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平成２５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） 

 Ｈ２５決算 Ｈ２４決算 増 減 

歳 入 総 額 5,741,400 5,468,360 273,040 

歳 出 総 額 5,363,059 5,008,688 354,371 

歳 入 歳 出 差 引 378,341 459,672 ▲81,331 

翌 年 度 へ 繰 り 

越 す べ き 財 源 
163,171 80,255 82,916 

実 質 収 支 215,170 379,417 ▲164,247 

  

（２）歳 入 

 ○地方税決算額は、754,641 千円で前年度と比べると 5,885 千円(0.79%)増 

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、 

▲324,950 千円となっています。 

 

  特に増減幅の大きいもの    

  ・法人町民税  43,932 千円 前年度比 6,809 千円（18.34%）増 

  ・たばこ税 47,011 千円 前年度比 3,004 千円（6.83%）増 

   販売本数は、減少しているものの税源移譲により増加しました。 

  ・固定資産税（家屋） 134,237 千円 前年度比 1,722 千円(1.30%)増 

   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。 

  特に減少幅の大きいもの 

・固定資産税（償却資産） 112,687 千円 前年度比▲3,322 千円（▲2.91%） 

・町民税 272,750 千円 前年度比▲865 千円（▲0.32%） 

 総人口が約 2.6%減、納税義務者（20才以上）も約 2.3%減で今後も減少する見込みのためそれに 

伴い町民税も減少する見込みです。 

 所得割については、早期退職や事業所等の縮小による失業者が増加し、賃金及び手当等の所得 

が減少したため減少しました。 

・入湯税 1,251 千円 前年度比▲274 千円（▲17.97%） 
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 ○地方譲与税決算額は、50,886 千円で前年度と比べると▲2,652 千円(▲4.95％) 

  ・自動車重量譲与税 前年度比▲2,276 千円の 35,340 千円 

  ・地方揮発油譲与税 前年度比▲376 千円の 15,546 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▲93千円の 2,683 千円 

  ・配当割交付金 前年度比 2,371 千円増の 5,549 千円 

  ・株式等譲渡所得割交付金 前年度比 8,265 千円増の 9,030 千円 

  ・地方消費税交付金 前年度比▲709 千円の 82,423 千円 

  ・ゴルフ場利用税交付金 前年度比 1,028 千円増の 29,149 千円 

  ・自動車取得税交付金 前年度比▲2,204 千円の 15,135 千円 

 

  

○交通安全対策特別交付金は、1,136 千円で前年度と比べると▲101 千円（▲8.16%） 
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 ○地方特例交付金決算額は、544 千円で前年度と比べると 13 千円(2.45%)増 

 

 

○地方交付税決算額は、2,632,400 千円で前年度と比べると▲3,448 千円(▲0.13%) 

 ・普通交付税 前年度比 6,508 千円増の 2,201,030 千円 

    前年度に比べて決算額が増加しているものの、これは過去に借入た地方債（借金）の返済額に対

して交付されている額が増加（基準財政需要算入額15,092千円増 H25算入682,713千円 ← H24

算入額 667,621 千円）したためで、この借金返済に対するものを除くと昨年度に比べて減額した結

果となっています。 

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は言うまでもありません。 

 ・特別交付税 前年度比▲9,956 千円の 431,370 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に見合いの額として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。 

 

○分担金及び負担金決算額は、34,057 千円で前年度と比べると▲16,265 千円 

(前年度比 ▲32.32%) 

増減額の大きいもの    増減額（H25 決算額） 

南和協議会派遣事務雑入（南和協議会）▲8,426(0)・後期高齢者医療広域連合派遣事務雑入（後

期高齢者広域連合）▲7,646(0) ・林道整備事業分担金（地元）▲735(0)・戦略作物拡大・防

災保全整備事業分担金（地元）▲635（609) 
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○使用料及び手数料決算額は、109,459 千円で前年度と比べると▲1,874 千円(▲1.68%) 

