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■特別会計予算執行状況
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 37.3％ 64億　282万円 41.2％57億9,052万円155億2,614万円

■問合せ　市庁舎本館３階　財政課　TEL0897－52－1314

介護保険 40.5％ 43億3,445万円 40.0％43億8,983万円108億2,606万円

簡易水道事業 23.8％ 5,241万円 38.2％3,269万円1億3,734万円

公共下水道事業 5.8％ 13億3,755万円 33.7％2億2,864万円39億7,016万円

小規模下水道事業 7.8％ 1,866万円 36.9％392万円5,054万円

港湾上屋事業 43.5％ 96万円 17.2％244万円560万円

ひうち地域振興整備事業 28.0％ 8億7,518万円 29.3％8億3,493万円29億8,222万円

土地開発事業 0.0％ 0万円 0.0％0万円238万円

小松地域交流事業 19.8％ 4,241万円 25.2％3,335万円1億6,824万円

本谷温泉事業 0.2％ 1億2,271万円 35.8％58万円3億4,261万円

住宅新築資金等貸付事業 346.6％ 87万円 48.2％627万円181万円

畑地かん水事業 49.7％ 933万円 34.5％1,344万円2,704万円

庄内財産区 11.6％ 39万円 33.1％14万円118万円

壬生川財産区 90.3％ 39万円 10.3％342万円379万円

後期高齢者医療保険 29.8％ 4億4,858万円 31.2％4億2,921万円14億3,929万円

合計 33.2％ 136億4,671万円 38.5％117億6,938万円354億8,440万円

　介護保険事業勘定 39.8％ 43億　360万円 40.0％42億7,848万円107億5,135万円

　介護サービス事業勘定 149.1％ 3,085万円 41.3％1億1,135万円7,471万円

　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28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28年度上半期（４月～９月）

▲公民館耐震改修事業（神戸公民館）

■：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、児童、障

　がい者の福祉や医療助成

　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：158億6,656万円（執行率：32.9％）

■：64億2,041万円（36.6％）■：64億2,041万円（36.6％）

■：９億9,908万円（17.4％）

■：15億2,150万円（29.6％）

■：５億1,455万円（11.0％）

■：17億2,991万円（35.5％）

■：19億7,159万円（48.6％）

■：10億1,774万円（35.6％）

■：５億9,577万円（38.9％）

■：10億9,601万円（60.2％）

民生費

土木費

総務費

教育費

農林水産業費

公債費

衛生費

消防費

その他

175億4,123万円（36.3％）

57億5,715万円（11.9％）

51億4,849万円（10.7％）

48億7,391万円（10.1％）

46億7,825万円（ 9.7％）

40億5,741万円（ 8.4％）

28億5,481万円（ 5.9％）

15億3,250万円（ 3.2％）

18億1,988万円（ 3.8％）

予算額合計：482億6,363万円
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▼平成28年度の主な事業

▲「千の風になったあなたへ贈る手紙」
　募集事業

▲国体推進事業（リハーサル大会） ▲本谷温泉館大規模改修事業

▼市有財産

土　地 29,371,462平方メートル

建　物 539,494平方メートル

基　金 106億　609万円

有価証券 1,924万円

出資金 2億2,599万円

債　権 6億4,836万円

人　口：111,783人　 世帯数：50,359世帯

面　積：509.98平方キロメートル

　　　　　　　　　　　　平成28年９月30日現在

収益 当期純利益費用

4億2,573万円 4,972万円3億7,601万円

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

4億2,573万円 4,972万円3億7,601万円

収益 当期純利益費用

1億1,968万円 6,775万円5,193万円

収益■病院事業会計 当期純利益費用

1億1,968万円 6,775万円5,193万円

▼市債現在高　（市民一人当たり約69万円）
会計区分 現在高

一般会計 ① 472億2,286万円

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 ① 472億2,286万円

介護保険 1億　836万円

1億　836万円

簡易水道事業 5億6,424万円

公共下水道事業 209億5,305万円

小規模下水道事業 3,253万円

ひうち地域振興整備事業 3億6,032万円

小松地域交流事業 0万円

住宅新築資金等貸付事業 116万円

特別会計　計 220億1,966万円

特別
会計
②

特別会計　計 220億1,966万円

　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 77億5,285万円

企業
会計
③ 企業会計　計

63億6,740万円

13億8,545万円

77億5,285万円

合計　①＋②＋③ 769億9,537万円

企業
会計
③

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

繰入金

地方消費税交付金

諸収入

その他

収入済額合計：231億1,420万円（収入率：47.９％）

■：55億2,869万円（65.7％）

■：96億9,662万円（65.0％）

■：21億2,132万円（33.4％）

■：３億　425万円（4.8％）

■：０万円（0.0％）

■：10億3,565万円（61.1％）

■：１億3,212万円（6.8％）

■：２億2,917万円（19.0％）

■：40億6,638万円（121.0％）

149億2,243万円（30.9％）

84億1,499万円（17.4％）

63億4,412万円（13.1％）

62億8,418万円（13.0％）

40億8,060万円（ 8.5％）

19億5,671万円（ 4.1％）

16億9,400万円（ 3.5％）

12億　633万円（ 2.5％）

33億6,027万円（ 7.0％）

■一般会計予算執行状況


