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■一般会計予算執行状況　　　予算額合計：489億594万円

■：予算額
■：支出済額
　　（執行率）

用 語 解 説

一般会計　福祉や土木、教

　育、消防など市の基本的

　な仕事をする会計

民生費　高齢者、障害者、

　児童の福祉や医療助成な

　ど安定した社会生活を保

　障するために使うお金

土木費　道路や河川、市営

　住宅、公園などの整備や

　維持管理に使うお金

総務費　市庁舎の維持管理

　や戸籍、徴税、選挙、監

　査事務などに使うお金

教育費　幼稚園、小・中学

　校の整備、社会教育、保

　健体育など教育全般に使

　うお金

公債費　借入金の返済に使

　うお金

衛生費　予防接種などの保

　健事業やごみの収集・処

　理など衛生的な生活環境

　を保つために使うお金

科目
予算額（予算構成比）

科目
予算額（予算構成比）

支出済額合計：166億6,866万円（執行率：34.１％）

■：61億2,887万円（36.9％）■：61億2,887万円（36.9％）

■：13億1,670万円（19.8％）

■：15億　498万円（26.3％）

■：23億4,085万円（49.0％）

■：18億6,479万円（37.7％）

■：９億7,887万円（30.7％）

■：８億1,157万円（35.1％）

■：５億6,273万円（24.9％）

■：11億5,930万円（47.3％）

民生費

土木費

総務費

教育費

公債費

衛生費

消防費

農林水産業費

その他

165億9,247万円（33.9％）

66億4,336万円（13.6％）

57億3,115万円（11.7％）

49億5,192万円（10.1％）

47億7,589万円（ 9.8％）

31億8,771万円（ 6.5％）

23億　920万円（ 4.7％）

22億6,281万円（ 4.6％）

24億5,143万円（ 5.1％）

■特別会計予算執行状況

▲西部ウイングサポートセンター整備事業

会計名 収入率 支出済額 執行率収入済額予算額

国民健康保険 36.5％ 57億7,351万円 41.6％50億7,313万円138億9,154万円

■問合せ　市庁舎本館３階　財政課財政第２係　TEL0897－52－1272

介護保険 38.6％ 42億1,506万円 40.2％40億5,362万円104億9,477万円

簡易水道事業 21.7％ 5,606万円 37.3％3,261万円1億5,032万円

公共下水道事業 5.6％ 13億6,166万円 35.5％2億1,610万円38億3,200万円

小規模下水道事業 13.5％ 2,415万円 29.2％1,115万円8,286万円

港湾上屋事業 45.3％ 94万円 16.8％253万円559万円

ひうち地域振興整備事業 18.5％ 6,409万円 37.2％3,185万円1億7,237万円

土地開発事業 0.0％ 0万円 0.0％0万円244万円

小松地域交流事業 18.6％ 7,409万円 42.8％3,218万円1億7,329万円

本谷温泉事業 2.8％ 791万円 33.1％67万円2,386万円

住宅新築資金等貸付事業 89.4％ 27万円 21.9％110万円123万円

畑地かん水事業 47.7％ 505万円 18.5％1,301万円2,729万円

庄内財産区 15.4％ 38万円 12.9％45万円293万円

壬生川財産区 86.1％ 36万円 11.5％271万円315万円

後期高齢者医療保険 32.5％ 4億6,655万円 33.6％4億5,102万円13億8,649万円

合計 32.8％ 120億5,008万円 39.8％99億2,213万円302億5,013万円

　介護保険事業勘定 37.7％ 41億9,036万円 40.2％39億3,434万円104億3,373万円

　介護サービス事業勘定 195.4％ 2,470万円 40.5％1億1,928万円6,104万円

　市では、皆さんに市の財政状況を知っていただくため、年に２回、

各会計の執行状況などを公表しています。今回は、平成26年度上半期

（４月１日～９月30日）の財政状況について、お知らせします。

平成26年度上半期（４月～９月）
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市税

科目
予算額（予算構成比）

科目
予算額（予算構成比）

■：予算額
■：収入済額
　　（収入率）

用語解説

市税　市民税や固定資産

　税など市民の皆さんに

　納めていただく税金

地方交付税　市の財政状

　況に応じて国から交付

　されるお金

国庫支出金・県支出金

　特定の事業を行うため

　に国や県から交付され

　る負担金や補助金など

市債　特定の事業を行う

　ために国などから借り

　るお金

特別会計　特定の仕事を

　する場合に、一般会計

　とは別に経理する会計

企業会計　企業経営とい

　う観点から独立して経

　理する会計（西条市で

　は、水道事業会計と病

　院事業会計が該当しま

　す）

地方交付税

国庫支出金

市債

県支出金

繰越金

繰入金

諸収入

その他

収入済額合計：229億3,871万円（収入率：46.9％）

■：56億8,584万円（67.0％）

■：103億7,115万円（65.9％）

■：23億2,924万円（31.7％）

■：0万円（0％）

■：３億2,574万円（9.3％）

■：0万円（0％）

■：25億2,527万円（128.2％）

■：２億8,950万円（25.1％）

■：14億1,197万円（47.3％）

157億2,746万円（32.2％）

84億8,015万円（17.3％）

73億5,246万円（15.0％）

59億7,790万円（12.2％）

35億　583万円（ 7.2％）

19億6,999万円（ 4.0％）

17億5,089万円（ 3.6％）

11億5,379万円（ 2.4％）

29億8,747万円（ 6.1％）

■一般会計予算執行状況

▼平成26年度の主な事業

▲第２期中央地区まちづくり基盤整備事業
　（市民公園テニスコート　ほか）

▲四国鉄道文化館南館整備事業 ▲西条うちぬき倶楽部推進事業　　

▼市有財産

土　地 29,398,908平方メートル

建　物 537,077平方メートル

基　金 111億8,792万円

有価証券 1,924万円

出資金 2億2,599万円

債　権 5億6,406万円

人　口：112,999人　 世帯数：49,656世帯

面　積：509.07平方キロメートル

　　　　　　　　　　　　平成26年９月30日現在

収益 当期純利益費用

4億　909万円 1,406万円3億9,503万円

収益 当期純利益費用

１億4,144万円 １億　698万円3,446万円

収益■水道事業会計 当期純利益費用

4億　909万円 1,406万円3億9,503万円

収益 当期純利益費用

1億4,144万円 1億　698万円3,446万円

収益■病院事業会計 当期純利益費用

1億4,144万円 1億　698万円3,446万円

▼市債現在高　（市民一人当たり約66万円）
会計区分 現在高

一般会計 ① 423億4,610万円

特別会計　計 230億　761万円

特別
会計
②

企業会計　計 87億4,167万円

企業
会計
③

一般会計 ① 423億4,610万円

介護保険 1億　114万円

1億　114万円

簡易水道事業 6億2,600万円

公共下水道事業 216億7,831万円

小規模下水道事業 6,066万円

ひうち地域振興整備事業 4億9,577万円

小松地域交流事業 4,374万円

住宅新築資金等貸付事業 199万円

特別会計　計 230億　761万円

特別
会計
②

特別会計　計 230億　761万円

　介護サービス事業勘定

特別
会計
②

水道事業

病院事業

企業会計　計 87億4,167万円

企業
会計
③ 企業会計　計

69億5,164万円

17億9,003万円

87億4,167万円

合計　①＋②＋③ 740億9,538万円

企業
会計
③


