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延期後の実施期間

　７月１日（木）～ 31 日（土）

対象店舗

　市内の PayPay 加盟店のうち市が指定した店

舗（本店・本社が竹原市にある店舗が対象。大手

チェーン店、コンビニエンスストア、病院・医院、

調剤薬局、介護施設などは対象外）

※対象店舗にはポスターを掲出します。

広島ドラゴンフライズ全日程終了

　５月９日（日）に開催された信州ブレイ

ブウォリアーズ戦をもって 2020-21 シーズ

ンの全日程が終了しました。

　今シーズンを振り返って浦伸嘉社長、岡

崎修司ゼネラルマネージャー（ＧＭ）にコ

メントをいただきました。

　引き続き、来シーズンも竹原市は広島ド

ラゴンフライズを応援します。

浦 伸嘉 社長

【コメント】
　Ｂ１の洗礼を浴びる苦しい戦
いとなりましたが、地域の皆さ
まの応援のおかげで最後まで戦
い抜くことができました。厚く
御礼申し上げます。この経験を
糧に皆さまに感動をお届けでき
るよう歩みを進めます。来季も
応援をお願いいたします。

岡崎 修司 ＧＭ

【コメント】
　今季は 9 勝 46 敗と、初の
B1 の舞台で強みを発揮でき
ず、総合的にみて力不足を感
じています。来季は強くなり、
地域の皆さまに元気を与えら
れる話題を提供できるようが
んばります。今季の応援、あ
りがとうございました。

○広島ドラゴンフライズと竹原市は、令和元年から、それぞれが有する資源を活用し、地域活性

　化を図るとともに、双方の発展につなげることを目的とした連携協定を締結しています。

キャッシュレス決済　
消費喚起キャンペーン延期のお知らせ

　６月に実施を予定していたキャッシュレス決済サービス「PayPay」と連携した「がんばろう竹原！ 

対象店舗で最大２０％戻ってくるキャンペーン」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、

次のとおり７月に延期します。

PayPay ボーナス（ポイント）付与率

　決済額の最大２０％（「PayPay 残高」「ヤフー

カード（PayPay アプリにひも付け）」「PayPay あ

と払い（一括のみ）」での支払が対象）

ポイント付与上限

　１，０００円相当／回

　１０，０００円相当／期間

問い合わせ

本キャンペーンについて　　　産業振興課商工観光振興係　　　 ☎２２-７７４５

PayPay の利用について　　　　PayPayカスタマーサポート窓口　☎０１２０-９９０-６３４

PayPay への新規加盟について　PayPay新規受付窓口　　　　　　☎０１２０-９５７-６４０

PayPay 加盟事業者　　　　　　PayPay加盟店サポート窓口　　　☎０１２０-９９０-６４０
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指定用途 件数 金額

人にやさしいふるさとづくり 1,229 17,498,327 円

竹原の資源を活かしたふるさとづくり 905 12,995,000 円

魅力あふれるふるさとづくり 601 8,652,000 円

新型コロナウイルス感染防止対策・支援 1,285 17,722,000 円

平成３０年７月豪雨災害復旧・復興 105 1,459,478 円

用途指定なし 3 5,150,000 円

合　計 4,128 63,476,805 円

ふるさとへの応援をいただきました

　　　　ふるさと納税の状況

問い合わせ

総務課資産活用係　☎２２-７７１９

　市では、都道府県や市町村に一定の寄附をした場

合に個人住民税と所得税から一定限度額までの税額

控除が受けられる、ふるさと納税制度を利用した寄

附金を受け付けています。

　令和２年度は４，１２８件の寄附及び応援メッ

セージをいただきました。寄せられた応援メッセー

ジの一部をご紹介します。

応援メッセージ（一部）

○アニメ「たまゆら」で竹原を知り、観光に行った

　のをきっかけに、独特の町並み、住民の方の温か

　さから何度も訪れるようになりました。今年はコ

　ロナで直接行くことが出来ませんでしたが、また

　いつか行けるようになったら行きたいと思ってい

　ます。

○毎年、憧憬の路を楽しみにしておりましたが、

　今年はコロナの関係で中止になり、とても残念

　に思います。竹原に行けない分、せめてもの思

　いで、竹原にふるさと納税をしようと決断しま

　した。古民家があり、海も近く、そして歴史も

　深い、そんな竹原が今でも大好きです。賑やか

　で活気溢れる竹原に再び戻る事を心から願いま

　す。頑張って下さい。

○自然豊かでのんびりできる竹原市が大好きです。

　今は帰省できないですが、遠地より応援してい

　ます！

○美味しい牡蠣を毎年楽しみにしています。地域

　産業の貢献に活用ください。

▼寄附を活用して令和２年度に実施した事業

▼令和２年度の寄附の状況（３月 31 日現在）

●未来の人材育成グロー

　バル化促進事業

　

