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平成２６年度吉野町普通会計決算の概況 

 

（１） 決算収支の状況 

               （単位：千円） 

 Ｈ２６決算 Ｈ２５決算 増 減 

歳 入 総 額 5,742,299 5,741,400 899 

歳 出 総 額 5,394,412 5,363,059 31,353 

歳 入 歳 出 差 引 347,887 378,341 ▲30,454 

翌 年 度 へ 繰 り 

越 す べ き 財 源 
76,249 163,171 ▲86,922 

実 質 収 支 271,638 215,170 56,468 

  

（２）歳 入 

 ○地方税決算額は、752,543 千円で前年度と比べ▲2,098 千円（▲0.27％） 

最も町税の合計額が大きかった平成５年度の決算額（1,079,591 千円）と比較すると、▲327,048

千円（▲30.29％）となっています。 

  増額したもの 

・固定資産税（償却資産） 5,462 千円（4.85％）増の 118,149 千円 

 太陽光発電設備に係る新規資産取得等によるものです。 

・固定資産税（家屋） 1,086 千円（0.79％）増の 138,316 千円 

 家屋の取り壊しによる減少額を、家屋の新増築による増加額が上回ったためです。 

・町民税 877 千円（0.32％）増の 273,627 千円 

 所得割で納税義務者の減少により減額（▲696 千円）したものの、東日本大震災の復興施策の 

財源確保のための臨時特例措置等で均等割が増額（1,573 千円）したためです。 

  減額したもの 

・たばこ税 ▲4,918 千円（▲10.46％）の 42,093 千円 

   ・法人町民税 ▲3,351 千円（▲7.63％）の 40,581 千円 

・固定資産税（土地） ▲889 千円（▲0.76％）の 116,150 千円 

 土地の評価見直しによるものです。 

   ・入湯税 ▲298 千円（▲23.82％）の 953 千円 

・軽自動車税 ▲60 千円（▲0.28％）の 21,239 千円 
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 ○地方譲与税決算額は、48,402 千円で前年度と比べ▲2,484 千円（▲4.88％） 

・自動車重量譲与税 前年度比▲1,431 千円（▲4.05％）の 33,909 千円 

・地方揮発油譲与税 前年度比▲1,053 千円（▲6.77％）の 14,493 千円 

 

 

 

 ○各種交付金決算額は、143,969 千円で前年度と比べると 6,602 千円(4.81%)増 

・利子割交付金 前年度比▲454 千円（▲16.92％）の 2,229 千円 

・配当割交付金 前年度比 4,280 千円（77.13％）増の 9,829 千円 

・株式等譲渡所得割交付金 前年度比▲3,715 千円（▲41.14％）の 5,315 千円 

・地方消費税交付金 

 前年度比 14,146 千円（17.16％）増の 96,569 千円（内社会保障財源分 13,427 千円） 

・ゴルフ場利用税交付金 前年度比▲397 千円（▲1.36％）の 28,752 千円 

・自動車取得税交付金 前年度比▲8,802 千円（▲58.16％）の 6,333 千円 

 

 

 

○交通安全対策特別交付金は、961 千円で前年度と比べ▲175 千円（▲15.40％） 
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 ○地方特例交付金決算額は、336 千円で前年度と比べ▲208 千円（▲38.24％） 

 

 

 

 

 

