
平成２５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、％）

説　　　明 平成25年度 平成24年度 増減額 増減率

2,060,440 2,047,649 12,791 0.6

人 件 費 職員の給料などにかかる経費 1,099,522 1,105,736 ▲ 6,214 ▲ 0.6

扶 助 費

児童・高齢者・心身障害者などに対す

る福祉や医療に係る経費

326,186 334,226 ▲ 8,040 ▲ 2.4

公 債 費

過去に借入れた町債（借金）の返済に

係る経費

634,732 607,687 27,045 4.5

377,655 572,588 ▲ 194,933 ▲ 34.0

普通建設事業 公共施設等の建設や改修に係る経費 353,635 531,988 ▲ 178,353 ▲ 33.5

災害復旧事業 被災施設の復旧に要する経費 24,020 40,600 ▲ 16,580 ▲ 40.8

2,799,905 2,700,763 99,142 3.7

物 件 費

光熱水費、消耗品、通信運搬費、委託

料などの経費

794,141 794,364 ▲ 223 0.0

維 持 補 修 費 公共施設等の維持管理経費 13,510 12,983 527 4.1

補 助 費 等

一部事務組合等に対する負担金などの

経費

1,272,095 1,105,442 166,653 15.1

積 立 金 各種基金（貯金）への積立ての経費 71,291 47,126 24,165 皆　減

性　質　名　称

義務的経費･･･毎年必ず支出しなければいけない経費

投資的経費･･･

 道路・学校などの公共施設の建設や改修。災害により被災した

公共施設等の復旧に係る経費

その他経費

投 資 及 び 出 資 金 町が団体・企業に対し出資する経費 9,000 113,310 ▲ 104,310 ▲ 92.1

貸 付 金 町が一時的に資金を貸し出す経費 0 1,000 ▲ 1,000 ▲ 100.0

繰 出 金 特別会計の収入を補うための経費 637,868 623,538 14,330 2.3

予 備 費 緊急に支出を要する場合の経費 2,000 3,000 ▲ 1,000 ▲ 33.3

5,238,000 5,321,000 ▲ 83,000 ▲ 1.6計

義務的経費

2,060,440 千円

39.34%

投資的経費

377,655 千円

7.21%

その他経費

2,799,905 千円

53.45%

人件費

1,099,522 千円

扶助費

326,186 千円

公債費

634,732 千円

普通建設事業

353,635 千円

災害復旧事業

24,020 千円

物件費

794,141 千円

維持補修費

13,510 千円

補助費等

1,272,095 千円

積立金

71,291 千円

投資及び出資金

9,000 千円

繰出金

637,868 千円

予備費

2,000 千円

20.99%

12.12%

6.23%

6.75%

24.28%

0.26%

15.16%

0.46%

0.04%

0.17%

1.36%

12.18%

一般会計 歳出合計

52525252億億億億3,8003,8003,8003,800万円万円万円万円



◆　性質別前年度との比較

○○○○　　　　人件費人件費人件費人件費

　平成25年度の人件費は、前年度比6,214千円（0.6%）減の1,099,522千円となっています。

　※普通建設事業に従事する職員の人件費は、普通建設事業費で計上されています。

　主な増減理由は以下のとおりです。

　　　・退職手当組合負担金　26,591千円増（117,042千円）

　　　・職員給　▲28,191千円（690,665千円）

　　　・委員等報酬　▲6,685千円（17,187千円）

　　　・地方公務員共済組合等負担金　▲8,025千円（194,517千円） （）内は、25年度予算額

○○○○　　　　扶助費扶助費扶助費扶助費

平成２５年度 当初予算額

1,099,522 千円

平成２４年度 当初予算額

1,105,736 千円

6,214 千円の減

0.6 %の減

平成２５年度 当初予算額

326,186 千円

平成２４年度 当初予算額

334,226 千円

8,040 千円の減

2.4 ％の減

　平成25年度の扶助費は、前年度比8,040千円(2.4%）減の326,186千円となっています。

　主な増減理由は以下のとおりです。

【増加要因】

　　・障害者総合支援事業　22,443千円増（188,421千円）

【減少要因】

　　・子ども医療扶助事業　▲8,173千円（11,086千円）

　　・児童手当事業　▲14,460千円（73,140千円）

　　・老人保護措置事業　▲6,418千円（17,166千円）

　　・職員に係る児童手当　▲780千円（6,720千円） （）内は、平成25年度予算額

　

