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平成１６年度市町村普通交付税について

和歌山県総務部総務管理局市町村課

（概要）

平成１６年度和歌山県市町村分の普通交付税の額は、941億4,376万円と算定されました。

この額は、前年度の算定額982億2,495万1千円と比べると、40億8,119万1千円、率にして4.2

％の減となっています。

普通交付税の算定基礎となる、基準財政需要額（臨時財政対策債振替後）は2,008億7,904万6

千円（対前年度比1.6％減 、基準財政収入額は1,063億7,748万3千円（対前年度比0.9％増）と）

なっています。

また、臨時財政対策債発行可能額（基準財政需要額から振り替えた額）は、181億236万6千円

（対前年度比28.6％減）となっています。

普通交付税額と臨時財政対策債発行可能額とを合算した実質交付税額については、前年度に

比べ9.2％の減となっており、過去最大幅の減少率となっています。以上の結果、８団体におい

ては当初予算額を上回る実質交付税額の減少となりました。

＜普通交付税等の内訳＞
（単位：千円）

平成１６年度 平成１５年度 増減額 増減率

Ａ Ｂ 　　Ａ－Ｂ　　　Ｃ Ｃ／Ｂ　(％)

市　 　　　計 31,920,591 32,980,521 ▲ 1,059,930 ▲ 3.2

町　 村 　計 62,223,169 65,244,430 ▲ 3,021,261 ▲ 4.6

市町村合計 94,143,760 98,224,951 ▲ 4,081,191 ▲ 4.2

市　 　　　計 8,371,752 11,647,573 ▲ 3,275,821 ▲ 28.1

町　 村 　計 9,730,614 13,693,865 ▲ 3,963,251 ▲ 28.9

市町村合計 18,102,366 25,341,438 ▲ 7,239,072 ▲ 28.6

市　 　　　計 40,292,343 44,628,094 ▲ 4,335,751 ▲ 9.7

町　 村 　計 71,953,783 78,938,295 ▲ 6,984,512 ▲ 8.8

市町村合計 112,246,126 123,566,389 ▲ 11,320,263 ▲ 9.2

普通交付税額

臨時財政対策債
発行可能額

合　計

区   分

（単位：千円）

平成１６年度 平成１５年度 増減額 増減率

A B      A-B  　　  C C／B     (%)

