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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
　第1回みよし市市議会定例会で小

お の だ

野田賢
け ん じ

治市長から令和2年度の施政方
針が発表されました。市民の皆さんに市政運営についての理解を
深めていただくため、令和2年度施政方針から抜粋して、まちの
目指すべき方向性と取り組みを、新規事業を中心に紹介します。

　平成25年12月から市政を担わせていただき、6年3カ月が経過いたしま
した。この間、私の政治姿勢であります「誠実・挑戦・飛躍」をモットーに、

「みんなで築きあげる　成熟したまち　みよし」を目指す都市像に掲げ、「住
んでよかったと実感していただける魅力あるまち」の実現に向け、誠心誠
意、市政運営を進めてまいりました。
　今後も、2期目のまちづくり政策として掲げさせていただきました8つの
政策と30の施策を具現化していくという強い気持ちを持って、全力で市政
運営に取り組んでまいります。

　本市は、令和2年1月4日に市制施行10周年を迎えまし
た。これまで本市の歴史を築き上げてこられた先人、先輩
方のご努力に感謝するとともに、この記念すべき節目を市
民の皆さんとともに喜び、本市の魅力を再認識、再発見す
るため、さまざまな記念事業を実施します。

ごあいさつ

市制施行10周年記念事業

令和2年度施政方針

　令和2年5月24日には「市制施行10周年記念式典」を開
催します。多くの皆さんと協働して記念事業に取り組みた
いと考えています。
※記念事業の一覧については、ホームページを
ご確認ください。 ホームページ
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小野田賢治市長

ホームページ

　育児に不安や問題を抱えている家庭に専門職や子育て経験者などが訪問し、指導
や援助を行う「養育支援訪問事業」を開始します。
　児童発達支援事業所「よつば」において、利用者からの送迎サービスの要望に応え
るため、デマンドシステム・アプリを活用した送迎バスの運行を実施し、地域で子
育てを支え合う環境を整備します。

▲デマンドシステム・アプリを活用した送
迎バス運行に関する業務連携

政策1
切れ目のない子育て環境の整ったまち

▲健康寿命の延伸を目的に行っている「い
きいき元気度測定」

政策3
高齢者や障がい者への福祉･医療･介護支援が充実したまち
　認知症対策として、「認知症高齢者等あんしん補償事業」の登録者に対し、新たに
令和2年度からQRコード付きの「見守りシール」を配布します。行方不明時の早期の
発見とご家族の安心につながる支援の充実を図ります。
　企業と行政が連携した健康づくりの取り組みを推進するため、協会けんぽと協働
で健康宣言を進めています。優秀な取り組みを行った企業を対象に健康宣言優良事
業所表彰を実施し、企業とともに健康づくりを推進します。

▲「生の英語」に触れることができるALT
による外国語教育

政策2
子どもを中心においた教育環境の充実したまち
　本年度から実施される小学生の外国語活動では、外国人の「生の英語」に触れる機
会を多く持つために、ALT（外国語指導助手）を増員し、指導を充実させます。
　プログラミング教育では、子どもたちが学習した成果を生かせるように、市内全
小中学校の全教室と体育館・武道場への無線LAN環境の整備など、ICT環境の整備を
進めます。
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　本市と名古屋グランパス、東海学園大学の学生の協働で、カプセルトイ「コラボガ
チャ」を制作しました。本市がホームタウンとなった2012年から2020年までの名古
屋グランパスのユニホームをデザインしたストラップ型アクセサリーと東海学園大
学学生のデザイン提案によるパズル1ピースをセットにしたカプセルトイを販売しま
す。本市限定のグッズで、多くの来訪者に本市をPRします。 ▲ユニフォームストラップは全18種類

７

▲将来の雇用創出のため、新たな企業立
地を推進

政策4
産業の振興による財政基盤の安定したまち
　福田池下地区の工業団地造成事業の推進に加え、新規雇用創出や市街化調整区域
内の個別開発など、企業誘致のさらなる推進と将来的な雇用創出を図ります。
　さらに、雇用機会の拡大を目的に「みよし市企業立地促進条例」を施行し、この条
例に基づく奨励金の円滑な交付を行うため「みよし市企業立地促進基金」を創設し、
企業立地の推進と雇用機会の拡大を図ります。

▲再利用資源の有効活用を促進するリサ
イクルステーション

政策8
人と自然が共生する環境にやさしいまち
　家庭ごみ計画収集で、新たに週1回、「プラスチック製容器包装」の分別、収集を開
始します。また、令和2年7月に本市3カ所目となるリサイクルステーションを三好
町井ノ花地内に設置します。
　市では「2050年までにCO2排出量実質ゼロ」を宣言しました。令和2年度に策定す
る「環境基本計画」に位置付け、地球温暖化防止へのさらなる取り組みを進めます。