○○○○　　　　公債費公債費公債費公債費

　平成25年度の公債費は、前年度比27,045千円（4.5%）増の634,732千円となっています。

　　主な増加理由は、有線放送デジタル化整備事業、吉野中学校の改築事業等の財源として平成２２年に借入れた

　　債の返済の増加です。

平成２５年度 当初予算額

634,732 千円

平成２４年度 当初予算額

607,687 千円

27,045 千円の増

4.5 ％の増



○○○○　　　　普通建設事業費普通建設事業費普通建設事業費普通建設事業費

　平成25年度の普通建設事業費は前年度比178,353千円（33.5%）減の353,635千円となっています。

　主な増減理由は以下のとおりです。

　【増加要因】

　　　・新エネルギー対策事業　皆増（3,000千円）・・・小水力発電設備の実証実験場所への階段設置。

　　　・治山事業　2,800千円増（3,000千円）

　　　・森林セラピー推進事業　皆増（4,145千円）・・・セラピーロードへのバイオトイレ設置

　　　・急傾斜地崩壊防止工事負担金　2,900千円増（11,650千円）

　　　・町道維持補修事業　1,000千円（4,000千円）

　　　・定住促進住宅新築事業　皆増（47,000千円）・・・町外からの子育て世代の住宅整備。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年度については、用地購入及び造成を行う。