○地方交付税決算額は、2,582,987 千円で前年度と比べ▲49,413 千円（▲1.88％） 

 ・普通交付税 前年度比▲50,310 千円（▲2,29％）の 2,150,720 千円 

   普通交付税は国勢調査人口に大きな影響を受けます。国勢調査人口が前回調査から▲1,348 人

（9,984 人→8,642 人）となった H22 の国勢調査の結果を反映した平成 23年度の普通交付税は前年

度比▲98,573 千円と大きく減少する結果となりました。少子高齢化、人口減少が進行している当町

においては、地方交付税は今後も減少することが必至であり、国の交付税制度の動きによっては減

少幅がさらに大きくなる可能性もあります。 

   本町にとって普通交付税は、主要な経常的な一般財源収入であり、歳入決算全体の約 45％を占め 

ており、普通交付税の減額は、今後の財政運営に大きな影響を与えることになります。 

 ・特別交付税 前年度比 897 千円（0.21％）増の 432,267 千円 

特別交付税は、普通交付税の算定によっては補足しがたい特別の財政需要、緊急の財政需要（地

震、台風等自然災害による被害など）に対する財源不足額が算定され交付されます。特別交付税は

あくまでも臨時的な収入です。 
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○分担金及び負担金決算額は、43,743 千円で前年度と比べ 9,686 千円(28.44％) 

増減額の大きいもの    増減額（H26 決算額） 

 吉野広域行政組合派遣事務雑入 9,912（20,750）、南和協議会派遣事務雑入 510（17,938）、治

山事業分担金 360（1,175） 

戦略作物拡大・防災保全整備事業分担金▲609（0）・老人福祉施設入所措置費負担金▲132

（3,568） 

 

 

 

○使用料及び手数料決算額は、107,173 千円で前年度と比べ▲2,286 千円(▲2.09％) 

   増減額の大きいもの    増減額（H26 決算額） 

施設付住宅使用料 692（10,366）、学童保育使用料 581（2,221）、町営住宅使用料 385（27,538）、

保育所使用料 201（11,442）、税証明手数料 皆増（746） 

    保育所使用料受託児分 ▲2,065（4,941）、戸籍・諸証明手数料 ▲1,038（5,628）、し尿処理手

数料 ▲427（33,131） 
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○国庫支出金決算額は、409,966 千円で前年度と比べ▲69,369 千円(▲14.47％) 

増減額の大きいもの    増減額（H26 決算額） 

がんばる地域交付金 皆増（60,670）、地方創生先行型交付金 皆増（39,373）、地方消費喚起・生

活支援型交付金 皆増（23,862）、臨時福祉給付金給付事業費補助金 皆増（26,570）、臨時福祉給

付金給付事務費補助金 皆増（4,961）、子育て世帯臨時特例給付金補助金 皆増（4,600）、子育て

世帯臨時特例給付金事務委託金 皆増（3,429）、介護給付費負担金 6,164（77,779）、小水力発電

導入促進モデル事業補助金 5,631（10,961）、社会保障・税番号制度システム整備費補助金 皆増

（3,961）、土木施設災害復旧費負担金 2,678（18,664）、美しい森林づくり基盤整備交付金 

2,200(11,200)、拠出年金事務委託金 1,514（3,865）、社会資本整備総合交付金 ▲135,237

（36,221）、地域の元気臨時交付金 ▲112,665(0)、戦略作物・防災保全事業補助金 ▲4,447（0）、

児童手当国庫負担金 ▲3,709（45,281）、鳥獣害防止総合対策事業補助金 ▲3,010（1,490）、 

 

 

○県支出金決算額は、275,951 千円で前年度と比べ▲83,187 (▲23.16％) 

