
一　般　会　計　予　算





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 本年度構成比（％）

市税

地方譲与税 △3,300    

利子割交付金 △10,900    

地方消費税交付金 △180,900    

配当割交付金 △30,200    

株式等譲渡所得割交付金 △25,000    

ゴルフ場利用税交付金

自動車取得税交付金

地方特例交付金 △5,123    

地方交付税 △4,389    

交通安全対策特別交付金 △894    

分担金及び負担金 △6,822    

使用料及び手数料 △66,876    

国庫支出金 △181,185    

県支出金 △168,883    

財産収入 △463    

寄附金
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１．総　括　　（歳　入） （単位　千円）

　　　　　　　　　　款 本　年　度　予　算　額 前　年　度　予　算　額 比　　　較 本年度構成比（％）

繰入金 △442,669    

繰越金 △350,000    

諸収入

市債 △1,733,100    

歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 △3,053,000    
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（歳　出） （単位　千円）

構成比

（％） 国県支出金 地　方　債 そ　の　他 一般財源

議会費 △2,123 

総務費

民生費

衛生費 △158,822 

労働費

農林水産業費 △22,667 

商工費 △19,227 

土木費 △510,796 

消防費

教育費 △2,326,928 

災害復旧費

公債費 △7,451 

諸支出金 △433,343 

予備費 △921 

歳　　　　出　　　　合　　　　計 △3,053,000 

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　較
本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳
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２．歳入 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

01  市税

  01  市民税 △114,302 

    01  個人 △89,673 

      01  現年課税分 普通徴収分
　普通徴収分　1,812,341千円×94％
特別徴収分
　特別徴収分　6,078,383千円×99.85％

      02  滞納繰越分 滞納繰越分
　滞納繰越分　946,353千円×19.50％

    02  法人 △24,629 

      01  現年課税分 現年課税分
　現年課税分　1,628,834千円×99.85％

      02  滞納繰越分 滞納繰越分
　滞納繰越分　18,845千円×11％
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（款）01　市税 （項）02　固定資産税

  02  固定資産税

    01  固定資産税

      01  現年課税分 現年課税分
　現年課税分　10,191,331千円×98％

      02  滞納繰越分 滞納繰越分
　滞納繰越分　660,969千円×22％

    02  国有資産等所在市町村交付金 △90 

      01  現年課税分 交付金
　交付金　18,091千円×100％
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（款）01　市税 （項）03　軽自動車税 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

  03  軽自動車税

    01  軽自動車税

      01  現年課税分 現年課税分
　現年課税分　332,846千円×97％

      02  滞納繰越分 滞納繰越分
　滞納繰越分　24,335千円×22％
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（款）01　市税 （項）04　たばこ税

  04  たばこ税 △24,167 

    01  たばこ税 △24,167 

      01  現年課税分 現年課税分
　現年課税分　1,116,294千円×100％
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（款）01　市税 （項）05　都市計画税 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

  05  都市計画税

    01  都市計画税

      01  現年課税分 現年課税分
　現年課税分　1,050,217千円×98％

      02  滞納繰越分 滞納繰越分
　滞納繰越分　68,306千円×22％
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（款）01　市税 （項）05　都市計画税 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

  05  都市計画税

    01  都市計画税

      01  現年課税分 現年課税分
　現年課税分　1,050,217千円×98％

      02  滞納繰越分 滞納繰越分
　滞納繰越分　68,306千円×22％

（款）01　市税 （項）80　特別土地保有税

  80  特別土地保有税 △1 

    80  特別土地保有税 △1 

− 9−



（款）02　地方譲与税 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

02  地方譲与税 △3,300 

  01  地方揮発油譲与税

    01  地方揮発油譲与税

      01  地方揮発油譲与税 地方揮発油譲与税
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（款）02　地方譲与税 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

02  地方譲与税 △3,300 

  01  地方揮発油譲与税

    01  地方揮発油譲与税

      01  地方揮発油譲与税 地方揮発油譲与税

（款）02　地方譲与税 （項）02　自動車重量譲与税

  02  自動車重量譲与税 △18,400 

    01  自動車重量譲与税 △18,400 

      01  自動車重量譲与税 自動車重量譲与税
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（款）03　利子割交付金 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

03  利子割交付金 △10,900 

  01  利子割交付金 △10,900 

    01  利子割交付金 △10,900 

      01  利子割交付金 利子割交付金
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（款）03　利子割交付金 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

03  利子割交付金 △10,900 

  01  利子割交付金 △10,900 

    01  利子割交付金 △10,900 

      01  利子割交付金 利子割交付金

（款）04　地方消費税交付金

04  地方消費税交付金 △180,900 

  01  地方消費税交付金 △180,900 

    01  地方消費税交付金 △180,900 

      01  地方消費税交付金 地方消費税交付金
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（款）05　配当割交付金 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

05  配当割交付金 △30,200 

  01  配当割交付金 △30,200 

    01  配当割交付金 △30,200 

      01  配当割交付金 配当割交付金
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（款）06　株式等譲渡所得割交付金

