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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。
　令和元年度の一般会計と特別会計を合わせた決算額は、歳入372億9,421万9千円、歳
出348億5,106万9千円でした。前年度と比較すると、歳入で10億573万9千円の増額、
歳出で17億5,938万5千円の増額となりました。

　計画的かつ効率的な行財政運営により、令和元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、17億8,030万1千円の黒字決算と
なりました。

令和元年度

  決算報告
  財政課　☎32-8002
          N76-5021

※内訳と合計が一致しないの
は、端数処理によるものです。

用 語 解 説用 語 解 説

一般
会計

諸収入（2.5％）諸収入（2.5％）
7億4,101万9千円7億4,101万9千円

分担金及び負担金（0.9％）分担金及び負担金（0.9％）
2億7,749万7千円2億7,749万7千円

使用料及び手数料（0.8％）使用料及び手数料（0.8％）
2億2,878万4千円2億2,878万4千円

その他自主財源（0.2％）その他自主財源（0.2％）
5,062万1千円5,062万1千円

地方消費税交付金（3.9％）地方消費税交付金（3.9％）
11億7,576万2千円11億7,576万2千円

県支出金（3.5％）県支出金（3.5％）
10億3,698万5千円10億3,698万5千円

その他依存財源（2.0％）その他依存財源（2.0％）
6億1,317万9千円6億1,317万9千円

市債（1.2％）市債（1.2％）
3億6,450万円3億6,450万円

市税の内訳
市民税 88億9,252万4千円

固定資産税 70億363万4千円
都市計画税 9億1,771万2千円
市たばこ税 3億7,546万2千円
軽自動車税 1億2,441万5千円

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

繰入金 特定の目的のために基金から
おろしたお金

繰越金 前年度から繰り越されたお金
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

市税（57.9％）市税（57.9％）
173億1,374万7千円173億1,374万7千円

繰入金（10.7％）繰入金（10.7％）
32億384万円32億384万円

繰越金（9.5％）繰越金（9.5％）
28億4,146万6千円28億4,146万6千円

国庫支出金（6.9％）国庫支出金（6.9％）
20億7,670万8千円20億7,670万8千円

民生費（25.2％）民生費（25.2％）
69億6,424万5千円69億6,424万5千円

教育費（21.1％）教育費（21.1％）
58億4,298万8千円58億4,298万8千円

衛生費（9.0％）衛生費（9.0％）
24億8,231万4千円24億8,231万4千円

公債費（3.7％）公債費（3.7％）
10億2,400万1千円10億2,400万1千円

消防費（3.5％）消防費（3.5％）
9億6,678万6千円9億6,678万6千円

農林水産業費（2.4％）農林水産業費（2.4％）
6億5,485万5千円6億5,485万5千円 議会費（0.8％）議会費（0.8％）

2億2,750万円2億2,750万円

商工費（1.6％）商工費（1.6％）
4億5,304万3千円4億5,304万3千円

その他（0.1％）その他（0.1％）
1,095万6千円1,095万6千円

総務費（18.5％）総務費（18.5％）
51億454万円51億454万円

土木費（14.1％）土木費（14.1％）
38億9,551万9千円38億9,551万9千円

歳出
276億276億

2,674万8千円2,674万8千円

自主財源自主財源
82.5％82.5％

歳入
299億299億

2,410万7千円2,410万7千円

依存財源依存財源
17.5％17.5％
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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。
※△はマイナスを表します。

※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9.86％、連結実質黒字の比率は16.40％）。
※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、下水道事業会計と
病院事業会計について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。

　下水道事業会計と病院事業会計につい
て、いずれも資金不足額はありませんで
した。

会　計 歳　入 歳　出
国民健康保険特別会計 44億464万3千円 42億7,869万円
介護保険特別会計 23億6,419万円 23億4,437万3千円
保険事業勘定 23億1,602万5千円 23億139万円
介護サービス事業勘定 4,816万5千円 4,298万3千円

後期高齢者医療特別会計 6億128万円 6億125万8千円
合　計 73億7,011万2千円 72億2,432万1千円

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 12.59
連結実質赤字比率　市全体の赤字の比率 － ※1 17.59
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

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
区　分 決算額

事業収益 27億3,853万9千円
事業費用 29億9,831万円
事業収支 △2億5,977万1千円

資本的収入 2億8,460万9千円
資本的支出 4億5,237万8千円
資本的収支 △1億6,776万9千円

病院事業
区　分 決算額

事業収益 18億2,596万6千円
事業費用 18億7,555万2千円
事業収支 △4,958万6千円

資本的収入 9億2,262万4千円
資本的支出 8億7,941万3千円
資本的収支 4,321万1千円

下水道事業

社会福祉や高齢
者、障がい者、
児童福祉などに
11万4,093円

社会福祉や高齢

民生費民生費

戸籍や統計、選
挙、徴税、交通
安全などに
8万3,626円

教育費教育費

学校教育や生涯
学習、スポーツ
振興などに
9万5,724円

総務費総務費 土木費土木費

道路や河川、公
園の整備や都市
計画などに
6万3,819円

衛生費衛生費

保健事業や公害
対策、廃棄物処
理などに
4万667円

農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費消防費公債費公債費

市が国や金融機
関などから借り
たお金の返済に
1万6,776円

消防や火災、水
害、地震などの
災害対策に
1万5,839円

農業振興や地籍
調査、緑化推進
などに
1万728円

議会費

議会活動や議員
報酬などに

3,727円

商工費商工費

商工業の振興や
観光事業などに

7,422円

労働費労働費

勤労者の支援や
勤労者施設の管
理運営などに

163円

暴風、豪雨、地
震などによる災
害の復旧に

16円

※令和2年4月1日現在の
人口6万1,040人で計算。

市民1人当たりに
使われたお金は…

45万2,601円

暴風、豪雨、地

災害復旧費災害復旧費
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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
  災害時等におけるレンタル機材の供給に関する協定締結
　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

