料及び手数料】

（款）11分担金及び負担金
（項）1負担金

一12　－

目 �・本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1総務費負担金 �12，025 �12，321 �△296 �1総務費負担金 �12，025 �養基小学校養基保育所組合事務移管負担金 

2民生費負担金 �173，034 �165，■849 �7，185 �1社会福祉費負担金 �1，623 �老人保護施設入所負担金　　1，569 排掴高齢者家族支援サービス事業負担金　54 

2児童福祉費負担金 �171，411 �児童福祉法第56条の徴収金（公立）85，758 児童福祉法第56条の徴収金（私立）42，786 放課後児童健全育成事業負担金8，067 短期入所事業負担金　40 長時間保育負担金＿　43 一時保育負担金　566 障害児通所支援事業市町村負担金34，151 

3土木費負担金 �99 �99 �0 �1道路橋梁費負担金 �99 �三町ふれあい広場便所管理負担金 

計 �185，158 �178，269 �6，889 � � � 

（款）12使用料及び手数料
（項）1使用料

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1総務費使用料 �1，000 �0 �1，000 �1総務費使用料 �1，000 �太陽光発電設備設置事業使用料 

2保健衛生費使用料 �1，463 �1，500 �△37 �1斎苑費使用料 �1，463 �斎苑施設使用料 

3農林水産業費使用料 �102 �102 �0 �1農業費使用料 �102 �農産物加工所ガス代 

4土木費使用料 �56，004 �58，229 �△2，225 �1道路橋梁費使用料 �22，226 �道路占用料　7，900 道の駅テナント使用料　7，368 テナント電気使用料　2，838 テナント水道使用料192 テナント下水道使用料　752 テナント駐車場使用料180 自動販売機殻置使用料　2，551 自動販売機設置電気使用料440 



（款）12使用料及び手数料
（項）1使用料

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

備品等使用料　　　　　　　　　　　　　　　　5 
2河川費使用料 �4，800 �法定外公共物占用料 

3住宅費使用料 �28，978 �町営住宅使用料 

5教育費使用料 �8，352 �8，296 �56 �1学校費使用料 �2 �小学校施設使用料　　　　1 中学校施設使用料　　　　1 

2社会教育費使用料 �3，966 �中央公．民館等使用料1，000 中央公民館談話室使用料　360 地区公民館使用料　850 中央公民館談話室電気水道使用料276 商工会館電気水道使用料1，000 霞間ヶ渓さくら会館使用料　250 ゆうごう・ほっと館使用料　230 

3保健体育費使用料 �4，384 �小中学校夜間照明使用料41 池田公園野球場使用料21 池田公園野球場夜間照明使用料169 池田公園ソフトボール場使用料6 池田公園テニス場使用料24 総合体育館使用料2，070 スポーツ公園使用料879 池田公園電話使用料1 総合体育館電話使用料10 スポーツ公園電話使用料1 自販機電気使用料（総合体育館分）180 自販機電気使用料（スポーツ公園分）210 青少年研修施設使用料721 青少年研修施設電話使用料1 池田南部公園施設使用料40 自販機電気使用料（池田公園分）10 

計 �66，921 �68，127 �△1，206 � � � 

【使用料及び手数料】 ー13　－



【使用料及び手数料】【国庫支出金】

（款）12使用料及び手数料
（項）2手数料

－14　－

自 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��‾　説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1総務費手数料 �9，110 �9，390 �△280 �1戸籍住民基本台帳費手 数料 �7，520 �謄抄本交付手数料■（戸籍）3，478 謄抄本交付手数料（住民登録）2，028 印鑑、身分証明等手数料1，786 委託事務処理手数料　　228 

2徴税費手数料 �1，590 �町税督促手数料　　　400 臨時運行許可手数料　190 閲覧、証明交付手数料　1，000 

2‾衛生費手数料 �3，799 �3，537 �262 �1保健衛生費手数料 �1，684 �狂犬病予防等手数料　　　1，254 池田町排水殴備指定工事店指定手数料　430 