06  株式等譲渡所得割交付金 △25,000 

  01  株式等譲渡所得割交付金 △25,000 

    01  株式等譲渡所得割交付金 △25,000 

      01  株式等譲渡所得割交付金 株式等譲渡所得割交付金
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（款）07　ゴルフ場利用税交付金 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

07  ゴルフ場利用税交付金

  01  ゴルフ場利用税交付金

    01  ゴルフ場利用税交付金

      01  ゴルフ場利用税交付金 ゴルフ場利用税交付金
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（款）08　自動車取得税交付金

08  自動車取得税交付金

  01  自動車取得税交付金

    01  自動車取得税交付金

      01  自動車取得税交付金 自動車取得税交付金
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（款）09　地方特例交付金 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

09  地方特例交付金 △5,123 

  01  地方特例交付金 △5,123 

    01  地方特例交付金 △5,123 

      01  地方特例交付金 減収補てん特例交付金
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（款）10　地方交付税

10  地方交付税 △4,389 

  01  地方交付税 △4,389 

    01  地方交付税 △4,389 

      01  地方交付税 普通交付税
特別交付税
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（款）11　交通安全対策特別交付金 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

11  交通安全対策特別交付金 △894 

  01  交通安全対策特別交付金 △894 

    01  交通安全対策特別交付金 △894 

      01  交通安全対策特別交付金 交通安全対策特別交付金
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（款）12　分担金及び負担金

12  分担金及び負担金 △6,822 

  01  負担金 △6,822 

    01  民生費負担金 △6,822 

      01  社会福祉費負担金 知的障害者措置費負担金（入所）
緊急一時保護施設利用者負担金

      02  老人福祉費負担金 老人保護措置費負担金（市営施設）

      03  児童福祉費負担金 学童保育料
学童保育料滞納繰越分
保育所運営費負担金（市内施設）
保育所運営費負担金（市内施設）滞納繰越分
保育所運営費負担金（市外施設）
保育所運営費負担金（市外施設）滞納繰越分
未熟児養育医療徴収金

    02  農林水産業費負担金

      01  農業費負担金 適正化事業負担金
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（款）13　使用料及び手数料 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

13  使用料及び手数料 △66,876 

  01  使用料

    01  総務使用料

      01  総務管理使用料 自転車等駐車場使用料

      02  財産使用料 財産使用料

    02  民生使用料

      01  社会福祉使用料 あおい空使用料
あすなろ職業指導所使用料
こぶし園使用料
関宿心身障がい者福祉作業所使用料

      02  老人福祉使用料 老人福祉センター使用料
中根地域福祉センター使用料
関宿福祉センターやすらぎの郷使用料

      03  児童福祉使用料 あさひ育成園使用料
あさひ育成園使用料滞納繰越分
こだま学園使用料

    03  衛生使用料 △208 

      01  保健衛生使用料 急病センター使用料
火葬料
式場等使用料
祭壇使用料
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（款）13　使用料及び手数料 （項）01　使用料

    04  農林水産業使用料 △4 

      01  農業使用料 東葛飾地域農林業センター使用料
河川水面使用料
　採草地　1円×773,771㎡
　木野崎柳耕地　9円×261,023㎡
　古布内耕地　7.5円×1,833㎡
農道等占用料
　東電柱占用料　1,110円／本×210本
　その他法定外公共物占用料

    05  土木使用料 △6,775 

      01  道路橋りょう使用料 道路占用料

      02  都市計画使用料 スポーツ公園ゴルフ場施設設置管理使用料
都市公園敷地内電柱占用料
都市公園使用料

      03  住宅使用料 市営住宅使用料
市営住宅使用料滞納繰越分
市営住宅駐車場使用料
　鶴奉団地駐車場使用料　40台×3,240円×12月
　宮崎西団地駐車場使用料　53台×5,140円×12月
市営住宅駐車場使用料滞納繰越分

    06  教育使用料 △4,037 

      01  幼稚園使用料 幼稚園保育料
入園料

      02  社会教育使用料 公民館使用料

      03  保健体育使用料 総合公園物品販売行為使用料
総合公園占用料
川間体育館使用料
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（款）13　使用料及び手数料 （項）01　使用料 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

福田運動場使用料
生涯スポーツ広場使用料
岩名調整池庭球場使用料
福田体育館使用料
春風館道場使用料
総合公園水泳場使用料
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（款）13　使用料及び手数料 （項）02　手数料

  02  手数料 △81,244 

    01  総務手数料

      01  総務管理手数料 臨時運行許可手数料
地縁団体証明手数料
認可地縁団体印鑑登録証明手数料
廃置分合証明手数料

      02  徴税手数料 税関係閲覧証明手数料

      03  戸籍住民基本台帳手数料 戸籍謄抄本等交付手数料
住民票の写し等交付及び住民票閲覧手数料
印鑑証明他証明手数料
印鑑登録証交付手数料
通知カード再交付手数料
個人番号カード再交付手数料

