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はじめにはじめにはじめにはじめに        

中中中中期財政計画期財政計画期財政計画期財政計画のののの目的目的目的目的・・・・役割役割役割役割    

「いのちが輝き笑顔あふれる吉野町 

～自然の恵みと歴史文化が息吹くこころのふるさと 吉野町～」 実現にむけて  

    

わたしたちの吉野町は、昭和 31 年に旧吉野町、上市町、中荘村、中竜門村、国樔村、竜

門村が合併して生まれました。平成 18 年には、吉野町合併 50 周年を迎え、それから４年が

経とうとしています。 

その間、吉野町を取り巻く社会情勢は、少子・高齢化、長期にわたる経済の低迷、情報化

の進展、国際化、人々の価値観の多様化などにより大きく変化してきています。 

国においては、地方分権による機関委任事務の廃止が行われ、その後の三位一体改革

（国庫補助金、地方交付税、税源移譲を含む税源配分の見直しに関する一体的な改革）等、

昨今においては、米国大手金融機関等の破綻を発端とする世界的な金融危機や景気後退

の影響を受け、外需に加え内需の停滞が進み、景気の下降局面が長期化・深刻化する恐れ

が高まっています。また、世界的な経済金融情勢、雇用情勢、環境等の悪化に伴い、国税

収入を始めとする地方公共団体の財政状況は、急速な税収減、財源不足を生じるものと見

込まれています。 

平成 13 年度から 16 年度にかけては、近隣市町村との合併の話しもありましたが、合併せ

ずに『吉野町』として単独でこの厳しい時代を乗り切る道を選択せざるを得ませんでした。こう

した中で、吉野町が一層の飛躍と発展を実現するためには、限られた財源の中で多様化す

る行政課題に的確に対応して行かなければなりません。平成 17 年９月に「吉野町新行財政

改革プログラム」・「新行財政改革プログラム実施計画」・「財政危機突破計画」を策定し、そ

の中で、目標及び理念、実施機関及び各項目の改革方針を明らかにし、限られた財源の中

で行政サービスの維持・向上を図り、「町民の幸せ」を実現し、元気な『吉野町』を目指すため

に、行政と町民が一丸となって行財政運営を進めて参りました。 

今回策定する「吉野町中期財政計画」は、このような厳しい経済情勢の中においても、平

成２３年度に新たに策定する第４次吉野町総合計画基本構想・前期基本計画の戦略方針を

踏まえ、「いのちが輝き笑顔あふれる吉野町～自然の恵みと歴史文化が息吹くこころのふるさ

と 吉野町～」の実現に向けた計画といえます。限られた財源を有効に活用し、「量の削減」

から「質の向上」への転換を図り、協働のまちづくりによる吉野町の発展に努めなければなりま

せん。そして、町民が真の豊かさを実現するために、将来的に持続可能な行財政基盤を確

立するとともに行財政運営の革新・改革を維持し、財政の健全性を確保するために本計画を

策定するものです。 
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１１１１    吉野町吉野町吉野町吉野町のののの財政状況財政状況財政状況財政状況            

平成元年度から平成 21 年度決算及び平成 22 年度決算見込み 

（１） 歳入の状況 

吉野町の収入には様々な種類があります。大きく分けて自主財源と依存財源に分けることが

できます。自主財源とは、町税・使用料等のように町が自らの権限で直接収入するもので、依

存財源は主に国や県などからの交付金や補助金等になります。 

自主財源の根幹ともいうべき町税は、人口の減少に伴う生産年齢人口の減少により、徐々に

減少している状況であり、平成 19 年度に行われた税制改革により若干増加したものの、その後

の世界的な金融危機に伴う景気悪化の影響を受け減収傾向が続いています。平成２年のピー

ク時と平成 22 年度決算予測と比較すると２億８千万円の減少となっています。その他自主財源

で平成４年度に突出しているのは、ゴルフ場開発に伴う道路整備への寄附金の増加、平成７年

度においては、投資的経費（ＣＡＴＶ建設・山村振興対策・歴史資料館建設）の財源としの基

金繰入金の増加によるものです。 

依存財源のうち、国・県支出金及び町債については、その年度に行われる投資的経費等の

影響により年度間の増減があり、特に平成７年度の増加は、ＣＡＴＶ建設事業・山村振興対策

事業・歴史資料館建設事業の影響、平成 20 年度及び平成 21 年度の増加は、ＣＡＴＶデジタ

ル化事業・中学校改築事業の影響により大きく増加しました。歳入の約半分を占める地方交付

税は平成 12 年度をピークとして、「骨太の方針」に基づく行政のスリム化及び交付税改革の影

響により、年々減少しています。その他依存財源については、平成 11 年度の恒久的な減税の

実施に伴う減収補てんのための地方特例交付金、平成 19 年度からの国から地方への税源移

譲へ向けての経過措置としての所得譲与税、地方の一般財源不足に対処するための特例的

に借入のできる臨時財政対策債がそれぞれ創設されたことなどにより、平成１８年度まで、年々

増加の状況でした。平成１９年度以降は三位一体改革などの影響により、依存財源の圧縮が

行われ、とても厳しい財政状況となっています。 

 

