
議第　30　号

平　成　25　年　度　′池田町農業集落排水事業特別会計予算

平成25年度　池田町農業集落排水事業特別会計の予算は、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　　353，000　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。

（歳出予算の流用）

第2粂　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

－1－

池　田　町　長　　　岡　崎　和　夫



（歳　入）

－　2　－

第　1　表　　　歳　入　歳　出　予　算
（歳　出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

款 �項 �金　　額 

1分担金及び負担金 � �1，967　′ 

1分　　　担　　　金 �1，960 

2　負　　　担・　　金 �7 

2　使用料及び手数料 � �110，525 

1使　　　用　　　料 �110，524 

2　手　　　数　　　料 �1 

3　繰　　　入　　　金 � �240，505 

1一般会計繰入金 �240，505 

4　繰　　　越　　　金 � �′1 

1繰　　　越　　　金 �1 

5　諸　　　収　　　入 � �2 

1雑　　　　　　　　入 �2 

歳　　　入　　　合　　　計 ��353，000 

■　款 �項 �金　　額 

1管　　　理　　　費， � �168，088 

1農業集落排水管理費 �168，088 

2　公　　　債　　　費 � �184，912 

1公　　■債　　　費 �184，912 

歳　　　出　　　合、　計 ��353，000 



入 予 事 項 別
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　分　担　金　及　びJ負　担　金 �1，967 �1，967 �0 �0．6 

2　使　用　料　及　び　手　数　料 �110，525 �109，406 �1，119 �－31．3 

3　繰　　　　　入　　　　　金 �240，505 �240，624 �△119 �68．1 

4　線　　　　・越　　　　　金 �1 �1 �0 �0．、0 

5　諸　　　　　収　　　　　入 �2 �2 �0 �0．0 

6　県　　　支　　　出　　　金 �0 �10，、000 �△10，000 �0．0 

歳　　　　入　　　　合　　　　計 �353，000 �■　362，000　‾ �△9，000 �100．0 

－　3　－

歳 歳 出 算 明 細 書



－　4　－

（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　管　　　理　　　費 �168，088 �177，087 �△8，999 �47．6 � � � �112，491 �55，597 

2　公　　　債　　　費 �184，912 �184，913 �△1 �52．4 � � � � �－184，912 

歳　　　出　　　合　　計 �353，000 �362，000 �△9，000 �100．0 �0 �0 �0 �112，491 �240，509 



2　歳入

（款）1分担金及び負担金
（項）1分担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千再） 

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

1農業集落排水事業費分担 �1，96P �1，960 �0 �1農業集落排水事業分担 �1，960 �中谷地区農業集落排水事業分担金　　　　280 

金 ����金 ��徳谷地区農業集落排水事業分担金280 大谷地区農業集落排水事業分担金280 大津谷地区農業集落排水事業分担金280 白鳥地区農業集落排水事業分担金280 深歩谷地区農業集落排水事業分担金280 東光寺谷地区農業集落排水事業分担金280 

計 �1，960 �1，960 �0 � � � 

（款）1分担金及び負担金
（項）2負担金

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

1農業集落排水事業費負担 金 �7 �7 �0 �1工事費負担金 �7 �中谷地区工事費負担金1 徳谷地区工事費負担金1 大谷地区工事費負担金1 大津谷地区工事費負担金　′1 白鳥地区工事費負担金1 深歩谷地区工事費負担金1 東光寺谷地区工事費負担金1 

計 �7 �7 �0 � � � 

【分担金及び負担金】 －　5　－



【使用料及び手数料】

（款）2使用料及び手数料
（項）1使用料

－　6　－

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

1使用料． �110，524 �109，405 �1，119 �1農業集落排水使用料 �110，124 �中谷地区使用料18，997 徳谷地区使用料12，492 大谷地区使用料15，798 大津谷地区使用料　24，123 白鳥地区使用料　8，540 深歩谷地区使用料　5，748 東光寺谷地区使用料　24，426 

2滞納繰越分 �400 �中谷地区使用料滞納分　50 徳谷地区使用料滞納分　40 大谷地区使用料滞納分184 大津谷地区使用料滞納分15 白鳥地区使用料滞納分　90 深歩谷地区使用料滞納分1 東光寺谷地区使用料滞納分　20 

計 �110，524 �109，405 �1，119 � � � 

（款）2使用料及び手数料
（項）2手数料

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

1手数料 �1 �1 �0 �1督促手数料 �1 �農業集落排水使用料督促手数料 

計 �1 �1 �0 � � � 



（款）3繰入金
（項）1一般会計繰入金

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

1一般会計繰入金 �240，505 �240，624 �△119 �1一般会計繰入金 �240，505 �施設管理費繰入金　　55，593 下水道債償還元金繰入金　134，046 下水道債償還利子繰入金　50，866 

計 �240，505 �240，624 �△119 � � � 

（款）4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 �1 �1 �0 �1前年度繰越金 �1 �前年度繰越金 