　基準財政需要額  [ ①－②]
ア 200,879,046 204,063,559 ▲ 3,184,513 ▲ 1.6

①

②

　基準財政収入額
イ 106,377,483 105,450,763 926,720 0.9

　交付基準額　　　　[アーイ]
ウ 94,501,563 98,612,796 ▲ 4,111,233 ▲ 4.2

　普通交付税額
エ 94,143,760 98,224,951 ▲ 4,081,191 ▲ 4.2

※交付基準額と普通交付税額との差は、調整額です。

18,102,366 25,341,438 ▲ 7,239,072 ▲ 28.6

218,981,412 229,404,997 ▲ 10,423,585 ▲ 4.5

臨時財政対策債振替前の基準財
政需要額

臨時財政対策債発行可能額
（基準財政需要額の振替額）

区分

算
出
内
訳
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（算定結果の特徴）

１ 地方財政計画の歳出の見直しについて

平成１６年度においては、骨太の方針２００３に沿った地方財政計画の歳出の見直しによ

り、地方交付税総額の抑制が行われた影響等のため、本県５０市町村の普通交付税額は、前

年度に比べ4.2％の減となっています。

また、臨時財政対策債発行可能額も前年度比で28.6％の減となり、普通交付税を含めた合

計額でも、前年度比で9.2％の減となっています。

２ 基準財政需要額及び基準財政収入額の全体的な傾向について

（１）基準財政需要額（臨時財政対策債振替前）

地方財政対策を受けた投資的経費の大幅な減少により、全体として4.5％の減となってい

ます。

また、引き続き段階補正が縮減されたほか、休廃校への経費措置が廃止され、小規模市

町村にとっては、厳しい算定となっています。

① 経常経費

給与費単価の減や職員数の削減などにより各費目の給与関係経費が減少していますが、

社会福祉関係経費の増加により、全体として前年度比で0.0％の微増となっています。

ア 社 会 福 祉 費 ＋32.5％(+34.0億円)・・公立保育所運営費国庫負担金の一般財源

化や児童手当の支給対象年齢の拡大等

イ ＋6.9％(＋17.7億円)・・介護保険給付費及び老人医療給付費の増等高齢者保健福祉費

ウ 生 活 保 護 費 ＋15.4％(＋ 6.2億円 ・・扶助単価や扶助件数の増等）

エ そ の 他 諸 費 ▲6.7％(▲13.9億円)・・給与関係経費の減、人口急減補正の減等

オ 小・中学校費 ▲7.9％(▲11.3億円)・・休廃校に対する経費措置の廃止等

( ）参考 測定単位から除かれた休廃校数 古座川町７ 熊野川町５ 高野町４ 等

② 投資的経費

道路橋りょう費等各費目の単位費用の減により、全体として19.7％の減となっています。

ア 道路橋りょう費 ▲21.4％ (▲21.9億円 ・・単位費用の減等）

イ その他土木費 ▲21.1％ (▲ 8.7億円 ・・単位費用の減等）

ウ 企 画 振 興 費 ▲23.7％ (▲22.4億円 ・・地域総合整備事業債元利償還金の減等）

エ 下 水 道 費 ＋ 4.6％（＋ 1.2億円 ・・元利償還金の増等）

③ 公債費

地域改善対策特定事業債等の償還金が減少していますが、臨時財政対策債等の償還金

は増となり、全体として0.2％の増加となっています。

ア 地域改善対策特定事業債分 ▲9.7％（▲4.1億円 ・・昭和６２年度許可分の元利）

償還完了等

イ 臨時財政対策債分 ＋218.4％（＋3.7億円 ・・・平成１３年度許可分の元金償還）

開始等

④ 段階補正の見直し

より効率的な財政運営を行っている団体の実態を反映したものとするため、平成１４

年度から３年間で、小規模団体への交付税の割り増しの縮減が行われています。また平

成１７年度以降においても、更に縮減されることとなっています。
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（２）基準財政収入額

都市部を中心に市町村民税所得割の減（▲5.5％ 、固定資産税の減（▲0.6％）等が見）

られましたが、所得譲与税が新設されたことによる増（皆増 、地方消費税交付金の増（＋）

12.0％ 、一部法人の増収による市町村民税法人税割の増（＋7.4％ 、制度改正による市） ）

町村民税個人均等割の増（＋31.8％）等により、全体として0.9％の増となっています。

① 主な増加要因

ア 所得譲与税（皆増、＋13.4億円）

新設

参考 所得譲与税は、三位一体改革に伴う税源移譲の暫定措置として、所得税の一部を一般
財源として地方へ譲与されるもので、都道府県分と市町村分を一対一として、各団体の
人口比例で配分されます。

イ 地方消費税交付金の増（＋12.0％、＋7.9億円）

交付額が暦の関係で一ヶ月相当分増

ウ 市町村民税法人税割（＋7.4％、＋3.7億円）

一部地域における大手企業の増収分が減収分を上回る

（増団体数２１，減団体数２９）

エ 市町村民税個人均等割（＋31.8％、＋1.8億円）

一律３，０００円と制度改正されたことによる増

② 主な減少要因

ア 市町村民税所得割の減（▲5.5％、▲13.6億円）

景気低迷による

イ 固定資産税（償却資産）の減（▲4.6％、▲4.2億円）

新規設備投資の減による
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平成１６年度普通交付税算定額
（単位：千円、％）