※H22 については、H22.9 月末現在における決算見込額 
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※H22 については、H22.9 月末現在における決算見込額 

（２） 歳出の状況  

歳出にも様々な見方や種類がありますが、各年度の歳出を性質別で表したのが次の表に

なります。性質別には大きく経常的経費と投資的経費に分けることができ、経常的経費の中

でも人件費・扶助費・公債費は義務的経費と呼ばれています。 

義務的経費は、法令の規定やその性質上、必ず支出しなければならない経費で、容易に

削減できない経費であり、この義務的経費の割合が多くなると、他の経費に充てる財源の余

裕が無くなってしまうことになります。 

 

※H22 については、H22.9 月末現在における決算見込額  

【人件費】 

   人件費については、平成 16 年度までは緩やかに増加していく傾向にありましたが、平成 17 年

度に退職勧奨制度の推進及び平成 18 年度からは給与を 3.5％カットしてきたことにより平成 16

年度以降、減少傾向にあります。また、職員数についても勧奨退職後、新規採用を抑えているこ

ともあり、平成２年度の 178 人をピークに平成 21 年度では、123 人と 55 人減少しています。 
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【扶助費】 

  平成５年度から大幅に支出が増えているのは、老人福祉法・身体障害者福祉法の入所措置

権限等を市町村に委譲されたことに伴う増加です。増加に伴う歳入も国から補助金として確保さ

れています。社会資本費への負担は高齢化率の上昇に伴い緩やかではあるが、増加の傾向に

あります。 

【公債費】 

公債費については、平成 15 年度までは年々増加の傾向にありましたが、臨時財政対策債を

含め新規の借入がある一方、既発行債償還のピークを終えたことにより、以降除々に減少の傾

向にあります。 

【物件費】 

物件費については、各種事務のシステム化の向上に伴い、電算関係経費の増加がある一方、

各経費の削減・節減努力により、年度間の増減はあるものの、ほぼ横ばいの経過であります。平

成 17 年度以降大幅に減少しているのは、平成１７年度から取り組んでいる新吉野町行財政改革

プログラムのもと物件費の節減を行ってきた成果であります。 

【補助費等】 

補助費等については、一部事務組合に対する負担金、吉野病院・水道事業への繰出金など

年度によって経費の大幅な増減が現れています。平成４年度に大幅に増加しているのは、吉野

広域行政組合クリーンセンターが稼働したことに伴う負担金の増加。平成 6～7 年度の増加は、

吉野広域行政組合さくら苑建設に伴う負担金の増加。平成１１年度の増加は、地域振興券交

付事業。また、平成１９年度の増加の主な要因は、吉野病院への繰出金の増加となっています。

本町の補助費等経費については、類似団体の平均値と比較すると病院事業等を行っているた

め、高い水準となっています。 

【繰出金】 

繰出金については、介護保険、老健（後期高齢者）、下水道などの特別会計に対する繰出金

が年々増加の傾向にあります。特に平成 12 年度から始まった介護保険への繰出の増加率が大

きく、義務的経費における扶助費と同様に、町の高齢化に伴い今後についても増加の傾向が予

想されます。 

【投資的経費】 

投資的経費については、各年度間の増減はあるものの決算上、大きな割合を占めています。

過去 10 年間の主な事業としては、平成 4～6 年度（吉野山小学校・体育館建設工事）平成６年

度（吉野ふるさと館建設工事）平成 6～7 年度（ＣＡＴＶ建設事業）平成 6～8 年度（上市駅前周

辺整備事業）平成 12～13 年度（中央公民館大規模改修）平成 13 年度（中学校体育館大規模

改修）平成 14～16 年度（吉野北小学校建設工事）平成 16 年度以降は、「骨太の方針」に基づ

く行政のスリム化の影響により年々大幅な減額を続けてきましたが、平成 20～21 年度にはアナロ

グテレビのデジタル化に伴うＣＡＴＶの改修工事また教育施設の耐震化推進に伴い吉野中学校

耐震化工事を行いました 

義務的経費は、平成 16 年度までは人件費・交際費については伸び続けてきましたが、平成

17 年度から取り組んでいる新吉野町行政改革プログラムのもと、退職者の不補充や人件費カッ

ト等を行ってきた成果により減少に転じています。また、公債費についても平成 15 年度をピーク
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に既発行債の償還が終了したことに伴い、減少の傾向にあります。 

 

