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ふくやま未来づくり
ビジョン
活力と魅力に満ちた輝く都市に向けて

１.  中心市街地の活性化と都市の魅力向上
・福山駅前のにぎわい再生に向けた実践
・情報発信の強化　　・インバウンド観光の推進

２. 希望の子育て、安心の医療・福祉とまちの活力の創造
・福山ネウボラの拡充
・高齢者や障がい者が安心して暮らせる支援体制の強化
・若者や女性の地元定着・転入促進の強化

３. まちの成長をけん引する産業づくり・防災
・産業基盤の整備　・創業の促進
・ものづくり人材やIoT・AI人材の育成強化

４. 夢・希望あふれる未来を創る人財の育成
・福山100ＮＥＮ教育のさらなる充実
・グローバル人材の育成強化　　・未来づくりに向けた取り組み創出

５. 文化・スポーツの振興
・歴史・文化資源の磨き上げ　　・市民文化活動の促進
・オリンピックムーブメントの推進

つの挑戦の加速5

つの挑戦とその加速のポイント5

　活力と魅力に満ちた輝く都市の実現に向け、これまで５つの挑戦に
スピード感をもって取り組んできました。引き続き、都市としての活
力を失わないよう、若者や女性にとっての魅力や市民のふるさと福山
への誇りを高めていく必要があります。
　新年度は、挑戦の手綱を緩めることなく、福山駅前のにぎわい創出
に向けた実践や福山ネウボラの拡充、福山城築城400年の取り組み強
化など５つの挑戦を加速する重点政策「ふくやま未来づくりビジョン
2018」を策定しました。その中で、「本格的な人口減少対策」や「備後圏
域における拠点機能の強化」にも積極的に取り組み、市民の皆さんが
「未来を実感」できるよう、次のステージへ力強く移行していきます。

h企画政策課（l928-1012）

　福山駅前再生ビジョン
に基づき、“働く・住む・に
ぎわい”が一体となった
福山駅前をめざし、遊休
不動産を活用した新たな
コンテンツの創出、公共
空間などにおけるデザイ
ン計画の検討、道路や公
園の有効活用に向けた調査などに取り組みます。

新たなコンテンツの創出
 ●リノベーションまちづくりの推進
魅力あふれる都市空間のデザイン
 ●（仮称）福山駅前デザイン会議などの創設
公共空間の有効活用
 ●道路を活用したにぎわい創出の検討
 ●中央公園などへの民間事業者による飲食店などの
　 設置のための検討調査

子どもから高齢者まで多くの人が福山駅前に集
い、買い物や散歩など自由な時間を楽しむまち

挑
戦
1

めざす姿

など

中心市街地の活性化
事業費 7,070万円

　地域資源を磨き上げて
新たな魅力をつくり出す
とともに、情報発信戦略
基本方針に基づき、専門
家の知見や新たなメディ
アを活用しながら、都市
の魅力を戦略的に発信し
ます。

福山の魅力の向上
 ●世界バラ会連合福山大会の誘致
 ●「ふくやま暮らし」のロールモデルを紹介
 ●移住者（新婚・子育て世帯）向け住宅支援
情報発信力・拡散力の強化
 ●福山ふるさと大使による市の魅力発信
 ●福山アンバサダー同士がつながる場づくり
 ●広報「ふくやま」のリニューアル

市民が誇りや愛着を持ち、住んでみたい住み
続けたいと思えるまち

挑
戦
1

めざす姿

など

都市の魅力向上と発信
事業費 １億4,734万円

　外国人観光客誘致に向
け、動向調査・分析を行
い、実効性がある戦略的
なインバウンド観光の推
進につなげます。また、鞆
の浦を核とした観光プロ
モーションにより、本市
の認知度向上や観光客数
の増加につなげます。

インバウンド観光の推進
 ●外国人によるインバウンド観光支援
 ●外国人観光客の動向調査・分析
 ●外国人ニーズに対応したコンテンツの充実
観光プロモーションの強化
 ●鞆の浦を核とした観光プロモーション
広域観光の推進
 ●びんご圏域周遊促進事業