市町村名 平成１６年度 平成１５年度 増減額 増減率
算定額 算定額 Ａ－Ｂ Ｃ／Ｂ

Ａ Ｂ Ｃ
和歌山市 11,690,298 12,298,655 -608,357 -4.9%
海南市 2,531,260 2,525,896 5,364 0.2%
橋本市 3,677,915 3,568,367 109,548 3.1%
有田市 2,620,171 2,891,018 -270,847 -9.4%
御坊市 2,447,122 2,402,132 44,990 1.9%
田辺市 5,853,629 6,049,841 -196,212 -3.2%
新宮市 3,100,196 3,244,612 -144,416 -4.5%
下津町 1,754,480 1,888,872 -134,392 -7.1%
野上町 1,577,415 1,584,809 -7,394 -0.5%
美里町 1,448,024 1,519,346 -71,322 -4.7%
打田町 1,251,185 1,374,357 -123,172 -9.0%
粉河町 1,614,202 1,793,641 -179,439 -10.0%
那賀町 1,194,297 1,263,401 -69,104 -5.5%
桃山町 920,406 1,023,972 -103,566 -10.1%

貴志川町 1,454,408 1,560,091 -105,683 -6.8%
岩出町 1,967,237 2,019,683 -52,446 -2.6%

かつらぎ町 2,344,112 2,371,338 -27,226 -1.1%
高野口町 1,698,441 1,731,490 -33,049 -1.9%
九度山町 1,293,078 1,355,731 -62,653 -4.6%
高野町 1,387,723 1,492,997 -105,274 -7.1%
花園村 491,320 547,140 -55,820 -10.2%
湯浅町 1,998,422 1,979,560 18,862 1.0%
広川町 1,550,936 1,647,450 -96,514 -5.9%
吉備町 1,587,591 1,619,463 -31,872 -2.0%
金屋町 2,336,819 2,365,295 -28,476 -1.2%
清水町 2,028,414 2,251,376 -222,962 -9.9%
美浜町 1,042,982 1,048,208 -5,226 -0.5%
日高町 1,270,211 1,285,710 -15,499 -1.2%
由良町 1,132,627 1,185,958 -53,331 -4.5%
川辺町 1,648,477 1,649,679 -1,202 -0.1%
中津村 999,324 1,013,971 -14,647 -1.4%
美山村 1,333,064 1,402,052 -68,988 -4.9%
龍神村 1,906,377 2,070,159 -163,782 -7.9%

南部川村 1,615,138 1,673,761 -58,623 -3.5%
南部町 1,086,122 1,136,072 -49,950 -4.4%
印南町 1,627,751 1,746,754 -119,003 -6.8%
白浜町 1,082,845 1,093,013 -10,168 -0.9%

中辺路町 1,356,825 1,451,046 -94,221 -6.5%
大塔村 1,174,462 1,279,297 -104,835 -8.2%

上富田町 1,482,148 1,566,071 -83,923 -5.4%
日置川町 1,453,569 1,484,775 -31,206 -2.1%
すさみ町 1,450,223 1,509,064 -58,841 -3.9%
串本町 2,004,166 2,087,636 -83,470 -4.0%

那智勝浦町 2,310,109 2,382,669 -72,560 -3.0%
太地町 624,542 609,886 14,656 2.4%
古座町 1,238,388 1,291,097 -52,709 -4.1%

古座川町 1,530,630 1,710,634 -180,004 -10.5%
熊野川町 994,215 1,109,768 -115,553 -10.4%
本宮町 1,507,797 1,572,083 -64,286 -4.1%
北山村 452,667 495,055 -42,388 -8.6%

市   　　計 31,920,591 32,980,521 -1,059,930 -3.2%
町　村　計 62,223,169 65,244,430 -3,021,261 -4.6%

市町村合計 94,143,760 98,224,951 -4,081,191 -4.2%
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平成１６年度実質交付税対前年度増減表 （単位：千円、％）