2清掃費手数料 �2，085 �クリーンセンター手数料 

3上水道費手数料 �30 �指定工事店手数料 

3土木費手数料 �735 �435 �300 �1土木総務費手数料 �710 �屋外広告物設置許可手数料　　　700 地籍調査事業成果晶閲覧等手数料′　10 

2住宅費手数料 �25 �町営住宅使用料督促手数料 

計 �13，644 �13，362 �282 � � � 

（款）13国庫支出金
（項）1国庫負担金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1民生費国庫負担金 �494，922 �508，137 �△13，215 �1社会福祉費負担金 �113，061 �障害者自立支援給付費負担金 

2社会福祉住民費負担金 �6，333 �国民健康保険保険基盤安定負担金　5，697 国民健康保険保険基盤安定負担金（介護分） 　　　　　636 

3児童福祉費負担金 �375，528 �保育所運営費負担金　　　43，975 児童手当負担金　　　　331，553 

2衛生費国庫負担金 �400 �0 �400 �1保健衛生費負担金 �400 �養育医療費負担金 

3教育費国庫負担金 �59，862 �0 �59，862 �1学校費負担金 �59，862 �公立学校施設整備費負担金 



（款）13国庫支出金
（項）1国庫負担金

目 �′本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

4災害復旧費国庫負担金 �1 �1 �0 �1公共土木施設災害復旧 費負担金 �1 �河川等災害復旧事業費負担金 

計 �555，185 �508，138‾ �47，047 � � � 

（款）13国庫支出金
（項）2国庫補助金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較　■ �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分　＿ �金　額 

1総務費国庫補助金 �120，000 �0 �120，000 �■1地域の元気臨時交付金 �120，000 �地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用 創出臨時交付金） 

2民生費国庫補助金 �6，001 �10，858 �△4，857 �1社会福祉費補助金 �6，001 �障害者地域生活支援事業費補助金　5，825 障害程度区分認定審査会運営経費補助金176 

3衛生費国庫補助金 �5，172 �7，898 �△2，726 �1保健衛生費補助金 �1，051 �疾病予防対策事業費等補助金 

2環境衛生費補助金 �4，121 �浄化槽設置整備事業補助金 

4土木費国庫補助金 �79，050 �35，231 �43，819 �1土木費補助金 �79，050 �社会資本整備総合交付金　78，100 木造住宅耐震診断補助金　　450 建築物耐震診断補助金　　500 

5教育費国庫補助金 �3，296 �3，468 �△17㌔2 �1学校費補助金 �3，296 �特別支援教育就学奨励費補助金　　373 就園奨励費補助金r　　　2，923 

計 �213，519 �57，455 �156，064 � � � 

（款）13国庫支出金
（項）3委託金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区‾　　分 �金　額 

1総務費委託金 �270 �194 �76 �1戸籍住民基本台帳費委 託金 �270 �中長期在留者住居地届出等事務委託金 

【国庫支出金】 －15　－



【国庫支出金】【県支出金】

（款）13国庫支出金

（項）3委託金

－16　－

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

2民生費委託金 �4，388 �4，582 �△194 �1社会福祉費委託金 �4，300 �国民年金事務委託金（拠出分） 

2児童福祉費委託金 �88 �特別児童扶養手当事務委託金 

計 �4，658 �4，776 �△118 � � � 

（款）14県支出金

（項）1県負担金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1民生費県負担金 �218，950 �216，577 �2，373 �1社会福祉費負担金 �83，994 �障害者自立支援給付費負担金　56，530 保険基盤安定負担金　　27，450 民生委員推薦会負担金　14 

2社会福祉住民費負担金 �42，567 �国民健康嘩険保険基盤安定負担金　38，020 国民健康保険保険基盤安定負担金（介護分） 　　　　　4，547 

3児童福祉費負担金 �92，389 �保育所運営費負担金　　　21，987 児童手当負担金　　　　70，402 

2衛生費県負担金 �200 �0 �200 �1保健衛生費負担金 �200 �養育医療費負担金 

3県移譲事務交付金 �2，800 �2，500 �300 �1県移譲事務交付金 �2，800 �県移譲事務交付金 

計 �221，950 �－219，077 �2，873 � � � 

（款）14県支出金

（項）2県補助金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1総務費県補助金 �38 �30 �8 �1総革管理費補助金 �38 �土地利用規制等対策補助金 

