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愛南町財政事情の作成及び公表に関する条例の規定に基づき、　　令和 2年度における愛南町の財政状況を公表します。

令和２年度 愛南町の予算執行状況　（下半期）についてお知らせします。

一般会計の 予算執行状況

特別会計の 予算執行状況

区　　分 予  算  額
総務費 48億3,156万5千円
民生費 35億6,954万4千円
衛生費 12億2,510万7千円
農林水産業費 25億6,514万1千円
商工費 8億2,186万7千円
土木費 10億5,440万4千円
消防費 4億4,661万4千円
教育費 13億4,368万4千円
公債費 24億9,486万3千円
その他の支出（※） 5億5,368万5千円

予算額 1億5,453万4千円
収入済額 1億5,466万8千円
支出済額 1億5,353万2千円
歳入歳出差引額 113万6千円

予算額
収入 7億4,400万円
支出 7億4,400万円

収入済額 6億6,937万8千円
支出済額 6億5,221万3千円
歳入歳出差引額 1,716万5千円

予算額
収入 927万6千円
支出 3,171万8千円

収入済額 927万6千円
支出済額 3,166万1千円
歳入歳出差引額 ※△ 2,238万5千円

予算額 1億2,372万円
収入済額 1億2,667万7千円
支出済額 1億581万4千円
歳入歳出差引額 2,086万3千円

予算額 2,840万9千円
収入済額 2,841万円
支出済額 2,835万5千円
歳入歳出差引額 5万5千円

予算額 8,700万円
収入済額 8,700万円
支出済額 8,700万円
歳入歳出差引額 0 円

⑤浄化槽整備事業特別会計

⑩病院事業会計
１．収益的収支 ２．資本的収支

⑥ 温泉事業等特別会計 ⑦旅客船特別会計 ⑧ 公共用地先行取得事業特別会計

※病院事業会計における資本的収
入額が資本的支出額に不足する額
2,238 万 5千円は、消費税および地
方消費税資本的収支調整額69 万 8
千円および過年度分損益勘定留保
資金 2,168万 7千円で補填しまし
た。

歳出予算内訳
総務費
（27.44%）
47億6,277万8千円

民生費
（19.80%）
34億3,598万2千円

衛生費
（6.84%）
11億8,790万円

商工費（4.00%）6億9,445万5千円

土木費
（4.44%）
7億7,119万9千円

消防費
（2.49%）
4億3,147万1千円

教育費
（7.51%）
13億390万1千円

公債費
（14.37%）
24億9,448万1千円

その他の支出（2.64%）
4億5,836万7千円

歳出総額

173億5,671万1千円

農林水産業費
（10.46%）
18億1,617万7千円

人件費　18.64%
32億3,490万4千円

その他の支出　1.64%
2億8,493万8千円

物件費　11.59%
20億1,150万2千円

扶助費　8.03%　13億9,430万2千円

補助費等　24.39%　42億3,309万4千円

普通建設事業費　11.02%
19億1,215万6千円

公債費　14.37%
24億9,448万1千円

積立金　1.41%
2億4,530万3千円

繰出金　8.91%
15億4,603万1千円

性質別
歳出

※その他の支出
議会費・災害復旧費・諸支出金

※その他の支出
維持補修費・災害復旧事業費・投資および出資金・貸付金
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予算額 1億8,550万円
収入済額 1億5,383万7千円
支出済額 1億3,152万4千円
歳入歳出差引額 2,231万3千円

予算額 32億5,738万2千円
収入済額 32億1,595万5千円
支出済額 31億8,862万1千円
歳入歳出差引額 2,733万4千円

予算額 3億2,182万円
収入済額 3億3,009万円
支出済額 3億1,980万4千円
歳入歳出差引額 1,028万6千円

歳 入 総 額 181億3,105万8千円
歳 出 総 額 173億5,671万1千円
歳 入 歳 出 差 引 額 7億7,434万7千円
翌年度に繰り越すべき財源 1億4,223万4千円
実 質 収 支 6億3,211万3千円