　【減少要因】

　　　・し尿処理施設事業　▲43,505千円（138,180千円）･･･五條市新し尿処理施設建設負担金　H24年度からの継続

　　　・合併浄化槽整備事業　▲2,972千円（15,150千円）・・・合併浄化槽の設置に係る補助金

平成２５年度 当初予算額

353,635 千円

平成２４年度 当初予算額

531,988 千円

178,353 千円の減

33.5 ％の減

　　　・合併浄化槽整備事業　▲2,972千円（15,150千円）・・・合併浄化槽の設置に係る補助金

　　　・県単林道整備事業　▲8,000千円（0円）・・・林道南谷線の舗装改良

　　　・緑の産業再生プロジェクト事業　▲2,100千円（0円）・・・

　　　・森林とのふれあい推進事業　▲5,000千円（5,000千円）・・・森林セラピーロードの整備

　　　・住宅リフォーム助成事業　▲10,000千円（20,000千円）・・・吉野材、町内業者を活用した住宅改修費用の助成

　　　・住宅新築助成事業　▲2,000千円（10,000千円）･･･吉野材、町内業者を利用した住宅新築に係る費用の助成

　　　・町道新設改良事業　▲120,250千円（44,700千円）･･･H25　中竜門59号線、平尾吊橋の改良

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H24　上市橋、中竜門24号線の改良工事

　　　・消防施設整備事業　▲16,500千円（700千円）・・・消火栓の設置。H24消防ポンプ車整備

　　　・吉野中央公民館耐震化事業　▲10,000千円（0千円）・・・耐震改修に係る経費。工事はH24の補正予算で対応

（）内は、平成25年度予算額

○○○○　　　　災害復旧事業費災害復旧事業費災害復旧事業費災害復旧事業費

　平成25年度の災害復旧費は、前年度比16,510千円(40.8%）減の40,600千円となっています。

　減額理由は、一昨年９月に発生した、台風１２号により被災した大峯奥駈道、史跡名勝吉野山の２ヶ所の災害復旧

　事業（16,500千円）が完了したことによるものです。

平成２５年度 当初予算額

24,020 千円

平成２４年度 当初予算額

40,600 千円

16,580 千円の減

40.8 ％の減

　事業（16,500千円）が完了したことによるものです。



○○○○　　　　物件費物件費物件費物件費

　平成25年度の物件費は、前年度比223千円（0.0%）減の794,141千円となっています。

　主な増減理由は、以下のとおりです。

　　　・賃金　▲875千円（95,302千円）　　・需要費　▲19,408千円（110,710千円）　　・旅費　1,129千円増（9,578千円

　　　・役務費　▲4,037千円増（24,957千円）　　・備品購入費　2,976千円（12,217千円）

　　　・委託料　16,731千円増（450,266千円）

　　　　　委託料の増減に係る内訳

　　　　　　【増加要因】

　　　　　　・地方公会計制度推進事業　皆増（9,500千円）・・・地方公会計制度の導入に必要な環境整備

　　　　　　・地域バス運行事業　4,139千円増（33,839千円）・・・車輌整備の委託料

　　　　　　・社会福祉総務事業　5,189千円増（5,210千円）・・・【緊急】シルバー人材センターの活性化事業分5,000千円

　　　　　　・川のまちづくりプロジェクト推進事業　皆増（3,000千円）・・・川のまちづくりの基本構想の策定

　　　　　　・観光力向上事業　皆増（11,410千円）・・・【緊急】観光案内の強化3,410千円、資源の周知拡大8,000千円

　　　　　　・地域観光圏整備事業　皆増（4,914千円）・・・【緊急】観光圏の周遊観光の促進

　　　　　　・都市計画事業　皆増（48,000千円）・・・【緊急】都市計画の策定

平成２５年度 当初予算額

794,141 千円

平成２４年度 当初予算額

794,364 千円

223 千円の減

0.0％の減

　　　　　　・運動公園施設維持管理事業　　18,682千円（29,821千円）

　　　　　　　　　　・・・運動公園の指定管理委託　7,455千円、【緊急】町民の健康づくり事業分　19,845千円

　　　　　　【減少要因】

　　　　　　・文書管理改善データベース化事業　▲30,251千円（0円）・・・文書保存管理のデータベース化

　　　　　　・情報システム管理事業　▲25,894千円（2,555千円）・・・基幹系システム導入委託の減▲20,423千円

　　　　　　・ホームページ等運営管理事業　▲6,042千円（958千円）・・・ホームページの更新委託▲7,000千円

　　　　　　・龍門総合会館耐震化事業　▲2,500千円（0円）・・・耐震診断の完了

　　　　　　・新エネルギー対策事業　▲29,737千円（363千円）

　　　　　　　　　　・・・小水力発電設備研究開発委託分▲30,000千円　H25分は負担金で計上

　　　　　　・橋梁長寿命化計画策定事業　▲5,000千円（0円）・・・計画策定の完了

　　　　　　・着地型観光の造成推進事業　　▲2,339千円（0円）･･･H24年度【緊急】で実施

【緊急】・・・緊急雇用創出事業　、　（）内は、25年度予算額　



○○○○　　　　維持補修費維持補修費維持補修費維持補修費

　平成２５年度の維持補修費は前年度比527千円（4.1%）増の12,983千円となっています。

