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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３年第1回みよし市議会定例会で小

お の だ

野田賢
け ん じ

治市長から令
和3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3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につい
て、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、7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、誠心
誠意、市政運営を進めてまいりました。
　令和3年度は、私の2期目の任期のまちづくり政策として掲げさせていただ
きました「8政策30施策」について、総仕上げの年となります。各施策を着実
に実施する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。
　「第２次みよし市総合計画」に掲げました将来像「みんなで育む　笑顔輝く　
ずっと住みたいまち」の実現に向け、誰もが「ずっと住み続けたい」と思えるま
ちを、市民の皆さんと一緒に築いてまいりたいと考えています。

　
  

令和3年度　施政方針 ホームページ

切れ目のない子育て環境の整ったまち政策11

子どもを中心においた教育環境の充実したまち政策２２

　今後の急激な高齢者人口の増加に対応するため、市内4カ所目となる「地域包括支
援センター」をおかよし地域に整備します。福祉・医療・介護などさまざまな面から支
援する「拠点」として、地域で対応する機能の一層の整備充実を進め、「地域共生社
会」の実現を目指します。
　介護予防ケアマネジメントの資質向上を目指し地域の介護予防教室などにリハビリ
テーション専門職を派遣する「地域リハビリテーション活動支援事業」を開始します。

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政策３３

　すべての子ども・家庭の相談や支援を切れ目なく継続的に行うことを目指し、専門
性を持った機関・体制として「子ども家庭総合支援拠点」を設置します。関係機関およ
び他市町村と子どもの支援に必要な情報を共有するためのシステムを導入します。
　待機が発生している放課後児童クラブの小学1年生から4年生までの児童を対象に、
定員に余裕のある受け入れ可能な児童クラブへ下校時にタクシーで移送する「放課後児
童クラブ児童移送事業」を実施し、放課後児童クラブの待機児童解消を図ります。

市長あいさつ

　新型コロナウイルス感染症予防対策として1教室28人程度の児童数で実施した分
散授業を、今年度も引き続き小学校で実施していきます。
　小中学校を対象に、一人一台タブレット端末を配布するなど、整備したICT環境
を活用するとともに、子どもたちが多様な文化に対応できる力を身に付けられるよ
う、さらなる学習環境の整備と充実に努めます。

小野田賢治市長小野田賢治市長
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　現在、企業立地の推進を図るため着手している福田池下地区の工業団地造成事業
については、今年度末には造成工事が完了する予定であり、地域の産業振興と雇用
の創出を図っていきます。
　さらなる企業誘致の促進と将来的な雇用機会の創出を図るため、明知町八和田山
地区の工業団地実施計画を策定し、民間の活用も視野に入れて工業系土地利用への
誘導を進めます。

産業の振興による財政基盤の安定したまち政策４４

　今後想定される災害時には、従来の災害対策用備蓄品だけでなく新型コロナウイ
ルス感染症対策を踏まえた備蓄品が必要となります。より多くの備蓄品を保管する

「拠点防災備蓄倉庫」を整備するための実施設計を進めます。
　災害発生時に、ともに災害時要配慮者となる、聴覚障がい者に対してファクスを
使った伝達、外国人に対して外国語（英語・ポルトガル語・中国語）による情報発信の
ほか、気象情報や土砂災害警戒情報も発信できるよう、情報配信環境を拡充します。

自然災害に強く安全・安心なまち政策　55

　行政区をはじめ地区コミュニティ推進協議会が行う活動の支援と市民活動団体に
よる新たな公益事業を促進するため、がんばる地域応援補助金の交付やワークショ
ップ、人材研修などを開催することで市民との協働によるまちづくりを推進します。
　みなよし地域における地区拠点施設の整備に向けて、令和２年度に開催した市民
対象のワークショップでいただいた施設の役割や必要な機能などに関するご意見を
参考にして、施設の建設に向けた基本設計に着手します。

