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Ⅰ 実施計画の実績の取りまとめについて 

 

１ 福山市では，市制施行 100周年に向けた新たなまちづくりの指針として第四次福山市総合計画を策定し，「人間環境都市」を基本理念に，将来都市像『に

ぎわい しあわせ あふれる躍動都市 ～ ばらのまち 福山 ～』の実現をめざし，総合的・計画的なまちづくりを進めています。 

  実施計画は，基本構想に掲げる基本理念や将来都市像を実現するため，後期基本計画 2012年度（平成 24年度）～2016年度（平成 28年度）で明らかに

した基本的な施策を計画的かつ効率的に実施するために策定しています。 

  実施計画の進捗状況を把握し，必要に応じて所要の見直しを行うため，2013年度（平成 25年度）末現在での進捗状況を取りまとめました。 

 

２ 個別の事業について，左側には 2013年度（平成 25年度）実施計画の内容，右側には 2013年度（平成 25年度）の実績（実施状況，決算額）を表記し

ています。右側の「2013年度の実施状況」欄に，2012年度（平成 24年度）から 2013年度（平成 25年度）へ予算を繰り越した事業については，繰越決

算額を，また，2013年度（平成 25年度）から 2014年度（平成 26年度）へ予算を繰り越した事業については繰越額を表記しています。 

  なお，決算額欄で事業費が扶助費などの義務的なもの，事業費が 50万円未満のものなどは「－」で表示しています。 

 

３ 実施計画部分の記載内容について（2013年度（平成 25年度）実施計画策定時の内容です。） 

①計画の区域 

 実施計画の区域は，原則として本市の行政区域としますが，広域的視点に立って対応を必要とする事項については，関連区域も対象としています。 

②対象事業 

 実施計画の対象事業は，本市が実施主体となる新規又は拡充する事業，継続事業のうち主要な事業とし，基本計画に掲げる施策別にその施策を代表

する事業を中心に計上しています。また，国，県，民間などの事業であっても，本市の負担等を伴う事業については対象としています。 

③事業費 

事業費欄で事業費が扶助費などの義務的なもの，事業費が 50万円未満のものなどは「－」で表示しています。また，国・県が事業主体となるもの，

計画期間中に事業着手が見込まれるが整備計画を策定中で，工事費などの概算事業費が算出できないものなどについては，「事業費未計上」としてい

ます。 

なお，2013年度事業費は 2013年度（平成 25年度）当初予算額を記載しています。 
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Ⅱ“チャレンジふくやま”躍動プランについて 

 
“チャレンジふくやま”躍動プランは，様々な行政分野において重点的に実施していく主要な施策・事業について，「実施計画全体を実現していく

ための先導的な役割を持つプラン」として位置付けるものです。後期基本計画においては，基本構想の「まちづくりの基本目標」に基づき，５つのプ

ランの柱を設けています。 

この５つの柱の下に１０のプランを設け，実施計画の中で具体的な事業を位置付けて重点的に取り組んでいます。 
       
       ■だれもが安心して安全で快適に暮らせるまち（安心・安全・環境） 

         １ だれもが安心・安全なまちプラン 

             ・人権施策基本方針の推進 ・防災・危機管理体制の強化 ・防犯活動の推進 

         ２ 地球環境にやさしいまちプラン 

           ・地球・地域環境の保全と循環型社会の構築 

         ３ 快適に暮らせるまちプラン 

           ・安全・快適な水環境の確保 

       ■子どもが健やかに育ち，だれもが健康でいきいきと暮らせるまち（保健・福祉・医療） 

         ４ まちぐるみ子育て応援プラン 

           ・子育て支援環境の整備 ・児童虐待防止対策の充実 

         ５ みんなで健康いきいきプラン 

           ・高齢者保健福祉計画の推進 ・障がい者保健福祉総合計画の推進 ・地域医療体制の充実  

・健康増進計画の推進 ・生活保護世帯の自立支援 

       ■多様に学び，文化をはぐくむまち（教育・文化） 

         ６ 文化をはぐくみ次世代を担う人づくりプラン 

           ・高等教育機関の充実 ・学校教育ビジョンの推進 ・文化・スポーツの振興    

       ■産業の力みなぎる活力とにぎわいのあるまち（活力・交流） 

         ７ にぎわい・交流創出プラン 

           ・個性ある備後都市圏の玄関づくり ・交通体系の整備と物流機能の強化 

         ８ 産業の力みなぎるまちプラン 

           ・企業立地環境の充実 ・産業振興ビジョンの推進 ・農業振興ビジョンの推進 ・就業支援の充実  

         ９ 「福山らしさ」あふれるまちプラン 

           ・都市ブランドの創出・発信 ・観光振興ビジョンの推進 ・ばらのアクションプランの推進 

       ■市民とともにつくる自立したまち（協働・行革） 

         10 みんなが主役のまちプラン 

           ・コミュニティ活動の拠点となる施設の整備 ・協働のまちづくりの推進 ・広域連携の推進 



第四次福山市総合計画　後期基本計画　実施計画　2013年度（平成25年度）実績まとめ

第１章　だれもが安心して安全で快適に暮らせるまち（安心・安全・環境）

　第１節　人間としての尊厳や自由を尊重する人権文化が根付いた地域社会の実現 （単位：百万円）

11111 ふくやま人権大学の開講 人権推進課

人権文化が根付いた地域社会の実現に向け，人権につい
て体系的に学習し，様々な角度から啓発内容を創造でき
る地域リーダーの養成に取り組むことにより，きめ細か
い多様な人権啓発活動を実施します。 人権文化が根

付いた地域社
会の実現

継続事業 0.5

2013年度共通テーマ：「共に生きる」
○開講式（講演会コース）　121人
○ゼミコース　全6回　136人
○地域リーダー養成コース　全3回　140人
合計参加者数　397人 0.4

11112 人権相談事業 人権推進課

相談窓口の機能を一層充実させる中で，各分野における
対応マニュアルを整備するとともに，国，県，関係機関
とのネットワークを構築し，実効ある取組を進めます。

相談・支援・
救済体制の充
実

継続事業 -

○相談件数は増加傾向にあり，福山人権擁護委
員協議会や法務局福山支局などとの緊密な連携
に努めた。相談件数 2,495件
○インターネットでの人権侵害にかかる対応や
多文化共生へ向けた取組を行った。 -

11113
人権平和資料館企画展・
関連事業

人権推進課 ●

市民団体などとの協働の促進と，市民周知の徹底，収蔵
資料の活用促進により，人権平和資料館の企画展・関連
事業の内容を充実し，人権・平和に関する啓発活動の推
進を図ります。
○企画展　写真展，市民作品展など
○関連事業　映画上映，人権・平和コンサートの開催な
ど

人権・平和に
関する啓発の
推進

継続事業 3.4

広く関係団体・市民への参加を呼びかけ，多数
の参加を得る中で，人権・平和に関する啓発活
動を実施した。
○企画展『「マンガで描く人権」～来て･観て･
考えて～』ほか6回実施
　参加人数 8,115人
○企画展関連行事
　親子エコクラフト教室，講演会ほか

3.3

11121
男女共同参画に関する広
報・啓発事業

男女共同参画
センター

福山市男女共同参画推進条例や「福山市男女共同参画基
本計画（第3次）」に基づき，市民・事業者と連携を図り
ながら，男女共同参画を推進する広報・啓発活動を実施
します。
○市民対象の講座・セミナー開催（年150回程度）
○情報誌・市広報紙などによる広報活動

男女共同参画
に関する啓発
の充実

継続事業 6.7

○各種啓発講座・セミナー，講演会の開催
　154回　参加人数 5,299人
○情報誌「イコール」の発行　2回
○「広報ふくやま」への啓発記事掲載
　1回（相談案内 12回） 5.5

2013年度の実施状況
2013
決算額

章節項施策 担当課 事業期間事業名
チャ
レン
ジ

事業概要
2013
事業費

事業目標
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11122
男女共同参画センター相
談事業

男女共同参画
センター

配偶者からの暴力や離婚，生き方など様々な悩みについ
て相談者が解決の方向を見出せるよう，相談員が電話や
面談による相談を行います。また，ＤＶ被害者の緊急一
時保護を行います。
○男女共同参画センターに相談員を3人（日曜日は2人）
配置
○相談件数　年1,500件程度
（国庫補助事業）

相談業務の充
実

継続事業 7.8

配偶者からの暴力や離婚，性別による差別など
の相談事業を実施し，必要に応じてＤＶ被害者
の緊急一時保護を行った。
○相談件数　1,438件
○一時保護件数　3件 7.7

11131
ユニバーサルデザイン学
習会・研修会の開催

人権推進課

団体・グループなどが自主的に行う学習会へまちづくり
出前講座としての職員派遣の実施，学校などの施設見学
におけるユニバーサルデザインについての学習対応，ま
た，福祉まつりでは企業との連携で，啓発パネル・ユニ
バーサル用具の展示を行うとともに，公民館や各職場な
どの学習会の支援を行います。

ユニバーサル
デザインの推
進

継続事業 -

○ふれあい福祉まつりで啓発パネルやグッズを
展示
○各種学習会への指導者派遣
○関係課と連携しながら啓発や各職場での推進
に努めた。 -

　第２節　安心して安全に生活できる地域社会づくりの推進 （単位：百万円）

12111
災害時要援護者避難支援
事業

福祉総務課

学区ごとに避難支援プランを作成するなど，災害時要援
護者への避難支援を行う体制の確立を図ります。
○災害時要援護者：75歳以上一人暮らしの高齢者，要介
護度3以上の者，障がい者など

地域における
災害時要援護
者の避難支援
体制の確立

2009年度
～

1.2

○災害時要援護者名簿の提供　55学区
○災害時要援護者避難支援出前講座
　11会場817人
○災害時要援護者避難支援連絡会議を開催し,市
内部関係機関の連携を図った。 1

12112 自主防災組織の育成支援
危機管理防災
課
消防局総務課

●

市内全学（地）区に組織する自主防災組織間の連携を促
進するとともに，災害発生時において機能的な対応を行
うことができるよう，地域防災力の向上に向けた育成支
援を行い，組織の活性化を図ります。 自主防災組織

の育成支援
継続事業 -

○防災まちづくりの手引きを全自治（町内）会
などへ配布
○出前講座，ワークショップの実施 51回
○福山防災リーダーの育成 登録者数 47人
　福山防災大学の実施 修了者数 73人
○防災資器材の貸与

-

12113 危機管理能力の向上
危機管理防災
課

職員一人ひとりが日頃から幅広い情報を収集し，常に危
機管理意識を持つとともに，判断能力の醸成に努めま
す。また，自己の業務において起こり得る危機事象を予
想し，研修などを通じて必要な知識や技術の習得に努め
ます。
○「個別危機管理マニュアル」の点検及び実態に即した
見直し
○「個別危機管理マニュアル」に基づく各種訓練の実施

危機事象にお
ける迅速で的
確な対応

継続事業 -

総合的な危機管理体制の確立
○職員一人ひとりの危機管理意識の高揚に向け
ての研修会の実施（総務部参与を講師とする
「危機管理」をテーマとした職員研修）

-

章節項施策 事業名 担当課 事業期間
2013
事業費

2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標
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12121 急傾斜地崩壊対策事業 道路整備課

がけ崩れによる災害から人命を保護するための「急傾斜
地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づき，安
心して安全に生活できる地域環境を整備します。
（県補助事業） 急傾斜地崩壊

対策の推進
継続事業 70

○急傾斜地対策工事
　工事　6か所（宅部，坂田，横木Ｂ，延江，砂
原，広ノ奥地区）

73.9

12122
学校施設の耐震化（再
掲）

施設課

児童生徒が安心して安全に学べるとともに，災害発生時
の地域住民の応急避難場所としての役割が果たせるよ
う，学校施設の耐震化を推進します。
○2013年度　屋内運動場耐震補強設計9棟，校舎耐震補強
設計17棟
○前倒しで2012年度に予算措置をしたもの
屋内運動場改修10校（神村小ほか9校），校舎改修11棟
（旭小北棟（東）ほか10棟），校舎耐震補強設計6棟
（国庫補助事業）
【2014年度以降については，事業計画決定後，事業費計
上】

学校施設の耐
震化の推進

継続事業 100

○屋内運動場　耐震補強工事
　小学校　10校（神村，本郷，長浜，駅家東，
西深津，野々浜，幕山，久松台，山手，日吉台)
○屋内運動場　耐震補強設計
　小学校 14校，中学校  5校
○校舎　耐震補強工事
　小学校　9校（旭，蔵王，御幸，坪生，松永,
柳津，藤江，曙，駅家）
　中学校　2校（培遠，中央）
○校舎　耐震補強設計
　小学校 16校，中学校  5校
○屋内運動場　天井撤去工事
　小学校  3校（網引，湯田，道上）
  中学校  1校（神辺西）
○「福山市立学校施設耐震化推進計画」を策定
（8月）

【2012年度からの繰越決算額　996.9百万円】
【2014年度へ繰越　1,049.4百万円】

77

12123
羽原川地震・高潮等対策
河川事業

松永建設産業
課

羽原川河口部の高潮被害を防止するために，防潮水門1基
の設置を促進します。また，水門閉鎖時の越水氾濫を防
止するため，排水機場の整備を促進します。
○事業内容　防潮水門整備
○概算総事業費　4,500百万円
【県事業のため事業費未計上】

高潮による浸
水対策の推進

2007年度
～2016年
度

-

○排水機場流路工

-

12131
住宅用火災警報器の設置
促進

消防局総務課

住宅火災から尊い命を守るため，住宅用火災警報器の設
置促進，設置後の維持管理の啓発を図ります。

火災予防の推
進

継続事業 -

○防火管理者等講習会の開催
　13回　参加人数 2,207人
○事業所等防火指導の開催
　1,801回　参加人数 138,299人
○広報活動　1,205回 -

章節項施策 事業名 担当課 事業期間
2013
事業費

2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標
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12132 消防水利整備 消防局総務課

火災の発生時などに必要となる消防水利（耐震性貯水
槽，消火栓など）が不足している地域を中心に整備しま
す。
○2013年度　耐震性貯水槽3基，消火栓130栓
○2014年度～2015年度　各年度耐震性貯水槽4基，消火栓
115栓
（国庫補助事業）

消防力の充実 継続事業 63.4

○耐震性貯水槽整備　3基
　駅家町服部本郷地区（40トン）
　新市町金丸地区（40トン）
　内海町内ノ浦地区（40トン）
○消火栓整備　111栓

【2012年度からの繰越決算額　14百万円】

53

12132 消防施設の整備 消防局総務課

地域住民の安心・安全を確保するため，防災拠点として
の機能を十分に発揮できるよう，庁舎・設備を整備しま
す。
○北消防署改築事業　建設工事ほか
　　2011年度～2013年度
○南消防署鞆出張所改築事業　建設工事ほか
　　2012年度～2014年度
○消防救急デジタル無線設備整備　　設備工事ほか
　　2012年度～2015年度

