
84

成人になると ���������������������������� 成人式
文化振興課 生涯学習係   23-3943問

　観音寺市成人式は「成人の日」前日の日曜日に開かれ
ます。満20歳になった方（4月2日から翌年の4月1日ま
でに生まれた方）で市内に住所や帰省先がある人、市内
の小・中学校に在籍したことがある人が対象です。
　案内状は市内に住民登録している人に11月の上旬に
お送りします。

　青少年などの福祉の増進を図るために、スポーツ、レ
クリエーション、文化教養などの健全な余暇活動の場
を提供するなど観音寺市に居住または職場を有する
人々の福祉に関する事業を行うことを目的とする。
所 在 地 ��観音寺市大野原町大野原1368-1� �

☎54-5715
開館時間 �午前9時～午後9時30分
休 館 日 �毎週月曜日・年末年始
利用の手続き
◦登録申請書を提出し、利用証の交付を受ける。
◦�講習室、研修室、音楽室などの施設を使用する場合
は、使用3日前までに、使用許可申請書を提出し、使用
許可証の交付を受ける。

働く青少年などの憩いの場に ���������������
大野原勤労青少年ホーム

スポーツ

スポーツで心身を鍛える ��� スポーツ少年団
市民スポーツ課   23-3941問

　スポーツ少年団は、各種スポーツ、レクリエーション
活動、奉仕活動などを通じて、青少年の健全育成を目指
す団体です。現在、小学校区を中心に31団のスポーツ少
年団が有ります。

▶�観音寺市総合運動公園
◦�陸上競技場� �
第3種公認競技場　400mトラック� �
8レーン　全天候型ウレタン舗装
◦野球場　両翼91m　センター120m
◦広　場　�サッカーコート1面・ソフトボール2面� �

夜間照明
◦テニスコート
　オムニコート6面　夜間照明
◦芝生広場
◦トリムコース
◦遊具
　使用申し込みは、観音寺市総合運動公園管理事務所
　☎27-6157

スポーツを楽しむために

▶�観音寺市立総合体育館
◦�メインアリーナ� �
バレーボール3面　バスケットボール2面　バドミン
トン・ソフトバレーボール10面　卓球30面　新体操
1面　室内棒高跳2面
◦�サブアリーナ� �
バレーボール1面　ミニバスケットボール1面　バド
ミントン・ソフトバレーボール3面　卓球8面
◦トレーニング室
　使用申し込みは、観音寺市立総合体育館　
　☎27-7100

▶�観音寺市立大野原会館
◦�アリーナ� �
バレーボール2面　バスケットボール2面　バドミン
トン・ソフトバレーボール6面　卓球20面
◦トレーニング室
　使用申し込みは、観音寺市立大野原会館
　☎54-5660

▶�観音寺市豊浜総合体育館（すぽっシュTOYOHAMA）
◦�アリーナ� �
バレーボール2面　バスケットボール2面　ハンド
ボール1面　フットサル1面　バドミントン・ソフト
バレーボール6面　卓球8面
◦�サブアリーナ� �
バドミントン・ソフトバレーボール1面
◦プール　スタジオ　マシンジム
　使用申し込みは、すぽっシュTOYOHAMA
　☎56-3366

スポーツの各種団体 ��������スポーツ協会
市民スポーツ課   23-3941問

　観音寺市スポーツ協会は、スポーツの統一組織とし
て、スポーツを振興し、市民の体力向上とスポーツ精神
を養い、もって市民の心身の健全な発達と明るい豊か
な市民生活の形成に寄与することを目的としていま
す。
　組織としては、硬式テニス部・野球部・サッカー部・陸
上競技部などの専門部が22部と、各支部内に18地区が
有り、各支部で特色のある体育行事を展開しています。

市民でつくるスポーツクラブ ���������������
  観音寺市総合型地域スポーツクラブ
市民スポーツ課   23-3941問

　総合型地域スポーツクラブとは、地域において子ど
もから高齢者まで、さまざまなスポーツを愛好する
人々が参加できる、総合的なスポーツクラブのことで
す。現在市内には一ノ谷スポーツクラブと、ちょうほい
豊浜スポーツクラブの2組織があります。
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関連情報スマートフォン転入者向け

住まい・環境

●　 ごみは、収集日当日の午前8時までに地域で決められたごみ集積所（ステーション）に出してく
ださい。

●　 カラスや犬などに生ごみを荒らされることがありますので、前日からは出さないでください。
●　 不燃ごみの収集日には地域の方に当番をお願いしています。
●　 分別ができていない場合や収集日が異なる場合は収集できません。
●　 3辺（幅・奥行・高さ）のいずれかが60㎝以上のものは粗大ごみとして取り扱っており、ごみ集
積所（ステーション）に出されても収集できません。（自転車、家電を除く。）

●　 ごみ集積所（ステーション）は、地域で使用する大切な場所です。みんなできれいにしましょう。
●　 事業活動で発生したごみは、市内一般廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

　家庭からでる可燃ごみ、資源ごみ（新聞、雑誌など）

ごみの分別収集にご協力を

 ごみ
生活環境課 リサイクル推進係   25-2698問

は、週2回、不燃ごみ、資源ごみ（缶、びん、ペットボトル
など）については、月2回（隔週）収集しています。ただ
し、土・日曜日、年末年始の休み（12月31日～1月3日）
は、収集していません。
　ごみ出しは、地域が管理しているごみ集積所（ステー
ション）に、収集日の午前8時までに出してください。ご
みの処理がスムーズに行われるよう分別の徹底にご協
力ください。