※H22 については、H22.9 月末現在における決算見込額  

次に、どのような目的に支出されたか（目的別歳出の推移）をみると、やはり扶助費・補助費が

多く占める民生費・衛生費の割が大きく伸びています。逆に農林水産業費及び土木費は、道路

建設事業等の縮少、教育費は学校の統廃合等により減少の傾向にあります。 

※H22 については、H22.9 月末現在における決算見込額  

（３） 基金の状況 

基金とは、家計でいう預貯金にあたるものです。 

１）財政調整基金の状況 

財政調整基金とは、地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための

基金です。この残高が確保されていなければ、経済不況による税収入の減、災害の発生

に対する支出などに対応が難しくなります。 

積立金残高の状況については、平成３年度をピークに建設事業などの事業実施にあた

り多額の取崩しを行い平成 16 年度には３千万円台まで落ち込み、基金の枯渇が危惧さ

れる事態まで陥りました。 
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財政調整基金の適正規模は、一般的には標準財政規模の 15％程度とされており本町

の平成 22 年度の標準財政規模が 35 億 8890 万円となっていることから５億 3833 万円以

上の財政調整基金残高が必要となります。今後については、安易な取崩しをつつしみ、積

立金残高の堅持に努める必要があります。 

 
※H22 については、H22.9 月末現在における決算見込額  

    ２）その他特定目的基金の状況 

減債基金は、主に起債の返済（公債費）の財源として使われます。 

      他に特定目的基金という、地域整備や福祉関係など、個々の目的を達成する事業の財 

源としてのみ使用可能な基金があります。 

    地域福祉基金については近年、地域医療堅持のための準備金として積立てています。 

吉野町には、現在７つの特定目的基金があります。 

区       分 平成２０年度末基金残高 平成２２年度末基金残高見込み 

減債基金 １１６，２６５千円   ３７０，９４６千円   

地域福祉基金 １１２，６１５千円 ２６３，７０１千円   

ふるさと整備基金 ５５，１７５千円   ４３，７９８千円   

中山間ふるさと水と土保全基金 １０，４０９千円   １０，４１３千円   

有線放送基金 ０千円   ３，２９４千円   

世界遺産吉野ふるさとづくり基金 ５，００１千円   ７，１２７千円   

吉野桜基金 ０千円   ２０，８８１千円   

合計 ２９９，４６５千円   ７２０，１６０千円   

 

（４） 町債残高の状況 

地方債（町債）とは、家計でいう、ローンにあたるものです。 

地方自治体では、原則赤字の穴埋め目的での借金はできません。本町では、公共施設の

建設など、一度に多額の経費がかかり、将来その施設を使う次世代にも経費を負担してもらう

のが妥当な場合に限って町債を発行し、国などから借金をし必要な財源を確保してきました。 
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※H22については、H22.9月末現在における決算見込額  

町債残高(まだ返済していない額)は、平成10年度がピークであり、その後は順次逓減してき

ています。平成13年度からは、地方交付税として算定されるべき額の一部が、臨時財政対策債

の発行に振り替えられるという形となり地方債発行が増えることとなりました。 この臨時財政対策

債の元利償還額については、その全額が後年度、地方交付税で補填されています。また、本町

の地方債のほとんどが、過疎対策事業債です。過疎対策事業債は、地方債の返還金(公債費）

に対してその70％が交付税で補填されています。 

今後は、プライマリーバランスを考慮し、町債発行を慎重にしていかなければ、町債残高、公

債費ともに増加し、将来への負担が増加することとなります。 

 

※プライマリーバランスとは、その年度に新規発行する町債の額を、町債の償還元金の額

以下に抑えることです。  

 

（５） 経常収支比率の状況 

経常収支比率とは、財政構造の弾力性を測定するための指標で、義務的性格の経常経費

（人件費・扶助費・公債費など）に、町税・地方交付税・地方譲与税を中心とする経常的な収

入（一般財源）が、充当されている割合を表しています。家計に例えると、住居費・光熱水費な

どのような毎月確実に支出され経費が、給与のような毎月決まって得られる収入に占める割合

を表したものになります。 

この値が大きければ、臨時的な経費に充当可能な一般財源が少なく、財政構造の硬直化

が進んでいるということになります。従来は、町村で 70～75％、市にあっては 75～80％程度が

適当と言われていましたが、現状ではほとんどの市町村が適正範囲を超えてしまっています。

最近では、少子高齢化、「三位一体の改革」などによる財政構造の変化などにより 90％を超え

ると危険水準であり、経常経費の抑制に留意が必要であると言われています。 
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吉野町は、平成５年度までは 73.3％と適正範囲にありましたが、平成 14 年度には 92.8％と