消防力の充実
2011年度
～2015年
度

507.5

○北消防署改築事業
　建設工事，仮庁舎解体ほか
○南消防署鞆出張所改築事業
　建設工事
○消防救急デジタル無線設備整備
　設備工事（共通波整備）

【2012年度からの繰越決算額　724.8百万円】
【2014年度へ繰越　8.4百万円】

493.5

12133
救命救急センター運営事
業

市民病院経営
企画課

●

救急専任医師・看護師などの人的体制を確保し，熱傷
ベッド，高気圧酸素治療装置など高度な診断・治療用機
器を用い，重症患者に対する救急医療を24時間365日体制
で提供します。また，ヘリコプター離着陸場や山陽自動
車道救急車進入路を活用し，広域からの患者受入れにも
対応します。

迅速で的確な
救急医療の提
供

継続事業 1,011.1

○救命救急センター入院延べ患者数 5,455人
○搬入件数　2,916件
　救急車 2,829件，その他 87件
○上記のうちセンター入院患者数　967人

1,011.1

12133 消防・救急車両の整備 消防局総務課

複雑多様化する災害に対応するため，最新鋭の装備を備
えた消防・救急車両を整備更新します。
○2013年度　深安消防署　高規格救急車更新
○2014年度～2015年度　各年度計画的に整備
（国庫補助事業）

救急・救助体
制の充実

継続事業 33

○深安消防署　高規格救急車更新

31.3

12211 防犯意識啓発事業
生活安全推進
課

青色回転灯装備車両（公用車両16台）による街頭啓発活
動を実施するとともに，警察など関係機関・団体と連携
して，暴力追放市民会議，減らそう犯罪の日地域安全大
会，年末警戒パトロール，自転車盗難防止キャンペーン
などを通じて防犯意識を高めます。また，防犯に関する
情報を市のホームページ，市広報紙へ掲載します。

刑法犯罪の認
知件数の減少

継続事業 -

○青色回転灯装備車両（16台）による街頭啓発
活動
○暴力追放市民会議，年末警戒パトロール，自
転車利用者対策事業による啓発活動
○防犯出前講座の開催　33回
　参加人数 1,029人
○ホームページ，「広報ふくやま」による啓発

-

事業期間
2013
事業費

章節項施策 事業名 担当課 2013年度の実施状況
2013
決算額

事業概要 事業目標
チャ
レン
ジ
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12212 地域安全推進支援事業
生活安全推進
課

●

各学（地）区の協働のまちづくり事業で取り組まれてい
る「地域の安心・安全」の活動を支援し，住民・行政・
警察が一体となって地域コミュニティの再生を図り，安
心して安全に暮らせる地域づくりを推進します。
○研修会の開催，防犯資器材の配付
○地域青色防犯パトロール活動の支援
○生活安全モデル地域の指定（6地域）

刑法犯罪の認
知件数の減少

継続事業 3.7

○防犯リーダー研修会の開催（6月）
　参加人数 214人
○生活安全モデル地域を指定
　6学区（春日，水呑，加茂，光，常石，道上学
区）
○12学区で地域青色防犯パトロール活動を実施
○地域青色防犯パトロール活動を支援するた
め，12学区に青色回転灯，放送設備を貸与

3.1

12212
ＬＥＤ防犯灯整備事業
（再掲)

土木管理課

地域の安心・安全のために自治会などが設置・維持管理
している防犯灯を全灯ＬＥＤ灯に切替えることにより，
発電する際に発生する温室効果ガス（二酸化炭素）を抑
制するとともに，維持管理に係る経費の削減を図りま
す。
（国庫補助事業）

歩行者などの
夜間通行の安
心や安全の確
保と環境重視
のまちづくり

2011年度
～2013年
度

44

○ＬＥＤ防犯灯に10,364灯を切り替え（3か年計
31,961灯）
○温室効果ガス（二酸化炭素）を1年間で675ト
ン削減（3か年計 1,152トン）

【2012年度からの繰越決算額　108.4百万円】

32.7

12213 こども110番事業 青少年課

地域の「こども110番の家」や民間事業者の「こども110
番」を周知するとともに，小学校の児童を対象に，不審
者発生やつきまといなどの事案を想定した駆け込み訓練
を行います。

こどもの危険
回避能力の向
上

2012年度
～

-

各学区青少年育成員協議会と連携し，「こども
110番の家」の充実と見直しに全市的に取り組ん
だ。また，「こども110番」を周知するととも
に，こども110番防犯訓練を実施した。
○ばら祭でこどもの安心・安全ブースを展示
　（5月）
○こども110番事業ネットワーク会議の開催
　（3月）
○こども110番の家
   5,827軒（一般 3,389軒，店舗 2,438軒）
○こども110番防犯訓練の実施
　4小学校（大津野小，多治米小，東小，旭小）

-

12221 交通安全意識の啓発事業
生活安全推進
課

警察や交通安全協会などと連携して，交通安全意識の向
上や交通マナーの徹底を図ります。
○交通安全教室の開催
○交通安全教育推進モデル地区の支援
○自転車利用者街頭指導啓発活動
（国庫補助事業）

交通事故発生
件数の減少

継続事業 5.7

○交通安全教室の開催
　場所　交通公園，保育所，幼稚園，小学校ほ
か　411回　参加人数 53,390人
○交通安全教育推進モデル地区の指定
　3学区（新涯，泉，網引学区）
○自転車利用者対策事業　市内5か所×4回

6.9

12222 自転車走行空間整備事業 道路整備課

「福山都市圏自転車走行空間整備計画」に基づき，自転
車がより安全に安心して通行できるよう自転車走行空間
を整備します。
（国庫補助事業） 道路の安全性

の向上

2010年度
～2020年
度

58

○自転車走行空間整備　3路線　延長　369.5ｍ
　福山駅南手城幹線，福山駅旭町線，御幸地吹
幹線

【2012年度からの繰越決算額　37.4百万円】
【2014年度へ繰越　16.9百万円】

9.3

章節項施策 事業名 2013年度の実施状況
2013
決算額

事業概要 事業目標 事業期間
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事業費

担当課
チャ
レン
ジ
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12222 歩道整備事業 道路整備課

歩道の段差の解消，こう配の改善，視覚障がい者誘導用
ブロックの設置などにより歩道のバリアフリー化を行う
とともに，車道・歩道の幅（幅員）構成の見直し，水路
の蓋掛けや防護柵の設置などにより安全な歩道空間の確
保に努めます。
（国庫補助事業）

道路の安全性
の向上

2007年度
～2018年
度

82

○歩道整備　8路線　延長　964.9ｍ
　山手東手城幹線【南蔵王工区】，東福山駅伊
勢丘幹線，東福山駅前幹線，草戸松浜幹線，入
船三吉2号線・御船入船1号線，三吉入船幹線，
山手東手城幹線【山手工区】，手城伊勢丘幹線

【2012年度からの繰越決算額　185.6百万円】
【2014年度へ繰越　72.5百万円】

19.6

12222
道路改良事業（幕山台大
門幹線）

道路整備課

道路幅員が狭小であることから交通渋滞などを起こして
いる幕山台大門幹線における道路拡幅と交差点改良を行
うことにより，交通渋滞の緩和や安全性の向上，地域間
の連絡強化を図ります。
○概算総事業費　1,880百万円
（国庫補助事業）

安全な道路交
通環境の整備

2005年度
～2016年
度

100

○測量・用地調査委託
○用地取得　97.5㎡
○物件補償　6件

【2012年度からの繰越決算額　52.7百万円】 25.3

12231 消費者の自立支援
消費生活セン
ター

様々な消費者問題についての知識を持ち，悪質商法など
に巻き込まれる前に気付く，自立した消費者を育成する
ことを目的に啓発活動を行います。
○出前講座の実施
○悪質商法などに係るパンフレットの配布
○ホームページ，広報活動による市民への周知
（県補助事業）

消費者意識の
啓発推進

継続事業 -

○消費生活講座の開催
　開催回数　57回
　参加人数  2,976人
　場所　公民館，集会所，高校・大学ほか

-

12232 定期検査・立入検査事業
消費生活セン
ター

食料品の内容量などの計量は，消費者の生活に直接関わ
るものであり，適正な計量の実施を図るため，特定計量
器の2年に1度の定期検査や立入検査を実施します。

定期検査・立
入検査の強化

継続事業 2.3

○商品量目検査立入店舗　16店舗
○給油所立入　8店舗
○定期検査受検　1,211戸

2

　第３節　自然と調和したうるおいとゆとりのある環境と景観の形成 （単位：百万円）

13111 憩いの森維持管理事業 農林水産課

市民が森林浴，ハイキング，ウォーキングなど目的に応
じて快適に利用できるよう，地元自治会や地元団体，ボ
ランティア団体に維持管理を委託します。
○事業内容　草刈，清掃管理
○実施場所　蔵王憩いの森ほか11施設

憩いの森など
緑地の保全と
有効活用

継続事業 7.5

憩いの森（森林）公園（12施設）の維持管理を
地元団体などに委託することで緑化意識の向上
につながった。

7
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13112 緑の創出事業 公園緑地課

「福山市みどりのまちづくり条例」に基づき，市民とと
もに植樹や花壇の整備，身近な公園や公共用地などの緑
化に努め，緑と親しみ安らげる場を創出します。
○事業内容　植樹，花壇の整備や緑化推進事業

緑化の推進 継続事業 2.7

○公園の緑化整備
　保護樹木 38本,保護樹林 4か所，緑保全地区
等 18件,高木・低木 776本,ばら 400本

1.9

13113
春日池公園ばら花壇整備
事業（再掲）

公園緑地課

100万本のばらのまちの実現に向け，本市の中核的な公園
である春日池公園のばら花壇を再整備し，市内外にばら
のまち福山をアピールします。

計画的な景観
形成の推進と
支援

2013年度
～2015年
度

10

○再整備に向け，測量設計業務を委託

4.9

13121 良好な景観形成の誘導 都市計画課

景観に大きな影響を与える可能性のある大規模行為につ
いて，事前に届出を受け，調整をすることで，良好な景
観形成が図られるよう誘導を行います。

良好な景観形
成の誘導

2012年度
～

-

大規模行為に対し，関係法令や福山市景観計画
に基づき，適切な指導に努めた。

-

13122
春日池公園ばら花壇整備
事業

公園緑地課

100万本のばらのまちの実現に向け，本市の中核的な公園
である春日池公園のばら花壇を再整備し，市内外にばら
のまち福山をアピールします。

計画的な景観
形成の推進と
支援

2013年度
～2015年
度

10

○再整備に向け，測量設計業務を委託

4.9

13123 景観意識啓発事業 都市計画課

景観まちづくりに関するワークショップの開催や「景観
まちづくり学習」を実施し，その取組事例を紹介するこ
とにより，市民の景観に対する意識の啓発と醸成に取り
組みます。 良好な景観づ

くりに対する
意識の醸成

2012年度
～

－

○景観まちづくり学習の実施
　小学校　2校（鞆，水呑）
○景観計画の基本的な考え方や景観作りに向け
た取組などを示した「福山市景観計画（概要
版）」を増刷 -

2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標 事業期間
2013
事業費

章節項施策 事業名 担当課
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　第４節　快適な暮らしを支える生活基盤の整備 （単位：百万円）

14111 深津市営住宅整備事業 住宅課

深津市営住宅整備計画に基づき，耐用年数を経過した老
朽住宅などの建替えや外壁改修などの延命化事業を行
い，安心して安全に暮らせる快適な住環境の整備に取り
組みます。併せて，福祉部門と連携したシルバーハウジ
ング（高齢者世話付住宅）の整備に取り組みます。
○事業内容　老朽住宅などの建替事業，中層耐火住宅の
外壁改修等延命化事業
○2013年度～2014年度　2号棟建設工事など
　2015年度　3号棟建設工事など
（国庫補助事業）

安心・安全の
住まいづくり

継続事業 678.6

○深津市営住宅2号棟建設工事（98戸）

675.7

14112 民間の宅地開発の指導 開発指導課

良好な宅地環境と機能的なまちづくりのために，関係法
令に基づき民間の宅地開発などの適切な指導に努めま
す。

良好な宅地環
境と機能的な
まちづくり

継続事業 -

民間の宅地開発などに対し，関係法令に基づき,
適切な指導に努めた。

-

14121
伏見町地区市街地再開発
事業（再掲）

都市整備課 ●

本市の玄関口に位置する当地区に店舗，事務所，住宅な
どの複合的な都市機能を集積させることにより，備後都
市圏の玄関口としてふさわしい魅力とにぎわいのある都
市拠点を形成します。
（国・県補助事業）

魅力とにぎわ
いのある都市
拠点の形成

2010年度
～

12.3

準備組合へコンサルタントを派遣し，基本計画
の策定を支援した。

6

14211
生活バス交通利用促進対
策事業

都市交通課 ●

「福山市生活バス交通利用促進計画」に基づき，市民・
事業者との協働により，生活バス交通の利用促進を図
り，効率的・効果的なバス路線網を構築して，市民生活
を支える移動手段の維持・確保に努めます。

生活バス交通
の利用促進，
乗継利便性の
向上

継続事業 6.6

○利用促進費補助
　バス事業者が実施する利用促進事業を支援
（バスマップ・時刻表作成など）
○バス接近表示システム運営費補助
　・バス停表示機（20か所）
　・車両搭載機器（178台）

4.8

14212
走島定期船運航費補助事
業

都市交通課

走島住民の本土との唯一の公共交通手段である走島～鞆
航路の運航費に対して補助を行うことにより，運航確保
や利用促進を図り，地域住民の福祉の向上と生活の利便
性を維持・確保します。
（県補助事業）

走島定期航路
の維持・確保

継続事業 32.5

○当該航路の運航費の一部を補助

32.5

章節項施策 事業名 担当課 事業期間
2013
事業費

2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標

10



14221 橋りょう長寿命化事業 道路整備課

長寿命化修繕計画に基づく予防的な修繕や計画的な架け
替えを行うことにより，橋りょうの長寿命化や費用の縮
減を図りながら，道路網の安全性・信頼性を確保しま
す。
（国庫補助事業）