グローバル化の進展に対応

し、世界とつながり、ふるさと

「たけはら」を広く発信できる

人材の育成を行っています。

　令和２年度は学校図書に洋書

を整備し、日常的に英文に触れ

る環境の整備やインターネッ

トを活用した海外の学校との

授業交流等を実施しました。

●観光プロモーション事業

　新たな観光客の誘致及び観

光消費額の増加を目的に、旅行

商品の販売強化、観光 PR イベ

ントの実施など一体的な観光プ

ロモーションを行っています。

　令和２年度は、竹原市を周遊

し各地点の謎を解きながら観光

を楽しむ謎解きイベント等を実

施しました。

●歴史的風致維持向上事業

　伝統的建造物の外観の復

元や伝統的建造物以外の建

造物等の外観の整備等を

行っています。

　令和２年度は、蔦永家住

宅の屋根ふき替えや建具等

の修理等を実施しました。

　市では、寄せられた寄附を地域振興基金に積

み立て、各事業に活用しています。
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問い合わせ　都市整備課住宅建築係

　　　　　　☎２２-７７４９
木造住宅の耐震診断・改修費用を補助します

～災害に強いまちづくりのために～

まずは耐震診断を！

●耐震診断補助制度

　耐震診断とは、建築物が地震に対してどの程度

耐えることができるかを確認することです。建築

物の図面や実地調査から、柱・梁・壁等の形・材

料等を調べ地震に対する安全性を診断します。

補助の対象となる木造住宅

次の①～③をすべて満たす木造住宅

①昭和 56 年５月 31 日以前に着工された戸建て住

　宅・併用住宅・長屋・共同住宅

②２階建て以下の住宅

③以前に本制度による補助金の交付を受けていない住宅

補助対象者

　補助対象住宅の所有者、居住者又は居住予定者

であって、市税等を滞納していない人

※申請者が住宅の所有者（居住者）でない場合は、        

　所有者（居住者）の同意書が必要です。

補助金額　耐震診断費の３分の２（上限６万円）

補強で安全に！

●耐震改修補助制度

　耐震診断の結果、耐震性の低い住宅でも、適切な

耐震改修を行い補強すれば、地震に強い家になりま

す。市では耐震改修工事費の一部を補助します。

補助の対象となる木造住宅

　竹原市木造住宅耐震診断補助事業による耐震診

断を受け、倒壊する可能性有と診断された住宅

補助金額

耐震改修工事費の５分の４（上限 60 万円）

※交付決定後に、診断・工事・監理の契約をして

　ください。

申請の手引き等は都市整備課

（市役所２階）で配布してい

ます。また、市ホームページ

からもダウンロードできます。

タネットが今年で開局 10 周年をむかえました

　令和３年４月、開局から 10 周年の節目をむかえた㈱

たけはらケーブルネットワークにお話を伺いました。

●開局 10 周年を迎えて

　４月で開局 10 周年を迎えました。加入者の皆

様をはじめ、日頃より応援・ご協力くださってい

る地域の皆様のおかげと心から感謝しています。

●イチオシ番組は？

　ずばり、平日夕方６時から生放送でお届けして

いる「タネットニュースＬＩＶＥ」です。

　曜日ごとに市の職員や個性豊かなコメンテーター

をお招きし、月曜日は行政に関するお知らせ「竹原

わがまち通信」、火曜日は竹原の歴史を紐解く「た

けはら歴史浪漫」、水曜日は映像を通して過去の竹

原にタイムスリップする「あの頃のたけはら」のコー

ナー、木曜日は映画情報、金曜日は豆知識が増える

クイズ「どんなもんだい！？」というように、バラ

エティー豊かに番組を放送しています。

●市民のみなさんにメッセージ

　これからも、地域に密着した番組づくりに励ん

でまいりますので、ぜひご覧ください。取材依頼

がありましたらお気軽にご連絡ください。

問い合わせ　企画政策課プロモーション推進担当　　　☎２２-１５６８

　　　　　　株式会社たけはらケーブルネットワーク　☎２３-５３３０
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令和２年度
予算の執行状況をお知らせします