増減額の大きいもの    増減額（H26 決算額） 

衆議院議員総選挙費委託金 皆増（9,059）、子育て支援対策臨時特例交付金 皆増（4,428）、農

地制度実施円滑化事業費補助金 皆増（4,018）、介護給付費負担金 3,901（38,880）、県知事・県

議会議員選挙費委託金 皆増（3,045）、活力あふれる市町村応援補助金 2,801（10,868）、統計調

査費委託金 2,041（2,621）、プレミアム宿泊券発行事業補助金 皆増（1,795）、合併浄化槽整備

事業補助金 1,532（2,554）、地積調査事業費補助金 1,500（16,500）、奈良県市町村財政健全化

支援補助金 皆増（1,400）、心身障害者医療費助成事業補助金 1,120（7,183）、精神障害者医療

費助成事業補助金 1,221（1,591）、保育緊急確保事業費国庫補助金 皆増（491）、緊急雇用創出

事業臨時特例交付金 ▲93,516（830）、参議院議員通常選挙費委託金 ▲9,024（0）、農地農業施

設災害復旧事業補助金 ▲5,118（0）、奈良モデル補助金（住基ネット更改）▲3,333(0)・奈良モ

デル補助金（コンビニ収納）▲3,315（0）、施業放置林整備事業委託金 ▲2,711（23,025）、林道

災害復旧事業費補助金 ▲2,479（0）、持続的観光力パワーアップ補助金 ▲1,008（0） 
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○財産収入決算額は、14,138 千円で前年度と比べ 195 千円(1.40％)増 

増減額の大きいもの    増減額（H26 決算額） 

   土地貸付収入 1,708(6,633)、預金利子 683（3,293）、法定外公共物売払収入 ▲2,166(0) 

 

 

 

○寄附金決算額は、48,549 千円で前年度と比べ 10,129 千円(26.36％)増 

増減額の大きいもの    増減額（H26 決算額） 

世界遺産・吉野ふるさとづくり寄附金 9,287（26,534）、吉野桜寄附金 1,805（14,423）、観

光施設改修寄附金 皆増（1,700）、急傾斜地対策事業寄附金 1,287（1,749）、国栖奏伝習所改

修工事寄附金 皆増（1,242）、一般寄附 ▲5,000（0） 

 

 

○繰入金決算額は、218,616 千円で前年度と比べ 170,520 千円（354.54％） 

増減額の大きいもの    増減額（H26 決算額） 

 減債基金 84,978（102,348）、地域の元気臨時交付金基金繰入金 皆増（78,845）、有線放送基

金繰入金 皆増（6,616）、ふるさと整備基金繰入金 皆増（3,000）、世界遺産・吉野ふるさとづく

り基金繰入金 ▲2,355（16,579）、吉野桜基金 ▲564（11,228）、 
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○地方債決算額は、620,500 千円で前年度と比べ 78,400 千円(14.46％)増 

平成 26 年度は以下の事業の財源として地方債を発行。 

・臨時財政対策債  184,000 千円 

 

・過疎対策事業債(ソフト分)  40,700 千円 

繰越明許 1,200 千円 

住宅新築助成 1,200 千円 

現年度 39,500 千円 

地域バス運行委託 22,700 千円、プレミアム宿泊券発行 6,000 千円、住宅リフォーム助成 4,700

千円、住宅新築助成 2,000千円、協働のまちづくり交付金 1,500千円、木材生産林育成整備 1,000

千円、林業労働者退職金共済制度推進 800 千円、県産材生産促進 800 千円、 

 

・過疎対策事業債(その他)  112,800 千円 

 現年度 112,800 千円 

  し尿処理施設整備負担金 54,400 千円、定住促進住宅整備 27,600 千円、吉野運動公園総合体育

館空調整備 17,400千円、合併浄化槽設置補助 5,200千円、移動系防災行政無線整備 4,200千円、

町道（吉野 99号線）改良 2,300 千円、町道（中竜門 1 号線）舗装 1,700 千円 

   

  ・過疎対策事業債（診療施設）  100,000 千円 

 繰越明許  南和広域医療組合新病院建設負担金 100,000 千円 

 

・病院事業債（一般会計出資債）  50,000 千円 

 繰越明許  南和広域医療組合新病院建設負担金 50,000 千円 

 

・一般廃棄物処理事業債  111,000 千円 

 繰越明許  五條市し尿処理施設建設負担金（通常分 92,500 千円、財源対策債分 18,500 千円） 

 

・公共事業等債  8,700 千円 

 繰越明許  町道（吉野 99号線）改良 4,900 千円、町道橋改良 3,800 千円 

 

・防災対策事業 自然災害防除  4,000 千円 現年度 

・補助災害復旧  9,300 千円 繰越明許 5,800 千円  現年度 3,500 千円 

 



