
令和２年度 町政のあらまし
～みなさんと共に「いい町」づくり～

手洗いして新型コロナウイルスに打ち勝つぞ！（真美ヶ丘第二小学校附属幼稚園）

令和２年５月

広 陵 町
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昨年１２月、中国武漢市で確認された新型コロナウイルス感染症は、グローバル社

会を反映し、世界へ瞬く間に広がりました。４月１６日には、緊急事態宣言が全都道

府県を区域として発表されました。しかし、皆さまの外出自粛努力が実を結び、奈良

県を含む３９県で宣言が解除されました（令和２年５月２０日現在）。しかし、再度

感染症拡大の懸念もあり、依然として予断を許さない状況が続いています。

このような中でも、町民皆さまの生活をお預かりしている以上、町政を停滞させる

わけにはまいりません。日本全体の経済状況を見据え、できる限りの住民サービスを

進めてまいります。また、皆さまの生活水準が維持できるよう、県や国の補助金等を

活用しながら、各種施策を進めてまいります。

昨年７月、広陵町は内閣府から「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されました。ＳＤＧｓ

とは、「持続可能な開発目標」のことで、経済発展を推進しつつも、海や陸の自然環

境や人々の生活環境を破壊せず、飢餓や病気、教育の不平等などで誰一人取り残さな

い取り組みをいいます。広陵町においても、新型コロナウイルス感染症がさまざまな

場面で影響しておりますが、これを機に「持続可能なまちづくりとは何か」を改めて

考え直していく必要があります。

経済情勢が厳しくなりつつも、誰もが豊かで安全に、また元気に暮らせるまちを続

けられるよう町政を進めていくため、「みなさんと共に『いい町』づくり」をキャッ

チフレーズに、町民の皆さまの意見に耳を傾け、さらなる住民サービスの向上を目指

し、住みよい・元気なまちづくりを進めてまいります。今年度も引き続き皆さまのご

理解とご協力をお願いいたします。

令和２年５月２０日

広陵町長 山村 吉由

Ⅰ はじめに
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②「安全な町」の実現
大災害に備え、避難連絡体制の整備、地域と協働で行う地域防災訓練

の充実、防災資機材の整備や感震ブレーカーの普及など防災体制の充実

を図ります。

Ⅱ 令和２年度 ３つの重点項目

①「豊かな町」の実現
箸尾準工業地域の整備をはじめとする土地活用の推進、（一社）広陵

町産業総合振興機構「なりわい」による地域まるごと商品化など、自立

した豊かな町の実現を図ります。

③「元気な町」の実現
「健康長寿奈良県一」を目指し、地域の輪が広がりを見せている地域

巡回型健康教室「広陵元気塾」や広陵町介護予防リーダー「ＫＥＥＰ」

による介護予防教室の実施、一人ひとりの子どもが健やかに成長できる

ような切れ目のない支援を図ります。

○協働のまちづくり
○地域活性化
○産業振興
○企業立地 など

豊かな町

○防災・防犯
○危機管理
○公共交通
○インフラ整備 など

安全な町
○健康推進
○地域福祉
○子ども・子育て
○学校教育 など

元気な町

みなさんと共に「いい町」づくり
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・町 税 ……住民税や固定資産税など皆さまに納めていただく収入です。

・分担金及び負担金……特定の事業に対して皆さまに負担していただく収入です。

・使用料及び手数料……施設の使用料や証明書の発行手数料などの収入です。

・繰 入 金 ……貯蓄の取り崩しなどによる収入です。

・財産収入 ……町有地の貸付などの収入です。

・地方交付税 ……収入と支出における不均衡を調整するために国から交付され

る収入です。

・国・県支出金 ……国や県が使途を特定して交付される収入です。

・地方譲与税 ……国が徴収した特定の税収を基準に

従って交付される収入です。

・町 債 ……町が金融機関などから借り入れる

収入です。

Ⅲ 令和２年度一般会計予算の概要

歳入では、個人・法人町民税や固定資産税などの町税が４１億６,２８５万円で最も多
く、全体の３１．５％を占めており、続いて国・県支出金が１９．６％、地方交付税が１７．２
％の順になっています。
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・議 会 費 ……議会の運営に関する経費です。