   増減額の大きいもの    増減額（H25 決算額） 

    施設付住宅使用料 2,477(9,338)・運動公園使用料 ▲2,059(0)・保育所使用料 ▲1,419 

(18,247)・町営住宅使用料 ▲872(26,532) 

 

 

○国庫支出金決算額は、479,335 千円で前年度と比べると 257,366 千円(115.95%)増 

増減額の大きいもの    増減額（H25 決算額） 

 社会資本整備総合交付金 141,561(171,458)・地域の元気臨時交付金 皆増(112,665)・美しい 

森林づくり基盤整備交付金 6,880(9,000)・過疎集落等自立再生緊急対策事業費交付金 皆増 

 (5,000)・地域公共交通確保維持改善事業補助金 4,110(7,431)・戦略作物・防災保全事業補 

助金 ▲9,540(0)・小水力発電導入促進モデル事業補助金 ▲8,112(5,330) ・文化財保存事業 

費補助金 ▲7,542(339) ・合併処理浄化槽整備費事業補助金 ▲6,016(24)・介護給費国庫負 

担金 ▲3,222(71,615)・児童手当国庫負担金 ▲2,907(48,990)・緑の産業再生プロジェクト事 

業補助金 ▲2,000(0) 
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○県支出金決算額は、359,138 千円で前年度と比べると▲30,753 千円(▲7.89%) 

増減額の大きいもの    増減額（H25 決算額） 

 緊急雇用創出事業臨時特例交付金 11,652(94,346)・参議院議員選挙費委託金 皆増(9,024)・ 

奈良モデル補助金（住基ネット更改）皆増(3,333)・奈良モデル補助金（コンビニ収納）皆増 

(3,315)・衆議院議員選挙費委託金 ▲9,905(0)・介護基盤緊急整備等臨時特例基金交付金 

▲6,849(0)・被災地消防団支援事業補助金 ▲6,004(0)・森林とのふれあい推進事業委託金 

▲5,200(4,800)・県単林道整備事業補助金 ▲4,000(0)・森林整備地域活動支援交付金 ▲3,800 

(0)・特別対策事業補助金 ▲3,052(0)・森林・林業・木材産業づくり交付金 ▲3,034(0)・児 

童手当県負担金 ▲2,910(11,332)・南部振興プロジェクト補助金 ▲2,312(0)・活力あふれる 

市町村応援補助金 ▲1,933(8,067)・心身障害者医療費助成事業補助金▲1,407(6,063)・母子 

保健事業補助金 ▲1,231（112） 

 

 

○財産収入決算額は、13,943 千円で前年度と比べると 3,685 千円(35.92%)増 

増減額の大きいもの    増減額（H25 決算額） 

   土地貸付収入 4,092(4,925)・法定外公共物売払収入 1,413(2,166)・建物貸付収入 ▲1,390 

(4,200)・預金利子 ▲472(2,610) 

 

 

○寄附金決算額は、38,420 千円で前年度と比べると▲4,087 千円(▲9.61%) 

増減額の大きいもの    増減額（H25 決算額） 

一般寄附金 皆増(5,000)・吉野桜寄附 1,330(12,618)・吉野ふるさとづくり寄附金 1,240 

(16,007)・消防施設整備事業寄附金 ▲6,590(500)・町道改良事業寄附金 ▲2,346(0)・急傾斜

地対策事業寄附金 ▲1,994(462)  
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○繰入金決算額は、48,096 千円で前年度と比べると▲154,914 千円(▲76.31%) 

増減額の大きいもの    増減額（H25 決算額） 

 吉野ふるさとづくり基金繰入金 8,422(18,934)・吉野桜基金繰入金 6,604(11,792)・地域福祉 

基金繰入金 ▲113,310(0)・減債基金繰入金 ▲56,630(17,370) 

 

 