観光資源の価値が高まり、市外から多くの観
光客が訪れにぎわうまち

挑
戦
1

めざす姿

など

戦略的な観光振興
事業費 3,930万円

　妊娠・出産・子育てに関
して切れ目ない支援を行
い、子育て家庭の負担や
不安を軽減させるととも
に、援助を必要とする家
庭などへ学習支援や経済
的支援を行うことで、安
心して子どもを産み育て
られる環境をより一層充実させます。

切れ目ない子育て支援の充実と少子化対策
 ●不妊症や不育症の治療、新生児聴覚検査費用の一部助成
 ●子育て家庭へ子育てグッズや絵本などをプレゼント
　 （あのね Happy Baby Box）
 ●離職中の母親などへの就労相談や就職情報の提供
 ●放課後児童クラブの対象学年の拡大
 ●市営住宅子育て世帯向け住戸の提供

子育て家庭の負担や不安が軽減され、希望の
子育てを実現するまち

挑
戦
２

めざす姿

など

福山ネウボラが支える希望の子育て
事業費 13億4,962万円

ふくやま未来づくりビジョンと予算特集！
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６次産業化の推進
 ●首都圏におけるびんご産品の販路開拓
 ●新商品開発などの支援
 ●備後圏域ワインプロジェクト
水産物ブランド化の推進
 ●備後フィッシュフェスや料理教室の開催
 ●備後フィッシュフェアの開催

多様な資源を生かし、魅力ある農林水産業が
育成されるまち

地域防災力の強化…「自助・共助」
 ●市民への啓発
 ●福山防災大学における防災リーダーの育成
 ●自主防災組織の活動支援
災害に強いまちづくり…「公助」
 ●瀬戸川流域や手城川流域などの浸水対策の推進
 ●公共施設などの耐震化

大規模災害への備えが強化された災害に強い
まち

自ら考え学ぶ授業づくり
 ●中学校区「学校経営戦略推進」事業
 ●「学力の伸びを把握する調査」事業
 ●10歳の君へ ようこそ美術館プロジェクト
環境整備
 ●ICT教育機器の整備
市内大学の充実・強化
 ●官民協働による福山版“海外留学制度”
 ●市立大学の施設整備

自分で進むべき道を切り開けるたくましく生
きる力を育むとともに、社会や地域経済の発
展に貢献できる人材を輩出するまち

若者のチャレンジの応援
 ●子ども議会・高校生議会
 ●夢・未来プロジェクト
未来をつくる協働
 ●未来づくりミーティングの創設
 ●未来づくり活動の応援
 ●有識者会議・シンポジウムの開催

「ふるさと福山」への誇りと愛着が醸成され、
夢と希望があふれるまち

挑
戦
３

めざす姿

農林水産業の活性化
事業費 2,092万円 事業費 27億3,357万円

事業費 24億3,426万円 事業費 1,275万円

挑
戦
３

めざす姿

防災対策の推進

挑
戦
４

めざす姿

未来を創造する教育 挑
戦
４

めざす姿

未来づくりへのチャレンジ

　農林水産物に新たな付
加価値を創出するため、6
次産業化の推進や農商工
連携を推進するととも
に、水産物のブランド化
による商品力強化を図り
ます。

　「自ら考え学ぶ授業」の
さらなる充実と「学ぶ環
境」の整備を行い、「福山
100NEN教育」に着実に取
り組みます。また、高等教
育機能の充実・強化を進
め、グローバル人材の育成
に取り組みます。

　若者たちが夢にチャレン
ジできる機会を設け、夢・
希望の実現に向けた支援
を行います。また、あら
ゆる市民が未来づくりに向
け話し合い、アクション
を起こす場を創り、オール
福山で未来づくりを進めま
す。

　安心・安全に暮らせる
まちの実現に向け、自助・
共助による地域防災力の
強化を進めるとともに、
河川大規模氾濫時などの
減災対策や公共施設の耐
震化など、災害に強い施
設の整備を行います。