橋りょうの計
画的な維持修
繕

2009年度
～2021年
度

39

○橋りょう補修設計委託　8橋
○橋りょう補修工事　9橋

【2012年度からの繰越決算額　63.2百万円】
【2014年度へ繰越　81.7百万円】 11.7

14222
自転車走行空間整備事業
（再掲）

道路整備課

「福山都市圏自転車走行空間整備計画」に基づき，自転
車がより安全に安心して通行できるよう自転車走行空間
を整備します。
（国庫補助事業） 道路の安全性

の向上

2010年度
～2020年
度

58

○自転車走行空間整備　3路線　延長369.5ｍ
　福山駅南手城幹線，福山駅旭町線，御幸地吹
幹線

【2012年度からの繰越決算額　37.4百万円】
【2014年度へ繰越　16.9百万円】

9.3

14222 歩道整備事業（再掲） 道路整備課

歩道の段差の解消，こう配の改善，視覚障がい者誘導用
ブロックの設置などにより歩道のバリアフリー化を行う
とともに，車道・歩道の幅（幅員）構成の見直し，水路
の蓋掛けや防護柵の設置などにより安全な歩道空間の確
保に努めます。
（国庫補助事業）

道路の安全性
の向上

2007年度
～2018年
度

82

○歩道整備　8路線　延長964.9ｍ
　山手東手城幹線【南蔵王工区】，東福山駅伊
勢丘幹線，東福山駅前幹線，草戸松浜幹線，入
船三吉2号線・御船入船1号線，三吉入船幹線，
山手東手城幹線【山手工区】，手城伊勢丘幹線

【2012年度からの繰越決算額　185.6百万円】
【2014年度へ繰越　72.5百万円】

19.6

14222
都市計画道路事業３・
４・６０９号駅前府中線

道路整備課

松永地区の南北地域の連携強化を図る路線である都市計
画道路松永港本郷線と一体的に整備することで，交通量
を分散させるとともに，駅前という利便性を活かした土
地利用や良好な都市環境の形成を図ります。
（国庫補助事業）

事業地周辺の
安全性の向上

2002年度
～2021年
度

30

○用地測量・物件調査委託
○用地取得　63.0㎡
○物件補償　3件

【2014年度へ繰越　30.7百万円】 54.9

14311
水道水質の安全性・信頼
性確保事業

上下水道局水
質管理セン
ター

水道水質検査優良試験所規範（水道GLP）による信頼性の
高い水質検査や検査機器の整備などを進め，より安心し
て水道を利用できるよう努めます。また，良質な水道水
を供給するため，浄水場設備の適切な維持管理を行いま
す。
○事業内容　浄水場施設の維持管理，水質検査機器の整
備

水道水質の安
全性・信頼性
の確保

継続事業 15.8

○配水池清掃
　20か所（白茅,高岩,旧早戸,あしな台,新市工
業団地,鈴谷,鞆鬼王,加茂第2,山野第2ほか11か
所）
○水道ＧＬＰ認定維持
○水質検査機器整備（薬品管理システム,分光光
度計,高圧滅菌器,コンセントレータ－ほか）

18.9

2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標 事業期間
2013
事業費

章節項施策 事業名 担当課
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14311
効率的・計画的な施設整
備事業

上下水道局施
設整備課

出原浄水場全体を更新し，浄水処理方式を緩速ろ過から
急速ろ過方式（除マンガン接触ろ過方式）に変更すると
ともに，施設の耐震化と洪水対策を行い，安心・安全な
給水を図ります。
○事業内容　急速ろ過池機械設備設置工事，導水管布設
及び布設替工事，送水管布設工事，送水ポンプ設置工事
など

安心・安全な
給水の確保

継続事業 1189.1

○急速ろ過池機械設備設置工事
○導水管布設及び布設替工事
○送水管布設工事ほか

【2012年度からの繰越決算額　503.5百万円】
【2014年度へ繰越　69.9百万円】

1072.3

14312
水道管路の耐震化（配水
管整備事業）

上下水道局配
水管整備課

老朽管の計画的・効率的な更新に合わせて耐震管を布設
し，安心・安全な給水の確保と災害時に強い水道管路の
構築を図ります。2012年度からは第七次配水管整備事業
計画（5か年）による事業を推進し，近年の大規模地震な
どの多発から，市民生活に重大な影響を及ぼす基幹管路
や災害時重要施設までの重要管路の重点的な耐震化を図
ります。

水道管路の耐
震化

継続事業 1,996

○耐震管の整備　延長 約44.3km

【2012年度からの繰越決算額　482.6百万円】
【2014年度へ繰越　227.4百万円】

1620.2

14312 水道施設の耐震化事業
上下水道局施
設整備課

浄水場・主要配水池など水道施設の耐震化・耐震補強を
行い，災害に強い施設整備を進めていきます。
○事業内容　取水施設耐震補強工事（中津原浄水場），
水質管理センター改築工事（中津原浄水場） 水道施設の耐

震化
継続事業 365

○取水施設耐震補強工事（中津原浄水場）
○水質管理センター改築工事（中津原浄水場）

40.9

14313 定期的な情報の発信
上下水道局企
画総務課

水道料金や水質，財政状況など，情報の積極的な発信と
分かりやすい情報提供を行います。
また，おいしい水の飲み方や水道の災害対策など，市民
により身近な水道情報の発信に努めます。
○事業内容　広報ふくやま，上下水道局ホームページの
活用

定期的な情報
の発信

継続事業 -

○広報ふくやまへの掲載
　上下水道事業の業務公表，イベント情報など
○上下水道局ホームページでの情報提供の充実
　（アクセス件数 433,290件/年）

-

14321
公共下水道（汚水）整備
事業

上下水道局下
水道建設課

●

快適で衛生的な生活環境の確保や公共用水域の水質保全
を図るために欠くことのできない都市の基幹施設である
公共下水道（汚水）の整備を計画的かつ効果的に行いま
す。
○事業内容　整備面積　　2013年度　82ha
（国庫補助事業）

公共下水道
（汚水）の整
備

継続事業 2,552.3

○整備面積　50.8ha　処理人口　2,410人
○2013年度人口普及率
　68.6％（2012年度 68.1％）
　※人口普及率＝処理区域内人口／行政区域内
人口

【2012年度からの繰越決算額　991.4百万円】
【2014年度へ繰越　1,030.9百万円】

1,449.5

章節項施策 事業名 担当課 事業期間
2013
事業費

2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標
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14322 雨水施設整備事業
上下水道局下
水道施設課

●

市街地において，大雨による浸水被害から市民の生命・
財産を守り，安心・安全な生活環境を確保するため，雨
水ポンプ場の新設・増強や雨水幹線などの施設整備を行
います。
○事業内容　大津野ポンプ場の増設，新涯1号雨水幹線・
機織1号雨水幹線などの整備
（国庫補助事業）

雨水対策の強
化

継続事業 1168.4

○雨水幹線等整備
　新涯1号雨水幹線築造工事ほか
　整備面積 6.2ha　雨水対策整備率 52.2％
　※雨水対策整備率＝整備済面積／計画面積
○雨水ポンプ場整備
　大津野ポンプ場上屋新築工事ほか

【2012年度からの繰越決算額　71.2百万円】
【2014年度へ繰越　213.0百万円】

736.9

14322 合流式下水道改善事業
上下水道局下
水道施設課

●

市中心部の合流式下水道区域において，降雨の影響によ
る下水管への流入量の増加により，雨水とともに，一部
未処理の汚水が福山港へ放出されることがあります。特
に降雨初期の汚濁濃度の高い雨水が放出されることを防
ぐため，合流式下水道の改善事業を行い，公共用水域の
水質保全を図ります。
○事業内容　雨水滞水池築造（水質汚濁対策）
（国庫補助事業）

合流式下水道
の改善

～2013年
度

1131.7

○中央雨水滞水池築造工事

1114.3

14323
下水道施設の長寿命化対
策と耐震化事業

上下水道局下
水道施設課

長寿命化対策については，重要路線下，幹線管渠などに
おいて事故が起きた場合の社会的影響度の大きい管路に
ついて，経過年数などを考慮した緊急点検を実施し，管
渠の更生を行います。また，耐震対策については，緊急
性や社会的影響度の観点から，広域避難場所と流域幹線
までの管路施設の耐震化を図ります。
○事業内容　長寿命化対策（木之庄・松浜幹線ほか），
耐震化（松浜・新涯2号幹線ほか）
（国庫補助事業）

老朽施設の長
寿命化対策や
災害に強い施
設整備

継続事業 504

○長寿命化対策　延長0.4km
○耐震化　延長2.7km

【2012年度からの繰越決算額　267.0百万円】
【2014年度へ繰越　156.4百万円】 438.7

14324 下水道事業の健全運営
上下水道局企
画総務課

水需要が減少傾向にある中，受益者負担の原則により適
正な負担を求め自主財源を確保するとともに，経費の削
減はもとより，より一層計画的・効率的な事業運営に努
め，将来にわたり持続可能な財政基盤を確立します。

経営の健全化 継続事業 -

2012年度に策定した「福山市公共下水道事業経
営計画」に基づき，事業の進捗管理や見直しを
行った。

-

14331 河川改修事業 港湾河川課

河川流域住民の生活環境の向上のため，護岸の未改修や
老朽化した河川について，計画的に改修を行います。
○事業量　25河川（2013年度～2015年度）
（国庫補助事業） 河川改修の推

進
継続事業 93.7

○河川改修工事　23河川

【2012年度からの繰越決算額　43.7百万円】
【2014年度へ繰越　34.3百万円】

54.6

2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標 事業期間
2013
事業費

章節項施策 事業名 担当課
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14332 水路改修事業 港湾河川課

水路周辺住民の生活環境の向上のため，未改修や老朽化
した水路について，計画的に改修を行います。
○事業量　25水路（2013年度～2015年度）

水路改修の推
進

継続事業 42.8

○水路改修工事　20水路

【2012年度からの繰越決算額　66.2百万円】
【2014年度へ繰越　42.6百万円】

33.4

　第５節　地球にやさしい環境づくりと循環型社会の形成 （単位：百万円）

15111
太陽エネルギー導入促進
事業

環境総務課 ●

福山市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の一環と
して，石油代替エネルギーを積極的に導入することによ
り，地球環境保全に寄与するとともに，市民や事業者の
環境保全意識を高めるため，住宅用太陽光発電システム
の設置者に対し補助金を交付し，その普及促進を図りま
す。併せてシステムの設置費用についての無利子融資制
度を設け，融資機関に対して利子補給補助を行います。
また，太陽熱利用システム設置者に対しても補助金を交
付し，太陽エネルギーの幅広い活用を促進します。

新エネルギー
の導入及び省
エネルギーの
推進

継続事業 63.6

○太陽光発電システム補助
　通常分 1,108件
○大規模太陽光発電システム補助　 30件
○太陽熱利用システム補助　66件
○無利子融資あっせん　 9件

62.4

15111 ＬＥＤ防犯灯整備事業 土木管理課

地域の安心・安全のために自治会などが設置・維持管理
している防犯灯を全灯ＬＥＤ灯に切替えることにより，
発電する際に発生する温室効果ガス（二酸化炭素）を抑
制するとともに，維持管理に係る経費の削減を図りま
す。
（国庫補助事業）

歩行者などの
夜間通行の安
心や安全の確
保と環境重視
のまちづくり

2011年度
～2013年
度

44

○ＬＥＤ防犯灯に10,364灯を切り替え（3か年計
31,961灯）
○温室効果ガス（二酸化炭素）を1年間で675ト
ン削減（3か年計　1,152トン）

【2012年度からの繰越決算額　108.4百万円】
32.7

15112
大気･水質等の環境監視
事業

環境保全課

市民の健康を保護し，生活環境を保全するため，大気や
水質などを常時監視するとともに，工場，事業場への立
入を実施し，指導を行います。
○環境測定　大気（測定局9地点），水質（海域，河川）
○立入指導，排水などの規制基準の指導
○測定局の維持管理

環境基準の達
成

継続事業 74.3

○大気環境・水質調査業務
　大気 35地点，水質 河川・海域など48地点
○立入指導の実施　大気 83回，水質 73回
○大気測定機整備
　微小粒子状物質自動測定記録計ほか3台 62.1

章節項施策 事業名 担当課 事業期間
2013
事業費

2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標
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15113 環境学習機能整備事業 環境啓発課 ●

リサイクルプラザにおいて，館内展示を充実・発展させ
ます。また，環境出前講座やリサイクル体験学習などを
実施し，ＰＴＡ・地域の団体などと連携した地球環境保
全への取組を推進します。 環境学習・環

境教育の推進
継続事業 7.2

○リサイクルプラザ来館者数 10,688人
○リサイクル体験講座の開催　231回
　参加人数 4,199人
○施設見学　74回　参加人数 3,282人
○その他イベント貸館など 6,121人 6.7

15121 資源再利用促進費補助 廃棄物対策課

家庭から出るごみの資源化を推進するため，自治会など
の営利を目的としない団体が回収した古紙類，金属類
（アルミ・スチール缶に限る），繊維類，ビン類に対
し，1kg当たり8円を補助します。 家庭ごみの資

源化の増
継続事業 89

○資源回収推進団体
　自治会，女性会，子ども会など692団体
○資源回収量
　9,859トン（古紙類 9,446トン，金属類 328ト
ンほか） 78.9

15122
汚泥再生処理施設整備事
業

環境総務課

し尿などの効率的な収集体制の構築に向け，新市し尿処
理場，深品し尿処理場，新浜処理場を汚泥再生処理施設
の中継施設として整備します。
○2013年度　中継施設建設工事 し尿，浄化槽

汚泥の適正処
理

2008年度
～2015年
度

480.1

○中継施設建設工事

【2012年度からの繰越決算額　 108.0百万円】
【2014年度へ繰越　 28.3百万円】

232.8

15123
環境学習機能整備事業
（再掲）

環境啓発課 ●

リサイクルプラザにおいて，館内展示を充実・発展させ
ます。また，環境出前講座やリサイクル体験学習などを
実施し，ＰＴＡ・地域の団体などと連携した地球環境保
全への取組を推進します。 環境学習・環

境教育の推進
継続事業 7.2

○リサイクルプラザ来館者数 10,688人
○リサイクル体験講座の開催　231回
　参加人数 4,199人
○施設見学　74回　参加人数 3,282人
○その他イベント貸館など 6,121人 6.7

2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標 事業期間
2013
事業費

章節項施策 事業名 担当課
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第２章　子どもが健やかに育ち，だれもが健康でいきいきと暮らせるまち（保健・福祉・医療）

　第１節　子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりの推進 （単位：百万円）

21111 妊婦健康診査 健康推進課

医療機関などにおいて，問診，診察，血液検査，超音波
検査などを行い，健やかな妊娠･出産を支援します。
○妊婦一般健康診査14回
　血液等検査１回
　子宮頸がん検診1回
　クラミジア検査1回
　（新規）妊婦歯科健康診査1回