○地方債決算額は、542,100 千円で前年度と比べると 240,500 千円(79.74%)増 

平成 25 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  196,000 千円 

・過疎対策事業債(ソフト分)  40,300 千円 

 現年度 

地域バス運行委託 20,900 千円、協働のまちづくり交付金 800 千円、小水力発電設備研究調査事 

業 2,300 千円、林業労働者退職金共済制度推進事業 900 千円、木材生産林育成整備事業（作業路 

開設）1,000 千円、県産材生産促進事業（間伐促進）1,500 千円、住宅リフォーム助成事業 3,700 

千円、プレミアム宿泊券発行 6,000 千円、吉野 sg導入運営委託 3,200 千円 

・過疎対策事業債(その他)  134,900 千円 

 繰越明許 113,300 千円 

  上市橋長寿命化改修工事 28,100 千円、消防救急無線デジタル化事業（共通波）10,000 千円、同 

事業（活動波）3,600 千円、吉野中央公民館耐震化事業 28,100 千円、吉野運動公園大規模改修事 

業 20,800 千円、楢井不動橋長寿命化改修工事 22,700 千円 

  現年度 21,600 千円 

  定住促進住宅新築事業 19,600 千円、合併浄化槽設置補助事業 2,000 千円 

  ・過疎対策事業債（診療施設）  11,600 千円 

 現年度 

 南和広域医療組合新病院建設負担金 11,600 千円 
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・病院事業債（一般会計出資債）  5,800 千円 

 現年度分 

 南和広域医療組合新病院建設負担金 5,800 千円 

・一般廃棄物処理事業債  126,700 千円 

 繰越明許 

 五條市し尿処理施設建設負担金（内通常分 105,600 千円、内財源対策債分 21,100 千円） 

・公共事業等債  12,800 千円 

 繰越明許 

 町道舗装補修 6,200 千円、町道落石対策（法面改良）6,600 千円 

・防災対策事業 自然災害防除  2,800 千円 現年度 

・辺地対策事業  1,400 千円 

 繰越明許 

 町道 24 号線改良事業 1,400 千円 

・補助災害復旧  6,800 千円  現年度 

・単独災害復旧  3,000 千円  現年度 

 

 

○諸収入決算額は、73,604 千円で前年度と比べると▲9,853 千円(▲11.81%) 

増減額の大きいもの    増減額（H25 決算額） 

住宅新築資金等貸付金回収管理組合返戻金 2,314(5,054)・自治総合センターコミュニティ助 

成事業助成金 皆増(2,000)・自治総合センターシンポジウム助成事業助成金 ▲3,000(0)・シ 

ルバー人材センター貸付金元利収入 ▲1,000(0)・消防団員退職報償金 ▲836(6,155)・運動公 

園コインロッカー等雑入 ▲609(0)・消防団員公務災害補償金 ▲438(0)・地域バス運行協力金  

▲418(3,918) 

 



- 8 - 

 

 

 

 

（３）歳出（性質別） 

○人件費決算額は、1,037,293 千円で前年度と比べると 14,841 千円(1.45%)増 

   退職手当組合負担金 45,985(138,422)・地方公務員共済組合負担金 ▲14,874(173,744)・職員給  

▲11,547(630,560)・議員手当 ▲2,863(47,025)・委員等報酬 ▲1,118(15,715)・災害補償費 ▲ 

695(1,470) 

 

 

○物件費決算額は、754,438 千円で前年度と比べると 19,030 千円(2.59%)増 

   委託料 29,377(436,228)・原材料 6,463(8,732) ・備品購入費 3,579(16,230)・交際費 12(903)・ 

需用費 ▲8,589(104,063)・使用料及び賃借料 ▲7,035(59,561)・賃金 ▲3,484(89,431)・旅費 ▲ 

1,247(5,998)・役務費 ▲1,178(22,356)・その他 1,132(10,936) 
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○維持補修費決算額は、11,230 千円で前年度と比べると▲2,872 千円(▲20.37%) 

   町営住宅管理 1,097(2,625)・町道維持補修 ▲1,013(4，979)・老人福祉センター管理 ▲706(0) 

 

 

