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お知らせ ピックアップ●

財産の状況 （2018年3月末見込み） 市債（市の借金）はいくら？
　（2018年3月末見込み）

1,449億円
●市民１人当たりにすると…

30万9,000円
債　権 基　金
46億
7,129万円

413億
5,913万円

土　地 建　物 有価証券
その他

1,227万
3,107㎡

148万
9,086㎡

15億
2,878万円

緊急時の連絡先
連絡先 電話番号

本庁管内（代表） ☎921－2111
危機管理防災課 ☎928－1228
建設政策課 ☎928－1075
松永支所管内
松永地域振興課 ☎930－0400
松永建設産業課 ☎930－0413
北部支所管内
北部地域振興課 ☎976－8800
北部建設産業課 ☎976－8808
芦田支所 ☎958－2511
加茂支所 ☎972－3111
新市支所 ☎0847－52－5512
沼隈支所管内
沼隈支所 ☎980－7700
沼隈建設産業課 ☎980－7710
神辺支所管内
神辺地域振興課 ☎962－5000
神辺建設産業課 ☎962－5020
東部支所管内
東部地域振興課 ☎940－2571
鞆支所管内 ☎982－2660
内海支所管内 ☎986－3111

！家庭や地域でできる対策
●貴重品や衣類・非常用食料・懐

中電灯・ラジオなど非常持ち
出し品の準備をする

●市の資器材貸出制度を活用し、
自主防災組織で土のうなどを
活用する

●家族などと連絡方法を確認す
る

大雨に備えて
　　～5月は「水防月間」～

く危機管理防災課（☎928－1228）
　毎年全国で局地的な集中豪雨による甚大な被害が発生しています。
　これからの季節は大雨による崖崩れや河川の氾濫など災害が発生しやすい時
期です。災害・気象に関する情報の入手方法や安全な避難経路を確認するなど、
日頃から身を守るための準備をしておきましょう。

！いつ避難するかを知る
●気象情報や観測情報に注意し、危険を感

じたら自主的に避難する
●避難勧告などが発令されたら直ちに行動

する
※避難情報は市内にいる人の携帯電話に一
斉送信されます（登録不要）。またテレビ・ラ
ジオなどで放送されます。情報入手の準備
をしておきましょう

！どう避難するかを知る
●運動靴など動きやすく安全な服装で避難する
●非常持ち出し品や食料、飲料水を持参する
●避難路は地盤の高い道路を選び、道路脇の用水路などに注意する
●地下施設など、浸水の危険がある場所は避ける

！どこへ避難するかを事前に知る
●ハザードマップなどで危険箇所を確認する
●避難場所・避難所等一覧で避難場所を確認する
●避難方法を考える

※周囲が浸水して危険な場合、家の中にとどまることも一つの避難行動です

水平避難 
安全な場所
に移動する

垂直避難
家の中の2階な
ど高いところや
山と反対側の部
屋にとどまる

ハザードマップや避難場
所・避難所等一覧は市役
所本庁舎、各支所・公民館、
市けなどで閲覧できます。

2017年度下半期
市の財政状況

　市では毎年2回財政状況を公表してい
ます。
　今回は2017年度における各会計の
執行状況を中心に、財産の状況、市債（市
の借金）などについてお知らせします。

く財政課（☎928－1014）

一般会計

特別会計 特定の事業を行うため、一般会計と分ける必要がある会計（国民健康保険、介護保険など）

　2017年度は、「中心市街地の活性化と都市の魅力向上」や「希望の子育て、安心の医療・福祉と
まちの活力の創出」など、5つの挑戦として、行政主導による駅前再生、一人の子どもを一貫し
て支援するネウボラの推進などに取り組みました。

 (単位：円、％）  (単位：円、％）
款 予　算　額 収　入　額 収入率

市 税 731億　600万 720億3,000万 98.5
国 庫 支 出 金 305億8,100万 283億4,900万 92.7
市 債 172億7,000万 21億4,500万 12.4
地 方 交 付 税 152億9,500万 158億4,800万 103.6
県 支 出 金 117億5,000万 104億8,600万 89.2
地方消費税交付金 85億4,300万 85億5,100万 100.1
使用料及び手数料 61億9,400万 60億1,300万 97.1
繰 越 金 49億9,900万 49億9,900万 100.0
諸 収 入 26億2,100万 24億8,900万 95.0
そ の 他 39億6,900万 40億8,700万 103.0

