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問  上下水道課　☎801-5831

問  健康保険課ミックンポイント窓口　　☎894-1215

水道課と下水道課が統合され「上下水道課」となりました。

ポイントミックン

　歩くこと、健康診断を受けることなどでポイントを獲得して、貯めたポイントを商品券などの商品と交
換できます。参加して取り組むことで健康につながり、経済的にもお得になる、一石二鳥の事業です。
　普段運動をしていない方、健診の数値が気になり始めた方はもちろん、普段健康を意識していない方
も、ぜひ参加して健康づくりの習慣をつけましょう！

対  下記のいずれかを満たす方
　  ●町内に住所を有し、今年度20歳以上になる方
　  ●  町内の「ながよ健康のまち応援団」に入団している事業所に勤務し、今年度20歳以上になる方
定   今年度60歳以下の方   先着250人　今年度61歳以上の方   先着250人
料   無料
申   説明会免除コース

① 電話、窓口で参加申込みをし、歩数計の受取日を指定。
　（受付日：5月7日㊎以降 平日9時～17時）
②受取日に来庁し、体組成測定。
③ ガイドを読んで自分で歩数計をセットし参加開始。
説明会参加コース　電話、窓口で説明会へ参加予約。

定   各回先着20人（定員に達し次第受付終了）　　申  予約開始 ４月12日㊊～（電話予約）

（必ず予約が必要です）説明会

※当日の受付は、開始時間の30分前からです。 ※体組成測定は裸足で行います。裸足になれる服装でお越しください。

　水道局水道課および下水道課の２つの課は、４月
１日に「上下水道課」として統合されました。これま
での業務を引き継いで、「上下水道課」は５つの係で
の体制となります。
　この組織機構の見直しによって、受付窓口の一本
化による町民の方へのサービスの向上や、経営コス
トの削減および経営の安定化、緊急時の対応力の強
化などを図っていきます。

＼お待たせしました／４月12日㊊から第４期参加受付開始！
健康ポイント事業 　貯めんば損たい！「ながよミックンポイント」
努力次第で最大5,000円相当の商品を獲得できるかも！？

日にち 会場 10時～10時50分 11時～11時50分 14時～14時50分 15時～15時50分
５月11日㊋ 健康センター３階 ○ ○ － －
５月14日㊎ 水道局３階 ○ ○ ○ ○
５月15日㊏ 水道局３階 ○ ○ ○ ○

健康ポイント事業って？

本事業に一度も参加
したことがない方のみ、
申込みが可能です。

係　名 主　な　業　務　内　容

①料金総務係 上下水道の料金やお手続きに関すること、
諸般事務に関すること

②水道工務係 給水装置や水道工事に関すること
③浄水係 水道用水の供給や浄水施設に関すること
④下水道建設係 排水設備や下水道工事に関すること
⑤処理場係 汚水処理や下水処理場に関すること
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　財政の全容を正確に把握し、財政の健全化を図るた
め、地方公共団体は総務省通知に基づき民間企業の手
法を応用した財務書類を作成し公表しています。
　このたび、本町において「統一的な基準」により令和
元年度決算における財務書類を作成いたしましたので、
その概要をお知らせします。

※数値は下記に示す町のすべての会計の合計です。四捨
五入しているため一致しない部分があります。

　財務書類の対象となる会計

・一般会計
・駐車場事業特別会計
・土地区画整理事業特別会計
・国民健康保険特別会計
・介護保険特別会計 ( 保険事業勘定 )
・介護保険特別会計（サービス事業勘定）
・後期高齢者医療特別会計
・水道事業
・下水道事業

※財務書類は町ホームページでもご覧いただけます。
　【町政】→【行政・財政】→【財政状況】→【財務書類】

概要
　令和２年３月31日現在に保有する資産、負債、純資産を表したも
のです。町ではこれまでに695億円の資産を形成してきており、そ
のうち、純資産である452億円については、これまでの世代の負担
で支払いが済んでおり、負債である244億円について、これからの
世代が負担していくことになります。

【資産の部】 【負債の部】
項目 金額 項目 金額

[1]固定資産 64,178 [1]固定負債 22,173
(1)有形固定資産 60,055 ①地方債など 15,672

①事業用資産 19,698 ②退職手当引当金 487
②インフラ資産 37,509 ③その他 6,014
③物品 2,848 [2]流動負債 2,215

(2)無形固定資産 288 ①１年以内償還
　予定地方債など 1,573

(3)投資その他の資産 3,835 ②未払金 143
①投資および資産金 45 ③その他 498
②長期延滞債権 224
③基金 3,564
④徴収不能引当金 ▲13
⑤その他 16