問い合わせ

財政課財政係　☎２２-７７３１

　実施状況を公表します。この制

度は、農業生産条件が不利な中山

間地域を対象とし、適正な農業生

産活動の維持・農地の多面的な機

能の発揮を図るため、交付金を支

給するものです。

問い合わせ

　産業振興課農林水産振興係

　☎２２-７７４５

協定名 参加戸数 協定面積 (㎡ ) 交付額（円） 活動内容

中西谷中山間地会 12 88,897 761,859

●集落マスタープラン

　(活動内容 )の作成

●農地の維持管理

●農道・水路の維持管理

●鳥獣害の防止対策

●多面的機能の増進

宿根中山間地会 22 95,754 1,563,761

湯坂地区中山間地会 8 40,329 322,632

下西野中山間地会 7 24,167 430,857

小梨地区中山間地域会 31 172,379 2,359,171

第５期田万里中山間地域会 61 364,871 4,025,269

上西谷中山間地会 12 69,881 464,522

第５期赤坂中山間地会 25 134,500 1,822,280

合計 178 990,778 11,750,351

▼協定の締結地区・面積及び交付金額

令和２年度中山間地域等直接支払制度の実施状況

１　歳入歳出予算の執行状況

　令和３年３月 31 日現在の各会計の歳入歳出予算の執行状況は、次のとおりです。

２　住民の負担の状況

　市税収入済額を人口で除して得た住民一人当たり負担額は、次のとおりです。

３　公営事業の経理概況

　令和３年３月31日現在の公営事業の経理の概況は、次のとおりです。

●水道事業会計

●下水道事業会計　　　　　　　　　　（税込金額、単位：千円、％）

４　財産、地方債及び一時借入金の残高

　令和３年３月 31 日現在の財産、地方債及び一時借入金の残高は、次のとおりです。

○一般会計予算の動き

　当初予算 141 億 4,657 万 6

千円で編成した一般会計予算

は、前年度からの繰越や所要

の補正を行った結果、最終予

算は 195 億 4,327 万 7 千円と

なりました。

　　　　　　　（単位：千円）

区分 収入済額（千円） 人口（人） 住民一人当たり負担額（円）

市税 3,601,766 24,378 147,747

区分 予算現額 執行済額 執行率

収益的収支
水道事業収益 968,783 1,047,099 108.1

水道事業費 823,000 760,881 92.5

資本的収支
資本的収入 55,090 28,630 52.0

資本的支出 825,981 708,768 85.8

区分 現在高

土地 10,555,345 ㎡

建物（延面積） 171,363 ㎡

有価証券 55,752 千円

区分 金額

当初予算額 14,146,576

事故繰越 309,612

繰越明許費 1,310,876

補正予算額 3,776,213

予算現額 19,543,277

○出納整理期間と決算

　令和２年度の収入額及び支

出額は、年度終了後出納整理

期間である、令和３年５月

31 日までに整理することと

されています。

　令和２年度決算の概況は、

12 月広報でお知らせします。

　竹原市「財政状況」の公表に関する条例により、令和２年度下半期の財政状況を公表します。

区分 現在高

基金 2,810,361 千円 

地方債 18,226,143 千円 

一時借入金 0千円

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

会計名 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

一般会計 19,543,277 14,788,096 75.7 13,592,347 69.5

特

別

会

計

国民健康保険 3,273,329 2,897,148 88.5 2,999,464 91.6 

貸付資金 8,564 7,280 85.0 960 11.2

港湾事業 53,345 44,385 83.2 35,257 66.1 

公共用地先行取得事業 1 0 0.0 0 0.0 

介護保険 3,561,358 2,831,647 79.5 3,034,388 85.2 

後期高齢者医療 511,613 471,542 92.2 495,274 96.8 

　（税込金額、単位：千円、％）

区分 予算現額 執行済額 執行率

収益的収支
下水道事業収益 600,006 592,006 98.7

下水道事業費 590,781 581,850 98.5

資本的収支
資本的収入 399,224 361,598 90.6

資本的支出 593,694 545,124 91.8


