
目 本　年　度

  1. 個人 116,042

節
前　年　度 比　　較

123,319

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

所得割                                           　110,760

△7,277   1. 現年課税分 115,542 均等割                                             　4,782

滞納繰越分                                           　500

均等割                                            　10,22013,459 14,824

  2. 滞納繰越分 500

法人税割                                           　3,238

△1,365   1. 現年課税分 13,458  2. 法人

  2. 滞納繰越分 1 滞納繰越分                                             　1

（項）   2. 固定資産税

129,501 138,143 △8,642

50,792   1. 現年課税分 166,421  1. 固定資産税 198,621 147,829 土地                                              　33,337

家屋                                              　48,739

償却資産総務省評価分                              　67,636

償却資産町長評価分                                　16,709

  2. 滞納繰越分 32,200

及び納付金

滞納繰越分                                        　32,200

  2. 国有資産所在市町村交付金 5,586 5,588 △2 国有資産等所在市町村交付金                         　5,586  1. 現年課税分 5,586

- 14 -

204,207 153,417 50,790

計

（款）   1. 町税

計

- 14 -

２　　歳　入

（款）   1. 町税 （項）   1. 町民税 （単位：千円）



現年課税分

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 環境性能割 801 501 300   1. 800 環境性能割                                           　800

  1. 現年課税分 11,657 原動機付自転車                                       　739

  2. 滞納繰越分 1 滞納繰越分                                             　1

  2. 種別割 11,687 11,563 124

軽自動車                                          　10,918

  2. 滞納繰越分 30

（款）   1. 町税 （項）   4. 町たばこ税

△3,000   1. 現年課税分 15,000  1. 町たばこ税 15,000 18,000

104   1. 現年課税分 9,421  1. 都市計画税 9,451 9,347 土地                                               　4,098

家屋                                               　5,323

計 104

  2. 滞納繰越分 30 滞納繰越分                                            　30

9,451 9,347

（款）   1. 町税 （項）   3. 軽自動車税 （単位：千円）

計

滞納繰越分                                            　30

12,488 12,064 424

計

（款）   1. 町税 （項）   5. 都市計画税

町たばこ税                                        　15,000

15,000 18,000 △3,000

- 15 -
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0   1.
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（款）   2. 地方譲与税

10,000 10,000 0

（項）   1. 地方揮発油譲与税 （単位：千円）

計

  1. 地方揮発油譲与税 10,000

△200

（款）   2. 地方譲与税 （項）   2. 自動車重量譲与税

計

（款）   2. 地方譲与税 （項）   3. 森林環境譲与税

500 700計

利子割交付金                                         　500△200   1. 利子割交付金 500  1. 利子割交付金

0

500 700

（項）   1. 利子割交付金（款）   3. 利子割交付金

33,499 33,499計

森林環境譲与税                                    　33,4990   1. 森林環境譲与税 33,499  1. 森林環境譲与税 33,499 33,499

  1. 自動車重量譲与税 24,000

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

地方揮発油譲与税                                  　10,000

自動車重量譲与税 24,000 自動車重量譲与税                                  　24,000

24,000 25,000 △1,000

地方揮発油譲与税 10,000

  1.25,000 △1,000

10,000
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計

（款）   7. 地方消費税交付金 （項）   1. 地方消費税交付金

計 △29,80073,600

（款）   4. 配当割交付金 （項）   1. 配当割交付金 （単位：千円）

計 △2002,000

（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

計

（款）   6. 法人事業税交付金 （項）   1. 法人事業税交付金

株式等譲渡所得割交付金                             　1,900

103,400

地方消費税交付金（社会保障財源分）                　25,000

地方消費税交付金 73,600  1. 地方消費税交付金 73,600 103,400 地方消費税交付金（一般財源分）                    　48,600

3,610 1,668 1,942

△29,800   1.