[2]流動資産 5,360
①現金預金 3,671
②未収金 93 負債の部合計 24,388
③財政調整基金など 1,583
④徴収不能引当金 ▲1 【純資産の部】
⑤その他 15 純資産の部合計 45,151

資産の部合計 69,538 負債・純資産の部合計 69,538

（単位：百万円）　

貸借対照表 項目の説明
●固定資産

・事業用資産…庁舎や学校など
・インフラ資産…道路や河川など
・物品…器具備品や機械装置など
・無形固定資産…ソフトウェアなど
・長期延滞債権… 回収期限到来後１年を経過した税などの未収

金や貸付金など
・基金…特定の目的のために積み立てた資産　
・徴収不能引当金… 長期延滞債権などに対して徴収不能とみら

れる金額を見積り引当てた金額
●流動資産　

・未収金… 回収期限到来後１年を経過していない税や使用料など
・財政調整基金など… 財政調整基金や１年以内に地方債の償還

に充てられる減債基金
●固定負債
　・地方債など…地方債・借入金残高のうち翌年度償還額を除いた

残高
　・退職手当引当金…将来の退職者に対し給付すべきこととなる

退職金の引当額
●流動負債

・１年以内償還予定地方債など… 地方債・借入金残高のうち翌年
度償還予定額

・未払金… 企業会計団体の財貨または用役の提供を受けたが支
払が済んでいない残高

●純資産…これまでの世代が負担して蓄積された資産

問  財政課　☎801-5783令和元年度　財務書類の概要
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（単位：百万円）　

（単位：百万円）　

概要
　「行政コスト計算書」は、１年間の行政運営に係るコストのうち、
人件費や福祉サービスなど資産形成に結びつかない行政サービス
に要したコストを表したものです。
　また「純資産変動計算書」は純資産（過去の世代や国・県が負担
した将来返済しなくてよい財産）が年度中にどのように増減したか
を表示したものです。

項目 金額
１　経常費用　計（行政コスト総額） 18,723
　　①人件費 1,983
　　②物件費 4,705
　　③その他の業務費用 284
　　④移転費用 11,751
　　　補助金など 3,038
　　　社会保障給付 8,711
　　　他会計への繰出金 0
　　　その他の移転費用 2
２　経常収益　 1,740
３　臨時損失 41
４　臨時利益 5

　　　　　　　純行政コスト 17,019
５　財源（経常費用－経常収益） 17,911
　　①税収など 10,763
　　②国県など補助金 7,148

　　　　　　　　　　　　　本年度差額 892
６　資産評価差額 0
７　無償所管替など 11
８　その他の純資産変動額 ▲17
　　　　　　　　　　本年度純資産変動額 885

　　　　　　前年度純資産変動額 44,266
　　　　　　本年度末純資産残高 45,151

行政コスト計算書および純資産変動計算書
　町では行政コストの発生とそれに伴う純資産の変動との関係性
をわかりやすく示すため、行政コスト計算書と純資産変動計算書を
結合した計算書を採用しています。
　令和元年度の行政コストの総額は187億円です。行政サービスの
利用に対する対価として町民の皆さんに負担いただいた使用料や
手数料などの経常収益は17億円になります。
　行政コストの総額から経常収益を引き、これに臨時損失と利益の
差額を加えた純行政コストは170億円で、この不足分は町税や地方
交付税などの一般財源や国・県補助金でまかなっています。
　純行政コストと財源に資産評価差額,無償所管替などを加減した
本年度純資産変動額は9億円であり、将来返済しなくてよい財産が
増加したことになります。

