
　財産

　町の財産には、土地などの不動産、有
価証券などの動産と、貯金である8の基
金があります。
　基金は、法律や条例に基づいて特定の
目的のために積み立てています。26年度
末の基金の合計は、18億3,184万円です。

現在高 前年度対比

土地（㎡） 426,079 ＋ 405

建物（㎡） 109,520 － 41

山林（町有林）（㎥） 1,000 ±０

有価証券（千円） 3,300 ±０

基金名（目的） 現在高 前年度対比
財政調整基金
（一般会計の年度間の収入の調整のため） 5 億 7,927 万円 5,152万円

町債償還基金
（地方債の償還のため） 2 億 6,111万円 －1,867 万円

土地開発基金
（公共用の土地をあらかじめ取得するため） 3 億 5,445 万円 344万円

大規模地震災害対策基金
（災害の予防や被災者支援のため） 2 億 7,555 万円 ＋2,390万円

地域福祉基金
（地域福祉の増進のため） 1億 7,644万円 ±０円

用品調達基金
（事務用品などの集中購買のため） 200万円 ±０円

国民健康保険財政調整基金
（国民健康保険の健全な財政運営のため） 5,174万円 ＋11万円

介護保険事業運営基金
（介護保険事業の健全な財政運営のため） 1億 3,126万円 －3,366万円

　特定の事業を行うために一般会計と別に経理す
る特別会計については黒字でした。
　独立採算制をとっている水道事業の企業会計に
ついては赤字でした。

区分 歳入 歳出
国民健康保険特別会計 36億 6,150万円 35億 866万円

公共下水道事業特別会計 5億 5,863万円 5億 4,524 万円

介護保険特別会計 26億 4,639万円 25億 8,907万円

後期高齢者医療特別会計 4億 473万円 3億 8,844 万円

区分 歳入 歳出

水道事業
会計

収益的収支 4億1,010万円 4億  3,761万円

資本的収支 9,667万円 2億  971万円

　年度を越えて償還する借入金を地方債といい
ます。
　26年度の地方債残高は、25年度から2,052万
円増え、187億3,588万円となっています。

現在高 前年度対比

地方債現在高 187億 3,588万円 ＋2,052万円

内  

訳

一般会計 108億 5,770万円 ＋2,099万円

公共下水道事
業特別会計

49億 115万円 －670万円

水道事業会計 29億 7,702万円 ＋623万円

　特別会計　地方債現在高 　一般会計歳入

まちの家計簿

　　一般会計歳出

平成 26 年度
松前町の

お金の使い方

Masaki's
economy

　一般会計の歳入は、98億 5,623万
円でした。25 年度と比べると3.2％
増加しています。
　主な理由は、地方税収入となる法
人住民税、固定資産税の収入、福祉
事業の補助金や土木事業などを支援
する国庫支出金が増加したことにより
ます。
　また、財源の内訳は、町でまかな
う自主財源が52.4％、国や県に頼っ
た依存財源が 47.6％となりました。

　一般会計の歳出は、94億 5,551万
円で 25 年度と比べると、2.3％増加
しています。
　主な理由は、26 年度から実施され
た臨時福祉給付金、子育て世帯臨時
特例給付金などによって民生費が増
加したことと、町道の新設改良に係
る土木費が増加したことによります。
　26 年度の歳入との差引は、4億 71
万円の黒字となり、翌年度へ繰り越
します。

※１万円未満は切り捨てて表示しているため、合計が一致しない場合があります。 問財政課財政係　☎ 985-4101

歳 出

94 億
5,551 万円

児童・老人福祉や
障がい者福祉の

民生費（34.7%）
32億 8,223万円

学校教育、生涯学習、
文化振興などの

教育費（10.6%）
9 億 9,784万円

総務管理、税の課税・収納、
戸籍・住民基本台帳関係などの

総務費（12.3%）
11億 6,695万円

道路・水路、
公園整備などの

土木費（10.2%）
9 億 6,396万円

町借金の元利金返済の

公債費（11.6%）
11億 53万円

健康診断などの保健関係、
ごみ収集などの環境保全の

衛生費（8.9%）
8 億 4,101万円

伊予消防等事務組合の負担金、
災害対策などの

消防費ほか（11.7%）
11億 297万円

            

皆さんが納める税金や
会社の法人町民税など

地方税（43.5%）
42億 8,391万円

前年度の予算執行の
結果残ったお金

繰越金（3.0%）
3億 1,028万円

貯金である基金などから
一般会計へ繰入れるお金

繰入金ほか（5.9%）
5億 7,293万円

事業を行うための県から
の負担金・補助金

県支出金（6.5%）
6 億 4,213万円

市町村間での財源の不均衡
調整に国から交付されるお金

地方交付税（14.9%）
14 億 6,589万円

町の借金

地方債（9.9%）
9 億 7,873万円

事業を行うための国からの
負担金・補助金

国庫支出金（11.4%）
11億 2,664万円

消費税徴収による
県からのお金など

地方消費税交付金ほか（4.9%）
4 億 7,569万円

歳 入

98 億
5,623 万円
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