- 8 - 

 

○諸収入決算額は、91,066 千円で前年度と比べ 17,462 千円(23.72％) 

増減額の大きいもの    増減額（H26 決算額） 

 後期高齢者過年度療養給付費負担金返還金 皆増（8,919）、保険料 5,360（6,003）、自治総合

センターシンポジウム助成事業補助金 皆増（3,000）、消防団員退職報償金 2,983（9,138）、住

宅新築資金等貸付金回収管理組合返戻金 1,565（6,619）、 

 自治総合センターコミュニティ助成事業助成金 ▲2,000（0）、観光パンフレット広告収入 ▲

640（0）、ごみ袋・証紙販売収入 ▲567（6,825）、町預金利子 ▲557（724）、市町村振興宝くじ

交付金 ▲416（5,999） 
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（３）歳出（性質別） 

○人件費決算額は、1,033,899 千円で前年度と比べ▲3,394 千円(▲0.33％) 

増減額の大きいもの    増減額（H26 決算額） 

    退職手当組合負担金 1,715（137,907）、職員給 ▲5,025（625,535）、委員等報酬 127（15,842）、 

地方公務員共済組合負担金 487(173,257) 

 

 

 

○物件費決算額は、714,591 千円で前年度と比べ▲39,847 千円(▲5.28％) 

   増減額の大きいもの    増減額（H26 決算額） 

    賃金 9,375（98,806）、役務費 4,103（26,459）、旅費 1,742（7,740）、交際費 109（1,012）、

委託料 ▲49,738（386,490）、備品購入費 ▲7,669（16,230）、需用費 ▲244（103,819）、その

他 2,475（81,704）、 

 

 

 

○維持補修費決算額は、10,528 千円で前年度と比べ▲702 千円(▲6.25%) 

   町道維持補修 2,386（7,365）、運動公園施設修繕 302（966）、林道補修 161（280）、 

町営住宅修繕 ▲2,389（11）、消防車輌等修繕 ▲1,118（509）、 
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○扶助費決算額は、315,753 千円で前年度と比べ 33,817 千円(11.99％)増 

   臨時福祉給付金 皆増（25,530）、障害者総合支援 11,204（164,525）、子育て世帯臨時特例給付

金 皆増（4,580）、重度心身障害者医療給付 381（7,878）、精神障害者医療給付 皆増（308）、子

ども医療給付 215（9,944）、 

児童手当 ▲4,555（67,065）、養護老人ホーム措置 ▲1,826（13,030）、職員に係る児童手当 ▲

695（6,130）、障害者医療給付▲663（12,694）、ひとり親医療給付 ▲2（2,425）、 

 

