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第１１章 蒜山地域４か町村の財政状況 

 蒜山地域４か町村における普通会計の決算規模と財政構造の流れを表１～５の資料に基

づき昭和３５年度以降平成１２年度まで５年間隔の時点で把握し、そこから見える財政状

況を記すと以下のとおりである。なお、比較のため県内全町村の町村当たり歳入・歳出規

模について付記する。 

 

 第第第第１１１１節節節節 歳入歳入歳入歳入・・・・歳出規模歳出規模歳出規模歳出規模のののの推移推移推移推移 

 

  第第第第１１１１項項項項 歳入歳入歳入歳入・・・・歳出額歳出額歳出額歳出額のののの推移推移推移推移 

 ① 川上村 

 昭和３５年度の決算規模は表１に示すように歳入総額５千９２７万円、歳出総額６千１

２０万円となり、歳入歳出差引（形式収支）は１９３万円の赤字となっている。同年度以

降における決算規模は拡大パタ－ンで推移し、同４０年度の歳入総額は６千６７６万円、

歳出総額は６千６３７万円となり、歳入歳出差引は３９万円の黒字に転換し、その後も黒

字は継続している。 

 同年度以降における決算規模の推移動向を、同年度の歳入額及び歳出額を 1.0 とした指

数で示すと以下のとおりである。 

 歳入と歳出の指数はともに昭和４５年度までは３以下で近似し、同５０年度には９程度

に上昇し、その後も上昇は続き、その上昇過程では歳入の指数の方が上回り、その指数は

平成２年度に４０程度と最高に達し、その後は多少低下し、３８程度の横ばい状態となっ

ている。一方、歳出の指数は平成２年度に３２となり、その後横ばい状態で推移し、同１

２年度に３６と最高を記録している。 

 上記した推移経過のもとで、歳入の指数がピ－クに達する平成２年度は歳入額２３億５

千３８５万円、歳出額２１億２千５４０万円となり、歳入歳出差引２億２千８４５万円の

黒字となっている。一方、歳出の指数が最高を記録する平成１２年度の歳入額は２２億６

千１０６万円、歳出額は２１億８千７３０万円となり、歳入歳出差引７千３７６万円の黒

字となっている。 

 ② 八束村 

 昭和３５年度の決算規模は歳入額５千１４７万円、歳出額５千５１万円となり、歳入歳

出差引（形式収支）は９６万円の黒字となっているが、同４０年度は歳入額９千６６６万

円、歳出額１億１７５万円となり、歳入歳出差引は５０９万円の赤字となっている。しか

し、昭和４５年度の歳入額は２億７千８３４万円、歳出額は２億６千９００万円となり、

歳入歳出差引は黒字に転じ、その後は黒字が継続されている。 

 昭和４５年度以降における決算規模は拡大パタ－ンで推移し、歳入、歳出の指数はかな

り近似している。その両指数は昭和４５年度までは５程度以下と低く、同５０年度には１

６程度に急上昇し、その後も急上昇は続き、平成７年度に５７程度と最高を記録し、その

後は急落に転じ、同１２年度に４５程度となっている。 

 上記の推移経過のもとで、同指数が最高に達する平成７年度の歳入額は２９億１千４４

万円、、歳出額は２８億５千３１０万年となり、歳入歳出差引は５千７３４万円の黒字と

なっている。平成１２年度には決算規模は縮小し、歳入額２３億５千３４０万円、歳出額

２２億７４２万円となり、歳入歳出差引１億４千５９８万円の黒字となっている。 

 ③ 中和村 

 昭和３５年度の決算規模は、歳入額３千５８１万円、歳出額３千３４０万円となり、歳

入歳出差引（形式収支）は２４１万円の黒字となっている。 

 その後における決算規模は拡大を続け、その推移パタ－ンを指数で追跡すると、その指

数は歳入、歳出ともに近似し、昭和４５年度までは３以下と低く、同５０年度には１９程

度に急上昇し、その後、同６０年度まで２０程度の横ばい状態となり、その後は再び急上

昇に転じ、平成１２年度に５１程度と最高に達している。 

 上記の推移経過のもとで、同指数が最高に達した平成１２年度の歳入額は１８億９８８
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万円、歳出額は１７億２千３０７万円となり、歳入歳出差引は８千６８１万円の黒字とな

っている。 

 ④ 湯原町 

 昭和３５年度における決算規模は、歳入額９千６２０万円、歳出額９千１８８万円とな

り、歳入歳出差引（形式収支）は４３２万円の黒字となっている。 

 その後における決算規模は拡大を続け、その拡大パタ－ンを指数で追跡すると、その指

数は歳入、歳出ともに全体的に近似し、昭和４５年までは４程度以下、同５０年には９程

度に上昇し、その後、上昇テンポは加速され、平成７年度に３４程度と最高を記録し、同

１２年度には２ポイント程度低下している。 

 上記の推移経過のもとで、同指数が最高に達した平成７年度の歳入額は３３億３千６９

２万円、歳出額は３０億６千２２０万円となり、歳入歳出差引は２億７千４７２万円の黒

字となっている。平成１２年度に決算規模は幾分縮小し、歳入額は３１億３千４２９万円、

歳出額は２９億６千４９６万円となり、歳入歳出差引は１億６千９３３万円の黒字となっ

ている。                                    

 ⑤ 歳入・歳出決算規模の町村間比較 

 以上に記述したように、蒜山地域内４か町村における歳入、歳出の決算規模には町村間

差異がみられる。そこで４か町村の決算総額の町村別構成比をみると以下のようである。

なお、歳入総額と歳出総額における町村別構成比は近似しており、ここでは歳入総額につ

いて、昭和３５年度、同４０年度、そして歳入総額が急上昇に転じた同５０年度、さらに

歳入総額が最高に達し、その後下降するなどの変化がみられる平成年代の時点について記

述する。 

 昭和３５年度の歳入総額は２億４千２７５万円となり、その町村別構成比は湯原町

39.5% 、川上村 24.3% 、八束村 21.4% 、中和村 14.8% の順になっている。昭和４０年度

の歳入総額３億９千８０６万円の町村別構成比は、湯原町 49.5% 、八束村 24.4% 、川上村

16.8% 、中和村 9.3%の順になり、前回年度と比べた川上村と八束村の順が入れ替わってい

るが、この順位は同５０年度及び昭和平成２年度を除き維持されている。 

 昭和５０年度の歳入総額２８億６千９７５万円の町村別構成比は、湯原町 29.7% 、八束

村 28.5% 、中和村 22.9% 、川上村 18.9% の順になっている。 

 平成２年度の歳入総額８５億８千４０７万円の町村別構成比は、湯原町 33.2% 、川上村

27.4% 、八束村 26.2% 、中和村 13.2% の順になり、同７年度の歳入総額９９億３千１１９

万円の町村別構成比は、湯原町 33.6% 、八束村 29.3% 、川上村 22.4% 、中和村 14.7% の

順になっている。そして平成１２年度の歳入総額９５億５千８６３万円の町村別構成比は、

湯原町 32.8% 、八束村 24.6% 、川上村 23.7% 、中和村 18.9% の順になっている。 

 上記したように歳入総額の町村別構成比には年度間差異がみられる。そこで昭和３５年

～平成１２年度間における５年刻みの平均をみると、湯原町 36.9±5.7% （変動係数１５）、

八束村 26.7±2.6% （同１０）、川上村 21.6±3.7% （同１７）、中和村 14.8±3.7% （同２

５）の順となっている。なお、歳出総額の町村別構成比の平均は、湯原町 36.9±5.4% （同

１５）、八束村 26.9±2.8% （同１０）、川上村 21.6±3.7% （同１７）、中和村 14.6±3.7% 

（同２５）の順になっている。                          

      ⑥ 岡山県内町村 

 岡山県内全町村の町村当たり歳入・歳出規模をみると以下のようである。 

 昭和３５年度における決算規模は、歳入額６千６８６万円、歳出額は６千３９１万円と

なり、歳入歳出差引（形式収支）は２９５万円の黒字となっている。 

 昭和３５年度以後における決算規模は歳入額、歳出額ともに拡大パタ－ンで推移し、そ

の推移過程を指数で追跡すると以下ののようである。 

 その歳入、歳出の指数は近似し、昭和４５年度までは５以下と低く、その後、上昇速度

は加速され、同５０年に１６、同５５年度に３２となり、この年度以降、同指数は蒜山地

域４か町村を上回り、同６０年度には３６と上昇速度はいくぶん停滞し、その後は加速さ

れ、平成７年度に６５と最高を記録し、４か町村の中で最高を示す八束村の５６を１０ポ

イント近くも上回っている。平成１２年度の指数は前回年度より２ポイント程度低下して
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いる。 

 上記した推移経過のもとで、同指数が最高に達した平成７年度における歳入額は４３億

５千７４７万円、歳出額は４１億４１０万円となり、歳入歳出差引は２億５千３３７万円

の黒字となっている。平成１２年度の決算規模は幾分縮小し、歳入額４２億４千２６７万

円、歳出額３９億７千１０７万円となり、歳入歳出差引２億７千１６０万円の黒字となっ

ている。 

 

第第第第２２２２項項項項 １１１１人当人当人当人当たりたりたりたり歳入歳入歳入歳入・・・・歳出額歳出額歳出額歳出額のののの推移推移推移推移                                                                         

 人口１人当たり歳入額と歳出額の推移を表２に基づき昭和３５年度以降５年刻みでみる

と以下で示すとおりである。 

 ① 川上村 

 昭和３５年度における人口１人当たり歳入額は１万７千８４２円、歳出額は１万８千４

２２円となっている。 

 同年以降、１人当たり決算規模は拡大パタ－ンで推移し、その推移経過を昭和３５年度

における歳入額及び歳出額をそれぞれ 1.0 とした指数で追跡すると、その指数は歳入、歳

出とに昭和５０年度までは近似し、その後は歳入の方が上回っている。すなわち、昭和４

５年度までは３程度以下となり、同５０年度には１２程度に上昇し、その後も急上昇は続

き、平成２年度には歳入は５０、歳出は４４となり、その後は緩やかな上昇に転じ、同１

２年度には歳入５２、歳出４９となっている。 

 以上の推移経過のもで、同指数が急上昇した昭和５０年度の歳入額は２１万３千９６８

円、歳出額は２４万２千８９円となっている。同指数が最高近くに達し、その後停滞的と

なる平成２年度の歳入額は８９万１千９４７円、歳出額は８０万５千３８０円となり、同

１２年度には歳入額は９３万４７７円、歳出額は９０万１２３円となっている。 

 ② 八束村 

 昭和３５年度における人口１人当たり歳入額は１万２千１７９円、歳出額は１万１千９

５２円となっている。 

 その後、１人当たり決算規模は拡大パタ－ンで推移し、その推移過程を指数（昭和３５

年＝1.0）で追跡すると、歳入と歳出の指数は近似し、昭和４５年度までは６程度以下とな

り、同５０年度に２０程度に急上昇し、その後も上昇は続き、平成７年度に７７程度と最

高を記録し、同１２年度には歳入は６５、歳出は６２と下降している。 以上の推移経過

のもとで、当初に急上昇した昭和５０年度の歳入額は２５万１千１１円、歳出額は２４万

２千８９円となっている。そして同指数が最高に達した平成７年度の歳入額は９３万４千

３１円、歳出額は９１万５千６２９円となっている。また平成１２年度の歳入額は７８万

６千８２７円、歳出額は７３万８千２１円に減少している。 

 ③ 中和村 

 昭和３５年度における人口１人当たり歳入額は２万４千１９６円、歳出額は２万２千５

６８円となっている。 

 その後、１人当たり決算規模は拡大パタ－ンで推移し、その推移過程を指数（昭和３５

年＝1.0）で追跡すると、同指数は歳入、歳出ともにかなり近似的に推移し、昭和４５年度

までは４程度以下となり、同５０年度には２７程度に急上昇し、その後は緩やかな上昇に

転じ、同６０年度に３１となり、その後は再び急上昇に転じ、平成１２年度に歳入９３、

歳出９５と最高を記録している。 上記した推移経過のもとで、昭和４５年度の歳入額は

１１万６３円、歳出額は９万９千７０４円となっている。同指数が急上昇した昭和５０年

度の歳入額は６２万３千５６１円、歳出額は６１万１千６９０円となり、同指数が最高に

達した平成１２年度の歳入額は２２５万万９千５２５円、歳出額は２１５万１千１４９円

となっている。 

 ④ 湯原町 

 昭和３５年度における人口１人当たり歳入額は１万４千７０９円、歳出額は１万４千４

９円となっている。 

 その後、１人当たり決算規模は拡大パタ－ンで推移し、その推移過程を指数（昭和３５
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年＝1.0）で追跡すると、歳入、歳出の指数は全体的に近似して推移し、昭和４５年度まで

