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第１表　　歳　入　歳　出　予　算

　　歳　入 単位：千円 

款 項 金                   額

  1. 使用料及び手数料 ３９，１４８

  1. 使用料 ３９，１４７

  2. 手数料 １

  2. 分担金及び負担金 ８，２５０

  1. 分担金 ３，２５０

  2. 負担金 ５，０００

  3. 国庫支出金 ２０，０００

  1. 国庫補助金 ２０，０００

  4. 県支出金 １，０００

  1. 県補助金 １，０００

  5. 財産収入 １

  1. 財産運用収入 １

  6. 繰入金 １３８，５１２

  1. 繰入金 １３８，５１２

  7. 諸収入 ２，６３８



単位：千円 

款 項 金                   額

  1. 雑入 ２，６３８

  8. 町債 ３６，４００

  1. 町債 ３６，４００

  9. 繰越金 １

  1. 繰越金 １

歳                 入                 合                 計 ２４５，９５０
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　　歳　出 単位：千円 

款 項 金                   額

  1. 公共下水道事業費 １３７，１１４

  1. 管理費 ３９，５０１

  2. 事業費 ９７，６１３

  2. 農業集落排水事業費 ２７，２８９

  1. 管理費 ２２，４３９

  2. 事業費 ４，８５０

  3. 公債費 ７９，５４６

  1. 公債費 ７９，５４６

  4. 諸支出金 １，００１

  1. 基金費 １，００１

  5. 予備費 １，０００

  1. 予備費 １，０００

歳                 出                 合                 計 ２４５，９５０



歳入歳出予算事項別明細書１ 　総　括

(歳　入) 単位：千円 

款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比　　　較

  1. 使用料及び手数料 ３９，１４８ ３８，４１７ ７３１

  2. 分担金及び負担金 ８，２５０ １３，７５０ △５，５００

  3. 国庫支出金 ２０，０００ ２５，０００ △５，０００

  4. 県支出金 １，０００ １，０００ ０

  5. 財産収入 １ １ ０

  6. 繰入金 １３８，５１２ １５２，８３１ △１４，３１９

  7. 諸収入 ２，６３８ ２，１００ ５３８

  8. 町債 ３６，４００ ５６，２００ △１９，８００

  9. 繰越金 １ １ ０

歳          入          合          計 ２４５，９５０ ２８９，３００ △４３，３５０
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(歳　出) 単位：千円 

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較 特 　　   定 　    財      源
一般財源

国 県 支 出 金 地 方 債　 そ  の  他

  1. 公共下水道事業費 137,114 181,099 △43,985 20,000 35,500  81,614 

  2. 農業集落排水事業費 27,289 25,426 1,863  900 2,639 23,750 

  3. 公債費 79,546 80,774 △1,228   1,000 78,546 

  4. 諸支出金 1,001 1,001 0 1,000  1  

  5. 予備費 1,000 1,000 0    1,000 

歳     出     合     計 245,950 289,300 △43,350 21,000 36,400 3,640 184,910 



２  歳　入

（款）   1. 使用料及び手数料 （項）   1. 使用料 単位：千円

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 公共下水道使用料 31,609 30,901 708   1. 現年度分 31,608 公共下水道使用料

　　　　2,634,000円×12ヶ月

  2. 過年度分 1 

  2. 集落排水使用料 7,538 7,515 23   1. 現年度分 7,537 農業集落排水使用料

　椎出地区　 481,500円×12ヶ月                     　5,778

　河根地区　 146,600円×12ヶ月                     　1,759

  2. 過年度分 1 

計 39,147 38,416 731 

（款）   1. 使用料及び手数料 （項）   2. 手数料

  1. 手数料 1 1 0   1. 手数料 1 手数料

計 1 1 0 
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（款）   2. 分担金及び負担金 （項）   1. 分担金 単位：千円

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 公共下水道受益者分担金 2,500 5,000 △2,500   1. 受益者分担金 2,500 公共下水道事業　受益者分担金