計 �1 �＿1 �0 � � � 

（款）5諸収入
（項）1雑入

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

1過年度収入 �1 �1 �・0 �1過年度収入 �1 �過年度収入 

2雑入 �1 �1 �0 �1雑入 �1 �雑収入 

計 �2 �2 �0 � � � 

合　計 �353，000 �362，000 �△9，000 � � � 

【繰入金】【繰越金】【諸収入】 －　7　－‾



－　8　－

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

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

1中谷地区施 �21，872 �23，701 �△1，829 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

設管理費 ������19，328　　　　2，544 

11需用費 �6，851 �中谷地区施設管理事業費　　　　　　　21，872 

12　役務費 �124 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　95　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　10 

13　委託料 �13，999 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　50　光熱水費　　　　　　　　　　　　2，300 

15　工事請負費 �1 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　4，396　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　10 

16　原材料費 �127 �電話料　　　　　　　　　　　　　　　　　35　振込手数料　　　　　　　　　　　　　　16 

27　公課費 �770 �浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　30　建物災害共済保険料　　　　　　　　　　33 

保守管理委託料　　　　　　　　　13，910　電気保守管理委託料　　　　　　　　　　69 

消防設備保守点検委託料　　　　　　　16　処理施設使用料料金システム委託料　　■　4 

下水管布設工事請負費　　　　　　　　　1　補修材料費　　　　　　　　　　　　　127 

消費税　　　　　　　　　　　　　　　　　770 

2　徳谷地区施 �18，426 �19，998 �△1，572 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

設管理費 ������12，813　　　　5，613 

11需用費一 �／6，465 �徳谷地区施設管理事業費　　　　　　18，426 

12　役務費 �110 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　100　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　9 

．13　委託料 �11，196 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　60　光熱水費　　　　　　　　　　　　2，313 

15　工事請負費 �1 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　3，983　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　5 

16　原材料費 �140 �電話料　　　　　　　　　　　　　　　　35　振込手数料　　　　　　　　　　　　　　10 

27　公課費 �514 �浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　30　建物災害共済保険料・　　　　　　　　30 

保守管理委託料　　　　　　　　　11，104　電気保守管理委託料　　　　　　　　　　68 

消防設備保守点検委託料　　　　　　　21処理施設使用料料金システム委託料　　　3 

下水管布設工事請負費　　　　　　　　　1　補修材料費　　　　　　　　　　　　　140 

消資税　　　　　　　　　　　　　　　514 

3　大谷地区施 �20，083 �21，890 �△1，807 � � �国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

設管理費 ������16，263　　　　3，820 

11需用費 �6，316 �大谷地区施設管理事業費　　　　　　　20，083 

12　役務費 �178 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　65　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　14 

13　委託料 �12，869 �印刷製本費・－　　　　　　　　　　　　‾40　光熱水費■　　　　　　　　　　　　2，226 

15　工事請負費 �1 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　3，971　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　25 

16　原材料費 �120 �電話料　　　　　　　　　　　　　　　　65　振込手数料　　　　　　　　　　　　　　　23 



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

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

27　公課費 �599 �浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　30　建物災害共済保険料　　　　　　　　　　35 

保守管理委託料　　　　　　　　　12，781　電気保守管理委託料　　　　　　　　　　69 

消防設備保守点検委託料　　　　　　　14　処理施設使用料料金システム委託料　　　5 

下水管布設工事請負費　　　　　　　　　11補修材料費　　　　　　　　　　　　　120 

消費税　　　　　　　　　　　　　　　　　599 

4　大津谷地区 �33，745 �35，755 �△2，010 � � �国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

施設管理費 ������24，419　　　　9，326 

11需用費 �7，231 �大津谷地区施設管理事業費　　　　　　33，745 

12　役務費 �148 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　98　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　10 

13　委託料 �25，324 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　50　光熱水費　　　　　　　　　　　　2，735 

15　工事請負費 �1 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　4，338　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　15 

16　原材料費 �100 �電話料　　　　　　　　　　　　　　　　　35　振込手数料　　　　　　　　　　　　　　　31 

27　公課費 �941 �浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　30　建物災害共済保険料　　　　　　　　　　37 

保守管理委託料　　　　　　　　　　25，236　電気保守管理委託料　　　　　　　　　　69 

消防設備保守点検委託料　　　　　　　15　処理施設使用料料金システム委託料　　　4 

下水管布設工事請負費　　　　　　　　　1　補修材料費　　　　　　　　　　　　　100 

消費税　　　　　　　　　　　　　　　　　941 

5　白鳥地区施 �18，703 �18，573 �130 � � �国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

設管理費 ������8，911　　　　9，792 

11需用費 �5，777 �白鳥地区施設管理事業費　　　　　　18，703 

12　役務費 �127 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　71－　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　10 

13　委託料 �12，393 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　50　光熱水費　　　　　　　　　　　1，908 