平成１６年度 平成１５年度 増減額 増減率 平成１６年度 平成1５年度 増減額 増減率 平成1６年度 平成1５年度 増減額 増減率

市町村名 Ａ－Ｂ Ｃ／Ｂ Ｅ－Ｆ Ｇ／Ｆ A+E B+Ｆ Ｉ-J K/J

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ F Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ L

和歌山市 11,690,298 12,298,655 -608,357 -4.9% 4,556,222 6,353,732 -1,797,510 -28.3% 16,246,520 18,652,387 -2,405,867 -12.9%

海南市 2,531,260 2,525,896 5,364 0.2% 645,759 898,233 -252,474 -28.1% 3,177,019 3,424,129 -247,110 -7.2%

橋本市 3,677,915 3,568,367 109,548 3.1% 797,656 1,106,137 -308,481 -27.9% 4,475,571 4,674,504 -198,933 -4.3%

有田市 2,620,171 2,891,018 -270,847 -9.4% 498,305 688,391 -190,086 -27.6% 3,118,476 3,579,409 -460,933 -12.9%

御坊市 2,447,122 2,402,132 44,990 1.9% 431,496 601,072 -169,576 -28.2% 2,878,618 3,003,204 -124,586 -4.1%

田辺市 5,853,629 6,049,841 -196,212 -3.2% 947,159 1,306,875 -359,716 -27.5% 6,800,788 7,356,716 -555,928 -7.6%

新宮市 3,100,196 3,244,612 -144,416 -4.5% 495,155 693,133 -197,978 -28.6% 3,595,351 3,937,745 -342,394 -8.7%

下津町 1,754,480 1,888,872 -134,392 -7.1% 283,747 399,590 -115,843 -29.0% 2,038,227 2,288,462 -250,235 -10.9%

野上町 1,577,415 1,584,809 -7,394 -0.5% 217,003 305,780 -88,777 -29.0% 1,794,418 1,890,589 -96,171 -5.1%

美里町 1,448,024 1,519,346 -71,322 -4.7% 157,555 220,002 -62,447 -28.4% 1,605,579 1,739,348 -133,769 -7.7%

打田町 1,251,185 1,374,357 -123,172 -9.0% 293,117 417,902 -124,785 -29.9% 1,544,302 1,792,259 -247,957 -13.8%

粉河町 1,614,202 1,793,641 -179,439 -10.0% 304,305 430,935 -126,630 -29.4% 1,918,507 2,224,576 -306,069 -13.8%

那賀町 1,194,297 1,263,401 -69,104 -5.5% 223,070 317,152 -94,082 -29.7% 1,417,367 1,580,553 -163,186 -10.3%

桃山町 920,406 1,023,972 -103,566 -10.1% 214,122 303,600 -89,478 -29.5% 1,134,528 1,327,572 -193,044 -14.5%

貴志川町 1,454,408 1,560,091 -105,683 -6.8% 356,239 506,155 -149,916 -29.6% 1,810,647 2,066,246 -255,599 -12.4%

岩出町 1,967,237 2,019,683 -52,446 -2.6% 706,129 981,485 -275,356 -28.1% 2,673,366 3,001,168 -327,802 -10.9%

かつらぎ町 2,344,112 2,371,338 -27,226 -1.1% 339,188 483,257 -144,069 -29.8% 2,683,300 2,854,595 -171,295 -6.0%

高野口町 1,698,441 1,731,490 -33,049 -1.9% 303,345 432,631 -129,286 -29.9% 2,001,786 2,164,121 -162,335 -7.5%

九度山町 1,293,078 1,355,731 -62,653 -4.6% 183,771 261,905 -78,134 -29.8% 1,476,849 1,617,636 -140,787 -8.7%

高野町 1,387,723 1,492,997 -105,274 -7.1% 189,007 267,876 -78,869 -29.4% 1,576,730 1,760,873 -184,143 -10.5%

花園村 491,320 547,140 -55,820 -10.2% 52,932 74,234 -21,302 -28.7% 544,252 621,374 -77,122 -12.4%