1,942   1. 法人事業税交付金 3,610  1. 法人事業税交付金 3,610 1,668

交付金

法人事業税交付金                                   　3,610

1,900 1,800 100

  1. 株式等譲渡所得割交付金 1,900 1,800 100   1. 株式等譲渡所得割 1,900

2,200

配当割交付金                                       　2,000△200   1. 配当割交付金 2,000

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

  1. 配当割交付金 2,000 2,200

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較
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計

（款）  11. 地方交付税 （項）   1. 地方交付税

計 △20,0001,810,000

（款）   8. ゴルフ場利用税交付金 （項）   1. ゴルフ場利用税交付金 （単位：千円）

計 2,700 2,700 0

（款）   9. 環境性能割交付金 （項）   1. 環境性能割交付金

計

（款）  10. 地方特例交付金 （項）   1. 地方特例交付金

  1. 環境性能割交付金 4,024 4,000 24

1,830,000

特別交付税                                       　400,000

  1. 地方交付税 1,810,000 1,830,000 △20,000   1. 地方交付税 1,810,000

  1. 地方特例交付金 1,500 1,000

普通交付税                                     　1,410,000

1,500 1,000 500

500   1. 地方特例交付金 1,500

  1. 環境性能割交付金 4,024 環境性能割交付金                                   　4,024

地方特例交付金                                     　1,500

4,024 4,000 24

ゴルフ場利用税交付金                               　2,700

付金

  1. ゴルフ場利用税交付金 2,700 2,700 0   1. ゴルフ場利用税交 2,700

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額
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（単位：千円）

計

（款）  13. 分担金及び負担金 （項）   1. 分担金

計

（款）  13. 分担金及び負担金 （項）   2. 負担金

△18   1. 総務費分担金 258

△75

（款）  12. 交通安全対策特別交付金 （項）   1. 交通安全対策特別交付金

金

(土木費負担金) 0 75

高野山学受講負担金                                 　1,350  2. 高野山学受講負担 1,350

  1. 中学校費負担金 1  3. 教育費負担金 1,351 1,461

金剛峯寺臨時駐車場警備負担金                      　11,000

△1,394   1. 観光費負担金 20,550

通学費保護者負担金                                     　1

観光施設管理負担金                                 　9,550

△110

学童保育負担金                                       　756

  2. 商工費負担金 20,550 21,944

早朝・延長保育負担金                                   　3  2. 児童福祉費負担金 759

老人福祉費負担金 1,094  1. 民生費負担金 1,853 2,113 入所者及び義務者負担金                             　1,094

258 276 △18

△260   1.

  1. 総務費分担金 258 276 集落の生活用水確保支援事業分担金                     　258

500 500 0

交通安全対策特別 500 交通安全対策特別交付金                               　500

交付金

  1. 交通安全対策特別交付金 500 500 0   1.

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額



（単位：千円）

計 △1,83923,754 25,593

（款）  14. 使用料及び手数料 （項）   1. 使用料
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  5. 河川使用料 173 河川使用料                                           　173

住宅駐車場使用料 12 鶯谷住宅駐車場使用料滞納繰越分                        　12

滞納繰越分

  3. 住宅駐車場使用料 1,458

  4.

鶯谷住宅駐車場使用料                               　1,458

繰越分

公営住宅使用料等滞納繰越分                           　600  2. 住宅費使用料滞納 600

△1,330   1. 住宅費使用料 51,125  5. 土木費使用料 55,505 56,835 公営住宅使用料                                    　51,125

  4. 農林業費使用料 70 425 △355   1. 農林業費使用料 70 高野山森林公園施設使用料                              　70

99   1. 環境衛生費使用料 813  3. 衛生費使用料 813 714 火葬場使用料                                         　813

  2. 民生費使用料 72 72 0   1. 集会所使用料 72 高野山多目的集会所使用料                              　72

携帯電話基地局「大滝局」用伝送路使用料               　111

施設使用料                                           　432

ＡＴＭコーナー使用料                                  　30

震度計用地使用料                                      　20

電柱占用料                                           　150

移動通信施設用地等使用料                             　347

富貴トレーニングセンター使用料                        　30

総務費使用料 1,255 本庁屋上使用料（移動通信施設）                       　135  1. 総務費使用料 1,255 1,255 0   1.