・総 務 費 ……職員や施設に対する全般的な管理などに関する経費です。

・民 生 費 ……児童、高齢者や障がい者などの福祉に関する経費です。

・衛 生 費 ……ごみ処理、病気予防などに関する経費です。

・農商工費 ……農業や商工の振興などに関する経費です。

・土 木 費 ……道路や河川、公園などの整備に関する経費です。

・消 防 費 ……消防活動、防災関係に関する経費です。

・教 育 費 ……学校や図書館などに関する経費です。

・公 債 費 ……道路や公共施設などを整備するために借り入れ

たお金の返済に関する経費です。

歳出（目的別）では、児童、高齢者や障がい者などの福祉に使われる民生費が４５億
５,１６１万円で最も多く、全体の３４．４％を占めており、続いて土木費が１４．２％、教育
費が１２．４％の順になっています。
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・人 件 費 ……職員の給与や議員・非常勤職員の給与や報酬などの経費です。

・物 件 費 ……旅費、事務用品、電気代、ガス代、通信費などの消費的性質を

もつ経費です。

・扶 助 費 ……高齢者や児童などの医療費の補助、児童手当、介護に要する経

費です。

・補助費等 ……講師謝礼などの報償費や保険料、負担金や補助金などの支払い

に関する経費です。

・公 債 費 ……道路や公共施設などを整備するために借り入れたお金の返済に

関する経費です。

・普通建設事業費……道路、学校、庁舎などの公共施設や

公用施設の建設事業のための支払い

に関する経費です。

歳出（性質別）では、扶助費が２６億４，９０１万円で最も多く、全体の２０．０％を占めて
おり、続いて人件費が１６．７％、物件費が１５．２％の順になっています。扶助費につい
ては、高齢化の影響で年々増加しています。
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町民一人あたりの一般会計予算 ３７７,６７７円

（３月末現在 ３５,０３０人で計算）

議 会 費

３，７３８円

総 務 費

３７，７４５円

民 生 費

１２９，９３５円

衛 生 費

３７，３９４円

農商工費

８，３５９円

土 木 費

５３，５９７円

消 防 費

１５，３８３円

教 育 費

４６，８０４円

公 債 費

３４，０１０円

そ の 他

１０，７１２円
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普通会計地方債現在高等の推移

(単位：百万円)

正職員数の年度別推移（過去10年間）

正職員の数は、行財政改革の推進のため抑制してまいりましたが、定年退職者及び

再任用職員の推移を見据えながら、適正な定員管理を行うことで将来に備えるべきと

考えます。

総人件費を抑制しなが

ら、会計年度任用職員や

経験豊かな外部人材の活

用も行ってまいります。

地方債残高は、平成２７年度から平成２９年度にかけて実施した庁舎耐震工事、給食センター建設

工事、小中学校空調設置及び広陵北かぐやこども園建設と大型事業を立て続けに行ったこと、また、

令和２年度については、箸尾準工業地区道路整備事業や西小学校増築事業の財源として地方債を

予定しているため増加しています。

基金残高は、上記大型事業に伴う財源確保のため減少しています。なお、令和２年度は土地開発

公社への貸付を行うための財源として７億円を基金から取り崩すことを見込んでいます。この貸付金

については、別途債権として管理します。

□年度末貸付金残高

H２８ H２９ H３０ R１ R２

11,129 11,479 11,282 11,214 11,515
1,132 1,014 1,032 1,076 1,126

111 93 83 67 66
728 729 730 729 798

2,845 2,775 2,834 2,672 1,506
700

1,923 1,814 1,815 1,607 488
208 228 248 268 196
714 733 771 797 822

うち財政調整基金
うち減債基金

うちその他基金

年度末地方債現在高
公債費（元金、繰上償還含む）

公債費（利子）
交付税算入された公債費

年度末基金残高
年度末貸付金残高

2,206

1,506

700
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重点項目の１つ目は、『豊かな町』の実現です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、国内外