    02  衛生手数料 △84,911 

      01  保健衛生手数料 小規模埋立て等許可手数料
犬の登録手数料
狂犬病注射済票等交付手数料

      02  清掃手数料 し尿汲取手数料
一般廃棄物処理業許可手数料
搬入廃棄物処理手数料
浄化槽清掃業許可手数料
収集ごみ処理手数料
粗大ごみ処理手数料

    03  農林水産業手数料

      01  農業手数料 農用地区域等証明手数料
資源処理手数料
堆肥の運搬等手数料
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（款）13　使用料及び手数料 （項）02　手数料 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

    04  土木手数料 △127 

      01  都市計画手数料 区域区分等証明手数料
屋外広告物許可手数料
優良住宅認定手数料
建築確認手数料
長期優良住宅申請手数料
市営住宅居住証明等手数料
開発行為許可等申請手数料
開発登録簿の写しの交付手数料
優良宅地造成認定申請手数料
低炭素建築物申請手数料
鳥獣飼養許可更新手数料
省エネ建築物申請手数料

    05  消防手数料

      01  消防手数料 危険物貯蔵取扱施設等検査手数料

    80  民生手数料 △36 
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（款）14　国庫支出金

14  国庫支出金 △181,185 

  01  国庫負担金

    01  民生費負担金

      01  社会福祉費負担金 特別障害者手当等負担金
　特別障害者手当等負担金　66,273千円×3／4
国民健康保険基盤安定負担金
　保険者支援分　335,206千円×1／2
中国残留邦人等生活支援給付費負担金
　中国残留邦人等生活支援給付費負担金　482千円×3／4
自立支援医療費負担金
　更生医療　110,366千円×1／2
　育成医療　1,935千円×1／2
自立相談支援事業負担金
　自立相談支援事業負担金　20,000千円×3／4
住居確保給付金事業負担金
　住居確保給付金事業負担金　270千円×3／4
介護給付費負担金
　介護給付費負担金　1,052,704千円×1／2
訓練等給付費負担金
　訓練等給付費負担金　499,509千円×1／2
療養介護医療費負担金
　療養介護医療費負担金　11,254千円×1／2
補装具給付費負担金
　補装具給付費負担金　28,127千円×1／2

      02  老人福祉費負担金 現年度分低所得者保険料軽減負担金
　現年度分低所得者保険料軽減負担金　20,220千円×1／2
過年度分低所得者保険料軽減負担金

      03  児童福祉費負担金 児童入所施設措置費負担金
　児童入所施設措置費負担金　1,851千円×1／2
児童扶養手当負担金
　児童扶養手当負担金　642,664千円×1／3
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（款）14　国庫支出金 （項）01　国庫負担金 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

障害児通所給付費負担金
　障害児通所給付費負担金　324,337千円×1／2
児童手当負担金
未熟児養育医療負担金
　未熟児養育医療負担金　4,646千円×1／2
地域型保育運営費負担金
　地域型保育運営費負担金　52,660千円×1／2
市内私立保育所運営費負担金
　市内私立保育所運営費負担金　635,380千円×1／2
市内私立認定こども園運営費負担金
　市内私立認定こども園運営費負担金　76,545千円×1／2
市外私立保育所運営費負担金
　市外私立保育所運営費負担金　8,322千円×1／2
市外私立認定こども園運営費負担金
　市外私立認定こども園運営費負担金　7,265千円×1／2

      04  生活保護費負担金 生活保護費負担金
　生活保護費国庫負担金　3,090,030千円×3／4
被保護者就労支援事業負担金
　被保護者就労支援事業負担金　4,641千円×3／4
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（款）14　国庫支出金 （項）02　国庫補助金

  02  国庫補助金 △513,954 

    01  総務費補助金 △17,311 

      01  総務管理費補助金 地方創生推進交付金
　地方創生推進交付金　17,800千円×1／2

      02  戸籍住民基本台帳費補助金 通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る補助金
　通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る補助金　17,662千円×10／10
個人番号カード交付事務費補助金

    02  民生費補助金 △290,006 

      01  社会福祉費補助金 地域生活支援事業補助金
　地域生活支援事業補助金　130,694千円×1／2

      02  児童福祉費補助金 母子家庭等自立支援給付金事業補助金
　母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業分　138千円×3／4
　母子家庭等高等職業訓練促進等給付金事業分　9,946千円×3／4
母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金
　母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金　825千円×10／10
母子家庭等就業自立支援事業補助金
　就業支援講習会等事業分　1,726千円×1／2
　養育費等支援事業分　157千円×1／2
婦人相談員活動強化対策費補助金
　婦人相談員活動強化対策費補助金　346千円×1／2
子ども・子育て支援交付金
　利用者支援事業（母子保健型分）　8,563千円×1／3
　利用者支援事業（特定型分）　2,722千円×1／3
　放課後児童健全育成事業（特定分）　214,413千円×1／3
　放課後児童健全育成事業（一般分）　4,439千円×1／3
　ファミリー・サポート・センター事業分　4,000千円×1／3
　地域子育て支援拠点事業分　42,628千円×1／3
　育児支援家庭訪問事業分　1,711千円×1／3
　子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業分　408千円×1／3
　子育て短期支援事業分　412千円×1／3
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（款）14　国庫支出金 （項）02　国庫補助金 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　一時預かり事業分　12,619千円×1／3
　延長保育事業分　17,885千円×1／3
　病児保育事業分　6,098千円×1／3
　実費徴収に係る補足給付事業分　630千円×1／3
保育対策総合支援事業費補助金
　保育士宿舎借り上げ支援事業　7,971千円×1／2
　若手保育士や保育事業者への巡回支援事業　4,623千円×1／2
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業補助金
　ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業補助金　300千円×3／4
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金
　子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金　357千円×1／2