○補助費決算額は、1,230,668 千円で前年度と比べ 121,763 千円(10.98％)増 

・一部事務組合負担金  154,629（692,096） 

奈良県広域消防組合負担金 皆増（249,259）、南和広域医療組合負担金 132,404（158,709）、

吉野広域クリーンセンター負担金 18,535（213,155）、吉野広域民生費負担金 0（49,327）、 

吉野広域消防費負担金 ▲238,095（0）、吉野広域総務費負担金 ▲4,202（9,111）、吉野広域斎

場負担金 ▲2,037（2,342）、吉野広域戸籍負担金 ▲1,099（8,272）、後期高齢者医療組合負担

金 ▲111（1,236）、 

・その他  ▲32,866（538,572） 

吉野ビジターズビューロー補助金 皆増（19,988）、小水力発電導入促進モデル事業負担金 

9,761（17,411）、吉野大峯世界遺産登録 10周年記念協議会負担金 皆増（8,928）、シルバー人

材センター運営補助金 5,695（6,388）、ふるさと納税報償品 4,026（11,634）、消防団員退職

報償金 2,983（9,138）、高齢者肺炎球菌予防接種負担金 皆増（2,293）、美しい森林づくり基

盤整備交付金 2,196（11,181）、町営住宅公共下水道受益者負担金 皆増（1,913）、長期債繰上

償還に伴う補償金 皆増（1,428）、中小企業資金融資信用保証料負担金 1,067（1,416）、中間

サーバープラットフォーム負担金 皆増（663）、木の駅プロジェクト補助金 皆増（600）、奈良

県南部地域ごみ処理広域化推進協議会負担金 皆増（470）、 

吉野病院事業特別会計操出金 ▲55,500（250,000）、児童手当国庫返還金 ▲10,047（0）、町観

光協会補助金 ▲9,386（0）、障害者総合支援国庫返還金 ▲5,769（2,801）、高齢者インフルエ

ンザ予防接種負担金 ▲5,703（0）、こまどりケーブル CATV 伝送路改修負担金 ▲1,540（1,867）、

県産材生産促進補助金 ▲1,435（2,065）、社会福祉協議会運営補助金 ▲140（24,860）、 
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○繰出金決算額は、718,014 千円で前年度と比べると 64,764 千円(9.91％) 

   簡易水道事業特別会計操出金 57,388（95,863）、介護保険事業特別会計操出金 10,227（157,974）、

国民健康保険特別会計操出金 1,074（56,056）、後期高齢者医療特別会計操出金 793（47,324）、

後期広域連合負担金 233（137,299）、 

   下水道事業特別会計操出金 ▲8,518（159,642）、農業集落排水事業特別会計 ▲186（15,302）、   

土地開発基金積立金 ▲10（49） 
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○公債費決算額は、600,194 千円で前年度と比べ▲45,671 千円(▲7.07％) 

   元金 ▲39,175（544,267） 内繰上償還額 ▲9,091（8,279） 

利子 ▲6,496（55,927） 

 

 

○積立金決算額は、205,280 千円 95,641 千円で前年度と比べ▲109,639(▲53,41％)) 

世界遺産吉野ふるさとづくり基金 9,290（26,563）、町営住宅改修基金 7,200（10,005）、吉野桜

基金 1,823（14,471）、減債基金 203（12,186）、地域福祉基金 103（533）、 

  地域の元気臨時交付金基金 ▲78,655（95）、財政調整基金 ▲28,939（7,663）、庁舎整備基金 ▲

19,982（20,018）、有線テレビ放送基金 ▲659（3,995）、ふるさと整備基金 ▲17（107）、ふるさ

と水と土保全基金 ▲6（5） 
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〇普通建設事業費決算額は、619,958 千円で前年度と比べ 13,610 千円（2.24％）増 

   大槌田企業誘致用地購入 皆増（130,000）、し尿処理施設負担金 90,210（237,103）、運動公園総

合体育館空調等整備 皆増（32,207）、ＣＡＴＶ中継車整備 皆増（11,085）、定住促進住宅整備 

10,692（36,828）、津風呂湖コミュニティセンタートイレ改修 皆増（6,804）、急傾斜地崩壊防止

工事負担金 5,922（12,579）、ビジタセンタートイレ改修 皆増（5,224）、合併浄化槽設置補助 

4,776（7,842）、消防施設整備 3,450（4,914）、住宅新築助成 皆増（3,200）、町道維持補修 2,715

（7,258）、治山事業 1,798（5,879）、住宅リフォーム助成 936（4,733）、 

   町道改良 ▲161,900（74,200）、中央公民館耐震化 ▲44,954（0）、運動公園総合体育館耐震化 ▲

32,913（0）、町営住宅改修 ▲31,121（4,466）、交通安全施設整備 ▲13,892（424）、農業用施設

改修 ▲5,315（2,560）、森林とのふれあい推進事業 ▲4,800（0）、森林セラピートイレ整備 ▲

3,894(0)、森林セラピー東屋整備交付金 ▲2,000（0）、 

○災害復旧事業費決算額は、55,166 千円で前年度と比べ▲3,348 千円(▲6.07％) 