は５程度以下となり、その後、同５５年度まで急上昇して２７となり、同６０年度には３

１程度となり、その後は再び急上昇に転じ、平成７年度に６０前後となり、同１２年度に

は歳入６２、歳出６１と最高を記録している。 

 上記の推移経過のもとで、昭和４５年度の歳入額は７万９千７３６円、歳出額は７万７

千３７８円となり、同指数が急上昇に転じた同５０年度の歳入額は１７万７千５８１円、

歳出額は１８万３千７０１円となっている。その後、同指数が最高近くに達した平成７年

度の歳入額は８９万９千４３９円、歳出額は８２万５千３９１円となり、同１２年度の歳

入額は９１万８６６円、歳出額は８６万１千６５６円と最高を記録している。 

 ⑤ ４か町村間比較 

 上記したように、４か町村における人口１人当たり歳入・歳出規模は年度の進行ととも

に拡大しているが、その規模、同規模の拡大速度及びその最高到達年度には町村間差異が

みられる。 

 各町村における１人当たり決算規模の拡大過程を昭和３５年度の決算規模を１とした指

数で追跡すると以下のようである。 

 １人当たり歳入額は、川上村、中和村、湯原町の３か町村では、全体的に昭和４０年～

平成２年度間は近似して上昇し、その後、川上村は緩やかな上昇に転じ、湯原町は平成７

年度まで急速な上昇を続け、その後は緩やかな上昇となり、中和村は同１２年度まで急速

に上昇して、同１２年度に最高に達している。一方、八束村における同指数は、昭和４５

年～平成７年度間において、他の３か町村を上回り、平成７年度に最高に達し、その後は

下降し、同１２年度に中和村を大きく下回り、反対に川上村と湯原町を上回っている。な

お、１人当たり歳出額の場合は上記の歳入額の場合と全体的に近似している。 

 １人当たり歳入・歳出決算規模は、中和村は昭和４５年度以降において突出して高く、

４か町村の中で首位を占めている。一方、他の３か町村は年度間における変動が比較的大

きく、その規模の町村間順位は一定していない。ちなみに昭和３５年度、同５０年度、平

成２年度、同７年度、同１２年度における歳入額をみると以下のとおりである。 

 昭和３５年度は中和村２万４千１９６円、川上村１万７千８４２円、湯原町１万４千７

０９円、八束村１万２千１７９円の順になり、同５０年度は中和村６２万３千５６１円、

八束村２５万１千１１円、、川上村２１万３千９６８円、湯原町１７万７千５８１円の順

になっている。 

 平成２年度は中和村１２３万１千９９３円、川上村８９万１千９４７円、八束村７０万

５５９円、湯原町６７万５５０円の順になり、同７年度は中和村１７９万８千６４０円、

八束村９３万４千３１円、川上村９０万７千９４円、湯原町８９万９千４３９円の順にな

っている。 

 平成１２年度は中和村２２５万９千５２５円、川上村９３万４７７円、湯原町９１万８

６６円、八束村７８万６千８２７円の順となっている。 

 ⑥ 岡山県内全町村 

 昭和３５年度の人口１人当たり歳入額は７千５６７円、歳出額は７千２３３円となって

いる。 

 同年以降、１人当たり歳入・歳出決算規模は拡大パタ－ンで推移し、その推移過程を指

数（昭和３５年＝1.0）で追跡すると、歳入、歳出の指数は全体的に近似し、昭和４５年度

に６となり、その後は急上昇し、同５０年度に１８、同５５年度には３７に急上昇し、同

６０年度は４１と緩やかな上昇となり、その後は再び急上昇に転じ、平成２年度に７５程

度と最高に達し、その後はおおむね横ばい状態となり、同１２年度に７４前後となってい

る。 

 以上の推移経過のもとで、昭和４５年度の歳入額は４万１千６０４円、歳出額は３万９

千５５２円となっている。同指数が急上昇した昭和５５年度の歳入額は２８万１千１３６

円、歳出額は２６万８千６７１円となっている。その後、同指数が最高に達した平成７年

度の歳入額は５７万４千２０７円、歳出額は５４万８１９円となっている。そして平成１

２年度の歳入額は５７万１千４１３円、歳出額は５３万４千８３４円となっている。 
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 上記した１人当たり歳入・歳出決算規模は前述の４か町村に比べて著しく下回っている。

すなわち、その歳入額と歳出額が全体的に昭和５０年度頃から４か町村の中で最低を記録

している湯原町に比べた歳入額と歳出額における較差は、それぞれ昭和３５年度は７千１

４２円、６千８１６円、同４５年度は３万８千１３２円、３万７千８２６円、同５５年度

は１１万７千１７９円、１１万５千８４８円、平成２年度は２３万円２千９３５円、２１

万５千３９７円、同７年度は３２万５千２３２円、２８万４千５７２円、同１２年度は３

３万９千４５３円、３２万６千８２２円となっている。              

 

 第第第第２２２２節節節節 歳入決算額構成歳入決算額構成歳入決算額構成歳入決算額構成のののの推移推移推移推移 

 

 町村財政における歳入の内訳は、一般財源としての地方税、地方譲与税、地方交付税、

各種交付金、そして国庫支出金、県支出金、地方債、諸収入、その他となっている。 

 本節では第１節で記述した歳入決算額の主要な費目別構成比及び同構成比の特化係数の

推移について表３－１～３－５に基づき町村ごとに記述する。なお、比較のため岡山県内

全町村における同構成比について付記する。                    

             

 

  第第第第１１１１項項項項 歳入決算額歳入決算額歳入決算額歳入決算額のののの費目別構成比費目別構成比費目別構成比費目別構成比のののの推移推移推移推移 

 ① 川上村 

 昭和３５年度における歳入決算額５千９２７万円の費目別構成比は、地方税 10.7% 、地

方交付税 16.3% 、国庫支出金 9.4%、県支出金 41.4% 、地方債 4.8%、その他 17.4% となり、

県支出金が突出している。 

 昭和４０年度における歳入決算額６千６７６万円の構成比は、地方税 15.9% 、地方交付

税 40.3% 、国庫支出金 2.0%、県支出金 12.2% 、地方債 1.9%、その他 27.7% となり、同３

５年度における構成比に比べて地方交付税は24.0ポイント上回り、反対に県支出金は29.2

ポイント下回っている。 

 昭和４０年度以降における同構成比の概数（少数点以下四捨五入）の推移状況をみると、

地方税は同年度に１６％と最高に達し、その後は１０％台を下降基調で推移し、平成２年

度に９％と僅差ながら１０％を切り、最低を記録し、その後は再び１０％台前半で推移し

ている。地方交付税は４０％台を上昇し、昭和５０年度以後は概ね３０％台後半を横ばい

状態で推移し、平成７年度には５０％台に乗り、同１２年度に最高に達している。国庫支

出金は昭和４５年度に１％を切り、その後は概ね５％未満の範囲を推移し、その過程にお

いて平成２年度に８％と最高を記録している。県支出金は昭和４０年度に１２％に急落し、

同４５～５０年度は１０％を割り込み、同５５年度以降は１０％台前半で推移している。

地方債は昭和４５年度に１０％台に達し、同５０年度には急上昇し、２０％と最高を記録

し、その後は１０％台を下降基調で推移し、平成７年度以降は１０％を割り込んでいる。 

 以上の推移経過のもとで、歳入決算額が急速に増大した昭和５０年度における歳入決算

額５億４千３０５万円の構成比は、地方税 14.0% 、地方交付税 35.5% 、国庫支出金 4.0%、

県支出金 7.5%、地方債 20.3% 、その他 18.7% となっている。また、歳入決算額が最高に

達した平成２年度における２３億５千３８５万円の構成比は、地方税 8.8%、地方交付税

38.3% 、国庫支出金 8.1%、県支出金 13.6% 、地方債 10.6% 、その他 20.6% となっている。

そして、平成１２年度の歳入決算額２２億６千１０６万円の構成比は、地方税 11.6% 、地

方交付税 52.5% 、国庫支出金 2.7%、県支出金 14.0% 、地方債 5.1%、その他 14.1% となっ

ている。 

 以上で記述した歳入決算額費目別構成比の昭和３５年～平成１２年度の間における５年

間隔の平均は地方税 11.8±2.0% （変動係数１７）、地方交付税 39.8±10.0%（同２５）、国

庫支出金 4.0±2.7%（同６８）、県支出金 15.0±9.6% （同６４）、地方債 9.7±5.2%（同５

４）となっている。 

 ② 八束村 

 昭和３５年度における歳入決算額５千１４７万円の費目別構成比は、地方税 16.2% 、地
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方交付税 21.7% 、国庫支出金 6.4%、県支出金 45.7% 、地方債 2.9%、その他 7.1%となって

いる。 

 昭和４０年度以降における同構成比の推移状況をみると、地方税は１０％台を緩やかな

下降基調で推移し、平成７年度に僅差ながら１０％を切り、同１２年度には１０％台に乗

っている。地方交付税は３０％台を上昇し、平成２年度に４０％台に乗り、同１２年度に

５０％台に達している。国庫支出金は概ね４％以下の範囲を乱高下し、県支出金は２０％

台を下降基調で推移し、平成７年度以降は１０％を切り、同１２年度に最低となっている。

地方債は昭和４５年度まで３％台で推移し、同５０年度以降は概ね７％前後で推移し、そ

の過程で平成７年度に２０％と突出し、その後３％に急落している。 

 以上の推移経過のもとで、歳入決算額が急速に増大した昭和５０年度における歳入決算

額８億１千９３０万円の費目別構成比は、地方税 10.9% 、地方交付税 29.7% 、国庫支出金

2.2%、県支出金 31.0% 、地方債 7.8%、その他 18.4% となっている。また、歳入決算額が

最高に達した平成７年度における構成比は、地方税 9.6%、地方交付税 44.5% 、国庫支出金

3.8%、県支出金 8.8%、地方債 20.4% 、その他 12.9% となっている。そして、平成１２年

度における構成比は地方税 12.4% 、地方交付税 57.4% 、国庫支出金 2.0%、県支出金 6.4%、

地方債 3.1%、その他 18.7% となっている。 

 以上で記述した歳入決算額費目別構成比の昭和３５年～平成１２年度の間における５年

間隔の平均は地方税 12.7±2.2% （変動係数１７）、地方交付税 36.8±10.0%（同２７）、国

庫支出金 3.9±2.5%（同６４）、県支出金 22.3±11.3%（同５１）、地方債 7.6±5.3%（同７

０）、その他 16.7±4.9% （同２９）となっている。 

 ③ 中和村 

 昭和３５年度における歳入決算額３千５８１万円の構成比は、地方税 10.0% 、地方交付

税 11.7% 、国庫支出金 0.9%、県支出金 3.6%、地方債 0.0%、その他 73.8% となり、その他

のうち財産収入は 71.2% となっている。 

 昭和４０年度以降における同構成比の推移状況をみると、地方税は同４０年度まで１０

％台で横ばい状態となり、その後は１０～５％の範囲を乱高下し、平成２年度以降は４％

前後で推移している。地方交付税は昭和４０年度に３０％台に達し、その後は概ね３０％

台を上昇し、同６０年度以降は５０％台で推移し、その課程で平成２年度に最高を記録し、

その後４０％台となっている。国庫支出金は昭和４５年度に６％と最高を記録し、その後

は概ね３％前後で推移している。県支出金は昭和５０年度に２１％と最高に達し、その後

は１０～８％台の範囲を乱高下している。地方債は昭和４０年度に６％相当額が計上され、

同５０年度には２１％と最高に達し、その後は１０％以下に急落し、同６０年度に４％と

最低を記録し、その後は１０％以下の範囲を上昇し、平成１２年度にはは急上昇し、２０

％に接近している。 

 以上の推移経過のもとで、歳入決算額が急速に増大した昭和５０年度における６億５千

６６１万円の構成比は、地方税 7.0%、地方交付税 19.6% 、国庫支出金 3.4%、県支出金 21.2% 、

地方債 21.3% 、その他 27.5% となっている。また、歳入決算額が最高に達した平成１２年

度の１８億９８８万円の構成比は、地方税 3.9%、地方交付税 42.5% 、国庫支出金 3.9%、

県支出金 10.2% 、地方債 19.4% 、その他 20.1% となっている。なお、平成７年度の歳入

決算額１４億５千５１０万円の構成比は、地方税 3.9%、地方交付税 52.8% 、国庫支出金

3.2%、県支出金 8.6%、地方債 6.9%、その他 24.9% となっている。 

 以上で記述した歳入決算総額構成比の昭和３５年～平成１２年度の間における５年間隔

の平均は地方税 6.9±2.6%（変動係数３８）、地方交付税 38.1±14.0%（同３７）、国庫支出

金 3.0±1.5%（同５０）、県支出金 10.5±5.2% （同５０）、地方債 9.6±6.7%（同７０）、

その他 31.9±16.0%（同５０）となっている。 

 ④ 湯原町 

 昭和３５年度における歳入決算額９千６２０万円の構成比は、地方税 43.3% 、地方交付

税 3.5%、国庫支出金 2.2%、県支出金 4.5%、地方債 0.0%、その他 46.5% となり、その他の

うち財産収入は 36.6% となっている。 

 昭和４０年度以降における同構成比の推移状況をみると、地方税は同年度に３８％とな
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り、その後急下降し、同４５年度に２０％台となり、同５０年度以降は１０％台を下降し、

平成年代は横ばい状態となっている。地方交付税は昭和４０年度に１０％に急上昇し、同

４５年度に２０％台、同５０年度には３０％台に乗り、同６０年度以降は４０％台を上昇

し、平成１２年度には５０％台に達している。国庫支出金は８％以下の範囲で推移し、そ

の課程で昭和５０年度に８％と最高を記録し、その後は下降に転じている。県支出金は昭

和５０年度まで８％程度で推移し、同５５年度に急上昇し、１９％と最高を記録し、その

後は概ね１０％以下の範囲を乱高下している。地方債は昭和４０年度に８％となり、その

後は１０％台を緩やかに上昇し、同５０年度に１５％と最高に達し、その後は下降し、１

１％程度の横ばい状態で推移し、平成１２年度には１０％を大きく割り込み、最低を記録

している。 

 以上の推移経過のもとで、歳入決算額が急速に増大した昭和５０年度における８億５千

７９万円の構成比は、地方税 18.1% 、地方交付税 35.4% 、国庫支出金 8.3%、県支出金 8.0%、

地方債 14.9% 、その他 15.3% となっている。また、歳入決算額が最高に達した平成７年度

における３３億３千６９２万円の構成比は、地方税 11.2% 、地方交付税 48.6% 、国庫支出

金 3.3%、県支出金 10.7% 、地方債 10.6% 、その他 15.6% となっている。そして平成１２

年度の歳入決算額３１億３千４２９万円の構成比は、地方税 11.8% 、地方交付税 56.3% 、

国庫支出金 3.0%、県支出金 5.6%、地方債 5.4%、その他 17.9% となっている。 

 以上で記述した歳入決算額費目別構成比の昭和３５年～平成１２年度の間における５年

間隔の平均は、地方税 20.6±11.1%（変動係数５４）、地方交付税 33.0±16.8%（同５１）、

国庫支出金 4.5±2.0%（同４４）、県支出金 8.8±4.1%（同４７）、地方債 9.4±4.1%（同４

４）、その他 23.6±10.5%（同４４）となっている。 

 ⑤ 町村間比較 

 上述した４か町村の昭和３５年～平成１２年度の間における５年刻み９時点に亘る歳入

決算額費目別構成比の推移状況を費目ごとに町村間比較を行うと以下のとおりである。 

 ⒜ 地方税 

 昭和３５年度に湯原町 43.3% 、八束村 16.2% 、川上村 10.7% 、中和村 10.0% の順にな

っている。 

 同年以降の推移経過をみると、湯原町は昭和４０年度に３０％台に急落し、その後も下

降を続け、同５０年度以降は１０％台を下降し、平成７年度に最低となり、その後は横ば

い状態となっている。 

 八束村と川上村は昭和４０年度に１６％程度となり、最高を記録し、その後、両村は概

ね１０％台を下降基調で推移し、川上村は平成２年度に１０％を切り、八束村は同７年度

に１０％を僅差ながら切り、その後は１０％台に乗っている。 

 中和村は昭和４０年度も１０％台に留まり、最高を記録し、その後は１０％未満の範囲

を下降基調で推移し、平成７、１２年の両年度に最低となっている。 

 上記した各町村の地方税の構成比を平成１２年度及び昭和３５年～平成１２年度の間５

年刻み平均でみると、前者は八束村 12.4% 、湯原町 11.8% 、川上村 11.6% 、中和村 3.9%

の順になり、後者は湯原町 20.6±11.1%（変動係数５４）、八束村 12.7±2.2% （同１７）、

川上村 11.8±2.0% （同１７）、中和村 6.9±2.6%±（同３８）の順になっている。 

 ⒝ 地方交付税 

 昭和３５年度に八束村 21.7% 、川上村 16.3% 、中和村 11.7% 、湯原町 3.5%の順になっ

ている。 

 同年度以降の推移経過をみると、八束村は昭和４０年度に３０％台に乗り、その後は上

昇基調で推移し、平成２年度に４０％台に達し、その後は横ばい状態となり、同１２年度

に５０％台に乗り、最高を記録している。 

 川上村は昭和４０年度に４０％台に乗って上昇を続け、同５０年度以降は３０％台を上

昇基調で推移し、平成７年度には５０％台に乗り、同１２年度に最高を記録している。 

 中和村は昭和４０年度に３０％台に乗り、その後も上昇基調で推移し、同６０年度には

５０％台に乗り、平成２年度に最高に達し、その後は４０％台に下降している。 

 湯原町は昭和４０年度に１０％台に接近し、同４５年度に２０％台に乗り、同５０年度
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に３０％台に達し、同６０年度に４０％台となり、その後も上昇を続け、平成１２年度に