の経済状況が一変しました。これまでの経済政策を

考え直し、何が「豊か」なのかを改めて考え直す時

期が来ています。

広陵町では、昨年７月に内閣府から「ＳＤＧｓ未

来都市」に選定され、「ＳＤＧｓ：持続可能な開発目標」の取り組みを推進してまい

ります。将来に向かって持続可能なまちであり続けるために、広陵町のまちづくりに

何が必要なのか、もう一度原点に立ち返って考え、町民の皆さまとともにまちづくり

を進めていく必要があります。

◎自治基本条例制定支援業務 ２２０万円

みんなでまちづくりを進めていく際に共有する理念

や基本的なルールを定める「自治基本条例」の制定に

向け、条例条文案の策定を進めます。令和３年４月の

施行を目指しており、審議会や住民ワークショップの

開催を進めていきます。

◎（一社）広陵町産業総合振興機構「なりわい」運営事業 １,５００万円

今年３月に町全体の産業の底上げを行うため（一社）

広陵町産業総合振興機構「なりわい」を設立しました。

今後は、農業、商工業、観光等、産業の総合的な振興

に向けた企画・調査分析・事業施策など町全体をまるご

と商品化する地域商社の役割を担っていきます。

◎ビジネスサポートセンター開設事業 １,５１５万円

中小企業・小規模事業の中間支援組織、新規起業の支

援を中心に、農業も含めた産業全体をサポートするビジ

ネスサポートセンター「Ｂｉｚ」を今年度末に設立し、

町内各産業の相談窓口として運営していきます。

１ 豊かな町の実現
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◎特定農業振興ゾーン設定地区における耕作条件改良事業 １,８２３万円

奈良県から指定を受けた特定農業振興ゾーン（寺

戸地区・百済川向地区）において、農道や水路の農

地整備を行うとともに、新たな農業者の確保などを

展開します。
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重点項目の２つ目は、『安全な町』の実現です。

新型コロナウイルス感染症は世界で猛威をふるっ

ています。広陵町でも数名の感染者が報告されてお

りますが、今後は新たな感染者が発生しないよう、

全力で感染予防に努めてまいります。

防災面では、近年の気候変動の影響で、大雨・洪

水などの水害が頻発しており、河川の多い広陵町で

も被害を最小限に留めるよう、ため池・遊水池整備を中心に取り組んでまいります。

防犯面では、犯罪のないまちづくりを推進することを目的として、大字及び自治会

が自主防犯活動の補完として行う防犯カメラの設置補助金交付事業を継続します。ま

た、令和２年４月に「広陵町犯罪被害者等支援条例」を制定し、犯罪被害者やその家

族の被害の早期回復及び軽減を図るとともに相談窓口を設置し、安全で安心して暮ら

すことのできる地域社会の実現を目指します。

ごみ処理課題については、「山辺・県北西部広域環境衛生組合」で令和５年度の稼

働に向けて事業展開しており、ごみ処理の広域化に伴うごみの中継施設においては、

本年４月から「まほろば環境衛生組合」を安堵町、広陵町及び河合町の３町共同で設

置し、稼働に向けて事業を進めております。なお、現施設の操業停止後の跡地利用に

ついて、ごみ処理町民会議で協議を重ねております。

このほか、西校区認定こども園整備や箸尾準工業地域の整備に係る道路などのハー

ド面の整備においても、町の一体的・持続的発展を見据え、計画的な土地利用を推進

し、広陵町が誇るみどりの環境と都市的環境が調和した良好なまちづくりを進めてま

いります。

◎感震ブレーカー設置補助金交付事業 １５０万円

阪神淡路大震災や東日本大震災の教訓から、地震に

よる火災の大きな原因となる通電火災や復電火災を防

ぐため、町民の皆さまが行う感震ブレーカー設置に対

して補助を行います。

◎防災備蓄倉庫整備事業 ３８０万円

避難所基本計画に基づき、発災直後に必要となる資機

材及び毛布などの備蓄品を収納する備蓄庫及び備蓄スペ

ースの確保を行います。

２ 安全な町の実現
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◎広陵元気号運行事業 ６,８００万円

