
平成平成平成平成２２２２２２２２年度吉野町普通会計決算年度吉野町普通会計決算年度吉野町普通会計決算年度吉野町普通会計決算のののの概況概況概況概況    

 

（１） 決算収支の状況                   （単位：千円） 

 Ｈ22 決算 Ｈ21 決算 増 減 

歳 入 総 額 5,812,328 6,194,654 ▲382,326 

歳 出 総 額 5,480,944   5,788,144 ▲307,200 

歳 入 歳 出 差 引 331,384 406,510 ▲75,126 

翌 年 度 へ 繰 り 

越 す べ き 財 源 

5,912 31,801  

実 質 収 支 325,472 374,709 ▲49,237 

  

（２）歳 入 

 地方税地方税地方税地方税決算額決算額決算額決算額は、７７４，１４６千円で前年度と比べると▲１８，７１５千円 

(対前年度比▲2.4%) 

   特に増減幅の大きいものは、法人税割 ８，５６１千円増（対前年度比 91.8%）・入 

湯税 ６０７千円増（対前年度比 38.7%） 法人税割については、業績向上に伴う企業 

収益増しによる増加、また入湯税については、1300 年祭等観光イベントによる観光客 

が増えたことによる増加が挙げられるが、その他の税目については、就労人口等の減 

少により▲0.6%～9.2%とほぼ全ての税目において減少している。 

平成２年のピーク時と平成 22年決算を比較すると、地方税▲３０４，０００千円(人 

口▲４，８０１人)となっている。 

  

 地方譲与税決算額地方譲与税決算額地方譲与税決算額地方譲与税決算額は、５８，９５３千円で前年度と比べると▲１，９２６千円 

(対前年度比 3.2％) 

     （地方揮発油譲与税 776 千円増・自動車重量譲与税▲2,702 千円） 

 

 各種交付金決算額各種交付金決算額各種交付金決算額各種交付金決算額は、１４９，７５７千円で前年度と比べると▲５，３９６千円 

(対前年度比▲3.5%) 

     （利子割▲608 千円・配当割 356 千円・株式譲渡▲227 千円・地方消費税▲160 千円・ 

ゴルフ場利用 2,198 千円・自動車取得税▲6,883 千円） 

  

 地方特例交付金地方特例交付金地方特例交付金地方特例交付金決算額決算額決算額決算額は、２０，５７６千円で前年度と比べると７，１６４千円増 

(対前年度比 53.4%) 

     （特別交付金は、時限終了に伴い▲1,359 千円・子ども手当が創設されたことに伴う

地方負担の発生（児童手当の所得制限分及び地方公務員家庭に係る子ども手当分）

に対応するための交付金の増額 9,741 千円） 



地方交付税決算額地方交付税決算額地方交付税決算額地方交付税決算額は、２,７０１,９１３千円で前年度と比べると１５９，４５６千円増 

(対前年度比 6.3%) 

    （普通交付税 138,818 千円増・特別交付税 20,638 千円増） 

    平成 21 年度の増減 139,252 千円増・平成 22 年度の増減 159,456 千円増と２年連続

で大幅に増加している。主な増加の要因としては、平成 21年度地方財政計画の歳出に

「特別枠」として１兆円の増加が図られ、平成 22年度までの２ヵ年の措置とされてい

る地域雇用創出推進費（雇用対策・地域資源活用臨時特例費）が新設されたこと等に

より２年連続で交付税総額が増加している。※H23 雇用対策・地域資源活用臨時特例費 継続 

    しかし、これらの経費算入措置は臨時的な措置であり、かつ H22 年度国勢調査の結

果、基礎数値に大きく影響される人口が▲1,348 人となっており本年度をピークとして

今後減少していくことが見込まれる。 

※H23 当初予算計上額２，５５１，１０６千円(H22 決算との比較▲150,807 千円) 

 

分担金分担金分担金分担金及及及及びびびび負担金負担金負担金負担金決算額決算額決算額決算額は、３０，４２０千円で前年度と比べると８，１１９千円増 

(対前年度比 36.4%) 