５０％台に達している。 

 以上で記述した各町村の地方交付税の構成比を平成１２年度及び昭和３５年～平成１２

年度の間５年刻みの平均でみると、前者は八束村 57.4% 、湯原町 56.3% 、川上村 52.5% 、

中和村 42.5% の順になり、後者は川上村 39.8±10.0%（変動係数２５）、中和村 38.1±14.0%

（同３７）、八束村 36.8±10.0%（同２７）、湯原町 33.0±16.8%（同５１）の順になってい

る。  ⒞ 国庫支出金 

 昭和３５年度に川上村 9.4%、八束村 6.4%、湯原町 2.2%、中和村 0.9%の順になっている。 

 同年以降における推移状況をみると、川上村は概ね５％以下の範囲を下降基調で推移し、

その過程において昭和４５年度に１％を切り、最低となり、平成２年度には８％と突出し、

その後は２％台で推移している。 

 八束村は昭和４０年度に６％に留まり、同４５年度に１％を切り、その後は概ね２～４

％の範囲を乱高下しながら推移し、その過程において同５５年度に９％と突出し、同６０

年度には１％に急下降している。 

 湯原町は昭和４０年度には２％に留まり、その後は急上昇し、同５０年度に８％と最高

に達し、その後は下降を続け、平成７年度以降は３％台で推移している。 

 中和村は昭和４０年度に１％に留まり、同４５年度に６％と最高を記録し、その後は概

ね３％台で推移している。 

 上記した各町村における国庫支出金の構成比の平成１２年度及び昭和３５年～平成１２

年度の間５年刻み平均を示すと、前者は中和村 3.9%、湯原町 3.0%、川上村 2.7%、八束村

2.0%の順になり、後者は湯原町 4.5±2.0%（変動係数４４）、川上村 4.0±2.7%（同６８）、

八束村 3.9±2.5%（同６４）、中和村 3.0±1.5%（同５０）の順になっている。 

 ⒟ 県支出金 

 昭和３５年度に八束村 45.7% 、川上村 41.4% 、湯原町 4.5%、中和村 3.6%の順になって

いる。 

 同年以降における推移状況をみると、八束村は概ね２０％台で推移し、平成２年度に１

０％台に下降し、同７年度以降は１０％を切って、同１２年度に最低を記録している。 

 川上村は昭和４０年度に１０％に急落し、同４５年、５０年の両年度は１０％を切り、

その後は概ね１３％前後で推移している。 

 湯原町は昭和４０年度に８％に急上昇し、その後は横ばい状態となり、同５５年度に２

０％に接近し、最高を記録し、その後は概ね１０％未満の範囲を下降している。  

 中和村は昭和４０年度に５％台に乗り、その後も急上昇し、同５０年度に２０％台に達

し、最高を記録し、その後は１０％前後の範囲を乱高下している。 

 以上で記述した各町村における県支出の構成比を平成１２年度及び昭和３５年～平成１

２年度の間５年間隔の平均で示すと、前者は川上村 14.0% 、中和村 10.2% 、八束村 6.4%、

湯原町 5.6%の順になり、後者は八束村 22.3±11.3%（変動係数５１）、川上村 15.0±9.6% 

（同６４）、中和村 10.5±5.2% （同５０）、湯原町 8.8±4.1%（同４７）の順になっている。 

 ⒠ 地方債 

 昭和３５年度に川上村 4.8%、八束村 2.9%の順になり、中和村と湯原町は該当なしとなっ

ている。 

 同年以降における推移状況をみると、川上村は昭和４０年度に急落し２％となり、同４

５年度には１０％台に急上昇し、同５０年度に２０％と最高に達し、その後は１０％前後

の範囲を乱高下しいる。 

 八束村は昭和４０、４５年の両年度に３％台となり、その後急上昇し、同５５年度に１

０％台に達し、その後は概ね１０％未満の範囲を下降し、その過程において平成７年度に

２０％と突出している。 

 中和村は昭和４０年度に 6.1%となり、同４５年度に１０％台、同５０年度には２１％に

達し、最高を記録し、その後は１０％未満の範囲を乱高下し、その推移過程において同６

０年度に最低を記録し、平成１２年度には再び急上昇し、２０％に接近している。 

 湯原町は昭和４０年度に８％となり、同４５年度に１０％台に乗り、同５０年度には１
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５％と最高を記録し、その後は１１％台を緩やかに下降し、平成１２年度には１０％を大

きく割り込んでいる。 

 以上で記述し各町村における地方債の構成比を平成１２年度及び昭和３５年～平成１２

年度の間５年刻みの平均で記すと、前者は中和村 19.4% 、湯原町 5.4%、川上村 5.1%、八

束村 3.1%の順になり、後者は川上村 9.7±5.2%（変動係数５４）、中和村 9.6±6.7%（同７

０）、湯原町 9.4±%4.1（同４４）、八束村 7.6±5.3%（同７０）の順になっている。 

 ⑥ 岡山県内全町村 

 岡山県内全町村の歳入決算総額の費目別構成比を１町村当たり平均でみると以下のよう

である。  

 昭和３５年度の歳入決算額６千６８６万円の費目別構成比は、地方税 38.2% 、地方交付

金 23.7% 、国庫支出金 4.2%、県支出金 8.6%、地方債 2.6%、その他 22.7% となっている。 

 昭和４０年度以降における同構成比の推移状況をみると、地方税は同年度に２４％に急

落し、同４５年度に１０％台となり、その後は１０％台を乱高下しながら推移し、その過

程で同５５年度に１４％と最低を記録している。地方交付金は昭和４０年度に２８％に上

昇し、その後は３０％台を上昇基調で推移し、平成１２年度に４０％台に乗り、最高に達

している。国庫支出金は昭和４０年度に８％に上昇し、同５５年度に１０％台に乗り、１

１％と最高を記録し、その後は概ね５％前後で推移している。県支出金は昭和４０年度に

１０％台に乗り、同５５年度に１４％と最高に達し、その後は下降基調に転じ、平成２年

度に１０％を切り、同１２年度に最低を記録している。地方債は昭和４０年度に１０％台

に達し、その後は１０％台を上昇基調で推移し、同５５年度に１４％と最高を記録し、そ

の後は下降基調に転じ、概ね１０％未満の範囲で推移している。 

 以上の推移経過のもとで、歳入決算額が急速に増大した昭和５０年度における１０億４

千２０９万円の構成比は、地方税 14.5% 、地方交付税 34.9% 、国庫支出金 9.8%、県支出

金 10.1% 、地方債 12.2% 、その他 18.5% となっている。また、歳入決算額が最高に達し

た平成７年度の４３億５千７４７万円の構成比、地方税 15.8% 、地方交付税 37.6% 、国庫

支出金 5.2%、県支出金 8.7%、その他 12.2% となっている。そして平成１２年度の４２億

４千２６７万円の構成比は、地方税 16.6% 、地方交付税 43.0% 、国庫支出金 5.0%、県支

出金 6.5%、地方債 9.2%、その他 19.7% となっている。 

 以上で記述した歳入決算額構成比の昭和３５年～平成１２度の間における５年間隔９時

点の平均構成比は、地方税 19.8±7.1%（変動係数３５）、地方交付税 34.4±5.7% （同１７）、

国庫支出金 6.8±2.3%（同３４）、県支出金 9.8±2.2%（同２２）、地方債 9.9±3.1%（同３

１）、その他 19.4±1.8% （同９）となっている。 

 

  第第第第２２２２項項項項 歳入決算額構成比歳入決算額構成比歳入決算額構成比歳入決算額構成比のののの特化係数特化係数特化係数特化係数のののの推移推移推移推移 

 前項で記述した４か町村における歳入決算額の費目別構成比を岡山県内全町村レベルと

比較するため、各費目構成比の特化係数（県内全町村＝1.00）の昭和３５年～平成１２年

度の間５年刻み９時点に亘る推移状況について記述する。 

 ① 川上村 

 地方税は昭和３５年度に 0.28 となり、その後上昇し、同５０度に 0.97 と最高を記録し、

その後は下降基調で乱高下し、平成１２年度に 0.70 となっている。  

 地方交付税は昭和３５年度に 0.69 となり、同４０年度には 1.44 と最高を記録し、その

後は概ね 1.20 台で推移し、平成１２年度に 1.22 となっている。 

 国庫支出金は昭和３５年度に 2.24 と最高を記録し、同４０年度には 0.26 に急落し、そ

の後は概ね 0.50 未満の範囲を乱高下しながら推移し、平成１２年度に 0.54 と 0.50 台に達

している。 

 県支出金は昭和３５年度に 4.81 と突出し、同４０年度に急落し 1.00 となり、その後は

概ね 1.00 を僅差ながら切り、同６０年度には 1.16 と 1.00 台に達し、その後は 1.00 台を

乱高下しながら推移し、平成１２年度に 2.15 となっている。 

 地方債は昭和３５年度に 1.85 と最高を記録し、同４０年度には 0.18 に急落し、その後

は 1.00 台を上昇し、同５５年度に再び 1.00 を僅差ながら割り込み、平成２年度に 1.13
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に上昇し、その後は 1.00 を大きく割り込み、同１２年度には 0.55 となっている。 