昨年１０月にダイヤ、ルート改正などを行いました。

今後も限られた予算を有効活用しながら、さらなる利

便性の向上を目指します。

◎平成緊急内水対策事業 １億６,６８０万円

近年頻発する台風等による豪雨災害に対処するため、

合流する河川や水路が流れ込まなくなったことで氾らん

する「内水浸水被害」を減少させるため、遊水池の適地

として選定された箇所において県と連携して事業を進め

ます。

◎犯罪被害等支援事業 ４５万円

◎防犯カメラ設置事業（補助金交付事業） １００万円

◎道路橋りょう事業

・箸尾準工業地区道路整備事業 ２億９,９８７万円

・赤部２６号線整備事業 ７,５００万円

・百済（淵口）道路整備事業 ２,０００万円

・橋りょう長寿命化修繕事業 ９００万円

・南郷３号線整備事業 ５８０万円

・百済３号線整備事業 ２００万円

◎沢地区清福寺池護岸整備事業 ５,０００万円

◎防災重点ため池防災減災整備事業 ２,８７０万円

◎都市公園整備事業（西谷公園ほか） １億６００万円

◎山辺・県北西部広域環境衛生組合負担金 ３,９１０万円

◎まほろば環境衛生組合負担金 ３,０８８万円
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重点項目の３つ目は、『元気な町』の実現です。

日常生活における適度な運動、適切な食事、禁煙

や定期的な健診など普段からの心掛けが健康寿命を

延ばす鍵であると言われています。

今年度も地域の輪が広がりを見せている地域巡回

型健康教室「広陵元気塾」や広陵町介護予防リーダ

ー「ＫＥＥＰ」による介護予防教室の実施、「健康

長寿奈良県一」を目指して、町民一人ひとりが健康

意識を高めることができる取り組みを進めてまいります。

また、広陵西小学校の児童数増加に伴い、増築工事を実施するとともに、西校区の

認定こども園についても整備を進め、子育てに関連する事業について限りある予算を

有効に活用してまいります。

◎広陵西小学校増築等工事 ５億１,５４０万円

広陵西小学校の児童数増加に伴う教室不足を解消す

るため、教室等の増築および給食室の増改築工事を実

施します。

◎西校区認定こども園整備事業 １億３,７８３万円

令和５年度の開園を目指して開園予定地等の用地取得な

どを実施します。

◎産後ケア事業 ５４万円

分べん施設退院後から一定の期間、助産師等の看護職が

中心となって、母子に対して母親の身体的回復と心理的な

安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育

み、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援しま

す。

３ 元気な町の実現
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◎地域子ども・子育て支援事業（利用者支援事業） ５４５万円

子育て支援を円滑に利用できるよう保育コンシェルジュ

を配置し、けんこう推進課（保健センター）と共同で「子

ども・子育て相談センター（子育て世代包括支援センター）」

を設置し、多様化する保護者の相談内容やニーズに対応しま

す。

作業療法士が各園を訪問して児童の個別の状況を見極め、

児童に合った保育・教育を保育士などと共に構築します。

◎地域巡回型健康教室（広陵元気塾） ６５万円

◎予防接種に係る費用の補助 １億１,３５０万円

◎妊婦健康診査費用の助成（１４回分） ２,３００万円

◎がん検診受診率向上の取り組み １０２万円

◎病児・病後児保育事業 ５８５万円

◎こんにちは赤ちゃん事業（家庭訪問） ２０２万円

◎子育てサポート事業 ２４０万円
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３５億２,９７０万円

対前年度比 ７.５％増

国民皆保険を将来にわたって維持していくため、

平成３０年度から県と市町村がともに国民健康保険

の保険者となり、それぞれの役割を担っています。

「同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住

んでも保険料水準が同じ」を目指し、県が財政運営

主体となり、県全体の医療給付に必要な費用を算出

し、各補助金を差し引いた金額を各市町村に「納付金」として決定することにより、

市町村はその納付金に必要な額を国民健康保険税として賦課しています。

広陵町におきましても、納付金に対応すべく保険税率の調整を段階的に行い、財政

調整基金を活用しつつ、被保険者の負担調整を図ってまいります。

また、平成３０年度から県単位化によって立ち上げられた国保事務支援センターで

「医療費通知」、「差額通知」など、県域で実施することにより効果的・効率的とな

る医療費適正化・保健事業の取り組みを進めるとともに、納付につきましても、引き

続き収納部門と連携を取りながら国民健康保険税の収納率の向上や納付期限内納付を

促進してまいります。

今後とも、県や県内市町村と協力し、国民健康保険の各事務事業の適正な運営に努

めてまいります。

Ⅳ 令和２年度各特別会計予算の概要

国民健康保険特別会計
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令和２年度 国民健康保険特別会計歳出予算 ３５億２，９７０万円