○扶助費決算額は、281,936 千円で前年度と比べると 213 千円(0.08%)増 

   障害者総合支援 6,791(153,368)・心身障害者医療扶助 802(13,357)・職員に係る児童手当 55 

(6,825)・児童手当 ▲3,190(71,620)・養護老人ホーム措置 ▲2,496(14,856)・子ども医療扶助 ▲ 

1,136(9,729)・重度心身障害者医療扶助 ▲584(7,497)・ひとり親医療扶助 ▲144(2,427) 

 
  

○補助費決算額は、1,108,905 千円で前年度と比べると 47,454 千円(4.47%)増 

・一部事務組合負担金  11,482(537,467) 

南和広域医療組合負担金 17,026(26,305)・吉野広域清掃費負担金 15,145(194,620)・後期高

齢者医療組合負担金 68(1,347)・吉野広域戸籍分負担金 2,068(9,371)・吉野広域総務費負担

金 1,209(13,313)・吉野広域衛生費負担金 908(4,379)・吉野広域民生費負担金 0(49,327)・

吉野広域消防費負担金 ▲24,935(238,095) 

・その他  35,972(571,438) 

吉野病院事業特別会計操出金 28,820(305,500)・児童手当国庫返還金 皆増(10,047)・介護給 

付費国庫返還金 皆増(8,570)・プレミアム宿泊券実行委員会負担金 皆増(7,100)・美しい森基
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盤整備交付金 6,884(8,985)・こまどりケーブル伝送路改修負担金 皆増(3,407)・観光協会補

助金 3,056(9,386)・避難誘導看板設置事業助成金 皆増(2,000)・児童手当県返還金 1,826 

(1,826)・木のまちプロジェクト推進 皆増(792)・協働のまちづくり元気創造事業 660 

(4,768)・健やか一番館共益費 400(5,600)・中小企業資金融資信用保証協会保証料負担金 皆 

増(349)・小水力発電導入促進モデル事業負担金 ▲13,363(7,650)・社会福祉協議会運営補助

金▲5,000(25,000)・森林地域活動支援交付金▲5,000(0)・水道事業特別会計操出金 ▲

3,949(16,714)・地域福祉活動計画補助金 ▲1,460(0)・吉野地区交通対策協議会負担金 ▲

1,373(361)・消防団員退職報償金 ▲1,224(6,155)・町老人クラブ連合会補助金 ▲488(439) 

 

 

○繰出金決算額は、653,250 千円で前年度と比べると▲61,522 千円(▲8.61%) 

    後期広域連合負担金 11,886(137,066)・簡易水道事業特別会計操出金 4,588(38,475)・介護保 

険特別会計操出金 2,617(145,983)・下水道事業特別会計操出金 1,612(168,160)・後期高齢者 

医療特別会計操出金 787(46,531)・介護特会操出金緊急雇用分 785(1,764)・土地開発基金積 

立金 ▲80,006(59)・国民健康保険特別会計操出金 ▲3,759(54,982)・農業集落排水事業特別 

会計操出金 ▲105(15,488) 
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○公債費決算額は、645,865 千円で前年度と比べると 39,790 千円(13.19%)増 

   元金 46,317(583,442)、利子 ▲6,527(62,423) 

   増加した主な要因は、有線放送デジタル化整備事業、吉野中学校改修事業の財源として平成 21 

年度に借入た地方債の元金の償還額が増加したこと、奈良県市町村振興資金 17,370 千円の繰上償 

還を実施したためです。 

 

 

○積立金決算額は、205,280 千円で前年度と比べると▲527 千円(▲0.26%) 

   吉野町地域の元気臨時交付金基金 皆増(78,750)・庁舎整備基金 30,000(40,000)・町営住宅改 

修基金 皆増(2,805)・吉野桜基金 1,357(12,648)・世界遺産吉野ふるさとづくり基金 1,260 

(17,273)・有線テレビ放送基金 570(4,654)・財政調整基金 ▲114,706(36,602)・減債基金 ▲ 

291(11,983)・地域福祉基金 ▲244(430)・ふるさと整備基金▲15(124)・ふるさと水と土保全基 

金 ▲13(11) 

