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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス
　皆さんに納めていただいた税金などが、どのように使われているのかを知っていただく
ため、市の決算状況をお知らせします。
　平成30年度の一般会計と特別会計を合わせた決算額は、歳入362億8,848万円、歳出
330億9,168万4千円でした。前年度と比較すると、歳入で1億5,334万1千円の減額、
歳出で6億6,417万円の減額となりました。

　計画的かつ効率的な行財政運営により、平成30年度の一般会計では、実質収支（歳入決算額から歳出決
算額を差し引いた額から翌年度へ繰り越すべき財源を除いたもの）で、22億8,541万8千円の黒字決算と
なりました。

  平成30年度

  決算報告　
  財政課　☎32-8002　

          N76-5021

歳入
273億

7,274万3千円

歳出
244億

6,662万7千円

自主財源
81.7％

依存財源
18.3％

市税（60.7％）
166億1,472万2千円

民生費（27.9％）
68億1,530万2千円

※内訳と合計が一致しないのは、端数処理によるものです。

教育費（13.9％）
33億9,089万7千円

衛生費（9.6％）
23億5,251万6千円

公債費（4.5％）
11億470万5千円

消防費（3.5％）
8億4,593万3千円

農林水産業費（1.8％）
4億3,294万9千円

議会費（0.9％）
2億3,055万5千円

用 語 解 説

一般
会計

商工費（0.8％）
2億276万4千円

労働費（0.1％）
1,012万2千円

総務費（21.2％）
51億7,873万円土木費（15.9％）

39億215万5千円

繰入金（7.2％）
19億8,348万8千円

繰越金（8.6％）
23億4,159万6千円

諸収入（2.6％）
7億2,414万9千円

分担金及び負担金（1.2％）
3億2,416万5千円

使用料及び手数料（0.8％）
2億1,788万4千円

その他（0.5％）
1億4,407万5千円

国庫支出金（7.6％）
20億8,258万1千円

地方消費税交付金（4.5％）
12億3,981万6千円

県支出金（3.6％）
9億8,676万3千円

その他（1.9％）
5億450万4千円

市債（0.8％）
2億900万円

市税の内訳
市民税 90億   972万3千円

固定資産税 62億1,811万5千円
都市計画税 9億   553万3千円
市たばこ税 3億6,370万1千円
軽自動車税 1億1,764万9千円

歳　入 市に入ったお金
歳　出 市が使ったお金

市　税 市民の皆さんや事業所などが
納めたお金

繰越金 前年度から繰り越されたお金

繰入金 特定の目的のために基金から
おろしたお金

諸収入 預金利子やその他の収入
分担金及び

負担金
市が行う事業の受益者からの
応分の負担金

国庫支出金 市が行う事業に対する国から
のお金（負担金や補助金）

地方消費税
交付金

地方消費税（市町村分）のうち
県から市へ配分されたお金

県支出金 市が行う事業に対する県から
のお金（負担金や補助金）

市債 事業を行うために国や金融機
関などから借りたお金
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　特定の事業を行うための収入・支出について、一般
会計と区別して経理が行われる会計です。

　独立採算制を原
則とした、企業的
色合いの強い事業
を行う会計です。

※1  本市が黒字であるため算定されません（実質黒字の比率は15.59％、連結実質黒字の比率は24.42％）。
※2  将来負担額を上回る基金などの財源があるため算定されません。

　健全化判断比率とは、市の財政が健全に運営できているかを判断する指標のこと。資金不足比率とは、病院事業会計と下
水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計ごとの赤字の程度を示したもの。
　みよし市は、全ての比率で基準を大きく下回っているため、財政構造の健全性が保たれているといえます。

　病院事業会計と下水道事業特別会計、
農業集落排水事業特別会計について、い
ずれも資金不足額はありませんでした。

※△はマイナスを表します。

会　計 歳　入 歳　出
国民健康保険特別会計 45億   500万円 44億   264万円
下水道事業特別会計 13億   241万円 12億5,804万円

農業集落排水事業特別会計 3億5,436万円 2億5,996万円
介護保険特別会計 21億8,618万円 21億3,830万円

保険事業勘定 21億3,079万円 20億9,336万円
介護サービス事業勘定 5,539万円 4,494万円

後期高齢者医療特別会計 5億6,779万円 5億6,612万円
合　計 89億1,574万円 86億2,506万円

健全化判断比率 比率 基準値
実質赤字比率　一般会計などの赤字の比率 － ※1 12.81
連結実質赤字比率　市全体の赤字の比率 － ※1 17.81
実質公債費比率　市全体の借入金返済額の大きさを示す比率 3.2 25.0
将来負担比率　将来負担すべき実質的負債の比率 － ※2 350.0

