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新型コロナウイルス関連情報

　65歳以上の希望者へのワクチン接種が７月末で完了する見込みです。７月以降、16歳
～64歳の人に新型コロナウイルスワクチン接種券を発送します。早期にワクチン接種
ができるよう準備を進めていますので、引き続き、ご理解とご協力をお願いします。

●接種券の発送時期
　60歳～64歳の人　７月上旬
　16歳～59歳の人　７月中旬
●予約開始時期、接種場所など
　接種券の発送後、あらためて
　個別に通知を郵送して
　お知らせします。
●基礎疾患がある人の優先接種

60歳未満の人は、この広報紙に挟み込んでいる申込書で優先接種の申し込みができ
ます。60歳～64歳の人は、７月上旬に発送する接種券により、コールセンターに電話
またはインターネットで申し込んでください。

（６月16日現在の情報です）

問い合わせ先
　健康増進課 新型コロナウイルスワクチン接種推進室　☎２３－３９２７
　観音寺市新型コロナウイルスワクチンコールセンター
　☎０８７５－６３－８０８８　Ⓕ０８７５－６３－８３３３
　　　　　　　　　　　　　　　（ＦＡＸは聴覚障がいがある人専用）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定していたイベントや行事を中止します。

有明浜・一の宮海岸海開き　　　　　７月　　　　　　　商工観光課　　　☎２３－３９３３
２０２１年度かんおんじ銭形まつり　７月17日（土）　　　同実行委員会（観音寺商工会議所内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎２５－３０７３
サマーフェスティバルイン大野原　　８月７日（土）　　　同実行委員会（大豊商工会内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎５４－２１５９

　住民票が市外にあるが市内で接種したい、住民票は市内にあるが
市外で接種したい場合は、「住所地外接種届」を接種を希望する自
治体に提出してください。
　申請方法は、郵送と窓口申請の２つがあります。

観音寺市への届出書は市ホームページからダウンロードできます

　低所得の子育て世帯に対して、子育て世帯生
活支援特別給付金を支給します。　
●対象

次の①～③のいずれかの要件に該当し、Ⓐま
たはⒷの要件に該当する人

①令和３年４月分の児童手当または特別児童扶
養手当を受給している人

②令和３年５月～令和４年３月のいずれかの月
分の児童手当または特別児童扶養手当の受給
資格の認定または額の改定の認定を受けた人

③平成15年４月２日（障がい児の場合は平成13
年４月２日）～平成18年４月１日の間に生ま
れた児童を養育している人

Ⓐ令和３年度分の住民税均等割が非課税の人
Ⓑ新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令

和３年１月以降に家計が急変し、収入が住民
税均等割非課税の人と同じ水準になっている
人

　市内飲食店（登録店）の商品をタクシーで配達
する「ＤＥＬＩ  ＤＥＬＩ（デリデリ）２００」と
いう取り組みを行っています。
　　
●実施期間

９月30日(木)まで
●配達までの流れ
①配達希望日の前日までに登録店に税込み1,000

円以上の注文をする
②タクシーが自宅や事業所へ商品を配達した際に、

商品代金と配達料200円を運転手に支払う

●給付額　児童１人当たり５万円
●手続き方法
・①②でⒶに該当する人は、申請不要です。

（児童手当・特別児童扶養手当の振込指定口
座に振り込み）

・③でⒶに該当する人、①～③のいずれかでⒷ
に該当する人は、申請が必要です。申請書は、
子育て支援課にあります。市ホームページか
らもダウンロードできます。

●受付期間
令和４年２月28日(月)まで

●注意　
令和４年２月28日までに生まれた児童が対象
です。ひとり親世帯分給付金の支給を受けて
いる児童は、対象外となります。

問い合わせ先
　子育て支援課　☎２３－３９６２
　　　　　　　　Ⓕ２３－３９９３

●配達できる地域
市内の自宅または事業所

（屋外への配達は不可）
●配達可能時間

午前11時～午後７時
●登録店一覧

ホームページまたはチラシ（市役所総合案内
所、商工観光課、各支所で配布）に掲載して
います。

問い合わせ先
　観音寺商工会議所　☎２５－３０７３

　　16歳～64歳のワクチン接種
　　給付金情報

　　タクシーが２００円で商品を配達します

　　イベントを中止します

住民票がある自治体以外で
接種したい人は申請が必要です

子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外の子育て世帯分）

新型コロナウイルス関連情報
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観音寺市の家計簿

令和２年度下半期の財政事情
　令和２年10月１日から令和３年３月31日までの財政事情をお知らせします。（令和３年３月31日現在）
　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先　総務課 財政係　☎２３－３９００　Ⓕ２３－３９２０