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

（款）  13. 分担金及び負担金 （項）   2. 負担金

- 20 -



（款）  14. 使用料及び手数料 （項）   1. 使用料 （単位：千円）

計

高野山会館使用料                                     　110

- 21 -

犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料                    　55

犬の鑑札の再交付手数料                                 　1

（款）  14. 使用料及び手数料 （項）   2. 手数料

  2. 147   1. 衛生費手数料 87衛生費手数料 15,117 14,970 犬の登録手数料                                        　30

  3. 総務手数料 20 地籍調査成果品交付手数料                              　20

個人番号カード再交付手数料                             　2

戸籍・住民・印鑑証明等手数料（支所分）               　273

戸籍住民手数料 1,787

督促手数料                                            　30

戸籍・住民・印鑑証明等手数料（本庁分）             　1,512  2.

納税・資産証明等手数料（支所分）                      　13

徴税手数料 193  1. 総務費手数料 2,000 1,875 納税・資産証明等手数料（本庁分）                     　150

58,160 59,864 △1,704

125   1.

公民館使用料                                         　120

社会教育費使用料 430

学校施設使用料                                         　1

町民体育館使用料                                     　200  3.

中学校費使用料 14 気象庁土地使用料                                      　13  2.

学校施設使用料                                         　1△118   1. 小学校費使用料 1  6. 教育費使用料 445 563

道路占用料　電話柱（ＮＴＴ）                       　1,089

道路占用料　その他                                   　221

- 21 -

  5. 土木費使用料   6. 道路使用料 2,137 道路占用料　電柱（関西電力）                         　827

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額
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（款）  14. 使用料及び手数料 （項）   2. 手数料 （単位：千円）

計

証明手数料                                             　2

（款）  15. 国庫支出金 （項）   1. 国庫負担金

- 22 -

介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金               　4,513

国民健康保険基盤安定国庫負担金                     　3,948  3. 民生費国庫負担金 8,461

被用者交付金（３歳以上中学校修了前）               　8,856

特例給付                                             　504

非被用者交付金                                     　5,148

児童手当国庫負担 18,037 被用者交付金（０歳～３歳未満）                     　3,529

金

  2.

養育医療費国庫負担金                                   　3

障害児自立支援給付費国庫負担金                     　1,875

担金 障害者医療費国庫負担金                               　970

社会福祉費国庫負 44,796  1. 民生費国庫負担金 71,294 57,699 障害者自立支援給付費国庫負担金                    　41,948

17,155 16,883 272

13,595   1.

消防費手数料 12

検査手数料                                            　10

  4. 消防費手数料 12 12 0   1.

管内図等交付手数料                                    　20

督促手数料                                             　5

屋外広告物申請手数料                                   　1

  3. 土木費手数料 26 26 0   1. 土木費手数料 26

塵芥処理手数料（指定シール）                       　1,139

塵芥処理手数料（許可券）                               　1

塵芥処理手数料（指定ごみ袋）                      　13,880

  2. 清掃費手数料 15,030

衛生費手数料

廃棄物処理手数料                                      　10

犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料                   　1  2. 衛生費手数料   1.

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額



（款）  15. 国庫支出金 （項）   1. 国庫負担金 （単位：千円）

計 12,66571,828

- 23 -

社会資本整備総合交付金                            　87,060

（款）  15. 国庫支出金 （項）   2. 国庫補助金

交付金

  2. 社会資本整備総合 87,060

助金

住宅・建築物耐震 620 住宅・建築物耐震改修等事業国庫補助金                 　620

改修等事業国庫補

  4. 土木費国庫補助金 185,294 166,620 18,674   1.

マイナンバー情報連携体制整備事業国庫補助金           　500

水道施設整備費国庫補助金                          　58,000

がん検診推進事業補助金                                　66

  3. 衛生費国庫補助金 58,566 9,548 49,018   1. 衛生費国庫補助金 58,566

子どものための教育・保育給付費交付金               　2,122

母子保健衛生国庫補助金                               　492

助金 子育て支援交付金                                   　3,189

児童福祉費国庫補 6,806 放課後児童健全育成事業国庫補助金                   　1,003  2.