温かさのあふれる協働のまち政策66

　「さんさんバス」のさらなる利便性の向上を目指し、令和４年度春ごろからのバス
再編による運行開始に向けて、バス路線やダイヤ、バス停の位置など、具体的な見
直しを推進します。　
　三好ケ丘駅周辺の整備事業については、今年度から新駅前広場の利用を開始し、
北井山公園内のトイレや駅周辺道路の視覚障がい者誘導用ブロックを整備します。

『住み続けたい』『暮らしたい』まち政策７７

　令和元年12月の「2050年ゼロカーボンシティ宣言」に伴う取り組みとして、2050
年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す具体的な計画策定に向けて、市内事
業所における太陽光発電などの再生可能エネルギーの使用量の現状や、将来使用可
能な見込み量などの調査を行います。
　エコエネルギー促進事業として、住宅用太陽光発電システムや燃料電池自動車、
電気自動車などの購入費補助を引き続き実施します。

人と自然が共生する環境にやさしいまち政策８８
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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3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。令和3年度はこの予算に
より「みんなで育む　笑顔輝く　ずっと住みたいまち」を目指し、街づくりを進めていき
ます。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3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

消防費 消防や火災、水害、地震など
の災害対策に使うお金

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

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

民生民生費（31.0％）費（31.0％）
77億1,602万円77億1,602万円

教育費（20.5％）教育費（20.5％）
51億846万円51億846万円

衛生費（12.3％）衛生費（12.3％）
30億7,560万円7千円30億7,560万円7千円

消防費（3.7％）消防費（3.7％）
9億2,664万6千円9億2,664万6千円

公債費（3.4％）公債費（3.4％）
8億4,168万3千円8億4,168万3千円

農林水産業費（1.8％）農林水産業費（1.8％）
4億5,727万7千円4億5,727万7千円

その他（1.4％）その他（1.4％）
3億5,712万1千円3億5,712万1千円

商工費（1.2％）商工費（1.2％）
2億9,666万9千円2億9,666万9千円

総務費（11.5％）総務費（11.5％）
28億5,740万9千円28億5,740万9千円

土木費（13.2％）土木費（13.2％）
32億8,010万8千円32億8,010万8千円

歳出
249億249億

1,700万円1,700万円

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）

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

市税の内訳
市民税 48億8,120万円

固定資産税 69億700万円
軽自動車税 1億2,920万1千円
市たばこ税 3億9,200万円
都市計画税 9億120万円

自主財源自主財源
74.1％74.1％

依存財源依存財源
25.9％25.9％

繰入金（15.5％）繰入金（15.5％）
38億5,602万5千円38億5,602万5千円繰越金（1.2％）繰越金（1.2％）

3億円3億円

諸収入（2.6％）諸収入（2.6％）
6億4,998万9千円6億4,998万9千円

分担金及び分担金及び
負担金（0.7％）負担金（0.7％）
1億8,242万4千円1億8,242万4千円

その他（3.1％）その他（3.1％）
7億6,800万1千円7億6,800万1千円

その他（1.3％）その他（1.3％）
3億2,124万5千円3億2,124万5千円

国庫支出金（9.4％）国庫支出金（9.4％）
23億4,483万円9千円23億4,483万円9千円

県支出金（4.8％）県支出金（4.8％）
11億9,567万6千円11億9,567万6千円
地方消費税交付金（5.2％）地方消費税交付金（5.2％）
13億円13億円

市債（3.2％）市債（3.2％）
7億8,820万円7億8,820万円

歳入
249億249億

1,700万円1,700万円

市税（53.0％）市税（53.0％）
132億1,060万1千円132億1,060万1千円

依存財源依存財源
25.7％25.7％

自主財源自主財源
74.3％74.3％
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　一般会計は、前年度比9億400万
円増額の249億1,700万円です。主
な増額要因は、サンアート大規模改
修工事や新型コロナウイルス感染症
対策経費によるものです。
　特別会計は、前年度比2億867万8
千円増額の77億8,622万4千円です。
主な増額要因は、介護保険給付費の
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3,497万8千円減額の27億
5,376万5千円です。病院事業は前
年度比1億8,557万1千円減額の37
億7,095万3千円です。