計 1,743億2,800万 1,549億9,700万 88.9

款 予　算　額 支　出　額 執行率
民 生 費 750億2,300万 588億5,400万 78.4
教 育 費 243億6,900万 198億1,100万 81.3
土 木 費 178億 132億5,000万 74.4
公 債 費 159億1,000万 153億9,500万 96.8
総 務 費 144億3,200万 96億9,400万 67.2
衛 生 費 132億6,400万 109億7,400万 82.7
消 防 費 55億 51億7,800万 94.1
商 工 費 26億5,700万 22億8,400万 86.0
農林水産業費 23億　200万 16億3,800万 71.2
そ の 他 30億7,100万 23億9,300万 77.9

計 1,743億2,800万 1,394億7,100万 80.0

会　　計　　名 予　算　額 収　入　額
（収入率）

支　出　額
（執行率）

国 民 健 康 保 険 564億8,300万 436億7,400万（77.3）481億2,800万（85.2）
介 護 保 険 400億6,200万 332億6,800万（83.0）360億4,100万（90.0）
後 期 高 齢 者 医 療 56億1,700万 43億9,000万（78.2） 54億4,800万（97.0）
そ の 他 24億　500万 23億5,100万（97.8） 14億9,100万（62.0）

計 1,045億6,700万 836億8,300万（80.0）911億　800万（87.1）

 (単位：円、％）

市税…………個人市民税、固定資産税、
　　　　　　法人市民税など
市債…………公共施設の整備などのために
　　　　　　借り入れるお金
地方交付税…市の財政状況に応じて国から
　　　　　　配分されるお金

民生費…………生活や福祉向上のためのお金 
教育費…………学校・社会教育振興のためのお金
土木費…………道路・都市整備などのためのお金
公債費…………市の借金返済のためのお金
総務費…………市役所の管理運営のためのお金
衛生費…………健康増進やごみ処理のためのお金
消防費…………災害対策などのためのお金
商工費…………商工業発展のためのお金
農林水産業費…農林水産業の振興のためのお金
その他…………議会の管理運営などのためのお金

避難準備・高齢者等避難開始

避 難 勧 告

避難指示（緊急）

◆避難に関する３つの情報
避難準備、自主避難の目安に！

➡

これが出たら、避難を開始！

➡

危険です！今すぐ避難を！！

防災情報を取りまとめた「防災ガイドブック」を2月に全世帯へ配布しています。災害の備えや災害時の行動に活用してください

予算額　　　1,743億2,800万円

収入済み額　1,549億9,700万円
歳入 （88.9％）

予算額　　　1,743億2,800万円

支出済み額　1,394億7,100万円
歳出 （80.0％）
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福山市国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の皆さん
健康診査と健康増進施設利用助成制度を紹介します
特定健康診査・後期高齢者健康診査が無料で受けられます !

特定健康診査

脳ドック健診費用の助成  ※受診前に申請を行ってください

健康増進施設利用料の助成  ※施設を利用する前に申請を行ってください

後期高齢者健康診査

受診方法
 ・ 個別健診：指定の病院などに直接予約
 ・ 集団健診：専用申込書を成人健診課に提出（市け「電子申請コーナー」でも予約可）

　特定健康診査・後期高齢者健康診査は、心臓病、脳卒中、糖尿病の合併症などになる
恐れがある生活習慣病を早期発見・予防するための健診です。
　生活習慣病は自覚症状がないまま進行することも多いため、年に一度は健診を受
け、健康状態を確認することが大切です。

く成人健診課（☎928－4747）

○対象者には5月中に受診券が届きます
○詳しくは同封の案内を確認してください
対象者
40歳以上の市国民健康保険被保険者

検査内容
診察・血圧測定・尿検査・血液検査（脂質・
肝機能・血糖・貧血・腎機能・尿酸(痛風)）・
身体測定（身長・体重・腹囲）・心電図検査など

対象者
次の①または②の被保険者で、それぞれの項目を全て満たす人

①市国民健康保険
○満40歳以上　○保険税を滞納していない
○入院･妊娠をしていない

②後期高齢者医療制度
○市内に住所を有する　○保険料を滞納していない

対象者
次の①または②の被保険者で、それぞれの項目を全て満たす人

①市国民健康保険
○満20歳以上　○保険税を滞納していない

②後期高齢者医療制度
○市内に住所を有する　○保険料を滞納していない

助成額
健診費用の5割(2万5,000円まで)※年間1人1回　

申請受付期間
12月28日㈮まで

受診期間
助成決定日から3カ月後の月末まで
※11月以降の申請は来年2月28日㈭まで

助成額
1人1回300円を限度に年間15回分を助成　

申請受付期間
来年2月28日㈭まで

利用期間
助成決定日から来年3月31日㈰まで

○受診券はありません。詳しくは4月から
　自治会（町内会）を通じて配布している
　「けんしんガイド」を確認してください
対象者
後期高齢者医療制度被保険者

検査内容
診察・血圧測定・尿検査・血液検査（脂質・
肝機能・血糖）・身体測定（身長・体重）

申請に必要なもの・申請場所（電話での申し込みはできません）
 ・ ①の被保険者：き保険証を持参し、国保年金課、各支所・分室・分所へ　く国保年金課(☎928－1155)　
 ・ ②の被保険者：き保険証を持参し、後期高齢者医療課、各支所・分室・分所へ　く後期高齢者医療課(☎928－1411)