など など

など など
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健康寿命の延伸に向けた取り組み
 ●運動や食育を推進するボランティアの養成・活動支援
 ●医療機関と連携した重症化予防
 ●心の健康づくりなどに関する講演会
在宅支援を中心とした認知症施策の充実
 ●認知症予防教室の開催
 ●備後圏域6市2町の連携による徘徊高齢者の早期発見・
　 安全確保

健康寿命が長く、住み慣れた地域でいきいき
と安心して暮らすことができるまち

若者の活躍支援
 ●市外大学への通学支援
 ●学生や保護者を対象とした企業見学会
女性の活躍支援（女性に特化した就職支援）
 ●女性のＵＩターン就職の支援
 ●働く女性のロールモデルの発信
 ●駅前女子カフェの出張実施
 ●女性のキャリアアップ支援
 ●女性の働く環境改善補助金

若者や女性が個々の能力を尊重され、生きが
いを持って働くことのできるまち

就労に向けた支援
 ●障がい者雇用セミナーの開催
 ●事業所への巡回指導や相談
 ●障がい者雇用奨励金の交付
障がいへの理解
 ●手話言語条例関連事業の実施
　 （市民や事業所、学校などを対象とした手話講座など）

障がいのある人が地域社会で自立し、安心し
て暮らせるやさしさと信頼に満ちたまち

企業誘致の促進
 ●福山北産業団地第2期事業
まるごと実験都市ふくやまの推進
 ●自動走行などの実証実験の推進
産業の活力創造
 ●ものづくり人材、IoT・AI人材の育成強化
 ●創業支援の充実   
 ●デニムなどの地域資源の活用と支援

優れたものづくり技術などを生かし、活力ある
産業が創造されるまち

挑
戦
２

めざす姿

「健康長寿社会 福山」の実現
事業費 9,643万円 事業費 7,459万円

事業費 1,685万円 事業費 2億9,243万円

挑
戦
２

めざす姿

若者や女性が輝く都市づくり

挑
戦
2

めざす姿

障がい者の社会参加支援 挑
戦
3

めざす姿

地域経済の活性化

　生活習慣病予防・食育
推進などの健康づくりボ
ランティアや自殺予防の
ための身近な相談支援者
を養成するとともに、認
知症の初期段階から対応
できる体制の構築、家族
などが集える場の開設支
援など、生き生きと安心して暮らすことができる地域づ
くりを行います。

　若者と地元企業との交
流促進や、地元企業の認
知度向上などにより、地
元就職を促進します。ま
た、働き方改革や柔軟な
労働環境の整備などによ
り、女性のさらなる活躍
を支援します。

　新事業の創出や人材の
育成などを通じて、中小
企業の競争力の強化に取
り組むとともに、福山北
産業団地第2期事業など、
経済活動の活性化に向け
た産業基盤の整備にも取
り組みます。

　一般就労への移行に取
り組むとともに、就労後
も安心して働き続けられ
るよう支援を行います。
また、手話への理解を広
め、手話を使用しやすい
環境を整備します。

など など

など など

ふくやま未来づくりビジョンと予算特集！
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産業
 ●福山北産業団地第２期事業
 ●福山ビジネスサポートセンターFuku-Biz
 ●ものづくり企業の研究・開発への支援
 ●未来を支える産業人材の育成・確保

自然減の抑制～福山ネウボラの拡充～
 ●不育症治療助成制度の創設
 ●子育て家庭へ子育てグッズや絵本などをプレゼント
 ●市立大学附属こども園に相談窓口「あのね」を開設
 ●子育て支援アプリなどによる子育て情報の発信

社会増に向けた環境整備
～若者や女性の転出抑制・転入促進～
 ●女性のＵＩターン就職の支援
 ●子育て世帯などへの住まいの支援
 ●市外大学への通学支援

　「ふくやま未来づくりビジョン2018」では、５
つの挑戦を加速する中で「本格的な人口減少対
策」と「備後圏域における拠点機能の強化」にも

　2016年の本市の出生数は3,879人と平成の大合併後
では最低となり、合計特殊出生率も低下しました。住民
基本台帳では、昨年まで４年連続で人口が減少してい
ます。そのため、本格的な人
口減少対策に向けた先行的
な取り組みとして、福山ネウ
ボラを拡充するとともに、主
要課題である若者・女性の転
出抑制・転入促進を強化しま
す。