 

 

○普通建設事業費決算額は、606,348 千円で前年度と比べると 374,476 千円(161.50%)増 

   町道改良 194,321(236,100)・し尿処理施設負担金 140,643(146,893)・吉野町中央公民館耐震化  

皆増(44,954)・町営住宅修繕 皆増(35,587)・運動公園総合体育館大規模改修 皆増(32,913)・定 

住促進住宅新築（用地取得） 皆増（26,136)・交通安全施設整備 11,478(14,316)・農業用施設 

改修 皆増(7,875)・森林セラピートイレ整備 皆増(3,894)・治山事業 3,031(4,081)・小水力発 

電設備実験場階段設置 2,337(2,599)・森林セラピー東屋整備交付金 皆増(2,000)・新エネルギ 

ー（太陽）対策用地 ▲30,357(0)・消防ポンプ車整備 ▲16,275(0)・農業用水管橋改修 ▲15,900 

(0)・中央公民館分館改修 ▲15,650(0)・木造公共施設（上市駅前観光案内所）整備 ▲9,569(0)・ 

県単林道整備事業 ▲8,017(0)・情報設備（河川監視カメラ）整備 ▲5,359(0)・森林とのふれあ 
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い推進事業 ▲5,201(4,800)・町道維持補修 ▲4,301(4,543)・合併浄化槽設置補助 ▲2,094 

(3,066)・緑の産業（作業路開設） ▲2,000(0)・消防小型ポンプ車整備 ▲1,680(0)・住宅リフ 

ォーム助成 ▲858(3,797)・急傾斜地崩壊防止工事負担金 ▲414(6,657) 

 

○災害復旧事業費決算額は、58,514 千円で前年度と比べると 37,798 千円(182.46%)増 

現年補助公共土木施設災害復旧 39,419(50,482)・現年単独公共土木施設災害復旧 22,548 

(31,422)・現年単独農地農林施設災害復旧 皆増(3,473)・現年補助農地農業施設災害復旧▲ 

7,860(2,646) 

 

 

 
 

（４）歳出（目的別） 

○議会費決算額は、82,812 千円で前年度と比べると▲6,432 千円（▲7.21%）                         

議員共済組合 ▲3,768(17,977)、議員報酬 ▲2,863(34,860) 
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○総務費決算額は、895,562 千円で前年度と比べると 5,219 千円（0.59%）増                  

地域の元気臨時交付金基金積立金 皆増(78,750)、庁舎整備基金積立金 30,000(40,000)、退職手 

当組合負担金 26,502(99,810)、参議院議員選挙事業 皆増(9,062)、ホームページ更新委託料 皆増 

(6,321)、住民基本台帳ネットワーク更改委託料 皆増(5,880)、コンビニ収納導入委託料 皆増 

(4,421)、まちづくり条例策定支援委託料 皆増(2,183)、財政調整基金積立金 ▲114,706(36,602)、 

土地開発基金積立金 ▲80,006(59)、基幹系システム導入委託料 ▲20,423(0)、地方公務員共済組 

合負担金 ▲12,405(55,660)、衆議院議員選挙事業 ▲10,002(0)、町議会議員選挙事業 ▲8,042(0)、 

情報施設整備 ▲5,359(0)、 

 

 

○民生費決算額は、967,039 千円で、前年度と比べると▲6,284 千円（▲0.65%） 

後期高齢者医療事業 11,327(144,610)、障害者総合支援事業 10,627(169,021)、地域支え合い事業  

▲6,683(380)、保育所運営事業 ▲6,100(25,731)、社会福祉協議会運営補助金 ▲5,000(25,000)、 

シルバー人材センター運営補助金 ▲3,786(693) 

 

 