危険水準となり平成 17 年度においては 101.9％と増嵩し、深刻な財政状況となりました。平成

18 年度以降は平成 17 年度から取り組んでいる新吉野町行財政改革プログラムのもと退職者

の不補充・物件費の節減などを行ってきた成果により緩やかではありますが、値が小さくなって

います。しかしながら、財政が硬直化していることには変わりはなく更なる経常経費の抑制に努

めなければなりません。 

 
※H22 については、H22.9 月末現在における決算見込額                                       

（６） 財政指標の状況 

１）公債費比率の状況 

公債費比率とは、公債費を支払うために、歳入のうち一般財源がどのくらい使われたか

を示す指標をいいます。この指標も、経常収支比率と同様に、財政の硬直化を図る目安と

なります。 

公債費比率は、15％を超えると黄信号、20％を超えると赤信号といわれています。 

２）起債制限比率・実質公債費比率 

従来、地方債の発行の制限指標とされてきた起債制限比率に変わって、平成 18 年度

から債務負担行為、特別会計、一部事務組合などに対する繰出金等に含まれる公債費

も対象とする自治体の債務（借金）をより厳密に表す指標として実質公債費比率が導入さ

れることとなりました。 

  実質公債費比率は 18％以上が許可制、25％を超えると原則、地方債の許可が制限さ

れます。 

  また、平成 19 年度に「地方公共団体の財政健全化に関する法律」が公布され、平成 20

年度決算における指標から本格的な法施行が行われています。実質公債費比率が 25％

を超えると早期健全化団体、35％を超えると財政再生団体となり、財政健全化計画又は

財政再生計画の策定が義務づけられています。 
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３）連結赤字比率・将来負担比率 

実質公債費比率と同じく「地方公共団体の財政健全化に関する法律」の施行に伴い財

政健全化を判断する指標として平成１９年度決算から算定をおこなっている数値です。 

   連結赤字比率とは、「全会計を対象とした実質赤字（または資金の不足額）の標準財政

規模に対する割合です。吉野町でいう全会計とは、一般会計・水道事業特別会計・病院

事業特別会計・簡易水道事業特別会計・下水道事業特別会計・農業集落排水事業特別

会計・国民健康保健特別会計・後期高齢者医療特別会計・老人保健特別会計・介護保

険特別会計があります。 

この比率が 20％を超えると早期健全化団体、40％を超えると財政再生団体となり、財政

健全化計画又は財政再生計画の策定が義務づけられています。平成 19･20 年度の本町

の指標は、全会計において黒字であるため、負の値での標示となっています。 

将来負担比率とは、一般会計が将来負担すべき負債総額の標準財政規模に対する比

率をいいます。 

対象範囲としては、連結赤字比率算定における対象会計プラス一部事務組合・広域連

合・地方公社・第三セクター等となります。具体的には、吉野広域行政組合・市町村総合

事務 組合・吉 野町 土地 開発 公社 等が対象としてプラスされることとなります。この比率が

350％を超えると早期健全化団体基準を超えることとなり、財政健全化計画の策定が義務

づけられています。 

これまでの本町の数値については、早期健全化判断基準を下回っており概ね適正な値

となっています。今後については、プライマリーバランスを考慮し、町債の発行を慎重に財

政運営を行っていかなければ、将来の負担が増加することとなります。 

 
※H22 については、H22.9 現在における決算見込額  

（７） 主な財政指標の全国類似団体との比較 

   類似団体とは、「人口」及び「産業構造」により全国の市町村を 35 のグループに分類

した結果、当該団体と同じグループに属する団体をいいます。  

町村については 15 類型に分類され、平成 20 年度において吉野町と同じ類型には、全

国で 78 団体、奈良県内では安堵町・川西町・三宅町・高取町・明日香村・下市町が属

しています。  
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１）財政力指数              ２）経常収支比率  

        

３）将来負担比率             ４）実質公債費比率  

 

５）給与水準 (ラスパイレス指数 )      ６）人口千人当たり職員数  

 

 

７）人口１人当り人件費・物件費等決算額  

 

※平成 22 年度数値については、Ｈ22.9 月末現在における決算見込値。 

 

１） 財政力指数  

 過疎化・少子高齢化に加え、長引く景気低迷による本町の主要産業である木材

関連産業の不振により税収が伸びず、また面積の約８割を森林が占める地理条件

や道路事情等から企業も少なく、財政基盤が弱く類似団平均値を下回っています。 
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２） 経常収支比率  

