
平成２４年度　一般会計歳出予算性質別状況について

◆　【性質別経費の内訳】

　　　　(単位：千円、％）

性質名称 平成24年度 平成23年度 増減額 増減率

人 件 費 1,105,736 1,049,420 56,316 5.4

物 件 費 794,364 785,488 8,876 1.1

維 持 補 修 費 12,983 14,812 ▲ 1,829 ▲ 12.3

扶 助 費 334,226 309,175 25,051 8.1

補 助 費 等 1,105,442 1,016,854 88,588 8.7

普 通 建 設 事 業 費 531,988 210,660 321,328 152.5

災 害 復 旧 事 業 費 40,600 24,090 16,510 68.5

公 債 費 607,687 625,948 ▲ 18,261 ▲ 2.9

積 立 金 47,126 76,482 ▲ 29,356 ▲ 38.4

投 資 及 び 出 資 金 113,310 0 113,310 皆  増

貸 付 金 1,000 0 1,000 皆  増

繰 出 金 623,538 640,571 ▲ 17,033 ▲ 2.7

予 備 費 3,000 3,000 0 0.0

計 5,321,000 4,756,500 564,500 11.9

投資及び出資金

人件費

1,105,736 千円

20.78%

物件費

794,364 千円

14.93%

維持補修費

12,983 千円

0.24%

扶助費

334,226 千円

6.28%

補助費等

1,105,442 千円

20.78%

普通建設事業費

531,988 千円

10.00%

災害復旧事業費

40,600 千円

0.76%

公債費

607,687 千円

11.42%

積立金

47,126 千円

0.89%

投資及び出資金
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2.13%

貸付金

1,000 千円

0.02%

繰出金

623,538 千円

11.72%

予備費

3,000 千円

0.06%



◆　性質別前年度との比較

○　人件費 平成２４年度 1,105,736 千円 前年度比増減額 56,316 千円

平成２３年度 1,049,420 千円 前年度比増減率 5.4%

　平成24年度の人件費は、前年度比56,316千円増の1,105,736千円となっています。

　主な増減理由は以下のとおりです。

　　　・退職手当組合負担金　34,883千円の増（90,451千円）

　　　・職員給　22,017千円の増（718,856千円）

　　　・委員等報酬　4,364千円の増（23,872千円）

　　　・地方公務員共済組合等負担金　▲4,202千円（202,542千円）

（）内は、24年度予算額
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○　物件費 平成２４年度 794,364 千円 前年度比増減額 8,876 千円

平成２３年度 785,488 千円 前年度比増減率 1.1%

　平成24年度の物件費は、前年度比8,876千円増（785,488千円）の794,364千円となっています。

　主な増減理由は、

　　　・賃金　▲4,313（96,177千円）　　　・需要費　▲5,645千円（130,168千円）　　・役務費　4,596千円（24,398千円）

　　　・委託料　12,650千円（433,536千円）

　　　　　　・新エネルギー対策事業　皆増（30,000千円）･･･小水力発電開発委託料

　　　　　　・橋梁長寿命化計画策定事業　皆増（5,000千円）　　　・町営住宅長寿命化計画策定事業　皆増（5,000千円）

　　　　　　・ホームページ等管理運営事業　皆増（7,000千円）･･・町ホームページリニューアル業務の委託。

　　　　　　・子ども医療扶助事業　▲5,989千円（0円）･･･町単独事業実施に伴うシステム改修委託料。事業完了による減

　　　　　　・桜のまち構想策定事業　▲35,500千円（0円）

　　　　　　・施業放棄林整備事業　18,410千円（34,040千円） （）内は、24年度予算額
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○　維持補修費 平成２４年度 12,983 千円 前年度比増減額 ▲ 1,829 千円

平成２３年度 14,812 千円 前年度比増減率 ▲ 12.3 %

　平成２４年度の維持補修費は前年度比▲1,829千円（▲12.35％）の12,983千円となっています。

　主な減額理由は、河川整備事業の▲1,500千円です。

（）内は、24年度予算額

○　扶助費 平成２４年度 334,226 千円 前年度比増減額 25,051 千円

平成２３年度 309,175 千円 前年度比増減率 8.1%
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　平成24年度の扶助費は、前年度比25,051千円増の334,226千円となっています。

　主な増減理由は、

　　　・障害者自立支援事業　30,023千円（165,978千円）･･･障害者の通所、通園支援に係る事務移管による増

　　　・子ども医療扶助事業　5,782千円（19,259千円）・・・平成23年8月に開始した医療費無料化の通年実施による増

　　　・職員に係る子ども手当　7,500千円（0円）・・・職員に係る子ども手当を扶助費として計上することによる増

　　　・子ども手当事業　△17,520千円（87,600千円）・・・子ども手当制度改正に伴う減

（）内は、24年度予算額
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○　補助費等 平成２４年度 1,105,442 千円 前年度比増減額 88,588 千円