ご
み
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※学校PTAの行う資源回収にご協力ください

行 指定品目
ア 雨どい

アルミサッシ
石（砂利石含む）
医療系廃棄物（注射器など）

　令和元年10月1日に「観音寺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」が改正されました。
　廃棄物の適正な処理が困難な製品、容器などを「適正処理困難物」として指定することができ、指定された廃棄物は市で
収集を行いません。持ち込みごみについても同じです。廃棄については廃棄物処理業者や販売店などにご相談ください。
※�災害などにより発生した廃棄物についてはこの限りでありません。

適正処理困難物（令和元年10月1日指定）一覧表

行 指定品目
ア 衣類乾燥機▲

エアコン▲
液晶テレビ▲
エレクトーン

行 指定品目
ア エンジンオイル

塩ビ製品（管・ビニールハウスなど）
オートバイ●�（部品のみ含む）
オルガン

凡例：�▲家電リサイクル法対象品　★自動車リサイクル法対象品　●二輪車リサイクルシステム対象品　◆PCリサイクル制度
対象品（ノート型、デスクトップ型、タワー型、ディスプレイ一体型）

ご
み
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関連情報スマートフォン転入者向け

行 指定品目
カ 外壁材（サイディングなど）

ガスボンベ（カセットボンベ除く）
ガソリン
火薬
瓦
漁業系廃棄物（漁網、漁具など）
金庫（手提げ金庫除く）
軽油
建設系廃棄物（型枠など）
建築系廃棄物（残材など）
原動機付自転車●�（部品のみ含む）
骨格標本
コンクリート製品（ブロックなど）

サ 産業用機械（建設・農業など）
自動車パーツ（タイヤなど）★
重油
消火器
焼却灰
飼料
砂
炭
スレート板
石灰（せっかい・いしばい）

行 指定品目
サ 石膏ボード

セメント
洗濯機▲
船舶
洗面台

タ タイヤ
太陽光パネル
太陽熱温水器
タイル
畳
建具
断熱材
土
電気温水器
電子オルガン
電子ピアノ
灯油
トタン

ナ 流し台
農業系廃棄物（畦波・苗箱など）
農薬など

ハ 廃油
柱

行 指定品目
ハ パソコン◆

バッテリー（蓄電池・リチウムイオ
ン電池など）
花火（水に浸けていないもの）
ピアノ
肥料
ビン（中身あり）
ふすま
ブラウン管テレビ▲
プラズマテレビ▲
風呂釜
便器（ロータンク含む）
ボイラー

マ 窓
マルチ
門扉（フェンスを含む）

ヤ 薬品（医薬品・美容品除く）
有機溶媒（塗料・シンナーなど）
浴槽

ラ 冷蔵庫▲
冷凍庫▲
レンガ

ワ ワックス剥離廃液

種類 容量 横寸法 縦寸法 厚み
大 45Ｌ 650㎜ 800㎜ 0.03㎜以上

中 30Ｌ 500㎜ 700ｍ 0.025㎜以上

小 20Ｌ 特定なし 0.025㎜以上

　ごみをごみ集積所（ステーション）に出すときは、市
指定のごみ袋で出してください。
可燃ごみ
（1）形状　　平型
（2）色など　乳白色（白色）半透明　
（3）種類　　大・中・小の3種類

ごみは市指定ごみ袋で

※レジ袋型（手提げ状）は指定袋ではありません。

種類 容量 横寸法 縦寸法 厚み
大 45Ｌ 650㎜ 800㎜ 0.03㎜以上

購入方法
　スーパーマーケットやホームセンター、ドラッグス
トアなどで、ごみ袋を買い求めてください。

不燃ごみ
（1）形状　　平型
（2）色など　無色透明　
（3）種類　　1種類

ご
み
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道路

　次のように道路を一時使用したり、掘削したりする
ときには道路管理者と地域を管轄する警察署長の許可
が必要です。
◦水道管を埋設するとき
◦�住宅の雨水や下水などの排水をするため、道路へ管
を埋めたり補修するとき
◦�工事用の板囲いや足場・看板などを設置のため、道路
を一時使用するとき

道路を占用・使用するとき �������占用申請
建設課 管理係   23-3935問

　歩車道のある道路の歩道部分を切り下げて車の出入
口を設けるときは、道路管理者の承認と警察署長の許
可が必要です。

歩道を切り下げるとき
建設課 管理係   23-3935問

▶�家庭系ごみ
◦�ごみ集積所（ステーション）で収集できない粗大ごみ
やごみの量が多い場合、生活環境課へ持ち込むこと
ができます。
◦�市内在住で1世帯につき1日1回限りです。（おおむね
軽トラック1台程度）
◦�平日（土・日曜日、祝休日を除く）および毎月第4日曜
日（翌日が祝祭日の場合はその日）午前10時から午後
2時までの受け付けです。予約はできません。
◦�可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみに分別し、指定袋で持
ち込んでください。
◦�請負の処分業者の持ち込みはできません。
◦�持込手数料
　�50㎏までは300円です。50㎏を超えるものは、300
円に50㎏（50㎏未満は50㎏とする）を増すごとに
300円を加算します。

▶�事業系ごみ
◦�ここでいう事業系ごみとは、事務所で発生した可燃
ごみなどを示しています。事業活動に伴って発生し
たごみについては、事業者が責任をもって処分して
ください。
◦�1事業所につき1日1回限りです。（おおむね軽トラッ
ク1台程度）
◦�平日（土・日曜日、祝休日を除く）午前10時から午後2
時までの受け付けです。予約はできません。
◦�可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみに分別し、指定袋で持
ち込んでください。
◦�請負の処分業者の持ち込みはできません。
◦�持込手数料
　�50㎏までは1,000円です。50㎏を超えるものは、
1,000円に50㎏（50㎏未満は50㎏とする）を増すご
とに1,000円を加算します。