現年補助公共土木施設災害復旧 2,540（29,610）、現年単独農地農林施設災害復旧 2,212（5,198）、 

現年補助農地農業施設災害復旧 ▲5,351（0）、現年補助林業施設災害復旧 ▲3,072（0）、現年単独

公共土木施設災害復旧 ▲50（19,985）、 
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（４）歳出（目的別） 

○議会費決算額は、83,324 千円で前年度と比べ 512 千円（0.62％）増                         

議員共済組合 309(18,286) 

 

 

○総務費決算額は、925,068 千円で前年度と比べ 29,506 千円（3.29％）増                  

大槌田企業誘致用地購入 皆増（130,000）、ＣＡＴＶ中継車整備 皆増（11,085）、退職手当組合負

担金 10,749（110,559）、世界遺産吉野ふるさとづくり基金積立金 9,290（26,563）、公有地境界確

定委託 皆増（7,446）、 

地域の元気臨時交付金基金積立金 ▲78,655（95）、財政調整基金積立金 ▲28,939（7,663）、庁舎

整備基金積立金 ▲19,982（20,018）、住基ネット更改業務委託料 ▲5,880（0）、コンビニ収納シス

テム導入委託料 ▲4,421（0）、吉野広域行政組合総務費負担金 ▲4,202（9,111）、 

 

 

○民生費決算額は、1,024,006 千円で、前年度と比べ 56,967 千円（5.89％） 

 臨時福祉給付金事業 皆増（30,366）、障害者総合支援事業 11,204（164,525）、介護保険事業特別

会計操出金 10,227（157,974）、子育て世帯臨時特例給付金 皆増（7,558）、シルバー人材センター

運営補助金 5,695（6,388）、保育料システム改修委託料 皆増（4,428）、 

児童手当国庫返還金 ▲10,047（0）、障害者総合支援国庫返還金 ▲5,769（2,801）、児童手当 ▲4,555

（67,065）、旧老人保健医療給付事業県返還金 ▲3,067（0）、 

 

 

○衛生費決算額は、1,215,670 千円で前年度と比べ 268,388 千円（28.33％）増 

南和広域医療組合負担金 132,379（158,864）、し尿処理施設負担金 90,210（237,103）、簡易水道

事業特別会計操出金 57,388（95,863）、吉野広域クリーンセンター負担金 18,535（213,155）、小
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水力発電導入促進モデル事業負担金 9,761（17,411）、防犯灯ＬＥＤ導入調査 皆増（7,981）、合併

浄化槽整備補助 4,776（7,842）、吉野病院事業特別会計操出金 ▲55,500（250,000）、  

 

 

○労働費決算額は、830 千円で前年度と比べ▲93,516 千円（▲99.12％） 

   買い物支援事業委託 皆増（830）、町民健康づくり事業 ▲9,524(0)、地域観光資源周知拡大事業 

▲8,222(0)、都市計画策定事業 ▲41,775(0)、シルバー人材センター活性化事業 ▲5,000(0)、

周遊観光促進事業 ▲4,914(0)、観光案内所案内強化事業 ▲3,410(0)、保育所特別支援保育推進

事業 ▲3,106(0)、 

 

 

○農林水産業費決算額は、172,337 千円で前年度と比べ▲2,833 千円(▲1.62％) 

  木のまちプロジェクト推進事業 6,828（7,713）、農家台帳システム整備 皆増（4,277）、森林との

ふれあい推進事業 ▲4,800（0）、鳥獣害防止総合対策 ▲3,739（6,247）、施業放棄林整備事業 ▲

2,705（23,033）、県産材生産促進事業 ▲1,435（2,065）、 

 

 