増減額の大きいもの  （ ）は H22 決算額 

 後期高齢者医療連合分担金 7,343(7,343)・作業道改良分担金 729(729) 

 老人入所措置分担金 697(4,525)・災害復旧分担金▲879(141) 

 

使用料及使用料及使用料及使用料及びびびび手数料決算額手数料決算額手数料決算額手数料決算額は、１０９，９０３千円で前年度と比べると▲１，６７４千円 

(対前年度比▲1.5%) 

   増減額の大きいもの  （ ）は H22 決算額 

    し尿処理手数料▲890（36,118）・移動通信用鉄塔使用料▲802（0）・ 

霊柩車使用料▲489（0）学童保育使用料 370（370） 

 

国庫支出金決算額国庫支出金決算額国庫支出金決算額国庫支出金決算額は、４７７，５１８千円で前年度と比べると▲４０７，２９７千円 

(対前年度比▲46.0%) 

増減額の大きいもの  （ ）は H22 決算額 

 公立学校施設整備費補助金▲273,347(21,743)・定額給付金補助金▲158,727(0) 

 経済危機臨時交付金▲132,021(14,668）・災害復旧事業費支出金▲28,538(7,377) 

 公共投資臨時交付金 192,232（192,232）・きめ細かな臨時交付金 81,278(81,278) 

 子ども手当国庫負担金 60,749(60,749)・きめ細かな交付金 10,531(10,531) 

 

都道府県都道府県都道府県都道府県支出金決算額支出金決算額支出金決算額支出金決算額は、３９７，３４３千円で前年度と比べると６７，３８０千円増 

(対前年度比 20.4%) 

増減額の大きいもの  （ ）は H22 決算額 

 災害復旧事業費支出金▲20,401(6,927)・森林保全間伐委託金▲13,673(13,747) 

  衆議院議員選挙委託金▲10,190(0)・児童手当負担金▲9,178(1,785) 

 環境衛生費補助金 30,371(30,371)・市町村振興臨時交付金 22,191(22,191) 

 緊急雇用臨時交付金 22,053（42,816）・参議院議員選挙委託金 10,063(10,064) 

 

 



財産収入財産収入財産収入財産収入決算額決算額決算額決算額は、９５，８６１千円で前年度と比べると６８，６１９千円増 

(対前年度比 251.2%) 

増減額の大きいもの  （ ）は H22 決算額 

 南和ふるさと市町村圏基金返還金 87,560(87,560)・不動産売払収入▲17,573(3)・

動産売祓収入▲1,368(0) 

寄附金寄附金寄附金寄附金決算額決算額決算額決算額は、２５，５１６千円で前年度と比べると▲１２，３０８千円 

(対前年度比▲32.5%) 

増減額の大きいもの  （ ）は H22 決算額 

消防施設整備寄付▲7,460(0)・吉野桜寄付▲6,635(9,783)・ 

ふるさと納税 2,303(10,196) 

繰入金繰入金繰入金繰入金決算額決算額決算額決算額は、１５，２２９千円で前年度と比べると▲４，３０４千円 

(対前年度比▲22.0%) 

増減額の大きいもの  （ ）は H22 決算額 

 ふるさと整備基金繰入金▲11,801(0)・吉野桜基金繰入金 5,500(9,500)・ 

 世界遺産吉野ふるさとづくり基金繰入金 1,977(5,709) 

 

諸収入諸収入諸収入諸収入決算額決算額決算額決算額は、１７０，３６８千円で前年度と比べると▲５３，９２９千円  

(対前年度比▲24.0%) 

増減額の大きいもの  （ ）は H22 決算額 

 市町村振興協会助成金▲27,883(0)・こまどり加入事務手数料▲24,735(0)・後期

高齢者過年度医療給付費返還金▲10,890(4,790)・地域公共交通協議会補助金▲

7,486(16,003)・消防団退職報奨金 8,109(17,637)・ｼﾞﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ助成金 3,000（3,000） 

 みどりの村灌漑用水加入金 1,500(1,500) 

 

 

 

 

 