 ② 八束村 

 地方税は昭和３５年度に 0.42 となり、同４０年度に 0.71 に急上昇し、その後は下降基

調で推移し、同５５年度に 0.92 と最高を記録し、その後は 0.60 台を横ばい状態で推移し、

平成１２年度に 0.75 となっている。 

 地方交付税は昭和３５年度に0.92となり、同４０年度には1.15に上昇し、その後は0.80

台となり、同５５年度に 1.10 に上昇し、その後は概ね 1.10 台の横ばい状態で推移し、平

成１２年度には 1.33 と最高を記録している。 

 国庫支出金は昭和３５年度に 1.52 と最高を記録し、その後は 0.80～0.15 の範囲を乱高

下しながら推移し、平成１２年度に 0.40 となっている。 

 県支出金は昭和３５年度に 5.31 と突出し、その後は 3.00 台から 1.00 台の範囲を乱高下

し、平成１２年度に 0.98 と最低を記録している。 

 地方債は昭和３５年度に 1.12 となり、同４０年度に 0.37 に急落し、その後は上昇基調

で推移し、平成２年度に 0.81 となり、同７年度に 1.67 と最高に達し、同１２年度には 0.34

に急落し、最低を記録している。 

 ③ 中和村 

 地方税は昭和３５年度に 0.26 となり、その後上昇基調で推移し、同５５年度に 0.67 と

最高に達し、その後は急速に下降し、平成１２年度に 0.23 と最低を記録している。 

 地方交付税は昭和３５年度に 0.49 と最低を記録し、同４０年度には 1.22 に急上昇し、

その後は 1.00 未満の範囲を下降し、同５０年度に 0.56 となり、同５５年度には 1.30 に上

昇し、同６０年度に 1.46 と最高に達し、その後は 1.40 台で推移し、平成１２年度に 0.99

と僅差ながら 1.00 を切っている。以上の昭和５０年度に至る推移パタ－ンは比較的八束村

に類似している。 

 国庫支出金は昭和３５年度に 0.21 となり、同４０年度には 0.13 と最低を記録し、同４

５年度に 1.05 に急上昇して最高に達し、その後は 0.40 前後で推移し、平成７年には 0.62

に上昇し、同１２年度に 0.78 となっている。 

 県支出金は昭和３５年度に 0.43 と最低を記録し、その後横ばい状態で推移し、同４５年

度に 1.39 と 1.00 台に乗り、同５０年度に 2.10 と突出し、最高に達し、その後は 1.20～

0.62 の範囲を乱高下し、平成１２年度には 1.57 に急上昇している。 

 地方債は昭和４０年度に 0.58 となり、同４５年度には急上昇して 1.32 となり、その後

は 1.00 台を上昇し、同５５年度以降は急下降し、0.60 前後で推移し、平成１２年度に 2.11

と突出し、最高を記録している。 

 ④ 湯原町 

 地方税は昭和３５年度に 1.13 となり、同４０年度には 1.58 と最高に達し、同５５年度

に 1.01 に下降し、その後は 0.70 台で推移し、平成１２年度に 0.71 となっている。 

 地方交付税は昭和３５年度に 0.15 と最低を記録し、その後上昇し、同５０年度に 1.01

と 1.00 台に達し、その後は 1.00 台を上昇し、平成１２年度に 1.31 と最高を記録している。 

 国庫支出金は昭和３５年度に 0.52 となり、同４０年度に 0.26 と最低を記録し、同４５

年度に 1.00 と最高に達し、その後は 1.00 未満の範囲を乱高下し、平成１２年度に 0.60

となっている。 

 県支出金は昭和３５年度に 0.52 と最低を記録し、その後は上昇基調で推移し、同５５年

度に 1.40 と 1.00 台に達し、その後は概ね 0.80 台で推移し、その過程で平成７年度に 1.23

と 1.00 を超え、同１２年度に 0.86 となっている。 

 地方債は昭和４０年度に 0.77 となり、同４５年度には 1.10 と 1.00 台に乗り、その後は

概ね 1.00 台を上昇し、平成２年度に 1.32 と最高を記録し、その後は 1.00 未満の範囲を下

降し、同１２年度に 0.59 となっている。 

 ⑤ 特化係数の町村間比較 

 上述した各町村における歳入決算額費目別構成比の特化係数が昭和３５年～平成１２年

度の間５年刻み９時点のなかで 1.00 を上回る時点を町村間で比較すると以下のとおりで

ある。 
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 ⒜ 地方税 

 川上村、八束村及び中和村は９時点において 1.00 を下回り、そのなかで特に中和村は大

幅に下回り、川上村と八束村は比較的近接し、反対に湯原町は昭和３５～５５年度の間の

５時点において 1.00 を上回っている。 

 ⒝ 地方交付金 

 各町村とも昭和５５年度以降における５時点において 1.00 を上回り、ただ、八束村は同

６０年度、中和村は平成１２年度に 1.00 を下回っている。昭和３５～５０年度の間４時点

において 1.00 を上回る時点は八束村と中和村は同４０年度、湯原町は同５０年度、川上村

は同３５年度を除く３時点となっている。 

 ⒞ 国庫支出金 

 川上村は昭和３５年度と平成２年度の２時点、八束村は昭和３５年度、中和村と湯原町

はともに昭和４５年度の１時点において 1.00 を上回っている。 

 ⒟ 県支出金 

 上記した地方交付税の場合と同様に特化係数 1.00 を上回る時点は多いが、そのなかで湯

原町の極めて少ない。また、八束村は３か町村と比べて 1.00 以上の係数値が極めて高く、

しかも 1.00 以上の時点がより連続的である。 

 同係数が 1.00 を上回る時点は、八束村は平成１２年度を除く８時点、川上村は昭和３５

～４０年度の２時点と同６０年度以降の４時点、中和村は昭和４５～５５度の３時点と平

成２～７年度の２時点、湯原町は昭和５５年度と平成７年度の２時点となっている。 

 ⒠ 地方債 

 ４か町村とも特化係数 1.00 を超える時点は地方税及び国庫支出金に比べて多く、反対に

地方交付税及び県支出金に比べて少なく、しかも中和村と湯原町は昭和３５年度に地方債

は計上されていない。 

 同係数が 1.00 を超える時点は、川上村は昭和３５～５０年度の３時点及び平成２年度の

１時点、湯原町は昭和４５～５０、６０年度及び平成２年度の４時点、中和村は昭和４５

～５０年度の２時点と平成１２年度の１時点、八束村は昭和３５年度及び平成７年度の２

時点となっている。 

 

 第第第第３３３３節節節節 歳出決算額構成比歳出決算額構成比歳出決算額構成比歳出決算額構成比のののの推移推移推移推移 

 

 歳出は目的別に議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土

木費、消防費、教育費、災害復旧費、公債費、その他に区分れる。また、性質別には義務

的経費（人件費、扶助費、公債費）、消費的経費（物件費、維持修理費、補助費等）、投

資的経費（普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費）、その他となっている。

なお、昭和３５年度は総務費、民生費、農林水産業費、商工費の費目はなく、それらに相

当する費目は庁費、社会労働費、産業経済費となっている。 

 本節では第１節で記述した歳出決算額の費目別構成比及びその特化係数の推移について

表３－１～３－５に基づき町村ごとに記述する。なお、比較のため岡山県内全町村におけ

る同構成比について付記する。 

 

  第第第第１１１１項項項項 歳出決算額歳出決算額歳出決算額歳出決算額のののの費目別構成比費目別構成比費目別構成比費目別構成比のののの推移推移推移推移 

 ① 川上村 

 昭和３５年度の歳出決算額６千１２０万円の費目別構成比は、庁費（総務費）7.7%、社

会労働費（民生費等）0.7%、産業経済費（農林水産業と商工費）49.7% 、土木費 9.0%、教

育費 13.8% 、公債費 1.8%、その他 17.3% となり、産業経済費が突出している。 

 昭和３５年度以降における同構成比の推移状況をみると以下のようである。 

 総務費は昭和４０年度に１０％台に乗り、同４５年度に２０％に接近し、その後は１０

％台を下降基調で推移し、同６０年度に１２％となり、その後１０％台を上昇し、平成２

年度に２０％台に達し、２４％と最高を記録し、その後は下降に転じ、同１２年度には１

０％台に急落している。 
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 民生費は昭和４０年度に６％に上昇し、その後１０％未満の範囲を上昇し、同５０年度

に２９％と突出して最高に達し、その後は急落し、概ね１０％前後で推移している。  

 農林水産業は昭和４０年度に２８％に急落し、同６０年度まで２０％台を乱高下し、そ

の過程において同５０年度には１０％台に急落し、１６％と最低を記録し、同５５年度に

３０％台に達している。平成２年度以降は１０％台を下降し、平成１２年度に２０％台に

達している。 

 商工費は昭和４０年度に１％と最低を記録し、同４５年度に５％に近接し、最高に達し、

その後は４％前後で推移し、平成１２年度には１％台に急落している。 

 教育費は昭和４０年度に２０％に近接し、最高に達し、その後は概ね６％台で推移して

いる。 

 公債費は昭和５５年度に１０％台に達し、その後は概ね１０％台を上昇し、平成１２年

度に最高を記録している。 

 以上の推移経過のもとで、歳出決算額が急速に増大した昭和５０年度の５億３千２０４

万円の費目別構成比は、総務費 15.0% 、民生費 29.3% 、農林水産業費 16.2% 、商工費 4.7% 

 、土木費 7.0%、教育費 10.2% 、公債費 5.3%、その他 12.3% となっている。また、歳出決

算額が２０億円台に乗った平成２年度の２１億２千５４０万円の費目別構成比は、総務費

23.7% 、民生費 7.3%、農林水産事業費 19.6% 、商工費 4.5%、土木費 8.3%、教育費 5.6%、

公債費 9.4%、その他 21.6% となっている。そして歳出決算額が最高を記録した平成１２年

度の２１億８千７３０万円の費目別構成比は、総務費 14.1% 、民生費 10.6% 、農林水産業

費 23.4% 、商工費 1.5%、土木費 15.7% 、教育費 6.8%、公債費 17.2% 、その他 10.7% とな

っている。なお、平成７年度における構成比は、総務費 22.7% 、民生費 11.0% 、農林水産

業費 18.0% 、商工費 4.1%、土木費 10.2% 、教育費 6.9%、公債費 13.7% となり、また、人

件費 14.8% 、普通建設事業費 24.9% となり、同事業費のうち補助事業費は 63.3% を占め

ている。  次に歳出決算額の性質別構成比の中で人件費と普通建設事業費をみると、昭

和３５年度にそれぞれ 11.3% 、16.0% となっている。 

 同年以降における同構成比の推移状況をみると、人件費は２０％台を下降基調で推移し、

昭和６０年度には２０％を割り込み、その後は１０％台を下降基調で推移している。普通

建設事業費は３０％台に近接し、同４５年度には４０％台に達し、最高を記録し、その後

は３０％台を下降し、平成２年度以降は２０％台を下降している。 

 以上の推移経過のもとで、昭和５０年度における人件費は 22.8% 、普通建設事業費は

39.3% となっている。また、平成２年度における人件費は 15.0% 、普通建設事業費は 29.9% 、

そして同１２年度の人件費は 16.2% 、普通建設事業費は 27.5 %  となっている。上記した

普通建設事業費のうち補助事業費の占める比率は昭和５０年度に 14.8% 、平成２年度に

29.9% 、同７年度に 13.3% 、同１２年度には 63.3% となっている。 

 以上で記述した歳出決算額費目別構成比の昭和３５年～平成１２年度の間における５年

刻み平均をみると、総務費 16.6±4.8% （変動係数２９）、民生費 10.4±7.3% （同７０）、

農林水産業費 23.9±5.3% （同２２）、商工費 3.5±1.6%（同４６）、土木費 11.0±5.2% （同

４７）、教育費 10.1±4.6% （同４６）、公債費 8.5±5.2 （同６１）、その他 14.1±3.6% 

（同２６）となり、また、人件費 18.3±4.1% （同２２）、普通建設事業費 30.9±7.5% （同

２４）となり、同事業費に占める補助事業費の比率は 27.0±17.7%（同６６）となっている。 

 ② 八束村 

 昭和３５年度の歳出決算額５千５１万円の費目別構成比は、庁費（総務費）8.9%、社会

労働費（民生費等）1.0%、産業経済費（農林水産業費と商工費）42.0% 、土木費 10.5% 、

教育費 10.9% 、公債費 1.7%、その他 25.0% となっている。 

 昭和３５年度以降における同構成比の推移状況をみると、総務費は同年度が最低となり、

その後は１０％台で推移し、同５５年度に２０％に達し、同６０年度には１０％台に下降

し、平成２年度に２０％台となり、同７年度に３０％台に乗り、３４％と最高を記録し、

その後２０％台に急落している。 

 民生費は昭和４０年度に５％に近接し、その後は１０％を超えることなく乱高下し、平

成７年度に１０％台に乗り、その後は１０％台を上昇し、同１２年度に最高に達している。 
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 農林水産業費は昭和４０年度に３０％台に下降し、その後は上昇し、同５０年度に４０

％台、同６０年度には５０％台に乗り、５１％と最高を記録し、平成２年度に２０％台に

急落し、その後１０％台を下降し、同１２年度に最低となっている。 

 商工費は昭和４０年度に１％を大きく下回り、その後は概ね横ばい状態で推移し、同６

０年度に１％台に乗り、平成７年度に２％台に達し、その後は僅少ながら上昇し、同１２

年度に最高を記録している。 

 土木費は昭和５０年度まで１０％前後で推移し、その過程で同４５年度に１１％と最高

に達し、その後は１０％未満の範囲を乱高下し、その過程にいおて同６０年度に４％と最

低を記録している。 

 教育費は昭和４０年度に１０％台を上昇し、同４５年度に２０％台に達し、２１％と最

高を記録し、同５０年度には１０％未満に急落し、その後は概ね６％前後で推移し、平成

７年度に５％と最低を記録し、同１２年度には１０％に近接している。 

 公債費は昭和４０年度に２％台に達し、その後は上昇基調で推移し、平成２年度に１０

％台に達し、その後は１０％台を上昇し、同１２年度に最高を記録している。 

 以上の推移経過のもとで、歳出決算額が急増した昭和５０年度における７億９千１８万

円の費目別構成比は、総務費 13.5% 、民生費 9.7%、農林水産業費 42.1% 、商工費 0.4%、

土木費 10.7% 、教育費 8.3%、公債費 2.5%、その他 12.8%となっている。また、歳出決算額

が最高に達した平成７年度における２８億５千３１０万円の費目別構成比は、総務費

33.7% 、民生費 11.2% 、農林水産業費 15.1% 、商工費 2.3%、土木費 10.7% 、教育費 5.3%、

公債費 12.2% 、その他 9.5%となっている。そして平成１２年度における２２億７４２万円

の費目別構成比は、総務費 27.5% 、民生費 14.9% 、農林水産業費 11.3% 、商工費 2.5%、

土木費 7.2%、教育費 9.7%、公債費 15.8% 、その他 11.1% となっている。 

 次に歳出決算総額の性質別構成比の中で人件費と普通建設事業費の構成比をみると、昭

和３５年度に人件費は 11.4% 、普通建設事業費は 10.4% となっている。 

 昭和３５年度以降における同構成比の推移状況をみると、人件費は１０％台を乱高下し

ながら推移し、その過程において同年度は最低、同４０年度には１９％と最高に達し、平

成１２年度には昭和４０年度に近接している。一方、普通建設事業費は昭和３５年度に１

０％と最低を記録し、同４０年度には３０％台に急上昇し、同４５年度には４０％台に達

し、その後は４０％台を乱高下し、同６０年度に５０％台に乗り、５３％と最高に達し、

その後は乱高下しながら急速に下降し、平成１２年度に１０％台となっている。 

 以上の推移の経過のもとで、昭和５０年度における人件費は 15.5% 、普通建設事業費は

48.6% となっている。平成７年度における人件費は 13.2% 、普通建設事業費 38.2% となり、

同１２年度における人件費は 18.1% 、普通建設事業費は 15.9% となっている。以上の普通

建設事業費のうち補助事業費の占める比率は、昭和５０年度に 57.6% 、平成７年度に

19.4% 、同１２年度に 19.5% となっている。 

 以上で記述した歳出決算額の費目別構成比の昭和３５年～平成１２年度の間における５

年刻みの平均は総務費 18.7±8.2% （変動係数４４）、民生費 7.8±3.8%（同４９）、農林水

産業費 30.6±12.8%（同４２）、商工費 1.3±0.8%（同６２）、土木費 8.8±2.3%（同２６）、

教育費 9.9±4.7%（同４７）、公債費 7.0±5.1%  （同７３）、その他 14.9±5.7% （同３８）

となっている。また、人件費は 15.5±2.1% （同１４）、普通建設事業費は 34.8±13.3%（同

３８）となり、同事業費に占める補助事業費の比率は 37.9±16.6%（同４４）となっている。 

 ③ 中和村 

 昭和３５年度における歳出決算額の費目別構成比は、庁費（総務費）10.9% 、社会労働

費（民生費等）1.1%、産業経済費（農林水産業費、商工費）8.4%、土木費 5.0%、教育費 10.2% 、

公債費 3.1%、その他 61.3% となっている。 

 昭和３５年度以降における同構成比の推移状況をみると、総務費は同４０年度に２０％

台に急上昇し、その後は１０％台と２０％台が交代し、同６０年度には３０％台に近接し、

平成２年度に４０％台に乗り、４０％と最高を記録し、同７年度には２０％台に急落し、

同１２年度に１０％台となり、昭和３５年度に次ぐ低水準となっている。 

 民生費は昭和４０年度に１０％に接近し、その後も概ね１０％未満で推移し、その過程
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で同５５年度に１０％台に達し、１３％と最高を記録し、その後は１０％を切っている。 