取り組みます。備後圏域の中核都市として、本
市のみならず、圏域全体の成長につなげていき
ます。

※ふくやま未来づくりビジョンと来年
　度予算について述べた第1回定例市
　議会の市長総体説明はこちら　→

ふくやま未来づくりビジョンについて
詳しくは市iをチェック！

検索ふくやま未来づくりビジョン

本格的な人口減少対策
～先行的取り組み～

事業費 13億9,688万円（再掲分）

芸術・文化
 ●福山城築城400年に向けた取り組み
 ●芸術・文化活動の充実・発信
 　（ばらのまち福山国際音楽祭2018など）
 ●鞆地区の歴史文化資源の保存・活用
 　（（仮称）鞆町町並み保存拠点施設整備など）

スポーツ
 ●（仮称）福山市総合体育館などの整備
 ●東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み

　人口減少や経済の成熟化、グローバル化の進展など
時代が大きく変わる中、備後圏域の中核都市として圏
域全体の成長をけん引していくため、「産業、芸術・文化、
スポーツ」の拠点機能を強化していきます。拠点機能の
強化により活力と魅力を増し、備後圏域の一体的な発
展や圏域外からの新たな人の流れにつなげていきます。

備後圏域における拠点機能の強化 事業費 53億6,214万円（再掲分）

産業
 ●備後圏域創業促進事業
 ●ものづくり人材育成支援事業
 ●仕事と家庭の両立支援

都市機能
 ●医療体制の充実
 ●看護職員確保対策事業
 ●大学連携の推進

住民サービス
 ●圏域内公立病院等連携事業
 ●備後圏域６市２町における高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク
 　の構築
 ●日本郵便との包括協定に基づいた見守り活動の実施
 ●こども発達支援センターの共同運営

　備後圏域における連携中枢都市圏構想の取り組みは
４年目を迎えました。人口減少・少子高齢社会において
も、豊かさが実感でき、いつまでも住み続けたい備後圏
域とするために、中間評価を踏まえて圏域の共通課題
である産業支援や安定した医療提供体制の構築など
に、県境をまたいだ近隣の6市2町で重点的に取り組ん
でいきます。

連携中枢都市圏構想 事業費 7億7,047万円

　福山城築城400年記念
事業の実施や福山城など
の保存・整備を行い、歴
史・文化資源の価値を高
めるとともに、機運の醸
成に取り組みます。また、
ばらのまち福山国際音楽
祭をはじめとした活動を
充実し、芸術・文化の拠点
機能を強化します。

入封400年・福山城築城400年に向けた取り組み
 ●福山城などの保存・整備
 ●福山城での交流イベントの開催
 ●入封400年プロジェクト
歴史・文化資源の価値向上と芸術・文化活動の充実
 ●ばらのまち福山国際音楽祭2018
 ●島田荘司選　ばらのまち福山ミステリー文学新人賞
 ●神辺地区の歴史文化資源の発信

歴史・文化が継承され、郷土愛を育み、地域の
活性化に生かされているまち

挑
戦
５

めざす姿

など

歴史・文化・芸術の薫る都市づくり
事業費 2億9,330万円

　鞆まちづくりビジョン
の実現に向け、地域との
協働の取り組み体制を構
築するとともに、歴史あ
る町並みの保存や、地域
住民・観光客が集う拠点
施設の整備を通じたにぎ
わいづくりと安全で快適
な生活環境整備に取り組みます。

鞆地区の再生･活性化
 ●鞆まちづくりビジョンの周知
 ●防災広場の整備
 ●（仮称）鞆町町並み保存拠点施設の整備
 ●町並み保存の推進

歴史や伝統文化が次世代に受け継がれ、安全
で快適な生活環境と活力のあるまち

挑
戦
２

めざす姿

など

鞆のまちづくり
事業費 4億170万円

　備後圏域の拠点施設と
なる総合体育館の整備や
オリンピックチームとの交
流などを通じて、全国から
競技者やスポーツ愛好者
が集うことで、にぎわいを
創出します。また、市内や
圏域内の競技者・団体のス
ポーツ活動を支援します。