○衛生費決算額は、947,282 千円で前年度と比べると 46,602 千円（5.17%）増 

し尿処理施設整備事業負担金 140,643(146,893)、吉野病院事業特別会計操出金 28,820(305,500)、 

南和広域医療組合負担金 17,027(26,306)、吉野広域行政組合衛生費負担金 16,053(198,999)、簡 

易水道事業特別会計操出金 4,588(38,475)、 

南和広域医療組合出資金 ▲113,310(0)、新エネルギー対策事業 ▲18,256(8,012)、水道事業特別 

会計 ▲3,949(16,714)、 
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○労働費決算額は、94,346 千円で前年度と比べると 11,627 千円（14.06%） 

  町民健康づくり事業 皆増(9,524)、地域観光資源周知拡大事業 皆増(8,222)、都市計画策定事業  

6,165(41,775)、シルバー人材センター活性化事業 皆増(5,000)、周遊観光促進事業 皆増(4,914)、 

観光案内所案内強化事業 皆増(3,410)、保育所特別支援保育推進事業 2,118(3,106) 

文書管理改善データベース化事業 ▲30,251(0)おもてなし資源整備 ▲3,066(0) 

 

 

○農林水産業費決算額は、175,170 千円で前年度と比べると▲29,115 千円(▲14.25%) 

  農業用施設改修 皆増(7,875)、治山事業 3,031(4,081)、鳥獣害防止総合対策事業 5,289(9,986)、 

美しい森林づくり基盤整備 6,870(9,016) 

  農業用水管橋改修 ▲15,900(0)、森林とのふれあい推進事業 ▲5,201(4,800)、県単林道整備 ▲ 

8,017(0)、木材公共施設整備 ▲9,569(0)、施業放棄林整備事業 ▲7,275(25,738)、 

 

 

○商工費決算額は、120,748 千円で前年度と比べると 33,229 千円（37.97%）増 

  プレミアム宿泊券発行 皆増(7,100)、地域資源掘り起こし事業 皆増(5,014)、商工業振興事業  

4,177(13,489)、森林セラピートイレ整備 皆増(3,894)、町観光協会拡充強化 3,035(9,386)、世 

界遺産 10周年記念準備事業 皆増(2,469)、森林セラピー東屋整備交付金 皆増(2,000)、中小企業 

資金融資事業 皆増(622)、 
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○土木費決算額は、566,017 千円で前年度と比べると 161,384 千円(39.88%)増 

  町道改良事業 194,319(236,098)、町営住宅修繕 皆増(23,396)、交通安全施設整備 12,495(13,695)、 

町営住宅取壊 皆増(10,196) 

  土地開発基金積立金 ▲80,006(59)、橋梁長寿命化計画策定 ▲2,600(0)、町営住宅長寿命化計画策 

定 ▲3,990(0) 

 

 

○消防費決算額は、287,205 千円で前年度と比べると▲41,945 千円（▲12.74%） 

  災害対策事業 2,419(8,338) 

吉野広域行政組合消防費負担金 ▲24,935(238,095)、消防施設（ポンプ車）整備 ▲17,955(0) 

 
 

○教育費決算額は、522,499 千円で前年度と比べると 102,498 千円（24.40%）増 

  吉野町中央公民館耐震化 皆増(40,628)、吉野運動公園総合体育館大規模改修 皆増(32,913)、退職 

手当組合負担金 19,041(37,223)、中学校管理（木製机・椅子購入）皆増(8,007)、小学校管理総務  

5,292(22,560)、吉野・万葉整備活用計画策定 皆増(3,360) 

中央公民館分館(国栖中央公民館)改修 ▲15,650(0) 
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○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 

 
 

 ○公債費決算額については、歳出（性質別）公債費と同内容 

 

 
 

（５）財政構造の弾力性 

経常収支比率は、前年度より 1.5 ポイント悪化し 97.0％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たことを意味しています。平成 23 年度以降 3 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ます。 
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   昨年度に比べ指標が悪化した要因としては、経常的な一般財源収入の総額が前年度に比べ 16,332 

千円増加し 3,351,150 千円（臨時財政対策債含む）となったものの、経常的な歳出の総額が前年度 

に比べ 51,179 千円増加し 3,753,872 千円になったことに加え、この経常的な歳出の財源となる特 

定財源が前年度に比べ▲14,312 千円し 502,114 千円になったためです。 

 