 農林水産業費は昭和４０年度に２０％台に乗り、その後急上昇し、同５０年度に４０％

台に達し、４４％と最高を記録し、その後は急落し、平成２年度に１０％台となり、昭和

３５年度に次ぐ低水準となり、その後は１０％台を上昇し、平成１２年度には３０％台に

達している。 

 商工費は昭和４０年度に１％を大きく下回り、同４５年度に３％に接近し、その後は上

昇基調で推移し、平成７年度に１０％台に乗り、同１２年度には極僅少ながら上昇し、最

高を記録している。 

 土木費は昭和４０年度に１０％にかなり接近し、同４５年度に突出し２０％台に達し、

２１％と最高を記録し、その後は急落し、１０％未満の範囲を乱高下している。  

 教育費は１０％台を上昇し、昭和４０年度に１７％と最高を記録し、その後は１０％台

未満の範囲を乱高下している。 

 公債費は昭和４０年度にいくぶん上昇し、同５０年度まで５％未満で推移し、その過程

において同４５年度に３％と最低となり、同５５年度には１０％台に乗り、同６０年度に

１４％と最高を記録し、その後は１０％未満を下降している。 

 以上の推移経過のもとで、歳出決算額が急増した昭和５０年度における６億４千４１１

万円の費目別構成比は、総務費 21.1% 、民生費 5.4%、農林水産業費 43.6% 、商工費 3.1%、

土木費 4.9%、教育費 12.1% 、公債費 4.3%、その他 5.5%となっている。また、歳出決算額

が１０億円に達した平成２年度の歳出決算総額１０億５千５５６万円の費目別構成比は、

総務費 40.1% 、民生費 8.8%、農林水産業費 14.1% 、商工費 6.9%、土木費 2.1%、教育費 5.9%、

公債費 9.7%、その他 12.4% となっている。そして歳出決算額が最高に達した平成１２年度

の１７億２千９０７万円の費目別構成比は、総務費 14.4% 、民生費 7.5%、農林水産業費

31.5% 、商工費 14.4% 、土木費 8.6%、教育費 6.6%、公債費 7.1%、その他 9.9%はとなって

いる。 

 次に歳出決算額の性質別構成比の中で人件費と普通建設事業費の構成比をみると、昭和

３５年度に人件費は 12.3% 、普通建設事業費は 9.2%となっている。同年度以降における同

構成の推移状況をみると、人件費は同４０年度に２０％台に達し、その後下降し、同５０

年度に１０％台となり、同３５年度と同水準で最低を記録し、その後は概ね１０％台を上

昇基調で推移している。一方、普通建設事業費は昭和４０年度に１０％台に乗り、その後

急上昇し、同５０年度に５０％台に達し、５４％と最高を記録し、その後は急落し、同６

０年度に２０％台となり、その後は２０％台を下降基調で推移し、平成１２年度に急上昇

し、昭和５５年度の水準に接近している。 

 以上の推移経過のもとで、昭和５０年度における人件費は 12.3% 、普通建設事業費は

53.7% となり、平成７年度における人件費は 19.7% 、普通建設事業費は 22.3% 、同１２年

度には人件費は 17.7% 、普通建設事業費は 37.4% となっている。上記した普通建設事業費

に占める補助事業費の比率は昭和５０年度に 26.6% 、平成７年度に 20.6% 、同１２年度に

31.8% となっている。 

 以上で記述した歳出決算額費目別構成比の昭和３５年～平成１２年度の間における５年

刻みの平均は、総務費 22.2±8.3（変動係数３７）、民生費 7.8±3.2 （同４１）、農林水産

事業費 26.2±8.6（同３３）、商工費 6.6±4.8 （同７３）、土木費 7.5±5.2 （同６９）、

教育費 9.2±3.3 （同３６）、公債費 7.0±3.7 （同５３）、その他 16.2±16.2 （同１００）

となっている。また、人件費は 19.5±4.9% （同２５）、普通建設事業費は 29.6±13.0%（同

４４）となり、同事業費に占める補助事業費の比率は 25.3±3.8% （同１５）となっている。 

 ④ 湯原町 

 昭和３５年度における歳出決算額９千１８８万円の費目別構成比は、庁費（総務費）

20.4% 、社会労働費（民生費等）2.2%、産業経済費（農林水産業費、商工費）12.1% 、土

木費 4.4%、教育費 16.2% 、公債費 4.0%、その他 40.7% となっている。 

 昭和３５年度以降における同構成比の推移状況をみると、総務費は同４０年度に１０％

台に下降し、その後は１０％台を下降基調で推移し、同５５年度に１１％と最低になり、

その後は上昇し、平成１２年度に２０％台に達し、昭和３５年度と同水準で最高を記録し
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ている。 

 民生費は昭和４０年度に６％に上昇し、その後は１０％未満の範囲を上昇し、同５０年

度に１５％と１０％台に乗り、その後１０％台を下降し、平成７年度以降は上昇に転じ、

同１２年度に最高を記録している。 

 農林水産業費は昭和４０年度に急上昇し、２０％台に達し、その後は２０％台を概ね上

昇し、同５５年度に３０％台に乗り、３２％と最高を記録し、同６０年度には２０％を僅

差ながら割り込み、その後は１０％台を下降基調で推移し、平成１２年度には昭和３５年

度に次ぐ低水準となっている。 

 商工費は昭和４０年度に１０％にかなり接近し、同４５年度に１０％台に達し、１３％

と最高を記録し、同５０年度に１０％台を割り、その後は概ね４％程度で推移し、平成１

２年度には幾分上昇している。 

 土木費は昭和４０年度に上昇し６％となり、その後横ばい状態となり、同５０年度に１

０％台に乗り、１５％と最高を記録し、その後は概ね１０％未満の範囲を乱高下しながら

推移し、平成１２年度には昭和４０年度の水準となっている。 

 教育費は昭和４０年度に１５％といくぶん下降し、その後は１０％台を乱高下しながら

推移し、平成２年度に２０％台に乗り、２１％と最高を記録し、その後は１０％台に急落

し、平成１２年度に最低となっている。 

 公債費は昭和４０年度に４％と横ばい状態になり、その後は１０％未満の範囲を上昇し、

同５５年度に１０％台に乗り、同６０年度に１６％と最高を記録し、その後も１０％台を

乱高下している。 

 以上の推移経過のもとで、歳出決算額が急速に増大した昭和５０年度の８億８千１１万

円の費目別構成比は、総務費 16.9% 、民生費 15.5% 、農林水産業費 17.0% 、商工費 4.1%、

土木費 15.5% 、教育費 12.4% 、公債費 7.1%、その他 11.5% となっている。また、歳出決

算額が最高に達した平成７年度の３０億６千２２０万円の費目別構成比は、総務費 19.8% 、

民生費 13.7% 、農林水産業費 16.5% 、商工費 4.1%、土木費 6.8%、教育費 11.1% 、公債費

12.3% 、その他 15.7% となっている。そして平成１２年度の２９億６千４９６万円の費目

別構成比は、総務費 20.1% 、民生費 16.1% 、農林水産業費 11.0% 、商工費 6.3%、土木費

5.9%、教育費 7.8%、公債費 14.5% 、その他 18.3% なっている。 

 次に歳出決算額の性質別構成の中で、人件費と普通建設事業費の構成比をみると、昭和

３５年度に人件費は 23.3% 、普通建設事業費は 12.0% となっている。 

 昭和３５年度以降における同構成比の推移をみると、人件費は昭和４０年度に３０％台

に達し、同４５年度に２０％台に下降し、同５０年度に再び３０％台に乗り、３５％と最

高を記録した後は２０％台を乱高下している。一方、普通建設事業費は昭和４０年度に３

０％台に急上昇し、同４５年に３８％と最高を記録し、その後は２０％台に急落し、乱高

下しながら推移し、平成１２年度には１０％台に落下し、昭和３５年度の最低水準に近い

構成比となっている。 

 以上の推移経過のもとで、昭和５０年度における人件費は 34.6% 、普通建設事業費は

25.1% となり、平成７年度は人件費 24.5% 、普通建設事業費 25.5% 、同１２年度は人件費

25.5% 、普通建設事業費 12.8% となり、同事業費に占める補助事業費の比率は昭和５０年

度に 31.5% 、平成７年度に 58.4% 、同１２年度に 21.9% となっている。 

 以上で記述した歳出決算額構成比の昭和３５年～平成１２年度の間における５年間隔の

平均をみると、総務費 16.5±3.1% （変動係数１９）、民生費 10.2±4.3% （同４２）、農林

水産業費 20.0±7.2% （同３６）、商工費 5.7±3.3%（同５８）、土木費 8.4±3.3%（同３９）、

教育費 13.7±4.2% （同３１）、公債費 9.4±4.2%（同４５）、その他 17.6±8.4% （同４８）

となっている。また、人件費は 26.8±7.0% （同２６）、普通建設事業は 26.2±8.6% （同３

３）となり、同事業費に占める補助事業の比率は 36.9±13.0%（同３５）となっている。 

 ⑤ 町村間比較 

 以上で記述した昭和３５年～平成１２年度の間における５年間隔９時点における４か町

村の歳出決算額費目別構成比の推移を町村間で比較すると以下のようである。 

 ⒜ 総務費 
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 昭和３５年度の構成比は、川上村と八束村はそれぞれ 7.7%、8.9%と比較的近似し、その

後１０％台を上昇し、川上村は平成２年度に 23.7% 、八束村は同７年度に 33.7% と最高に

達し、その後は縮小し、同１２度に川上村は 14.6% 、八束村は 27.5% となっている。一方、

中和村は昭和３５年度に 10.9% と１０％台に乗り、その後は２０％台と１０％台が交互に

繰り返され、平成２年度に40.1% と最高に達し、その後は急速に縮小し、同１２年度に14.4% 

となり、川上村と同水準である。湯原町は昭和３５年度に 20.4% と２０％台に達し、その

後は１０％台を乱高下しながら推移し、その過程で同５５年度に 11.1% と最低を記録し、

最高は平成１２年度の 20.1% となっている。 

 以上で記述した総務費構成比の昭和３５年～平成１２年度の間における９時点の平均

は、中和村 22.2±8.3% （変動係数３７）、八束村 18.7±8.2% （同４４）、川上村 16.6±4.8% 

（同２９）、中和村 16.5±3.1% （同１９）の順になっている。            

 ⒝ 民生費 

 昭和３５年度の構成比は八束村と中和村はそれぞれ 1.0%、1.1%と近似し、その後、八束

村は概ね５～１０％の範囲を乱高下し、平成７年度に 11.2% と１０％台に乗り、同１２年

度には 14.9% と最高を記録している。一方、中和村も５～１０％の範囲を乱高下しながら

推移し、昭和５５年度に 13.0% と最高を記録し、平成１２年度には 7.5%となっている。川

上村と湯原町の昭和３５年度における構成比はそれぞれ 0.7%、2.2%となり、上記の八束村

と中和村の水準を川上村は下回り、反対に湯原町は上回っている。同年度以降、川上村と

湯原町は概ね６～１０％の範囲を乱高下し、その過程で川上村は昭和５０年度に 29.3% と

突出し、最高を記録し、平成１２年度に川上村は 10.6% となり、湯原町は 16.3%と最高を

記録している。 

 以上で記述した民生費構成比の昭和３５年～平成１２年度間９時点の平均は、川上村

10.4±7.3% （変動係数７０）、湯原町 10.2±4.3% （同４２）、八束村 7.8±3.8%（同４９）、

中和村 7.8±3.2%（同４１）の順になっている。 

 ⒞ 農林水産業費 

 昭和４０年度における川上村と湯原町の構成比はそれぞれ 27.7% 、28.2% と近似し、そ

の後も近似した水準で推移し、同５５年度に川上村は 32.0% 、湯原町は 32.5% と最高を記

録し、その後の水準は川上村の方が上回りながら縮小基調で推移し、平成１２年度に川上

村は 23.4% 、湯原町は 11.0% となっている。八束村と中和村は昭和４０年度にそれぞれ

34.6% 、21.4% となり、八束村は上記の川上村と湯原町の水準を上回り、反対に中和村は

下回っている。同年以降、八束村は中和村を上回りながら拡大基調で推移し、同６０年度

に 51.3% と最高を記録し、その後は縮小基調で推移し、平成１２年度に 11.3% となってい

る。一方、中和村は昭和５５年度に 30.3% と高水準に達し、その後は縮小基調で推移し、

平成１２年拡大に転じ、31.5% と最高を記録している。 

 以上で記述した農林水産業費構成比の昭和３５年～平成１２年度の間における９時点の

平均は八束村 30.6±12.8%（変動係数４２）、中和村 26.2±8.6% （同３３）、川上村 23.9±

5.3% （同２２）、湯原町 20.0±7.2% （同３６）の順になっている。 

 ⒟ 商工費 

 昭和３５年度における構成比は八束村と中和村はそれぞれ 0.4%、0.2%と近似し、その後

は八束村の方が低く２％未満の範囲を乱高下しながら推移し、平成７年度以降は２％台に

乗り、同１２年に 2.5%と最高を記録している。一方、中和村は３～６％の範囲を上昇し、

平成７年度に１０％台に達し、同１２年度に 14.4% と最高を記録している。川上村と湯原

町は昭和３５年度にそれぞれ 1.0%、7.9%となり、上記の八束村と中和村を川上村は僅差な

がら上回り、湯原町は著しく上回っている。昭和４０年度に川上村は 4.8%、湯原町は 13.3% 

とともに最高を記録し、その後は両町村ともに概ね４％前後で推移し、平成１２年度に川

上村は 1.5%、湯原町は 6.3%となっている。 

 以上で記述した商工費の構成比の昭和３５年～平成１２年度の間における９時点の平均

は、中和村 6.6±4.8%（変動係数７３）、湯原町 5.7±3.3%（同５８）、川上村 3.5±1.6%（同

４６）、八束村 1.3±0.8%（同６２）の順となっている。 

 ⒠ 土木費 
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 昭和３５年度における川上村と八束村の構成比はそれぞれ 9.0%、10.5% と比較的近似し、