母子の健康の
保持増進

継続事業 384.3

妊婦の疾病を早期に発見し，効果的な支援を行
うために，医療機関などにおいて妊婦の健康診
査を行った。
○妊婦健康診査受診者数　延べ 66,947件
　妊婦一般健康診査 延べ53,094件，血液等検査
延べ4,428件，子宮頸がん検診 4,440件，クラミ
ジア検査 4,293件，妊婦歯科健康診査 692件

358.3

21112 赤ちゃん訪問事業 健康推進課 ●

育児不安の軽減，児童虐待の未然防止のため，生後4か月
までの乳児のいる家庭をキラキラサポーター（福山市子
育て支援ボランティア）や保健師などが訪問し，子育て
に関する情報提供などを行います。また，訪問の結果，
継続的な支援が必要と判断した場合，関係機関と連携
し，適切な養育ができるよう支援を行います。
（国庫補助事業）

育児不安の軽
減，児童虐待
の未然防止

継続事業 14.4

生後4か月までの乳児のいる家庭をキラキラサ
ポーターなどが訪問し，ハイリスク妊産婦やハ
イリスク児などは保健師が訪問した。さらに，
産婦人科医，小児科医，市保健師が連携し，訪
問指導を行った。
○こんにちは赤ちゃん訪問事業　4,156件
　（キラキラサポーター 862件，保健師 2,017
件，育児家庭訪問員 1,277件）
○育児支援家庭訪問事業　実98件　延べ312件

12.2

21112
こども発達支援センター
事業

こども発達支
援センター

●

発達障がい又はその疑いのある児童のための支援拠点と
して「こども発達支援センター」を広島県東部及び岡山
県西部の6市2町で共同運営し，専門的診断に基づいた適
切な支援を行います。 就学前の発達

障がい児等に
関する相談･医
療支援体制の
充実

2012年度
～

105.4

○相談や診察，訓練などの医療的支援を実施し
た。
  センター利用延べ件数　2,941件
○関係機関との連携を実施した。
・保育所，幼稚園，保健師，療育機関，教育委
員会，医療機関などへの支援連携票の送付
・センター利用後の児童が通う保育所や学校へ
の訪問など

85.9

21121 病児･病後児保育事業 児童部庶務課 ●

児童が病気や病気の回復期で集団保育などが困難な期
間，一時的に専用施設で保育し，子育てと就労の両立を
支援します。
（国庫補助事業） 子育てと就労

の両立支援
継続事業 26.2

3施設で事業を実施した。
○延べ利用者数
　橘高クリニック　382人
　いぶき小児科　559人
　福山市民病院　287人 26.2

章節項施策 事業名 担当課 事業期間
2013
事業費

2013年度の実施状況
2013
決算額

事業概要 事業目標
チャ
レン
ジ

16



21121 保育所整備事業 児童部庶務課 ●

将来にわたり良質な保育サービスを安定的に提供するた
め，保育所を計画的に整備します。
○保育所の改修，統合，分園化，法人移管など
（私立保育所施設整備は県補助事業）

良質な保育
サービスの安
定的な提供

2006年度
～2015年
度

568.8

○公立保育所改築ほか整備
　近田保育所（主体工事ほか）
　長和保育所（設計）
○公立保育所の法人移管
　港町保育所（施設整備補助）
　竹尋誠和保育園（施設整備補助）
○私立保育所の整備費補助
　若葉園保育所（主体工事）

【2014年度への繰越　291.6百万円（うち2013年
度当初予算からの繰越8.6百万円）】

546

21121
放課後児童クラブ施設整
備事業

社会教育・ス
ポーツ振興課

●

保護者が就労などにより昼間家庭にいない児童を対象
に，学校の放課後，スポーツ・レクリエーション･自主学
習活動などを通して，児童の生活指導や仲間づくりを行
い，児童の健全育成を図るため，施設の整備に取り組み
ます。
○2014年度　プレハブ教室改修など
（国庫補助事業）

放課後児童ク
ラブ施設の整
備

継続事業 －

利用児童の生活環境改善のため，カーペット改
修や空調設備修繕などを実施した。

-

21122 地域子育て支援拠点事業 児童部庶務課 ●

保育所を地域の子育て支援の拠点として位置付け，家庭
での子育てを地域全体で支えるため，在宅で子育てをし
ている親などを対象に事業を実施します。
○事業内容
・子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
・子育てなどに関する相談，援助の実施
・地域の子育て関連情報の提供
・子育てや子育て支援に関する講習などの実施
（県補助事業）

地域の子育て
支援機能の充
実

継続事業 152

○公立保育所
　旧センター型 7所（利用者数 75,869人，相談
件数 10,651件）
　旧ひろば型 3所（利用者数 6,550人，相談件
数3,275件）
○私立保育所（旧ひろば型3所の増　港町保育
所，竹尋保育所，ののはま保育園）
　旧センター型 4所（利用者数 29,492人，相談
件数 4,372件）
　旧ひろば型 16所（利用者数 49,962人，件数
3,658 件）

182

21123
児童虐待防止等ネット
ワーク活動

子育て支援課 ●

児童虐待に関する相談窓口としての支援体制を強化する
とともに，児童虐待防止等ネットワーク関係機関・団体
との連携の充実を図ります。また，オレンジリボンキャ
ンペーンを中心とした市民啓発の推進により，児童虐待
の未然防止，早期発見，早期対応に努めます。
（国・県補助事業） 児童虐待の未

然防止
2008年度
～

8.5

○代表者会議（7月）,ケース会議（年間55回）
を開催
○啓発用リーフレットの作成配布（10～11月）
○啓発パネル展示（11月），懸垂幕の懸架（11
月）
○オレンジリボンキャンペーン（11月）
　オレンジリボン着用推進・街頭啓発
○児童虐待防止啓発講演会（11月）
　参加人数 300人

7.5

章節項施策 事業名 担当課 事業期間
2013
事業費

2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標
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21123
ひとり親家庭等就業・自
立支援センター事業

子育て支援課 ●

ひとり親家庭の親に対し，一貫した就業支援サービスを
提供するとともに，養育費などに関する法律相談の実施
や，母子自立支援プログラムの策定により，ひとり親家
庭の生活の安定と自立を促進します。
○就業支援活動事業
○特別相談事業
○就業支援講習会等事業
（国庫補助事業）

ひとり親家庭
の生活の安定
と自立の促進

継続事業 4

○就業支援活動事業　就業相談件数 109件
○特別相談事業
　無料法律相談1回開催　相談者数 3人
○就業支援講習会等事業
　就業支援セミナー（4回），パソコン講習会
（12回）の開催　参加人数 142人
○就業・自立支援臨時相談窓口設置
　相談者数 125人（8月　児童扶養手当現況届会
場）

4

　第２節　高齢者の豊かで実りある生活を支えるまちづくりの推進 （単位：百万円）

22111 高齢者巡回相談事業 高齢者支援課

民生委員が75歳以上の高齢者などを訪問し，安否確認や
生活相談を行います。また，地域包括支援センターなど
と連携し，高齢者の在宅生活を支援する体制を強化しま
す。 安否確認及び

生活意欲の向
上など

継続事業 8.5

○巡回人数　10,204人（月平均）

7.9

22112
生涯学習の推進（老人大
学）

高齢者支援課 ●

高齢者が健やかで,生きがいを持って暮らすための生涯学
習の場を提供するとともに,地域におけるリーダーを育成
します。
○主な講座：教養，パソコン，太極拳，古典文学，フラ
ダンス　など
○クラブ活動：卓球，囲碁将棋，音楽・ダンス，ペタン
ク，ゲートボール　など

高齢者の生き
がい対策，地
域における
リーダーの育
成

継続事業 20.6

○入学者数　2,689人（定員に対して82.4％）
○科目数　28科目
○ボランティア活動入門塾in老大（地域活動指
導者育成講座）6期目を実施

19.8

22113
地域包括支援センター事
業

高齢者支援課 ●

地域の高齢者の総合相談窓口として設置している地域包
括支援センターにおいて，介護予防事業，予防給付のケ
アマネジメント事業や高齢者虐待防止・権利擁護事業を
実施します。
○地域包括支援センター　市内15か所に設置
（国・県補助事業）

地域での高齢
者の総合相談
窓口の充実

継続事業 361

○相談延べ人数　94,662人
○介護予防ケアプラン作成　77,341件
○地域包括支援センターの運営方針策定

361

2013年度の実施状況
2013
決算額

事業概要 事業目標 事業期間
2013
事業費

章節項施策 事業名 担当課
チャ
レン
ジ
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22121
通所・訪問型介護予防事
業

高齢者支援課 ●

要支援・要介護状態になるおそれの高い高齢者（二次予
防事業対象者）を対象に，通所・訪問による介護予防事
業を実施します。
○通所型介護予防事業（運動器の機能向上，栄養改善，
口腔機能の向上，介護予防デイサービス　など）
○訪問型介護予防事業（訪問指導，栄養改善）
（国・県補助事業）

高齢者が要支
援・要介護状
態になること
の防止

継続事業 180

○総合型介護予防事業
　実施事業所数 19所　回数 427回
　参加延べ人数 4,069人
○運動器の機能向上事業
　実施事業所数 19所　回数 648回
　参加延べ人数 5,728人
○口腔機能向上事業
　実施事業所数 1所　回数 36回
　参加延べ人数 315人
○栄養改善事業
　実施事業所数 5所　回数 54回
　参加延べ人数 264人
○栄養・口腔複合事業
　実施事業所数 4所　回数 36回
　参加延べ人数 255人
○介護予防デイサービス事業
　実施事業所数 70所　利用延べ人数 5,678人
○介護予防配食サービス事業
　実施事業所数 9所　実利用人数 10人
　利用延べ食数 1,100食

104

22122 おでかけ・買物支援事業 高齢者支援課

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることが
できるよう，地域住民との協働により，外出や買物の支
援を行います。
○おでかけ支援
　移動手段が無いなどの理由から，外出が困難
な高齢者の通院などの送迎
○買物支援
　買物が困難な一人暮らしなどの高齢者の日用品の受
注・配達
（国・県補助事業）

高齢者の外
出・買物支援
による生きが
いの創出・社
会参加の促
進，地域にお
ける支え合い
体制の構築

2009年度
～

21.9

○おでかけ支援
  8学区で事業を実施
　会員数　429人
　運転ボランティア数　92人
○買物支援
  2学区で事業を実施
　会員数　104人
　運転ボランティア数　33人

11.5

22123 権利擁護の推進 高齢者支援課

認知症高齢者などが，住み慣れた地域で自分らしく安心
して暮らせるように，成年後見制度の利用支援や権利擁
護支援センターにおける市民後見人の養成などに取り組
みます。
（国・県補助事業）

認知症高齢者
などの権利擁
護

継続事業 7.6

○市民後見推進事業
　市民後見人養成講座実施
　市民後見人等バンク登録　38人
　フォローアップ研修　3回
○成年後見制度利用支援事業
　申立費用の助成　2件
　報酬の助成　3件
　市長申立件数　26件

3

22131
介護保険サービスの基盤
整備

介護保険課

高齢者一人ひとりの生活環境や心身の状況に応じたサー
ビスを市内全域において確保するため，介護保険サービ
スの基盤整備に継続して取り組みます。特に，一人暮ら
しや重度の要介護者が在宅で生活することができるよ
う，新たなサービスである「定期巡回・随時対応型訪問
介護看護」や，「複合型サービス」の整備に取り組みま
す。
（国・県補助事業）

介護保険サー
ビスの量の充
実

2012年度
～

688.9

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
　事業所数　　4事業所
　給付件数　　897件
○複合型サービス
　事業所数　　4事業所
　給付件数　　898件

285.9

2013年度の実施状況
2013
決算額

章節項施策 事業名 担当課 事業期間
2013
事業費

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標
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22132
サービス事業者の指導監
督

介護保険課

介護保険サービスの質の確保・向上や保険給付の適正化
を図るため，事業者説明会の開催や事業者への実地指
導・監査を実施します。
（国・県補助事業）

介護保険サー
ビスの質の向
上と保険給付
の適正化

継続事業 2.6

○定期的指導　　125事業所・施設
○適正化・苦情に基づく指導　　4事業所
○監査　　19事業所
○ケアプラン点検　　35事業所

1.5

　第３節　障がいのある人の自立と安心を支えるまちづくりの推進 （単位：百万円）

23111 相談支援事業 障がい福祉課

障がいのある人が安心して地域で生活するため，必要な
時に気軽に相談ができる体制の整備や虐待の早期発見・
早期対応に取り組み，適切な支援を行います。
○基幹相談支援センター（障がい者総合相談室・子ども
発達相談室（クローバー），障がい者虐待防止セン
ター）
○障がい者相談員によるピアカウンセリング（国・県補
助事業）

地域生活への
移行の推進と
在宅生活の支
援

継続事業 105.7

○障がい者総合相談室や子ども発達相談室にお
いて相談などの支援を行った。
　相談件数　6,857件
　相談内容　制度 1,783件，生活 2,540件，疾
病 861件，就労 542件，学習 93件，発達 930
件，その他 1,299件
　※相談件数1件につき内容が重複する場合あり
○障がい者相談員によるピアカウンセリングを
行った。
　相談件数　身体障がい　1,245件
　　　　　　知的障がい　　171件
　　　　　　精神障がい　   40件

106.4

23112
障がい福祉サービス等事
業

障がい福祉課 ●

地域で安心して暮らすために必要な障がい福祉サービス
の提供を行います。
○介護給付（居宅介護，重度訪問介護，同行援護，行動
援護，生活介護，短期入所，共同生活介護，施設入所支
援など）
○訓練等給付（就労移行支援，就労継続支援，共同生活
援助など）
○障がい児通所支援（児童発達支援や放課後等デイサー
ビスなど）
（国・県補助事業）

障がい者が地
域で自立して
安心して生活
するための
サービスの充
実

継続事業 -

支給決定者数
○介護給付　4,523人
○訓練等給付　1,472人
○障がい児通所支援　1,351人

-

23113 障がい者就労訓練事業 障がい福祉課

知的障がい者，精神障がい者を市の臨時職員として雇用
し，一般企業への就労に向け，事務や作業の経験，仲間
づくりなど，就労のための訓練の場を提供します。

障がい者の一
般就労の推進

2011年度
～

4.4

○雇用人数　3人

1.9

チャ
レン
ジ
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23121
重度心身障がい者等医療
費助成事業

障がい福祉課

身体障がい者手帳1～3級，療育手帳Ⓐ・Ａ・Ⓑを所持し
ている人や精神疾患のある人で自立支援医療（精神通
院）の支給認定を受けている人に対して，医療費の自己
負担額の一部を助成します。
（県補助事業）