持ち込みごみについて
生活環境課 リサイクル推進係   25-2698問

◦�不法投棄は犯罪です。不法投棄を行ったものには懲
役または罰金が科せられます
◦�不法投棄防止のため、看板の配布や巡回パトロール、
監視カメラの設置を行っています。
◦�土地の所有者（管理者）は、草刈りやロープを張るな
ど十分な管理を行い投棄されないよう努めてくださ
い。

不法投棄
生活環境課 環境保全係   25-2698問

　小型家電には、金やレアメタルなど貴重な資源が含
まれています。ご家庭に眠っている携帯電話やデジタ
ルカメラなどの再資源化にご協力をお願いします。小
型家電の回収ボックスを本庁舎や大野原・豊浜支所の
各1階ロビーに設置しています。また、燃えないゴミの
日にごみ集積所に出していただければ、ピックアップ
回収を行っています。ただし、携帯電話やデジタルカメ
ラなどには個人情報のSDカードなど磁気媒体が含ま
れています。出される前に磁気媒体の抜き取りやデー
タ消去などの処理をしてください。

小型家電の回収にご協力を
生活環境課 リサイクル推進係   25-2698問

　家庭用生ごみ処理機を使用することで生ごみが減
り、処分費用や家庭での負担が少なくなります。市内に
住所を有する世帯（個人）で生ゴミ処理機を購入した場
合に、1世帯1基で2万円を限度とし購入価格の3分の1
（千円未満は切り捨て）を補助します。ごみの減量化に
ご協力ください。

生ごみ処理機設置事業補助金について
生活環境課 リサイクル推進係   25-2698問

ご
み
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公園の名称 所在地 所管
中央児童公園 観音寺町甲2583番1

都市整備課

ひがし児童公園 天神町三丁目甲3168番1
山田児童公園 柞田町乙2301番3
明星児童公園 観音寺町甲1040番3
見卓公園 琴浪町二丁目甲2297番416
柳町ふれあい広場 観音寺町甲1126番7
柳町にぎわい広場 観音寺町甲3091番4
はれはれ広場 観音寺町甲2978番3
三本松近隣公園 三本松町四丁目甲2143番21
一の宮公園 豊浜町姫浜 商工観光課
観音寺市
総合運動公園 池之尻町1071番3 市民

スポーツ課

三本松緑地 三本松町四丁目甲2143番50

都市整備課

角の町小公園 観音寺町甲3097番1
観音寺小公園 観音寺町甲2983番13
瀬戸町ふれあい公園 瀬戸町三丁目甲4120番59
元町広場 西本町一丁目甲2390番1
北条地区公園 室本町1325番36
萩の丘公園 大野原町萩原乙139番1
大野原中央公園 大野原町大野原1678番6
豊稔池遊水公園 大野原町田野々1050番
雲辺寺ヶ原史跡広場 大野原町井関丙12番7
五郷山公園 大野原町井関乙1番1
丸井平岡公園 大野原町丸井1157番1
大谷やすらぎ公園 豊浜町和田甲3727番1
みなと小公園 豊浜町和田浜1531番10
白坂川公園 豊浜町和田浜784番7
高須賀夕映え公園 豊浜町和田浜1531番28
台山農村公園 豊浜町和田丙42番2
ちょうさ展望所 豊浜町箕浦乙62番1
山田ふれあい緑地 柞田町丁93番8
香川県立琴弾公園 有明町 商工観光課
駅南広場 昭和町一丁目甲1516番1

都市整備課

街角広場 観音寺町甲3369番1
駅前ポケットパーク 栄町三丁目甲1236番13
瀬戸町子供の遊び場 瀬戸町三丁目甲4123番10
茂木町子供の遊び場 茂木町五丁目甲525番先
仮屋町子供の遊び場 西本町一丁目甲2317番31
みなとばし
子供の遊び場 観音寺町甲2513番37

一ノ谷池親水公園 原町青塚3番
農林水産課

魚見山森林公園 豊浜町箕浦乙末81番15

　市道上で自然発生した割れ（クラック）や穴、段差な
どを見つけたときやその他落下物を見つけたときは建
設課にご連絡ください。現地確認のうえ、対応します。

道路の損傷、危険個所について
建設課 土木係   23-3935問

　街路灯の球切れなどにお気づきの方は、建設課へ街
路灯の設置箇所（住所番地、電球の種類、電柱番号など）
をお知らせください。電球の交換を手配します。（即日
対応できない場合があります）

街路灯の球切れについて
建設課 管理係   23-3935問

公園・緑地など
都市整備課 公園係   23-3918問

　敷地内に植えられた樹木や生垣、山林の竹木などの
丈が大きくなって、道路上に飛び出しているとの苦情
が多く寄せられています。道路上に枝葉などが飛び出
していると、通行の妨げになるだけでなく、道路標識な
どの確認ができずに事故が発生してしまう恐れもあり
ます。庭木・生垣などの所有者は剪定、伐採などを定期
的に行い、道路をみんなで安全に通行できるようご協
力をお願いします。

生垣や樹木の管理について
建設課 管理係   23-3935問

道
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土地・住居

　入居の募集は、「広報かんおんじ」、「市ホームページ」
でお知らせします。
申し込み資格
1 現に市内に住所または、勤務場所を有する方
2 申込者が成人であること
3 現に同居し、または同居しようとする親族がいる者
であること
　◦�単身で入居を希望される方は、「単身入居条件（60
歳以上の方や身体障がい者など）」を満たす必要が
あります

