
 

 
明日香村の平成３０年度一般会計決算は、歳入４１億１，４６４万円、歳出３６億８，２０２万円で、前年度と比べると歳入で

２億１，００４万円、５．３％増、歳出で４，８７６万円、１．３％の増となりました。また、一般会計と８特別会計及び水道事業会

計の合計１０会計を合算すると、歳入６１億４，３０９万円、歳出５７億４，３２４万円となり、前年度と比べると歳入で１億２，３２

４万円、２.０％減、歳出で２億８，２７８万円、４．９％減となりました。一般会計の歳入総額から歳出総額を差し引いた額のう

ち、次年度に繰り越す事業に必要な財源９，４３９万円を差し引いた実質収支額は３億３，８２２万円の黒字となりましたが、

依然として地方交付税や国県支出金など依存財源にたよった決算となっています。 
   一般会計歳入                      一般会計歳出（費目別）                    一般会計歳出（性質別） 

            （単位：千円）                              （単位：千円）                           （単位：千円） 

 

 

            （歳入 4,114,636,377 円）                                            （歳出 3,682,023,362 円） 

      ※諸支出金については、基金積立金、特別会計繰出金等 

会計別歳入歳出決算             （単位：円）                     基金及び起債の状況       （単位：円、％） 

 

 

区  分 内               容 

整備計画等推進事業 

【総合政策課】 

・「明日香村特別措置法」に基づく第４次整備計画の推進及び第５次整備計画に向けての要望活動、及び各関係機関との協議

を実施。（議連及びＰＴ 合同総会・現地視察）（明日香村小委員会 会議・現地視察）                            
１，８２８，１５９円 

総合計画策定事業 

【総合政策課】 

・令和２年度から１０年間の明日香村総合計画の策定に向けた調査や意見交換及び検討を実施。 

（住民及び小中学生アンケート実施・ワークショップ開催・策定審議会開催）【H30～】 
５８７，９１９円 

道路整備事業 

【地域づくり課】 
・道路改良工事（村道地ノ窪線等）を継続して実施。【H17～Ｒ2】    舗装工 A=2,688 ㎡    用地買収 A=575.43 ㎡ ３５，５５８，６１８円 

都市水環境整備事業 

【地域づくり課】 
・生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、下水道管布設工事（真弓・雷）を実施。    開削工法 L=1,075m ５６，６１１，０７７円 

重要給水施設配水管整備事業 

【地域づくり課】 

・災害時に給水拠点となる避難所等への配水管の耐震工事及び老朽管の更新工事等を実施。 

重要給水施設配水管整備工事 L=769m、老朽管更新工事 L=457m  
８９，３２７，２５７円 

 

区  分 内               容 

定住促進事業 

【総合政策課】 

・空き家を有効活用し定住促進を図るため、空き家バンク制度に基づく支援を実施。【H21～】 

（登録奨励金 8 件、仲介補助金 8 件、動産整理費用補助金 5 件、リフォーム工事補助金 3 件） 

・子育て世帯の定住促進を図り、子育て世帯の新築等住宅に対し、助成を実施 15 件。【H28～】 

・阪合地区の住宅開発事業地「檜前いおり野」において、子育て世代をターゲットとした入居の促進と住宅建設の際の景観誘導

を実施。 入居件数 15 件【H28～】 

６，７０２，８１０円 

 

１５，０００，０００円 

 

１７，４０１，３９８円 

地域防犯推進事業 

【総務財政課】 

・地域の防犯力の向上を図るため、防犯カメラ等を設置。 

（防犯カメラ設置 7 基、防犯カメラ補助 3 大字、防犯灯修繕 10 基、防犯灯 LED 化補助 21 大字 255 基）【H30～】 
７，１８９，７５３円 

公共交通運行事業 

【総合政策課】 

・主に村民の交通手段を確保することと、高齢者等の外出支援を行うため、効率的で効果的な公共交通の運行を実施。 

【H15～】 
４３，５８２，３３４円 

災害対策事業 

【総務財政課】 
・地震や局地的豪雨などの自然災害に備えて、備蓄品等の充実を図った。【H21～】 ２，６３２，１５４円 

公衆無線 LAN 環境整備事業 

【総務財政課】 
・災害時の避難所・避難場所となる公共施設や観光関連エリアに公衆無線 LAN を設置。（8 箇所、14 アクセスポイント）【H30～】 ６，０１６，７８８円 