重度心身障が
い者などの保
健の向上

継続事業 -

○受給者数　14,073人
○公費負担件数　312,444件

-

23122 障がい児保育推進事業 児童部庶務課

保育を必要とする障がいのある児童を保育所で受け入
れ，障がいのない児童とともに同じ環境の下で保育する
ことにより，互いのより良い成長，発達を促します。

障がい児保育
の充実

継続事業 -

○受入児童数
　公立保育所 1,006人，私立保育所 862人
○私立保育所特別委託料　53.7百万円

-

23123
こども発達支援センター
事業(再掲）

こども発達支
援センター

●

発達障がい又はその疑いのある児童のための支援拠点と
して「こども発達支援センター」を広島県東部及び岡山
県西部の6市2町で共同運営し，専門的診断に基づいた適
切な支援を行います。 就学前の発達

障がい児等に
関する相談･医
療支援体制の
充実

2012年度
～

105.4

○相談や診察，訓練などの医療的支援を実施し
た。
  センター利用延べ件数　2,941件
○関係機関との連携を実施した。
・保育所，幼稚園，保健師，療育機関，教育委
員会，医療機関などへの支援連携票の送付
・センター利用後の児童が通う保育所や学校へ
の訪問など

85.9

　第４節　いきいきと暮らせる健康づくりの推進 （単位：百万円）

24111 がん検診の実施 成人健診課

がんの早期発見と早期治療のために検診を実施し，市民
の健康づくりを進めます。
○がん検診の種類　大腸がん，肺がん，胃がん，乳が
ん，子宮頸がん
○年1回（乳がん検診は2年に1回）
（国庫補助事業）

がんの早期発
見・早期治療

継続事業 387.6

○がん検診受診者数
　胃がん 11,682人，肺がん 17,851人，
　大腸がん 22,424人（2,724人）
　子宮頸がん 13,489人（2,959人），
　乳がん 7,158人（2,827人）
　※（　）は，がん検診推進事業の受診者数

385

24112 健康増進計画の推進 保健部総務課 ●

2013年度から5年間を期間とする「第2次福山市健康増進
計画」に基づき，市民・関係団体・行政が協働で市民の
健康増進に向けて取り組みます。
○（仮称）福山市健康増進・食育推進市民会議の開催
○啓発事業の実施（県補助事業）

市民が中心と
なる健康づく
りの啓発

2013年度
～2017年
度

3

○「ふくやま健康・食育市民会議（フクイク
21）」の開催（8月，9月，2月，4部会の開催と
合わせて計11回）
○健康ふくやま21フェスティバル2013の開催
　参加人数　約19,000人 など

2.9

チャ
レン
ジ
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24113 こころの健康相談 健康推進課

思春期や青年期のこころの問題，精神疾患やアルコール
依存，認知症など，こころの健康問題に対して，定例日
を設け精神科医師による健康相談を行います。
○相談日　毎月3回(予約制)
○相談場所　福山すこやかセンター

こころの健康
づくりの推進

継続事業 0.9

○実施回数　36回（相談日は毎月3回）
○相談者数　58人

0.8

24121 食育の推進 健康推進課

食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，健康で
豊かな市民生活の実現を図るため，「第2次福山市健康増
進計画」と「第2次福山市食育推進計画」の一体的な取組
を行い，食育を市民運動として推進します。
○（仮称）福山市健康増進・食育推進市民会議の開催
○食育の普及啓発活動

食育の普及啓
発

継続事業 0.5

○「ふくやま健康・食育市民会議（フクイク２
１）」の開催（8月，9月，2月）
○「毎月19日の食育の日」に，朝食キャンペー
ンや地産地消及び適正体重の啓発活動を実施
（57回）
○「食育講演会」の実施（2月）

0.1

24122
学校給食における地産地
消推進事業

学校保健課

学校給食に，市内産や県内産の農林水産物を計画的に取
り入れます。
○2013年度～2015年度
◇鯛めし・うずみなどの郷土料理，季節を感じる行事食
や，くわい・ねぶと・ボラコロなど，地域固有の食材を
使った給食の実施
◇関係機関と協議・調整を図りながら，生産者からの直
接購入など，流通システムの充実
◇ブロック別献立の充実

地産地消の推
進

継続事業 -

市場外流通の地場産物の数量の増及び規格外品
の使用や市場情報に即応した献立の実施によ
り，使用拡大に取り組んだ。また，地元生産者
の少量野菜にも対応できるブロック別献立の充
実を図った。
○地場産物の使用割合　23.4％（2012年度
23.3％）

-

24211 病院施設整備事業
市民病院経営
企画課

●

救急医療やがん医療を中心に高度で良質な医療を提供す
る病院として，病棟の増床や外来化学療法室，内視鏡
室，手術室などの病院施設整備に取り組み，地域におけ
る中核病院としての機能の充実を図ります。

市民病院機能
の充実

2008年度
～2013年
度

771

○外来診察室の整備や検査部門などの充実に向
けた既存棟の改修に取り組み，11月に竣工し
た。
○3月に東立体駐車場増築工事が完成したことに
より，敷地内に約1,000台の駐車スペースを確保
した。また，北立体駐車場昇降機の整備や駐輪
場の増設など，利便性の向上に努めた。

【2012年度からの繰越決算額 490.6百万円】

1,130.5

24211
がん診療連携拠点病院機
能強化事業

市民病院経営
企画課

●

市民病院内や地域の医療機関の医療従事者などに対して
研修を実施するとともに，がん患者やその家族などに対
する相談支援，がん医療に関する情報提供などを実施
し，地域におけるがん医療のレベルアップに努めます。
（県補助事業）

質の高いがん
医療提供体制
の確立

継続事業 14

○がん医療従事者研修事業として研修会を開催
10回　参加人数 618人
　（市民公開講座「肺がん」ほか）
○普及啓発・情報提供事業として疾患別パンフ
レット・緩和ケアの案内などを配布
○リーフレット・ポスターの配布，がん関連書
籍を購入

18.3
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24212 夜間成人診療所運営事業 保健部総務課

二次救急医療機関の負担軽減を図るとともに，市民に安
心・安全な初期救急医療を提供します。
○診療時間　毎日19：30～23：00
○診療科目　内科，外科 夜間の救急医

療体制の充実
2013年度
～

81.3

○初期救急医療機関としての役割を果たすこと
で，二次救急医療機関の負担軽減を図り，市民
に安心・安全な救急医療を提供した。
　2013年度受診者数　6,283人

66.4

24221 感染症予防対策事業 保健予防課

感染症の発生予防とまん延防止を図るため，ＨＩＶ相
談・抗体検査や結核予防事業などを実施します。
○ＨＩＶ相談・抗体検査　毎月第1･4水曜，第3木曜（第3
木曜は夜間迅速検査を実施）
○結核健康診断　保健所で月1回，その他委託医療機関で
随時実施
（国庫補助事業）

感染症の発生
予防とまん延
防止

継続事業 48.9

○ＨＩＶ相談・抗体検査　281件
○結核健康診断
　対象者 585人　受診者 577人
　（受診率 98.6％）
○管理検診
　対象者 263人　受診者 217人
　（受診率 82.5％）
○結核医療扶助費
　受給者数 162人　受給件数 768件

40.7

24222 食品衛生指導事業 生活衛生課

食品による健康被害を未然に防止するため，食品の製
造・加工・調理段階における監視指導や流通・販売段階
における食品の検査を行います。

食品による健
康被害の減少

継続事業 20.1

○食の安全・安心の確保を図るため，福山市食
品衛生監視指導計画に沿った事業を実施
○市内の食品営業施設への立入検査（通年）
　7,940件　監視率 83.8％
○流通食品や製造食品の収去検査（通年）
　1,051件　実施率 104.1％
○対策期間を設け，集中立入調査や市民への食
中毒予防啓発（夏期，冬期）
○食品による健康被害の発生時における被害拡
大防止及び再発防止措置（随時）

17.8

　第５節　だれもが安心して生活できる社会保障制度の適正な運営 （単位：百万円）

25111
福山市納税案内センター
による電話案内業務（再
掲）

納税課
国保年金課

効果的な市税などの収納対策を推進するため，「福山市
納税案内センター」を開設し，納税案内業務や個人情報
保護に精通したオペレーターにより，電話による納付の
呼びかけ業務を実施することで，自主納付を促すととも
に，市税などの安定した収入の確保と収納率の向上に取
り組みます。

納税勧奨業務
の充実と収納
率の向上

継続事業 11.5

○稼動日数 235日
○総架電数 33,179
○納税案内センターからの納付の呼びかけによ
り，2か月以内に納付された金額　188.7百万円

8.7
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25112 介護給付費通知 介護保険課

介護保険制度に対する理解と関心を深めることを目的と
して，利用した介護保険サービスの内訳を記載した「介
護給付費通知」を送付します。
（国・県補助事業） 介護保険の適

正利用
継続事業 9.4

○介護給付費通知　　115,789件

6.7

25113 保険料収納率の向上事業
後期高齢者医
療課

保険料の目標収納率を99.4%に設定し，収納率向上のた
め，引き続き督促状や催告書などの送付を行い，医療費
支払財源の確保に努めます。

保険料収納率
の向上

継続事業 -

○2013年度決算収納率
　現年分 99.39％　滞納繰越分 42.57％
　計 98.74％

-

25121
生活保護受給者就労支援
事業

生活福祉課 ●

失業などによる生活保護受給者の増加に対し，きめ細や
かな支援を行うため，就労相談専門員を配置するととも
に，ハローワークと連携して職業紹介や就職活動の支援
を行うなど，就労自立に向けた取組を強化します。
（県補助事業）

生活保護世帯
の自立助長

継続事業 7

○福山市就労支援事業
　対象者50人（うち9人が就労）
○生活保護受給者等就労自立促進事業
　対象者 327人（うち187人が就労）

6.8

チャ
レン
ジ

2013年度の実施状況
2013
決算額

事業概要 事業目標 事業期間
2013
事業費

章節項施策 事業名 担当課

24



第３章　多様に学び，文化をはぐくむまち（教育・文化）

　第１節　しっかりと学び豊かな心をはぐくむ学校教育の充実 （単位：百万円）

31111 研究指定園事業 指導課

園児の発達に応じた指導計画・指導方法のあり方，地域
に根ざした特色ある幼稚園づくりなどについて，毎年度2
園を指定し，2年間の実践的な研究を進めます。
○2013年度指定　西幼稚園，手城幼稚園
○2013年度公開　久松台幼稚園，湯田幼稚園

教育内容の充
実

継続事業 -

教育内容の充実，指導計画の工夫，指導方法の
あり方，地域に根ざした特色ある幼稚園づくり
などについて，実践的な研究を進めた。
○公開保育の実施
　湯田幼稚園（11月13日）33人参加
　久松台幼稚園（11月19日）28人参加

-

31112 キャリア教育推進事業 指導課 ●

児童生徒にしっかりとした勤労観・職業観を身に付けさ
せるために，特に，中学校において，学校・家庭・事業
所（地域）の三者が連携し，「地域で進めるみんなの職
場体験」として，地域を中心とした5日間の職場体験
「チャレンジウィークふくやま」を全市的に実施するこ
とにより，キャリア教育の推進を図ります。

系統的・計画
的なキャリア
教育の推進

継続事業 0.5

○公立の中学2年生3,864人が，1,417の事業所や
施設などで，5日間の職場体験を行った。（8
月）
○「チャレンジ･ウィークふくやま2013」報告書
を作成

0.4

31112 少人数指導推進支援事業 指導課 ●

少人数指導などを通して，すべての児童生徒が自ら学
び，自ら考え，生涯にわたって学び続ける基礎となる確
かな学力が培えるよう，研究指定校50校程度を指定し，
少人数指導推進員を配置します。
また，小中一貫教育推進に係る教員の研究実践の補助を
行い，小中一貫教育の推進を図ります。

確かな学力の
育成

継続事業 114.6

○非常勤講師（少人数指導推進員）を配置
　小学校 30校，中学校 20校
○少人数指導などの工夫・改善に活かせる実践
発表やグループ協議を行い，推進員の指導力向
上を図る研修会を開催　（2回）

112.6

31112 生徒指導教育相談の充実 指導課 ●

不登校や子育てなど，様々な教育問題に対し，経験豊富
な専門の相談員が電話や面接で相談に応じ，悩み・不安
の解消や軽減を図ります。
また，心に不安や悩みがあって，学校（園）へ行けない
園児・児童生徒を対象に適応指導教室「かがやき」を開
設し，国語，算数・数学，英語などの教科指導やスポー
ツ，文化活動などの支援により，学校（園）への復帰を
めざします。

問題行動など
の減少

継続事業 9.1

○教育相談事業　171件
（来所相談 122件，電話相談 49件）
○適応指導教室入室児童生徒　16人
（小学生 12人，中学生 4人）
　完全復帰児童生徒　1人
（中学生 1人）

5.5

31112
地域学習活動支援事業
（土曜チャレンジ教室）

指導課 ●

児童生徒に学ぶことの楽しさや達成感を感じてもらい，
学習意欲の向上につなげるとともに，自ら進んで学習す
る習慣が身につくよう，地域に在住している退職教職員
などの支援を得て，地域学習活動（土曜チャレンジ教
室）を行います。

中学校区での
チャレンジ教
室開設，参加
児童生徒の学
習意欲向上

2011年度
～2015年
度

3.4

○土曜チャレンジ教室　14教室
（2013年度開設　3教室）
○参加申込児童生徒数　247人
（小学生　202人，中学生　45人）
○ボランティア登録者数　108人
○年間実施日数　17日
（延べ回数　220回）

1
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章節項施策 事業名 担当課
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31112 小中一貫教育推進事業 指導課

義務教育9年間を一体的に捉えた教育活動を展開するため
に，各中学校区で，小中一貫教育カリキュラムを作成
し，2015年度からの全面実施をめざします。
○2013年度　カリキュラムの作成・実施，モデル中学校
区の指定，（仮称）「ふるさと学習」副読本の作成

小中一貫教育
の推進

2012年度
～2014年
度

13.5

○全中学校区でカリキュラム案を作成
○小中一貫教育推進懇話会の実施（6月，11月，
2月）
○小中一貫教育全体研修の実施（4月，7月，1
月）
○連携型小中一貫教育推進モデル中学校区の指
定（城北・鷹取・鞆）
○モデル中学校区への小中一貫教育推進補助員
の配置
○「（仮称）ふるさと学習副読本」検討委員会
の開催（4回）