 ○経常的な一般財源収入  前年度比 16,332 千円増の 3,351,150 千円 

  主な増減 

株式等譲渡所得割交付金 8,265(9,030)、普通交付税 6,508(2,201,030)、町税 5,885(754,641)、配 

当割交付金 2,371(5,549)、地方譲与税▲2,652(50,886) 

 ○経常的な歳出  51,179 千円増の 3,753,872 千円 

主な増減 

  退職手当組合負担金 22,320(99,780)、吉野広域清掃費負担金 19,993（183,764）、運動公園施設指

定管理料 皆増(17,776)、障害者総合支援 6,791(153,368)、共済組合負担金 ▲15,080(171,542)、

一般給料 ▲10,030(405,163) 

 ○経常的な歳出に充当した特定財源  ▲14,312 千円の 502,114 千円 

  主な増減 

  南和協議会派遣事務雑入 ▲8,426(0)、後期高齢者医療広域連合派遣事務雑入 ▲7,646(0) 

 

  少子高齢化、人口減少が進行している当町においては、経常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。 
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（６）将来の財政負担 

  地方債現在高 

   平成 25 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▲41,342 千円の 4,924,199

千円となっています。 

   これは、平成 24 年度の国の補正予算に対応して行った上市橋、楢井不動橋の長寿命化改修工事、

町中央公民館、吉野運動公園総合体育館の耐震化事業などの建設事業の増加により平成 25 年度の

新規借入額は 542,100 千円と前年度の新規借入額に比べ 240,500 千円増加したものの、平成 25 年

度の既借入地方債の元金償還額 583,442 千円を下回ったためです。 

   今後も新病院建設、新し尿処理施設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。 

 

   特別会計を含む町債残高についても、順調に減少しており平成 25 年度末現在高は、前年度末に

比べ▲255 百万円の 10,376 百万円となっています。 

   各特別会計において、平成 25 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 6,200 千円 

   ・下水道会計･･･下水道事業債 16,800 千円、平準化債 42,000 千円、 

  ・簡 易 会 計･･･吉野山簡易水道整備事業 77,300 千円 

  ・水 道 会 計･･･0 千円 

  ・病 院 会 計･･･0 千円 
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 各会計の公債費（地方債の返済額） 

  各会計の公債費は、普通会計を除く全会計で前年度に比べ減少しました。 

  普通会計の公債費が増加した理由は歳出性質別の増減の公債費を参照してください。 
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基金積立金の現在高 

   平成 25 年度末における積立金現在高は、前年度末に比べ 157,183 千円増加し 1,538,085 千円と

なっています。 

  

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

 H25 末現在高 H24 末現在高 増 減 

財政調整基金 692,366 655,764 36,602 

減債基金 355,511 360,898 ▲5,387 

その他特目基金 490,208 364,240 125,968 

      

      

 今後も財政運営基本方針に基づき財政調整基金への積立てを行っていきます。 

 

 

 ※平成 25 年度末における、その他特定目的基金の残高の内訳は次のとおりです。 

  ・地 域 福 祉 基 金・・・前年度末残高から 430 千円増の 240,685 千円 

  ・中山間ふるさと水と土保全基金・・・前年度末残高から 10千円増の 10,544 千円 

  ・ふ る さ と 整 備 基 金・・・前年度末残高から 124 千円増の 44,116 千円 

  ・有 線 放 送 基 金・・・前年度末残高から 4,654 千円増の 16,937 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▲1,661 千円の 18,218 千円 

  ・吉 野 桜 基 金・・・前年度末残高から 856 千円増の 28,153 千円 

  ・庁 舎 整 備 基 金・・・前年度末残高から 40,000 千円増の 50,000 千円 

  ・町 営 住 宅 改 修 基 金・・・前年度末残高から皆増の 2,805 千円 

  ・地 域 の 元 気 臨 時 交 付 金 基 金・・・前年度末残高から皆増の 78,750 千円 

   