拠点施設の整備・活用
 ●（仮称）福山市総合体育館などの整備
 ●河川空間の一体的な利活用
オリンピック・ムーブメントの推進
 ●メキシコチーム事前合宿の受け入れ
 　（バドミントン、スポーツクライミング）
 ●メキシコ選手団と市民とのスポーツ交流

観るスポーツ、するスポーツなど、市民がスポー
ツに身近に親しむことができるまち

　市長が地域へ出向き、地域の生の声を聞いている「市長
と車座トーク」では、少子化・高齢化の進行などを背景に、
自治会（町内会）の加入率の低下や地域活動の担い手不足
を訴える声が多く寄せられています。協働のまちづくり
をはじめ、これまで市民が大切に育ててきた地域と市政
との関係を大切にしつつ、地域コミュニティーを維持可
能なものへと再構築していきます。
　また、５つの挑戦の加速や地域コミュニティーの再構
築の検討に当たっては、包括協定などを通じた企業の都
市づくり・地域貢献の視点も積極的に取り入れていきます。
　引き続き、「スピード感・情報発信・連携」を市政運営の
基本に捉え、現場主義を貫き、活力と魅力に満ちた輝く都
市の実現に取り組みます。

めざす姿

など

スポーツを核とした地域活性化
事業費 46億6,580万円

挑
戦
５

挑
戦
５

市政運営への思い
～「スピード感・情報発信・連携」、現場主義～

など

など

など

ふくやま未来づくりビジョンと予算特集！

にゅうほう

み
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産業
 ●福山北産業団地第２期事業
 ●福山ビジネスサポートセンターFuku-Biz
 ●ものづくり企業の研究・開発への支援
 ●未来を支える産業人材の育成・確保

自然減の抑制～福山ネウボラの拡充～
 ●不育症治療助成制度の創設
 ●子育て家庭へ子育てグッズや絵本などをプレゼント
 ●市立大学附属こども園に相談窓口「あのね」を開設
 ●子育て支援アプリなどによる子育て情報の発信

社会増に向けた環境整備
～若者や女性の転出抑制・転入促進～
 ●女性のＵＩターン就職の支援
 ●子育て世帯などへの住まいの支援
 ●市外大学への通学支援

　「ふくやま未来づくりビジョン2018」では、５
つの挑戦を加速する中で「本格的な人口減少対
策」と「備後圏域における拠点機能の強化」にも

　2016年の本市の出生数は3,879人と平成の大合併後
では最低となり、合計特殊出生率も低下しました。住民
基本台帳では、昨年まで４年連続で人口が減少してい
ます。そのため、本格的な人
口減少対策に向けた先行的
な取り組みとして、福山ネウ
ボラを拡充するとともに、主
要課題である若者・女性の転
出抑制・転入促進を強化しま
す。

取り組みます。備後圏域の中核都市として、本
市のみならず、圏域全体の成長につなげていき
ます。

※ふくやま未来づくりビジョンと来年
　度予算について述べた第1回定例市
　議会の市長総体説明はこちら　→

ふくやま未来づくりビジョンについて
詳しくは市iをチェック！

検索ふくやま未来づくりビジョン

本格的な人口減少対策
～先行的取り組み～

事業費 13億9,688万円（再掲分）

芸術・文化
 ●福山城築城400年に向けた取り組み
 ●芸術・文化活動の充実・発信
 　（ばらのまち福山国際音楽祭2018など）
 ●鞆地区の歴史文化資源の保存・活用
 　（（仮称）鞆町町並み保存拠点施設整備など）

スポーツ
 ●（仮称）福山市総合体育館などの整備
 ●東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み

　人口減少や経済の成熟化、グローバル化の進展など
時代が大きく変わる中、備後圏域の中核都市として圏
域全体の成長をけん引していくため、「産業、芸術・文化、
スポーツ」の拠点機能を強化していきます。拠点機能の
強化により活力と魅力を増し、備後圏域の一体的な発
展や圏域外からの新たな人の流れにつなげていきます。