項目の説明
●経常費用

・人件費…職員給与や議員報酬など
・物件費… 備品や消耗品、施設などの修繕に係る経費や事業用資

産の減価償却費など
・その他の業務費用… 地方債、関係団体の借入金の償還利子や徴

収不能引当金繰入額など
・移転費用…町民への補助金や児童手当などの社会保障費など

●経常収益…公共施設を使用した際に徴収する使用料、証明書の発
行手数料など

●臨時損失…災害復旧事業費、資産の除売却損など臨時に発生する
もの

●臨時利益…資産の売却益など臨時に発生するもの
●財源

・税収など… 町税や税の交付金、特別会計の保険料などの収入など
・国県など補助金…国や県からの補助金収入

●資産評価差額…有価証券などの評価差額など
●無償所管替など…無償で譲渡または取得した固定資産の評価額

など

資金収支計算書

概要
　１年間の資金の増減を、「業務活動収支」、「投資活動収支」、「財務
活動収支」に区分し表示したもので、どのような活動に資金が必要

項目 金額
（イ） 業務活動収支（④ － ③ ＋ ② － ①） 2,187
　　①業務支出 16,992
　　②業務収入 19,199
　　③臨時支出 19
　　④臨時収入 0

（ロ） 投資活動収支（② － ①） ▲2,265
　　①投資活動支出 3,401
　　②投資活動収入 1,137

利払後基礎的財政収支（イ ＋ ロ） ▲77
（ハ） 財務活動収支（②-①） ▲137
　　①財務活動支出 1,640
　　②財務活動収入 1,503
１　本年度資金収支額（イ ＋ ロ ＋ ハ） ▲214
２　前年度末資金残高 3,565
３　比例連結割合変更に伴う差額 0
４　本年度末資金残高（１ ＋ ２） 3,351

であったかを表したものです。
令和元年度は２億円の資金が減少しており、期末資金残高は34億
円になりました。
　利払後基礎的財政収支はゼロ以上であれば公債（借金）に依存し
ない財政運営が行われたと判断されるものですが、令和元年度は
マイナス１億円となっています。

項目の説明
●業務支出… 行政サービスを行う中で、毎年度継続的に支出される

もの（人件費、物件費など）
●業務収入… 行政サービスを行う中で、毎年度継続的に収入される

もの（町税、保険料、使用料など）
●臨時支出… 行政サービスを行う中で、臨時的に支出されるもの

（災害復旧事業費など）
●臨時収入…臨時的に収入されるもの（資産の売却収入など）
●投資活動支出… 公共施設や道路整備などの資産形成、投資や貸付

金などの金融資産形成に支出したもの
●投資活動収入… 公共施設の資産形成の財源に充てられた補助金

収入、土地などの固定資産の売却収入など
●財務活動支出…地方債や借入金などの元本の償還
●財務活動収入…地方債や借入金の収入
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　２月26日、長崎県教育委員会表彰伝達式が執り行われま
した。
　和田さんは町指定無形文化財「なぎなた踊」の保持者・指
導者として、永年にわたり文化振興にご尽力されたとして
受賞されました。長年のご労苦に対し、心から敬意を表しま
すとともに、今後なお一層のご活躍とご健勝をお祈りいた
します。受賞おめでとうございます。

　３月12日、令和３年度から自衛官になられる町内在住の
３人への激励会がありました。
　新型コロナウイルス感染防止のため、役場応接室での激
励会となりました。
　吉田町長が「入隊おめでとうございます。配属先でも、く
れぐれもご自愛し、ご活躍されることをお祈り申し上げま
す。」と激励の言葉を送りました。今後益々のご活躍を期待
しています。

　交通安全の確保および交通安全思想の普及に貢献し、顕
著な功績があったとして受賞されました。
　森元さんは、平成７年から町交通指導員として活動さ
れており、交通事故防止に大きく寄与されています。また、
食生活改善推進委員や母子保健推進員も務められており、
様々な活動を精力的に行われています。受賞おめでとうご
ざいます。

　３月17日、町は2050年までに「二酸化炭素排出実質ゼ
ロ」にすることを目指す「ゼロカーボンシティ宣言」を長崎
市・時津町と同時に行いました。
　わたしたちが暮らす地球は今、地球温暖化とそれに伴う
気候変動により重大な危機に直面しています。こうした状
況を踏まえ脱炭素社会の実現を目指す国の方針が示され、
実効性のある取組みが求められています。
　本町でも、豊かな環境を子どもたちや未来の世代に受け
継いでいく為に宣言しました。
　町民の皆さまも二酸化炭素排出削減に向けて、「エアコン
の設定温度を見直す」「ごみの減量化を行う」など日常生活
から取り組めることにご協力をお願いします。