  新型コロナウイルス感染症対策支援に関する寄付
　新型コロナウイルス感染症対策支援として、フェイスシー
ルドを寄贈いただきました。いただいたフェイスシールド
は、市民病院や学校などで感染症対策に活用させていただき
ました。ご支援を賜り、ありがとうございました。

■株式会社堀資材

寄付者一覧（10月1日時点）

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

　これからの季節は空気が乾燥し、火災が発生しやすくなります。火災を起こさな
いためにも、また火災の被害に遭わないためにも、次のことを心掛けましょう。

　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。

● 石油ストーブや石油ファンヒーターは使用する燃料を間
違えないようにしましょう。

● 燃えやすいもの（洗濯物、カーテン、ガスボンベなど）の
近くで暖房器具を使わないようにしましょう。

● 暖房器具は消費電力が大きいものが多いため、複数個口
の電源タップに接続する際は、接続する器具の合計容量
がタップの最大容量を超えないようにしましょう。

● ストーブの燃焼部および電熱部周辺を定期的に清掃し、
ごみやほこりが堆積しないようにしましょう。

暖房器具の取り扱いを再確認！

         NEWS 119 尾三消防　

●ごみ出しの際は、ごみ収集日を守りましょう。
●  郵便受けに郵便物をためたり、外から目につく
　場所に燃えやすい物を放置したりしないようにしましょ
　う。詳しくは、ホームページをご覧ください。

放火されない環境づくりの心掛けを！

全国一斉秋の火災予防運動
11月9日～11月15日

　令和元年度は、歳入総額38億
5,697万6千円に対し、歳出総額
37億9,814万 9千円で、執行率
98.5％となりました。
　消防広域化のスケールメリットを
最大限に活用し、地域住民の負託に
応じることができる強固な消防組織
を構築しました。
　今後も住民の信頼と期待に確実に
応え、安全・安心を守っていきます。

令和元年度尾三消防組合
一般会計決算

ホームページ

　10月5日、災害時等におけるレンタル機材の供給に関する協
定の締結式が行われ、小

お の だ

野田賢
け ん じ

治市長と株式会社カナモト三好営
業所所長の佐

さ と う

藤直
なおちか

親さんが協定書に調印しました。この協定によ
り、市内に災害が発生または発生する恐れがある場合に、発電機
や土木用機械、空調機器などのレンタル機材の供給を受け、応急
復旧対策や早期の復興を行うことが可能となります。株式会社カ
ナモト東海ブロック長の伊

い と う

藤誉
た か し

史さんは「どんな災害がいつどこ
で起きるか分かりません。少しでも力になれればうれしく思いま
す」と話しました。

▲（左から）小野田賢治市長、株式会社カナモト伊藤誉
史東海ブロック長
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  防災行政無線などを用いた
  緊急地震速報訓練　
  防災安全課　☎32-8046　N76-5702

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（普）3期 12月25日
国民健康保険税（普）

5期 11月30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     61,234人（＋0人）
男性     31,433人（－13人）
女性     29,801人（＋13人）
世帯数  24,589世帯（＋6世帯）

※（　）は前月比 　  

みよし市の人口
（令和2年10月1日現在）

　みよし市教育委員の松
まつもと

本美
み さ

佐さんの任期が、令和2年9
月30日をもって満了となり、10月1日から新たに近藤憲
司さんが就任されました。任期は令和6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日比野直子さんを指名し
ました。

教育長職務代理者
日
ひ び の

比野直
な お こ

子さん
新委員

近
こんどう

藤憲
け ん じ

司さん

  市民病院救急診療の休診
   市民病院 ☎33-3300　N33-3308

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

電気事業法による病院内の電気設備点検実施のため、以下
の時間帯で救急診療を休診します。ご理解とご協力をお願い
します。

　年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他
の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するた
めに、公的年金に上乗せして支給されるものです。
　給付を受けるには請求書の提出が必要です。
対象次のいずれかに該当する人
① 65歳以上で老齢基礎年金を受給しており、世帯員全員
が市民税非課税となっている人で、かつ年金収入額とそ
の他の所得額の合計が約88万円以下

② 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しており、前年の所
得額が約462万円以下

申請

●新たに給付対象になる人は、日本年金機構から10月中旬
以降に送付されるはがきに必要事項を記入して提出

● 年金を受給しはじめる人は、年金の請求手続きと併せて
申請

  年金生活者支援給付金の申請
  保険年金課　☎32-8016 N34-3388
   豊田年金事務所 ☎0565-33-1123

　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）の緊急
地震速報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。

11月5日（木）
10：00ごろ臨時休診日 臨時休診日 

11月14日(土)11月14日(土)
8：30～17：158：30～17：15


