
令和３年度の一般会計は

今年度の一般会計予算を１万分の１にして家計に例えてみました

西条さん家の１年分の収入（432.2万円）

（前年度比1.5%減）

432.2億円自主財
源

依
存 財 源

歳　入

市税
147億9,612万円
（▲5.3%）

地方交付税
84億6,143万円
（△3.7%）

国・県支出金
96億6,716万円
　（0.9%）

繰入金
15億9,584万円（2.1%）

諸収入など
18億1,777万円（△10.5%）

繰越金　5,000万円（0.0%）
分担金・負担金　2億2,310万円（△2.7%） 使用料・手数料　5億7,281万円（△4.7%）

その他交付金
26億3,080万円（13.6%）

地方譲与税
3億9,427万円（△4.3%）

市債
30億1,070万円
（11.6%）

給料（基本給） 174.1万円

市税
諸収入など
使用料・手数料
分担金・負担金

給料（諸手当） 114.8万円
地方交付税
その他交付金
地方譲与税

親からの援助 96.7万円 国・県支出金
銀行からの借入 30.1万円 市債
預貯金の引き出し 16.0万円 繰入金
前年の残金 0.5万円 繰越金

426.2億円

29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度

438.2億円

472.3億円

438.9億円
432.2億円432.2億円

一般会計の当初予算額の推移
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令和３年度

西条市の予算
　令和３年度の当初予算編成では、限られた財源を最大限有効に
活用するための創意工夫を凝らしました。歳入水準に見合った歳
出構造への転換に向けた「歳出改革」の推進など、持続可能な西
条市を目指すとともに、「第２期西条市総合計画後期基本計画」
に掲げる目標を達成するため、各種施策に取り組んでいます。
問合せ　市庁舎本館３階　財政課　℡0897－52－1314

生活費 4.4万円減少、住宅ローンなどの返済 2.9万円増加、
家の増改築費など 4.8万円減少　　など

■支出　計6.7万円減少

西条さん家の家計簿
年収432.2万円の西条さん家では、昨年度より…

収入が減った分、親からの援助を0.9万円、
銀行からの借入を3.1万円増加してやりくり中｡

■給料　計11.2万円減少
基本給 10.8万円減少、諸手当 0.4万円減少

Pick　up
02

西条さん家の１年分の支出（432.2万円）

議会費　3億1,737万円（△3.9%）

民生費
183億4,928万円
（0.3%）

民生費
183億4,928万円
（0.3%）

公債費
47億8,089万円
（6.5%）

公債費
47億8,089万円
（6.5%）

総務費
44億570万円
（△6.4%）

土木費
29億9,949万円（△22.2%）

衛生費
35億8,825万円
（6.6%）

その他　
2億7,444万円（△14.9%）

農林水産業費
12億2,422万円（△4.0%）
消防費　14億2,467万円（2.3%）
商工費
16億3,741万円（4.8%）

教育費
42億1,828万円
（△2.0%）

歳　出
（目的別）

子育て支援や
高齢者、障がい
者福祉など

市の借入金
の返済

道路、公園、
住宅などの
建設・維持

公債費
47億8,089万円
（6.5%）

繰出金
49億9,344万円（1.1%）

積立金
6,158万円（△15.1%）

補助費など
37億5,716万円（△8.2%）

人件費
86億2,458万円
（△3.8%）

人件費
86億2,458万円
（△3.8%）

扶助費
113億7,671万円
　　　（2.2%）

扶助費
113億7,671万円
　　　（2.2%）

普通建設事業費など
38億4,146万円
（△11.0%）

物件費 57億8,418万円（△1.7%）

歳　出
（性質別）

生活費 144.1万円
人件費
（給与・報酬など）
物件費
（消耗品・光熱水費）

医療費・教育費 113.8万円 扶助費
（医療費助成など）

仕送り 49.9万円 操出金
（特別会計へ）

ローン返済 47.8万円 公債費
（地方債返済など）

家の増改築費など 38.4万円 普通建設事業費など

保険料・税金 37.6万円 補助費など
（他の団体へ）

預貯金 0.6万円 積立金

特別会計予算額 企業会計予算額

一般会計予算額

△は減少
会計名 当初予算 前年度比

企業会計 77億8,540万円 6.7％
水道事業会計 20億　696万円 22.1％
病院事業会計 　4億9,235万円 27.1％
公共下水道事業会計 52億8,609万円 0.4％