社会福祉費国庫補 1,986 地域生活支援事業費等国庫補助金                     　1,986

助金

  2. 民生費国庫補助金 8,792 6,378 2,414   1.

社会保障・税番号制度システム改修補助金               　720

空き家対策総合支援事業国庫補助金                   　1,391

個人番号カード交付事務費補助金                        　50

個人番号カード交付事業費補助金                       　362

総務費国庫補助金 3,023 地方創生推進交付金                                   　500  1. 総務費国庫補助金 3,023 672 2,351   1.

  2. 衛生費国庫負担金 534 1,464

59,163

感染症予防事業費等国庫負担金                         　534△930   1. 衛生費国庫負担金 534

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

- 23 -
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（款）  15. 国庫支出金 （項）   2. 国庫補助金 （単位：千円）

計

(消防費国庫補助金) 0 764 △764

（款）  15. 国庫支出金 （項）   3. 国庫委託金

計

- 24 -

1,229 916 313

  2. 児童福祉費国庫委 3 特別児童扶養手当事務委託金                             　3

託金

託金

  1. 社会福祉費国庫委 1,000  2. 民生費国庫委託金 1,003 726

  2. 総務管理費国庫委 20

国民年金事務委託金　基礎年金等                     　1,000

自衛官募集事務委託金                                  　20

託金

277

費国庫委託金

戸籍住民基本台帳 206  1. 総務費国庫委託金 226 190 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金               　206

256,346 184,030 72,316

36   1.

  6. 商工費国庫補助金 660 0 660   1. 商工費国庫補助金 660 観光地の「まちあるき」の満足度向上事業国庫補助金     　660

  5. 教育費国庫補助金 11 48 △37   1. 教育費国庫補助金 11 理科教育設備整備費国庫補助金                          　11

道路メンテナンス事業費国庫補助金                  　52,954

事業費国庫補助金

  4. 道路メンテナンス 52,954

無電柱化推進事業 44,660 無電柱化推進事業費国庫補助金                      　44,660

費国庫補助金

  4. 土木費国庫補助金   3.

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額



（款）  16. 県支出金 （項）   1. 県負担金 （単位：千円）

計

国民健康保険基盤安定県負担金                      　13,305
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209,138 142,570 66,568

民生費県負担金 15,561

介護保険低所得者保険料軽減県費負担金               　2,256

  6.

特例給付                                             　126  5. 特例給付県負担金 126

県負担金

非被用者児童手当 1,287 非被用者児童手当県負担金                           　1,287  4.

被用者中学校修了 2,214 被用者（３歳～中学校修了）                         　2,214

前県負担金

  3.

負担金

被用者児童手当県負担金                               　381  2. 被用者児童手当県 381

養育医療費県負担金                                     　1

障害児自立支援給付費県負担金                         　937

後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金              　13,495

障害者医療費県負担金                                 　485

民生委員推薦会県負担金                                　14

障害者自立支援給付費県負担金                      　20,974

民生委員・児童委員活動費県負担金                   　1,818

社会福祉費県負担 37,763 身体障害児援護費県負担金                              　39

金

  2. 民生費県負担金 57,332 54,530 2,802   1.

  1. 総務費県負担金 151,806 88,040 地籍調査県負担金                                 　151,80663,766   1. 地籍調査県負担金 151,806

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

- 25 -



- 26 -

（款）  16. 県支出金 （項）   2. 県補助金 （単位：千円）

- 26 -

多面的機能維持支払交付金                             　212

狩猟免許取得支援事業県補助金                         　114

機構集積支援事業県補助金                           　1,159

農業委員会県補助金                                   　644

直接支払推進事業費県補助金                            　72

  4. 農林業費県補助金 10,599 11,821 △1,222   1. 農業費県補助金 10,059

健康推進事業費県補助金                               　200

ガン検診推進事業県補助金                             　295

保健衛生費県補助 540 一般不妊治療費県補助金                                　45

金

  3. 衛生費県補助金 540 400 140   1.