区　分 決算額
事業収益 26億6,315万円
事業費用 28億4,632万円
事業収支 △1億8,317万円

資本的収入 2億6,420万円
資本的支出 4億1,860万円
資本的収支 △1億5,440万円

道路や河川、公
園の整備や都市
計画などに

勤労者の支援や
勤労者施設の管
理運営などに

戸籍や統計、選
挙、徴税、交通
安全などに

商工業の振興や
観光事業などに

消防や火災、水
害、地震などの
災害対策に

学校教育や生涯
学習、スポーツ
振興などに※平成31年4月1日現在の人口6万1,153人で計算。

議会活動や議員
報酬などに

社会福祉や高齢
者、障がい者、
児童福祉などに

農業振興や地籍
調査、緑化推進
などに

市が国や金融機
関などから借り
たお金の返済に

保健事業や公害
対策、廃棄物処
理などに

6万3,810円

166円

8万4,685円

3,316円1万3,833円

5万5,449円

3,770円

11万1,447円

7,080円1万8,065円3万8,469円

平成30年度一般会計決算で
市民1人当たりに
使われたお金は…

でした
土木費

労働費

総務費

商工費消防費

教育費

議会費

民生費

農林水産業費公債費

40万89円

衛生費

資金不足比率

特別
会計

健全化判断比率・資金不足比率

企業会計
（病院事業）
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス

納税課　☎32-8051  N76-5103
　市税などの納付は便利で安心な
口座振替をご利用ください。
※口座振替は市内の指定金融機関
へ直接お申し込みください。市外
の本支店などで申し込む場合は納
税課までご連絡ください。

区分 納付期限
固定資産税・都市計画税 3期 12月25日
国民健康保険税（普）

5期 12月2日
6期 12月25日後期高齢者医療保険料（普）

介護保険料（普）

市税などの納期
人口     61,118人（ー49人）

男性     31,396人（ー20人）

女性     29,722人（ー29人）

世帯数  24,228世帯（ー15世帯）

※（　）は前月比 　  

みよし市の人口
（令和元年10月1日現在）

　健康づくりのきっかけにしてもらおうと、健康づくりチャレンジを実施
しています。これは、あなたの健康づくりをポイント化するもので、50
ポイントためると「あいち健康づくり応援カード！～まいかMyCa～」と参
加賞がもらえます。また、抽選で100人に素敵な景品が当たります！

▲「あいち健康づくり応援カード！ ～まい
かMyCa～」。県内の協力店でさまざまな
サービスを受けることができます

▲チャレンジシート

◀チャレンジシートに「健康づくり」
をした日にちを記入するだけでポイ
ントがたまります。自分で立てた目
標（ウオーキングをする、野菜を食
べるなど）を20日間実施すると、も
らえるポイントもあります。

参
加
方
法

①チャレンジシートをもらう ②�健康づくりをしたら
チャレンジシートに
日にちを記入する

③�50ポイントたまっ
たら、保健センター
へチャレンジシート
を提出

チャレンジシート配布場所

　 例えば…
 □健康診断を受けた
□がん検診を受けた
□献血をした

対象  市内在住・在勤で18歳以上　期間  令和2年3月31日（火）まで
※チャレンジシートの配布は令和2年1月31日（金）までです。

　健康づくりチャレンジに取り組んでいる人がいる家庭
の、17歳以下のお子さんが取り組める「げんきチャレンジ」。

  あなたの健康づくりがポイントになります！　
　健康推進課　保健センター内　☎34-5311　N34-5969

保健センター　
市役所（福祉課、長寿介護課、
保険年金課）
サンライブ　福祉センター　
市内歯科医療機関

□�

チャレンジを達成すると、健康づくり大使「キューちゃん」のグッズがもらえます。

げんきチャレンジ

抽選で当たる！　景品（一例）
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　みよし市教育委員会教育長の今瀬良江さんの任期が、令
和元年9月30日をもって満了となり、10月1日から改め
て教育長として再任されました。任期は令和4年9月30日
までです。また、同日付けで、新たに委員に鈴木千郷さん
が就任されました。任期は令和5年9月30日までです。ま
た、みよし市教育委員会は臨時教育委員会を開き、今瀬教
育長が教育長職務代理者に松本美佐さんを指名しました。

