
　９月１日から15日まで開催された９月定例議会で町が１年間でどのような事業を行ったかを示す「令和元年度決算」
が認定されました。そこで今回は令和元年度の一般会計・特別会計および企業会計の決算概要を皆さまへお知らせします。

　令和元年度の一般会計決算は、歳入総額が135億8,544万円、歳出総額が127億3,763万円となりました。
　昨年度と比較すると、歳出では町内全小中学校へのエアコン設置などの施設整備事業により教育費が4億2,114
万円（+35.4%）増加しました。また、保育所や認定こども園に対する経費の増加など、子育て支援の充実により民生
費が3億4,664万円（+7.3%）増加しており、歳出全体で7億6,164万円（+6.4%）増加しました。
　歳入では小中学校のエアコン整備を始めとする補助対象事業費の増加に伴い国庫支出金が3億2,350万円
（+19.9%）増加したことなどにより、歳入全体で6億3,966万円（+4.9%）増加しました。

令和元年度長与町一般会計決算の概要

01 一般会計の決算 自主財源  48％・依存財源  52％

４６億８，８１９万円（35％）町税

３０億２，１９２万円（22％）
国・県支出金

２１億３，２９７万円（15％）
地方交付税

６億４，８６２万円
（5％）

地方消費税交付金

その他交付金

１億４５１万円（1％）

１億３，４４０万円（1％）
地方譲与税

１０億６，０６０万円
（8％）

町債
５億６，９６３万円（4％）繰入金

５１億１，０８４万円（40％）
民生費

１６億９２２万円（13％）
教育費

１４億３，１４１万円（11％）※金額は、１万円未満を端数処理しています。

土木費１３億６，３９０万円（11％）
公債費

１３億２，５４４万円（10％）
総務費

１０億４，５０２万円（8％）
衛生費

３億７，２８０万円（3％）消防費
１億８，８０６万円（2％）農林水産業費

１億３，４７３万円（1％）議会費

１億５，６２１万円（1％）その他

２億４，４２１万円（2％）
分担金および負担金

１億８，８２７万円（1％）使用料および手数料

７億９，２１２万円（6％）
その他

町税の内訳（町民の皆さまが町に納めた税）

● 町民税
● 固定資産税
● 都市計画税
● 町たばこ税
● 軽自動車税
● 入湯税

24億9,164万円
15億4,446万円
3億　375万円
2億3,823万円
1億1,004万円

7万円

その他
の内訳

● 財産収入
● 寄附金
● 繰越金
● 諸収入

 1,010万円
6,173万円

5億6,979万円
 1億5,050万円

135億8,544万円
（一般会計）

歳 入

令和元年度 決算報告特 集

１27億3,763万円
（一般会計）

歳 出

その他
の内訳

8,497万円
4,893万円
1,929万円

302万円

● 商工費
● 労働費
● 災害復旧費
● 諸支出金

問 財政課　☎801-5783
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収　入 支　出

給　料（町税など） 105,000円 食費・光熱水費など
（職員の給料・消耗品等の購入など） 76,000円

親からの仕送り
（地方交付税･国県支出金など） 132,000円

教育費・子どもへの仕送り・親類への
援助など（扶助費・他の会計への
繰出金・各種団体への補助金など）

140,700円

その他の収入（貯金の切り崩しなど）
（基金取り崩し、使用料・手数料など） 39,000円 家の増改築・車の修理など

（道路や学校の建設・維持補修費など） 33,700円

借入金（町債） 24,000円 ローン返済（町債の返済） 30,900円
貯蓄など（基金への積立など） 0円

A　300,000円 B　281,300円

町民税 固定資産税 都市計画税 町たばこ税 その他
60,321円 37,391円 7,354円 5,767円 2,666円

民生費 教育費 土木費 公債費 総務費
123,731円 38,959円 34,654円 33,019円 32,088円
衛生費 消防費 農林水産業費 議会費 その他
25,299円 9,025円 4,553円 3,262円 3,782円

