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平成２３平成２３平成２３平成２３年度吉野町普通会計決算の概況年度吉野町普通会計決算の概況年度吉野町普通会計決算の概況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） 

 Ｈ23 決算 Ｈ22 決算 増 減 

歳 入 総 額 5,264,836 5,812,328 ▲547,492 

歳 出 総 額 4,788,100  5,480,944 ▲692,844 

歳 入 歳 出 差 引 476,736 331,384 145,352 

翌 年 度 へ 繰 り 

越 す べ き 財 源 

9,180 5,912  

実 質 収 支 467,556 325,472 142,084 

  

（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、７７１，２３３千円で前年度と比べると▲２，９１３千円 

(対前年度比▲0.4%) 

  特に増減幅の大きいもの 

・た ば こ 税 ４，３７６千円増（対前年度比 10.4%） 

本数は減少(▲9,174千本)しているもののH22.10の税制改正に伴う増。 

・固定資産税 ２３，８３０千円増（対前年度比 6.3%） 

関西電力[大臣配分]において、課標の特例適用期間が H22 で終了した

ことに伴う増。 

 

特に減少幅の大きいもの 

・法 人 税  ▲１１，７７４千円（対前年度比▲31.7%） 

       企業全体の業績悪化や企業の拡大による資本投資に伴う減。 

・入 湯 税 ▲５９４千円（対前年度比▲27.3%） 

       東日本大震災、紀伊半島大水害の風評被害により観光客が減少したこ

とによる減。 

・住 民 税 ▲１９，００６千円（対前年度比▲6.4%） 

       就労人口等の減による減少に加え、H22 は多額の一時所得(株式)が２件

あったこと、また税務調査で多額の修正申告が１件あったことによる

減。 

平成５年のピーク時と平成 23年決算を比較すると、地方税▲３０８，０００千円と

なっている。 
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 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、５７，３５３千円で前年度と比べると▲１，６００千円 

(対前年度比▲2.7％) 

     （地方揮発油譲与税 ▲1,398 千円・自動車重量譲与税▲202 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、１４１，４３５千円で前年度と比べると▲８，３２２千円 

(対前年度比▲5.6%) 

     （利子割▲274 千円・配当割 201 千円増・株式譲渡▲114 千円・地方消費税▲5,302

千円・ゴルフ場利用▲1,193 千円・自動車取得税▲1,640 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、２５，３８７千円で前年度と比べると４，８１１千円増 

(対前年度比 23.4%) 

     （児童手当及び子ども手当特例交付金 5,250 千円増・減収補填特例交付金▲439 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、２,６４５,２３４千円で前年度と比べると▲５６，６７９千円  

(対前年度比▲2.1%) 

    （普通交付税▲98,573 千円・特別交付税 41,894 千円増） 

 ・普通交付税・普通交付税・普通交付税・普通交付税    

    平成 20年度 27,442 千円増・平成 21年度 87,907 千円増・平成 22年度 138,818 千円

増と３年連続で増加傾向であったが、平成 23 年度は▲98,573 千円となっている。    

主な減少の要因としては、H22 年度国勢調査の結果、国調人口が▲1,348 人（9,984

人→8,642 人）となった結果、交付税算定の基礎数値に大きく影響を与えたことが要因

である。平成 24年度以降も単位費用の減額等により H22 をピークに減少していくこと

が見込まれる。 

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、全体の約 50％を

占めている。経常的な一般財源が約 185,000 千円減少することは、今後の財政運営に

大きな影響を与えることは、必至である。 

 ・特別交付税・特別交付税・特別交付税・特別交付税        

   決算額 401,566 千円で前年度と比べると 41,894 千円増。 

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る、あくまで臨時的な収入である。 

主な増加の要因としては、台風被害により財政需要の増加、東日本大震災被災地に

対する応援物資、派遣、消防団公務災害特別掛金等の財政需要が増加したことが挙げ

られる。 

分担金分担金分担金分担金及び及び及び及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、３５，５７３千円で前年度と比べると５，１５３千円増 

(対前年度比 16.9%) 

増減額の大きいもの    増減額（H23 決算額） 

 南和広域医療組合派遣人件費負担金 2,070(2,070)・五条吉野広域行政派遣人件費

負担金 1,800(7,317)・治山分担金 1,619(2,205)作業道改良分担金▲455(274) 
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使用料及び手数料決算額使用料及び手数料決算額使用料及び手数料決算額使用料及び手数料決算額は、１０５，１２５千円で前年度と比べると▲４，７７８千円 