教育長
今
い ま せ

瀬良
よ し え

江さん
教育長職務代理者

松
まつもと

本美
み さ

佐さん
新委員

鈴
す ず き

木千
ち さ と

郷さん

         NEWS 119 尾三消防　尾三消防組合　☎38-0119

11月9日から11月15日まで、全国一斉に秋の火災予防運動が実施されま
す。この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、予防の意識
を高めることで火災の発生を防止し、尊い命を守るとともに財産の損失を

　みよし市・日進市・東郷町・豊明市・長久手市を管轄する尾三消防組合からのお知らせです。

□寝たばこは、絶対にしない
□ 調理中は、コンロから離れない
□ ストーブの上で洗濯物を干さない

□住宅用火災警報器を設置する
□住宅用消火器を設置する
□ エプロンや寝具類は、燃えに

くい防炎品を使用する
□隣近所と協力体制をつくる

　平成30年度は、歳入総額36億7,271
万6千円に対し、歳出総額36億1,759
万9千円で、執行率98.5％となりまし
た。
　広域化初年度として、消防力の低下

秋の火災予防運動

4つの対策

平成30年度尾三消防組合
一般会計決算

3つの習慣□� □�

 パブリックコメント　まちづくり基本計画
  都市計画課　☎32-8021　N34-4429　
  {toshi_k@city.aichi-miyoshi.lg.jp

 サンネットの臨時休館
  サンネット　カリヨンハウス内
  ☎33-4150　N33-4151

　市では秩序ある土地利用と良好な住環境の形成を図ることを目的に
「まちづくり基本計画」を策定しています。第2次みよし市総合計画の策
定を受け、現在、計画の見直しを進めています。その案がまとまりまし
たので、皆さんにお知らせし意見の募集を行います。詳しい内容は、み
よし情報プラザ（市役所1階）、サンネット、または市ホーム
ページでご覧になれます。

ホームページ

  教育委員会教育長、委員の就任および教育長職務代理者の指名　
　教育行政課　☎32-8028　N34-4379

臨時休館日　
11月30日(土)、12月1日(日)
　住民記録・戸籍統合システムの更新作
業のため、サンネットを臨時休館しま
す。証明発行、市税などの納税、使用料
などの支払い、図書コーナーが利用でき
ません。ご理解とご協力をお願いします。

を招くことなく、重複車両の更新をス
トップするなど経費の節減に努めなが
ら、保有する消防力の適正配置や運用
の最適化を図るなど、広域消防力を最
大限引き出す施策に取り組みました。

防ぐことを目的としています。この機会に、住宅における火災予防の3つ
の習慣と4つの対策を確認しましょう。

【意見の提出方法】
　11月1日（金）～12月2日（月）に任意の様式に住所、氏名、電話番号、
計画に対する意見を明らかにして、都市計画課へ郵送、ファクス、メー
ル、または直接
※口頭および電話での受け付けは行いません。
※意見に対する個別の回答は行いません。
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防災行政無線などを用いた伝達訓練

みよし安全安心大作戦2019

後付安全運転支援装置設置費補助事業

　地震に関する情報や弾道ミサイルの情報などの有事情報など、皆さんの安全に関わ
る情報をいち早くお届けするために整備された全国瞬時警報システム（J

ジェイ

アラート）の
伝達訓練が全国一斉に行われます。それに伴い市内54カ所の防災行政無線や防災ラ
ジオ、登録型の情報配信サービス「みよし安心ネット」を用いて情報伝達を行います。
※全国的な気象状況などにより、訓練を予告なく中止する場合があります。

　消防・防災・交通・防犯を楽しく学び、安全安
心の普及啓発を目的に「みよし安全安心大作戦」
を初めて開催します。親子で楽しめるさまざま
なイベントやブースを用意しています。皆さん
のお越しをお待ちしています。

11月17日(日)11：00～15：30
※屋外車両展示は10：00～13：30です。
場所 �イオン三好店（駐車場、店内1階セントラルコート 他）
※少雨決行。屋外での決行が困難な場合は屋内のみで実施します。

対象 �自家用車に安全運転支援装置を設置する個人で、次の
全てに該当する人

・市内に住所を有し、申請年度中に70歳に到達する
・自動車運転免許証を保有する
・補助対象車両の自動車検査証に記載された使用者である
・市税を滞納してない
※令和元年4月1日以降に設置した場合も対象となります。
補助 �補助対象経費の10分の9（1,000円未満切り捨て、上