12.3

31113
特別支援教育体制推進事
業

指導課

特別支援学級や通常学級に在籍する発達障がいのある児
童生徒が，安心していきいきと学習や生活ができる学校
づくりを支援するため，学校支援員の配置，巡回相談の
実施，大学生の特別支援教育サポーターを学校に派遣す
るなどして，特別支援教育の推進体制を充実します。

特別支援教育
の推進

継続事業 75.8

○小中学校への学校支援員の配置　40人
○巡回相談事業の実施
　・実施幼稚園，小中学校　53（92回）
○大学生サポーター　3小学校　5人 75.4

31121 学校施設の耐震化 施設課

児童生徒が安心して安全に学べるとともに，災害発生時
の地域住民の応急避難場所としての役割が果たせるよ
う，学校施設の耐震化を推進します。
○2013年度　屋内運動場耐震補強設計9棟，校舎耐震補強
設計17棟
○前倒しで2012年度に予算措置をしたもの
屋内運動場改修10校（神村小ほか9校），校舎改修11棟
（旭小北棟（東）ほか10棟），校舎耐震補強設計6棟
（国庫補助事業）
【2014年度以降については，事業計画決定後，事業費計
上】 学校施設の耐

震化の推進
継続事業 100

○屋内運動場　耐震補強工事
　小学校　10校（神村，本郷，長浜，駅家東，
西深津，野々浜，幕山，久松台，山手，日吉台)
○屋内運動場　耐震補強設計
　小学校 14校，中学校  5校
○校舎　耐震補強工事
　小学校　9校（旭，蔵王，御幸，坪生，松永,
柳津，藤江，曙，駅家）
　中学校　2校（培遠，中央）
○校舎　耐震補強設計
　小学校 16校，中学校  5校
○屋内運動場　天井撤去工事
　小学校  3校（網引，湯田，道上）
  中学校  1校（神辺西）
○「福山市立学校施設耐震化推進計画」を策定
（8月）

【2012年度からの繰越決算額　996.9百万円】
【2014年度へ繰越　1,049.4百万円】

77

章節項施策 事業名 担当課 事業期間
2013
事業費

2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標
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31122 教育の情報化の推進 教育総務課

「学校教育等に係る情報システムの全体最適化計画」を
策定し，その計画に沿って，ＩＣＴを活用する諸施策を
総合的かつ計画的に進めていき，小中学校のコンピュー
タ機器，校内ネットワーク，教職員パソコン，ネット
ワーク環境の整備，校務支援システムの検討を行うな
ど，教育の情報化を推進します。

教育の情報化
の推進

2012年度
～2016年
度

152.6

○「学校教育等に係る情報システムの全体最適
化計画」及び「福山市学校教育情報セキュリ
ティ実施手順」の策定
○小中学校校務用WindowsXP搭載パソコン更新
○中学校パソコン教室機器更新
○遠隔監視システム導入
○ウィルス対策強化

149.7

31131 福山市立大学の運営
福山市立大学
事務局総務課
学務課

●

学生の就職支援体制の強化，学生確保に係る広報活動の
充実や産学官連携に伴う地域貢献活動を拡充します。
○学生の就職支援対策に係る各種説明会・研修会などの
実施・充実
○地域連携・産学官連携事業の推進
○安定した学生確保に向けた広報活動の強化
○教育研究活動を支援する運営体制の整備　など

地域との連携
による人材育
成の推進

2011年度
～

539.7

○公開講座，特別講演会の実施
　11回　1,586人聴講
○ふくやまサイエンスフェスティバルの実施
　1回　1,050人参加
○ワークショップの実施　13回　308人参加
○教員免許状更新講習の実施　17講習
　608人受講
○推薦・社会人入試，私費外国人留学生選抜，
一般入試実施
○旧短期大学校舎解体撤去
　1号館～3号館解体工事，3号館屋外トイレ整備
ほか

1,134.1

31132
福山市立大学教育研究交
流センター　公開講座

福山市立大学
事務局学務課

本学教員の研究内容やテーマに沿った取組を紹介する公
開講座やワークショップを開催します。また，外部講師
を招き，地域で興味・関心の高いテーマの講演などを開
催します。
【事業費は「福山市立大学の運営」事業費に含む】

市民公開講座
の充実

2011年度
～

2.6

○公開講座，特別講演会の実施
　11回　1,586人聴講
○ふくやまサイエンスフェスティバルの実施
　1回　1,050人
○ワークショップの実施　13回　308人参加 1.2

　第２節　楽しく集い学びの輪を広げる生涯学習の推進 （単位：百万円）

32111
図書館図書等整備・情報
発信事業

中央図書館

市内７図書館１分室や移動図書館の図書館資料の整備を
図ります。また，図書館だよりや職員おすすめの本リス
トを作成し，ホームページ上で情報発信するほか，読み
聞かせ講座，おはなし会や関係課と連携した企画展示な
ど様々な行事を行うことにより，利用増，貸出増に努め
ます。

図書館資料の
貸出冊数増加

継続事業 70.9

中央図書館，松永図書館の図書等の整備を行う
とともに，全館の蔵書の充実を図った。
○図書等整備数（7図書館1分室分）
・図書数 39,168冊
・視聴覚資料数 908点 129.5

章節項施策 事業名 担当課 2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標 事業期間
2013
事業費
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32111 講座開設事業 生涯学習課

市民の多様な学習要求に応えるとともに，地域課題や現
代的課題などをテーマとし，生涯学習センター，公民館
を実施場所として，人権や子育てなど様々な講座を実施
します。
○2013年度公民館主催講座数
　　6,100講座

多様な学習機
会の提供や課
題解決に向け
た事業の充実

継続事業 5.4

○社会教育活動事業（公民館）　777回
○地域学習活動事業（公民館）　2,619回
○「親の力」をまなびあう学習プログラム講座
68回
○その他まちづくり，人権啓発関係事業（公民
館）など　2,352回

10.9

32112 生涯学習振興基金の活用 生涯学習課

「福山市生涯学習振興基金」から得られる益金を活用し
て，子育て支援や高齢者福祉，障がい者の社会参画な
ど，自主的・主体的な学習活動を行う5人以上の団体の活
動に対して補助します。
○採択団体　15団体程度
○補助経費　対象経費の1/2以内
○限度額　　5万円

自主的活動団
体への支援の
充実

継続事業 0.7

○子育て支援に関する活動，高齢者の生きがい
づくり，創作活動や文化財の保護に関する活
動，障がい者の社会参画に関する支援活動など
○採択団体数　13団体（申請団体数　15団体）
○生涯学習振興基金運営協議会の開催　2回 0.6

32113
福山市青少年自立支援事
業

青少年課

学校や社会に馴染めなかったり，進路が決まらないなど
引きこもりがちになっている若者を対象に，創作活動，
ボランティア活動，職場体験などを行い，自信を取り戻
し，社会参画への動機付けを行います。

若者の復学，
就労などの目
標設定と社会
復帰

継続事業 0.9

○社会体験活動プログラム　34回実施
   登録者数　57人
○就労支援プログラム
   体験者　7人（6社，延べ日数　52日）

0.5

　第３節　個性あふれる地域文化の継承と創造 （単位：百万円）

33111 美術館自主事業補助 文化課 ●

公益財団法人ふくやま芸術文化振興財団が実施する自主
事業について，総事業費の一部を補助します。
○自主事業　「ウルトラマン創世紀展」などの展覧会等
開催事業，「ふくやま子ども「生きる」美術展」の普及
事業など 文化活動の促

進
継続事業 6

○展覧会等開催事業
「ウルトラマン創世記展」ほか2事業
○普及事業
「ふくやま子ども「生きる」美術展」ほか4事業
○団体育成事業
「ボランティアの会」ほか1事業
○自主事業積立資産積立事業（ふくやま美術
館：13,140千円，ふくやま書道美術館2,000千
円）

13.1

33111
ふくやま芸術文化ホール
自主事業補助

文化課 ●

公益財団法人ふくやま芸術文化振興財団が実施する自主
事業について，総事業費の一部を補助します。
○自主事業　「三枝改メ　六代　桂文枝　襲名披露公
演」などの鑑賞事業，「ふくやまコーラスフェスティバ
ル2013」等の普及事業など

文化活動の促
進

継続事業 11.7

○鑑賞事業
「松竹大歌舞伎 福山公演」ほか8事業
○普及事業
「ふくやまコーラスフェスティバル2013」ほか9
事業
○育成事業
「音楽宅配便2013」ほか5事業

11.7

章節項施策 事業名 担当課 事業期間
2013
事業費

2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標

28



33112 福山市史編さん事業 秘書課

福山市における政治，産業，文化など，様々な分野に関
する歴史的資料（主として，明治以降の近代・現代を中
心とするもの）の収集，整理，保存を行い，これらを系
統付けて福山市史資料編として編さんします。
市制施行100周年の2016年度の完結に向け，2009年度から
全8巻を順次作製・発刊します。

市史編さん，
歴史的文書の
保存

2001年度
～2016年
度

26.3

○資料調査・収集事業
　行政，個人，団体等所蔵資料の調査・収集
（撮影）
○執筆作業
　市史へ掲載する資料の選別，選別資料の筆写
（原稿化）
○『福山市史 近代現代資料編Ⅱ　産業・経済』
作製作業
○『アーカイブスふくやま5号』作製作業

24.1

33121 埋蔵文化財調査事業 文化課

埋蔵文化財の有無や範囲，内容を把握するための試掘・
確認調査を行うとともに，埋蔵文化財包蔵地として周知
し，埋蔵文化財の保護と一層の活用を図るため保存管理
計画を策定します。
○市内遺跡の調査
○史跡二子塚古墳保存管理計画に基づく保存に必要な土
地の公有化（国庫補助事業），古墳周辺の整備・活用に
向けた取組
○尾市古墳などの史跡指定・保存管理計画策定に向けた
準備

歴史文化の調
査と資料収
集，文化財の
保存・管理と
活用

継続事業 7.7

○埋蔵文化財の試掘確認調査　37件
○埋蔵文化財の立会調査　22件
○埋蔵文化財の有無の協議　302件
○史跡二子塚古墳保存整備検討委員会の開催
　1回
○史跡二子塚古墳保存整備事業（公有地化事
業）

7.8

33122
鞆地区町並み保存整備事
業

文化課 ●

鞆町伝統的建造物群保存地区8.6ha内にある建物の修理・
修景事業に対し，補助を行い，歴史的景観の整備を進め
ます。また，保存地区内に町並み保存拠点施設を整備し
ます。
重要伝統的建造物群保存地区に向けては，保存地区保存
計画を策定，決定告示し，国・県との協議を行いながら
早期に選定されるよう取り組みます。

文化財の保
存・管理と活
用

2007年度
～

34.1

○建物の修理・修景事業に対する補助
　修理 2件，応急処置 1件，修景1件

4.1

　第４節　健やかな心と体を培うスポーツ活動の推進 （単位：百万円）

34111
健康・体力づくり増進事
業

社会教育・ス
ポーツ振興課

健康・体力づくりや生きがいづくりを重視し，生涯にわ
たりスポーツ活動が実践でき，年齢や性別，障がいの有
無などにかかわらず，だれもが気軽に楽しめるスポーツ
の普及や各種スポーツ大会，イベントなどを開催しま
す。 スポーツ実施

率の向上
継続事業 -

○スポーツ教室事業
　ソフトテニス，バドミントン，卓球，気功，
ヨガ，水泳，アクアビクスなど
○スポーツデリバリーサービス事業
　体力テスト，ニュースポーツ講習会，転倒予
防講座など
○ふくやま体育の日まつり，男性のためのピラ
ティス，ふくやまフットサル大会などの行事・
大会ほか

-

事業期間
2013
事業費

章節項施策 事業名 担当課 2013年度の実施状況
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34112 競技団体支援事業
社会教育・ス
ポーツ振興課

●

公益財団法人福山市体育協会加盟の各競技団体を中心
に，著名な講師を招き講習会を開催するとともに，強化
合宿などの開催を支援し，大規模大会へ出場できる選手
の育成など競技力の向上に努めます。また，観るスポー
ツなど競技人口の拡大につながる事業の開催などを通し
て競技スポーツの強化を図ります。
○公益財団法人福山市体育振興事業団への補助（指導者
養成事業，指導者派遣事業，競技力向上事業，競技人口
拡大事業）

選手の育成･強
化

継続事業 4.9

○指導者養成事業　  バレーボールほか4種目
○競技人口拡大事業  ボートほか7種目
○競技力向上事業　  テニスほか10種目
○指導者派遣事業
　全日本剣道連盟社会体育指導員養成講習会 4.9

34113 社会体育施設整備事業
社会教育・ス
ポーツ振興課

市民のだれもがスポーツ･レクリエーション施設を安心し
て安全に利用できるよう，既存施設の延命化を図る改修
や本市のスポーツ活動の拠点となる施設の整備につい
て，計画的に進めていきます。
○2013年度  体育施設基本計画の策定，グラウンド･ゴル
フ場等施設整備

社会体育施設
の整備

継続事業 11

○緑町公園屋内競技場プール水深調整部品交換
工事
○竹ヶ端庭球場砂入人工芝コート張替工事
○弥生ヶ丘グラウンド法面改修工事
○芦田川グラウンド・ゴルフ場整備工事
○「福山市社会体育施設基本計画」を策定
○竹ヶ端陸上競技場得点表示板改修

【2012年度からの繰越決算額　11.4百万円】
【2014年度へ繰越　21.8百万円】

27.3

第４章　産業の力みなぎる活力とにぎわいのあるまち（活力・交流）

　第１節　独自技術で明日をひらく工業振興と新産業の創造 （単位：百万円）

41111 企業立地奨励金交付事業
企業誘致推進
課

●

市内への事業所設置を促進するため，用地取得や設備投
資などに対し，企業立地奨励金（立地場所により要件・
内容は異なる）を交付し，雇用機会の確保や産業構造の
高度化を図ります。
○事業所設置奨励金
土地助成，設備助成，固定資産税・資産割事業所税助
成，情報サービス事業所・試験研究施設助成
○雇用奨励金

企業立地奨励
金の充実

継続事業 379.3

○企業立地奨励金交付件数
　事業所設置奨励金 24件
（土地・設備助成・固定資産税・資産割事業所
税助成・情報サービス事業所助成）

375.4

41112 産業団地の整備
企業誘致推進
課

●

本市の持続的な発展と産業振興に資するために，福山北
産業団地の北側に隣接する区域に，新たに同規模程度の
産業団地を造成します。
○2013年度　用地調査ほか
【2014年度以降については，事業着手時期未確定のため
事業費未計上】