会 計 区 分 歳 入 歳 出 差 引  区 分 平成 29 年度末 平成 30 年度末 増減率 

一 般 会 計 4,114,636,377 3,682,023,362 432,613,015  

基 

 

金 

財政調整基金 667,416,801 385,900,514 △42.2 

特 

 

別 

 

会 

 

計 

整備基金 57,109,372 53,117,334 3,992,038  減債基金 163,807,832 164,256,097 2.7 

高松塚壁画館受託事業 14,431,808 14,431,808 0  役場庁舎建設基金 727,173,967 847,234,437 16.5 

国民健康保険(事業勘定) 690,606,736 722,785,495 △32,178,759  文化財保存基金 87,480,921 86,603,058 △10.1 

〃   (診療施設勘定) 10,011,440 10,011,440 0  応援基金 31,575,197 47,878,815 51.6 

後期高齢者医療 93,810,852 93,732,052 78,800  その他の基金 3,592,791,775 3,586,663,592 △1.7 

介護保険(事業勘定) 591,608,550 574,369,952 17,238,598  合 計 5,270,246,493 5,118,536,513 △2.9 

〃 (サービス事業勘定) 5,187,239 4,210,928 976,311  
起 

 

債 

一般会計 2,726,397,508 2,972,099,821 9.0 

飲料水供給施設事業 3,041,187 3,041,187 0  特別会計 1,789,519,933 1,676,496,274 △6.3 

下水道事業 296,284,046 282,627,622 13,656,424  水道事業会計 626,425,274 632,432,310 1.0 

公有地等住宅開発事業 17,401,398 17,401,398 0  合 計 5,142,342,715 5,281,028,405 2.7 

小 計 1,779,492,628 1,775,729,216 3,763,412  （※出納整理期間を含む。） 

水道事業会計 248,956,678 285,490,396 △36,533,718 

合 計 6,143,085,683 5,743,242,974 399,842,709 

平成３０年度決算の概要 

第４次整備計画事業の推進 生活環境及び産業基盤の整備 ※    は新規事業 

暮らしたくなる村づくり 居住・定住  交通・基盤  教育・子育て  健康・福祉 

地方交付税

1,700,035 

41.3%

国県支出金

664,734 

16.2%

村 債

480,100 

11.7%

村 税

419,486 

10.2%

繰入金

283,550 

6.9%

繰越金

271,331 

6.6%

譲与税交付金

140,177 

3.4%

分担金及び負担金

46,444

1.1%

その他

108,780

2.6%

総務費

755,157

20.5%

教育費

590,627

16.0%

諸支出金

507,782

13.8%

民生費

452,186

12.3%

農林商工費

361,833

9.8%

土木費

302,043

8.2%

公債費

251,384

6.8%

衛生費

204,798

5.6%

消防費

135,999

3.7%

その他

120,214

3.3%

人件費

796,371

21.6%

物件費

685,508

18.6%

普通建設事業費

637,480

17.3%

補助費等

457,368

12.4%

繰出金

368,708

10.0%

扶助費

251,756

6.8%

公債費

251,384

6.8%

積立金

138,074

3.8%

その他

95,374

2.7%



  