○商工費決算額は、153,720 千円で前年度と比べ 32,972 千円（27.31％）増 

  世界遺産登録 10 周年記念事業 皆増（14,003）、観光施設管理事業 10,799（18,521）、吉野ビジタ

ーズビューロー補助金 10,602（19,988）、地域おこし協力隊事業 7,511（15,985）、製材業振興地

域おこし協力隊事業 4,103(7,433)、住宅新築助成事業 皆増（3,274）、 

万葉朗読劇上演 ▲8,120（0）、森林セラピー推進事業 ▲5,676（0）、古典芸能鑑賞 ▲3,150（0）、

吉野大峯世界遺産 10 周年記念準備事業 ▲2,469（0）、 
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○土木費決算額は、566,017 千円 397,693 千円で前年度と比べ▲168,324 千円(▲29.74％) 

  定住促進住宅新築事業 20,310（46,892）、急傾斜地崩壊防止工事負担金 6,657（12,579）、町道維

持補修 4,258（18,177）、 

  町道新設改良 ▲161,896（75,136）、町営住宅管理事業 ▲34,300（15,505）、交通安全施設整備事

業 ▲13,756（1,049）、下水道事業特別会計操出金 ▲8,518（159,642）、 

 

 

○消防費決算額は、307,792 で前年度と比べ 20,587 千円（7.17％）増 

奈良県広域消防組合負担金 皆増（249,259）、消防施設整備事業 3,450（4,914）、災害対策事業 2,384

（10,722）、消防団運営事業 1,849（27,733）、吉野広域消防費負担金 ▲238,095（0）、 
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○教育費決算額は、457,184 千円で前年度と比べ▲65,315 千円（▲12.50％） 

  運動公園総合体育館空調等整備 皆増（32,207）、保育料システム改修 皆増（4,428）、国栖奏伝習

所改修 皆増（2,837）、子ども子育て支援計画策定 皆増（1,512）、 

  中央公民館耐震化事業 ▲44,954（0）、運動公園総合体育館耐震化 ▲32,913（0）、退職手当組合負

担金 ▲9,051（28,172）、木製机購入 ▲7,354（653）、運動公園長寿命化計画策定 ▲6,195（0）、 

 

 

○災害復旧費決算額については、歳出（性質別）災害復旧費と同内容 

 

  

○公債費決算額は、601,622 千円で前年度と比べ▲44,243 千円（▲6.85％） 

  ※性質別決算額との差異 1,428 千円は、繰上償還実施に伴う補償金 
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（５）財政構造の弾力性 