備後圏域における拠点機能の強化 事業費 53億6,214万円（再掲分）

産業
 ●備後圏域創業促進事業
 ●ものづくり人材育成支援事業
 ●仕事と家庭の両立支援

都市機能
 ●医療体制の充実
 ●看護職員確保対策事業
 ●大学連携の推進

住民サービス
 ●圏域内公立病院等連携事業
 ●備後圏域６市２町における高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク
 　の構築
 ●日本郵便との包括協定に基づいた見守り活動の実施
 ●こども発達支援センターの共同運営

　備後圏域における連携中枢都市圏構想の取り組みは
４年目を迎えました。人口減少・少子高齢社会において
も、豊かさが実感でき、いつまでも住み続けたい備後圏
域とするために、中間評価を踏まえて圏域の共通課題
である産業支援や安定した医療提供体制の構築など
に、県境をまたいだ近隣の6市2町で重点的に取り組ん
でいきます。

連携中枢都市圏構想 事業費 7億7,047万円

　福山城築城400年記念
事業の実施や福山城など
の保存・整備を行い、歴
史・文化資源の価値を高
めるとともに、機運の醸
成に取り組みます。また、
ばらのまち福山国際音楽
祭をはじめとした活動を
充実し、芸術・文化の拠点
機能を強化します。

入封400年・福山城築城400年に向けた取り組み
 ●福山城などの保存・整備
 ●福山城での交流イベントの開催
 ●入封400年プロジェクト
歴史・文化資源の価値向上と芸術・文化活動の充実
 ●ばらのまち福山国際音楽祭2018
 ●島田荘司選　ばらのまち福山ミステリー文学新人賞
 ●神辺地区の歴史文化資源の発信

歴史・文化が継承され、郷土愛を育み、地域の
活性化に生かされているまち

挑
戦
５

めざす姿

など

歴史・文化・芸術の薫る都市づくり
事業費 2億9,330万円

　鞆まちづくりビジョン
の実現に向け、地域との
協働の取り組み体制を構
築するとともに、歴史あ
る町並みの保存や、地域
住民・観光客が集う拠点
施設の整備を通じたにぎ
わいづくりと安全で快適
な生活環境整備に取り組みます。

鞆地区の再生･活性化
 ●鞆まちづくりビジョンの周知
 ●防災広場の整備
 ●（仮称）鞆町町並み保存拠点施設の整備
 ●町並み保存の推進

歴史や伝統文化が次世代に受け継がれ、安全
で快適な生活環境と活力のあるまち

挑
戦
２

めざす姿

など

鞆のまちづくり
事業費 4億170万円

　備後圏域の拠点施設と
なる総合体育館の整備や
オリンピックチームとの交
流などを通じて、全国から
競技者やスポーツ愛好者
が集うことで、にぎわいを
創出します。また、市内や
圏域内の競技者・団体のス
ポーツ活動を支援します。

拠点施設の整備・活用
 ●（仮称）福山市総合体育館などの整備
 ●河川空間の一体的な利活用
オリンピック・ムーブメントの推進
 ●メキシコチーム事前合宿の受け入れ
 　（バドミントン、スポーツクライミング）
 ●メキシコ選手団と市民とのスポーツ交流

観るスポーツ、するスポーツなど、市民がスポー
ツに身近に親しむことができるまち

　市長が地域へ出向き、地域の生の声を聞いている「市長
と車座トーク」では、少子化・高齢化の進行などを背景に、
自治会（町内会）の加入率の低下や地域活動の担い手不足
を訴える声が多く寄せられています。協働のまちづくり
をはじめ、これまで市民が大切に育ててきた地域と市政
との関係を大切にしつつ、地域コミュニティーを維持可
能なものへと再構築していきます。
　また、５つの挑戦の加速や地域コミュニティーの再構
築の検討に当たっては、包括協定などを通じた企業の都
市づくり・地域貢献の視点も積極的に取り入れていきます。
　引き続き、「スピード感・情報発信・連携」を市政運営の
基本に捉え、現場主義を貫き、活力と魅力に満ちた輝く都
市の実現に取り組みます。