      平成 17 年度から取組んでいる行政改革プログラムのもと経常的経費の削減を

行ったことにより、類似団体平均に近づく数値となってきましたが、依然高い状

況に変わりなく、財政構造の弾力性を失っている状況である。 

今後も引き続き起債の借入額の適正化や定員管理計画に基づく職員数の削減、

物件費・補助費等の削減を行うことにより、類似団体平均値以下となるよう改善

に努めなければなりません。 

３） 将来負担比率 

      起債償還のピークが終了したことにより、減少傾向にあるものの依然類似団体

平均値を上回っています。 

      将来負担比率が高い要因としては、充当可能基金の額が類似団体と比較して少

ないことが将来負担比率算定に影響していることがあげられます。今後は後世へ

の負担を少しでも軽減するよう起債発行をより一層慎重に行い計画的な事業執行

や繰上償還を行い、類似団体平均に近づくよう町債残高の削減に努めなければな

りません。それだけでなく、基金総額についても安易な崩しをつつしみ財政調整

基金や減債基金を中心に基金の増額に努める必要があります。 

４） 実質公債費比率  

    起債償還のピークが終了したことにより、減少傾向にあるものの依然類似団体

平均値を上回っています。今後についても、減少していくことが見込まれますが、プラ

イマリーバランスを考慮し、町債発行を慎重にしていかなければ、町債残高、公債費と

もに増加し、将来への負担が増加することとなります。                                             

５） 給与水準（ラスパイレス指数）  

      平成 18 年度から平成 20 年 12 月末まで職員給与費の抑制対策として本給▲

3.5％カット）を行ってきたため類似団体平均値を大きく下回る数値となっていま

す。平成 20 年度の数値については、類似団体中順位 4/78 となっています。 

      今後も適正な給与水準を維持するため、引き続き情勢の変化に応じた見直しが

必要です。 

６） 人口千人当たり職員数  

類似団体平均値に近づきつつあるものの、弱干上回る数値で推移しています。

平成 21 年度に定員適正化計画を策定しました。今後も適正人員の配置等を含め人

事管理制度の改革を行い類似団体平均値を下回るよう努める必要があります。  

  ７） 人口１人当り人件費・物件費等決算額  

      平成 18 年度以降、類似団体平均値を弱干下回る数値で推移しています。要因と

しては、平成 17 年度から取組んでいる行政改革プログラムのもと、退職者の不補

充や物件費の削減を行ってきたことによるものと思われます。今後、庁舎・道路

等の維持補修費の増加が見込まれるなかで、資産の売却・転用等、町有財産の有

効活用を図りながら可能な限り職員で行うことにより、経費の削減に努めなけれ

ばなりません。  
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２２２２    今後今後今後今後のののの財政収支財政収支財政収支財政収支のののの見通見通見通見通しししし    

    

（１） 第４次総合計画との関係     

   第４次総合計画は、吉野町の目指すべき将来像を掲げ、その実現のための基本的な方向

と体系的な施策内容を示すとともに、その実現に向けた行政全般にわたる具体的な事業を明

らかにすることを目的として策定した計画です。 

   この総合計画を実現するためには、財政的な裏付けに基づいて施策などが実施されなけれ

ばなりません。 

   こうしたことから、財政計画と総合計画は、施策や事業を厳選し、より実効性を高めていくた

め、相互に連携する親密な関係でなければなりません。 

 

（２） 計画期間 

    計画期間は、平成 23 年から平成 27 年度までの５年間とします。 

   この計画は、一般会計について、歳入は財源別、歳出は性質別に試算しました。特別会計

については、繰出金・補助費等で計上しています。 

 

（３） 試算前提条件 

   平成 23 年度から平成 27 年度の各試算前提条件については、第４次総合計画前期基本計

画の策定シートに基づき要求されている実行計画の額を全て計上しています。なお、個別の推

計方法については、以下の条件により推計しています。 

 

  【【【【歳入歳入歳入歳入のののの試算試算試算試算条件条件条件条件】】】】    

   【町 税】 

     ・町民税 

      個人均等割  平成 21 年度決算をベースに毎年３％減少するものとして推計。 

      個人所得割  平成 21 年度決算をベースに毎年３％減少するものとして推計。 

      退職所得分  平成 18 年度から平成２１年度実績額平均値で固定。 

      法人均等割  平成 18 年度から平成２１年度実績額平均値で固定。 

      法 人 税 割  平成 21 年度決算をベースに固定。 

     ・固定資産税 

      土 地  平成 21 年度決算をベースに固定。 

      家 屋  平成 21 年度決算をベースに毎年１％減少するものとして推計。 

      償 却 資 産  平成 21 年度決算をベースに毎年１％減少するものとして推計。 

      交 付 金 等  平成 21 年度決算をベースに固定。 

     ・軽自動車税   平成 18 年度から平成 21 年度実績額平均値で固定。 

     ・た ば こ 税   平成 21 年度決算をベースに毎年７％減少するものとして推計。 

     ・入 湯 税   平成 21 年度決算をベースに固定。 
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    【譲与税・交付金】 

      平成 21 年度決算をベースに固定。 

【地方交付税】 

・普通交付税 

基準財政需要額 

個別・包括算定経費  

平成 21 年度決算をベースに平成 25 年度までは固定、以降については、3．0％

減少するものとして推計。 

公債費   積上げにより推計。 

臨時財政対策債振替相当額 

    平成 21 年度決算額が継続するものとして推計。 

基準財政収入額 

  各年度の試算結果を基に算定。 

      ・特別交付税 

平成元年度から平成 22 年度決算見込額の平均値で固定。 

   【使用料・手数料】 

    平成 21 年度の決算をベースとし、第４次総合計画前期基本計画の積上げにより推計。 

   【国・県支出金】 

    投資的事業に充当する国・県支出金については、第４次総合計画における普通建設事

業費の積上げにより推計。その他の国・県支出金については、平成 21 年度決算をベースと

し、第４次総合計画前期基本計画の積上げにより推計 

   【財産収入】 

    ・財産運用収入 平成 21 年度の決算をベースに固定。 

・財産売払収入 売却可能資産の洗い出しの結果に基づき毎年度積み上げにより推計。 

   【寄附金】 

    平成 21 年度の決算をベースとし、第４次総合計画前期基本計画の積上げにより推計。 

   【繰入金】 

     財政調整基金・減債基金の繰入は行わないものとして推計。その他特定目的基金につい

ては、第４次総合計画の事業のもと取崩しを想定し推計。 

   【諸収入】 

    平成 21 年度の決算をベースとし、第４次総合計画前期基本計画の積上げにより推計。 

   【町債】 

    第４次総合計画前期基本計画をもとに具体的事項の積上げ推計。臨時財政対策債は、

引き続き継続するものとして、毎年 226,700 千円で固定。 

 