区  分    内               容 

橋梁長寿命化事業 

【地域づくり課】 

・事後的な修繕、架替えから、予防・計画的なものへの転換により、橋梁の長寿命化及び修繕費用の縮減等を図るため、橋梁

の定期点検（31 橋）を実施。 
１１，５１０，０００円 

舗装修繕事業 

【地域づくり課】 

・円滑な走行環境と安心安全な通行の確保を図るため、幹線道路の損傷した舗装の修繕等を実施。 

舗装工事（村道耳成線） A=1,721 ㎡、測量（村道御園･真弓１号線他） L=  900ｍ 
２０，６４６，３６０円 

健康づくり事業 

【健康づくり課】 

・特定健診に特化したあすか健康プロジェクト【H24～】を継続実施し、加えて、糖尿病性腎症予防事業【H30～】や糖尿病性治

療勧奨【H30～】を新たに取り組み、重症化予防の強化を図った。また、健康ステーション事業【H29～】を継続実施し、重症化と

なる疾患の発症予防に取り組み、多世代にわたる健康意識の向上を図った。 会員数 770 名 

１２，８３１，０８１円 

第 7 期介護保険事業の推進 

【健康づくり課】 

・村の介護保険制度の安定的運用を図るため、介護保険料の改定を実施し、制度の安定的な運営を図った。また、フレイル予

防体操の実施、サロンの拡大（17 カ所）、見守りや安否確認、外出支援など日常生活の支援活動を展開した。【H30～】 
５７４，３６９，９５２円 

子ども子育て支援事業の推進 

【住民課・健康づくり課・教育文

化課】 

・子育て世代包括支援センターでの総合相談窓口や子育て交流・教室等の運営をし、母子の健康管理や虐待防止と子育て世

代への包括的な支援を継続実施。【H28～】 

・不妊治療費助成【H28～】・妊産婦健診助成【H18～】・給食費負担軽減【H28～】・幼稚園保育料軽減【H28～】・小・中学校への

新入学児童・生徒へ入学祝金の支給【H29～】を継続し、経済的な負担の軽減を図った。 

・小学校の空き教室を利用して放課後児童健全育成事業を実施し、適切な遊びと生活の場を提供【H25～】。 

 利用児童数 58 名（通年 47 名 夏休みのみ 11 名） 

９，５９６，７２５円 

 

５，５３７，４６５円 

 

９，７９０，１１０円 

 

子育てアプリ事業 

【健康づくり課】 

・子育てに役立つ情報が手軽に入手できるあすかっこアプリの運営を開始し、子育て交流や不安の軽減を図った。 

会員登録数 142 名。【H30～】（繰越明許分）。 
１，２４５，６７２円 

幼小中学校経営事業 

【教育文化課】 

・特色ある教育として、幼小中一貫教育、英語教育、郷土学習を推進し、幼小中１２年間を通したさらなる連携の深まりや教育

内容の充実を図った。併せて、郷土学習の副読本を改訂。 

・発達障がい等支援が必要な子どもに特別支援講師を配置した。また教育相談員として臨床心理士を雇用し、不登校や問題行

動の未然防止、早期発見・早期対応に努めた。 

５０，１１１，２５７円 

学校施設環境整備事業 

【教育文化課】 
・子どもたちが安心・安全に学習できる環境整備と老朽化した給食センターの設備更新を行った。 

小学校空調機器等設置工事（繰越明許分）、給食センター設備改修工事（受電設備改修、ボイラ購入） 
７３，９９５，１２０円 

 

区  分 内               容 
空き家等の対策及び活用事業 

【総合政策課】 
・既存建物を改修し商業施設として活用する際のリフォームに対し一部助成を実施。（3 件） ５，５０６，５００円 

担い手育成支援事業 

【産業づくり課】 

・農業従事者の高齢化や担い手不足が進展するなか、持続的な営農活動が行えるよう、新規就農者や認定農業者等が行う生

産活動の支援を実施。 （農業次世代人材投資事業（新規就農者支援）4 名、農業後継者支援事業 2 名） 【H22～】 
４，９３７，７１７円 

農業振興施設整備事業 

【産業づくり課】 

・農作業の受託や農産物の集出荷及び農業体験やオーナー制度等の窓口機能等を備えた農業の拠点施設の整備【H28～】 

場所 真弓地内 農業体験施設 A=189 ㎡、農機具収納施設 A=198.99 ㎡、農業情報発信多目的施設 A=232.05 ㎡ 
７３，６６０，４８０円 

有害獣対策事業 

【産業づくり課】 

・有害鳥獣による農作物の被害を抑えるため、猟友会及び捕獲専門員と連携し、個体数の減少に取組むとともに、狩猟免許の

取得・更新助成を行い人材の確保を図った。【H23～】  捕獲数 158 頭（イノシシ 88 頭、シカ 46 頭、アライグマ 24 頭） 
７，２２１，３０１円 

 