▲子どもたちを交通事故から守る車止め

政策5
自然災害に強く安全・安心なまち
　災害時に避難所となる公共施設への特設公衆電話の設置を進めており、本年度は
おかよし交流センターなど6カ所に設置します。
　また、小学校の通学路上の信号交差点に車止めやガードパイプなどを設置し、子
どもたちが安全に通学できるよう歩道の整備を進め、今後も「交通死亡事故ゼロ」を
目指し、交通安全対策に取り組みます。

▲行政区の枠を超えた本市初の地区拠点
施設「おかよし交流センター」

政策6
温かさのあふれる協働のまち
　みなよし地域の地区拠点施設整備の方向性について、地域の皆さんから意見を伺
うワークショップを開催します。地区拠点施設を中心に、市民の皆さんの自主的な
地域社会活動が活性化するよう、持続可能な活力あるまちづくりを推進します。
　市制施行10周年と友好提携25周年を記念し、中学生に加え、市民と高校生をそ
れぞれ米国コロンバス市に派遣し、友好都市との交流を促進します。

▲市民の足として、重要な役割を担って
いる「さんさんバス」

政策7
「住み続けたい」「暮らしたい」まち
　「さんさんバス」の利便性の向上を目指し、令和3年度中のバス再編に向けて、令和
2年度からバス路線やダイヤなどの見直し作業を進めます。
　併せて、バス停のベンチや雨よけなど、バスの待合環境を整備するとともに、高
齢者などを対象としたバスの「乗り方教室」を開催し、さらに多くの皆さんに利用し
ていただけるように努めます。

カプセルトイ「コラボガチャ」
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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

　市議会第1回定例会（3月議会）において、令和2年度みよし市一般会計・特別会計（3事
業）・下水道事業会計・病院事業会計の予算が可決されました。今回は、一般会計予算を
中心に当初予算の概要についてお知らせします。

  令和2年度

  当初予算　
  財政課　☎32-8002　

          N76-5021

一般会計

歳出項目歳出項目

民生費 社会福祉や児童福祉などに使
うお金

教育費 学校教育や生涯学習、スポー
ツ振興などに使うお金

土木費 道路や公園の整備、都市計画
などに使うお金

衛生費 保健事業や公害対策、廃棄物
処理に使うお金

総務費 統計や選挙、交通安全などに
使うお金

公債費 市が国や金融機関などから借
りたお金の返済に使うお金

消防費 消防や火災、水害、地震など
の災害対策に使うお金

農林
水産業費

農業振興や地籍調査、緑化推
進などに使うお金

商工費 商工業の振興や観光事業など
に使うお金

議会費 議会活動や議員報酬などに使
うお金

民生費（32.1％）民生費（32.1％）
77億179万5千円77億179万5千円

教育費（18.0％）教育費（18.0％）
43億3,412万2千円43億3,412万2千円

衛生費（11.9％）衛生費（11.9％）
28億4,659万円28億4,659万円

公債費（3.8％）公債費（3.8％）
9億1,639万3千円9億1,639万3千円

消防費（3.8％）消防費（3.8％）
9億1,152万9千円9億1,152万9千円

農林水産業費（1.9％）農林水産業費（1.9％）
4億5,001万3千円4億5,001万3千円

議会費（1.1％）議会費（1.1％）
2億5,219万1千円2億5,219万1千円

商工費（1.4％）商工費（1.4％）
3億4,039万9千円3億4,039万9千円

その他（0.2％）その他（0.2％）
4,355万6千円4,355万6千円

総務費（11.1％）総務費（11.1％）
26億5,724万1千円26億5,724万1千円

土木費（14.8％）土木費（14.8％）
35億5,917万1千円35億5,917万1千円

歳出
240億240億

1,300万円1,300万円

歳入項目歳入項目
市　税 市民の皆さんや事業所などが

納めたお金

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
繰越金 前年度から繰り越されたお金

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）

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）

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

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

市税の内訳
市民税 63億4,320万円

固定資産税 68億6,200万円
軽自動車税 1億2,620万1千円
市たばこ税 3億3,800万円
都市計画税 9億1,920万円

歳入
240億240億

1,300万円1,300万円

自主財源自主財源
74.1％74.1％

依存財源依存財源
25.9％25.9％

市税（60.8％）市税（60.8％）
145億8,860万1千円145億8,860万1千円

繰入金（7.7％）繰入金（7.7％）
18億6,043万2千円18億6,043万2千円

繰越金（1.2％）繰越金（1.2％）
3億円3億円

諸収入（2.6％）諸収入（2.6％）
6億2,482万6千円6億2,482万6千円

分担金及び分担金及び
負担金（0.6％）負担金（0.6％）
1億5,023万7千円1億5,023万7千円

その他（3.1％）その他（3.1％）
7億5,200万1千円7億5,200万1千円

その他（1.1％）その他（1.1％）
2億7,445万8千円2億7,445万8千円

国庫支出金（9.2％）国庫支出金（9.2％）
22億1,694万円22億1,694万円

地方消費税交付金（4.6％）地方消費税交付金（4.6％）
11億円11億円
県支出金（6.1％）県支出金（6.1％）
14億7,300万5千円14億7,300万5千円