 

 

 



- 14 - 

 

    

【【【【歳出歳出歳出歳出のののの試算試算試算試算条件条件条件条件】】】】    

【人件費】 

 吉野町定員適正化計画（平成 21 年度策定）を基本に普通会計職員の人数の積上げによ

り推計。その他の人件費については、第４次総合計画前期基本計画の積上げ推計。 

【物件費】 

 平成 21 年度の決算をベースとし、第４次総合計画前期基本計画の積上げにより推計。 

 

【維持補修費】 

 平成 22 年度の決算見込をベースとし、毎年５％増加していくものとして推計。 

【扶助費】 

 平成 22 年度の決算をベースとし、第４次総合計画前期基本計画の積上げにより推計。 

【補助費等】 

 各特別会計・一組への補助費については、各会計の見込みを基本に積上げにより推計。

また、各種補助金・交付金については、平成 21 年度の決算をベースとし、第４次総合計画

前期基本計画の積上げにより推計。 

【公債費】 

 平成 21 年度決算をベースに既発行債の償還計画に加え、新規起債発行については、第

４次総合計画前期基本計画により償還額を各年度ごとの積上げにより推計。 

【積立金】 

 ・財政調整基金      平成 27 年度までに現在の標準財政規模の 15％である 538,300

千円を目標に積立を行うものとし推計。 

 ・減債基金         毎年 21 年度決算ベースの積立てを行うものとして推計。 

 ・その他特定目的基金  第４次総合計画前期基本計画の積上げにより推計。 

【繰出金】 

 特別会計への繰出金については、各会計の見込みを基本に積上げにより推計。 

【投資的経費】 

第４次総合計画前期基本計画の具体的事項の積上げにより推計。 

 

以上の試算前提条件を基に、計画期間（平成 23 年度から平成 27 年度）５カ年の歳入歳

出の収支見通しを表したものが次の表になります。 
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◆歳入の推計 

 

◆歳出の推計 

 
◆基金の推計 
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町債残高の推計 

◆普通会計 

 

◆特別会計含む町債残高の推計 

 

◆特別会計含む公債費の推計 
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◆財政健全化判断比率の推計 

 

※実質赤字比率・連結赤字比率については、赤字決算となる見込みが」ないため、未表示となります。 

         実質公債費比率については、３カ年の平均値を表示。 
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４４４４    更更更更なるなるなるなる収支改善収支改善収支改善収支改善にににに向向向向けてけてけてけて    

従来の延長線上の行財政改革のみでは、財源不足の解消は不可能です。将来的に持続可

能な財政基盤を確立しつつ、第４次総合計画前期基本計画を現実的なものとするためには、実

行計画の事業再精査、財政運営の基本方針の策定及び吉野町第２次行財政改革大綱（行財

政改革プログラム・予算編成）により、事業の見直しや財源の確保を行いながら解消していくものと

します。 

 

（１） 行財政改革の必要性 

   本町では、平成 17 年９月に「吉野町新行財政改革プログラム」・「新行財政改革プログラム

実施計画」・「財政危機突破計画」を策定し、積極的に行財政改革に取り組んできました。 

   しかし、今後の財政状況を展望したとき、長期に亘る地域経済の低迷、就労人口の減少など

による歳入の減少、少子高齢化社会の進展による社会保障費及び公共施設や道路・橋梁等

の老朽化による大規模改修費用に多額の財源を必要とし、これに対応しうる財政力を備えなけ

ればなりません。 

   こうしたことから、限られた財源の中で、多種多様化する住民ニーズに的確かつ迅速に対応

し、町民満足度を高めるためには、持続可能な行財政システムの構築が不可欠です。 

 

（２） 吉野町第２次行財政改革大綱（行財政改革プログラム）による改善 

   将来にわたり長期に安定した財政基盤を確立し、第４次総合計画前期基本計画の確実な

実行と適切な進行管理を行うため、「吉野町第２次行財政改革大綱（行財政改革プログラム）

を策定しました。 

◆ 改革改革改革改革のののの基本目標基本目標基本目標基本目標    

限られた行政経営資源（財源・人材）を有効活用 

       最少の経費で最大の効果を 

       行政サービスの選択と集中を 

◆ 重点改革項目重点改革項目重点改革項目重点改革項目    

①①①①    行政行政行政行政サービスのサービスのサービスのサービスの選択選択選択選択とととと集中集中集中集中のののの推進推進推進推進    

 

 

 

 

 