産業団地の整
備

2007年度
～

23.9

○公債費
　福山北産業団地整備事業債の元金・利子償還
金

4.7

チャ
レン
ジ

章節項施策 事業名 担当課 事業期間
2013
事業費

章節項施策

2013年度の実施状況
2013
決算額

事業概要 事業目標

事業期間
2013
事業費

2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標事業名 担当課
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41121
経営力人材育成事業費補
助

商工課 ●

中小企業者のグループなどが実施するものづくり技術継
承事業や講習会，ものづくり教室などの人材育成事業を
支援します。（補助率　2/3）
○ものづくり技術継承事業　500千円×5件
○研修機関活用事業　50千円×5件
○ものづくり啓発事業　50千円×5件

中小企業者の
円滑な事業継
承，企業間連
携などによる
経営基盤の強
化

2009年度
～

3

○ものづくり技術継承事業　6件
　参加人数 346人
○研修機関活用事業　8件　参加人数　12人
○ものづくり啓発事業　3件　参加人数 113人

2.7

41122 産学官連携人材育成事業 商工課 ●

地域における大学，産業支援機関などの垣根を越えた人
材育成ネットワークを構築し，企業の求める人材育成事
業を実施するとともに，産学官の交流の場を設け，企業
の新技術開発や産学共同研究を促進します。
○人材育成セミナーの開催
○人材育成支援に係る効果的な情報発信
○企業ニーズの把握のため産業支援コーディネーターの
派遣

産学官連携に
よる産業支援
機能の強化

2011年度
～

1.1

○見学会 31人，研修会 103人，講演会及び交流
会　313人
○福山市産業支援コーディネーターによる企業
訪問　58社

1.1

41123 新事業創出支援事業 商工課 ●

市内の中小企業者などが実施する研究開発事業や販路開
拓事業を支援し，本市の産業活性化に寄与します。
○研究開発・販路開拓支援事業費補助　15,000千円
○知的財産取得事業費補助　2,000千円
○創造活動推進協議会経費　105千円

新製品開発・
販路開拓の強
化

継続事業 17.1

○研究開発事業　　6件
○国内販路開拓支援事業　14件
○海外販路開拓支援事業　5件
○海外市場調査　1件
○知的財産権取得支援事業　7件 14.4

41131
地場産業振興センター費
補助・企業間連携促進事
業

商工課 ●

地場産業振興センターが行う地場産業の新商品開発，販
路開拓，人材育成，大学や公的支援機関との連携を図る
事業などに対して補助を行います。また，福山地域の企
業の独自技術，製品・部品，企業情報をデータベース化
した「福山市産業技術マップ」をインターネットで公開
し，地域内外の中小企業者や産業支援機関などの活用を
図り，企業間連携による高度なものづくりの実現を推進
します。

地場産業の活
性化，地域産
業情報の発信
と企業間連携
の推進

継続事業 25.4

○じばさんフェア(10月)をローズアリーナで開
催　参加人数　12,000人
○福山大学と連携した工学部新棟見学会
福山市産業技術マップの充実のため，企業訪問
による情報収集を実施した。
○登録企業 21業種 284社　約820製品 25.4

41132
経営力人材育成事業費補
助(再掲）

商工課 ●

中小企業者のグループなどが実施するものづくり技術継
承事業や講習会，ものづくり教室などの人材育成事業を
支援します。（補助率　2/3）
○ものづくり技術継承事業　500千円×5件
○研修機関活用事業　50千円×5件
○ものづくり啓発事業　50千円×5件

中小企業者の
円滑な事業継
承，企業間連
携などによる
経営基盤の強
化

2009年度
～

3

○ものづくり技術継承事業　6件
　参加人数 346人
○研修機関活用事業　8件　参加人数　12人
○ものづくり啓発事業　3件　参加人数 113人

2.7

チャ
レン
ジ

事業期間
2013
事業費

章節項施策 事業名 担当課 2013年度の実施状況
2013
決算額

事業概要 事業目標
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　第２節　人，モノ，情報が行き交う交流拠点機能の強化 （単位：百万円）

42111 幹線道路網整備推進事業
幹線道路推進
室

●

本市都市圏の交通渋滞を解消・緩和し，市民生活の利便
性・安全性向上，社会経済活動や都市間交流の活性化な
どを図るため，福山道路など幹線道路網の早期整備を推
進するとともに，幹線道路網沿線地域における周辺整備
を実施します。
○福山道路・福山西環状線・福山沼隈道路の整備促進
（国・県事業のため事業費未計上）
○本線周辺の市道・農道・水路などの整備
（国庫補助事業等）

幹線道路網の
整備促進

継続事業 129.5

○工事発注　8件（道路8件）
○業務発注　1件（道路1件）

【2012年度からの繰越決算額　7.0百万円】
【2014年度へ繰越　72.1百万円】 112

42112 川南土地区画整理事業
川南まちづく
り課

国道182号・国道313号やJR福塩線が通る交通の利便性が
高い神辺町川南地区の持つ地域ポテンシャルを活かした
生活拠点を形成するため，土地区画整理事業と地区計画
制度の活用による本地区の整備を行います。
（国庫補助事業）

北東地域の生
活拠点の形成

2003年度
～2020年
度

11.3

○第3回川南土地区画整理審議会の開催
○土地区画整理事業説明会（11回）
○川南まちづくり情報紙の配布による情報提供

-

42112
（仮称）福山ＳＡスマー
トＩＣ設置事業

幹線道路推進
室

福山東ＩＣと福山西ＩＣの中間に位置する福山ＳＡにス
マートＩＣを設置し，山陽自動車道から中心市街地や主
要観光施設などへのアクセス性を高めることにより，市
民生活の利便性向上や社会経済活動の活性化などにつな
げます。
（国庫補助事業）

市民生活の利
便性向上，社
会経済活動の
活性化

2013年度
～2017年
度

30

○業務発注　1件（道路1件）

【2014年度へ繰越　30百万円】

-

42121
国際バルク戦略港湾の推
進

港湾河川課 ●

西日本随一の産業コンビナートを形成する水島港・福山
港の拠点性を活かし，水島港・福山港国際バルク戦略港
湾育成プログラムを推進し，鉄鉱石・石炭について低廉
で安定的な物流体系を確立することにより，瀬戸内海地
域の産業全体の競争力強化を図ります。
【国直轄事業のため事業費未計上】

港湾機能の強
化と物流の効
率化

2011年度
～2020年
度

-

○国際バルク戦略港湾施策に沿った内容（岸
壁・航路・泊地：－16ｍ⇒－18ｍ）で,港湾計画
変更（平成25年7月県報告示）

-

42121
尾道糸崎港機織地区港湾
整備の推進

港湾河川課 ●

西日本有数の木材拠点港である尾道糸崎港機織地区の国
際競争力の強化のため，航路・泊地の機能拡充を図りま
す。
○航路・泊地(-10m→-12m,-7.5m→-10m）(継続）
【国直轄事業のため事業費未計上】 物流機能の強

化
継続事業 -

○航路（-12m），泊地（-12m）

-

2013年度の実施状況
2013
決算額

章節項施策 事業名 担当課 事業期間
2013
事業費

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標
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42123
海岸堤防の耐震補強工事
の実施

港湾河川課

大規模地震時に液状化が予想される港湾海岸堤防につい
て，堤防背後の家屋や事業所などの市街地の安全を確保
するため，耐震補強工事を行います。
○福山港一文字地区
L=1,423m　2002年度～2013年度
総事業費約17億円
○尾道糸崎港機織地区
L=770m　2011年度～2016年度
総事業費約5億円
【県事業のため事業費未計上】

住宅市街地の
安全確保

2002年度
～2016年
度

-

○福山港一文字地区
　L=720m
○尾道糸崎港機織地区
　L=770m

-

42211 情報発信機能の充実
ふくやま魅力
発信課

ホームページの内容を充実するとともに，高機能携帯電
話の普及など多様化する市民のＩＣＴ利用環境に対応し
た情報発信に取り組みます。

効果的な情報
発信と情報共
有の推進

継続事業 8.3

○わかりやすい，見やすい情報提供を目的に
ホームページのリニューアルを実施
・カテゴリ分類を明確にしたサイト構成
・スマートフォンへの対応
・音声読み上げ機能の搭載
・都市ブランドデザインの導入による福山らし
さの表現　など
○福山の魅力を発信する公式フェイスブック
ページを開設

8.3

42212
情報化研修会・講演会の
開催

情報政策課

地元企業などの情報化の推進，セキュリティ対策の取組
などを支援し，情報化人材育成や産業の活性化をめざし
ます。各種団体などと連携し，情報通信技術やサービス
の最新事例，情報セキュリティ対策などを研修会や講演
会で紹介します。 地元企業など

の情報化人材
育成，産業の
活性化

継続事業 -

○インターネット安全教室の開催（12月）
　児童・保護者，その他の市民を対象に，情報
セキュリティに関する基礎知識を学習
　参加人数　18人
○情報化の推進啓発や携帯大手企業によるセミ
ナーなどの開催（11月～12月）
　企業や市民を対象に，各種最先端の技術や
サービス，先進事例の紹介，ＩＣＴの利活用に
関する講演会を実施
　参加人数　延べ281人

-

42221 北京市教育交流推進事業 指導課

本市と北京市教育委員会相互の教育・文化の交流と理解
を深めるため，生徒や教職員の交流を行います。
○福山市北京教育交流訪問団の派遣，北京市からの訪問
団の受入れ 北京市との友

好発展

2008年度
～2016年
度

2.7

○第6回北京教育交流訪問団派遣（12月）
　中・高校生 20人，教職員 9人訪問
○自校の集会や学校だよりなどで体験したこと
を報告
○「第6回北京教育交流訪問団報告会」で生徒・
教職員が交流内容を報告（2月）

2.1

2013年度の実施状況
2013
決算額

2013
事業費

事業期間章節項施策 事業名 担当課
チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標
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42221
市民レベルの国際交流促
進事業

市民相談課

ふくやま国際交流協会を始め，国際交流団体などととも
に，様々な交流ができる環境づくりや人材の育成を進
め，国際化を推進します。
○外国人青年招致事業による国際交流員配置
○親善友好都市などとの交流事業
○市内在住外国人との交流事業

市民レベルの
国際交流の推
進

継続事業 21.1

○異文化理解交流会等事業　12回
○韓国浦項市との相互訪問
　訪問（7月） 46人，来日（5月ほか） 39人
○日本語ボランティア支援事業　3回
○ハワイ州マウイ郡との相互訪問
　訪問(10月) 19人，来日(5月) 19人

18.4

42222
外国人と共生するまちづ
くり事業

市民相談課

在住外国人が生活しやすいように，生活全般にわたって
在住外国人の自立に向けた支援に努めるとともに，市民
が在住外国人とお互いの違いを認め合い地域社会の一員
として，ともに生活できるまちづくりを推進します。
○外国語ニューズレターの作成
○外国人相談業務（本庁，松永支所）

外国人と共生
するまちづく
り

継続事業 9.2

○外国語情報誌の発行（毎月）
　ポルトガル語　「インフォルマチーボ」
　中国語　「彩虹」
　やさしい日本語と英語併記　「ふくやまニュ
ース」
○窓口での在住外国人生活相談員による各種相
談
　ポルトガル語・スペイン語・英語1,572件，中
国語 1,668件

9.3

　第３節　拠点性と風格のある中心市街地の整備 （単位：百万円）

43111
伏見町地区市街地再開発
事業

都市整備課 ●

本市の玄関口に位置する当地区に店舗，事務所，住宅な
どの複合的な都市機能を集積させることにより，備後都
市圏の玄関口としてふさわしい魅力とにぎわいのある都
市拠点を形成します。
（国・県補助事業）

魅力とにぎわ
いのある都市
拠点の形成

2010年度
～

12.3

○準備組合へコンサルタントを派遣し，基本計
画の策定を支援した。

6

43121
中心市街地活性化事業費
補助

商工課 ●

福山商工会議所（ＴＭＯ）が，中心市街地活性化のコー
ディネーターとして推進するコンセンサス形成事業や賑
わい創出事業について補助します。
○コンセンサス形成事業
伏見町地区市街地再開発事業，中心市街地ネットワーク
強化連携支援事業
○賑わい創出事業
手しごと自慢市，空き店舗活用事業
○まちなか交流ぷらざ運営事業
まちづくり支援事業，ふくふく運営事業

魅力ある商業
空間形成

継続事業 6.5

○コンセンサス形成事業
　市街地再開発支援（伏見町市街地再開発準備
組合諸会議の開催）
○まちなか交流ぷらざ運営事業
　まちづくりの活動拠点「まちなか交流ぷら
ざ」を運営　 来店者10,934人
○街なか賑わい創出事業
(手しごと自慢市)
　中央公園を中心に開催した手づくり品の展
示・販売市
　出展者　120団体　来場者　約11,000人

6.5

担当課 事業期間
2013
事業費

2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標章節項施策 事業名
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43121 商店街活力向上事業 商工課

商店街が必要とする施設の誘致のため，商店街の推薦を
受けて実施する空き店舗の改造支援のほか，商店街など
が行う活性化事業を支援し，継続的なにぎわいづくりを
進めます。

商店街の地域
コミュニティ
機能の充実と
にぎわい創出
の促進

2010年度
～2014年
度

5

○商店街活性化事業　4件
・神辺町商工会「神辺宿・歴史まつり事業」
・宮通り商店会「第3回華の宮通り」
・福山市商店街振興組合連合会「ホワイトクリス
マスwithサンタ2013」
・久松通商店街（振）「福山牡蠣祭り」
○空き店舗活用事業　2件
・特定非営利活動法人わくわく街家研究所
「ぜっぴ2号店設置事業」
・特定非営利活動法人さをりひろばふくやま
「さをりひろば工房まち設置事業」

4.4

43121
中心市街地賑わい創出活
動支援事業

商工課

まちづくりの専門家の支援により，まちづくりコーディ
ネーターの募集や人材育成を行うとともに，まちなか活
動を支える仕組みづくりを行います。

にぎわい創出
の支援

2012年度
～2014年
度

8

まちづくりコーディネーター育成講座，及びま
ちなかでの継続した社会実験等を通じて，市民
活動をマネジメントする人材を育成するととも
に，社会実験という枠を超えて中心市街地に定
着する活動も生まれるなど活動規模が拡大し
た。
・まちづくりコーディネーター養成講座
　実施回数：3回
・まちなかでの社会実験（「フクノワ」）
　実施回数：3回

7.8

　第４節　にぎわい楽しむまちを演出する商業の振興 （単位：百万円）

44111
商店街活力向上事業（再
掲）

商工課

商店街が必要とする施設の誘致のため，商店街の推薦を
受けて実施する空き店舗の改造支援のほか，商店街など
が行う活性化事業を支援し，継続的なにぎわいづくりを
進めます。