和田　吉仭様

（左より、山口輝光さん、長澤俊郎さん、宮田晃希さん）

長与町交通指導員　森元　和子様
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令和２年度長崎県教育委員会表彰
（特別教育功労者表彰）受賞

自衛隊入隊者激励会

令和２年度
長崎県交通安全功労者知事表彰 受賞

「ゼロカーボンシティ」を宣言しました
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　３月12日、長与町保健環境連合会の水田会長が社会福祉
法人髙月会おおとり保育園を訪問し、寄贈しました。この
寄贈は、牛乳パックをリサイクルして作られた「ふわぁっ
チ！」を通して資源の分別に目を向けてほしいと行ったも
ので、取組に協力いただける町内の私立保育園・幼稚園に寄
贈しています。

　春の全国火災予防運動（３月１日～７日）に合わせて、長
与町消防団により実施されました。
　原田団長をはじめ、団員33人が消防車10台で巡回し、火
災予防を呼びかけました。
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町オリジナルトイレットペーパー
「ふわぁっチ！」を寄贈しました

“その火事を　防ぐあなたに　金メダル”
防火パレード

　「集いの場」。町内にも、多く存在すると思います。これ
らの活動も一つの「支えあい活動」です。今回、三彩公民館
にて高橋昇子さんによる太極拳を主として活動されてい
る「ゆったり体操」を見学しました。設立約11年、口コミ
で広がり岡、吉無田、洗切からも参加され現在13名、毎週
月曜日、70～80代の方々が無理なく自分たちのペース
で太極拳を楽しみ、茶話会や昼食会を交えた集まりがあ
ります。参加者の声として「毎週が楽しみで健康維持にも

なる」「あの人が来てないとどうしたのかしら？」とさりげ
ない見守りや元気を維持するため皆と支えあっていまし
た。ご興味のある方は、お問い合わせください。また、この
ような「集いの場」の情報を収集していますので、たくさん
のお声をお聞かせください。

問  介護保険課包括支援係　☎801-5822

支えあい「ながよ」推進協議体　便り
－協議体は、地域の支えあいを考え実現させることを目的として発足しました－
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　町では、町民参加による開かれた公正で民主的な町政を推進するため、情報公開制度を実施しています。
　また、町民の皆さまの権利利益を保護し、町民に信頼される公正で民主的な町政を推進するため、個人情報保護制度を実施し
ています。
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令和元年度情報公開・個人情報保護制度実施状況

人権相談・行政困りごとなんでも相談

情報公開制度実施状況

個人情報保護制度実施状況

審査請求の状況

１．公文書開示請求に
かかる処理状況

２．公文書開示請求の
　　実施機関別内訳

　町が保有する個人情報を適正に取り扱うため、実施機関が個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときや、その内容の
変更などをするときには、町長に届け出ることとされています。
１．令和元年度個人情報取扱事務の登録件数

　実施機関の不開示決定や部分開示決定などに対し、請求者から審査請求があったときに、その決定が適当かどうかについて、
公平な立場で審査する救済機関として、行政不服審査会が設置されています。委員は５人以内の学識経験者で構成されています。
　令和元年度の情報公開制度および個人情報保護制度に係る審査請求はありませんでした。

２．個人情報開示請求の処理状況 ３．個人情報開示請求の実施機関別内訳

※部分開示とは、文書の一部に個人情報を含んでいるものです。

※自己に関する個人情報の訂正請求、削除請求、目的外利用などの中止請求はありませんでした。

区分 開示請求 処理状況
開示 部分開示 非開示 存否応答拒否 文書不存在 請求却下 取下げ

件数 24件 11件 10件 １件 ０件 ２件 ０件 ０件

実施
機関

町長部局 教育
委員会

選挙管理
委員会

農業
委員会

公営企業
（上・下水道） 議会 合計総務部 企画財政部 建設産業部

件数 ８件 ２件 ６件 ２件 １件 １件 ２件 ２件 24件

区分 開示
請求

処理状況
開示 部分開示 非開示 公文書不存在 存否応答拒否 請求却下 取下げ

件数 ２件 １件 ０件 ０件 １件 ０件 ０件 ０件

実施
機関

町長部局 合計住民福祉部
件数 ２件 ２件

実施
機関

町長部局 教育
委員会

選挙管理
委員会

監査
委員

農業
委員会

上・下水道
事業 議会 合計総務部 企画財政部 建設産業部 住民福祉部 健康保険部 会計

件数 34件 138件 71件 194件 67件 ５件 428件 26件 ２件 51件 41件 ２件 1,059件

問  総務課行政係　☎801-5781

問  総務課行政係　☎801-5781

秘密は堅く守られます。お気軽にお越しください。　　無料　　　予約不要

　法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、人権に関する
様々な相談を受け付けます。
 人権擁護委員　佐野 浩子（嬉里郷）、木島 和美（嬉里郷）、