4 現に住宅に困窮していることが明らかな者であるこ
と
5所得が条例で定める基準に該当する者であること
6 市税、市営住宅の住宅使用料（家賃）、駐車場使用料を
滞納していない者であること
7 申込者と同居親族が暴力団員でないこと
※次の方は申し込みできません。
◦�現に申込者本人または同居しようとする者名義の持
家を所有している方
◦現に県営住宅、市営住宅などにお住まいの方
◦�家族を不自然に分離または集合した方

市営住宅への入居
都市整備課 住宅係   23-3955問

　地震に強い安全なまちづくりを目指すため住宅の耐
震診断、耐震改修工事（一連のリフォーム工事）、耐震
シェルター設置工事に対し、費用の一部を補助する支
援制度があります。
要件
◦�昭和56年5月以前に着工された建物であること
◦�申請者の持ち家であり、申請者が改修後その家に住
むこと
◦�市税の滞納がないこと
　その他、要件などありますので事前に問い合わせて
ください。

住宅の耐震対策支援制度
建設課 建築係   23-3942問

　建物を建てるときは、火災や地震などに対する安全
基準を確保するため、建築工事に着手する前に、建築主
は建築基準法に基づく確認申請書を提出し、香川県建
築主事または民間の指定確認検査機関の確認済証の交
付を受けなければなりません。
　市では建築確認申請書の経由業務を行っていますの
で、問い合わせてください。
　また、申請をする場合は市の都市整備課、農業委員会
および消防署などに相談を要する場合がありますので
関係部署へも問い合わせてください。

建物の新築・増改築には ���建築確認制度
建設課 建築係   23-3942問

▶�都市計画区域
　都市計画に基づき、一体の都市として総合的に整備
し、開発し、および保全する必要がある区域として、観
音寺市では、観音寺都市計画区域と豊浜都市計画区域
が指定されています。都市計画区域内では、秩序あるま
ちづくりのため、都市計画法や建築基準法などに基づ
いた規制や手続きが適用されます。

▶�開発許可
　観音寺市において開発行為を行おうとする場合に
は、当該開発行為に着手する前に市長（香川県知事）の
許可が必要です。
　開発許可制度は、都市計画区域およびその周辺地域
において、無秩序な市街化を防止するとともに一定の
開発行為（建築物の建設または特定工作物の建設の用
に供する目的で行う土地の区画・形質の変更）につい
て、公共施設や排水施設など必要な整備を義務付ける
など、良質な宅地水準を確保することを目的としてい
ます。
◦�開発許可申請が必要となる開発行為の規模
　・�都市計画区域内：�� 3,000㎡以上45,000㎡未満� �

（市長許可）
　・��都市計画区域外：10,000㎡以上（県知事許可）
　※�ただし、都市計画区域内で開発面積が45,000㎡以
上の規模については、大規模開発となるため、香川
県知事の許可が必要です。

▶�用途地域
　都市計画法により、都市の環境保全や利便の増進の
ため、地域における建物の用途に一定の制限を行う地
域です。観音寺市での用途地域は、大きく分けて第一種
低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種
中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地
域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域の9
種類に分れています。それぞれの地域で建築物の制限
がありますので、あらかじめ確認してください。

▶�風致地区
　都市計画法において、都市内外の自然景観の保全を
図るために設立された制度で、都市計画によって指定
された地域地区をいいます。観音寺市では、琴弾風致地
区（約90.79ha）が指定されています。指定された地区
においては、建築物の建築や樹木の伐採などの行為が
制限され、このような行為を行うには、事前に市長の許
可が必要です。

 土地利用の制限 �����������������������������������  
都市計画区域・開発許可・用途地域・風致地区
都市整備課 都市計画係   23-3918問

土
地
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居
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　2カ月に1度の検針月に、検針した使用水量を基に算
出した水道料金と下水道使用料（下水道整備地区のみ）
を合わせて2カ月に1度の検針月に請求します。水道料
金のお支払いには、便利な口座振替をご利用ください。

▶�口座振替
　申込書は下記の金融機関にありますので、金融機関
に直接お申し込みください。口座振替日は検針月の翌
月15日、再振替日は翌々月5日です。各振替日が金融機
関休業日の場合は翌営業日となります。
金融機関
　百十四銀行・観音寺信用金庫・香川銀行・中国銀行・伊
予銀行・高松信用金庫・香川県信用組合・香川県農業協
同組合・四国労働金庫・四国銀行・ゆうちょ銀行・香川県

水道料金などのお支払いについて
香川県広域水道企業団 西讃ブロック統括センター
 25-5211

問

次ページに続く

▶�検針について
　2カ月に1度、1日から中旬の間に検針員が水道メー
ターの検針を行います。
◦���メーターボックスの上には、物を置いたり車を駐車
しないでください。
◦��犬は、出入口やメーターボックスから離してつない
でください。

水道メーターの検針、取り替えについて
香川県広域水道企業団 西讃ブロック統括センター
 25-5211

問

信用漁協連合会・三井住友信託銀行・香川県信用農協連
合会・みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・阿波銀
行・徳島大正銀行・愛媛銀行・高知銀行（順不同）

▶�納入通知書
　検針月の月末に、納入通知書を郵送しますので、香川
県広域水道企業団�西讃ブロック統括センター、金融機
関、コンビニエンスストアなどの窓口で、納入期限まで
にお支払いください。納入通知書を紛失した場合は、香
川県広域水道企業団�西讃ブロック統括センターに連絡
してください。