 

（３）歳出（性質別） 

人件費決算額人件費決算額人件費決算額人件費決算額((((事業費支弁含事業費支弁含事業費支弁含事業費支弁含))))は、 

９７５,５０４千円で前年度と比べると▲２６,９３６千円(対前年度比▲2.6%) 

 主な要因 給食業務員等の退職に伴う不補充。 

 子ども手当の導入により昨年度まで児童手当を人件費として計上していたが、本年度

より子ども手当ては扶助費に計上されることとなった。（職員給与子ども手当て▲８，

１２５千円） 

増減額の大きいもの  （ ）は H22 決算額 

   職員給▲ 19,625(625,254) ・退職金▲ 17,993(61,650) ・共済組合負担金

7,893(167,161) 

物件費決算額物件費決算額物件費決算額物件費決算額は、６２０，３４３千円で前年度と比べると３９，２８９千円増 

(対前年度比 6.8%) 

増減額の大きいもの  （ ）は H22 決算額 

     賃金 24,021(83,282)・鳥獣害防止総合対策事業 7,987(7,987)・地域ﾊﾞｽ運行委託

6,370（ 31,596 ） ･国勢調査事業 5,257(5,257) ･ 教育施設耐震診断委託

5,912(5,912)・森林保全緊急間伐事業▲13,687(13,747)・防災マップ作成委託▲

4,410(0)・未整備森林公的整備導入事業▲3,038(0)・定額給付金事業▲3,746(0) 

維持補修維持補修維持補修維持補修費決算額費決算額費決算額費決算額はははは、１６，１０７千円で前年度と比べると６，２５５千円増 

(対前年度比 63.5%) 

増減額の大きいもの  （ ）は H22 決算額 

 町道維持補修 7,615(10,201)・町単林道作業道維持補修 1,492(1,492)・町営住宅維

持補修▲1,984（1,849） 

扶助費扶助費扶助費扶助費決算額決算額決算額決算額はははは、２６２，８１１千円で前年度と比べると７１，７６１千円増 

(対前年度比 37.6%) 

増減額の大きいもの  （ ）は H22 決算額 

 子ども手当事業 84,963(84,963)・障害者自立支援事業 17,512(119,581)・子ども手   

 当職員分 8,125(8,125) 

補助費決補助費決補助費決補助費決算額算額算額算額はははは、１，０２６，８７１千円で前年度と比べると▲６９，６９５千円 

(対前年度比▲6.4%) 

増減額の大きいもの  （ ）は H22 決算額 

 吉野広域衛生負担金 22,840(210,446)・吉野広域消防負担金 22,690(224,367)・吉

野病院繰出金 8,517(303,624)・水道事業繰出金 3,838(17,418)・吉野広域民生負担

金▲4,084(53,383)･定額給付金事業▲151,044(0) 



公債公債公債公債費決費決費決費決算額算額算額算額はははは、７０９，２４７千円で前年度と比べると▲５５，９９０千円 

(対前年度比▲7.3%) 

 元金▲51,4701(627,125)・利子▲4,520(82,122) 

積立金決積立金決積立金決積立金決算額算額算額算額はははは、５７１，２６６千円で前年度と比べると１９６，４５３千円増 

(対前年度比 94.0%) 

増減額の大きいもの  （ ）は H22 決算額 

    財政調整基金積立金 33,794(150,525)・減債基金積立金 100,049(197,346)・有線

放送基金積立金 3,906(3,906)・世界遺産ふるさとづくり基金積立金 2,303(10,201) 

繰出金決繰出金決繰出金決繰出金決算額算額算額算額はははは、８２１，１２８千円で前年度と比べると１９６，４５３千円増 

(対前年度比 94.0%) 

増減額の大きいもの  （ ）は H22 決算額 

    簡水特会繰出金 178,978(208,147)・下水特会繰出金 3,222(177,236)・介護特会繰

出金 4,806(137,906) 

普通建設事業費決普通建設事業費決普通建設事業費決普通建設事業費決算額算額算額算額はははは、４６５,９１４千円で前年度と比べると▲５０８,１３４千円 

(対前年度比▲59.0%) 