区  分 内               容 

世界遺産登録推進事業 

【総合政策課・文化財課】 

・世界遺産登録推進協議会において世界遺産登録に向けての条件整備を行うとともに周知・啓発活動を実施。 

（専門委員会、講演会など啓発事業、推薦書作成準備）【H18～】 
２，８２１，５００円 

観光交流活性化事業 

【産業づくり課】 

・明日香村の価値（歴史・文化・自然等）を国内外に広く伝えることで、来訪客増加と交流を促進するとともに、地域振興及び地

域経済の活性化を図るため、光の回廊、彼岸花祭等を実施。 
１２，０００，０００円 

教育旅行推進事業 

【産業づくり課】 

・地域の特性を活かした滞在型の体験交流プログラムとして、国内外から教育旅行の誘致を促進し、地域の活性化及び地域経

済の発展を図った。【H23～】 受入泊数 5,672 泊 
３，０００，０００円 

駅前広場整備事業 

【地域づくり課】 

・飛鳥観光の玄関口として、観光情報等の提供や道路利用者等への快適な交通環境の提供を図るため、便益施設等を整備。

公衆トイレ 建築面積 A=106.4 ㎡、駐車場 大型 4 台、小型 46 台、身障者用 2 台 
７５，９７７，２４０円 

観光拠点施設整備事業 

【産業づくり課】 

・飛鳥駅前の総合案内所を改修し、飛鳥観光のワンストップ窓口として整備するとともに、総合案内拠点としての体制整備を実

施。  A=169.98 ㎡【H30～】 
２４，００５，１６０円 

飛鳥宮跡保存活用事業 

【文化財課】 

・飛鳥宮跡の確実な保存と有効な活用に向け、県と連携して史跡の追加指定及び公有化を促進し、飛鳥宮跡活用委員会を設

置して、活用基本構想を策定。【H25～】 史跡指定面積 35,927.28 ㎡ 
２２７，９７０円 

牽牛子塚古墳等整備事業 

【文化財課】 

・牽牛子塚古墳と越塚御門古墳の保存・活用に向けて整備工事を実施。 

史跡地整備（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工・補強盛土工・法面整形工等）【H25～R2】 
９１，０１９，９５２円 

日本遺産魅力発信事業 

【文化財課】 
・日本遺産「日本国創成のとき～飛鳥を翔た女性たち～」を国内外に発信し、観光振興による地域の活性化を実施。【H27～】 ５１５，３００円 

里山景観修景事業 

【総合政策課】 

・歴史的風土にふさわしい里山景観の修景を行うため、生活環境や景観に影響を及ぼす竹林の伐採を実施。 

（間伐・整理 5,010 ㎡ 岡、祝戸、上、川原、豊浦）【H30～】 
４，６９２，６００円 

 

区  分 内               容 

村民協働事業 

【総合政策課】 

・景観づくり協議会による景観形成活動に対する景観配慮意識向上への支援を実施。【H23～】  ３６５，５００円 

・大字単位の景観、環境美化の維持・保全及び伝統行事の継承に対する支援を実施。【S55～】 ３９，８０３，４５０円 

・住宅等の新増改築に伴う屋根、外壁及び石積みに対する支援を実施。【S55～】  ４６，２９６，８００円 

地域おこし協力隊事業 

【総合政策課】 

過疎地域に認定された本村において、地域外から定住し、活動を行う人材の積極的な受入を実施。 

（農業分野 1 名、観光分野 2 名）【H29～】 
１０，８０３，３３８円 

社会連携事業 

【総合政策課】 

・大学との地域連携【H17～】 

  学生ボランティア活動（清掃、イベント）・講座の開催（東京、明日香小学校）・大官大寺ＣＧ及び解説本作成 
４，６５８，４８２円 

芸術文化事業 

【教育文化課】 

・村内在住の芸術家による作品展や音楽会の開催、公民館を活動拠点とする文化団体等や次代を担う子どもたちの日頃の練

習成果を発表する場を設けるなど、文化の香り高い村づくりを推進した。また、各集落に伝わる伝承等をまとめた冊子「繋 明

日香村の大字に伝わるはなし」の刊行支援。 

１１，０７２，６６４円 

新庁舎建設推進事業 

【総合政策課】 

・新庁舎建設に係る用地取得に向けた協議及び基本設計における調査及び検討を実施。 

（用地測量・地質調査・収用法に基づく事業認定申請協議・地区計画策定協議・基本設計検討業務） 
１３，９８０，１４０円 

 

働きたくなる村づくり 商工業  農林業 

魅力を磨きつづける 歴史・文化・景観  魅力のＰＲ  来訪者の受け入れ体制 

村民等との協働 地域住民  各種団体  企業  ＮＰＯ  学校等との連携・協働 