市債（2.8％）市債（2.8％）
6億7,250万円6億7,250万円
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　一般会計は、前年度比2億8,900万
円増額の240億1,300万円です。主
な増額要因は、サンアート大規模改
修工事によるものです。
　特別会計は、前年度比4億7,229
万円増額の75億7,754万6千円です。
主な増額要因は、介護保険給付費や
保険給付費の増加によるものです。
　公営企業会計の下水道事業は、前
年度比1億7,193万5千円減額の27
億8,874万3千円です。病院事業は
前年度比1億691万4千円増額の39
億5,652万4千円です。主な増額要
因は、施設改修費用の増額によるも
のです。

※△はマイナスを表します。

特別会計
区　分 令和2年度 令和元年度 増減率

国民健康保険特別会計 43億9,754万6千円 42億8,967万円 2.5%
介護保険特別会計 24億8,475万1千円 21億5,658万1千円 15.2%

保険事業勘定 24億2,429万1千円 21億640万4千円 15.1%
介護サービス事業勘定 6,046万円 5,017万7千円 20.5%

後期高齢者医療特別会計 6億9,524万9千円 6億5,900万5千円 5.5%
合　計 75億7,754万6千円 71億525万6千円 6.6%

企業会計
区　分 令和2年度 令和元年度 増減率

下水道事業会計 27億8,874万3千円 29億6,067万8千円 △5.8%
病院事業会計 39億5,652万4千円 38億4,961万円 2.8%

合　計 67億4,526万7千円 68億1,028万8千円 △1.0%

一般会計
区　分 令和2年度 令和元年度 増減率

一般会計 240億1,300万円 237億2,400万円 1.2%

会計別予算

主な新規事業 主な拡充事業

　信号交差点での車両事故から歩行者を保護するため、車
止めやガードパイプを設置します。

交通安全施設整備事業
1,773万円（土木費）

　子どもを持つことを望む人への支
援として、不育症の治療および検査
にかかる費用を助成します。

不育症治療費助成事業
30万円（衛生費）

　日本語が話せない外国人児童・生
徒が学校生活に早期に適応できるよ
う、三好丘小学校に初期指導教室を
新設します。

初期指導教室運営事業
1,208万7千円（教育費）

　地域産業の振興や市内事業者の活
性化を図るため、プレミアム付商品
券を発行します。

市制10周年プレミアム付商品券事業
4,660万円（商工費）

　大ホール、小ホールの天
井耐震化など、サンアート
を全館閉館して大規模改修
を行います。

サンアート大規模改修工事
10億7,845万7千円（教育費）

　市内で3カ所目のリサイクルステーションを三好町井
ノ花に開所します。

新リサイクルステーション運営事業
1,540万5千円（衛生費）

　小規模保育事業所の安定的な経営のた
め、運営費の補助を行います。

小規模保育事業所運営費補助事業
300万円（民生費）

　屋外での心肺蘇生にすぐ対応
できるよう、AEDを全小中学
校に追加配備します。

小中学校AED追加購入費
611万6千円（消防費）
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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

  令和2年度の市税などの納付期限（口座振替日）　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。預貯金口座から、自動的に納付できます。
※口座振替の申し込みは、通帳・届出印を持参して、市内の指定金融機関などにある申込用紙で直接申し込んでください。
市外の本支店などで申し込む場合は、申込用紙を送付しますので、納税課までご連絡ください。申込日からおよそ1カ月半

（ゆうちょ銀行はおよそ2カ月）以降の納付期限分から口座振替を開始します。
区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市県民税（普）
1期

（前納）
30日

2期
31日

3期
2日

4期
1日

固定資産税・
都市計画税

1期
（前納） 

30日
2期
31日

3期
25日

4期
1日

軽自動車税（種別割） 全期
1日

国民健康保険税（普）
後期高齢者医療保険料

（普）
介護保険料（普）

1期
31日

2期
31日

3期
30日

4期
2日
5期
30日

6期
25日

7期
1日

8期
1日

し尿汲取り手数料 上期
15日

下期
16日

人口     61,229人（＋26人）

男性     31,475人（＋24人）

女性     29,754人（＋2人）

世帯数  24,335世帯（＋14世帯）

※（　）は前月比 　  

みよし市の人口
（令和2年3月1日現在）

  心身障がい者タクシー料金助成利用券の交付　
   福祉課　☎32-8010　N34-3388

補助  タクシーの料金助成利用券を年間1冊（36枚）交付
※1枚600円の利用券を1回の利用につき6枚まで使用できます。
対象  1・2級の身体障がい者手帳、A判定の療育手帳、1級の精神障がい者手帳を