市民１人当たりの地方債現在高※
　70万  742円
臨時財政対策債・合併特例債を除く場合
　25万8,610円
　地方債とは、公共下水道や道路、公共施設
の整備など、多額の費用が掛かる事業の財源
とするため、国や銀行などから長期にわたっ
て借り入れている資金です。

■合併特例債
　合併した市町村のまちづくりに必要な事業
の財源として借り入れる地方債です。償還費用
の70％が国から地方交付税で補てんされます。

■臨時財政対策債
　国から交付される地方交付税の不足分を補
うために借り入れる地方債です。償還費用の
全額が、将来的に国から地方交付税で補てん
されます。

　基金は、家庭でいう「貯金」に当たります。年度間
の財源の不均衡を調整する財政調整基金と、特定の目
的のために積み立てている特定目的基金があります。

財政調整基金 22億1,156万円
その他の基金 41億8,606万円

合　　計 63億9,762万円

・中小企業振興事業
・食料品製造業活性化事業
・道整備交付金道路改築事業

食料品製造業で働く外国人などを対象に、
日本語・生活マナー講座を開催

全ての公立幼稚園で預かり保育を実施
（写真は観音寺中央幼稚園）

ハイスタッフホールで市民ミュージカル
「夢つむぎの詩」を３月に開催

・ため池ハザードマップ作成事業
・市道橋落橋防止対策事業
・幼稚園預かり保育事業

・豊浜小学校改築事業
・市民会館活用促進事業
・運動公園施設整備改修事業

にぎわいプロジェクト やすらぎプロジェクト ときめきプロジェクト

市民１人当たりの基金現在高※
　10万8,218円

土地
　11,370,766㎡
建物
　  　308,474㎡

※市民１人当たりの地方債、基金現在高は、
人口59,118人（令和３年４月１日現在の住
民基本台帳による）で計算

令和２年度下半期（令和３年３月31日現在）における
一時借入金はありません。

特別会計とは、特定の目的のために設置し、一般会計とは区別して経理する会計のことです。

予算現額 369億2,013万円
収入済額 332億8,790万円（収入率90.2％） 支出済額 302億5,411万円（執行率81.9％）

一 般 会 計

地方債・一時借入金

下半期の主な実施事業

市 の 財 産

特 別 会 計

特　別　会　計　名 予算現額 収入済額 Ａ 支出済額 Ｂ 差引額　Ａ－Ｂ
施 設 貸 付 事 業 1億7,420万円 1億5,039万円 6,413万円 8,626万円
国 民 健 康 保 険 事 業 76億9,422万円 65億4,217万円 69億8,965万円 △4億4,748万円
国民健康保険伊吹診療所 5,800万円 2,124万円 4,652万円 △2,528万円
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 10億　208万円 8億8,437万円 8億4,516万円 3,921万円
介 護 保 険 事 業 58億2,572万円 49億5,842万円 51億3,367万円 △1億7,525万円
介護予防サービス事業 3,210万円 1,758万円 2,708万円 △950万円
航 路 事 業 1億6,673万円 1億1,187万円 1億2,447万円 △1,260万円
粟 井 財 産 区 551万円 557万円 63万円 494万円
粟 井 坂 瀬 山 林 1,633万円 1,629万円 15万円 1,614万円

市税

地方交付税

その他の交付金

国庫支出金

県支出金

繰入金

諸収入

市債

その他

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

公債費

議会費など

■予算現額　■支出済額（執行率）■予算現額　■収入済額（収入率）

88億3,030万円

57億6,055万円

15億2,564万円

5億2,100万円

110億7,734万円

21億4,323万円

19億2,110万円

6億6,783万円

29億2,960万円

15億4,354万円

109億4,292万円

98億4,101万円

29億3,653万円

15億4,272万円

8億7,315万円

26億6,277万円

3億2,838万円

39億4,842万円

34億4,237万円

4億  186万円

89億7,105万円(101.6%)

57億7,507万円(100.3%)

16億3,218万円(107.0%)

  4億2,249万円(81.1%)

98億6,196万円(89.0%)

12億7,930万円(59.7%)

15億7,180万円(81.8%)

  5億3,652万円(80.3%)

17億6,190万円(60.1%)

14億7,563万円(95.6%)

103億7,554万円(94.8%)

  73億  887万円(74.3%)

  19億  458万円(64.9%)

  11億9,925万円(77.7%)

    7億5,864万円(86.9%)

  18億9,511万円(71.2%)

    2億  731万円(63.1%)

  29億  375万円(73.5%)

  34億4,001万円(99.9%)

    2億6,105万円(65.0%)

分担金及び負担金
使用料及び手数料

歳  
入

歳  

出

市有財産基　金

農業集落排水事業
1億3,732万円

合併特例債
140億6,617万円

臨時財政対策債
120億7,177万円

その他
79億2,244万円

公共下水道事業
70億7,730万円

航路事業　 　
1億5,147万円

地方債現在高
414億2,647万円