      03  生活保護費補助金 生活保護適正実施推進事業費補助金
　診療報酬明細書点検等充実事業　1,806千円×7／8
　体制整備強化事業　2,733千円×3／4

    03  衛生費補助金 △5,487 

      01  保健衛生費補助金 子ども・子育て支援交付金
　乳児家庭全戸訪問事業分　1,488千円×1／3
新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金
　新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金　971千円×1／2

      02  清掃費補助金 循環型社会形成推進交付金

    04  土木費補助金 △208,017 

      01  道路橋りょう費補助金 社会資本整備総合交付金
　船形吉春線　30,000千円×55／100
　堤台柳沢線（２工区）　12,880千円×55／100
　中野台中根線　6,000千円×55／100
防災・安全交付金
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（款）14　国庫支出金 （項）02　国庫補助金

　冠水対策事業費補助金　135,000千円×55／100
　舗装修繕事業費補助金　269,800千円×55／100
　橋梁定期点検事業費補助金　10,000千円×55／100
　橋梁長寿命化修繕計画に係る橋梁維持修繕　32,500千円×55／100
　市道４１０２２号線　 3,000千円×55／100
　市道１０３０号線　　7,180千円×55／100

      02  河川費補助金 社会資本整備総合交付金
　準用河川改修費補助金　39,000千円×1／3

      03  都市計画費補助金 住宅・建築物耐震改修等事業補助金
　耐震診断補助金　20千円×20件
　耐震改修工事補助金（一般世帯）　125千円×1件
　耐震改修工事補助金（高齢者世帯等）　375千円×3件
　耐震促進普及事業補助金　104千円×1／2
社会資本整備総合交付金
　愛宕駅西口駅前広場整備事業　11,000千円×55／100
天然記念物再生事業補助金
防災・安全交付金
　野田市駅西地区（駅前広場分）　41,800千円×1／2
　野田市駅西地区（都市計画道路分）　455,760千円×55／100

      04  住宅費補助金 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金

    05  教育費補助金

      01  小学校費補助金 要保護児童修学旅行費補助金
　要保護児童修学旅行費補助金　258千円×1／2
特別支援教育就学奨励費補助金
　特別支援教育就学奨励費補助金　3,811千円×1／2
理科教育設備整備費等補助金
　理科教育設備整備費等補助金　1,700千円×1／2

      02  中学校費補助金 要保護生徒修学旅行費補助金
　要保護生徒修学旅行費補助金　1,254千円×1／2
特別支援教育就学奨励費補助金
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（款）14　国庫支出金 （項）02　国庫補助金 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　特別支援教育就学奨励費補助金　3,338千円×1／2
理科教育設備整備費等補助金
　理科教育設備整備費等補助金　850千円×1／2

      03  幼稚園費補助金 幼稚園就園奨励費補助金
　幼稚園就園奨励費補助金　217,671千円×1／3
私立幼稚園施設型給付費補助金
　全国統一費用分　35,224千円×1／2
子ども・子育て支援交付金
　実費徴収に係る補足給付事業分　162千円×1／3

      04  社会教育費補助金 埋蔵文化財緊急調査補助金
　埋蔵文化財緊急調査補助金　2,000千円×1／2

      05  保健体育費補助金 要保護児童生徒医療費補助金
　要保護児童生徒医療費補助金　115千円×1／2
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（款）14　国庫支出金 （項）03　委託金

  03  委託金

    01  総務費委託金

      01  総務管理費委託金 自衛官募集事務委託金

    02  民生費委託金

      01  社会福祉費委託金 基礎年金事務費交付金

      02  児童福祉費委託金 特別児童扶養手当事務取扱交付金

    03  土木費委託金 △343 

      01  土木管理費委託金 樋管管理委託金
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（款）15　県支出金 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

15  県支出金 △168,883 

  01  県負担金

    01  総務費負担金

      01  総務管理費負担金 条例による事務処理の特例に係る市町村交付金

    02  民生費負担金

      01  社会福祉費負担金 国民健康保険基盤安定負担金
　保険税軽減分　563,905千円×3／4
　保険者支援分　335,206千円×1／4
自立支援医療費負担金
　更生医療　110,366千円×1／4
　育成医療　1,935千円×1／4
療養介護医療費負担金
　療養介護医療費負担金　11,254千円×1／4
介護給付費負担金
　介護給付費負担金　1,052,704千円×1／4
訓練等給付費負担金
　訓練等給付費負担金　499,509千円×1／4
補装具給付費負担金
　補装具給付費負担金　28,127千円×1／4