湯浅町 1,998,422 1,979,560 18,862 1.0% 289,200 406,980 -117,780 -28.9% 2,287,622 2,386,540 -98,918 -4.1%

広川町 1,550,936 1,647,450 -96,514 -5.9% 220,510 310,748 -90,238 -29.0% 1,771,446 1,958,198 -186,752 -9.5%

吉備町 1,587,591 1,619,463 -31,872 -2.0% 281,968 397,011 -115,043 -29.0% 1,869,559 2,016,474 -146,915 -7.3%

金屋町 2,336,819 2,365,295 -28,476 -1.2% 244,576 344,083 -99,507 -28.9% 2,581,395 2,709,378 -127,983 -4.7%

清水町 2,028,414 2,251,376 -222,962 -9.9% 191,669 268,187 -76,518 -28.5% 2,220,083 2,519,563 -299,480 -11.9%

美浜町 1,042,982 1,048,208 -5,226 -0.5% 222,008 311,838 -89,830 -28.8% 1,264,990 1,360,046 -95,056 -7.0%

日高町 1,270,211 1,285,710 -15,499 -1.2% 197,929 279,195 -81,266 -29.1% 1,468,140 1,564,905 -96,765 -6.2%

由良町 1,132,627 1,185,958 -53,331 -4.5% 206,762 290,013 -83,251 -28.7% 1,339,389 1,475,971 -136,582 -9.3%

川辺町 1,648,477 1,649,679 -1,202 -0.1% 202,563 283,817 -81,254 -28.6% 1,851,040 1,933,496 -82,456 -4.3%

中津村 999,324 1,013,971 -14,647 -1.4% 112,879 157,728 -44,849 -28.4% 1,112,203 1,171,699 -59,496 -5.1%

美山村 1,333,064 1,402,052 -68,988 -4.9% 116,028 162,193 -46,165 -28.5% 1,449,092 1,564,245 -115,153 -7.4%

龍神村 1,906,377 2,070,159 -163,782 -7.9% 190,364 266,007 -75,643 -28.4% 2,096,741 2,336,166 -239,425 -10.2%

南部川村 1,615,138 1,673,761 -58,623 -3.5% 201,513 282,293 -80,780 -28.6% 1,816,651 1,956,054 -139,403 -7.1%

南部町 1,086,122 1,136,072 -49,950 -4.4% 214,878 301,471 -86,593 -28.7% 1,301,000 1,437,543 -136,543 -9.5%

印南町 1,627,751 1,746,754 -119,003 -6.8% 243,910 343,045 -99,135 -28.9% 1,871,661 2,089,799 -218,138 -10.4%

白浜町 1,082,845 1,093,013 -10,168 -0.9% 332,058 467,056 -134,998 -28.9% 1,414,903 1,560,069 -145,166 -9.3%

中辺路町 1,356,825 1,451,046 -94,221 -6.5% 166,285 232,256 -65,971 -28.4% 1,523,110 1,683,302 -160,192 -9.5%

大塔村 1,174,462 1,279,297 -104,835 -8.2% 154,623 215,952 -61,329 -28.4% 1,329,085 1,495,249 -166,164 -11.1%

上富田町 1,482,148 1,566,071 -83,923 -5.4% 280,111 394,311 -114,200 -29.0% 1,762,259 1,960,382 -198,123 -10.1%

日置川町 1,453,569 1,484,775 -31,206 -2.1% 177,742 248,474 -70,732 -28.5% 1,631,311 1,733,249 -101,938 -5.9%

すさみ町 1,450,223 1,509,064 -58,841 -3.9% 202,473 283,557 -81,084 -28.6% 1,652,696 1,792,621 -139,925 -7.8%

串本町 2,004,166 2,087,636 -83,470 -4.0% 291,991 412,380 -120,389 -29.2% 2,296,157 2,500,016 -203,859 -8.2%