持つ人
申込  4月1日（水）以降に、障がい者手帳と印鑑（認め印）を持参して、福祉課へ直接

  友好都市交流事業に関するお知らせ　秘書課　☎32-8032　N34-6008

【ホームステイ受け入れ先（ホストファミリー）の募集】
　6月にみよし市を訪れる、米国コロンバス市の高校生のホー
ムステイ先となっていただける、中学・高校生のいる家庭を募
集しています。詳しくは、ホームページをご確認ください。
期間  6月15日（月）～22日（月）　定員  12人（男性5人、女性7人）

【友好都市コロンバス市市民派遣団員の募集】
　友好都市の米国コロンバス市を訪問し、交流を深めませんか。
期間  9月30日（水）～10月5日（月）
対象  次の全てに該当する人
①市内在住・在勤・在学で18歳以上
②協調性があり、市が主催する友好都市交流事業に協力できる
③心身ともに健康で海外生活に十分耐えられる
④未成年の場合は、保護者の同意が得られる
⑤ 結団式、事前研修、帰国後報告会（土・日曜日または平日夜間に開催

予定）に出席できる
定員  10人　 費用  10万円以内
申込  4月20日(月)までに申込書（秘書課で配布、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、本人が秘書課へ直接

Visit your Sister City! 
See you in Columbus,Indiana!

コロンバス市
ジム・リンナップ市長

友好都市にお越しください！
コロンバス市で
お会いしましょう！

ホームページ

ホームページ

▲美しい街並みが特徴的なコロンバス市
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  みよしTODAYの初回放送時間が19：00になります　広報情報課　☎32-8357　N76-5021

　市政の動きや地域の出来事
を紹介します。

　市の施策や、イベントなどを詳
しく取り上げてお伝えします。

　ケーブルテレビひまわりネットワークで放送
中の市政情報番組「みよしTODAY」。今まで以
上に家族でご視聴しやすくなるように、4月1
日から初回放送時間を19：00に変更します。

ひまわりネットワーク
アナウンサー中

な か の
野由

ゆ か こ
佳子さん

家族みんなで番組を
お楽しみください！

ニュース みよし散歩道
19：00～

毎週月曜～金曜日
初回放送

手当 変更前手当額
（月額）

変更後手当額
（月額）

児童扶養手当
（子1人、全額支給の場合） 42,910円 43,160円

特別児童扶養手当 1級 52,200円 52,500円
2級 34,770円 34,970円

特別障がい者手当 27,200円 27,350円
障がい児福祉手当 14,790円 14,880円
経過的福祉手当 14,790円 14,880円

　児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障がい者手
当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当の支給額が、
令和2年4月分から変更されます。詳しくは、児童扶養
手当は子育て支援課、その他の手当は福祉課へお問い
合わせください。
※特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉
手当に含まれて支給されている愛知県特別障がい者手
当など（加算手当分）は、額の変更はありません。

  児童扶養手当・特別児童扶養手当・
  特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当の支給額の変更　
   子育て支援課　☎32-8034　N34-4379　福祉課　☎32-8010　N34-3388

  高校生世代の入院医療費助成　
   保険年金課　☎32-8016　N34-3388

　子ども医療費支給（15歳年度末まで）を「健康保険適用の入
院」に限り18歳年度末までに拡充しています。
対象  市内在住の平成14年4月2日～平成17年4月1日生まれの人
申込  健康保険証、印鑑（認め印）、口座の分かるもの（通帳な

ど）、医療機関が発行する領収書（保険点数の記載のあるも
の）、健康保険組合などが発行する支給決定通知書などを
持参し、保険年金課へ直接

  さんさんバス
  料金助成利用券の交付　
   福祉課　☎32-8010　N34-3388

　障がいのある人がさんさんバスに乗車する場合、料
金を6月から全額助成する助成利用券を交付します。
対象  身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者手帳

を持つ人
申込  4月1日（水）以降に、障がい者手帳と印鑑（認め

印）を持参して、福祉課へ直接

  明越会館の「指定一時避難場所」の指定　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　台風などの風水害に備え、明越会館を指定一時避難場所
に指定しました。災害の危険を感じる場合は、早めの避難
をお願いします。
※指定一時避難場所とは、災害時に緊急的に避難し、身の
安全を確保することができる所です。

災害種別 地震 大規模
な火災

洪水・
内水氾濫

崖崩れ・
土石流・地滑り

該当 × × ○ ○

■明越会館の災害種別該当一覧