      02  老人福祉費負担金 後期高齢者医療保険基盤安定負担金
　後期高齢者医療保険基盤安定負担金　256,582千円×3／4
現年度分低所得者保険料軽減負担金
　現年度分低所得者保険料軽減負担金　20,220千円×1／4
過年度分低所得者保険料軽減負担金

      03  児童福祉費負担金 児童入所施設措置費負担金
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（款）15　県支出金 （項）01　県負担金

　児童入所施設措置費負担金　1,851千円×1／4
障害児通所給付費負担金
　障害児通所給付費負担金　324,337千円×1／4
児童手当負担金
未熟児養育医療負担金
　未熟児養育医療負担金　4,646千円×1／4
地域型保育運営費負担金
　地域型保育運営費負担金　52,660千円×1／4
市内私立保育所運営費負担金
　市内私立保育所運営費負担金　635,380千円×1／4
市内私立認定こども園運営費負担金
　市内私立認定こども園運営費負担金　76,545千円×1／4
市外私立保育所運営費負担金
　市外私立保育所運営費負担金　8,322千円×1／4
市外私立認定こども園運営費負担金
　市外私立認定こども園運営費負担金　7,265千円×1／4

      04  生活保護費負担金 生活保護費負担金
　生活保護費県負担金　164,163千円×1／4

      05  災害救助費負担金 応急仮設住宅提供事業負担金

    03  農林水産業費負担金 △15 

      01  農業費負担金 農業委員会交付金
国有農地等管理処分事業事務取扱交付金
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（款）15　県支出金 （項）02　県補助金 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

  02  県補助金 △193,078 

    01  総務費補助金

      01  戸籍住民基本台帳費補助金 窓口整備事業費補助金

    02  民生費補助金 △209,419 

      01  社会福祉費補助金 重度心身障害者医療費補助金
　重度心身障害者医療費補助金　247,809千円×1／2
谷吉・七光台・島・関宿会館運営費補助金
　運営費補助金　8,858千円×4館×3／4
　社会調査及び研究事業の充実　91千円×3／4
　休日等開館事業費補助金　5,992円×51日×4館×3／4
知的障害者生活ホーム運営事業等補助金
　知的障害者生活ホーム運営事業等補助金　1,752千円×1／2
重度障害児・者日常生活用具取付費補助金
　重度障害児・者日常生活用具取付費補助金　180千円×1／2
ねたきり身体障害者福祉手当等補助金
　ねたきり身体障害者福祉手当等補助金　13,269千円×1／2
地域生活支援事業補助金
　地域生活支援事業補助金　130,694千円×1／4
地域活動支援センター補助金
　地域活動支援センターⅢ型（重度加算）　1,560千円×1／2
　地域活動支援センターⅢ型（家賃補助）　2,700千円×1／4
障害者グループホーム等運営費補助金
　障害者グループホーム等運営費補助金　7,006千円×1／2
　障害者グループホーム等入居者家賃補助金　10,117千円×1／2
重症心身障害児等短期入所特別支援事業補助金
　重度心身障害児等短期入所特別支援事業補助金　594千円×1／2

      02  老人福祉費補助金 老人クラブ助成事業費補助金
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（款）15　県支出金 （項）02　県補助金

社会福祉法人等利用者負担額軽減事業費補助金
介護職員研修助成金交付事業補助金
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス支援事業費補助金
介護人材確保対策事業補助金

      03  児童福祉費補助金 ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金
　ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金　24,857千円×1／2
ひとり親家庭等日常生活支援事業補助金
　ひとり親家庭等日常生活支援事業補助金　1,174千円×3／4
ひとり親家庭情報交換事業補助金
　ひとり親家庭情報交換事業補助金　335千円×3／4
子ども医療費助成事業補助金
　子ども医療費助成事業補助金　357,760千円×1／2
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金
　軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金　329千円×1／2
子ども・子育て支援交付金
　利用者支援事業（母子保健型分）　8,563千円×1／3
　利用者支援事業（特定型分）　2,722千円×1／3
　放課後児童健全育成事業（特定分）　214,413千円×1／3
　放課後児童健全育成事業（一般分）　4,439千円×1／3
　ファミリー・サポート・センター事業分　4,000千円×1／3
　地域子育て支援拠点事業分　42,628千円×1／3
　育児支援家庭訪問事業分　1,711千円×1／3
　子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業分　408千円×1／3
　子育て短期支援事業分　412千円×1／3
　一時預かり事業分　12,619千円×1／3
　延長保育事業分　17,885千円×1／3
　病児保育事業分　6,098千円×1／3
　実費徴収に係る補足給付事業分　630千円×1／3
保育士配置改善事業補助金
　基本分　25,524千円×1／2
　特定乳幼児受入分　2,439千円×1／3

      04  災害救助費補助金 被災者住宅再建資金利子補給補助金

− 37 −



（款）15　県支出金 （項）02　県補助金 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

    03  衛生費補助金 △6,316 

      01  保健衛生費補助金 健康増進事業補助金
　健康増進事業補助金　10,815千円×2／3
市町村併任職員等立入検査業務交付金
住宅用省エネルギー設備補助金
　太陽光発電設備補助金　70千円×180件×2／3
　家庭用燃料電池システム補助金　100千円×10件×10／10
　定置用リチウムイオン蓄電池システム補助金　100千円×30件×10／10
　太陽熱利用システム補助金　50千円×3件×10／10
子ども・子育て支援交付金
　乳児家庭全戸訪問事業分　1,488千円×1／3