総務費

29,975
0.85%

保険給付費

2,493,625
70.65%

保険事業費納付金

951,964
26.97%

保健事業費

46,735
1.32%

その他

7,401
0.21%

単位:千円

令和２年度 国民健康保険特別会計歳入予算 ３５億２，９７０万円

国民健康保険税

727,536
20.61%

国・県支出金

2,530,406
71.69%

繰入金

260,758
7.39%

諸収入

11,000
0.31%

単位:千円

令和２年度 国民健康保険の被保険者数（R2.4.1現在）

国民健康保険の

被保険者
7,223

20.62%

後期高齢者医療保

険の被保険者
4,172

11.91%

社会保険の被保険

者など
23,635
67.47%

単位:人
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４億６,０５０万円

対前年比 １４.７％増

後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費が増大する

中、現役世代と高齢者世代の負担を公平でわかりやす

いものとし、社会全体で高齢者の医療を支えることに

より国民皆保険制度を将来にわたり持続可能なものと

なるよう、平成２０年度にスタートいたしました。

広陵町では、奈良県後期高齢者医療広域連合ととも

に、健康診査や人間ドック・脳ドックの助成事業、７５歳、８０歳及び８５歳到達の

方に「お口の健康診査」事業などを実施し、被保険者の健康保持及び増進、生活の質

の向上、疾病予防や重症化の軽減を図り、健康寿命の延伸に取り組んでいます。また

介護予防事業や保健事業とも連携を図り、高齢者の健康づくりに努めています。

今後も、高齢者の皆さまが、安心して医療を受けられ、地域で健康的な生活を過ご

していただけるよう、引き続き広域連合と緊密な連携を取りながら、適正な事務運営

に努めてまいります。

後期高齢者医療特別会計

被保険者
（７５歳以上の者 ・ 一定の障がいがあると認

定された６５歳以上）

公費 （約５割）
【 国：都道府県：市町村 ＝ ４：１：１ 】

奈良県後期高齢者医療広域連合　医療費の財源内訳

患者負担

高齢者の保険料
１割

後期高齢者支援金 （若年者の保険料）
約４割

口座振替・

銀行振込等

(普通徴収)

年金から

天引き

(特別徴収)