増減額の大きいもの  （ ）は H22 決算額 

 中学校建設▲510,175(0)・CATV ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化▲229,708(0)・町道維持補修▲

49,512(7,104) ・ 学 校 情 報 通 信 環 境 整 備 ▲ 29,564(0) ・ 町 道 新 設 改 良 ▲

26,487(13,340)幼保総合施設整備▲24,573(0)・野外活動拠点整備▲18,553(0)・ 

 施設付住宅購入 116,082(126,896)・吉野小耐震化 53,238(53,238)・旧中竜小解体

48,154(48,154)・公共施設省エネ改修 30,371(30,371)老人福祉ｾ ﾝ ﾀ ｰ改修

10,810(15,715)・J-ALERT 整備 9,030(9,030) 

災害復旧事業費決災害復旧事業費決災害復旧事業費決災害復旧事業費決算額算額算額算額はははは、３０,４４３千円で前年度と比べると▲７８，１９７千円 

(対前年度比▲72.0%) 

増減額の大きいもの  （ ）は H22 決算額 

  公共土木施設災害復旧▲40,655(11,063)・単独災害復旧▲10,800(8,874)・林道災

害復旧▲847(0)・農林水産施設災害復旧▲21,168(10,506) 

 



 

 

 

 

※H21 決算 吉野病院 295,107 千円（うち 11,937 千円は経済危機対策臨時交付金） 

※H22 決算 吉野病院 303,624 千円（うち 2,124 千円は医師・看護師確保対策として、2,100 千円を過疎債ソフト充当） 



 

 

※H21 吉野病院 295,107 千円（うち 11,937 千円は経済危機対策臨時交付金） 

※H22 上水 17,418 千円（うち 2,000 千円は県市町村臨時交付金） 

※H22 簡水 208,147 千円（うち 172,904 千円は公共投資臨時交付金） 

 

※Ｈ21 広域(消防)201,677 千円（うち 914 千円は経済危機対策臨時交付金） 

※Ｈ21 広域(清掃)187,606 千円（うち 2,668 千円は経済危機対策臨時交付金） 

※Ｈ21 広域(さくら苑)57,467 千円（うち 4,106 千円は経済危機対策臨時交付金） 

※Ｈ21 広域（総務）17,144 千円（うち 7,200 千円は戸籍電算化分） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

（４）財政構造の弾力性 

 経常収支比率経常収支比率経常収支比率経常収支比率は、前年度より、3.2 ポイント低下し、８８．８％となり平成 13 年度以来

９０．０％を下回ることができた。 

            改善した主な要因は、分母となる経常経費充当一般財源が前年度と比べ１２１，７

７６千円増加したことによるものである(プラス要因)。分子となる経常一般財源総額

は、前年度より５０，２８６千円増加している(マイナス要因)。 

   来年以降、普通交付税が減少することが見込まれるなかで、如何にして経常的な支

出を切り詰めていくかが今後、経常収支比率を減少させていく課題となる。 

増減額の性質別区分の詳細については、検収調書８．歳出 経常一般財源等の内訳参照 

 

 



 

 

    （５）将来の財政負担 

  地方債現在高地方債現在高地方債現在高地方債現在高    

            平成 22 年度末における地方債現在高は、５，４４８，４７０千円で前年度末に比べ

▲２５０，１７５千円となっている。 

   元金償還額６２７，１２５千円に対し、本年度借入額３７６，９５０千円 

                今後も引き続き過度な地方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

ていく。 

 

 



 

 

  基金積立金基金積立金基金積立金基金積立金のののの現在高現在高現在高現在高    

            平成 22 年度末における積立金現在高は、１，２３２，３９８千円で前年度末に比べ

５５６，０５７千円増となっている。 

   積立金現在高の内訳  

 H21 末現在高 H22 末現在高 増 減 

財政調整基金 218,651 369,176 150,525 

減債基金 213,562 410,907 197,345 

その他特目基金 244,128 452,315 208,187 

   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く。 

 