      02  清掃費補助金 合併処理浄化槽設置促進事業補助金
産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金

    04  農林水産業費補助金

      01  農業費補助金 園芸用廃プラスチック対策事業費補助金
農業経営基盤強化資金利子補給補助金
　農業経営基盤強化資金利子補給補助金　167千円×1／2
経営所得安定対策推進事業補助金
　経営所得安定対策推進事業補助金　4,475千円×10／10
大規模ブロックローテーション促進事業補助金
　大規模ブロックローテーション促進事業補助金　19,416千円×10／10
新輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金
　新輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金　46,710千円×1／4
環境保全型農業直接支払交付金
　環境保全型農業直接支払交付金　3,649千円×3／4
青年就農者確保・育成給付金事業補助金
　青年就農者確保・育成給付金事業補助金　10,125千円×10／10
機構集積支援事業補助金
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（款）15　県支出金 （項）02　県補助金

多面的機能支払交付金
　多面的機能支払交付金　101,231千円×3／4
多面的機能支払推進交付金
　多面的機能支払推進交付金　5,211千円×10／10
農地集積・集約化対策事業補助金
　農地集積・集約化対策事業補助金　5,160千円×10／10
野生獣管理事業補助金

    05  商工費補助金 △393 

      01  商工費補助金 地方消費者行政推進交付金

    06  土木費補助金 △920 

      01  都市計画費補助金 住宅・建築物耐震関連事業補助金
　耐震診断補助金　10千円×20件
　耐震改修工事補助金（一般世帯）　62千円×1件
　耐震改修工事補助金（高齢者世帯等）　187千円×3件
　耐震促進普及事業補助金　104千円×1／4

    07  消防費補助金

      01  消防費補助金 消防施設強化事業補助金
　消防団総合整備事業（その他）　3,024千円×1／6
　消防団総合整備事業（その他）　1,620千円×1／3
　消防団総合整備事業（消防団拠点施設）　26,944千円×1／6
地域防災力向上総合支援補助金

    08  教育費補助金

      01  教育総務費補助金 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金
　学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金　29,543千円×2／3

      02  小学校費補助金 被災児童就学支援事業交付金

      03  中学校費補助金 被災生徒就学支援事業交付金
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（款）15　県支出金 （項）02　県補助金 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

      04  幼稚園費補助金 私立幼稚園施設型給付費補助金
　全国統一費用分　35,224千円×1／4
　地方単独費用分　20,592千円×1／2
子ども・子育て支援交付金
　実費徴収に係る補足給付事業分　162千円×1／3

      05  社会教育費補助金 青少年相談員活動費補助金
　青少年相談員活動費補助金　5千円×100人
青少年補導センター補助金
埋蔵文化財緊急調査補助金
　埋蔵文化財緊急調査補助金　2,000千円×1／10
学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金
　学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金　1,724千円×2／3
不特定遺跡発掘調査補助金
　不特定遺跡発掘調査補助金　1,504千円×2／5
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（款）15　県支出金 （項）03　委託金

  03  委託金 △110,956 

    01  総務費委託金 △110,497 

      01  総務管理費委託金 千葉県収入証紙売捌手数料

      02  徴税費委託金 県税徴収委託金

      03  戸籍住民基本台帳費委託金 人口動態調査事務委託金
中長期在留者住居地届出等事務委託金

      04  選挙費委託金 在外選挙人名簿登録事務委託金

      05  統計調査費委託金 調査員確保対策事業委託金
学校基本調査委託金
商業統計調査委託金
住宅・土地統計調査単位区設定委託金
就業構造基本調査委託金
工業統計調査委託金
千葉県毎月常住人口及び町丁字別人口調査委託金
経済センサス調査区管理委託金

    02  民生費委託金

      01  社会福祉費委託金 民生委員協議会交付金
行旅病人・死亡人取扱交付金
一時保護委託金
人権啓発活動地方委託金

      02  生活保護費委託金 社会保障生計調査委託金

    03  土木費委託金 △1,638 

      01  河川費委託金 排水機場管理委託金

      02  都市計画費委託金 独立行政法人住宅金融支援機構業務再委託金
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（款）15　県支出金 （項）03　委託金 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

用地買収事務委託金
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（款）16　財産収入

16  財産収入 △463 

  01  財産運用収入 △511 

    01  財産貸付収入

      01  土地建物貸付収入 土地貸付料
太陽光屋根貸し事業貸付料

    02  利子及び配当金 △4,608 

      01  利子 教育文庫基金利子
中央小学校児童奨学基金利子
清水保育所備品基金利子
減債基金利子
愛のともしび基金利子
社会福祉施設整備基金利子
老人福祉基金利子
財政調整基金利子
土地開発基金利子
公共施設整備基金利子
職員退職手当積立基金利子
防災研究基金利子
高額療養費貸付基金利子
鉄道建設基金利子
社会教育施設整備基金利子
都市公園整備基金利子
みどりのふるさと基金利子
廃棄物減量基金利子
はやま工業団地公共施設維持管理基金利子
クリーンセンター公害対策基金利子
東日本大震災復興基金利子
学校施設整備等基金利子