経常収支比率は、前年度より 1.2 ポイント上昇し 98.2％となりました。このことは、町財政が前

年度に比べ柔軟性を失っていることを意味しており、平成 23 年度以降 4 年連続でこの指標は悪化

し続けており、町財政の硬直化が懸念され早急な対応が必要です。 

昨年度に比べ、この指標が悪化した要因としては、普通交付税の減少（前年度比▲50,310 千円）

や、臨時財政対策債の減少（前年度比▲12,000 千円）などです。 

   少子高齢化、人口減少が進行している当町においては、町税や普通交付税などの経常的な一般財

源収入の増加は見込めないため、財政収支比率の改善に向けて、如何にして経常的な支出を切り詰

めていくかが課題となっています。 

 ○経常的な一般財源収入及び臨時財政対策債の合計額 前年度比▲63,270 千円の 3,287,880 千円 

  主な増減 

・経常的な一般財源収入 ▲51,270 千円の 

地方消費税交付金 14,146 増（96,569）、配当割交付金 4,280 増（9,829）、 

普通交付税 ▲50,310（2,150,720）、自動車取得税交付金 ▲8,802（6,333）、地方譲与税 ▲2,484

（48,402）、町税 ▲2,098（752,543） 

・臨時財政対策債 ▲12,000（184,000） 

 ○経常的な歳出  7,665 千円増の 3,761,537 千円 

主な増減 

  奈良県広域消防組合負担金（経常のみ） 皆増（242,970）、障害者総合支援 11,204（164,525）、運

動公園施設指定管理料 10,124（27,900）、退職手当組合負担金（特別負担金除く） 7,678（106,069）、

シルバー人材センター運営費補助金 5,695（6,388）、消防団員退職報償金 2,983（9,138）、 

吉野広域行政組合消防費負担金 ▲224,368（０）、吉野病院事業特別会計操出金（操出基準内） ▲

24,417（237,985）、一般職給料 ▲5,107（400,056）、児童手当 ▲4,555（67,065）、 

○経常的な歳出に充当した特定財源  30,989 千円増の 533,103 千円 

  主な増減 

  吉野広域行政組合派遣事務雑入 9,912（20,750）、障害者支援費国庫負担金 9,527（85,517）、障害

者支援費県負担金 6,195（42,694）、児童手当国庫負担金 ▲3,709（45,281）、 
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（６）将来の財政負担 

  地方債現在高 

   平成 26 年度末における一般会計の地方債現在高は、前年度末に比べ 76,233 千円の 5,000,432 千

円となっています。 

   南和広域医療組合の新病院建設（借入額 150,000 千円）や、五條市新し尿処理施設建設（借入額

165,400 千円）など広域的に取り組んだ事業の財源として多額の新規の借入を行ったことにより、

平成 26 年度の新規借入額が 620,500 千円と前年度の新規借入額に比べ 78,400 千円増加し、平成 26

年度の既借入地方債の元金償還額 544,267 千円を上回ったためです。 

   今後 2,3 年間は新病院建設に係る地方債の借入額が増加する見込みですが、引き続き過度な町債

発行により将来への過重な負担をもたらすことのないよう財政運営基本方針に基づきプライマリ

ーバランスを考慮した借入をおこなっていきます。 

 

 



- 20 - 

 

 

  

  特別会計を含む町債残高については、一般会計及び簡易水道事業特別会計の地方債残高が増加した

ことにより、平成26年度末の全会計の地方債残高合計額については、前年度比▲29百万円の10,347

百万円となっています。 

   各特別会計において、平成 26 年度は以下の事業の財源として地方債を発行しました。 

   ・農 排 会 計･･･平準化債 6,700 千円 

   ・下水道会計･･･下水道事整備 14,600 千円、平準化債 47,400 千円、 

  ・簡 易 会 計･･･吉野山簡易水道整備事業 167,000 千円 

  ・水 道 会 計･･･0 千円 

  ・病 院 会 計･･･0 千円 

 

 各会計の公債費（地方債の返済額） 
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基金積立金の現在高 

   平成 26 年度末の一般会計の積立金現在高は、前年度末に比べ▲122,975 千円し 1,415,110 千円

となっています。 

  

  積立金現在高の内訳                       （単位：千円） 

 H26 末現在高 H25 末現在高 増 減 

財政調整基金 700,029 692,366 7,663 

減債基金 265,349 355,511 ▲90,162 

その他特目基金 449,732 490,208 ▲40,476 

合  計 1,415,110 1,538,085 ▲122,975 

 

  その他特定目的基金の内訳 

  ・地 域 福 祉 基 金・・・前年度末残高から 533 千円増の 241,218 千円 

  ・中山間ふるさと水と土保全基金・・・前年度末残高から 5 千円増の 10,549 千円 

  ・ふ る さ と 整 備 基 金・・・前年度末残高から▲2,893 千円の 41,223 千円 

  ・有 線 放 送 基 金・・・前年度末残高から▲2,621 千円の 14,316 千円 

  ・世界遺産・吉野ふるさとづくり基金・・・前年度末残高から 9,984 千円増の 28,202 千円 

  ・吉 野 桜 基 金・・・前年度末残高から 3,243 千円増の 31,396 千円 

  ・庁 舎 整 備 基 金・・・前年度末残高から 20,018 千円増の 70,018 千円 

  ・町 営 住 宅 改 修 基 金・・・前年度末残高から 10,005 千円増の 12,810 千円 

  ・地 域 の 元 気 臨 時 交 付 金 基 金・・・前年度末残高から▲78,750 千円の 0 千円 

   

 

 

  