　主な増減理由は以下のとおりです。

【増加要因】

　　・町道維持補修事業　1,600千円増（3,100千円）

　　・観光施設管理事業　皆増（750千円）

【減少要因】

　　・町営住宅管理事業　▲2,550千円（2,910千円）

（）内は、平成２５年度予算額

○○○○　　　　補助費等補助費等補助費等補助費等

平成２５年度 当初予算額

13,510 千円

平成２４年度 当初予算額

12,983 千円

527 千円の増

4.1 ％の増

平成２５年度 当初予算額 平成２４年度 当初予算額

166,653 千円の増

　平成25年度の補助費等は前年度比166,653千円増の1,272,095千円となっています。

　主な増減理由は以下のとおりです。

　　【増加理由】

　　　　・吉野広域行政組合総務費負担金　2,467千円増（10,561千円）･･･戸籍電算化に係る負担金。戸籍副本化による

　　　　・南和広域医療組合負担金　170,358千円増（180,653千円）・・・新病院建設に伴う負担金の増

　　　　・吉野広域行政組合衛生費負担金　16,052千円増（198,999千円）

　　　　・新エネルギー対策事業　皆増（9,299千円）・・・小水力発電設備研究開発に係る負担金

　　　　・地域農業支援事業　4,850千円（9,080千円）

　　　　・観光力向上事業　6,840千円（8,873千円）

　　　　・吉野町観光協会拡充強化事業　5,881千円（9,386千円）

　　【減少理由】

　　　　・社会福祉協議会負担金　▲8,729千円（33,921千円）

　　　　・吉野病院特別会計繰出金　▲3,130千円（305,870千円）

　　　　・森林整備地域活動支援交付金事業　▲7,906千円（3,694千円）

　　　　・地域観光圏整備事業　▲5,050千円（0千円）

　　　　・吉野広域行政組合消防費負担金　▲23,653千円（235,499千円）

（）内は、平成25年度予算額

1,272,095 千円 1,105,442 千円

166,653 千円の増

15.1 ％の増

（）内は、平成25年度予算額



○○○○　　　　積立金積立金積立金積立金

　平成25年度の積立金は、前年度比24,165千円（51.3%）増の71,291千円となっています。

　主な増減理由は以下のとおりです。

　　　財政調整基金積立金　210千円増（1,500千円）

　　　減債基金積立金　567千円増（12,261千円）

　　　世界遺産吉野ふるさとづくり基金積立金　1,022千円増（13,027千円）

　　　町営住宅改修基金積立金　皆増（2,791千円）

　　　吉野町庁舎整備基金積立金　皆増（20,000千円） （）内は、平成25年度予算額

○○○○　　　　投資及投資及投資及投資及びびびび出資金出資金出資金出資金

平成２５年度 当初予算額

9,000 千円

平成２４年度 当初予算額

113,310 千円

平成２５年度 当初予算額

71,291 千円

平成２４年度 当初予算額

47,126 千円

24,165 千円の増

51.3 ％の増

104,310 千円の減

92.1 ％の減

　平成25年度の投資及び出資金は、前年度比104,310千円（92.1%）減の9,000千円となりました。

　

　　　南和広域医療組合負担金　113,310千円減（0円）・・・１市３町８村で構成する南和広域医療組合への出資金

　　　木のまちプロジェクト推進事業　皆増（9,000千円）・・・バイオエネルギー関連会社への出資金

（）内は、平成25年度予算額

○○○○　　　　貸付金貸付金貸付金貸付金

　平成25年度の貸付金は、前年度比皆減の0千円となっています。

　これは、平成24年度に独立したシルバー人材センターに対する貸付金の減です。

113,310 千円

平成２５年度 当初予算額

0 千円

平成２４年度 当初予算額

1,000 千円

1,000 千円の減

100 ％の減



○○○○　　　　繰出金繰出金繰出金繰出金

　平成25年度の繰出金は、前年度比14,330千円（2.3%）増の637,868千円となっています。

　　【増加要因】

　　　・介護保険事業特別会計繰出金　2,070千円増（158,705千円）

　　　・国民健康保険特別会計繰出金　881千円増（67,569千円）

　　　・後期高齢者医療事業　10,859千円増（136,040千円）・・・後期高齢者医療広域連合への負担金

　　　・簡易水道特別会計繰出金　1,164千円増（34,730千円）

　　　・農業集落排水特別会計繰出金 901千円増（15,561千円）

　　【減少要因】

　　　・後期高齢者医療特別会計繰出金　▲841千円（48,503千円）

　　　・下水道特別会計繰出金　▲554千円（176,710千円）

　　　・土地開発基金積立金　▲150千円（50千円）

（）内は、平成25年度予算額

平成２５年度 当初予算額

637,868 千円

平成２４年度 当初予算額

623,538 千円

14,330 千円の増

2.3 ％の増

○○○○　　　　予備費予備費予備費予備費

　平成25年度の予備費は、前年度比1,000千円（33.3%）減の2,000千円となっています。

平成２５年度 当初予算額

2,000 千円

平成２４年度 当初予算額

3,000 千円

1,000 千円の減

33.3 ％の減