※△はマイナスを表します。

特別会計
区　分 令和3年度 令和2年度 増減率

国民健康保険特別会計 42億9,525万9千円 43億9,754万6千円 △2.3%
介護保険特別会計 27億5,369万7千円 24億8,475万1千円 10.8%

保険事業勘定 27億196万7千円 24億2,429万1千円 11.5%
介護サービス事業勘定 5,173万円 6,046万円 △14.4%

後期高齢者医療特別会計 7億3,726万8千円 6億9,524万9千円 6.0%
合　計 77億8,622万4千円 75億7,754万6千円 2.8%

企業会計
区　分 令和3年度 令和2年度 増減率

下水道事業会計 27億5,376万5千円 27億8,874万3千円 △1.3%
病院事業会計 37億7,095万3千円 39億5,652万4千円 △4.7%

合　計 65億2,471万8千円 67億4,526万7千円 △3.3%

一般会計
区　分 令和3年度 令和2年度 増減率

一般会計 249億1,700万円 240億1,300万円 3.8%

会計別予算

主な事業主な事業

　令和２年度に引き続きサンアートを全館閉館して大規
模改修を行います。令和3年11月リニューアルオープン
予定です。

サンアート大規模改修工事
16億1,840万3千円（教育費）

主な新規事業主な新規事業

　生活困窮者の把握・相談を行い、困窮状態から脱出で
きるよう支援を行います。

生活困窮者自立支援事業
2,962万1千円（民生費）

　新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施します。

新型コロナウイルスワクチン接種事業
2億1,368万6千円（衛生費）

　令和４年度から民間移管することに合わせて、待機児
童対策として定員増を図るため、保育室などの増築工事
を行います。

なかよし保育園増築工事
1億8,600万円（民生費）

　都市機能の向上を目指し都市計画道路を整備します。

街路新設改良工事
（都市計画道路平池天王台線、東郷三好線、蜂ケ池線）
1億8,165万円（土木費）

　歩行者の安全確保のため、歩道の整備をします。

歩道築造工事
（市道山ノ間小林線、上ケ池東谷線、明知福田線）
1億3,350万円（土木費）

　地域特性を踏まえた脱炭素・低炭素エネルギーを調査
し、温室効果ガス排出削減効果を算出します。

（仮）カーボンゼロ都市再生可能エネルギー等
賦存量等調査事業
220万円（衛生費）

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、校内の消
毒業務などを行うスタッフを各小中学校に配置します。

スクール・サポートスタッフ配置事業
3,616万８千円（教育費）

みよし市役所広報情報課 伊藤（内線5302） 
☎0561-32-8357　N0561-76-5021
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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3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・届出印を持って、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
1日

4期
31日

固定資産税・
都市計画税

1期
（前納） 

30日
2期
2日

3期
27日

4期
28日

軽自動車税（種別割） 全期
31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
2日
2期
31日

3期
30日

4期
1日
5期
30日

6期
27日

7期
31日

8期
28日

し尿汲取り手数料 上期
15日

下期
15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3年3月1日現在）

　令和3年4月1日から、みよし市税のクレジットカード納付・
ペイジー(ネットバンキング)納付を始めます。外出することな
く市税を納付することができますので、ご利用ください。詳し
くは、ホームページをご覧ください。

ホームページ

  自転車乗車用ヘルメット購入費補助　防災安全課　☎32-8046　N76-5702

　転倒や交通事故の衝撃から頭部を保護する自転車乗車用ヘ
ルメットの着用を促進することを目的として、ヘルメットの
購入費を補助します。
対象 申請時に市内に住所を有し、次のいずれかの認証を受け