(対前年度比▲4.3%) 

   増減額の大きいもの    増減額（H23 決算額） 

    住宅使用料▲3,367(33,417)・保育所使用料▲1,859(15,003)・ 

し尿処理手数料▲580（35,538） 

    

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、２９１，８７５千円で前年度と比べると▲１８５，６４３千円 

(対前年度比▲38.9%) 

増減額の大きいもの    増減額（H23 決算額） 

 公共投資臨時交付金▲192,232(0)・地域活性化きめ細かな臨時交付金▲

81,278(0)・経済危機臨時交付金▲14,668(0)・公立学校施設整備補助金▲

14,317(7,426)・きめ細かな交付金 27,202(37,733)災害復旧事業費支出金

25,897(33,274)住民に光をそそぐ交付金 16,573(20,573)・空家再生等推進事業補

助金 12,425(12,425)長寿命化修繕事業補助金 6,900(6,900) 

    

県県県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、３５８，３３９千円で前年度と比べると▲３９，００４千円 

(対前年度比 9.8%) 

増減額の大きいもの    増減額（H23 決算額） 

 環境衛生費補助金▲30,371(0)・奈良県山間地域ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ施設整備事業交付金▲

26,674(0)・奈良県市町村振康興臨時交付金▲15,938(6,253)・参議院議員選挙委

託金▲10,063(0)・J-ALERT 整備交付金▲9,030(0)・条件不利森林公的整備交付金

▲5,611(0)統計調査委託金▲4,719(926)緊急雇用交付金 28,165(70,733)活力あふ

れる市町村応援補助金 10,000(10,000)・緑の産業再生ﾌﾟ ﾛ ｼ ﾞ ｪ ｸ ﾄ補助金

8,960(8,960)・森林保全緊急間伐委託金 7,085(20,832)・介護基盤緊急整備臨時特

例基金交付金 6,863(6,863) 

    

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、１１，００９千円で前年度と比べると▲８４，８５２千円 

(対前年度比▲88.5%) 

増減額の大きいもの    増減額（H23 決算額） 

 南和ふるさと市町村圏基金返還金▲87,560(0)・建物貸付収入▲1,100(4,930)・不

動産売払収入 1,740(1,740)・利子及び配当金 1,544(2,980) 

    

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、３８，５９１千円で前年度と比べると１３，０７５千円 

(対前年度比 51.2%) 

増減額の大きいもの    増減額（H23 決算額） 

公民館改修寄付金 3,917(3,917)・吉野桜寄付金 3,359(13,142)・消防施設整備寄

付 1,920(1,920)・ふるさと納税 1,579(11,775)・災害見舞金 1,207(1,207) 

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、３２，６７１千円で前年度と比べると１７，４４２千円 

(対前年度比 114.5%) 

増減額の大きいもの    増減額（H23 決算額） 

 吉野桜基金繰入金 12,115(21,615)・吉野ふるさとづくり基金繰入金 5,347(11,056)  
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地方債地方債地方債地方債決算額決算額決算額決算額は、２９２，０２２千円で前年度と比べると▲８４，９２８千円  

(対前年度比▲22.5%) 

平成 23 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・臨時財政対策債・臨時財政対策債・臨時財政対策債 199,122199,122199,122199,122 千円千円千円千円    

・過疎債・過疎債・過疎債・過疎債((((ソフトソフトソフトソフト)27,200)27,200)27,200)27,200 千円千円千円千円    

 地域バス運行委託 18,400 千円、協働まちづくり交付金 1,200 千円、医師看護師確保対

策 3,700 千円、作業道開設補助 500 千円、林業労働者退職共済推進 800 千円、住宅リフ

ォーム助成 2,600 千円 

・過疎債・過疎債・過疎債・過疎債((((ハードハードハードハード)37,100)37,100)37,100)37,100 千円千円千円千円    

 町道改良 1,800 千円、林道整備 2,600 千円、消防施設整備 3,000 千円、合併浄化槽設

置補助 800 千円、学童施設整備 15,300 千円、吉野幼稚園耐震改修 10,400 千円、橋梁長

寿命化改修 3,200 千円 

・・・・単独災害復旧単独災害復旧単独災害復旧単独災害復旧 13,60013,60013,60013,600 千円千円千円千円    

・補助災害復旧・補助災害復旧・補助災害復旧・補助災害復旧 15,00015,00015,00015,000 千円千円千円千円    

    