補助金

介護保険事業費県 57

子どものための教育・保育給付費補助金                 　806

介護保険低所得者利用者負担対策事業県補助金            　57  3.

第２子以降保育料県補助金                             　524

放課後児童健全育成事業県補助金                     　1,003

子育て支援交付金                                   　3,189

乳幼児医療費県補助金                               　1,225

児童福祉費県補助 7,505 ひとり親家庭医療費県補助金                           　758

金

  2.

高齢者地域福祉推進事業県補助金                       　341

行旅病人・死亡人取扱県補助金                         　235

地域見守り協力員制度補助金                             　3

重度心身障害児者医療費県補助金                     　3,466

金 地域生活支援事業費等県補助金                         　993

  2. 民生費県補助金 12,600 11,160 1,440   1. 社会福祉費県補助 5,038

権限委譲補助金                                       　300

消費者行政活性化交付金                               　237

移住・交流推進事業補助金                             　200

地域課題解決型起業支援事業補助金                     　250

人権啓発市町村助成事業県補助金                       　400

総務管理費県補助 4,310 わかやま防災パワーアップ補助金                     　2,923

金

  1. 総務費県補助金 4,310 5,141 △831   1.

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額



（款）  16. 県支出金 （項）   2. 県補助金 （単位：千円）

計

子どもの居場所づくり推進事業費補助金                 　115

（款）  16. 県支出金 （項）   3. 県委託金

- 27 -

県民税徴収委託金                                   　4,160  2. 税務費県委託金 4,160

金

総務管理費県委託 170  1. 総務費県委託金 11,799 7,596 県民の友配布委託金                                   　170

32,442 34,007 △1,565

4,203   1.

訪問型家庭教育支援推進事業費補助金                   　216

文化財保護県補助金                                 　2,025

運動部活動推進事業県補助金                           　118

緑育推進事業県補助金                                 　382

放課後子ども教室推進事業費補助金                     　115

283   1. 教育費県補助金 3,094  6. 教育費県補助金 3,094 2,811 青少年センター運営費県補助金                         　123

  2. 土木費県補助金 625 わかやま防災パワーアップ補助金                       　625

補助事業県補助金

  1. 木造住宅耐震改修 674 木造住宅耐震改修補助事業県補助金                     　674

林業担い手社会保障制度等充実対策県補助金             　540  2. 林業費県補助金 540

  5. 土木費県補助金 1,299 2,674 △1,375

中山間地農業ルネッサンス事業費県補助金             　4,000

農地利用最適化交付金                                 　864

団体営農村地域防災減災事業費県補助金               　1,034

多面的機能支払推進交付金                             　400

農業費県補助金 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金                   　1,560  4. 農林業費県補助金   1.

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

- 27 -



（款）  16. 県支出金

- 28 -

桜ヶ丘宅地貸付収入                                   　897

（項）   3. 県委託金 （単位：千円）

計

（款）  17. 財産収入 （項）   1. 財産運用収入

4,077

森林環境譲与税基金利子                                 　1

- 28 -

  2. 財産貸付収入 1,257 1,401 △144   1. 土地貸付収入 897

公共施設等整備基金利子                                　60

ふるさと基金利子                                   　3,664

森林整備基金利子                                       　1

環境維持基金利子                                       　1

街並景観及び自然景観振興整備基金利子                   　1

財政調整（土地開発分）基金利子                        　60

福祉基金利子                                          　86

減債基金利子                                           　1

土地開発基金利子                                       　1

財政調整基金利子                                     　331

  1. 利子及び配当金 4,243 奨学基金利子                                          　36

金

  1. 利子及び配当金 4,243 8,294 △4,051

12,438 8,361

△126   1. 児童福祉費県委託 639  2. 民生費県委託金 639 765 在宅育児支援給付委託金                               　639

  5. 選挙費県委託金 6,900 衆議院議員総選挙委託金                             　6,900

統計調査費県委託 552 指定統計調査委託金                                   　552

金

  4.

戸籍住民基本台帳 17 人口動態委託金                                        　17

費県委託金

  1. 総務費県委託金   3.