2民生費県補助金 �117，613 �101，369 �16，244 �1社会福祉費補助金 �3，006 �障害者地域生活支援事業費補助金　2，912 社会福祉費補助金精算金　　　1 



（款）14県支出金
（項）2県補助金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　・明 
区　　分 �金　額 

障害者福祉費補助金　　　　　　　　　　　93 
2老人福祉費補助金 �1，806 �老人クラブ補助金 

3福祉医療費補助金 �87，383 �福祉医靡費補助金　　　　84，455 福祉医療費助成事業事務費補助金　2，928 

4児童福祉費補助金＿ �18，710－ �特別障害者手当給付事務補助金14 病児・病後児保育事業補助金2，692 延長保育促進事業費補助金　6，470 低年齢児年度途中受入促進事業費補助金 　1，962 子育て支援対策臨時特例交付金7，572 

、5児童育成事業費補助金 �6，708 �放課後児童健全育成事業補助金 

3衛生費県補助金 �7，958 �21，615 �△13，657 �1保健衛生費補助金 �2，731 �公害調査事務補助金1 岐阜県精神障害者小規模作業所等交通費助成事 業費補助金　22 健康増進事業補助金1，997 妊婦健診公費負担拡充交付金　452 自殺対策キャリファイル補助金259 

2環境衛生費補助金 �5，227・ �浄化槽設置整備事業補助金 

4農林水産業費県補助金 �83，445 �69，314 �14，131 �1農業費補助金 �11，516 �農業委員会交付金　2，388 数量調整円滑化市町村推進事業費補助金97 学校給食地産地消推進事業補助金300 元気な農業産地構造改革支援事業補助金 　2，231 経営所得安定対策推進事業補助金2，000 新規就農総合支援事業補助金4，500 

2農地費補助金 �25，174 �県単農道整備事業補助金　　25，124 農地・水・環境保全管理支払補助金　50 

3林業費補助金 �46，755 �野生鳥獣被害防止助成金　　　32 森林整備地域活動支援交付金　　539 

【県支出金】 ー17　－



【県支出金】

（款）14県支出金
（項）2県補助金

－18　－

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節、 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

県単林道開設事業等補助金15，000 森林病虫害防除補助金　1，184 清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金 　　　30，000 

－　5土木費県補助金 �12，434 �12，105 �329 �1・土木総務費補助金 �1，555 �木造住宅耐震診断補助金　　225 木造住宅耐震補強工事費県補助金1，080 建築物耐震診断補助金　　250 

2埠籍調査費補助金 �10，879 �地籍調査補助金 

6教育費県補助金 �1，596 �60，028 �△58，432 �1社会教育費補助金 �96 �放課後子ども教室推進事業費補助金 

2保健体育費補助金 �1，500 �岐阜県スポーツ振興補助金 

計 �223，084 �268，291 �△45，207 � � � 

（款）14県支出金
（項）3委託金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1総務費委託金． �48，007 �43，941 �4，066 �1総務管理費委託金 �566 �自衛官募集事務委託金　　　　8 県広報紙配布委託金　　　　558 

2徴税費委託金 �37，500 �県税徴収委託金 

3戸籍住民基本台帳費委 託金 �25 �人口動態調査事務委託金 

4選挙費委託金 �8，601 �在外選挙人名簿登録委託金　　1 参議院議員選挙委託金　　　8，600 

5統計調査費委託金 �1，315 �学校基本調査委託金　　5 工業統計調査委託金　243 建築物等実態調査委託金　1 住宅土地統計調査委託金1，066 

2商工費委託金 �135 �135 �0 �1商工費委託金 �135 �東海自然歩道管理委託料 



（款）14県支出金

（項）3委託金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説、　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

3土木費委託金 �3，812 �3，970 �△158 �1土木総務費委託金 �100 �用地取得業務委託金 

2河川費委託金 �3，712 �一級河川草刈委託金　　　　3，446 河川維持業務委託金　　　　266 

計 �51，954 �48，046 �3，908 � � � 

（款）15財産収入

（項）1財産運用収入

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1財産貸付収入 �1，319 �1，319 �0 �1土地建物貸付収入 �1，319 �普通財産貸付収入 