めざす姿

など

スポーツを核とした地域活性化
事業費 46億6,580万円

挑
戦
５

挑
戦
５

市政運営への思い
～「スピード感・情報発信・連携」、現場主義～

など

など

など

ふくやま未来づくりビジョンと予算特集！
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歳入

歳出

一般会計

一般会計

会計別予算額
一般会計

特別会計
企業会計

1,668億3,300万円
（前年度比1.5％増）
947億  700万円
618億1,800万円

　総額　　3,233億5,800万円

9,200円

その他

市債（市の借金）はいくら？

予算編成にあたって

（2018年度末見込み）

予算を市民１人当たりに換算すると…

市民１人当たり

会計には３種類あります！

●市民1人当たりにすると…

31万4,000円

1,478億円

4/1から 市の組織が変わります

　１～６ページで紹介した５つの挑戦を盛り込んだ
2018年度の予算が決まりました。
　テーマは「未来を実感」。子どもから高齢者まで誰も
が魅力を感じ、将来にわたって成長する都市の実現に
挑戦します。

h財政課（l928-1014）

●市税が前年度より1.2％増加・７２０億円台に回復
（企業収益の改善や給与所得の伸びにより法
人市民税や個人市民税が増）

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

市税…………

地方交付税…

市債…………

●商工費が減少（中小企業融資資金貸付金の減
少など）

●教育費が大幅に増加（小中学校の校舎改修や
　ＩＣＴ教育機器整備のほか、中学校給食実施に
向けた整備や新総合体育館の建設など）

市の運営のための基本的
な会計
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）
民間企業と同様に利用料
金を主な収入として事業
を行う会計（病院・水道事
業など）

h総務部総務課（l928-1007）

3万2,000円

公債費

3万2,500円

土木費教育費

4万9,600円

民生費

15万５,600円

9,400円

消防費

1万2,100円

商工費総務費

2万5,000円

衛生費

2万9,100円

35万4,500円

一般会計…

特別会計…

企業会計…

予算の これあれ2018年度 未来実感 予算

ふくやま未来づくりビジョンと予算特集！

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
衛生費…健康増進やごみ処理のためのお金
総務費…市役所の管理運営のためのお金 
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 
その他…農林水産業の振興、議会の管理運営
 などのためのお金