その後両者間の較差は僅差ながら縮小しているが、同４５年度に川上村は 23.9% と突出し、

八束村は極僅差の拡大で 11.0% となり、ともに最高を記録し、その後は概ね７～１０％の

範囲を乱高下し、平成７年度に１０％台に乗り、同１２年度には川上村は 15.7% 、八束村

は 7.2%となっている。中和村と湯原町は昭和３５年度にそれぞれ 5.0%、4.4%と近似し、そ

の後は概ね１０％未満の範囲で推移し、その過程において中和村は同４５年度に 21.2% と

突出し、湯原町は同５０年度に 15.5% と幾分突出し、ともに最高を記録し、平成１２年度

に中和村は 8.6%、湯原町は 5.9%となっている。 

 以上で記述した土木費構成比の昭和３５年～平成１２年度の間における９時点の平均

は、川上村 11.0±5.2% （変動係数４７）、八束村 8.8±2.3%（同２６）、湯原町 8.4±3.3%

（同３９）、中和村 7.5±5.2%（同６９）の順となっている。 

 ⒡ 教育費 

 昭和３５年度における構成比は八束村と中和村はそれぞれ 10.9% 、10.2% と近似し、そ

の後両村とも１０％台を上昇し、八束村は同４５年度に 20.8% と最高を記録し、その後は

概ね６％台で推移し、その過程において平成７年度に 5.3%と最低を記録し、同１２年度に

9.7%となっている。一方、中和村は昭和４０年度に 16.9% と最高を記録し、その後は１０

％台を下降し、同５５年度以降は概ね７％台で推移し、その過程において平成７年度に

5.9%と最低を記録し、同１２年度には 6.6%となっている。川上村と湯原町は昭和３５年度

にそれぞれ 13.8% 、16.2% となり、上記の八束村及び中和村を上回っている。川上村は昭

和４０年度に 19.6% と最高を記録し、その後は大半の時点において６～１０％の範囲を乱

高下し、その推移過程おいて平成２年度に 5.6%と最低を記録し、同１２年度に 6.8%となっ

ている。一方、湯原町は大半の時点を１０％台で推移し、その推移過程において平成２年

度に 21.3% と突出し、最高に達し、同１２年度には 7.8%と最低を記録している。 

 以上で記述した教育費構成比の昭和３５年～平成１２年度の間における９時点の平均は

湯原町 13.7±4.2% （変動係数３１）、川上村 10.1±4.6% （同４６）、八束村 9.9±4.7%（同

４７）、中和村 9.2±3.3%（同３６）の順になっている。 

 ⒢ 公債費 

 昭和３５年度における川上村と八束村の構成比はそれぞれ 1.8%、1.7%と近似し、その後、

川上村は５％未満の範囲を上昇し、同５５年度以降は１０％台を上昇基調で推移し、平成

１２年度に 17.2% と最高を記録している。一方、八束村は昭和６０年度まで１０％未満の

範囲を上昇し、平成２年度以降は１０％台を上昇し、同１２年度に 15.8% と最高を記録し

ている。中和村と湯原町は昭和３５年度にそれぞれ 3.1%、4.0%と比較的近似し、上記の川

上村と八束村を上回っている。その後、両町村は１０％未満の範囲を上昇し、その過程で

中和村は昭和４５年度に 2.8%、湯原町は同４０年度に 3.9%と共に最低を記録している。両

町村は昭和５５年度に１０％台に乗り、同６０年度に中和村は 14.0% 、湯原町は 15.6% 

と共に最高を記録している。その後、中和村は１０％未満の範囲を下降し、湯原町は１０

％台を推移し、平成１２年度に中和村は 7.1%、湯原町は 14.5% となっている。 

 以上で記述した公債費構成比の昭和３５年～平成１２年度の間における９時点の平均は

湯原町 9.4±4.2%（変動係数４５）、川上村 8.5±5.2%（同６１）、八束村 7.0±5.1%（同７

３）、中和村 7.0±3.7%（同５３）の順になっている。 

 ⒣ 人件費 

 歳出決算額の性質別構成の１つである人件費の構成比をみると、昭和３５年度に川上村、

八束村、中和村はそれぞれ 11.3% 、11.4% 、12.3% と近似し、同４０年度に川上村は 24.3% 、

八束村は 18.8% 、中和村は 27.8% と最高を記録している。 

 その後、川上村は２０％台を下降基調で推移し、同６０年度以降は１０％台を下降基調

で推移し、平成１２年度に 16.2%となっている。八束村は１０％台を下降基調で推移し、

平成７年度に 13.2% と昭和３５年度に次ぐ低水準を示し、同１２年度には 18.1% と昭和４

０年度の水準に戻っている。中和村は２０％台を下降し、昭和５０年度に１2.3%と同３５

年度の水準に戻り、その後１０％台を上昇基調で推移し、その過程において同６０年度に

22.9% と突出し、平成１２年度には 17.7% となっている。湯原町は昭和３５年度に 23.3% 
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となり、上記３か村を大幅に上回り、同４０年度に 30.1% となり、その後乱高下し、同５

０年度に 34.6% と最高を記録し、その後は概ね２５％前後で推移し、平成１２年度に 25.5% 

となっている。 

 以上で記述した人件費構成比の昭和３５年～平成１２年度の間における９時点の平均

は、湯原町 26.8±7.0（変動係数２６）、中和村 19.5±4.9% （同２５）、川上村 18.3±4.1% 

（同２２）、八束村 15.5±2.1% （同１４）の順になっている。            

    ⒤ 普通建設事業費 

 人件費と同様に性質別構成の１つである普通建設事業費の構成比は、昭和３５年度にお

いて八束村と中和村はそれぞれ 10.4% 、9.2%とかなり近似し、その後、八束村は同４０年

度に３０％台に乗り、その後も拡大を続け、同６０年度には 52.7% と最高を記録し、その

後は概ね３０％台を上昇し、平成１２年度に急落し、15.9% となっている。一方、中和村

は昭和４０年度に１０％台、同４５年度には４０％台に乗り、同５０年度に 53.7% と最高

を記録し、その後は３０％台から２０％台に下降し、平成１２年度には３０％台に乗り、

37.4% となっている。川上村と湯原町は昭和３５年度にそれぞれ 16.0% 、12.0% となり、

上記の八束村及び中和村を上回っている。その後、川上村は昭和４０年度に３０％に近接

し、同４５年度には 39.3% と最高を記録し、その後は２０％台まで下降し、平成１２年度

に 27.5% となっている。一方、湯原町は昭和４０年度に３０％台に乗り、同４５年度には

37.8% と最高を記録し、その後は概ね２５％前後で推移し、その過程において同５５年度

に 36.7% に急上昇し、平１２年度には１０％台に急落し、12.8% となっている。 

 次に上記した普通建設事業費に占める補助事業費の比率をみると、町村間及び同一町村

内では時点間に大きな差異がみられる。そこで昭和４５年～平成１２年度の間における６

時点の平均比率をみると、八束村 37.9±16.6%（変動係数４４）、湯原町 36.9±13.0%（同３

５）、川上村 27.0±17.7%（同６６）、中和村 25.3±3.8% （同１５）の順になっている。 

 以上で記述した普通建設事業費構成比の昭和３５年～平成１２年度の間における９時点

の平均は、八束村 34.8±13.3%（変動係数３８）、川上村 30.9±7.5% （同２４）、中和村

29.6±13.0%（同４４）、湯原町 26.2±8.6% （同３３）の順になっている。 

 ⑥ 岡山県内全町村 

 岡山県内全町村の１町村当たり歳出決算額費目別構成比の推移状況を昭和３５年～平成

１２年度の間における９時点に亘ってみると以下のとおりである。 

 ⒜ 総務費 

 昭和３５年度の歳出決算額６千３９１万円の費目別構成比は、庁費（総務費）19.8% 、

社会労働費（民生費等）4.6%、産業経済費（農林水産業費、商工費）3.6%、土木費 9.1%、

教育費 20.6% 、公債費 1.0%、その他 41.3% となっている。 

 同年度以降における同構成比の推移状況をみると、総務費は１０％台を乱高下しながら

推移し、その過程において同５５年度に１３％と最低を記録し、平成２年度には２１％と

突出し、最高を記録している。 

 民生費は１０％未満の範囲を上昇し、昭和５０年度に１０％台に乗り、その後は概ね１

０％台を乱高下しながら推移し、その過程において平成７年度に１４％と最高を記録して

いる。 

 農林水産業費は昭和４０年度に１０％台に達し、その後１０％台を乱高下しながら推移

し、その過程において同５５年度に２２％と最高を記録している。 

 商工費は昭和４０年度に 0.9%と１％を僅差ながら切り、その後は１％前後で推移し、平

成２年度に２％台に達し、同７年度と共に最高を記録している。 土木費は昭和４０年度

に１０％台に近接し、同４５年度に１０％台に達し、１７％と最高を記録し、その後も１

０％台を下降している。 

 教育費は概ね２０％台で推移し、昭和４５年度に２１％と最高を記録し、その後は１０

％台を下降基調で推移している。 

 公債費は昭和５５年度まで１０％未満の範囲を上昇し、同６０年度に１０％台に達し、

その後は１０％台を乱高下し、平成１２年度に１４％と最高を記録している。 

 以上の推移経過のもとで、歳出決算額が急増した昭和５０年度における９億９千５８７
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万円の費目別構成比は、総務費 16.6% 、民生費 13.4% 、農林水産業費 17.5% 、商工費 0.8%、

土木費 15.3% 、教育費 16.2% 、公債費 5.6%、その他 14.6% となっている。また、歳出決

算額が最高に達した平成７年度の４１億４１０万円の費目別構成比は、総務費 18.0% 、民

生費 14.5% 、農林水産業費 15.0% 、商工費 2.7%、土木費 12.7% 、教育費 12.3% 、公債費

11.2% 、その他と 13.6% なっている。そして平成１２年度の３９億７千１０７万円の費目

別構成比は、総務費 17.9% 、民生費 13.9% 、農林水産業費 12.0% 、商工費 2.1%、土木費

11.6% 、教育費 12.5% 、公債費 14.3% 、その他 15.7% となっている。 

 次に歳出決算額の性質別構成の中で、人件費と普通建設事業費の構成比をみると、昭和

３５年度の人件費と普通建設建設事業費はそれぞれ 23.9% 、30.2% となっている。 

 同年度以降、人件費は２０％台で推移し、同４０年度と５０年度に２６％と最高を記録

し、その後は概ね２０％に近い水準で推移している。一方、普通建設事業費は昭和４０年

度に３０％を僅差ながら割り込み、同４５年度に４０％台に達し、４１％と最高を記録し、

その後は概ね３０％台を下降し、平成１２年度に２０％台となっている。 

 以上の推移経過のもとで、昭和５０年度の構成比は、人件費 26.4% 、普通建設事業費

36.4% 、平成７年度の構成比は人件費 18.3% 、普通建設事業費 32.1% 、同１２年度には人

件費 20.0% 、普通建設事業費 21.2% となっている。 

 次に上記した普通建設事業費に占める補助事業費の比率をみると、昭和５０年度に

28.8% 、平成７年度に 30.5% 、同１２年度に 33.0% となっている。 

 以上で記述した歳出決算額費目別構成比の昭和３５年～平成１２年度の間における９時

点の平均は、総務費 17.5±2.4% （変動係数１４）、民生費 10.3±3.1% （同３０）、農林水

産業費 16.8±3.2% （同１９）、商工費 1.6±0.7%（同４４）、土木費 12.8±2.4% （同１９）、

教育費 16.3±3.1% （同１９）、公債費 8.2±4.3%（同５２）、その他 18.2±8.8% （同４８）

となっている。また、人件費は 22.4±3.1% （同１４）、普通建設事業費は 32.9±5.9% （同

１８）となり、同事業費に占め補助事業費の平均比率は 30.8±4.7% （同１５）となってい

る。 

 

  第第第第２２２２項項項項 歳出決算額構成比歳出決算額構成比歳出決算額構成比歳出決算額構成比のののの特化係数特化係数特化係数特化係数のののの推移推移推移推移  

 前項で記述した４か町村における歳出決算額の費目別構成比を岡山県内全町村レベルと

比較するため、各費目構成比の特化係数（県内全町村＝1.00）の昭和３５年～平成１２年

度の間における５年刻み９時点に亘る推移状況について記述する。 

 ① 川上村  

 総務費は昭和３５年度に 0.39 と最低を記録し、その後上昇基調で推移し、同５５年度に

1.29 と最高を記録し、その後下降基調に転じ、平成１２年度に 0.79 となっている。以上

の推移経過のもとで 1.00 を上回る時点は４時点に分散している。 

 民生費は昭和３５年度に 0.15 と最低を記録し、その後上昇基調で推移し、同５０年度に

2.19 と急上昇して最高に達し、その後は下降基調に転じ、平成１２年度に 0.76 となって

いる。以上の推移経過のもとで 1.00 を超える時点は２時点に過ぎない。 

 産業経済費（農林水産業費と商工費）は昭和３５年度に 13.81 と突出し、同４０年に農

林水産業費と商工費に分けられている。 

 農林水産事業費は昭和４０年度に 1.80 となり、その後は概ね 1.40 台を推移し、平成１

２年度に急上昇して 1.95 と最高に達し、その過程で昭和５０年度に 0.93 と 1.00 を僅差な

がら下回っている。以上の推移経過のもとで 1.00 を上回る時点は７時点に及んでいる。 

 商工費は昭和４０年度に1.11となり、同４５年に3.43と急上昇し、同５０年度には5.88

と突出し、最高に達し、その後は下降に転じ、平成１２年度に 0.71 と初めて 1.00 を割り

込んでいる。以上の推移経過のもとで 1.00 を上回る時点は７時点に亘っている。 

 土木費は昭和３５年度に 0.99 となり、その後は下降基調で推移し、その過程で同４５年

度に 1.43 と最高を記録し、その後は 1.00 未満の範囲を乱高下し、その過程で同５０年度

に 0.46 と最低を記録し、平成１２年度には 1.35 と急上昇している。以上の推移経過のも

とで 1.00 を上回る時点は２時点に過ぎない。 

 教育費は昭和３５年度に 0.67 となり、その後は概ね 0.50 前後で推移し、その過程で同
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４０年と同６０年の両年度に 1.00 台に達している。以上の推移経過のもとで 1.00 を上回