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額



- 29 -

- 29 -

（款）  17. 財産収入 （項）   1. 財産運用収入 （単位：千円）

計

（款）  17. 財産収入 （項）   2. 財産売払収入

9,695 △4,195

（款）  18. 寄附金 （項）   1. 寄附金

ふるさと基金寄附金                                　50,000

67,231 117,231 △50,000計

  1. ふるさと基金寄附 50,000

金

金

  4. ふるさと寄附金 50,000 100,000 △50,000

  3. 環境維持寄附金 30 30

1 奨学基金寄附金                                         　1

0   1. 環境維持基金寄附 30

宿坊協会寄附金                                     　7,200

環境維持基金寄附金                                    　30

  2. 教育費寄附金 1 1 0   1. 奨学基金寄附金

一般寄附金 17,200 金剛峯寺寄附金                                    　10,000  1. 一般寄附金 17,200 17,200 0   1.

△5

△5

(物件売払収入) 0 5

7,000 7,005計

桜ヶ丘土地売払収入                                 　7,0000   1. 土地売払収入 7,000

  2. 駐車場貸付収入 360

  1. 不動産売払収入 7,000 7,000

5,500

  2. 財産貸付収入 駐車場貸付収入                                       　360

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額



- 30 -

2,000

- 30 -

金

（款）  19. 繰入金 （項）   1. 他会計繰入金 （単位：千円）

計 0

0

（款）  19. 繰入金 （項）   2. 基金繰入金

計

（款）  20. 繰越金 （項）   1. 繰越金

20,000 20,000計

前年度繰越金                                      　20,0000   1. 前年度繰越金 20,000  1. 繰越金

66,079413,889 347,810

20,000 20,000

191   1. 森林整備基金繰入 191  5. 森林整備基金繰入金 191 0 森林整備基金繰入金                                   　191

ふるさと応援寄附基金繰入金                       　301,388

金 基金繰入金

  4. ふるさと応援寄附基金繰入 301,388 300,000 1,388   1. ふるさと応援寄附 301,388

財政調整基金繰入金                               　100,000金

65,500   1. 財政調整基金繰入 101,500 財政調整基金（旧紀伊丹生川ダム地域振興分）繰入金   　1,500

環境維持基金繰入金                                 　4,000環境維持基金繰入金 4,000 5,000

  3. 財政調整基金繰入金 101,500 36,000

  1. 奨学基金繰入金 6,810 6,810 奨学基金繰入金                                     　6,810

金

  2.

2,000

財産区会計繰入金                                   　2,000

△1,000   1. 環境維持基金繰入 4,000

財産区会計繰入金 2,000

0   1. 奨学基金繰入金 6,810

  1. 財産区会計繰入金 2,000 2,000 0   1.