貯金残高　939,600円 ローン残高　3,566,900円

※基金…災害などの不測の事態や財源不足に備えるため、および
　　　　ある特定の目的のための積み立て（貯金）

※一人あたりの町税負担額および使われたお金の算定は、令和２年
　３月末の住民基本台帳人口(41,306人)を基にしています。

※町債…学校、道路、施設などを建設するために発行した起債（借金）
（備考）一般会計の残高には、地方交付税の代替措置として発行され
　　　る「臨時財政対策債」の残高65億542万円が含まれています。

都市計画事業費の財源内訳

都市計画事業費

長与町の決算（一般会計）を家計簿に例えると…（月収30万円と仮定して）

貯金残高、ローン残高については年収360万円とした場合 翌月への繰越（Ａ－Ｂ）＝18,700円

基金・町債

● 一人あたりの町税負担額は…113,499円です。

● 一人あたりに使われた町のお金は…
　一般会計で308,372円です。

一人あたりで考えると…

都市計画税 
～こんな事業に使っています～

02

03

04

　街路や公園の整備などを行う都市計画事業や
土地区画整理事業に要する費用にあてるための
目的税で、1月1日現在において、都市計画区域の
うち市街化区域に所在する土地・家屋の所有者に
固定資産税と合わせて納めていただくものです。

税額＝課税標準額×税率( ０．３％ )

○都市計画税とは

○都市計画税の税額の計算方法

基金（貯金）残高
財政調整基金 15億8,254万円
減債基金 12億4,197万円

その他特定目的基金
(教育・福祉など) 7億2‚115万円

合　　計 35億4,566万円

町債（借金）残高
一般会計 134億6,048万円

土地区画整理事業特別会計 1億1,047万円
水道事業会計 10億3,916万円
下水道事業会計 26億3,499万円
合　　計 172億4,510万円

項　目 金額(千円) 構成比(%)
特定財源

（国・県支出金、地方債等） 367,754 21.7

一般財源
（住民税・固定資産税・
地方交付税等）

1,019,933 60.3

都市計画税 303,751 18.0
合　　計 1,691,438 100.0

項　目 金額(千円) 構成比(%)
街路事業 240,594 14.2

公園整備事業 119,305 7.1
下水道事業 127,290 7.5

土地区画整理事業 642,999 38.0
地方債償還額 561,250 33.2
合　　計 1,691,438 100.0



区　　　　分 歳　　入 歳　　出
駐車場事業特別会計 916万円 772万円
土地区画整理事業特別会計 7億2,533万円 5億8,166万円
国民健康保険特別会計 40億5,327万円 39億5,438万円
介護保険特別会計

保険事業勘定 29億1,581万円 27億4,078万円 　　
介護サービス事業勘定 3,222万円 3,142万円　　

後期高齢者医療特別会計 5億1,329万円 5億1,223万円

健全化判断比率 元年度決算 早期健全化基準 財政再生基準
①実質赤字比率 － 13.83 20.00
②連結実質赤字比率 － 18.83 30.00
③実質公債費比率 7.5 25.0 35.0
④将来負担比率 5.4 350.0 －

元年度決算 経営健全化基準
⑤資金不足比率 － 20.0

企業会計 収  入 支  出

水道事業
決算

収益的収支
※主に維持管理関係

7億8,900万円
（内料金 6億8,238万円） 6億9,574万円

資本的収支
※主に設備投資関係 2億3,475万円 4億8,843万円

下水道事業
決算

収益的収支
※主に維持管理関係

　10億1,141万円
（内使用料 6億6,413万円） 8億9,981万円

資本的収支
※主に設備投資関係 4億6,832万円 8億2,269万円　　

申 健康保険課健康増進係へ電話で申込みください。
詳しくは、本誌の11Ｐをご参照ください。
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特定の事業を行うため、歳入歳出を一般会計と区別して別個に処理するための会計で、長与町には
以下の５会計があります。