金村 真智子（吉無田郷）、田島 弘明（高田郷）、
柏田 正（高田郷）、江島 英典（嬉里郷）

 長崎地方法務局「常設人権相談所」  ☎0570-003-110
８時30分～17時15分（土日祝日を除く）

【人権相談・行政困りごと何でも相談】　※合同相談を毎月第３火曜日に実施しています。

　　　　４月20日㊋13時～16時　ふれあいセンター、５月18日㊋13時～16時　長与町公民館　　
　 ※上記以降の日程は、広報ながよで随時お知らせします。町ホームページに年間予定を掲載しています。

　総務大臣から委嘱された行政相談委員が、行政に関する
苦情や要望を受け付け、解決や改善を図ります。
 行政相談委員　堤　惠美子、草野　洋
 長崎行政監視行政相談センター　☎849-1100

人権相談とは？ 行政困りごとなんでも相談とは？

申料

時

時 所
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　大規模災害が発生した時は、その時の命を守るための行動が、自分や周りの人が助かるかどうかの明暗を分けます。ライフラ
インの断絶などにより、行政や消防・警察による早期の救助や支援は十分に行き届きません。阪神淡路大震災では瓦礫の下から
救出された人のうち、約８割が家族や近所の住民によって救出されました。
　長与町でも、昨年７月に大雨特別警報が発表され、避難勧告を発令しました。大規模災害は長与町でも起こる可能性があり、
いつ自分の身に降りかかるかわかりません。そのような災害発生時に、「地域の力」を結集し、身を守るための活動を行うのが
「自主防災組織」です。
　町内の自主防災組織率は、98.3％（令和３年２月末時点）で、県内でも組織率は高く、活動も活発です。

自主防災組織の主な活動内容

広 報  な が よ　No.781　2021年 4月号 19

自治会・コミュニティ活動に参加しましょう！

地域の力がカギ！自主防災組織

問  地域安全課地域協働係　☎801-5662

問  地域安全課消防防災係　☎801-5782

地域コミュニティとは？

　地域の安全・安心を守り、住みよい場所にするためには、そこに住む皆さま一人ひとりの力が欠かせません。「誰かがやってく
れるだろう」ではなく、できることから少しずつ、地域活動への参加をお願いします。

地域安全の秘訣は普段のご近所
づきあいです。
年間を通して地域に根差したイ
ベントを開催し、住民同士の親
睦を図っています。

　町内５つの小学校区ごとに、自治会を始めとした地域組織が集まっ
て結成された団体です。単独の自治会だけでは実施が難しい事業を中
心に行い、より広域での地域づくりを目的として活動しています。

さまざまな防災用品が備蓄
された倉庫。いざという時の
ために、整備しています。

▲水消火器による初期消火訓練 ▲地震体験車を使った訓練 ▲救急隊による救命救急訓練 ▲役場職員による防災講話

【防災用具倉庫の整備】

【防災訓練】

【消火器の設置】
町内各所に消火器を設置し
ています。
火災発生時には初期消火が
重要です。定期的に点検・交
換を行っています。

消防団、消防署、警察、社会福祉協議会などの団体と連携して防災訓練を行っています。
平素から顔の見える関係を構築し、防火・防災意識の向上に努めています。

親睦

防災 環境美化

防犯 要望陳情

年々激化する風水害や予期せぬ地震・火災など、い
ざという時に自分たちの身を守り、被害を軽減で
きるよう、防災訓練や研修を実施しています。

「自分たちの地域は自分たちで
守る」を目標に、登下校時の見守
り活動や防犯パトロールなどを
行っています。

快適で美しい環境を保つため、ごみステーション
の維持管理や地域の清掃活動を行っています。

危険箇所の改善や防犯灯の整備
など、行政への要望は自治会を
通して行われます。要望がある
場合は、まず自治会長へご相談
をお願いします。