後期高齢者の

心身の特性に

応じた医療

サービス

各医療の保険料

交付

一括納付

社会保険

診療報酬

支払基金

医療保険者

健保組合、

国保等

各医療保険（健保、国保等） の被保険者

（０～７４歳）
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（保険事業勘定） ２４億１，２５０万円

対前年度比 ３.０％増

（介護サービス事業勘定） １，５５０万円

対前年度比 １０.７％増

介護保険制度は、介護が必要になった高齢者を社会全体で支

えるしくみとして平成１２年度に開始され、制度改正を加えながら

安定的な運営に努め、高齢者の介護になくてはならないものとして

定着・発展しています。

本年は、第８期介護保険事業計画の策定年度であり、介護や

支援を必要とする状態になっても、安心して住み慣れた地域で生活

できる地域づくりである地域包括ケアシステムの深化・推進はも

とより、認知症「共生」・「予防」の推進、持続可能な制度の再構築・介護現場の革

新などについても進めていくことが求められています。

また、保険者機能を強化し、利用者のニーズに応えながら、適正なサービス提供に

も努めてまいりたいと考えております。

介護保険制度を安定的に継続していくためには、町民の皆さまと共に地域づくりを

検討していくことが重要であり、住民の自助と互助の仕組みづくりでもある生活支援

体制整備事業も進めてまいります。

被保険者数 認定者数 認定率

（人） （人） （％）

令和元年度 8,771 1,301 14.83

令和２年度 8,974 1,366 15.22

介護保険特別会計

＜保険事業勘定の主な費用＞

○介護保険給付費 ２２億８，５８３万円

・介護保険サービス支給費用

○地域支援事業費 １億 ５０万円

・日常生活支援事業

・一般介護予防事業

・包括的支援、任意事業

＜介護サービス事業勘定＞

○事業所管理費 １，５５０万円



- 18 -

１,９５０万円

対前年度比 １７.７％減

墓地事業は、現在までに１,１９４区画を整備し､環境に配慮

することはもちろん、利用者や希望者のニーズに効率よく応え

ることでその役割を果たしています。

現在ご利用いただいている区画については、環境の美化を損

ねないように引き続き適切な維持管理に努めてまいります。

また近年の祭祀の変化に伴い、「墓じまい」をされる方が増

加していることから、無宗教で安価に納骨していただける合葬

墓を設置し、昨年６月から供用開始しました。

３億９４０万円

対前年度比 ５.５％増

学校給食は、発育盛りの児童・生徒に対し

て栄養のバランスとおいしさを考慮し、安全

で安心な給食を提供することを目的に、町管

理栄養士、学校栄養教諭、委託業者、食材納

入業者が一丸となって実施しています。

多様化する食物アレルギーには可能な限り

対応した給食を提供するとともに、保護者、学校、関係機関と連携を密にして、さら

なる改善を加えつつ、安全・安心でおいしい給食の提供に努めています。

また、学校給食は食育における「生きた教材」であると考えており、食べる意欲を

高めるための献立検討や、「ならの日」などの日を設定し、地産地消の推進や地域の

食文化、食に関する正しい知識を習得するとともに、感謝の心を育むことなどを目標

に「食育」指導につなげてまいります。

安全・安心な「食」の提供はもちろんのこと、望ましい食生活が実践できるよう、

また、児童・生徒のすこやかな成長の一助となるよう努めてまいります。

墓地事業特別会計

学校給食特別会計
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（収益的収支予算）
収入 ９億 １７５万円
支出 ９億５,８１１万円

対前年度比 収入 １．７％減
支出 ５．２％増

（資本的収支予算）
収入 ８,９８８万円
支出 ８億１,９８８万円

対前年度比 収入 １０．０％減
支出１０８．７％増

広陵町の水道事業は、昭和３２年４月１日に共用開始しました。その後、住宅地の

拡大等に伴い水道の整備を進め、現時点で整備率は１００％に達しており、現在は主

として維持管理を行っています。

耐震整備事業については、災害時に重要拠点となる避難所での飲料水確保のため、

避難所までの管路である重要給水配水管を中心に耐震管への更新を進めます。また、

水道工事による断水や消火栓の使用により、水の流れる速さや方向が変化した際、水

道管に長年蓄積した錆びた鉄分がはく落して赤水が発生します。その対策として水道

管内の付着物を取り除く洗管を計画的に実施します。

今後も、町民の皆様の健康で文化的な生活を支えるライフラインとして、災害時に

おける飲料水の確保に努めるとともに、より安定した水道水の供給を行い、安心して

利用いただけるよう適正かつ効率的な運営に努めてまいります。県営水道を受水する

市町村と県による県域水道一体化も視野に協議を進めてまいります。

◎重要給水施設配水管耐震整備事業 ２億２,５００万円

（給水人口及び給水量の推移）

Ⅴ 令和２年度水道事業会計予算の概要

給水人口　　　　　   (人) 34,391 34,423 34,743 34,911 34,968 35,021 34,948 34,916 35,030

1人1日最大給水量 (㍑) 351 331 323 327 325 451 348 344 323

1人1日平均給水量 (㍑) 298 291 285 285 283 287 293 285 278

施設配水能力  (m3/日) 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

配水量　　　　　  　 (m3) 3,746,435 3,651,371 3,619,156 3,634,431 3,624,822 3,670,151 3,741,272 3,633,942 3,565,344

県水申込水量 　   (m
2) 2,820,000 2,820,000 3,467,000 3,467,000 3,447,000 3,460,000 3,453,000 3,498,000 3,560,000

県水使用水量 　   (m3) 2,853,463 3,166,926 3,619,156 3,634,431 3,624,822 3,665,699 3,733,341 3,633,942 3,693,608

自己水使用水量   (m3) 892,972 484,445 0 0 0 0 0 0 0

有収水量 　　　  　 (m
3
) 3,525,541 3,523,239 3,556,122 3,502,946 3,502,086 3,506,655 3,486,339 3,474,332 3,480,630