  2. 集落排水分担金 750 1,250 △500   1. 加入分担金 750 農業集落排水事業　加入分担金

計 3,250 6,250 △3,000 

（款）   2. 分担金及び負担金 （項）   2. 負担金

  1. 公共下水道受益者負担金 5,000 7,500 △2,500   1. 受益者負担金 5,000 公共下水道事業　受益者負担金

計 5,000 7,500 △2,500 

（款）   3. 国庫支出金 （項）   1. 国庫補助金

  1. 下水道事業費国庫補助金 20,000 25,000 △5,000   1. 下水道事業費国庫 20,000 社会資本整備総合交付金

補助金

計 20,000 25,000 △5,000 



（款）   4. 県支出金 （項）   1. 県補助金 単位：千円

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 下水道事業促進整備交付金 1,000 1,000 0   1. 下水道事業促進整 1,000 下水道事業促進整備交付金

備交付金

計 1,000 1,000 0 

（款）   5. 財産収入 （項）   1. 財産運用収入

  1. 利子及び配当金 1 1 0   1. 利子及び配当金 1 下水道事業基金利子

計 1 1 0 

（款）   6. 繰入金 （項）   1. 繰入金

  1. 繰入金 138,512 152,831 △14,319   1. 繰入金 137,512 一般会計繰入金

　公共下水道事業　                               　100,460

　農業集落排水事業　                              　37,052

  2. 下水道事業基金繰 1,000 下水道事業基金繰入金

入金

計 138,512 152,831 △14,319 
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（款）   7. 諸収入 （項）   1. 雑入 単位：千円

節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 説　　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額

  1. 雑入 2,638 2,100 538   1. 雑入 2,638 椎出地区農業集落排水施設機能回復補償金

計 2,638 2,100 538 

（款）   8. 町債 （項）   1. 町債

  1. 下水道事業債 36,400 56,200 △19,800   1. 下水道事業債 36,400 公共下水道事業                                    　33,200

流域下水道事業                                     　2,300

農業集落排水事業                                     　900

計 36,400 56,200 △19,800 

（款）   9. 繰越金 （項）   1. 繰越金

  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 



３  歳　出

（款）   1. 公共下水道事業費 （項）   1. 管理費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

  1. 管理費 39,501 38,907 594 39,501   2. 給    　料 4,421 一般職員給　1人分

  3. 職員手当等 2,290 扶養手当                       　198

期末手当                     　1,098

勤勉手当                       　690

通勤手当                        　28

管理職手当                     　276

  4. 共  済  費 1,380 職員共済組合負担金

  9. 旅    　費 11 普通旅費

 11. 需  用  費 2,654 消耗品費                        　30

燃料費                          　13

印刷製本費                      　57

光熱水費                     　1,444

修繕料                       　1,110

 12. 役  務  費 1,219 通信運搬費                     　434

手数料                         　785

 13. 委  託  料 1,003 管理点検委託料                 　886

下水電算業務委託料             　117

 14. 使用料及び 7 土地借上料

賃借料

 16. 原材料費 38 維持補修材料

－269－　　　 



－270－　　　 

（款）   1. 公共下水道事業費 （項）   1. 管理費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

 19. 負担金補助 24,978 和歌山県市町村総合事務組合負担金

及び交付金 　一般職　1人　　              　840

和歌山県流域下水道維持管理負担金

                            　24,098

研修会参加負担金                　40

 27. 公  課  費 1,500 納付消費税

計 39,501 38,907 594 39,501 



（款）   1. 公共下水道事業費 （項）   2. 事業費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