予算額 31億3,564万1千円
収入済額 31億2,521万4千円
支出済額 30億7,855万2千円
歳入歳出差引額 4,666万2千円

予算額
収入 7億1,195万円
支出 7億1,195万円

収入済額 6億8,029万9千円
支出済額 6億6,007万4千円
歳入歳出差引額 2,022万5千円

予算額
収入 1億7,795万6千円
支出 3億9,542万5千円

収入済額 1億6,785万5千円
支出済額 3億7,978万2千円
歳入歳出差引額 ※△ 2億1,192万7千円

区　　分 予  算  額
町税 18億268万1千円
地方交付税 72億1,100万4千円
分担金および負担金 1億5,427万5千円
使用料および手数料 1億6,739万円
国庫支出金 42億7,719万円
県支出金 12億7,451万5千円
繰越金 7億3,563万8千円
町債 15億5,754万7千円
その他の収入（※） 17億2,623万4千円

構成比はそれぞれの区分ごとに四捨五入して
いるため、区分ごとの合計は100％にならな
いことがあります。

④小規模下水道特別会計③介護保険特別会計②後期高齢者医療特別会計① 国民健康保険特別会計

⑨ 上水道事業会計
１．収益的収支 ２．資本的収支

※上水道事業会計における資本的収
入額が資本的支出額に不足する額2
億 1,192 万 7千円は、消費税および
地方消費税資本的収支調整額1,395
万 3千円、過年度分損益勘定留保資
金1 億 9,597 万 4千円、減債積立金
200 万円で補填しました。

歳入予算内訳

地方交付税
（40.66%）
73億7,126万5千円

分担金および負担金（0.83%）
1億5,013万5千円

使用料および手数料
（0.97%）
1億7,510万円

国庫支出金
（21.62%）
39億1,951万6千円

県支出金
（5.89%）
10億6,878万8千円

町債（6.34%）
11億4,924万7千円

繰越金
（4.06%）
7億3,563万８千円

その他の収入（9.49%）17億2,259万1千円

歳入総額

181億3,105万8千円

町税
（10.14%）
18億3,877万8千円

愛南町財政事情の作成及び公表に関する条例の規定に基づき、　　令和 2年度における愛南町の財政状況を公表します。

※その他の収入
地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消
費税交付金・自動車取得税交付金・地方特例交付金・交通安全対策特別交付金・
財産収入・寄附金・繰入金・諸収入

令和２年度 愛南町の予算執行状況　（下半期）についてお知らせします。

一般会計の 予算執行状況

特別会計の 予算執行状況
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　　暑くなると水辺でのレジャーを楽しむ機会が増えるとと
もに、水辺の事故が多発する時期です。
　　楽しく活動するために、次のことに気を付けましょう。
　　①水辺で遊ぶ前に「天気予報を確認しよう！」
　　②水辺で遊ぶときは「ライフジャケットを着よう！」
　　③水辺で遊ぶときは「一人で行かない！」
　　④溺れている人がいたら「飛び込まず助けを呼ぼう！」
　　⑤水に落ちたら「あわてず、浮いて助けを待とう！」
　　各家庭でルールを決めて、安全
に水辺の活動を楽しむよう心掛け
てください。また、水に浮く練習を
する際は、ぜひ御荘Ｂ＆Ｇ海洋セン
タープールをご利用ください。

問 ：御荘B&G海洋センター　
　　 電話：72-1117

水辺の活動を楽しむために
気を付けましょう‼

問 ：御荘B&G海洋センター
　　 電話：72-1117

問 ：企画財政課　
　　 電話：72-7317

　 愛媛大学では、地域の課題解決に対して貢献できる
人材に必要な知識・素養や技術を取得することを目的
としたプログラムを開講するにあたり、受講者を募集しま
す。
　 詳しくは、町ホームページに掲載していますので募集要
項をご確認ください。　
▶募集期限　 ８月10日㈫
▶申込先　　役場本庁企画財政課
※受講申請書等は役場で取りまとめ後、愛媛大学へ提
出します。
※選考された場合の受講料は愛南町で負担します。

愛媛大学地域創生イノベーター
育成プログラムについて

愛南町
ホーム
ページ

区　分 土　地 建　物
本庁舎 11,314.88㎡ 7,505.25㎡
その他の
行政機関

消防施設 13,983.02㎡ 6,063.29㎡
その他の施設 396,875.15㎡ 19,704.29㎡

公共用
財産

学校 254,901.47㎡ 68,115.48㎡
公営住宅 82,116.85㎡ 36,682.42㎡
公園 110,009.00㎡ 474.43㎡
その他の施設 484,017.32㎡ 93,952.13㎡