②②②②    健全健全健全健全でででで効果的効果的効果的効果的なななな行財政運営行財政運営行財政運営行財政運営のののの推進推進推進推進    

 

 

 

 

 

町が実施している事務事業について、「行政サービスとして、そもそも必要か不要

か」、「必要であれば、町が実施すべきか、民間あるいは国や県が実施すべきか」、

「町が実施すべきであれば、手法の見直しや改善が必要ではないか」の視点から行

政サービスの選択と集中に取り組みます。 

限られた行政経営資源を有効に活用するため、収支のバランスを考慮しながら、

中長期的な視点に立った計画的な財政運営を推進します。また、町の資産の有効

活用や受益者負担の公平性などの観点から、自主財源の確保、受益者負担の適

正化に取り組みます。 



- 23 - 

 

 

③③③③    積極的積極的積極的積極的なななな情報提示情報提示情報提示情報提示・・・・開示開示開示開示のののの推進推進推進推進    

    

    

    

    

    

④④④④    職員能力職員能力職員能力職員能力のののの開発開発開発開発とととと適正適正適正適正なななな人事管理人事管理人事管理人事管理のののの推進推進推進推進    

    

    

    

    

    

⑤⑤⑤⑤    協働協働協働協働のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの推進推進推進推進    

 

 

 

 

 

 

   ◆ 事務事業事務事業事務事業事務事業のののの見直見直見直見直しししし    

            

    

    

    

    

    

            ◆◆◆◆    改革改革改革改革のののの推進推進推進推進とととと進行進行進行進行管理管理管理管理    

    

    

    

    

    

 

 

以上、行革大綱より抜粋 

（３） 財政運営基本方針による改善 

   世代間負担の公平性に配慮しつつ、将来世代に過度な負担を残さない計画的な財政運営

を行い将来、持続可能な財政基盤を確立するため財政運営基本方針を策定しました。 

町民と行政との協働を図っていくために、自治体経営の透明性を確保し、行政

情報を共有する必要があります。この基本認識に先立ち、個人の利益や権利の保

護に留意しつつ、積極的な情報提示、情報公開に取り組みます。 

地方分権改革の時代に積極的に対応するため、職員一人一人の説明能力や政

策形成能力などを向上させることに取り組むとともに、職員の意識改革を図ります。

また、時代に即応するために職員の適正配置に取り組みます。 

民間ではできない、もしくは非効率なもののみを町が行うという「補完性の原則」を

踏まえつつ、町行政が行う業務範囲を明確化し、町行政と町民との信頼関係に基

づいたパートナーシップを築き、町政へ町民の参画機会を拡充させると共に協働の

まちづくりに取り組みます。 

全ての事務事業について、徹底的な見直しを図り、所期の目的を達成したもの

や、事業効果の薄れたものなどの見直しの必要な事業について、廃止・縮小等を進

めます。 

計画の実効性を確保するため、各項目ごとに「何を」「いつまでに」「どのようにし

て」「どの程度まで」という個別目標を設定します。 

計画の進捗状況を把握し、その実施状況を町の広報やホームページなどを通じ

て継続的に公表します。 
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◆ 町債（臨時財政対策債などの特例債を含む）発行額の抑制 

町債には、世代間の負担調整機能や地方財政の年度間調整機能などがあり、重要 

    な財源として今後とも活用していきますが、過度な発行により将来への過重な負担をもたら

すことのないよう適切な発行を行います。 

 

 

 

 

 

 

  

◆ 調整財源の確保としての財政調整基金の積立 

財政調整基金は、年度間の財源調整機能という役割をもっているもので、景気の変動

などにより、一時的に財源が不足した場合の穴埋めとして使われます。年度間の財源不足

を補うための財源調整としての基金を保有することこそが、災害や公共施設の耐震化など、

緊急の行政課題への迅速な対応を可能にし、弾力性を実質的に担保するものとして、財

政運営上の重要な目標として設定します。 

 

 

 

 

 

   ◆ 財政健全化判断比率が一定水準を超えないよう独自の基準の設定 

       地方公共団体の財政の健全化に関する法律により基準値が定められていますが、

独自の基準値を定め更なる低率化への取り組みを行います。  

 

 

 

 

 

以上、財政運営基本方針より抜粋 

 

（４） 予算編成の基本方針による改善 

   将来的に持続可能な財政基盤を確立しつつ、第４次総合計画前期基本計画を現実的なも

のとするため、予算編成の基本方針を定めます。 

◆ 事務事業評価による事業の見直し 

計画されている事業についても、限られた財源を選択と集中の中で、いかに効果的・効

率的に活用できるか。更に、最小の経費で最大の効果を引き出すことが求められます。 

原則原則原則原則 、、、、各年度各年度各年度各年度 のののの新規町債発行額新規町債発行額新規町債発行額新規町債発行額 はははは当該年度当該年度当該年度当該年度のののの元金償還額元金償還額元金償還額元金償還額 よりよりよりより超超超超