  1. 事業費 97,613 142,192 △44,579 20,000 35,500 42,113   9. 旅    　費 45 普通旅費

 11. 需  用  費 156 消耗品費                        　50

燃料費                         　106

 13. 委  託  料 11,898 下水道管渠実施設計委託料     　5,990

九度山町流域関連公共下水道事業変更認

可委託料                     　5,908

 14. 使用料及び 10 駐車料・通行料

賃借料

 15. 工事請負費 78,103 下水道管渠布設工事

　Ｌ＝700m　                　48,103

附帯工事

　Ｌ=500ｍ　                　30,000

 19. 負担金補助 7,201 和歌山県土木積算システム利用連絡協議

及び交付金 会負担金                        　91

紀の川流域下水道事業負担金   　2,902

日本下水道協会負担金            　48

全国町村下水道推進協議会分担金  　30

紀の川流域下水道推進協議会負担金

                             　1,110

和歌山県下水道協会負担金        　20

水洗化奨励金                 　3,000

 22. 補償補填及 200 建築物等再築補償費

び賠償金
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（款）   1. 公共下水道事業費 （項）   2. 事業費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

計 97,613 142,192 △44,579 20,000 35,500 42,113 



（款）   2. 農業集落排水事業費 （項）   1. 管理費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

  1. 管理費 22,439 19,370 3,069 22,439   2. 給    　料 3,633 一般職員給　１人分

  3. 職員手当等 1,982 扶養手当                       　192

超過勤務手当                   　140

期末手当                       　863

勤勉手当                       　537

児童手当                       　250

  4. 共  済  費 1,302 職員共済組合負担金

  7. 賃    　金 1,172 臨時雇賃金

 11. 需  用  費 5,904 消耗品費                       　295

燃料費                          　19

光熱水費                     　3,089

修繕料                       　2,501

 12. 役  務  費 4,230 通信運搬費                     　456

手数料                       　3,774

 13. 委  託  料 3,460 管理点検委託料               　3,165

警備業務委託料                 　143

ＵＶ計定期点検委託料           　152

 14. 使用料及び 14 駐車料・通行料                   　1

賃借料 土地借上料                      　13

 16. 原材料費 23 維持補修材料
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（款）   2. 農業集落排水事業費 （項）   1. 管理費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

 19. 負担金補助 719 和歌山県市町村総合事務組合負担金

及び交付金 　一般職　1人　　　            　691

河根自動通報装置無線電波利用料   　3

県土改連農業集落排水部会負担金   　5

地域環境資源センター負担金      　20

計 22,439 19,370 3,069 22,439 

（款）   2. 農業集落排水事業費 （項）   2. 事業費

  1. 事業費 4,850 6,056 △1,206 900 2,639 1,311  15. 工事請負費 4,550 椎出地区集落排水施設マンホール嵩上工

事                           　2,638

河根地区集落排水施設ＳＳ計更新工事

                             　1,912

 19. 負担金補助 300 水洗化奨励金

及び交付金

計 4,850 6,056 △1,206 900 2,639 1,311 



（款）   3. 公債費 （項）   1. 公債費 単位：千円

本　年　度　の　財　源　内　訳 節
目 本　年　度 前　年　度 比　　較 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

一般財源 区　　分 金　　額国県支出金 地 方 債 そ　の　他

  1. 元金 59,772 58,274 1,498 1,000 58,772  23. 償還金利子 59,772 長期債償還元金

及び割引料 　　公共下水道事業一般分　  　41,483

　　臨時措置分　　　　　　   　2,621

　農業集落排水事業一般分    　15,668

  2. 利子 19,774 22,500 △2,726 19,774  23. 償還金利子 19,774 長期債償還利子

及び割引料 　　公共下水道事業一般分　  　13,220

　　臨時措置分　　　 　      　1,030

　　農業集落排水事業一般分   　5,424

一時借入金利子                 　100

計 79,546 80,774 △1,228 1,000 78,546 

（款）   4. 諸支出金 （項）   1. 基金費

  1. 下水道事業 1,001 1,001 0 1,000 1  25. 積  立  金 1,001 下水道事業基金積立金　       　1,000

基金費 下水道事業基金（利子）積立金　   　1

計 1,001 1,001 0 1,000 1 

（款）   5. 予備費 （項）   1. 予備費

  1. 予備費 1,000 1,000 0 1,000 

計 1,000 1,000 0 1,000 
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