那智勝浦町 2,310,109 2,382,669 -72,560 -3.0% 340,071 478,739 -138,668 -29.0% 2,650,180 2,861,408 -211,228 -7.4%

太地町 624,542 609,886 14,656 2.4% 132,977 185,663 -52,686 -28.4% 757,519 795,549 -38,030 -4.8%

古座町 1,238,388 1,291,097 -52,709 -4.1% 174,631 245,427 -70,796 -28.8% 1,413,019 1,536,524 -123,505 -8.0%

古座川町 1,530,630 1,710,634 -180,004 -10.5% 179,572 250,741 -71,169 -28.4% 1,710,202 1,961,375 -251,173 -12.8%

熊野川町 994,215 1,109,768 -115,553 -10.4% 113,430 158,593 -45,163 -28.5% 1,107,645 1,268,361 -160,716 -12.7%

本宮町 1,507,797 1,572,083 -64,286 -4.1% 170,586 238,175 -67,589 -28.4% 1,678,383 1,810,258 -131,875 -7.3%
北山村 452,667 495,055 -42,388 -8.6% 53,777 75,428 -21,651 -28.7% 506,444 570,483 -64,039 -11.2%

市   　　計 31,920,591 32,980,521 -1,059,930 -3.2% 8,371,752 11,647,573 -3,275,821 -28.1% 40,292,343 44,628,094 -4,335,751 -9.7%

町　村　計 62,223,169 65,244,430 -3,021,261 -4.6% 9,730,614 13,693,865 -3,963,251 -28.9% 71,953,783 78,938,295 -6,984,512 -8.8%

市町村合計 94,143,760 98,224,951 -4,081,191 -4.2% 18,102,366 25,341,438 -7,239,072 -28.6% 112,246,126 123,566,389 -11,320,263 -9.2%

臨時財政対策債発行可能額を合算した額
（実質交付税）

普通交付税額 臨時財政対策債発行可能額



- 6 -

平成１６年度普通交付税等の対前年度比較及び対当初予算比

臨財債

市町村名 需要 収入 算定額 増減率 増減額 増減率 普通交付税 臨財債 計

A Ｂ Ｃ Ｄ E Ｆ Ｇ Ｈ I

和歌山市 -1.4% -0.5% -4.9% -28.3% -2,406 -12.9% -610 -624 -1,233
海南市 -0.2% -0.4% 0.2% -28.1% -247 -7.2% 81 -4 77
橋本市 1.3% 0.1% 3.1% -27.9% -199 -4.3% 648 18 666
有田市 2.1% 13.6% -9.4% -27.6% -461 -12.9% -140 7 -133
御坊市 0.7% -0.2% 1.9% -28.2% -125 -4.1% 153 2 155
田辺市 -0.8% 1.6% -3.2% -27.5% -556 -7.6% 44 14 58
新宮市 -1.1% 3.1% -4.5% -28.6% -342 -8.7% 201 5 206
下津町 -1.9% 5.6% -7.1% -29.0% -250 -10.9% 4 -1 3
野上町 -0.2% 0.4% -0.5% -29.0% -96 -5.1% 127 17 144
美里町 -3.5% 1.9% -4.7% -28.4% -134 -7.7% 28 -2 26
打田町 -3.0% 2.9% -9.0% -29.9% -248 -13.8% 71 13 84
粉河町 -6.1% -0.6% -10.0% -29.4% -306 -13.8% 114 4 119
那賀町 -3.6% 0.4% -5.5% -29.7% -163 -10.3% 94 23 117
桃山町 -4.6% 2.1% -10.1% -29.5% -193 -14.5% 62 -3 60
貴志川町 -3.8% -1.0% -6.8% -29.6% -256 -12.4% 4 -44 -39
岩出町 0.3% 1.9% -2.6% -28.1% -328 -10.9% 117 5 123