2利子及び配当金 �2，668 �2，176 �492 �1利子及び配当金 �2，668 �財政調整基金利子1，764 減債基金利子　60 地域福祉基金利子162 土地開発基金利子　20 ふるさと創生基金利子1 下水道建設基金利子　35 ふるさと農村活性化対策基金利子9 ふるさと支援まちづくり基金利子1 株式配当金　615 池田町収入印紙等購買基金利子1 

計 �3，987 �3，495 �492 � � � 

（款）15財産収入

（項）2財産売払収入

‾目 �本　年　度－ �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 

区、分 �金　額 

1物品売払収入 �1 �1 �0 �‾1物品売払収入 �1 �不用品売払収入 

【県支出金】【財産収入】 一19　－



【財産収入】【寄附金】

（款）15財産収入

（項）2財産売払収入

－　20　－

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

2財産売払収入 �1 �1 �0 �1財産売払収入 �1 �町有地売却収入 

計 �2 �2 �0 � � � 

（款）16寄附金

（項）1寄附金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1民生費寄附金 �．181 �181 �0 �1老人福祉費寄附金 �1 �福祉事業寄附金 

2児童福祉費寄附金 �180 �保育園慰問晶購入寄附金　■ 

2衛生費寄附金 �1 �1 �0 �1環境衛生費寄附金 �1 �環境保全活動寄附金 

3農林水産業費寄附金 �1 �1 �0 �1農林水産業費寄附金 �1 �農林水産業費寄附金 

4商工費寄附金 �1，106 �1，106 �0 �1商工費寄附金 �1，106 �ハンググライダー発着場寄附金 

5土木費寄附金 �1，303 �1，303 �0 �1道路橋梁費寄附金 �1，302 �道路改良地元寄附金　　1 道路維持寄附金　　1，300 道路側溝新築改良地元寄附金　1 

2河川費寄附金 �1 �排水路改良事業地元寄附金 

6教育費寄附金 �53 �53 �0 �1学校教育費寄附金 �1 �教育費寄附金 

2社会教育費寄附金 �51 �青少年育成事業寄附金　　　　50 社会教育費寄附金　　　　1 

3図書館費寄附金 �1 �図書備品等購入寄附金 

7一般寄附金 �1 �1 �0 �1－般寄附金 �1． �一般寄附金 

8ふるさと支援まちづくり 寄付金 �1 �1 �0 �1ふるさと支援まちづく り寄付金 �1 �ふるさと支援まちづくり寄付金 

計 �2，647 �2，647 �0 � � � 



（款）17繰入金

（項）1基金繰入金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節－ ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

■1財政調整基金繰入金 �250，000 �150，000 �100，000 �1財政調整基金繰入金 �250，000 �財政調整基金繰入金 

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 �290，000 �190，000 �100，000 � � � 

（款）17繰入金

（項）2他会計繰入金

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1北部簡易水道特別会計繰 入金 �4，000 �5，000 �△1，000 �1北部簡易水道特別会計 繰入金 �4，000 �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 �8，000 �6，000 �2，000 �1南部簡易水道特別会計 繰入金 �8，000 �南部簡易水道特別会計繰入金 

3温泉施設特別会計繰入金 �22，000 �0 �22，000 �1温泉施設特別会計繰入 金 �22，000 �温泉施設特別会計繰入金 

計 �34，000 �11，000 �23，000 � � � 

（款）18繰越金
（項）1繰越金

目　‾‾ �本　年　度 �前　年　度 �比　　較－ �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1繰越金 �60，000 �100，000 �△40，000 �1前年度繰越金 �60，000 �前年度繰越金． 

計 �60，000 �100，000 �△40，000 � � � 

【繰入金】【繰越金】 －　21－



【諸収入】

（款）19諸収入

（項）1延滞金加算金及び過料

－　22　－

′r目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 

区　　分 �金　額 

1延滞金 �1，000 �1，000 �0 �1延滞金 �1，000 �町税滞納延滞金 

計 �1，000 �1，POO �0 � � � 

（款）19諸収入

（項）2町預金利子

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1町預金利子 �259 �390 �△131 �1町預金利子 �259 �歳計現金預金利子 