る時点は２時点に過ぎない。 

 公債費は昭和３５年度に 1.80 と最高に達し、翌４０年に 1.03、同４５年度には 0.44 と

急落して最低を記録し、その後は概ね 1.00 前後で推移し、平成１２年度には 1.20 となっ

ている。以上の推移経過のもとで 1.00 を超える時点は５時点となっている。 

 人件費は昭和３５年度に 0.47 と最低を記録し、その後は上昇基調で推移し、その過程で

同５５年～平成２年度の間は 1.00 を上回り、その過程で昭和６０年度に 1.35 と最高を記

録し、他の時点は概ね 0.80 前後で推移している。以上の推移経過のもとで 1.00 を上回る

時点は３時点となっいる。 

 普通建設事業費は昭和３５年度に 0.53 と最低を記録し、同４０年度に 1.06 と 1.00 台に

乗り、同５０年度までほぼ横ばい状態とまり、同５５年度以降はほぼ 0.90 台で推移し、平

成１２年度に 1.30 と最高を記録している。以上の推移経過のもとで 1.00 を上回る時点は

４時点となっている。 

 ② 八束村 

 総務費は昭和３５年度に 0.45 となり、その後は 1.00 未満の範囲を上昇し、同５５年度

には 1.52 と 1.00 台に達し、その後は概ね 1.00 台を上昇し、その過程で平成７年度に 1.87

と最高を記録し、同１２年度には 1.53 となっている。以上の推移経過のもとで 1.00 を超

える時点は４時点となっている。 

 民生費は昭和３５年度に 0.22 と最低を記録し、その後は上昇基調で推移し、平成１２年

度に初めて 1.07 と 1.00 台に乗り最高に達している。以上の推移経過のもとで 1.00 を超え

る時点は１時点に過ぎない。 

 産業経済費（農林水産業費と商工費）は昭和３５年度に 11.67 と突出している。 

 農林水産業費は昭和４０年度に 2.25 となり、その後は概ね 2.00 台を推移し、その過程

で同６０年に 2.45 と最高を記録し、その後は 1.00 台を下降し、平成１２年度に 0.94 と初

めて 1.00 を切っている。以上の推移経過のもとで 1.00 を上回る時点は８時点に及んでい

る。 

 商工費は昭和４０年度に 0.44 となり、同４５年度に 1.00 となり、その後は概ね 1.00

未満の範囲を上昇基調で推移し、その過程で同６０年度に 1.00、平成１２度には 1.19 と

最高を記録している。以上の推移経過のもとで 1.00 を上回る時点は３時点となっている。 

 土木費は昭和３５年度に 1.15 となり、その後は 1.00 未満の範囲を下降し、同６０年度

に 0.30 と最低に達し、平成２年度には急激に上昇して 2.40 と突出し、最高に達し、その

後は急落し、再び 1.00 未満の範囲を下降し、同１２年度に 0.62 となっている。以上の推

移経過のもとで 1.00 を超える時点は２時点に過ぎない。 

 教育費は昭和３５年度に 0.53 となり、その後上昇し、同４５年度に 1.00 と最高を記録

し、その後は概ね 0.40 台を推移し、平成１２年度には急上昇し 0.78 となっている。以上

の推移経過のもとで 1.00 を超える時点は１時点に過ぎない。 

 公債費は昭和３５年度に 1.70 と最高を記録し、その後は 1.00 未満の範囲を乱高下し、

平成２年度に 1.00 台に達し、1.11 と最高を記録し、その後は横ばい状態となり、同１２

年度に 1.10 となっている。以上の推移経過のもとで 1.00 を上回る時点は４時点となって

いる。 

 人件費は昭和３５年度に 0.48 と最低を記録し、その後は上昇基調で推移し、平成１２年

度に 0.91 と最高に達し、1.00 未満の時点は９時点に及んでいる。 

 普通建設事業費は昭和３５年に 0.34 と最低を記録し、同４０年度に 1.26 と急激に上昇

し、その後は概ね 1.00 台で推移し、その過程で同６０年度に 1.48 と最高を記録し、その

後は 1.00 前後で推移し、平成１２年度には 0.75 となっている。以上の推移経過のもとで

1.00 を上回る時点は５時点となっている。 

 ③ 中和村 

 総務費は昭和３５年度に 0.55 と最低を記録し、その後は概ね 1.00 台を上昇基調で推移

し、同６０年度に 1.96 と最高を記録し、平成２年度はほぼ横ばい状態となり、その後下降

し、同１２度には 0.80 と 1.00 を切っている。以上の推移経過のもとで 1.00 を超える時点
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は７時点に及んでいる。 

 民生費は昭和３５年度に 0.24 と最低を記録し、同４０年度に 1.28 と急激に上昇し、最

高に達し、その後は 1.00 未満の範囲を乱高下し、その過程で同５５年度に 1.17 と高水準

を示し、平成１２年度には 0.54 となっている。以上の推移経過のもとで 1.00 を超える時

点は２時点に過ぎない。 

 産業経済費（農林水産業費と商工費）は昭和３５年度に 2.33 と突出している。 

 農林水産業費は昭和４０年度に 1.39 となり、その後は概ね 1.00 台を下降し、その過程

で同５０年と平成１２年の両年度には急激に上昇して 2.00 台に達し、それぞれ 2.49、2.63

となっている。以上の推移経過のもとで 1.00 を上回る時点は８時点にに亘っている。 

 商工費は昭和４０年度に 0.22 となり、同４５年度に急上昇し、1.93 と 1.00 台に乗り、

その後も急上昇は続き、その過程で同５５年度に 8.86 と最高を記録し、その後は下降基調

に転じ、平成１２年度に 6.86 となっている。以上の推移経過のもとで 1.00 を上回る時点

は７時点に及んでいる。 

 土木費は昭和３５年度に 0.55 となり、その後は上昇し、同４５年度に 1.00 台に乗り、

1.27 と最高に達し、その後は急落し、0.5 未満の範囲を乱高下しながら推移し、その過程

で平成２年度に 0.18 と最低を記録し、その後は 0.50 以上の範囲を上昇し、同１２年度に

0.74 となっている。以上の推移経過のもとで 1.00 を超える時点は１時点に過ぎない。 

 教育費は昭和３５年度に 0.50 と最低を記録し、同４０年度に 0.87 と最高に達し、その

後は概ね 0.50 前後で推移し、平成１２年度に 0.53 となり、1.00 未満の時点は９時点に及

んでいる。 

 公債費は昭和３５年度に 3.10 となり、同４０年度に 0.92 に急落し、その後は概ね 0.50

台から 0.90 台の範囲を乱高下し、その過程で同５５～６０年の両年度は 1.00 台に乗り、

前者は 1.27 と最高に達し、その後は 1.00 未満の範囲を下降し、平成１２年度に 0.50 と最

低を記録している。以上の推移経過のもとで 1.00 を上回る時点は３時点となっている。 

 人件費は昭和３５年度に 0.51 となり、同４０年度に急上昇し、1.05 と 1.00 台に達し、

その後は概ね 1.00 に近接した水準で推移し、その過程で同５０年度に 0.47 と最低を記録

し、同６０年と平成７年の両年度には 1.08 と最高に達している。以上の推移経過のもとで

1.00 を上回る時点は３時点となっている。 

 普通建設事業費は昭和３５年度に 0.31 となり、その後は上昇し、同４５年度に 1.00 に

達し、同５０年度に 1.48 に上昇し、最高に達し、その後は 0.90 台から 0.60 台の範囲を下

降し、平成１２年度に急上昇し、1.76 と最高に達している。以上の推移経過のもとで 1.00

を超える時点は３時点となっている。 

 ④ 湯原町 

 総務費は昭和３５年度に 1.03 となり、その後は概ね 0.80 台で推移し、平成７年以降は

1.00 台に乗り、同１２年度に 1.12 と最高を記録している。以上の推移経過のもとで 1.00

を上回る時点は４時点となっている。 

 民生費は昭和３５年度に 0.48 と最低を記録し、同４０年度に 0.76 に急上昇し、その後

は上昇基調で推移し、その過程で同５０年度に1.16と 1.00台に達し、同６０年度には1.20

と最高を記録し、その後は 0.90 台で推移し、平成１２年度には 1.16 となっている。以上

の推移経過のもとで 1.00 を超える時点は３時点となっている。 

 産業経済費（農林水産業費と商工費）は昭和３５年度に 3.36 と突出している。 

 農林水産業費は昭和４０年度に 1.83 と最高に達し、その後は 1.30 前後と 0.90 台が概ね

交互に出現し、平成１２年度に 0.92 となっている。以上の推移経過のもとで 1.00 を超え

る時点は４時点となっている。 

 商工費は昭和４０年度に 8.78 となり、同４５年度に 9.50 と最高に達し、その後は急速

に下降し、平成２年度に 1.48 と最低を記録し、その後は上昇し、同１２年度に 3.00 とな

っている。以上の推移経過のもとで全時点が 1.00 を大幅に上回っている。 

 土木費は昭和３５年度に 0.48 となり、その後は下降基調で推移し、同４５年度に 0.38

と最低を記録し、同５０年度に 1.01 と最高に達し、その後は 1.00 未満の範囲を下降基調

で推移し、平成１２年度に 0.51 となっている。以上の推移経過のもとで 1.00 を超える時
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点は１時点に過ぎない。 

 教育費は昭和３５年度に 0.79 となり、その後は概ね 0.80 前後で推移し、平成２年度に

初めて 1.00 台に達し、1.33 と最高に達し、その後は 1.00 未満の範囲を下降し、平成１２

年度は 0.62 となっている。以上の推移経過のもとで 1.00 を超える時点は１時点に過ぎな

い。 

 公債費は昭和３５年度に 4.00 と最高を記録し、同４０年度には 1.03 に急落し、その後

は 1.00 台を上昇し、同５５年度に 1.28 と高水準に達し、その後は 1.00 台を下降し、平成

１２年度に 1.01 となっている。以上の推移経過のもとで 1.00 を上回る時点は全時点に及

んでいる。 

 人件費は昭和３５年度に 0.97 となり、同４０年度に 1.14 に急上昇し、その後は 1.00

台を上昇基調で推移し、平成７年度に 1.34 と最高を記録し、同１２年度には 1.28 となっ

ている。以上の推移経過のもとで 1.00 を上回る時点は８時点に亘っている。 

 普通建設事業費は昭和３５年度に 0.40 となり、同４０年度に急上昇して 1.18 と最高を

記録し、その後は 1.00 未満の範囲を下降基調で推移し、平成１２年度に 0.60 となってい

る。上記の推移経過のもとで 1.00 を超える時点は１時点に過ぎない。 

 ⑤ 特化係数の町村間比較 

 上述した各町村における歳出決算額費目別構成比の特化係数が昭和３５年～平成１２年

度の間５年刻み９時点のなかで 1.00 を上回る時点を町村間で比較すると以下のようであ

る。 ① 総務費 

 岡山県内全町村レベル（1.00）を上回る時点は、下記のように中和村が９時点中６時点

と最も多く、他の３か町村は４時点となっている。 

 上記の中和村は昭和３５年度、同４５年度、平成１２年度を除く６時点となり、その特

化係数は 1.27～1.96 の範囲で、他の町村をかなり大幅に上回っている。川上村は昭和４５、

５５年度及び平成２～７年度の４時点で 1.13～1.29 の範囲となり、八束村は昭和５５年度

及び平成２～１２年度の４時点で 1.29～1.87 の範囲、湯原町は昭和３５、５０年度及び平

成７～１２年度の４時点で 1.02～1.12 の範囲となっている。 

 ② 民生費 

 ９時点中 1.00 を上回る時点は、湯原町が３時点、川上村と中和村は２時点、八束村は１

時点となっている。 

 上記の湯原町は昭和５０、６０年度及び平成１２年度の３時点となり、その特化係数は

1.16～1.20 の範囲となっている。川上村は昭和５０、６０年度の２時点で、それぞれ 2.19、

1.04、中和村は昭和４０、５５年度の２時点で、それぞれ 1.28、1.17、八束村は平成１２

年度の１時点で 1.07 となり、その係数は中和村が３か町村に比べて幾分上回っている。 

③ 農林水産業費 

 昭和４０年度以降８時点において、1.00 を上回る時点は、中和村が最多の８時点、次い

で川上村と中和村の７時点、八束村は３時点となっている。 

 上記の中和村は全時点に及び、その特化係数は 1.02～2.63 の範囲となっている。川上村

は昭和５０年度を除く７時点で 1.20～1.95 の範囲、八束村は平成１２年度以外の７時点で

1.01～2.45 の範囲、湯原町は昭和４０、４５、５５年度及び平成７年度の４時点で 1.10～

1.83 の範囲となっている。 

 ④ 商工費 

 昭和４０年度以降８時点において、1.00 を上回る時点は湯原町が最多の８時点、次いで

川上村と中和村の７時点、八束村の１時点となっている。 

 上記の湯原町は全時点に亘り、その特化係数は 1.48～9.50 の範囲となっている。川上村

は平成１２年度を除く７時点で 1.11～5.88 の範囲、中和村は昭和４０年度を除く７時点で

1.93～8.86 の範囲、八束村は平成１２年度の１時点で 1.19 となっている。 

 ⑤ 土木費 

 昭和３５年度以降９時点において、1.00 を上回る時点は川上村と八束村は２時点、次い

で中和村と湯原町は１時点となっている。 

 上記の川上村は昭和４５年度と平成１２年度の２時点で、その特化係数はそれぞれ
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1.43、1.35 となっている。八束村は昭和３５年度と平成２年度の２時点で、それぞれ 1.15、

2.40 となり、中和村と湯原町はそれぞれ昭和４５年度、同５０年度の１時点となり、その

特加係数がそれぞれ 1.27、1.01 となっている。 

 ⑥ 教育費 

 昭和３５年度以降９時点において、1.00 を上回る時点は川上村は２時点、湯原町は１時

点、八束村と中和村に該当時点不在となっている。 

 上記の川上村は昭和４０、６０年度の２時点で、その特化係数はそれぞれ 1.01、1.05

となっている。湯原町は平成２年の１時点で、1.33 となっている。 

 ⑦ 公債費 

 昭和３５年度以降９時点において、1.00 を上回る時点は湯原町９時点、次いで八束村４

時点、中和村３時点、川上村１時点となっている 

 上記の湯原町は全時点に及び、その特化係数は 1.01～4.00 の範囲となり、そのなかで昭

和３５年度を除く時点は 1.01～1.28 の範囲となっている。八束村は昭和３５年度及び平成

２～１２年度の４時点で 1.09～1.70 の範囲となり、中和村は昭和３５、５５、６０年度の

３時点で 1.07～3.10 の範囲となっている。 

 ⑧ 人件費 

 昭和３５年度以降９時点において、1.00 を超える時点は湯原町は最多の８時点、次いで

川上村と中和村各３時点、湯原町は該当時点不在となっている。 

 上記の湯原町は昭和３５年度を除く８時点で、その特化係数は 1.02～1.34 の範囲となり、

大半は 1.20 以上である。川上村は昭和５５年～平成２年度の３時点で 1.04～1.35 の範囲

となり、そのなかで後者２時点は 1.30 台となっている。中和村は昭和４０、６０年年度と

平成７年度の３時点で 1.05～1.08 の範囲となっている。 

 ⑨ 普通建設事業費 

 昭和３５年度以降９時点において、1.00 を超える時点は八束村の５時点、次いで川上村

３時点、中和村２時点、湯原町は１時点となっている。 

 上記の八束村は昭和４０、５０～６０年度及び平成７年度の５時点で、その特化係数は

1.06～1.48 の範囲となり、その大半は 1.20 以上となっている。川上村は昭和４０、５０

年度及び平成１２年度の３時点で 1.06～1.30 の範囲となっている。中和村は昭和５０年度

と平成１２年度の２時点でそれぞれ 1.48、1.76 となり、湯原町は昭和４０年度の１時点で

1.18 となっている。 

 