15　工事請負費 �1 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　3，738　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　20 

16　原材料費 �105 �電話料　　　　　　　　　　　　　　　　　35　振込手数料　　　　　　　　　　　　　　15 

27　公課費 �声00 �浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　30　建物災害共済保険料　　　　　　　　　　27 

保守管理委託料　　　　　　　　　12，303　電気保守管理委託料　　　　　　　　　　68 

消防設備保守点検委託料　　　　　　　17　処理施設使用料料金システム委託料　　　5 

下水管布設工事請負費J　　　　　　　l　補修材料費　　　　　　　　　　　　　105 

消費税　　　　　　　　　　　　　　　　　300 

【管理費】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－9－



【管理費】

（款）1管理費

－10　－

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

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

6　深歩谷地区 �16，104 �17，762 �△1，658 � � �国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

施設管理費 ������6，030　　　10，074 

11需用費 �6，790 �深歩谷地区施設管理事業費　　　　　16，104 

12　役務費 �98 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　　97　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　　9 

13　委託料 �8，880 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　　30　光熱水費　　　　　　　　　　　　2，198 

15　工事請負費 �1 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　　4，456　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　　　5 

16　原材料費 �121 �電話料　　　　　　　　　　　　　　　　35　振込手数料　　　　　　　　　　　　　　　8 

27　公課費 �214 �浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　30　建物災害共済保険料　　　　　　　　　　20 

保守管理委託料　　　　　　　　　　8，7‾94　電気保守管理委託料　　　　　　　　　　68 

消防設備保守点検委託料　　　　　　　15　処理施設使用料料金システム委託料　　　3 

下水管布設工事請負費　　　　　　　1補修材料費　　　　　　　　　　121 

消費税　　　　　　　　　　　　　　　　　214 

7　東光寺谷地 �39，155 �39，408 �△253 � � �国支出金　　県支出金　　地方債　　その他　　一般財源 

区施設管理 費 ������24，727　　　14，428 

11需用費・ �7，945 �東光寺谷地区施設管理事業費　　　　　39，155 

12　役務費 �316 �消耗品費　　　　　　　　　　　　　　110　燃料費　　　　　　　　　　　　　　　14 

13　委託料 �29，831 �印刷製本費　　　　　　　　　　　　40　光熱水費　　　　　　　　　　　　3，749 

15　工事請負費 �1 �修繕料　　　　　　　　　　　　　　4，032　郵便料　　　　　　　　　　　　　　　11 

16　原材料費 �100 �電話料　　　　　　　　　　　　　　　189　振込手数料　　　　　　　　　　　　　　32 

27　公課費 �962 �浄化槽法定検査手数料　　　　　　　　　30　建物災害共済保険料　　　　　　　　　　54 

保守管理委託料　　　　　　　　　　29，689　電気保守管理委託料　　　　　　　　118 

消防設備保守点検委託料　　　　　　　20　処理施設使用料料金システム委託料　　　4 

下水管布設工事請負費　　　　　　　　1補修材料費　　　　　　　　　　　　100 

消費税　　　　　　　　　　　　　　　　′　962・ 

計 �168，088 �177，087 �△8，999 � � � 



（款）2　公債費
（項）1公債費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

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

1元金 �134，046 �131，247 �2，799 � � �園支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

134，046 

23　償還金利子 �134，046 �下水道債償還元金　　　　　　　　　134，046 

及び割引料 ��中谷地区下水道債償還元金　　　12，106　徳谷地区下水道債償還元金′　　　12，839 

大谷地区下水道債償還元金　　　　19，355　大津谷地区下水道債償還元金　　　　35，194 

白鳥地区下水道債償還元金　　　　　6，676　深歩谷地区下水道債償還元金　　　16，531 

東光寺谷地区下水道債償還元金　　　31，345 

2　利子 �50，866 �53，666 �△2，800 � � �国支出金　　県支出金　　　地方債　　その他　　一般財源 

50，866 

23　償還金利子 �50，866 �下水道債償還利子　　　　　　　　　　50，866 

及び割引料 ��中谷地区下水道債僕達利子　　　　　5，876　徳谷地区下水道債償還利子　　　　　5，129 

大谷地区下水道債償遷利子　　　　　6，997　大津谷地区下水道債償遭利子■　　　13，058 

白鳥地区下水道債償還利子　　　　　2，469　探歩谷地区下水道債償還利子　　　　5，691 

東光寺谷地区下水道債償還利子　　11，646　－ 

計 �184，912 �184，913 �△1 � � � 

【公債費】 －11－



ー12　－

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位：千円）

区　　　　　　　　　分 �前々年．度未 現　在　高 �前年度末 現在高見込額 �当　該　年度　中　増　減　見　込　額 ��当該年度末 現在高見込額 当該年度中 起債見込額 �当該年度中 元金償還見込額 

農業集落排水施設債 �2，598，306 �2，467，059 �0 �134，046 �2，333，013 