      02  配当金 野田ガス他株式配当金
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（款）16　財産収入 （項）02　財産売払収入 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

  02  財産売払収入

    01  不動産売払収入

      01  土地売払収入 土地売払収入

    02  物品売払収入

      01  物品売払収入 物品売払収入
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（款）17　寄附金

17  寄附金

  01  寄附金

    01  民生費寄附金

      01  社会福祉費寄附金 社会福祉事業費指定寄附金
愛のともしび基金指定寄附金

    02  土木費寄附金

      01  道路橋りょう費寄附金 道路改良事業費指定寄附金

      02  都市計画費寄附金 みどりのふるさと基金指定寄附金

    03  教育費寄附金

      01  教育総務費寄附金 学校施設整備等基金指定寄附金

    80  消防費寄附金 △1 

− 45 −



（款）18　繰入金 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

18  繰入金 △442,669 

  01  基金繰入金 △442,669 

    01  財政調整基金繰入金 △440,000 

      01  財政調整基金繰入金 財政調整基金繰入金

    02  職員退職手当積立基金繰入金

      01  職員退職手当積立基金繰入金 職員退職手当積立基金繰入金

    03  廃棄物減量基金繰入金

      01  廃棄物減量基金繰入金 廃棄物減量基金繰入金

    04  みどりのふるさと基金繰入金 △537 

      01  みどりのふるさと基金繰入金 みどりのふるさと基金繰入金

    05  はやま工業団地公共施設維持管理基金繰入金

      01  はやま工業団地公共施設維持管 はやま工業団地公共施設維持管理基金繰入金
          理基金繰入金

    06  東日本大震災復興基金繰入金 △12,253 

      01  東日本大震災復興基金繰入金 東日本大震災復興基金繰入金

    07  学校施設整備等基金繰入金 △3,037 

      01  学校施設整備等基金繰入金 学校施設整備等基金繰入金
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（款）18　繰入金 （項）01　基金繰入金

    80  公共施設整備基金繰入金 △165,000 
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（款）19　繰越金 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

19  繰越金 △350,000 

  01  繰越金 △350,000 

    01  繰越金 △350,000 

      01  前年度繰越金 前年度繰越金
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（款）20　諸収入

20  諸収入

  01  延滞金加算金及び過料

    01  延滞金

      01  延滞金 諸税滞納延滞金
住宅新築資金等貸付事業に伴う延滞金

    02  不申告加算金

      01  不申告加算金 不申告加算金現年課税分
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（款）20　諸収入 （項）02　市預金利子 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

  02  市預金利子 △766 

    01  市預金利子 △766 

      01  預金利子 歳計現金預金利子
歳計外現金預金利子
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（款）20　諸収入 （項）03　貸付金元利収入

  03  貸付金元利収入 △942 

    01  民生費貸付金元利収入 △210 

      01  社会福祉費貸付金元利収入 住宅新築資金等貸付金元利収入
住宅新築資金等貸付金元利収入滞納繰越分

    02  衛生費貸付金元金収入

      01  保健衛生費貸付金元金収入 公害疾患医療費貸付金元金収入
看護師等修学資金貸付金元金収入

    03  商工費貸付金元金収入

      01  商工費貸付金元金収入 中小企業融資貸付金元金収入

    04  教育費貸付金元金収入 △732 

      01  教育総務費貸付金元金収入 育英事業貸付金元金収入
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（款）20　諸収入 （項）04　雑入 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

  04  雑入

    01  滞納処分費

      01  滞納処分費 滞納処分費

    02  弁償金

      01  弁償金 原動機付自転車等標識再交付弁償金
紛失図書弁償金

    03  障がい者居宅介護事業収入 △1,031 

      01  障がい者居宅介護事業収入 居宅介護事業費収入
居宅介護利用料（利用者負担）

    04  老人福祉施設収入

      01  養護老人ホーム収入 老人保護措置費生活費収入
老人保護措置費事務費収入

    05  介護保険事業収入 △2,513 

      01  介護保険事業収入 居宅介護支援事業費収入
訪問介護費収入
指定訪問介護利用料（利用者負担）
指定訪問介護利用料（公費負担）
指定訪問介護利用料（利用者負担）滞納繰越分
介護予防支援事業費収入

    06  小切手未払資金
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（款）20　諸収入 （項）04　雑入