宅地 111,014.19㎡ －
田畑 10,076.00㎡ －
山林 19,295,279.74㎡ －
その他 87,156.50㎡ 4,523.35㎡

合　計 20,856,744.12㎡ 237,020.64㎡

区　分 現在高
財政調整基金 40億9,622万3千円
減債基金 3億6,566万9千円
公共施設マネジメント基金 10億9,750万7千円
防災対策基金 6億4,413万7千円
地域福祉基金 7億5,489万円
水資源対策基金 2億5,617万5千円
ふるさとづくり基金 7億6,996万6千円
森林環境譲与税基金 3,098万7千円
中山間ふるさと水と土保全基金 4,960万1千円
地域活性化基金 27億2,890万3千円
諏訪公園管理基金 433万6千円
肉用牛貸付基金 1,932万6千円
国民健康保険財政調整基金 5,379万4千円
介護保険給付費準備基金 1億5,641万8千円

計 110億2,793万2千円

⑥ 基金

※基金現在高を町民 1 人当たりに換算すると、約54万
3千円になります。

※地方債現在高を町民１
人当たりに換算すると、約
109万4千円になります。

（令和３年３月31日現在の
住民基本台帳人口20,300
人により算出）

① 土地 ･ 建物
（令和２年度末現在）

（令和２年度末現在）

区分 現在高
深浦浮桟橋 1個
青桐桟橋 1個

② 動産

④ 無体財産権 ⑤ 出資金 ･ 出捐金

③ 工作物
区分 現在高

浄化槽 954基

区分 現在高
商標権 6件

6億2,390万5千円

会　計 現在高
地方債 一時借入金 実質的地方債残高（見込）

一般会計 180億1,372万8千円 － 37億8,679 万 6千円
小規模下水道特別会計 6億3,553万4千円 － 1億9,517 万 1千円
浄化槽整備事業特別会計 1億8,377万2千円 － 6,159 万 5千円
上水道事業会計 33億7,951万3千円 － 29億2,547 万 2千円

計 222億1,254万7千円 － 69億6,903 万 4千円

財産の状況

地方債・一時借入金の状況

問 ：企画財政課　電話：72-7317



マチヤクバ り
町の施策・情報をお伝えします。

便

p13 広報あいなん 2021.8

　　御荘B&G海洋センターでは、転びにくい体づくりを進める「オタッシャ教室」を
開講しています。運動仲間をつくり、楽しく体を動かしてみませんか。
▶実施期間　　９月16日㈭～12月16日㈭【全15回】
▶場所　　御荘B&G海洋センター体育館・屋外・プール等
▶内容　　ウォーキング、ラケットテニス、水中運動等
▶対象者　　町内在住のおおむね55歳以上の方（介護認定を受けておらず、　
　　医師等から運動の制限を受けていない方）
▶参加費　　64歳以下：1,850円　65歳以上：1,200円
▶定員　　15人（４人に満たない場合は実施できません）
▶ 申込方法　　８月30日㈪までに御荘B&G海洋センター窓口か電話でお申し込

みください。

「第33期B&Gオタッシャ教室」参加者募集

問 ：御荘B&G海洋センター
　　 電話：72-1117

募 集

　　児童扶養手当の現況届・特別児童扶養手当の所
得状況届について、次の日程で受け付けを行います
ので、該当者は必ず手続きをしてください。なお、受給
資格者には個別に通知しています。
【児童扶養手当】
▶受付期間　　８月2日㈪～31日㈫
　　8:30～17:15（土日・祝日は除く）
【特別児童扶養手当】
▶受付期間　　８月12日㈭～９月７日㈫
　　8:30～17:15（土日・祝日は除く）
▶受付場所（両手当とも）
　　役場本庁保健福祉課
※上記以外の日程で手続きを希望される方は、事前
に保健福祉課にご連絡ください。

問 ：保健福祉課
　　 電話：72-1212

児童扶養手当の現況届および
特別児童扶養手当の
所得状況届について

愛南町
ホーム
ページ

▶実施日　10月3日㈰・11月14日㈰　
▶場所　　城辺保健福祉センター
▶受付時間　　8：30～11：00、13：30～14：30
▶内容・対象
　　・特定健診　　30歳以上（40歳以上は受診券と保　
　　　険証が必要）
　　・胃がん・大腸がん・肺がん検診　　40歳以上
　　・前立腺がん検診　　50歳以上男性
　　・子宮頸がん・骨粗鬆

しょう

症検診　　20歳以上女性
　　・乳がん検診（マンモグラフィー）　　40歳以上女性
　　・乳がん検診（超音波検診）　　30～39歳女性
　　・肝炎ウイルス検診　　40歳以上
※定員になり次第申し込みを締め切ります。
※当日は託児有（要予約）
▶料金　　無料
▶申込期限＜完全予約制＞
　　10月3日分：8月23日㈪まで
　　11月14日分：10月4日㈪まで