▶�クレジットカード払い
手続き方法
　パソコンやスマートフォンから「Yahoo!公金払い」サイ
トにアクセスし、手続きを行ってください。なお、手続きに
は検針票に記載のお客様番号と確認番号が必要です。
※�お申し込み手続きは令和2年度の初回検針以降に行
うことができます。
※五色台水道・工業用水道を除きます。
※�お支払い上限額（一件当たり5万円まで）を超えた場
合、クレジットカード払いはご利用いただけません。

・クレジットカードでのお支払いについて
　https://union.suido-kagawa.lg.jp/
site/kagawawatersupply/5482.html
対応カード
　VISA・MasterCard・JCB・Diners�Club・
AMERICAN�EXPRESS

 水道

◦開栓届（使用開始）　�転入・転居で水道の使用を開始
するとき

◦�閉栓届（使用中止）　�転出・転居で水道の使用を中止
するとき

◦名義の変更　　　　�使用者、支払者などを変更する
とき

　窓口または電話でお申し込みをしてください。受付
時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。
　水道のご使用（契約）については、企業団水道事業給
水条例に基づくものになります。
　開栓届・閉栓届については、インターネットでも届け
出が可能です。
スマホ・インターネットでのお申し込み
　https://union.suido-kagawa.lg.jp/
site/kagawawatersupply/5462.html

水道の申し込み・届け出について
香川県広域水道企業団 西讃ブロック統括センター
 25-5211

問

水
道
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　水道工事（新設・改造）をするときは、必ず企業団指定
給水装置工事事業者に依頼してください。企業団指定
給水装置工事事業者以外が行った工事は無届け工事と
なり、企業団の水道事業給水条例によって給水を停止
する場合があります。
◦��新設　�給水装置のない家屋などに新たに給水装置を

設置する工事（加入金を必要とする場合）
◦��改造　�給水管の口径変更や分水栓の取り付け替えの

工事
　　　　既設の給水装置を増設する工事
　　　　�同一家屋内において、量水器または給水栓の

位置を変更する工事

水道工事について
香川県広域水道企業団 西讃ブロック統括センター 
 25-5241

問

　旅行、入院などで長期間にわたり水道を使用しな
かったときは、バケツ1杯分程度を飲み水以外にご利用
ください。また、特に鉛製の給水管をご使用の場合は、
毎朝の初水についても飲み水以外にご利用されること
をお勧めします。

水道の使用について
香川県広域水道企業団 西讃ブロック統括センター 
 25-5241

問

▶�水道料金の軽減について
　宅地内漏水があった場合は修理完了後に、水道料金
軽減申請書（企業団指定給水装置工事事業者の修理証
明が必要）を提出し、条件を満たすと、漏水量の半分を
軽減（1期間分のみ）する制度があります。

　給水装置の修理などの工事は、企業団指定給水装置
工事事業者が行うよう企業団給水条例第7条で定めら
れています。それ以外の事業者や自分で修理された場
合は対象外となりますのでご注意ください。

◦���メーターボックス周辺などの草木の管理もお願いし
ます。� �
検針業務にご協力をお願いします。

▶�取り替えについて
　水道メーターは、計量法で8年間の有効期間が定めら
れています。そのため、有効期間満了の年月までに取り
替えを行っています。地域によっては、有効期間が1年
以上残っていても、取り替えを実施する場合がありま
す。取り替えの対象となる水道メーターをご使用の方
には、事前にお知らせしますので、皆さんのご協力をお
願いします。なお、水道メーターの取替費用を負担して
いただくことはありません。

宅地内漏水、水道料金軽減について
香川県広域水道企業団 西讃ブロック統括センター
 25-5211

問

▶�宅地内漏水の防止・早期発見について
　水道メーターはいつも見やすくしておき、宅地内漏
水の早期発見のため、時々メーターを確認しましょう。
漏水の恐れがあるときは、まず宅地内の蛇口をすべて閉
めて水道メーター内
のパイロットが回っ
ているか確認してく
ださい。回っている場
合は、宅地内漏水の疑
いがありますので、企
業団指定給水装置工
事事業者へ早急に調
査および修理依頼を
しましょう。事業者の
一覧は企業団ホーム
ページに掲載してい
ます。
https://union.suido-kagawa.lg.jp/site/
kagawawatersupply/1886.html

水
道

２００７観音寺市2(SG28)行政最終.indd   92 2020/06/24   16:17:06

93

関連情報スマートフォン転入者向け

▶�下水道使用料の減免
　次の要件に該当する方は、申請することによって、使
用料の一部が減免されます。詳しくは下水道課まで問
い合わせてください。
◦��漏水などにより水道水が使用水量と汚水排出量が異
なる方
◦��天災その他の災害を受け、支払い能力がないと認め
た者
◦��市長が特別の事情があると認めた者

　下水道に井戸水などの水道水以外の水を排水する場
合は届け出が必要です。井戸水なども使用水量に応じ
た使用料を納めていただく必要があります。
井戸水などの使用を開始・廃止・休止する場合
◦�井戸水などを使用する場合は、メーターを取り付け
ていただく必要があります。
◦��開始届に必要事項を記入の上、下水道課まで提出し
てください。

井戸水などを排水する場合の手続きについて
下水道課 庶務普及係   25-6890問

　家庭や事業所で使われる油を配管に流し続けると配
管の中で固まって詰まりや悪臭の原因となったり、下
水浄化センターでの浄化処理に重大な悪影響を及ぼし
ます。

▶�身近な油の処理について
◦��使いきる…残った油は熱いうちに、こし器に移し他
の料理に使う。
◦�吸い取る…古い油は新聞紙などで吸い取るか、油を
固める製品を使い可燃ごみに出す。また、鍋や皿につ
いた油汚れはふき取ってから洗う。
◦�リサイクルする…回収を通じてリサイクルを行え
ば、石けん・燃料などに生まれ変わります。
飲食店のみなさまへ
◦�オイルトラップの定期的な点検と清掃をお願いしま
す。
◦�オイルトラップの清掃をしないと機能が低下して油
脂が流れ、下水道管が詰まる原因になります。