会計名 当初予算 前年度比
一般会計 432億2,000万円 △1.5％

△は減少

△は減少
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会計名 当初予算 前年度比
特別会計 263億5,556万円 △0.9％
国民健康保険 123億6,600万円 △2.0％
介護保険 121億2,811万円 1.1％
港湾上屋事業 545万円 △2.5％
ひうち地域振興整備事業 1億2,060万円 △17.4％
土地開発事業 48万円 △49.9％
小松地域交流事業 4,470万円 41.4％
本谷温泉事業 5,949万円 5.1％
畑地かん水事業 2,266万円 △9.5％
庄内財産区 85万円 △1.1％
壬生川財産区 304万円 △4.0％
後期高齢者医療保険 16億　418万円 1.1％
簡易水道事業※ 0　円 △100.0％
※簡易水道事業は、水道事業会計へ統合

令和３年度の予算額　合計　773億6,096万円（前年度比0.6％減）

  住宅ローンの返済（公債費）の本格化や、家の増
改築費（道前クリーンセンター整備事業、小中学校
施設長寿命化事業など）、医療費・教育費（扶助費）
の増加が見込まれます。支出全般を切り詰めて、家
計の維持に努めていく必要あります。

今後はどうなる？

　人口減少や新型コロナウイルス感染症の影響で、
給料（市税など）が減少しました。
　支出では、古くなった家の改築（（仮称）新泉町
団地整備事業など）が完了したことで、家の増改築
費など（普通建設事業費など）が減少しました。

今年度の家計（予算）のポイント

※数字は端数処理しています。（）内は前年度比
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　がん対策推進　　　　　　　　171万円
健幸アンバサダー養成　　　　52万円
認知症予防トライアル　　 　 　 437万円
地域包括支援センター運営委託

7,742万円
西条児童館整備　　　　 1億8,467万円

地域医療寄附講座開設　　　 2,200万円
子育て世代包括支援センター運営

857万円

地下水保全　　　　　　　　　450万円
ひうち地区水道施設新設工事　　

3億5,016万円
道前クリーンセンター基幹的設備改良

3億8,869万円

市単独道路改良　　　　 1億7,860万円
地域公共交通活性化対策　　 683万円

楠河分団統合整備　　　　　　　　　 4,600万円
災害対応備品等整備　　　　　500万円

小学校施設長寿命化　　 3億1,482万円
学校・家庭・地域連携推進　1,206万円
小中学校GIGAスクール整備　

3,659万円

　
環境保全型農業直接支援　　　516万円
頑張る農家支援　　　 　　 1,090万円
国営ほ場整備　　　　 　　 4,035万円
有害鳥獣緊急捕獲　 　　　 　180万円

森林経営管理推進　　　　　 7,257万円
林業経営体育成支援　　　　　300万円
台湾産業交流推進　　　　　　529万円
地域人材確保支援　　　　 　2,000万円
地域産業活性化推進　　　　 3,114万円
移住促進　 　　　　　　　　4,570万円

シティプロモーション推進　 1,914万円
市民活動支援センター管理運営

　1,423万円
地域自治推進　　　　　　 　1,718万円
地域づくり支援体制強化　　 1,001万円
公共施設等マネジメント推進　189万円
ＲＰＡ導入推進　　　　　　　800万円
自治体サービスプラットフォーム実証

686万円

当初予算・補正予算の詳細は市ホームペー
ジに掲載の PDF でご確認いただけます。

　新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン接種などの緊急性の高い事業に予算を追加しています。

福祉

自然共生

都市基盤

安全安心

教育文化

産業振興

構想実現

当初予算の主な事業

補正予算の主な事業新型コロナウイルス感染症対策

○新型コロナウイルスワクチン接種
6億9，829万円

○中小企業等チャレンジ支援
　１億500万円

○電子図書館導入　　
　　　 2，004万円

○情報ネットワーク運用　　　　 6，657万円○電子商品券発行　　　　　　１億2，887万円

　新型コロナウイルス感
染症のまん延防止のた
め、身近な地域で円滑に
ワクチン接種が受けられ
る仕組みを含め、必要な
体制を構築します。

　業態転換や経営力向上
など、新たなチャレンジ
に取り組む中小企業など
に支援を行います。

　ホームページ上から電子
書籍を閲覧・貸出できる
「電子図書館システム」を
導入します。

○証明書コンビニ交付
　　　1，596万円

　住民票の写し、印鑑登録
証明書、所得証明書などの
証明書を、マイナンバーカ
ードを活用し全国のコンビ
ニエンスストアなどで交付
できるようにします。

移住体験ツアー移住体験ツアー
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