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、１２６，２３９千円で前年度と比べると▲４４，１２９千円  

(対前年度比▲25.9%) 

増減額の大きいもの    増減額（H23 決算額） 

 こまどりケーブル負担金▲55,352(6,220)・消防団員退職報償費▲7,757(9,880)・

シンポジゥム助成金▲3,000(0)・保険料▲2,122(201)・みどりの村灌漑用水加入

金▲1,500(0)・吉野町地域公共交通協議会補助金 9,757(25,760)・後期高齢者過年

度医療給付費負担金返還金 6,851(11,641)・旧老人保健医療給付費返還金

6,135(6,135)・長寿社会づくり財団補助金 2,935(2,935) 
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（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は、１，００１,２７０千円で前年度と比べると４４,４５６千円増 

(対前年度比 4.6%) 

共済組合負担金 35,811(202,972) ・職員給与 16,415(641,669) ・特別職給与

930(30,452)・災害補償費 859(2,139)・議員手当▲4,661(46,492)・委員等報酬▲

3,897(16,897)・退職手当組合負担金▲1,001(60,649) 

 

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、７２９，０４８千円で前年度と比べると１０８，７０５千円増 

(対前年度比 17.5%) 

    賃金 1,857(85,139)・旅費 1,911(5,681)・交際費 289（ 1,153） ･需用費

8,771(125,216)･役務費 1,349(20,089)・備品購入費 11,953(19,144)・委託料

80,355(396,271)・使用料･賃借料 2,273(59,740)・原財料費▲716(7,728)その他

663(8,887) 

 

維持補修維持補修維持補修維持補修費決算額は費決算額は費決算額は費決算額は、１２，２７２千円で前年度と比べると▲３，８３５千円 

(対前年度比▲23.8%) 

 町道維持補修▲3,426(3,700) 
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扶助費扶助費扶助費扶助費決算額は決算額は決算額は決算額は、２７０，７８８千円で前年度と比べると７，９７７千円増 

(対前年度比 3.0%) 

 乳幼児医療扶助費 3,023(7,192)・子ども手当 3,292(88,255)・ひとり親家族医療扶

助費▲54(1,703)・障害者医療扶助費▲107(13,887)養護老人ホーム措置費

942(20,465)・障害者自立支援扶助費 629(120,120)・重度心身障害老人医療費

823(9,316) 

 

補助費決補助費決補助費決補助費決算額は算額は算額は算額は、１，０２４，４９０千円で前年度と比べると▲２，３８１千円 

(対前年度比▲0.2%) 

・一部事務組合負担金▲・一部事務組合負担金▲・一部事務組合負担金▲・一部事務組合負担金▲28,611(4828,611(4828,611(4828,611(480,084)0,084)0,084)0,084)    

吉野広域清掃費負担金▲15,622(191,511)・吉野広域戸籍分負担金▲6,957(243)吉

野広域民生費負担金▲4,056(49,327)・吉野広域消防費負担金▲3,347(221,020)・

南和広域連合負担金▲2,200(0)・後期高齢者医療組合負担金 1,525(1,937)・南和

広域医療組合負担金 1,059(1,059)・吉野広域衛生費負担金 835(4,148)・吉野広域

総務費負担金 178(10,122) 

・その他・その他・その他・その他 23,711(541,897)23,711(541,897)23,711(541,897)23,711(541,897)    

病院事業繰出金 15,375(319,000)・消防団員公務災害補償掛金 8,771(19,771)・子

宮頚がん等ワクチン交付金 5,654(5,654)・水道事業繰出金 3,795(21,213)・吉野

大峯高野観光協議会負担金 3,800(3,800)・文化財補助金 3,518(4,070)・社会福祉

協議会負担金 3,000(24,500)・消防団員退職報奨金▲8,145(9,492)・条件不利公的

整備補助金▲5,600(0)・工房街道協議会負担金▲4,500(0) 

 

繰出金決繰出金決繰出金決繰出金決算額は算額は算額は算額は、６４３，１９７千円で前年度と比べると▲１７７，９３１千円 

(対前年度比▲21.7%) 

    簡水繰出金▲173,495(34,652)・国保繰出金▲4,108(60,131)・下水繰出金▲

3,909(173,327)・土地開発基金繰出金▲2,286(170)・介護繰出金 843(140,087) 
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公債公債公債公債費決費決費決費決算額は算額は算額は算額は、６１４，４４８千円で前年度と比べると▲９４，７９９千円 