問 ：保健福祉課
　 　電話：72-1212

日曜総合健診について

健診予約
システム

問 ：生涯学習課　電話：72-1112

　　新型コロナウイルス感染症の影響により延期されていた「東京2020パラリンピック」が８月24日㈫から開催さ
れます。 パラリンピックに向けた機運の醸成を図るため、 愛媛県で採火された聖火が県内各地を巡り、 愛南町で
は８月14日㈯に展示されます。 ぜひ、 ご覧ください。
【愛南町聖火展示】
▶日時　　　８月14日㈯　14:00～16:00
▶場所　　　御荘文化センター　
▶ その他　 新型コロナウイルス感染予防対策として、ご来場の際はマスクの着用と受け付けでの手指消毒およ  　 

び検温にご協力下さい。

「東京2020パラリンピック」聖火展示の実施について　
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　　国民年金第１号被保険者および任意加入被保険
者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納める
ことで、受給する年金額を増やすことができます。
▶定額保険料：月額16,610円(令和3年度)
①納めることができる人：国民年金第１号被保険者お 
　　よび任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
②付加保険料の月額：400円
③付加年金額：「200円×付加保険料納付月数」
※例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険　
　　料を納めた場合の付加年金額は、
　　200円×480月（40年）＝96,000円/年
▶その他
  ・付加保険料の納付は、申し込みした月分からとなり 
　　 ます。
  ・国民年金基金加入者の方は、付加年金を納めるこ  
　　 とはできません。

問 ：宇和島年金事務所
　 　電話：0895-22-5440
　 　町民課　電話：72-7300

国民年金の付加保険料を
ご存じですか？

愛南町
ホーム
ページ

　　町では、５歳児健康診査で、虫歯が０本だったお子
さんを表彰しています。
　　４月、５月、６月に実施した５歳児健診で次の方が表
彰されました。
　これからもしっかり歯磨きをして、きれいな歯を守りま
しょう。
【４月、５月、６月の表彰者】
 ·戸髙　桃

も も ね

寧ちゃん(柏)　　　　　　　
 ·高魚　碧

あおい

ちゃん(網代)
 ·門田　瑞

み ず き

葵くん(御荘平城)　　　
 ·脇田　琉

る か

叶くん(御荘平城)
 ·福島　太

た い よ う

陽くん(御荘平城)　　　
 ·河野　楓

かえで

ちゃん(御荘平城)
 ·奥野　有

あ き

紀ちゃん(御荘平城)　
 ·田中　晴

は る と

大くん(御荘深泥)
 ·宇佐　光

ひ か る

陽くん(城辺甲)　　　　　
 ·大野　莉

り よ

世ちゃん(蓮乗寺)
 ·瀧口　結

ゆ い と

斗くん(深浦)　　　　　  
 ·坪﨑　千

ち ひ ろ

紘ちゃん(一本松)

問 ：保健福祉課　電話：72-1212

虫歯０本のお子さんを表彰

　　愛南グリーン・ツーリズム推進協議会(事務局：町農業支
援センター)では、料理作り体験や世界に１つだけの真珠アク
セサリー作りなど、魅力的な体験を提供しています。また、竹
を使った昔なつかしいおもちゃ作りなど、体験を通じて後世に
残したい文化や、愛南町の資源を有効に使ったあそびの発
信も行っています。
　　本協議会では、こうした日常では経験し難い体験を提供
する活動に参画していただける「会員」および「賛助会員」を
募集しています。
　　興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
▶年会費　　個人：１口1,000円
　　　　　　　　　　団体または企業：１口5,000円
▶会員特典
　 ①活動内容等の資料送付＆会員証発行
　 ②イベント等の会員優待＆なーしくんグッズプレゼント
　 ③ 各種体験事業を企画・開催するなど、愛南町の活性化

に携わることが可能

問 ：愛南グリーン・ツーリズム推進協議会事務局（町農業支援センター）　
　　 電話：72-7311

　 愛 南 町 の 農 林 業 に 関
する情報を「あいなん農林
業ネット｣（ホームページ・
Facebook）で発信していま
す。右記のQRコードからアク
セスしてご覧ください。

あいなん
農林業
ネット

愛南グリーン・ツーリズム推進協議会「会員」および「賛助会員」募集募 集

▲イベントで竹のおもちゃを作る様子
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問 ：建設課　電話：72-7313