▶�水洗便所改造資金融資あっ旋および利子補助制度
　下水道処理区域内に建築物を有する者が、既設便所
を水洗式に改造または既設の浄化槽を廃止して公共下
水道へ接続することなどに要する資金の融資のあっせ
んおよびその融資を行う取扱金融機関への利子補給を
行います。

▶�下水道に関する届け出
　下水道課に届け出が必要となる主な場合は、次のと
おりです。
◦�新たに排水設備を設置し、下水道を使用する場合
◦�下水道の使用を休止・廃止・再開する場合
◦��特定施設の設置・構造などを変更する場合

下水道に油を流さないでください
下水道課 庶務普及係   25-6890問

※�下水道使用料金表から算出した料金を請求する際に、別途
消費税がかかります。
※下水道使用料は下水道整備地区のみ

区分 基本料金
（1カ月につき）

超過料金（1㎥につき）
汚水量 使用料

一般
汚水

◦5㎥まで
800円

◦10㎥まで
1,275円

11～20㎥まで 165円
21～30㎥まで 190円
31～50㎥まで 225円
51～100㎥まで 255円
101㎥以上 290円

公衆浴場
汚水

200㎥まで
5,800円 201㎥以上 38円

▶�下水道を使用するには
下水道使用料
　下水道の使用を開始すると、下水道使用料が必要に
なります。下水道使用料は、水道の使用水量に応じて算
出し、水道料金と併せて支払っていただきます。この下
水道使用料は、下水浄化センターや下水道施設の維持
管理費などに充てられます。下水道使用料の支払いは、
簡単便利な口座振替制度をぜひご利用ください。
◦��水道水の使用水量と汚水として排出する水量が、著
しく異なる場合は、その水量差を認定できる制度が
あります。（氷製造業など）
下水道使用料� 令和元年11月分から適用

下水道使用料金
下水道課 庶務普及係   25-6890問

　私たちの家庭から毎日出ている生活排水は、河川な
どの水質汚濁の大きな原因となっています。市では、生
活排水を適正に処理し、河川などの水質を改善するた
め、全ての生活排水を処理できる公共下水道、農業集落
排水や合併処理浄化槽の整備促進を図っています。

 生活排水

　昭和54年4月より一部供用を開始し、下水道整備区域
において下水道に接続することができます。快適な水環
境を保全するためにも下水道をご利用ください。
排水設備設置工事
������������������ 市が指定した下水道排水設備指定工事店へ
　下水道を使用するには、宅内の排水管を公共汚水ま
すに接続する工事（排水設備設置工事）が必要となりま
す。工事を行う場合は、下水道排水設備工事責任技術者
が専属している、市が指定した下水道排水設備指定工
事店に依頼し、申請書を提出し、必ず市の確認を受けて
から工事を行ってください。

　下水道排水設備指定工事店一覧については、下水道
課に問い合わせていただくほか、市ホームページにも
掲載しています。

下水道
下水道の各手続きに関すること
下水道工事に関すること　　　   25-6890

問

生
活
排
水
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し尿・浄化槽汚泥の収集

（有）三豊衛生社 ☎25-0091
観音寺衛生企業組合 ☎25-2660
（有）大野原衛生 ☎54-2068
（有）サンクリーン ☎52-2458

　浄化槽汚泥の収集は、市が許可している次の業者へ
お申し込みください。

10リットルあたり � 40円（消費税込み）を観音寺市衛生
センター使用料として業者からいただいています。

浄化槽汚泥の収集

（1）甲種地域

公共下水道の認可区域以外の地域および
農業集落排水処理施設整備事業の計画区
域以外の地域

（2）乙種地域

公共下水道事業認可区域内において、当分
の間、整備が見込まれないものとして市長
が指定する地域

▶�補助金交付の目的
　し尿と生活雑排水を併せて処理することにより、生活
排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の
保全および公衆衛生の向上を図ることを目的とします。
▶�浄化槽設備整備補助金
　専用住宅などに浄化槽を設置する場合（販売や賃貸
を目的とする専用住宅などは除く）に予算の範囲内で
補助金を交付します。
▶�補助対象地域