助　成　対　象　施　設　名 コ　ー　ス 利 用 料 助 成 額 自己負担額
松永健康スポーツセンター
  ☎934－7717

全施設 920円
300円

620円
プール 510円 210円
トレーニングルーム 510円 210円

国民宿舎 仙酔島  ☎970－5050 入浴 540円 300円 240円
福山すこやかセンター
  水浴訓練室☎928－1343 水浴訓練室 65歳未満510円 300円 210円

65歳以上250円 250円 無料
うつみ市民交流センター 
  ☎986－3111 プール 65歳未満510円 300円 210円

65歳以上250円 250円 無料

脳ドック健診費用および健康増進施設利用料の一部を助成します！

生活習慣病治療中の人も
受診できるので、かかりつ
け医に相談してください。
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　次代を担う子どもたちの夢の実現に向けたチャレン
ジを応援する「夢・未来プロジェクト」では、中学生が夢
の実現に向けてチャレンジしたいことを募集していま
す。
う1次審査（書類審査：7月まで）、最終審査（プレゼン
テーション審査：8月11日㈯）、支援（来年3月まで）
※詳しくは、市けまたは市内の中学校などに配布する
募集要項に掲載
え市内に在住・在学している中学生
きく（応募用紙配布場所）5月31日㈭までに、所定の応
募用紙を、同課へ※応募用紙は市けからもダウンロー
ド可

業務用冷蔵庫やモーターを使う電気機器を
使用している人へ
　昭和50年以前に製造のコンデン
サーは保安装置が内蔵されていな
いため、経年劣化による出火の危険
があります。特に気温が高い6月か
ら9月にかけて多く発生する傾向
があります。建物に設置されている
コンデンサーを確認し、停止・交換
をしてください。

テナントへの入居や建物の増改築などの
予定がある人へ
　テナントへの入居や建物の増改築、用途の変更などで、
知らない間に消防法令違反となる場合があります。建物
を変更しようとする人は、必ず消防署と相談して必要な
届け出などを行ってください。
　

ばらのまち福山ポイント実証実験
エブリイ緑町店・駅家店とリム・ふくやまで
5月中旬からスタート！

夢・未来プロジェクト2018
あなたの夢、応援します 

消防局からのお知らせ

く産業振興課（☎928－1038）

　クレジットカードなどのポイントをマイナン
バーカードを使って自治体ポイントに換え、エブリ
イとリム・ふくやまの商品券をゲットしましょう 。
※詳しくは市けに掲載

Step
1

マイナンバー
カードを取得

Step
2

マイキーＩＤ
を取得

Step
3

ポイントや
マイルを移行

Step
4

各店舗で
商品券に交換

　マイナンバーカードを
持っていない人は、通知
カードに掲載の交付窓口
で手続きをしてください。
※必要書類などについて
は、各市民課に問い合わ
せてください

①マイキープラットフォー
ムポータルサイトにアク
セス
②マイナンバーカードを
カードリーダーに挿入し、
必要情報を登録してマイ
キーＩＤを取得
※産業振興課でマイキー
ＩＤの取得手
続きの説明を
行っています

①クレジット会社などの
サイトにアクセスし、ポイ
ントなどを移行
②マイキープラットフォー
ムポータルサイトにアク
セスし、移行先の自治体に
「福山市」を選択

　マイナンバーカードを各
店舗に持参し、カードリー
ダーにタッチすることで、
ばらのまち福山ポイントを
商品券に交換できます。
■エブリイ共通ギフト券
５００Ｐ ＝ ５００円券
■リム・ふくやま買い物券
５００Ｐ ＝ ５００円券

➡ ➡ ➡

きく青少年・女性活躍推進課（☎928－1046）

く消防局予防課（☎928－1192）

低圧進相コンデンサー

2017年度の支援内容

アナウンサーによる
インタビュー指導

医療機関での職場体験

新体操コーチによる
指導

書家による指導

　屋内階段が1つの建物の地下や3階以上の階に、不
特定多数の人が利用する飲食店や物販店などが入居
すると、建物の大きさに関係なく自動火災報知設備
などの設置が必要になることがあります。

　　　災害発生時に迅速な対応をするた
め、管内の事業所へ立ち入り検査を行うと
きに消防車で行くことがあります

ひとこと