　　現在、空室となっている町営住宅の入居者を募集します。

１．公営住宅

種別 管内 住宅名称および所在地
構造

築年月
間取り 月額家賃 駐車場

地デジ
受信

単身
入居

公
営
住
宅

城辺
三島団地５号棟（542号室）
城辺乙669番地

ＲＣ造４階建
昭和52年

3DK
62.10㎡

9,900円～
14,800円

有 〇

御荘

八幡野団地A-2棟（26号室）
御荘平城1448番地

ＲＣ造４階建
昭和51年

3DK
52.40㎡

9,700円～
14,500円

有 〇 可

中浦団地（3階7号室）
中浦1677番地1

ＲＣ造３階建
昭和53年

3DK
56.30㎡

8,800円～
13,100円

有 〇 可

西海
福浦団地（１０１号室）
福浦273番地2

ＲＣ造３階建
昭和63年

3DK
64.12㎡

12,700円～
18,900円

有 ※

（※）テレビ難視聴地域ですので、ケーブルテレビ等への加入が必要です。また、単身での申し込みができるのは、年齢が
60歳以上または障害者手帳を所持している方が単身入居可の住宅に申し込む場合のみです。

２．特定公共賃貸住宅

種別 管内 住宅名称および所在地
構造

築年月
間取り 月額家賃 駐車場

地デジ
受信

特記
事項

特
定
公
共

賃
貸
住
宅

城辺
猿田団地（１階５号室）（2階1号室）
城辺甲3851番地1

RC造3階建
平成7年

2LDK
73.98㎡

53,000円 有 〇

西海
久家団地（3階1号室）
久家23番地1

RC造3階建
平成8年

4DK
94.94㎡

37,000円 有 ※

（※）テレビ難視聴地域ですので、ケーブルテレビ等への加入が必要です。

３．町有住宅

種別 管内 住宅名称および所在地
構造

築年月
間取り 月額家賃 駐車場

地デジ
受信

特記
事項

町
有

住
宅 一本松

徳田町有住宅（2号室）
正木1129番地1

木造2階建
平成6年

3DK
76.70㎡

35,000円 有 ※

（※）テレビ難視聴地域ですので、ケーブルテレビ等への加入が必要です。
▶申込受付期間　　８月10日㈫～19日㈭
▶申込方法　各団地（住宅）ごとでの申し込みとなり、建設課または各支所で入居申し込み手続きが行えます。
   入居資格や収入基準（月額所得）など、詳しくは町ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

町営住宅の入居者募集募 集 愛南町
ホーム
ページ

　一本松内海線（四国横断自動車道）およびインター連絡線のルートや道路構造に関する都市計画決定と都市
計画公園の変更を行います。縦覧期間中は、都市計画の案について意見書を提出することができます。
▶縦覧期間　　９月３日㈮～17日㈮　平日８：30～17：15
※意見書は町ホームページからダウンロードできます。
▶案件名称
   ①一本松内海線（四国横断自動車道）の都市計画決定
   ②国道56号と御荘インター(仮称)を接続する道路の都市計画決定
   ③県道宇和島城辺線と城辺インター(仮称)を接続する道路の都市計画決定
   ④第７号南予レクリェーション都市公園の都市計画変更
▶縦覧場所　　愛媛県都市計画課（②除く）、役場本庁建設課

都市計画の案が閲覧できます

問 ：愛媛県都市計画課
　　 電話：089-912-2738
　　 建設課　電話：72-7313

愛南町
ホーム
ページ
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愛南町の遺跡と史跡等を保護するために開発前にご相談ください
　　町では、一般的に遺跡や史跡と呼ばれるものが、現在のところ72カ所登録されています。これらの大多数は地
下に所在するため、注意していないと工事等で破壊される危険があります。そして破壊された場合は、それ以前の
姿に戻すことができません。このため、文化財保護法という法律で保護することが定められています。
　　この法律においては、個人事業・公共事業を問わず、開発行為の開始に先立って、遺跡
や史跡の保護について必要な措置が定められています。町にはこれらの他、「宇和海特殊
海中資源群」等の天然記念物があり、それらについても保護する法令が定められていま
す。
　　詳しくは、町教育委員会生涯学習課にお問い合わせください。愛南町の歴史と文化そし
て希少生物等を未来に引き継ぐため、ご理解とご協力をお願いします。

問 ：生涯学習課　電話：73-1112