平成２３年度 1,016,854 千円 前年度比増減率 8.7%

　平成24年度の補助費等は前年度比88,588千円増の1,105,442千円となっています。

　主な増減理由は以下のとおりです。

　　　・吉野広域行政組合消防費負担金　38,132千円（259,152千円）･･･組合職員の増及び救助工作車の整備による増

　　　・吉野広域行政組合総務費負担金　5,862千円（8,094千円）･･･戸籍共同電算化に伴う増

　　　・吉野広域行政組合衛生費負担金　△12,712千円（182,947千円）･･･平成13年度借入の長期債償還了による減

　　　・社会福祉協議会負担金　10,490千円（42,650千円）

　　　　　　･･･シルバー人材センターの独立、社会福祉協議会への人的支援のため人件費分の負担金増

　　　・南和広域医療組合負担金　皆増（10,295千円）

　　　・地域農業支援事業　3,930千円（4,260千円）・・・新規就農者への補助金の増等

　　　・鳥獣害防止総合対策事業　3,356千円（3,506千円）・・・有害鳥獣捕獲に対する補助金創設による増

　　　・地域観光圏整備事業　皆増（5,050千円）・・・吉野大峯高野観光圏協議会への負担金の増

　　　・災害対策事業　5,300千円（5,320千円）・・・自主防災組織に対する補助金の創設による増

　　　・吉野病院特別会計繰出金　9,700千円（309,000千円）

（）内は、24年度予算額
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○　普通建設事業費 平成２４年度 531,988 千円 前年度比増減額 321,328 千円

平成２３年度 210,660 千円 前年度比増減率 152.5%

　平成２４年度予算の普通建設事業費は前年度比321,328千円増の531,988千円となっています。

　平成24年度に実施する主な事業、平成23年度に実施した主な事業は以下のとおりです。

　　　・五條市の新し尿処理施設建設に係る負担金　173,055千円（181,685千円）

　　　・町道新設改良事業　148,690千円（170,885千円）・・・町道の改良工事、橋梁長寿命化改修工事、実施設計等

　　　・森林とのふれあい推進事業　皆増（10,000千円）･･･森林セラピーロードの整備

　　　・住宅リフォーム助成事業　皆増（20,000千円）･･･吉野材、町内業者を活用した住宅リフォームに対する助成

　　　・住宅新築助成事業　皆増（12,000千円）･･･吉野材、町内業者を利用した住宅の新築に係る費用の助成

　　　・空家改修事業　皆増（8,600千円）･･･町で空家を借上げ、改修を行い住宅として貸し出す

　　　・戦略作物拡大・防災保全整備事業　皆増（16,000千円）・・・農業用水管橋の改修。

　　　・情報設備整備事業　皆増（6,034千円）・・・河川監視カメラの設置等。

　　　・消防施設整備事業　10,200千円（17,200千円）･･･消防自動車の整備。

　　　・学童保育実施推進事業　△41,217千円（0円）･･･平成23年度に事業完了

　　　・吉野幼稚園耐震改修事業　△26,640千円（0円）･･･平成23年度に事業完了

　　　・合併浄化槽整備事業　△15,376千円（18,122千円）･･･処理人数の多い大型浄化槽の設置予定見込み減

（）内は、24年度予算額
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○　災害復旧事業費 平成２４年度 40,600 千円 前年度比増減額 16,510 千円

平成２３年度 24,090 千円 前年度比増減率 68.5%

　平成24年度の災害復旧費は、前年度比16,510千円増の40,600千円となっています。

　増額理由は、昨年９月に発生した、台風１２号により被災した大峯奥駈道、史跡名勝吉野山、この２ヶ所の災害復旧

　事業（16,500千円）に係る経費の計上によるものです。

（）内は、24年度予算額
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○　公債費 平成２４年度 607,687 千円 前年度比増減額 ▲ 18,261 千円

平成２３年度 625,948 千円 前年度比増減率 ▲ 2.9 %

　平成２４年度の公債費は、前年度比18,261千円減の607,687千円となっています。

○　積立金 平成２４年度 47,126 千円 前年度比増減額 ▲ 29,356 千円

平成２３年度 76,482 千円 前年度比増減率 ▲ 38.4 %

　平成２４年度の積立金は、前年度比29,356千円減の47,126千円となっています。



○　投資及び出資金 平成２４年度 113,310 千円 前年度比増減額 113,310 千円

平成２３年度 0　千円 前年度比増減率 皆　　増

　平成24年度の投資及び出資金は、皆増（113,310千円）となりました。

　これは、１市３町８村で設立した一部事務組合への新病院建設等に伴う出資金の増によるものです。

（）内は、24年度予算額

○　貸付金 平成２４年度 1,000 千円 前年度比増減額 1,000 千円

平成２３年度 0 千円 前年度比増減率 皆　　増

　平成２４年度の貸付金は、前年度比皆増の1,000千円となっています。

　これは、平成２４年度に独立するシルバー人材センターに対する貸付金です。

○　繰出金 平成２４年度 623,538 千円 前年度比増減額 ▲ 17,033 千円

平成２３年度 640,571 千円 前年度比増減率 ▲ 2.7 %

　平成２４年度の繰出金は、前年度比17,033千円減の623,538千円となっています。

　各会計別の繰出金の額は次のとおりです。

　　　・介護保険事業特別会計繰出金　11,632千円増（156,635千円）

　　　・国民健康保険特別会計繰出金　4,044千円減（66,688千円）

　　　・後期高齢者医療特別会計　3,420千円増（49,344千円）

　　　・簡易水道特別会計繰出金　9,339千円減（33,566千円）

　　　・下水道特別会計繰出金　13,636千円減（177,264千円）

　　　・農業集落排水特別会計繰出金 958千円減（14,660千円）

（）内は、24年度予算額

○　予備費 平成２４年度 3,000 千円 前年度比増減額 増減なし

平成２３年度 3,000 千円 前年度比増減率 増減なし

　平成24年度の予備費は、前年度と同額の3,000千円となっています。