■実効性のある政策立案と施策の着実な実施
・企画政策部に地域活性化担当部長を配置
・企画政策課に企画調整担当課長を配置

■経済施策と農林水産施策の効果的な実施
・農林水産部を廃止し、農林水産課、地産地消推
　進課、農地課を経済部に所属変更

■地域の文化・歴史資源の保存・活用
の一体的な実施
・文化財課を文化振興課に統合

■青少年施策と女性施策の効果的な実施
・青少年課と男女共同参画センターを統合し、青
　少年・女性活躍推進課を新設

■その他の整備
・100人委員会担当部長を廃止
・幹線道路課を福山道路・幹線道路課に名称変更
・指導課を学びづくり課に名称変更　　

　事務事業の見直しや基金（市の貯金）の有効活用などにより、未来づくりへの積極的な投資と
持続可能な財政運営の両立に努めました

一般会計 51.6％
1,668億3,300万円

企業会計 19.1％
618億1,800万円

特別会計 29.3％
947億700万円

市税 43.4％
724億6,700万円自主財源

50.3％

依存財源
49.7%

地方譲与税 1.0％
15億5,500万円

その他 0.9％
15億3,800万円

地方消費税交付金 5.1％
85億7,100万円

県支出金 7.1％
119億2,800万円

市債 9.6％
159億6,200万円

地方交付税 9.0％
149億3,800万円

国庫支出金 17.0％
283億7,100万円

その他 0.3％
5億1,500万円

繰入金 0.7％
10億9,600万円

諸収入 2.3％
38億1,600万円

使用料及び
手数料 3.6％
60億7,600万円

その他 2.6％
43億2,000万円

民生費 43.9％
732億2,600万円

教育費 14.0％
233億5,500万円

衛生費 8.2％
137億円

総務費 7.0％
117億4,200万円

消防費 3.4％
56億8,100万円

商工費 2.7％
44億4,200万円

土木費 9.2％
153億1,600万円

公債費 9.0％
150億5,100万円

など
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一般会計

一般会計

会計別予算額
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企業会計

1,668億3,300万円
（前年度比1.5％増）
947億  700万円
618億1,800万円

　総額　　3,233億5,800万円

9,200円

その他

市債（市の借金）はいくら？

予算編成にあたって

（2018年度末見込み）

予算を市民１人当たりに換算すると…

市民１人当たり

会計には３種類あります！

●市民1人当たりにすると…

31万4,000円

1,478億円

4/1から 市の組織が変わります

　１～６ページで紹介した５つの挑戦を盛り込んだ
2018年度の予算が決まりました。
　テーマは「未来を実感」。子どもから高齢者まで誰も
が魅力を感じ、将来にわたって成長する都市の実現に
挑戦します。

h財政課（l928-1014）

●市税が前年度より1.2％増加・７２０億円台に回復
（企業収益の改善や給与所得の伸びにより法
人市民税や個人市民税が増）

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

市税…………

地方交付税…

市債…………

●商工費が減少（中小企業融資資金貸付金の減
少など）

●教育費が大幅に増加（小中学校の校舎改修や
　ＩＣＴ教育機器整備のほか、中学校給食実施に
向けた整備や新総合体育館の建設など）

市の運営のための基本的
な会計
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）
民間企業と同様に利用料
金を主な収入として事業
を行う会計（病院・水道事
業など）

h総務部総務課（l928-1007）

3万2,000円

公債費

3万2,500円

土木費教育費

4万9,600円

民生費

15万５,600円

9,400円

消防費

1万2,100円

商工費総務費

2万5,000円

衛生費

2万9,100円

35万4,500円

一般会計…

特別会計…

企業会計…

予算の これあれ2018年度 未来実感 予算

ふくやま未来づくりビジョンと予算特集！

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
衛生費…健康増進やごみ処理のためのお金
総務費…市役所の管理運営のためのお金 
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 
その他…農林水産業の振興、議会の管理運営
 などのためのお金

■実効性のある政策立案と施策の着実な実施
・企画政策部に地域活性化担当部長を配置
・企画政策課に企画調整担当課長を配置

■経済施策と農林水産施策の効果的な実施
・農林水産部を廃止し、農林水産課、地産地消推
　進課、農地課を経済部に所属変更

■地域の文化・歴史資源の保存・活用
の一体的な実施
・文化財課を文化振興課に統合

■青少年施策と女性施策の効果的な実施
・青少年課と男女共同参画センターを統合し、青
　少年・女性活躍推進課を新設

■その他の整備
・100人委員会担当部長を廃止
・幹線道路課を福山道路・幹線道路課に名称変更
・指導課を学びづくり課に名称変更　　

　事務事業の見直しや基金（市の貯金）の有効活用などにより、未来づくりへの積極的な投資と
持続可能な財政運営の両立に努めました

一般会計 51.6％
1,668億3,300万円

企業会計 19.1％
618億1,800万円

特別会計 29.3％
947億700万円

市税 43.4％
724億6,700万円自主財源

50.3％

依存財源
49.7%

地方譲与税 1.0％
15億5,500万円

その他 0.9％
15億3,800万円

地方消費税交付金 5.1％
85億7,100万円

県支出金 7.1％
119億2,800万円

市債 9.6％
159億6,200万円

地方交付税 9.0％
149億3,800万円

国庫支出金 17.0％
283億7,100万円

その他 0.3％
5億1,500万円

繰入金 0.7％
10億9,600万円

諸収入 2.3％
38億1,600万円

使用料及び
手数料 3.6％
60億7,600万円

その他 2.6％
43億2,000万円

民生費 43.9％
732億2,600万円

教育費 14.0％
233億5,500万円

衛生費 8.2％
137億円

総務費 7.0％
117億4,200万円

消防費 3.4％
56億8,100万円

商工費 2.7％
44億4,200万円

土木費 9.2％
153億1,600万円

公債費 9.0％
150億5,100万円

など


