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■：65億2,342万円（36.2％）■：65億2,342万円（36.2％）

■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 39.0％ 61億8,232万円 41.6％57億9,384万円148億5,712万円

■問合せ　市庁舎本館３階　財政課　TEL0897－52－1272

介護保険 39.6％ 44億8,021万円 39.1％45億4,415万円114億6,294万円

簡易水道事業 22.3％ 4,928万円 33.4％3,300万円1億4,777万円

公共下水道事業 5.5％ 10億6,225万円 24.2％2億4,197万円43億9,459万円

小規模下水道事業 10.8％ 867万円 21.9％427万円3,964万円

港湾上屋事業 46.0％ 96万円 17.1％258万円561万円

ひうち地域振興整備事業 1.5％ 6,387万円 3.5％2,780万円18億　265万円

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 42.3％ 2,739万円 11.1％1億　405万円2億4,589万円

本谷温泉事業 3.6％ 507万円 25.3％72万円2,007万円

住宅新築資金等貸付事業 498.6％ 1万円 0.4％915万円184万円

畑地かん水事業 48.8％ 739万円 27.3％1,321万円2,706万円

庄内財産区 11.7％ 40万円 33.8％14万円117万円

壬生川財産区 92.5％ 37万円 9.7％351万円379万円

後期高齢者医療保険 34.9％ 5億　790万円 36.0％4億9,183万円14億　955万円

合計 32.7％ 123億9,609万円 36.0％112億7,022万円344億2,207万円

　介護保険事業勘定 38.9％ 44億5,815万円 39.1％44億4,220万円114億　787万円

　介護サービス事業勘定 185.1％ 2,206万円 40.1％1億　195万円5,507万円

　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29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29年度上半期（４月～９月）

▲伊予西条駅バリアフリー化事業

■：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

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

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　　

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：162億7,338万円（執行率：32.9％）

■：10億4,848万円（16.9％）

■：27億　740万円（44.5％）

■：14億2,371万円（35.2％）

■：14億7,259万円（25.7％）

■：11億1,348万円（35.3％）

■：３億5,857万円（13.1％）

■：６億3,317万円（40.8％）

■：９億9,256万円（53.4％）

民生費

土木費

教育費

総務費

公債費

衛生費

農林水産業費

消防費

その他

180億2,312万円（36.5％）

62億1,440万円（12.6％）

60億7,990万円（12.3％）

57億3,368万円（11.6％）

40億4,545万円（ 8.2％）

31億5,548万円（ 6.4％）

27億4,362万円（ 5.5％）

15億5,023万円（ 3.1％）

18億6,012万円（ 3.8％）

■一般会計予算執行状況　　　予算額合計：494億600万円

※数字は端数処理しています。
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480億5,504万円

217億3,591万円

73億2,472万円

480億5,504万円

217億3,591万円

73億2,472万円

▼平成29年度の主な事業

▲ヘリコバクター・ピロリ感染検査事業 ▲フエ・フェスティバル出展事業 ▲氷見分団蔵置所等整備事業（消防施設
　整備費）

▼市有財産

土　地 2,942万2,297平方メートル

建　物 53万7,634平方メートル

基　金 112億7,220万円

有価証券 1,924万円

出資金 2億2,599万円

債　権 6億5,907万円

人　口：110,891人　 世帯数：50,529世帯

面　積：509.98平方キロメートル

　　　　　　　　　　　　平成29年９月30日現在

■企業会計決算状況

▼市債現在高　（市民一人当たり約70万円）
会計区分 現在高

一般会計 ①

特別会計　計

特別
会計
②

企業会計　計

企業
会計
③

一般会計 ①

介護保険 5,418万円

5,418万円

簡易水道事業 5億3,727万円

公共下水道事業 205億2,562万円

小規模下水道事業 1,955万円

ひうち地域振興整備事業 2億9,098万円

小松地域交流事業 3億　760万円

住宅新築資金等貸付事業 71万円

特別会計　計

特別
会計
②

特別会計　計

　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

企業
会計
③ 企業会計　計

60億9,089万円

12億3,383万円

合計　①＋②＋③ 771億1,567万円

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

県支出金

市債

繰入金

地方消費税交付金

諸収入

その他

収入済額合計：222億3,056万円（収入率：45.0％）

■：54億2,614万円（67.6％）

■：99億1,405万円（65.2％）

■：23億8,804万円（35.2％）

■：０万円（0.0％）

■：２億3,747万円（5.1％）

■：10億6,722万円（59.3％）

■：０万円（0.0％）

■：２億4,134万円（20.9％）

■：29億5,630万円（93.5％）

152億　512万円（30.8％）

80億2,197万円（16.2％）

67億9,193万円（13.8％）

67億3,120万円（13.6％）

46億6,295万円（ 9.4％）

18億7,399万円（ 3.8％）

18億円（ 3.7％）

11億5,660万円（ 2.3％）

31億6,224万円（ 6.4％）

■一般会計予算執行状況　　　予算額合計：494億600万円

水道事業会計水道事業会計

5,203万円6,607万円1億1,810万円

4億2,199万円 4,533万円3億7,666万円

5,203万円6,607万円1億1,810万円

4億2,199万円 4,533万円3億7,666万円

病院事業会計病院事業会計

収益 当期純利益費用会計区分