民間の事業と同じようにその事業によって得られる収入で支出をまかなう独立採算を原則として
おり、長与町には水道事業と下水道事業の２事業があります。

　水道事業、下水道事業ともに経営成績
は黒字決算となり、財政状態においては
資金不足も発生せず健全経営を維持し
ています。
　また、資本的収支の収入不足について
は、損益勘定留保資金（減価償却費など
現金の支出を伴わない費用）および減債
積立金（企業債償還の財源となる積立
金）などで補てんしました。

　この比率は地方公共団体の財政の健全性を示す指標です。法令で定められた基準値（早期健全化基準・財政再生基準
または経営健全化基準）を超えると、改善が必要な団体とみなされ、地方債の借入が制限されたり、財政健全化に向けて
の計画策定が求められます。
　本町では、いずれの比率も基準値以下であり、「財政は健全である」との結果となりました。今後も健全な財政運営に
努めてまいります。

一般会計における実質赤字額｛歳出総額－（歳入総額－翌年度へ繰り越すべき財源）｝の標準
財政規模（※）に対する比率。
　　※標準財政規模：標準的に収入が見込まれる経常的な一般財源。
一般会計・特別会計・公営企業会計における実質赤字額の合計の標準財政規模に対する比率。
一般会計が１年間に負担した地方債の償還などの標準財政規模に対する比率。
地方債残高のほか一般会計が将来負担すべき負債の標準財政規模に対する比率。
公営企業会計における資金不足額(赤字額に相当するもの)の事業規模に対する比率。
本町は水道事業、下水道事業、土地区画整理事業の３会計が対象。

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率
実質公債費比率
将 来 負 担 比 率
資 金 不 足 比 率

①

②
③
④
⑤

…

…
…
…
…

※赤字や資金不足が生じていないため①･②･⑤の比率は「－」で
　表記しています。

特別会計

企業会計

特別会計・企業会計の決算

健全化判断比率・資金不足比率

05

06

実質公債費比率

早期健全化基準
(25.0) 

長与町 (7.5) 財政再生基準
(35.0)

0 10 20 30 40

将来負担比率

イエローカード レッドカード

長与町 (5.4)　 早期健全化基準
(350.0)
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イエローカード

（％）

（単位：％）

（％）

新型コロナウイルス感染症への感染の懸念から、医療機関への受診

を控える傾向が強まっています。医療機関では院内感染防止のガイド

ライン等に基づき、感染対策に取り組んでいます。過度な受診控えは

健康上のリスクを高めてしまう可能性もあるため、必要な受診は行い

ましょう。

発熱や咳、腹痛などの症状は新型コロナウイルス感染症に限りません。

それ以外の病気の可能性もあるため、必要な受診を控えると最適な治療が

受けられなくなる可能性があります。また、定期的に飲んでいる薬を切らす

と、持病が悪化してしまうおそれがあります。予防接種はタイミングを逃さ

ず接種してください。健診も病気の早期発見・早期治療に欠かせません。リ

ハビリも可能な範囲で継続することが大切です。

自己判断で受診を控えると、慢性疾患の症状悪化により、新型コロナなどのウイル

スに対抗できない状態になることがあります。かかりつけ医に相談しながら持病と

健康状態を管理していくことが、新型コロナウイルス対策にとって大変重要です。健

康に不安がある時は、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

参考資料：厚生労働省の公式ウェブサイト

・受診者全員のマスク着用、体温測定、問診を実施しています。
・完全予約制で時間別に案内し人数制限を行っています。
・待合室、受付場所、健診場所をフロアごとに分け3密を防いでいます。
・換気、定期的な消毒を行っています。

1．過度な受診控えは健康上のリスクを高めてしまう可能性があります。

2．コロナ禍でも持病の治療や予防接種・健診等の健康管理は重要です。

３．具合が悪いなど健康に不安がある時は、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

長与町特定健診（集団健診）はコロナ対策を十分に行い実施しています。

コロナ禍での上手な医療のかかり方
問 健康保険課　健康増進係　☎801-5820
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