計． �259 �390 �△131 � � � 

（款）19諸収入

（項）3受託事業収入

目 �本　年　度． �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

1民生費受託事業収入 �36，148 �36，179 �△31 �1介護保険事業費受託事 業収入 �34，762 �介護予防事業受託収入　7，903 包括的支援事業受託収入19，445 　／ 任意事業受託収入　　4，489 介護予防給付受託収入　2，925 

2児童福祉費受託事業収 入 �1，386 �障害児適所支援事業受託料　1，356 広域入所児童受託料　　　　30 

2農林水産業費受託事業収 入 �1，771 �2，060 �△289 �1農業費受託事業収入 �143 �農業者年金業務受託料 

2林業費受託事業収入 �1，628 �分収造林受託料 

計 �37，919 �38，239 �△320 � � � 



（款）19諸収入

（項）4雑入

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　．明 
区　　分 �金　額 

1滞納処分費 �1 �1 �0 �1滞納処分費 �1 �町税滞納処分費 

2過年度収入 �5，018 �5，600 �△5寧ノ2 �1嘩年度収入 �5，018 �福祉医療費過年度収入 

3雑入 �78，008 �92，720 �△14，712 �1雑入 �78，008 �消防団員退職報償金4，615 消防団員等公務災害補償年金3，603 生命保険掛金事務手数料864 広報紙広告掲載料144 職員等駐車場利用料3，356 池田町収入印紙等購買事務手数料280 コミュニティバス広告抱載料1 建物災害共済金1 自動車損害共済金1 研修事業助成金．100 職員研修本人負担金1 納税通知書広告掲載料70 インターネットメール申請登録料1 情報ステイション電気・電話料36 パソコン講習会受講料80 ことばの教室インターネット回線等負担金 582 揖斐郡教育センターインターネット回線等負担 金96 ホームページ広告掲載料収入60 線替金戻入（行路病人等）1 通園バス利用者寄付金723 保育園職員給食負担金4，449 児童館行事等参加者負担金38 保育園共済掛金保護者負担金122 実習生受入謝金60 がん検診本人負担金3，356 

【諸収入】 ー　23　一



【諸収入】

（款）19諸収入

（項）4雑入

－　24　－

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

虫歯予防本人負担金284 「健康・福祉フェアいけだ」健康測定等本人負 担金40 30歳代の健康づくり健診本人負担金150 健康増進事業本人負担金45 栄養教室食材本人負担金45 ゆ～みんぐバス利用者負担金8 広域連合職員給戻入25，132 西美濃さくら苑職員給戻入794 老人保健医療精算金30 ゴミ収集袋利用料17，800 リサイクル資源回収引取料6，397 再商品化合理化拠出金配分額1，408 揖斐中部地区広域農道粕川大橋照明電気負担金 65 観光雑入116 （社）岐阜県緑化支部助成金720 （社）岐阜県山林協会森林・林業活動助成金 70 キップ入れケース販売料183 ホルダーシート販売料57 スタンプブック販売料54 道の駅記念きっぷ販売収入498 その他道の駅販売料200 スポーツ振興センター掛金保護者負担金982 教育実習生受入謝金1 子ども会障害見舞金制度加入本人負担金180 中央公民館自販機電気使用料72 複写機利用料収入14 



（款）19諸収入

（項）4雑入

目 �本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

資料弁償金　　　15 資料頒布収入　　　7 その他収入　　　1 

計 �83，027 �98，321 �△15，294 � � � 

（款）20町債

（項）1町債

目 ��本　年　度 �前　年　度 �比　　較 �・節 ��説　　　　　　　　　　　　　　明 
区　　分 �金　額 

′1土木債 ��53，400 �0 �53，400 �3公共事業等債 �53，400 �社会資本整備総合交付金事業債 

2消防債 ��1，400 �0 �1，400 �1防災対策事業債 �1，400 �小型動力ポンプ整備事業債 

3教育債 ��23，800 �0 �23，800 �1緊急防災・滅災事業債 �23，800 �八幡小学校校舎改築事業債 

4臨時財政対策債 ��430，000 �415，000 �15，000 �1臨時財政対策債 �430，000 �臨時財政対策債 

計．． ��508，′600 �425，100 �83，500 � � � 

A 口 � �7，340，000 �6，995，000 �345，000 � � � 

【諸収入】【町債】 －　25　－