 第第第第４４４４節節節節 町村町村町村町村のののの財政構造財政構造財政構造財政構造のののの推移推移推移推移 

 

 町村の財政構造を分析・診断するための指標は、①財政力指数、②実質収支比率、③経

常収支比率、④公債費比率、⑤公債費負担比率、⑥積立金現存高、⑦地方債現在高、その

他となっている
1)

。 

 本節では上記①～④の指標を昭和４０年（③④は昭和５０年）～平成１２年度の間にお

ける５年刻みの８時点（③④は６時点）について表４に基づき記述す。なお、比較のため

岡山県内全町村の財政構造について付記する。 

 

  第第第第１１１１項項項項 財政力指数財政力指数財政力指数財政力指数 

 財政力指数は、財政力の強弱、すなわち余裕度を表す指標で、基準財政収入額を基準財

政需要額で除して得られた数値の過去３年間の平均値をとり、同指数が「１」に近いほど

財政力が強いと判断される
1)

。 

 昭和４０年度の財政力指数は湯原町 0.71、八束村 0.24、中和村 0.20、川上村 0.19 の順

になり、岡山県内全町村（以下、県内全町村）は 0.34 となっている。 

 同年度以降、各町村における財政力指数の推移経過は以下のようである。 

 湯原町は急速に低下し、昭和５０年度に 0.297 となり、その後は緩やかな低下に転じ、

平成１２年度に 0.194 となっている。 八束村は緩やかな上昇基調で推移し、昭和６０年

度に 0.270 となり、その後は低下に転じ、平成７年度に 0.183 と最低を記録し、その後僅
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差ながら上昇し、同１２年度に 0.193 となっている。 

 中和村は昭和４５年度に 0.141 と低下し、その後上昇し、同５０年度に 0.219 と最高に

達し、その後はかなり急速に低下し、平成２年度に 0.096 と最低を記録し、その後は横ば

い状態となり、同１２年度に 0.099 となっている。 

 川上村は上昇し、昭和５０年度に 0.273 と最高に達し、その後は緩やかな低下に転じ、

平成２、７年度にそれぞれ 0.187 、0.186 と最低を記録し、その後いくぶん上昇し、同１

２年度に 0.194 となっている。 

 県内全町村は昭和４５年度に 0.314 と横ばい状態が続き、その後低下し、同５０年度に

0.246 と最低を記録し、その後は上昇し、同６０年度に 0.334 となり、同４０年度の水準

と近似し、その後は概ね 0.300 台で推移し、平成１２年度に 0.299 となっている。 

 上記の推移経過のもとで、湯原町における昭和４０、４５年度の財政力指数は「１」に

遠く及ばないものの、４か町村の中では最も高くなっている。しかし、同町は昭和５０年

度以降において 0.500 を大きく下回り、そのため他の３か村との較差は縮小され、その過

程で湯原町、川上村、八束村はかなり接近しているが、中和村は大きく下回っている。一

方、県内全町村は昭和５０年度を除く他の時点において４か町村を大きく上回っている。 

 

  第第第第２２２２項項項項 実質収支比率実質収支比率実質収支比率実質収支比率 

 実質収支比率は、財政の健全性を表す指標である。実質収支は形式収支（歳入決算額か

ら歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額）から、翌年度に繰り越すべき財源を控除した

額で、その実質収支を標準財政規模で除して得られた比率が実質収支比率と呼ばれ、一般

的には「３～５％程度」が好ましいとされる
1)

。 

 昭和４０年度の実質収支比率は、湯原町 3.7%、中和村 2.7%、川上村 1.2%、八束村△12.5%

の順になり、県内全町村は 9.6%となっている。 同年度以降、各町村における実質収支比

率の推移経過は以下のようである。 

 湯原町は上昇し、昭和４５年度に 7.7%となり、同５０年度には△7.0%と急激に低下し、

同５５年度には 6.3%となり、その後は上昇基調に転じ、平成７年度に 11.0% と最高に達し、

同１２年度は 8.6 となっている。 

 中和村は上昇し、昭和４５年度に 12.2% と最高水準に近接し、その後は低下と上昇を繰

り返し、その推移過程で平成２年度に 12.8% と最高に達し、同１２年度は 10.9% となって

いる。 

 川上村は緩やかに上昇し、昭和５０年度に 4.1%となり、その後急上昇に転じ、同６０年

度に 22.1% と最高に達し、平成２年度に 17.3% となり、その後は急落し、同７年度に 2.8%、

同１２年度には 1.3%となっている。 

 八束村は上昇し、昭和４５度に 7.4%となり、同５０年度に 8.8%と最高を記録し、その後

は低下基調で推移し、その過程で平成７年度に黒字で 3.7%と最低を記録し、その後は上昇

し、同１２年度に 6.4%となっている。 

 県内全町村は上昇基調で推移し、昭和６０年度に 10.2% と最高を記録し、その後は 8.0%

台前後で推移し、平成１２年度に 8.6%となっている。 

 上記の推移過程において、実質収支比率「５％以上」の時点をみると、中和村は昭和４

５年度以降の７時点、湯原町は昭和４０、５０年度を除く６時点、八束村は昭和４０年、

平成７年度を除く６時点、川上村は昭和５５年～平成２年度の間の３時点、そして県内全

町村は昭和４０年以降の８時点となっている。 

 

  第第第第３３３３項項項項 経常収支比率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、財政構造の弾力性を表す指標である。それは経常的経費充当一般財源

を経常一般財源総額で除して得られた比率で、一般的に、町村は７０％前後、都市は８０

％前後がよいとされている
1)

。 

 昭和５０年度の経常収支比率は、湯原町 102.0%、八束村 96.9% 、中和村 90.2% 、川上

村 82.4 の順になり、県内全町村は 94.6% となっている。 

 同年度以降、各町村の経常収支比率の推移経過は以下のようである。 
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 湯原町は低下し、昭和５５年度に93.1% となり、その後も低下は続き、平成２年度に72.7% 

と最低を記録し、その後上昇し、同１２年度に 81.0% となり、昭和６０年度の水準に接近

している。 

 八束村もまた低下を続け、昭和５５年度に 85.7% となり、平成２年度に 72.0% と最低を

記録し、その後は上昇に転じ、同１２年度に 80.3% となり、昭和６０年度の水準を超えて

いる。 

 中和村は昭和５５年度に 90.3% と横ばい状態となり、その後低下に転じ、同６０年度に

85.8% となり、その後急落し、平成２年度に 69.4% と最低を記録し、その後は上昇し、同

１２年度に 84.3% となり、昭和６０年度の水準に接近している。 

 川上村は昭和５５年度に 83.3% と概ね横ばい状態となり、その後は急速に低下し、平成

２年度に 67.1% と最低を記録し、その後は上昇し、同１２年度に 83.7% となり、昭和５５

年度の水準に達している。 

 県内全町村は急落し、昭和５５年度に 78.9% となり、その後は概ね横ばい状態となり、

平成２年度に急落し、69.6% と最低を記録し、その後は上昇し、同１２年度に 80.6% とな

り、昭和６０年度の水準を僅差ながら超えている。 

 上記の推移過程において、経常収支比率「７０％前後」を下回る時点は各町村において

みられず、ただ、同比率に近い時点は平成２年度に集中し、その比率は川上村 67.1% 、中

和村 69.%、県内全町村 69.6% となっている。 

 

  第第第第４４４４項項項項 公債費比率公債費比率公債費比率公債費比率 

 公債費比率は、地方債の返済状況の危機ラインの回避を示す指標である。それは普通会

計に係わる元利償還金を標準財政規模で除して得られた数値であり、一般に公債費比率の

要注意ラインと呼ばれる水準は、おおむね１５％前後とされている
1)

。 

 昭和５０年度の公債費比率は、湯原町 11.4% 、中和村 10.6% 、川上村 6.4%、八束村 5.6%

の順になり、県内全町村は 9.5%となっている。 同年度以降、各町村の公債費比率の推移

経過は以下のようである。 

 湯原町は上昇し、昭和５５年度に 14.9% 、そして同６０年度に 15.9%と最高に達し、そ

の後は低下基調で推移し、その過程で平成２年度に 10.1% と最低を記録し、同１２年度に

12.5% となっている。 

 中和村は上昇を続け、昭和６０年度に 15.4% と最高に達し、その後は急落し、平成２年

度に 7.9%と１０％を切り、その後は僅少ながら上昇し、同１２年度には 9.1%となっている。 

 川上村は昭和５５年度に 9.6%と上昇し、その後は低下と上昇を繰り返し、平成７年度に

10.1% と１０％に達し、その後急上昇し、同１２年度に 17.0% となっている。 

 八束村は昭和５５年度に 8.9%に上昇し、同６０年度に 11.7% と１０％台に乗り、その後

は１０％台を上昇し、平成１２年度に 13.6% となっている。 

 県内全町村は昭和５５年度に 11.2% と上昇し、昭和６０年度には 18.0% と最高を記録し、

その後は低下するものの１０％台でを推移し、平成１２年度に 13.8% となっている。 

 以上の推移過程において、公債費比率の要注意ライン「１５％前後」以上の水準を示す

町村は、昭和６０年度の中和村（同比率 15.4% ）と湯原町（同 15.9% ）、平成１２年度の

川上村（同 17.0% ）となっている。なお、県内全町村は昭和６０年度に 18.0%と要注意ラ

インを超えている。 

 

 第第第第５５５５節節節節 固定資産評価額固定資産評価額固定資産評価額固定資産評価額のののの推移推移推移推移 

 

 税収入の基礎となる土地の指定評価額の昭和３６年以降５年刻み８時点に亘る推移状況

を耕地（田畑）、山林、宅地について表５に基づいて記述すると以下のとおりであり、比

較のため岡山県内全町村につて付記する。 

 田の指定評価額（昭和３６～４６年反当たり、その後は 1,000 ｍ
2 

）は、昭和３６年に

八束村３万２千７９０円、湯原町３万１千７４４円、川上村２万９千３９９円、中和村２

万７千２７８円の順になっている。一方、岡山県内全町村は４万４千６３円となり、八束
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村を１万１千２７３円、湯原町を１万２千３１９円、川上村を１万４千６６４円、中和村

を１万６千７８５円上回っている。 

 同年以降、各町村における田の指定評価額指数（昭和３６年＝1.00）は上昇し、その推

移過程において同指数が 2.00 台に達した時点は、八束村と中和村は昭和５６年、川上村、

湯原町及び県内全町村は平成２年となり、同１２年には中和村 4.18、湯原町 3.69、川上村

3.25、八束村 3.20、県内全町村 2.47 の順になっている。 

 以上推移経過のもとで、平成１２年に湯原町１１万７千６４円、中和村１１万３千９１

８円、八束村１０万４千８１５円、川上村９万５千６５１円の順になっている。一方、県

内全町村は１０万８千９４７円となり、八束村及び川上村をそれぞれ４千１２２円、１万

３千２９６円上回り、反対に中和村と湯原町をそれぞれ４千９７１円、８千１１７円下回

っている。 

 畑の指定評価額（昭和３６～４６年は反当たり、その後は 1,000 ｍ
2 

当たり）は、昭和

３６年に湯原町１万６千９８０円、中和村１万３千１０６円、八束村９千２４３円、川上

村７千７０９円の順になっている。一方、県内全町村は１万９千２４６円となり、湯原町

を２千２６６円、中和村を６千１４０円、八束村を１万３円、川上村を１万１千５３７円

上回っている。 

 同年以降、４か町村の畑の指定評価額指数（昭和３６年＝1.00）は上昇し、その推移過

程において同指数が 2.00 台に達した時点は、八束村は昭和４６年、中和村は同５１年、川

上村は同５６年、湯原町と県内全町村は平成２年となり、平成１２年には川上村 4.77、八

束村 4.47、中和村 4.12、湯原町 2.55、県内全町村 2.31 の順になっている。 

 以上の推移経過のもとで、平成１２年に中和村５万４千９円、湯原町４万３千３０６円、

八束村４万１千２９５円、川上村３万６千７９３円の順になっている。一方、県内全町村

は４万４千４３９円となり、中和村を９千５７０円下回り、反対に湯原町を１千１３３円、

八束村を３千１４４円、川上村を７千６４６円上回っている。 

 山林の指定評価額（昭和３６～４６年は反当たり、その後は 1,000 ｍ
2 

当たり）は、昭

和３６に湯原町７４０円、八束村６００円、川上村５７８円、中和村５６３円の順になっ

ている。一方、県内全町村は１千６０６円となり、湯原町を８６６円、八束村を１千００

６円、川上村を１千２８円、中和村を１千４３円上回っている。 

 同年以降、山林の指定評価額指数（昭和３６年＝1.00）は上昇し、その推移過程におい

て同指数が 10.00 台に達した時点は川上村と八束村は昭和４６年、中和村は同５１年、湯

原町は同５６年、県内全町村は平成７年となり、平成１２年には中和村 28.63、川上村

27.97、八束村 22.90、湯原町 19.11 のになり、一方、県内全町村は 10.10 となっている。 

 以上の推移経過のもとで、平成１２年に川上村１万６千１６９円、中和村１万６千１１

８円、湯原町１万４千１４０円、八束村１万３千７４０円の順になっている。一方、県内

全町村は１万６千２１７円となり、川上村を４８円、中和村を９９円、湯原町を２０７７

円、八束村を２４７７円上回っている。 

 宅地の指定評価額（坪当たり）は、昭和３６年に湯原町２１５円、八束村２０４円、中

和村１９４円、川上村１７２円の順になっている。一方、県内全町村は３０５円となり、

湯原町を９０円、八束村を１０１円、中和村を１１１円、川上村を１３３円上回っている。 

 同年以降、宅地指定評価額指数（昭和３６年＝1.00）は急速に上昇し、その推移過程に

おいて同指数が 10.00 台に達した時点は、八束村と湯原町は昭和４６年、県内全町村は同

５１年、中和村は同５６年となり、一方、川上村は同４６年に 8.53 、同５１年には 25.41 

となり、平成１２年には川上村 158.22 、県内全町村 157.22 、湯原町 144.01、八束村 124.88、

中和村 50.02 の順になっている。 

 以上の推移経過のもとで、平成１２年に湯原町３万９６１円、川上村２万７千２１３円、

八束村２万５千４７６円、中和村９千７０４円の順になっている。一方、県内全町村は４

万７千９５２円となり、湯原町を１万６千９９１円、川上村を２万７３９円、八束村を２

万２千４７６円、中和村を３万８千２４８円上回っている 
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 1) 出井信夫『自治体の財政分析』pp.66～76､平成16 年. 

 