浄化槽設置整備事業補助金
下水道課 庶務普及係   25-6890問

　し尿の収集は、観音寺市衛生センターへお申し込み
ください。
10リットルあたり �150円（消費税込み）

し尿の収集
衛生センター   23-1438問

人槽 補助基準 補助限度額域（円）
甲種地域 乙種地域

5人槽 延床面積が
140㎡以下の場合 332,000 166,000

6人槽
および
7人槽

延床面積が
140㎡を超える場合 414,000 207,000

8人槽
から
50人槽
まで

2世帯住宅などに
10人槽以上の
合併浄化槽を設置した
場合

548,000 274,000

（転換）
撤去費

合併浄化槽への転換で、
単独浄化槽や
くみ取り便槽の撤去を
行う場合

90,000 45,000

（転換）
配管費

合併浄化槽への転換に
伴う配管費 90,000 45,000

▶�補助金額一覧
※�香川県では、地域の実情（平均延床面積や世帯人員）
を考慮し、住宅の延べ床面積が140㎡以下であれば5
人槽としています。

　浄化槽管理者は、年1回の法定検査が義務付けられて
います。
　適切な保守点検と清掃を行い、浄化する機能が正常
に維持しているかどうかを判断するのが法定検査の役
割です。
「明日の水を守る」3つの義務
1保守点検
◦��浄化槽を正常に機能させる日常のメンテナンスであ
り、年間3～4回の定期点検を実施します。
◦�香川県知事の登録業者に委託してください。
2清掃
◦��浄化槽内の汚泥の引き抜きを行うもので、市の許可
業者（左上参照）に委託してください。必要時期は、保
守点検業者が知らせてくれます。
3法定検査
◦��水質検査などにより、保守点検や清掃が適切に行わ
れているかを年1回検査します。
◦��香川県では、指定検査機関である公益社団法人香川
県浄化槽協会が実施しており、各家庭の法定検査の
時期に、ハガキでご案内しています。
◦��法定検査は毎年必ず受けましょう。
問い合わせ
◦��香川県廃棄物対策課
　（香川県合併処理浄化槽推進協議会事務局）
　☎087-832-3224
◦��西讃保健福祉事務所環境管理室
　☎25-6431
◦��公益社団法人香川県浄化槽協会
　☎087-881-6600
◦��観音寺市建設部下水道課
　☎25-6890

▶�浄化槽の法定検査
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空き家バンク制度
　空き家の売却・賃貸などを希望する方から空き家の
情報を提供していただき、空き家バンクへ登録した情
報を市ホームページに掲載したり、窓口で情報提供す
ることにより、観音寺市への移住・定住を促進し、空き
家の有効活用を図るもので「物件所有者」と「利用希望
者」との橋渡しをする制度です。
空き家リフォーム事業補助金制度
　空き家バンクに登録された物件は、長い間使われてい
なかった物件も多く、住居として活用するためには補修
が必要となります。このような物件でも活用しやすいよ
うに、改修補助金を交付し移住定住を支援します。
　対象物件は、『空き家バンク登録物件のみ』です。ま
た、対象者は物件登録者・利用登録者の両方です。申請
は、物件につき1回のみで、市内業者が行う改修などに
対し補助金を交付します。

交通

※�新規設置については自治会要望を地域支援課へ提出する必
要があります。

施設 設置 修理

交通標識
規制に係るものは
公安委員会
交通案内などに
係るものは建設課

規制に係るものは
公安委員会
交通案内などに
係るものは建設課

カーブミラー 建設課 建設課

ガードレール 建設課 建設課

　市民の交通安全を確保するための施設として、交通標
識、カーブミラー、ガードレールなどがあります。これら
の設置や修理の所管は次のようになっています。

交通安全施設の設置など
建設課　　   23-3935
地域支援課   23-3949

問

　のりあいバスは、市内の各地区と公共施設・医療機
関・商業施設などの主要拠点を結び、生活交通の充実を
図るとともに、高齢者をはじめとする交通弱者の移動
手段の確保を主な目的としています。運行に際しては、
バス停以外でもバスの路線上であれば自由に乗り降り
（国道11号や交差点付近などは除く）できます。路線や
時間などについては、お気軽に問い合わせてください。
運休日
　日曜日（伊吹線のみ、祝日も運休）、年末年始（12月29
日から1月3日まで）
（悪天候により、運休する場合もあります。）
乗車料金 �1回　100円
◦��小学校就学前および小・中学生が通学にバスを利用
する場合は無料
◦��障がい者手帳をお持ちの方は、降車時に手帳を運転
手に提示すると運賃が免除されます。
ご利用方法
①�バスの進行方向（左車線）の安全で広い見通しの良い
場所でお待ちください。
②�バスが来たら、運転手に見えるように大きく手を挙
げてください。（バス停でお待ちの場合も同様です）
③�乗車する時に、運転手に目的地をお伝えください。

 のりあいバス
地域支援課 地域生活係   23-3949問

◦�野外焼却は、原則禁止です。違反した場合は懲役また
は罰金が科せられます。
◦�近隣住民とトラブルが生じたり、有害物質も発生す
る恐れがあります。
◦�家庭ごみ（紙くず、庭からでる剪定ごみなど）の野外
焼却は禁止ですので、ごみはごみ集積場（ステーショ
ン）に出すなど適正に処理してください。

◦�空き家は所有者（管理者）が責任をもって適切に管理
しなければいけません。定期的に建物や敷地の状態
を確認し、近隣住民に迷惑がかからないようにしま
しょう。
◦�老朽化している危険な空き家の除却支援も行ってい
ます。
◦�近隣の空き家のことで困っている場合、また空き家
の管理方法などについて、お気軽にご相談ください。

野外焼却
生活環境課 環境保全係   25-2698問

空き家の適正管理
地域支援課 地域生活係   23-3949問

◦�快適な生活環境を守るため、近隣住民に迷惑がかから
ないよう空き地の所有者（管理者）は除草やごみの撤
去など所有地（管理地）の清潔保持に努めてください。

空き地の適正管理
生活環境課 環境保全係   25-2698問

空き家バンク・空き家リフォーム事業補助金
ふるさと活力創生課 交流定住推進係   23-7803問

◦�近所の空き地の雑草問題などに迷惑している場合は
ご相談ください。
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　公害には大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、
地盤沈下および悪臭などがあります。

公害

　観音寺市ではペット同行避難マニュアルを策定して
います。「平常時の備え」、「災害発生時の対応」、「避難所
での生活」に分けて対応を示しています。また、ペット
同行避難可能避難所を示しています。災害時、避難所の
開設状況を確認し避難してください。
　災害に対する「十分な備え」を行い、常に飼い主の責
任を果たす「心構え」を持つよう努めましょう。
　本マニュアルは市のホームページからダウンロード
できますが、問い合わせていただきましたらお渡しし
ます。