限6万円）（補助は1人1台まで）
※補助は、予算の範囲内で実施します。
申込 �安全装置の設置日から起算して3カ月以内に、申請書

兼実績報告書（防災安全課で配布、またはホームペー
ジからダウンロード可）に必要事項を記入して、必要
書類を添えて、防災安全課へ直接

　高齢者のブレーキとアクセルの
踏み間違いによる事故を抑止する
ための補助事業です。

補助対象となる装置は…
　既販車に対して後付けで設置する装置で、次に掲げ
るいずれかの要件を満たすぺダル踏み間違いなどによ
る急加速抑制装置としての機能を有するものとし、か
つ同装置を設置した車両が「道路運送車両の保安基準」

（昭和26年運輸省令第67号）に適合するもの。

■  自動車の停車時および徐行時において、前方または
後方の障害物を車体に装置されたセンサーが検知
し、アクセルペダルが強く踏み込まれた際に加速を
抑制する装置

■ 車両側の車速信号を監視し、自動車の停車時および
徐行時において、アクセルペダルが強く踏み込まれ
た際にアクセル開度を電子的に制御する装置

・愛知県警「のぞみ」による防犯劇場
・警察、消防、自衛隊の車両展示、制服着用
・ みよし市安全安心キャラクター「みよ獅

し し

子
ちゃん」缶バッチ作成、ぬりえブース

・ホースボーリングゲームブース
・ちびっ子防火服記念撮影ブース
・みよし市×熊本県益

ま し き ま ち

城町コラボブース ©2010熊本県くまモン協力熊本県大阪事務所
みよし市安全安心

キャラクター
「みよ獅子ちゃん」

  　   　  　　　  が
みよしにやってきます！

くまモン

12月4日（水）
11：00ごろ

  防災安全課からのお知らせ　☎32-8046　N76-5702

ホームページ

※令和元年4月1日から11月30日までに安全装
置を設置した場合の受け付け期間は、12月2
日（月）から令和2年2月28日（金）までです。

くまモン登場時間
1部12：30～、2部15：00～

くまモン体操を踊りませんか？
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  長野県木
き そ ま ち

曽町へお得に遊びに行きませんか　観光協会　産業課内　☎34-6000　N34-4189

  さんさんバス「乗合タクシー」をご存知ですか　企画政策課　☎32-8005　N76-5021

　みよし市の友好都市、長野県木曽町でお得に宿泊できま
す。市内在住・在勤・在学、また、グループ代表が市内在住・
在勤・在学であれば、そのグループ全員の木曽町宿泊助成対
象施設の助成券を申請できます。木曽町にしかない、秋と冬
の魅力がいっぱい！　助成券の残り枚数も少なくなってきて
いますので、お早めにお申し込みください。
内容  木曽町が指定する宿泊施設での令和2年2月29日（土）ま

での宿泊分について、1人1泊につき4,000円分の助成
券を発行

※営利目的のツアーや合宿などでの利用はできません。
※他の助成券との併用はできません。
※対象施設はホームページでご確認ください。
申込  次のとおり
①宿泊施設に直接予約
※必ず申請前に宿泊予約をしてください。
②観光協会（市役所4階）で申請し、助成券を受領
※申請受け付けは令和2年2月20日（木）までです。
③宿泊日当日に、助成券を宿泊施設に提出

　さんさんバスは、市内の交通空白地帯
の解消や高齢者・移動困難者の社会参加
を支援することなどを目的として運行し
ています。

　乗合タクシーとは、さんさんバスのバ
ス停から離れた地域と、さんさんバスの
バス停との間を、タクシーを利用してバ
スに乗り継いでいただくサービスです。
　乗合タクシー乗降場は市内に23カ所
あり、乗合タクシーからさんさんバス
へ、またはさんさんバスから乗合タクシ
ーへと乗り継ぐことができます。乗り継
ぐバス停の時刻表に合わせて運行します
ので、バス利用の20分前までに乗合タ
クシーの予約が必要です。
　利用料金は、乗合タクシーとさんさん
バスの利用合わせて100円です。先に乗
った交通機関で100円をお支払いくださ
い。

ホームページ

100円で乗り継ぎできます

さんさんバス「乗合タクシー」のご利用の例
乗り継ぎたいバスの発車時刻の20分前までに愛知
つばめ交通株式会社へ電話（☎0120-344-502）1

2

3

4

タクシー乗降場からさんさんバスのバス停まで乗車

タクシーで100円を支払い「乗り継ぎ券」を受け取る

さんさんバスに乗り「乗り継ぎ券」を渡す

※さんさんバスから「乗合タクシー」に乗る場合は、バスの運転手に乗合タク
シーに乗り継ぐことを伝えてください。