た新品のヘルメットを令和3年4月1日以降に購入した人
①一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認
　証（SGマーク）
②公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合するこ
　とを認証（JCFマーク）
③その他①または②に類する認証を受けたマークなどが付さ
　れたもので、市長が認めるもの
補助 ヘルメット1個につき購入費の2分の1（10円未満切り捨

て、上限2,000円）
※補助は、補助対象者1人につき1個かつ1回までです。

  みよし市税のクレジットカード納付・
  ペイジー（ネットバンキング）納付を始めます　
   納税課　☎32-8051　N76-5103

申込    5月6日（木）から令和4年3月31日（木）ま
　　でに、申請書兼実績報告書（防災安全課
　　で配布、ホームページからダウンロード
　　可）に次の必要書類を添えて防災安全課へ
　　直接
※申請書兼実績報告書は現在準備中のため、準備が整
い次第防災安全課で配布、ホームページに掲載します。

■必要書類
・ヘルメット購入の領収書
・ 安全基準の認証を受けたものと分        

かる書類

ホームページ



15

  令和3年度介護保険料を変更します　長寿介護課　☎32-8009　N34-3388

　現在、「特別徴収（年金からの引き落とし）」により徴収されている人の「令和3年度4月、6月、8月」の保険料額は、
「仮徴収額」として通知済みですが、今回の介護保険料改定および収入の変動などにより大幅な保険料額の変動が見込ま
れる人については、各月の保険料が年間を通してできるだけ均等な金額となるように、6月、8月の年金から差し引く
保険料を調整して納付額の平準化を図ります。平準化の対象となる人への通知は、4月下旬に発送予定です。

　65歳以上の人（第1号被保険者）の介護保険料は、3年ごとに市町村が策定する介護保険事業計画において、65歳以上の
人口や介護サービスの利用量の見込みなどから算定されています。令和3年度からスタートする第8期高齢者福祉計画兼介
護保険事業計画（令和5年度まで）における介護保険料基準月額は4,600円です。この基準月額を基に、本人の所得や世帯の
課税状況に応じた負担となるように段階に分かれています。令和3年度から令和5年度までは13段階とします。

　令和3年度の介護保険料は令和2年中の所得や令和3年度市民税の課税状況によって決まり
ます。介護保険料決定通知および普通徴収納付書は7月中旬に送付します。

所得段階 対象者 保険料率 保険料年額
（保険料月額）

第1段階
生活保護を受けている人、または世帯全員が市民税非
課税で、老齢福祉年金を受給している人、または前年
の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.2 11,040円
（920円）

第2段階  世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課
税年金収入額が80万円超120万円以下の人 基準額×0.4 22,080円

（1,840円）

第3段階 世帯全員が市民税非課税で、第1・第2段階以外の人 基準額×0.7 38,640円
（3,220円）

第4段階
 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税の課税者がお
り、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円
以下の人

基準額×0.85 46,920円
（3,910円）

第5段階
（基準）

本人が市民税非課税で、世帯内に市民税の課税者がい
る人（第4段階以外の人） 基準額×1.00 55,200円

（4,600円）

第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円
未満の人 基準額×1.10 60,720円

（5,060円）

第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円
以上210万円未満の人 基準額×1.30 71,760円

（5,980円）

第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円
以上320万円未満の人 基準額×1.50 82,800円

（6,900円）

第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円
以上400万円未満の人 基準額×1.70 93,840円

（7,820円）

第10段階  本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円
以上700万円未満の人 基準額×1.90 104,880円

（8,740円）

第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円
以上1,000万円未満の人 基準額×2.00 110,400円

（9,200円）

第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万
円以上1,500万円未満の人 基準額× 2.10 115,920円

（9,660円）

第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万
円以上の人 基準額×2.20 121,440円

（10,120円）

■所得段階別の保険料

特別徴収（年金からの引き落とし）による保険料の支払いについて