      01  小切手未払資金 小切手未払資金組入れ

    07  雑入

      01  雑入 生命保険等事務取扱手数料
保育所主食費収入
雇用保険被保険者負担金
コミュニティ助成事業助成金
病児・病後児保育利用料
日本スポーツ振興センター納付金
自動検針器電気使用料
市勢要覧売払収入
保育所主食費収入滞納繰越分
市制４０周年記念写真集売払収入
放置自転車等移送料
太陽光発電電気料収入
野田市史刊行物売払収入
生活保護費返還金・徴収金
千葉県スポーツ振興基金助成金
千葉県市町村振興協会市町村交付金
こぶし園製品売払収入
職場実習手当収入
管外保育児童受託料
野田業務サービス株式会社維持管理収入
児童手当返還金滞納繰越分
児童扶養手当返還金滞納繰越分
父子家庭等支援手当返還金滞納繰越分
野田市医師会・歯科医師会分維持管理費収入
中里工業団地工場排水処理場火災保険料
農業者年金業務委託手数料
各種検診等個人負担金
農園使用料
適正化事業交付金
湛水防除施設収入
土地基盤施設収入
単独給食校給食費収入
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（款）20　諸収入 （項）04　雑入 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

給食センター校給食費収入
中小企業資金融資制度による回収金
単独給食校給食費収入滞納繰越分
給食センター校給食費収入滞納繰越分
都市計画図売払収入
送電線横過料
利根川上流河川利用者協議会分担金
給食施設設備使用料収入
学校給食使用済油売払収入
旧公営住宅敷地地代
関宿福祉センターやすらぎの郷カラオケ利用料
老人福祉センターカラオケ利用料
図書館刊行物売払収入
複写機使用料
博物館刊行物売払収入
埋蔵文化財発掘調査事業協力金
電子申請システム共同利用負担金過年度精算返還金
電話料徴収金
庁舎等自動販売機電気料
公共施設有価物売払収入
区画整理確定図売払収入
電気・ガス・水道料等
庁舎ＡＴＭ電気料
市内ガイドブック売払収入
地域緑化推進事業費収入
遺児手当返還金滞納繰越分
放置自転車等売払収入
資源ごみ売払収入
構造改善センター電気使用料収入
情報公開複写費実費徴収金
個人情報保護複写費実費徴収金
野田商工会議所維持管理収入
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（款）20　諸収入 （項）04　雑入

拾得物時効取得金
療養給付費負担金過年度精算金
消防団員福祉共済事務手数料
消防救急無線の広域化・共同化整備事業助成金
介護等体験費用収入
混合堆肥販売料
収入印紙売捌収入
収入印紙売捌手数料
日常生活支援事業利用料
訪問型一時保育利用料
岩木小学校老人デイサービスセンター電気料収入
ブランド農産物認定シール売払収入
子ども手当返還金滞納繰越分
子ども医療費助成金返還金
子ども医療費助成金国保高額療養費相当額調整金
高額介護合算療養費返還金
株式会社野田自然共生ファーム維持管理収入
後期高齢者健診受託料
あさひ育成園給食費収入
こだま学園給食費収入
こぶし園給食費収入
中根地域福祉センターカラオケ利用料
図書館雑誌スポンサー広告料収入
黒酢米シール売払収入
ちば電子調達システム利用負担金
空き家等対策事業緊急措置工事費返還金
他市町村不在者投票立会人受託収入
金融広報推奨事業費助成金
子育て短期支援利用者負担金
保育園児団体傷害保険納付金
学童保育所入所児傷害保険料納付金
児童扶養手当返還金
ひとり親家庭等医療費助成金返還金滞納繰越分
後期高齢者歯科検診受託料
高額療養費返還金
ホームページ広告掲載料
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（款）21　市債 （単位　千円）

　　款　　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　　較

節 金　　　額 　　説　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

21  市債 △1,733,100 

  01  市債 △1,733,100 

    01  総務債

      01  総務管理債 いちいのホール施設整備事業債

    02  民生債 △98,900 

      01  児童福祉債 保育所施設整備事業債
学童保育所施設整備事業債
こだま学園施設整備事業債

    03  衛生債 △4,900 

      01  清掃債 し尿処理施設整備事業債

      02  上水道債 北千葉広域水道企業団出資債

    04  農林水産業債

      01  農業債 農道整備事業債
排水機場施設整備事業債

    05  土木債

      01  道路橋りょう債 地方道路等整備事業債
排水路改良事業債
交通安全施設整備事業債
道路改良事業債
道路舗装事業債
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（款）21　市債 （項）01　市債

冠水対策事業債
道路法面補強整備事業債
橋梁長寿命化修繕事業債
利根運河人道橋修繕事業債

      02  河川債 準用河川改修事業債

      03  都市計画債 連続立体交差事業債
野田市駅西土地区画整理事業債
清水上花輪線整備事業債
梅郷駅西土地区画整理事業債
愛宕駅周辺排水路改良事業債

    06  消防債

      01  消防債 消防施設整備事業債

    07  教育債 △1,682,400 

      01  中学校債 中学校施設整備事業債

    08  臨時財政対策債

      01  臨時財政対策債 臨時財政対策債

    09  合併特例事業債 △617,300 

      01  合併特例事業債 合併特例事業債
　都市計画道路整備事業　22,843千円×95％
　生活道路等整備事業　93,474千円×95％
　阿部沼第１排水区六丁四反水路改修事業　42,948千円×95％
　愛宕駅西口交通結節点改善事業　5,474千円×95％
　連続立体交差事業　443,158千円×95％
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