過過過過させないさせないさせないさせないこととすることとすることとすることとする。（。（。（。（但但但但しししし、、、、事業実施年度事業実施年度事業実施年度事業実施年度がががが法令等法令等法令等法令等によりによりによりにより定定定定められてめられてめられてめられて

いるいるいるいる場合場合場合場合 、、、、広域連携広域連携広域連携広域連携 によるによるによるによる事業事業事業事業のためのためのためのため実施計画年度実施計画年度実施計画年度実施計画年度のののの見直見直見直見直しししし、、、、事業事業事業事業

総額総額総額総額のののの圧縮圧縮圧縮圧縮がががが困難困難困難困難であるであるであるである場合場合場合場合にににに限限限限りりりり必要財源必要財源必要財源必要財源のののの確保確保確保確保のためののためののためののための最小限最小限最小限最小限

のののの超過超過超過超過をををを認認認認めることがめることがめることがめることができるできるできるできる。）。）。）。）    

平成平成平成平成 27272727 年度年度年度年度までにまでにまでにまでに    

標準財政規模標準財政規模標準財政規模標準財政規模〔〔〔〔平成平成平成平成 22222222 年度標準財政規模年度標準財政規模年度標準財政規模年度標準財政規模：：：：3,588,9093,588,9093,588,9093,588,909 千円千円千円千円〕〕〕〕のののの 15151515％％％％        

538,336538,336538,336538,336 千円千円千円千円をををを目標目標目標目標にににに積立積立積立積立をををを行行行行うこととするうこととするうこととするうこととする。。。。    

・・・・将 来 負 担 比将 来 負 担 比将 来 負 担 比将 来 負 担 比 率率率率がががが、、、、150150150150％％％％をををを超超超超えないえないえないえない    （（（（早期健全化判断基準早期健全化判断基準早期健全化判断基準早期健全化判断基準 350350350350％）％）％）％）    

・・・・実 質 公 債 費 比実 質 公 債 費 比実 質 公 債 費 比実 質 公 債 費 比 率率率率がががが、、、、111117171717％％％％をををを超超超超えないえないえないえない    （（（（早期健全化判断基準早期健全化判断基準早期健全化判断基準早期健全化判断基準 111125252525％）％）％）％）    

・・・・実 質 赤 字 比実 質 赤 字 比実 質 赤 字 比実 質 赤 字 比 率率率率をををを生生生生じさせないじさせないじさせないじさせない                        （（（（早期健全化判断基準早期健全化判断基準早期健全化判断基準早期健全化判断基準 111115151515％）％）％）％）    

・・・・連 結 赤 字 比連 結 赤 字 比連 結 赤 字 比連 結 赤 字 比 率率率率をををを生生生生じさせないじさせないじさせないじさせない                        （（（（早期健全化判断基準早期健全化判断基準早期健全化判断基準早期健全化判断基準 111120202020％）％）％）％）    
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各事業シートに設定した、目標指標に基づき事業の必要性や有効性・効率性につい

て、客観的な数値指標で評価するとともに、その評価結果を事業の継続・縮小・

休止・廃止など適切に予算編成等に反映していきます。  

◆ 補助金等（各種負担金・補助金）の見直し 

補助金等については、すでに行政目的が達成されたものや効果が薄れたものを中心と

して削減し、また、各団体の活動内容や財務状況等を勘案して極力削減に努めてきまし

たが、いまだ既得権的な考えが払拭されていないものもあるため、今後も継続的に見直し

を行い一律の補助金ではなく、活動実績に応じた交付金に移行していきます。 

 

◆ 物件費など内部管理経費の削減 

 経常的な事務事業については、従来からのマイナスシーリングを実施し、経費の節減に

努めてきたが引き続き削減に向けて取り組みを行います。 

  

  

◆ 普通建設事業費の抑制 

普通建設事業については、事業の選定において、将来負担、ランニングコストなど十

分考慮し重点化について再検討を行います。また、施設整備は、将来を見据え広域的

見地からその配置等について再精査を行います。 

更に事業規模についても、限られた財源の中で最大の効果が得られるよう、工法・設

備・備品について再精査を行い必要最小限の仕様とし、コスト縮減により一層努めます。 

 

◆ 繰出金など特別会計への財政支援の抑制 

特別会計への繰出金並びに公営企業会計への補助金及び負担金については、年々

増加傾向にあり、半ば義務的経費化している状態にあります。 

・特別会計においては、適正な受益者負担の確保をはかり、収支の均衡に努めます。 

・公営事業会計においては、企業的性格を十分に発揮し、独立採算性の確保に努め

ます。 

   5555    中期財政計画中期財政計画中期財政計画中期財政計画のののの見直見直見直見直しとしとしとしと公表公表公表公表    

     

     この中期財政計画は、計画策定時における地方財政制度を前提として、一定の仮定の

下に試算したものです。 

      したがって、毎年度ごとに社会経済情勢の変化・国の動向等を踏まえ、計画内容等につ

いて必要に応じて見直しを行っていきます。また、見直しを行った計画については、町の広

報やホームページで公表します。 