(対前年度比▲13.4%) 

元金▲87,699(539,426)・利子▲7,100(75,022) 

 

積立金決算額は積立金決算額は積立金決算額は積立金決算額は、１７８，３７８千円で前年度と比べると▲３９２，８８８千円 

(対前年度比▲68.8%) 

    財政調整基金積立金▲15,245(135,280)・減債基金積立金▲185,629(11,717)・地

域福祉基金積立金▲185,577(2,196)・世界遺産ふるさとづくり基金積立金

1,575(11,776) ・桜基金積立金 640(13,149) 

 

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は算額は算額は算額は、２２６,１８６千円で前年度と比べると▲２３９，７２８千円 

(対前年度比▲51.5%) 

 学童保育施設改修 37,591(37,591)・吉野幼稚園耐震改修 20,727(20,727)・交通安

全施設整備 13,705(16,127)・公民館図書室整備 10,996(10,996)・消防施設整備

9,381(9,381) 上 市 橋 設 計 委 託 9,293(9,293) ・ 緑 の 生 産 ﾌ ﾟ ﾛ ｼ ﾞ ｪ ｸ ﾄ 事 業

8,865(8,865)・中央公民館分館改修 8,395(8,395)・施設付住宅購入▲126,896(0)・

旧中竜門小解体▲48,154(0)・吉野小学校耐震補強▲42,746(0) ・運動公園施設改

修▲37,956(6,750)・公共施設省エネ改修▲30,371(0)・老人福祉センター改修▲

15,715(0)・学校施設安全対策推進▲15,622(0)・教育研究所解体▲11,084(0) 
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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は算額は算額は算額は、８８，０２３千円で前年度と比べると５７，５８０千円増 

(対前年度比 189.1%) 

  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 3,473(3,473)・現年補助農地農

業施設災害復旧▲7,860(2,646) 
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（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、５.０ポイント上昇し、９３．８％となった。このことは、

町の財政状況が柔軟性を欠き、より硬直化傾向にあることを表している。 

上昇した主な要因は、歳出経常経費充当一般財源の額は前年度と比べ５５２千円で

あったものの分母となる経常一般財源収入総額が、前年度より▲１９１，１５６千円

（臨財債含む）となったためである。 

   経常一般財源収入が大幅に減額した主な要因は、普通交付税▲98,573(2,243,668)臨

時財政対策債▲86,228(199,122)各種交付金▲8,322(141,435)町税▲2,913(771,233)

等各項目で、国政調査の人口減、景気低迷の影響により減少したことがあげられる。 

   来年以降においても、経常一般財源収入が増加する見込みもなく、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 
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    （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 23 年度末における一般会計の地方債現在高は、５，２０１，０６６千円で前年

度末に比べ▲２４７，４０４千円となっている。 

    元金償還額５３９，４２６千円に対し、本年度新規借入額２９２，０２２千円 

            今後も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く。 

 

  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 23 年度末残高は、 

１１，１３１百万円で前年度に比べ▲５８２百万円となっている。 
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  各特別会計において、平成 23年度は以下の事業の財源として地方債を発行。 

  ・農排会計･･･平準化債 5,500 千円 

  ・下水道会計･･･下水道事業債 9,400 千円、平準化債 40,500 千円、借換債 34,400 千円 

 ・簡易会計･･･借換債 14,500 千円 

 ・水道会計･･･0 千円 

 ・病院会計･･･0 千円 

 

  各会計の公債費についても、町債償還のピークを過ぎたこともあり順調に減少してき 

ている。 

特別会計を含む公債費決算額は、１，１８７百万円で前年度と比べる▲１６９百万円と

なっている。 

※下水道事業会計・簡易水道事業会計において、5.0%以上の高金利地方債の繰上げ償還を実施中 

（H22～H24） 
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基金積立金の現在基金積立金の現在基金積立金の現在基金積立金の現在高高高高    

            平成 23 年度末における積立金現在高は、１，３７８，１０５千円で前年度末に比べ

１４５，７０７千円増となっている。 

   積立金現在高の内訳  

 H22 末現在高 H23 末現在高 増 減 

財政調整基金 369,176 504,456 135,280 

減債基金 410,907 422,624 11,717 

その他特目基金 452,315 451,025 1,290 

   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。 

 

 

 