有収率 　　　　　    (％) 94.10 96.49 98.26 96.38 96.61 95.55 93.19 95.61 97.62

28 29 30 31
　　　　　　　　　　年　度
項目

23 24 25 26 27
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（収益的収支予算）
収入 １１億８,１７２万円
支出 １０億７,３０７万円
対前年度比 収入 ６．１％減

支出 １．３％減

（資本的収支予算）
収入 ４億３,５７８万円
支出 ７億２,０１６万円

対前年度比 収入 ９．０％減
支出 ５．７％減

下水道は、快適な生活環境を確保するために公共用水域の水質を保全し、公衆衛生

の向上を図るうえで必要不可欠な施設です。

下水道を使用できる家庭は、令和２年３月現在で、町全体の９４.２％にあたる１

万２,４９４世帯となり、県下でも一、二位を競う整備状況となっています。公共下

水道を利用されている家庭の割合である水洗化率は９３.３％であり､今後も接続促進

を図ってまいります。

下水道未整備区域につきましても、計画的に整備を行ってまいります。

既設の下水道施設については、下水道ストックマネジメントの基本計画を策定し、

長期的な視点で下水道施設全体の老朽化の進捗状況を考慮し、優先順位付けを行った

うえで施設の点検調査、修繕改築を実施してまいります。

◎都市水環境整備下水道事業 １億３,１００万円

Ⅵ 令和２年度下水道事業会計予算の概要
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各会計の令和２年度当初予算額一覧

以上が令和２年度各会計の当初予算における主要な事業と施策です。

総額で２２０億８２８万円となり、対前年度比で１２.５％増となっています。

今年度も「みなさんと共に『いい町』づくり」を推進するため、安心して暮らせる

希望に満ちた町の実現に向け、町民の皆さまと共に知恵を出し合い、汗を流し、限り

ある資源を最大限に有効活用しながら、将来の広陵町の発展を見据えた事業を展開し

てまいります。

共に「ふるさと広陵」をつくるため、町民の皆さまの格段のご理解とご協力をお願

いいたします。

Ⅶ むすびに

会　計　名 予　算　額 対前年度比

一般会計 １３２億３,０００万円 １８．０％

国民健康保険特別会計 ３５億２,９７０万円 ７．５％

後期高齢者医療特別会計 ４億６,０５０万円 １４．７％

介護保険特別会計 ２４億２,８００万円 ３．１％

墓地事業特別会計 １,９５０万円 ▲１７．７％

学校給食特別会計 ３億　 ９４０万円 　５．５％

水道事業会計（収益的支出） ９億５,８１１万円 ５．２％

下水道事業会計（収益的支出） １０億７,３０７万円 ▲１．３％

総　　　　額 ２２０億　 ８２８万円 １２．５％
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＜平成３０年度決算ベース＞

○経常収支比率 93.8％（県内市町村平均98.4%）

経常収支比率とは、財政構造の弾力性を測定する指標です。人件費や扶助費など義

務的経費に支払う割合が高くなると、投資的事業（新規事業）ができなくなります。

○実質公債費比率 8.１％（県内市町村平均 10.0％）

実質公債費比率とは、借金の返済に困っていないかという指標です。近年は借入額が

過去に比べ縮小してきているため、年々比率が下がっています。

参考資料

（％）

（％）
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○将来負担比率 54.8％（県内市町村平均 72.7％）

将来負担比率とは、将来世代に借金を先送りしていないかという指標です。地方債の

償還により、これまでは年々比率が下がっていましたが、小中学校の空調設置や広陵北

かぐやこども園の建設等にあたって地方債を借り入れたことから、平成２９年度から上昇

しています。

（％）
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メ モ



町 民 憲 章

わたしたちは、緑の自然と古い歴史に育まれ、豊かな

未来の創造をめざす広陵の町民です。

○ 広陵町民は、心のふれあいをたいせつにします。

○ 広陵町民は、美しい自然をたいせつにします。

○ 広陵町民は、歴史と文化をたいせつにします。

○ 広陵町民は、老人を敬い、子どもの未来をたいせつにします。

○ 広陵町民は、健康と働くことをたいせつにします。

町の木「モクセイ」 町の花「ヒマワリ」
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