かつらぎ町 -1.1% -1.1% -1.1% -29.8% -171 -6.0% 94 -5 89
高野口町 0.0% 2.9% -1.9% -29.9% -162 -7.5% 36 -7 30
九度山町 -3.6% -0.3% -4.6% -29.8% -141 -8.7% 5 -6 -1
高野町 -5.1% 2.2% -7.1% -29.4% -184 -10.5% 48 -1 47
花園村 -9.3% 0.0% -10.2% -28.7% -77 -12.4% -20 3 -17
湯浅町 1.1% 1.6% 1.0% -28.9% -99 -4.1% 119 -41 78
広川町 -3.4% 3.2% -5.9% -29.0% -187 -9.5% 73 -1 72
吉備町 0.7% 4.0% -2.0% -29.0% -147 -7.3% 28 2 30
金屋町 -0.6% 1.6% -1.2% -28.9% -128 -4.7% 52 4 56
清水町 -8.4% 1.4% -9.9% -28.5% -299 -11.9% 128 22 150
美浜町 0.9% 3.3% -0.5% -28.8% -95 -7.0% 143 12 155
日高町 -0.2% 2.1% -1.2% -29.1% -97 -6.2% 184 8 192
由良町 -1.1% 4.4% -4.5% -28.7% -137 -9.3% 54 -3 50
川辺町 0.0% 0.1% -0.1% -28.6% -82 -4.3% 121 -37 83
中津村 -2.2% -4.2% -1.4% -28.4% -59 -5.1% 49 13 62
美山村 -3.9% 3.1% -4.9% -28.5% -115 -7.4% -1 -4 -5
龍神村 -6.7% 0.2% -7.9% -28.4% -239 -10.2% 36 0 37
南部川村 -1.2% 6.6% -3.5% -28.6% -139 -7.1% 55 2 57
南部町 -0.9% 4.1% -4.4% -28.7% -137 -9.5% 24 -5 19
印南町 -3.5% 3.1% -6.8% -28.9% -218 -10.4% -22 4 -18
白浜町 -1.2% -1.3% -0.9% -28.9% -145 -9.3% 62 -1 61
中辺路町 -5.0% 3.8% -6.5% -28.4% -160 -9.5% 57 1 57
大塔村 -6.9% 0.5% -8.2% -28.4% -166 -11.1% 28 -18 10
上富田町 -1.9% 2.5% -5.4% -29.0% -198 -10.1% 32 30 62
日置川町 -1.2% 2.8% -2.1% -28.5% -102 -5.9% 56 -1 56
すさみ町 -1.8% 6.3% -3.9% -28.6% -140 -7.8% 39 2 42
串本町 -1.4% 3.5% -4.0% -29.2% -204 -8.2% 74 -2 72

那智勝浦町 -1.6% 0.7% -3.0% -29.0% -211 -7.4% 110 -10 100
太地町 0.9% -2.2% 2.4% -28.4% -38 -4.8% 100 13 113
古座町 -2.8% 2.0% -4.1% -28.8% -124 -8.0% 31 -1 31
古座川町 -8.4% 6.3% -10.5% -28.4% -251 -12.8% -12 -0 -13
熊野川町 -8.3% 5.3% -10.4% -28.5% -161 -12.7% 74 13 88
本宮町 -2.8% 4.6% -4.1% -28.4% -132 -7.3% 46 11 56
北山村 -7.5% 1.9% -8.6% -28.7% -64 -11.2% 5 9 14

市計 -0.7% 0.5% -3.2% -28.1% -4,336 -9.7% 377 -582 -205
町村計 -2.4% 1.8% -4.6% -28.9% -6,985 -8.8% 2,533 17 2,550

市町村合計 -1.6% 0.9% -4.2% -28.6% -11,320 -9.2% 2,910 -565 2,346

(単位：百万円）

算定額－予算額
普通交付税+臨財債

（実質交付税）

前年度比較 当初予算比較

普通交付税増減率