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額



202

- 31 -

- 31 -

0

（款）  21. 諸収入 （項）   1. 延滞金加算及び過料

計 0

100,200

（款）  21. 諸収入 （項）   2. 町預金利子

計

（款）  21. 諸収入 （項）   3. 貸付金元利収入

100,610 410計

                                                 　100,000預託金元利収入

  1. 商工制度資金貸付 100,000  2. 商工費貸付金元利収入 100,000 0

200   1. 奨学金貸付金元利 610

新型コロナウイルス対策しゃくなげ融資特別預託金回収金

奨学金貸付元金返還金                                 　610

収入

100,000

町預金利子                                             　10   1. 町預金利子 1

  1. 奨学金貸付金元利収入 610 410

  1. 町預金利子 1 1

1 1

  3. 過料 1 1

202

過料                                                   　10   1. 過料 1

  2. 加算金 1 1 加算金                                                 　10   1. 加算金 1

  1. 延滞金 200 200 町税滞納延滞金                                       　2000   1. 延滞金 200

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

（単位：千円）



- 32 -

- 32 -

公営住宅退去時負担金                                 　300

県消防救急デジタル無線負担金                          　74

（款）  21. 諸収入 （項）   4. 雑入 （単位：千円）

材料売上収入                                          　50

太陽光発電受給電力量料金                              　30

町史史料編等販売収入                                  　50

消防団員福祉共済事務費                                　54

国道３７１号線上における災害活動経費                 　200

骨壺売上                                              　24

消防団員福祉共済金                                   　100

  1. 雑入 24,059 雇用保険料個人負担金                                 　156

介護予防・日常生活支援サービス計画作成費           　1,086ター事業収入

  9. 雑入 24,059 11,031 13,028

  8. 地域包括支援センター事業 2,490 2,457

収入

1 過年度収入                                             　1

33   1. 地域包括支援セン 2,490

動脈硬化検診負担金                                   　220

介護予防サービス・支援計画作成費                   　1,404

  7. 過年度収入 1 1 0   1. 過年度収入

健康診査等負担金 690 がん検診負担金                                       　470  6. 健康診査等負担金 690 410 280   1.

消防団員公務災害補償費                                　10金

△5,323   1. 消防退職基金受入 2,588  5. 消防退職基金受入金 2,588 7,911 消防団員退職報償金                                 　2,578

  2. 受託給食費 8,200 こども園分                                         　8,200

中学校給食費                                       　1,008

学校給食費 2,208 小学校給食費                                       　1,200

0   1. 違約金 1

  4. 給食事業収入 10,408 9,632 776   1.

弁償金                                                 　10   1. 弁償金 1

  3. 違約金 1 1 違約金                                                 　1

滞納処分費 1

  2. 弁償金 1 1

説　　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

  1. 滞納処分費 1 1 強制執行実費徴収金                                     　10   1.

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較



（款）  21. 諸収入

- 33 -

（項）   4. 雑入 （単位：千円）

計

辺地対策事業債                                    　42,000

（款）  22. 町債 （項）   1. 町債

お試し住宅利用料                                     　102

自動販売機販売手数料                                 　100

  1. 過疎対策事業債 125,000

  2. 辺地対策事業債 42,000

119,400

過疎対策事業債                                    　23,7009,800   1. 過疎対策事業債 23,700

  3. 衛生債 167,000 47,600 過疎対策事業債                                     125,000

  1. 総務債 22,800 68,300

  2. 民生債 23,700 13,900

△45,500   1. 過疎対策事業債 22,800 過疎対策事業債                                    　22,800

40,239 31,445 8,794

電線移設負担金                                     　3,000

地域活性化センター補助金                           　4,000

電気充電器維持・電気代権利金                         　177

高齢者の保健事業と介護予防の一体的化事業委託料     　8,094

施設利用協力金                                     　1,722

職員住宅使用料                                     　1,728

農業者年金業務委託金                                  　88

自動販売機販売手数料                                 　120

和歌山地方税回収機構出向職員の人件費受入れ         　3,325

有償刊行物販売収入                                    　10

大名墓総合調査報告書販売収入                         　439

学童保育行事参加料                                     　6

重度心身障害児（者）医療費扶助高額療養費返還金       　100

雑入 移動通信施設火災保険料                                　10  9. 雑入   1.

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額
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- 34 -

（款）  22. 町債 （項）   1. 町債 （単位：千円）

計

- 34 -

1,036,100 363,100 673,000

△3,400(災害復旧債) 0 3,400

  8. 臨時財政対策債 100,000 60,000 40,000   1. 臨時財政対策債 100,000 臨時財政対策債                                   　100,000

  1. 過疎対策事業債 555,700 過疎対策事業債                                   　555,700  7. 教育債 555,700 0

  1. 緊急防災・減災事 4,800 緊急防災・減災事業債                               　4,800

業債

555,700

債

2,100  6. 消防債 4,800 2,700

公営住宅建設事業債                                　73,000  2. 公営住宅建設事業 73,000

過疎対策事業債 78,100  5. 土木債 151,100 155,300

11,900

過疎対策事業債                                    　78,100

11,000 過疎対策事業債                                    　11,000

説　　　　　　　　　　　　明
節

区　　分 金　　額

△4,200   1.

△900   1. 過疎対策事業債

目 本　年　度 前　年　度 比　　較

  4. 商工債 11,000
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