観音寺市ペット同行避難マニュアル

　不妊または去勢手術を受けた犬および猫の飼い主の
方は、手術費用の一部補助を受けられます。
補助対象者
◦�市内に居住し、住民基本台帳に記録されている人
◦�獣医療法に規定する届け出を行った診療施設で手術
を受けた犬（※1）または猫を、市内において飼養して
いる人
◦�本市の市税を滞納していない人
（※1）�犬の場合は、狂犬病予防法に基づく登録および狂

犬病予防注射を受け、注射済票の交付を受けてい
る犬であること。

補助金の額
◦�犬1匹につき　�3,000円または手術費のいずれか少

ない方の額。
◦�猫1匹につき　�3,000円または手術費のいずれか少

ない方の額。
※�ただし、補助金の交付は同一年度において、一世帯に
つき犬または猫のいずれか1匹となります。

犬および猫の不妊去勢手術費補助金

 飼い犬

　犬の所有者は、犬を取得した日（生後90日以内の犬を
取得した場合にあっては、生後90日を経過した日）から
30日以内に、市長に犬の登録を申請し、狂犬病の予防注
射を毎年1回受けなければいけません。
　飼い犬の登録については、生活環境課や各支所で
行っています。予防接種については動物病院で随時接
種が可能です。
　また市では、毎年4月に集合注射を実施しています。
注射会場、日程などについては案内はがきを発送する
とともに「広報かんおんじ」でお知らせしていますので
ご利用ください。

犬を飼うとき ���������������登録と予防注射
生活環境課 環境保全係   25-2698問

　事業者は、公害の発生を防止するため、必要な措置を
しなければなりません。また、施設の届け出が必要で
す。

工場・事業所の責務 ������������������������������  
発生防止措置・施設の届け出

生活環境課 環境保全係   25-2698問

　次のような場合、できる限り早く生活環境課へ連絡
してください。
◦�飼い犬が死亡したとき
◦�犬の飼い主が変わったとき
◦�転居などで犬の所在地が変更になったとき
◦�飼い犬が行方不明になったとき

飼い犬の登録変更・抹消について
生活環境課 環境保全係   25-2698問

　大気汚染や水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭など
の公害について、市民や事業者からの相談に対応して
います。生活環境について相談がありましたらご連絡
ください。

公害でお困りの方に ���������������苦情相談
生活環境課 環境保全係   25-2698問

　PM2.5、光化学オキシダントの予報や注意警報が発令
されると、テレビ、ラジオなどで報道されます。また香川
県ホームページで注意喚起情報が掲載されるとともに
各市町への体制が整備されています。
注意報などが発令されたら
◦�過激な運動や外出は、できるだけ避けてください。
◦�不要不急な自動車の使用などは控えてください。
◦��目やのどに刺激を感じた人は、水道水などで速やか
に洗眼、うがいをして、西讃保健福祉事務所へ連絡し
てください。
◦��目まいや息苦しくなったときは、すぐ医者の診察を
受けてください。

大気汚染の予報・注意報および警報が出たら
生活環境課 環境保全係   25-2698問
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産業

　畜産農家の完熟堆肥を耕種農家の農地に投入するこ
とにより土づくりを行い、良質な作物を生産するため
の購入堆肥への助成を行っています。

土づくりへの助成
農林水産課 農林畜産係   23-3931問

土地改良事業の補助
　土地改良事業は、農業経営を行うために基本となる
土地と水の利用を図り、農村地域での生活環境の改善
と活性化を促すために行う事業です。また、土地改良施
設などの整備事業を行う土地改良区などに対して補助
金制度を設けています。
被災した農業施設の復旧
　豪雨や台風などの災害によって、農地や農業用施設
（水路、ため池、農道など）に被害があった場合、被災状
況によっては災害復旧事業の対象となります。災害が
発生した場合は被害の状況をすみやかに市へ報告して
ください。

土地改良事業を行うとき
農林水産課 土地改良係   23-3932問

　乳牛の結核、ブルセラ病検査、豚コレラ、鳥のニュー
カッスル病の予防注射などは必ず受けてください。

家畜の伝染病予防
農林水産課 農林畜産係   23-3931問

　観音寺市で対象品目と設定した畑作物や園芸作物を
作付けされている方に助成金が交付されます。

水田活用の直接支払交付金
農林水産課 農林畜産係   23-3931問

　農業共済に加入している農作物や園芸施設などに一
定以上の被害を受けたとき、共済金が支払われます。ま
た、農業経営収入保険に加入していると農業収入が一定
以上減少したとき、保険金が支払われます。

農作物が被害を受けたとき
香川県農業共済組合 三豊支所   25-2482問

　新たに農業経営を営もうとする青年などが、将来の
農業経営の姿を「青年等就農計画」で数値に表し、農業
経営の目標に向け基礎を確立しようとする青年などを
「認定新規就農者」として認定します。認定新規就農者
になると青年等就農資金の融資などの支援措置を受け
られます。

青年等就農計画の認定申請
農林水産課 農林畜産係   23-3931問

　農業を営むうえで必要な機械・施設の導入に対して、
県補助事業への上乗せ助成や、新規就農者向けの市単
独助成を行っています。

農業経営に必要な機械・施設導入などへの補助
農林水産課 農林畜産係   23-3931問

　今後の農業の担い手となる農業者の育成確保を図るた
め、農地流動化の方策としての利用権設定等促進事業、農
地移動適正化あっせん事業、農地保有合理化事業、農地中
間管理事業による賃借権の設定または所有権の移転に対
して助成を行っています。

農地流動化への助成
農林水産課 農林畜産係   23-3931問

農林水産
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