商店街の地域
コミュニティ
機能の充実と
にぎわい創出
の促進

2010年度
～2014年
度

5

○商店街活性化事業　4件
・神辺町商工会「神辺宿・歴史まつり事業」
・宮通り商店会「第3回華の宮通り」
・福山市商店街振興組合連合会「ホワイトクリス
マスwithサンタ2013」
・久松通商店街（振）「福山牡蠣祭り」
○空き店舗活用事業　2件
・特定非営利活動法人わくわく街家研究所
「ぜっぴ2号店設置事業」
・特定非営利活動法人さをりひろばふくやま
「さをりひろば工房まち設置事業」

4.4

44112
小売・サービス業等異業
種連携促進

商工課

流通から卸売業の中抜きが進み，衰退する卸売業の経営
基盤の強化を図るため，小売業態との異業種連携を促進
します。

卸団地の経営
基盤の強化

継続事業 -

2012年度に策定したまちづくり計画「曙・新
涯・臨海地域のまちづくりと卸センター」を踏
まえた，まちづくりプロジェクト「STORE HOUSE
（ストアハウス）」の開催に係る支援を行っ
た。 -

チャ
レン
ジ

2013年度の実施状況
2013
決算額

事業概要 事業目標 事業期間
2013
事業費

章節項施策 事業名 担当課
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　第５節　地域資源で人をひきつける観光の振興と交流の促進 （単位：百万円）

45111 観光情報発信事業 観光課 ●

ばらのまち福山や鞆の浦などの観光資源，地域の伝統文
化・イベントなどを広く全国に発信します。
○福山知っとる検定や観光宣伝キャラバンの実施

観光情報発信
と都市観光宣
伝の推進

継続事業 3.4

○第7回福山知っとる検定（1～3級）の実施
　受検者数
　1級 66（2）人，2級 58（4）人，3級 196
（16）人
　うち（ ）内は東京会場受検者数
○観光宣伝キャラバンの実施
・商談会参加　計4日間，4か所，30社
・キャラバン　計12日間，9か所，107社

2.3

45112 外国人観光客の誘致 観光課

海外での商談会や国内での海外の旅行代理店との商談会
への参加により，ばらのまち福山の魅力を広く発信しま
す。

外国人観光客
の誘致の推進

継続事業 0.7

○ＪＡＴＡ（日本旅行協会）旅博への参加
　東京都　東京ビッグサイト　9月12日・13日
○トラベルマートへの参加
　横浜市　パシフィコ横浜　11月27日・28日
○台湾・中国・韓国・フランスの旅行社招請・
視察支援
○ＪＡＬ国際線機内でウルヴァリンによる福山
市ＰＲ映像上映
○韓国著名漫画家・メディア招請
○善意通訳講習会（福山会場）11人参加

0.7

45113
観光コンベンション推進
事業

観光課

豊かな自然や歴史ある町並み，オンリーワン・ナンバー
ワン企業の集積など本市の多様な資源を生かし，イベン
ト誘致を図るとともに，観光振興，都市ブランドの強
化，地域経済の活性化などをめざします。

コンベンショ
ン誘致の促進

2012年度
～

12

○観光コンベンション推進事業の基盤整備
・コンベンション主催団体などへの誘致活動調
査
・国際ミーティングエキスポ参加（12月10日・
11日）
・コンベンション事業に関する広報媒体作成
・ホームページの運営

18

45121 観光ガイド育成事業 観光課

観光サポーターやボランティアガイドなど，観光に関わ
る人材の発掘・育成を行います。
○ボランティアガイド研修 ボランティア

ガイドの育
成，研修の充
実

継続事業 1

○ボランティアガイドの研修
　鞆の浦 1回，神辺町 4回，福山城 1回
○観光ボランティアガイドに携わる人材の発
掘・育成のため新規ガイドの募集・育成や研修
などを実施
　ボランティアガイド登録者数
　鞆の浦 20人，神辺町 30人，福山城 49人

1

事業期間
2013
事業費

2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標 2013年度の実施状況章節項施策 事業名 担当課
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45122 魅力ある景観づくり 観光課 ●

観光施設の整備・充実を図るため，市内観光に組み込ま
れている観光施設や動物園，国民宿舎を整備します。
（国庫補助事業）

観光施設の整
備・充実

継続事業 25.5

○鞆の浦史跡めぐりコース観光施設維持管理費
補助　 120千円
○明王院観光施設維持管理費補助　60千円
○福禅寺観光施設維持管理費補助　20千円
○福山市立動物園改修事業　　　1,890千円
○福山市市営渡船場整備事業　　4,164千円

6.3

45123
観光関連産業との連携強
化事業

観光課

せとうち旅情実行委員会，備後地方観光連絡協議会，井
原線沿線観光連盟と連携し，効果的な観光情報の発信を
行います。

観光関連産業
との連携強化

継続事業 4.2

○せとうち旅情　倉敷・尾道・ＪＲと連携
・東京での観光キャラバン　9月14日～15日(15
日は荒天中止）
・広告記事掲載　近畿・東京（23区）
・東京地区旅行会社へ商品造成依頼
　誘客数　537人
○備後地方観光連絡協議会
・産業観光の商品化，同販促用パンフレットの
作成
○井原線沿線観光連盟
　四市一町で組織する本連盟で井原線沿線の活
性化を図った。
・井原線ワンコインデーの実施
　乗客数　9,700人

2.2

45124 観光基盤整備事業 観光課 ●

多言語により作成した外国人受入資材を活用して，外国
人観光客の誘致を促進します。

外国人観光客
の受入体制の
整備

2010年度
～

－

○モバイルガイドシステム
・運用開始　2011年3月25日～
・アクセス件数　145,664件（2011年4月～2014
年3月累計）

-

2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標 事業期間
2013
事業費

章節項施策 事業名 担当課
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　第６節　やりがいをもち夢かなえる就業環境づくりの支援 （単位：百万円）

46111 若年者就職支援事業 労政課 ●

若年者のためにセミナーの開催や相談窓口の設置などの
事業を実施し，就労を支援します。
○若年者就労相談事業，新卒者就職支援セミナー，キャ
リアコンサルティング事業，フリーター・ニートの保護
者（家族）向けセミナー，若年者職業観醸成事業，「ひ
ろしましごと館福山サテライト（若年者相談コー
ナー）」相談事業，若年者等就職バックアップ事業，若
年者を対象とした合同面接会，すべての求職者を対象と
した企業見学会

能力と適性に
応じた就労機
会の拡充
若年求職者の
就労意識，就
職の促進

継続事業 1.9

○若年者就労相談事業（通年）
　相談件数 5件
○新卒者就職支援セミナーの開催
　3回　参加人数 37人
○「ひろしま若者しごと館福山サテライト」事
業（通年）
　相談件数 585件　来所者数 585人
○フリーター・ニートの保護者（家族）向けセ
ミナーの開催（キャリアコンサルティング事
業）1回　参加人数 6人　個別相談件数6件
○保護者（家族）のための就職支援セミナー
　参加人数 12人
○若年者職業観醸成事業
　3回　参加人数 538人
○企業見学会
　4企業へ見学　参加人数 18人
○若年者等就職バックアップ事業
　20人登録，内7人就職

1

46112 U・Iターン就職促進事業 労政課 ●

福山・府中公共職業安定所，府中市などと構成する福山
地方Uターン就職協議会と連携し，福山市・府中市の企業
へU・Iターン就職を希望する人に対して地元企業の求人
情報を提供し，U・Iターン人材を採用したい企業に対し
て，求職者の情報を提供します。また，相談会などを実
施し，雇用機会の確保を進めます。

雇用・就労機
会の確保を支
援

継続事業 0.5

○登録事業
　U･Iターン就職希望者　96人
　U･Iターン就職希望者求人企業　109社（315
人）
　就職決定者　18人
○U･Iターン就職　家族相談会
　相談者数　7月　10人
　　　　　 12月　11人
○U･Iターン就職・総合就職相談会
　参加求職者　187人
　参加企業　 　61社
○福山府中商工会議所会員事業所に対する，U･I
ターン就職促進事業の周知
（リーフレット添付）
　「商工ふくやま（6月号）」5,400部
　「府中けいざい情報（6月号）」2,000部

0.5

46121 勤労者福祉共済事業補助 労政課

ふくやま地方中小企業勤労者共済会を通じて，独力で福
利厚生事業を行うことの困難な中小企業の勤労者を対象
とした福利厚生事業に補助を行います。
○事業内容　生活安定事業，余暇活動事業，健康維持増
進事業，自己啓発事業など

福利厚生制度
の充実

1996年度
～2015年
度

9.6

○中小企業勤労者福利厚生事業補助
　生活安定事業，余暇活動事業，健康維持増進
事業，自己啓発事業ほか
　共済会加入企業数 436社

9.6

事業名 担当課
チャ
レン
ジ

2013年度の実施状況
2013
決算額

事業概要 事業目標 事業期間
2013
事業費

章節項施策

38



　第７節　地域特性を活かした農林水産業の振興 （単位：百万円）

47111
ふくやまブランド農産物
推進事業費補助

地産地消推進
課

●

ふくやまブランド農産物の安定供給と認定生産者団体な
どの生産意欲向上を図るため，出荷資材費の一部を補助
します。
○認定品目24品目 認定団体22団体
　補助率 均等割10,000円
  資材費割資材補助 1／10以内

安心・安全な
食物の供給

継続事業 1.6

ふくやまブランド農産物の安定供給と認定生産
者団体などの生産意欲向上を図るため，出荷資
材費の一部の補助を行った。
○認定品目24品目 認定団体22団体(うち，補助
団体は20団体) 1.6

47112
地産地消推進協議会事業
費補助

地産地消推進
課

●

食の安心・安全の観点から市内の食料自給力を高めるた
めの取組を行っている協議会活動に対して補助を行いま
す。
○拠点産直市の拡充
○産直市出荷者数の拡大
○市場出荷量の拡大
○学校給食食材の生産者直接納入制度

地域内流通の
仕組みづくり

2009年度
～

5

食の安心・安全の観点から，市内の食料自給力
を高めるための取組を行っている協議会活動に
対して補助を行った。
○拠点産直市の拡充　46か所
○産直市出荷者数の拡大　1,598人
○市場出荷量の拡大
○学校・保育所給食食材の生産者直接納入制度
　59品目，68校2センター，地場産使用率23.4％
（学校給食）

5

47113
耕作放棄地再生活用事業
費補助・体験型農園整備
費補助

地産地消推進
課

耕作放棄地の発生防止や再生活用を図り，食料供給を始
めとする農地が持つ多面的機能を発揮するとともに，農
地再生後には市民農園の開設など多様な活用方法を通じ
て，地域の活性化を図ります。 生産者と消費

者の相互理解
の促進

2009年度
～

7

○耕作放棄地再生活用事業
　新規5地区　面積 169ａ
○再生した耕作放棄地は，野菜等の栽培農地や
福祉農園などとして活用した。

6.7

47121 新規就農者育成事業
地産地消推進
課

●

農地や農業従事者が減少し，農業生産力の低下や耕作放
棄地が増加しており，園芸産地の維持が危惧されている
状況にあるため，新規就農者などの確保と育成を行い，
園芸産地の活性化をめざします。

多様な担い手
の育成・確保

2009年度
～

5.8

ほうれんそうやアスパラガスの生産者団体が実
施する新規栽培者への講習・研修に要する経費
の支援や担い手研修などを受けた者が栽培開始
に際して導入する栽培出荷用機械・施設の一部
を補助した。
○研修事業 2人・1法人（ほうれんそう1人，ア
スパラガス1人・1法人）
○新規就農者機械等整備事業 2人
○やりがい農業応援事業 7人

3.3

章節項施策 事業名
2013
決算額

担当課
チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標 事業期間
2013
事業費

2013年度の実施状況
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47122 産直市生産拡大支援事業
地産地消推進
課

地元産の農産物を販売する産直市において，高い営農意
欲を持ち出荷を行っている農業者を幅広く支援し，地産
地消の推進や市内産農産物自給力の向上をめざします。

地域特性を活
かした生産の
推進

2010年度
～

4

産直市などで直売を行う農業者が，年間を通じ
て新鮮な農産物を出荷するために導入するパイ
プハウスなどの施設に対して補助を行った。
○7件（7人）

2.7

47122 農村振興総合整備事業 農林整備課

農村振興基本計画に基づき，生産基盤と生活環境基盤を
整備することにより，農業の生産性の向上と流通の改善
を図ります。
（県補助事業） 地域特性を活

かした生産の
推進

2006年度
～2014年
度

2

○芦品地区
水路 2か所，農道 1か所，集落道 1か所
ため池　2か所

【2012年度からの繰越決算額　56.0百万円】 -

47123
農商工連携等支援ネット
ワーク構築事業

地産地消推進
課

農商工連携や六次産業化，販路拡大に向け，広域連携の
視点を取り入れた情報交換の場を提供します。

農商工連携に
よる六次産業
化の推進

継続事業 -

農商工連携や六次産業化，販路拡大に向け，広
域連携の視点を取り入れた取組を行った。
○「ふくやま卸売市場ふれあい祭」における啓
発活動（府中市，神石高原町と連携）

-

47131 漁業集落環境整備事業 農林整備課

漁港の背後集落において，漁港・漁場周辺水域の水質を
改善するとともに，漁業集落における生活環境を改善す
るため，集落排水処理施設，集落道や緑地広場の整備を
行い，後継者などの定住化を促進し，地域の活性化や水
産業の振興を図ります。
（県補助事業）

農林水産業の
生産基盤の維
持・確保

2005年度
～2015年
度

674.6

○内海町（内海西部地区）
　汚水管布設　延長1,734.0ｍ，終末処理施設整
備

【2012年度からの繰越決算額　56.7百万円】
【2014年度へ繰越　15.6百万円】

548.6

章節項施策 事業名 担当課
チャ
レン
ジ

2013
決算額

事業概要 事業目標 事業期間
2013
事業費

2013年度の実施状況
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47132
里山里地の再生・保全活
動支援事業

農林水産課

農地・森林所有者，農林業者や地域団体などと市民・Ｎ
ＰＯ，企業，大学，各種活動団体などとの協働による里
山里地の再生・保全活動を支援し，農山村地域の活性化
や水と緑の再生を図ります。
○里山里地モデル地域支援事業（～2014年度）
【事業費6百万円は「ひろしまの森づくり事業」に含む】
○里山里地協力隊支援事業
○里山里地保全協定事業

里山里地の再
生・保全活動
の支援

2012年度
～

8

モデル地域等と里山里地協力隊との協働により
里山里地の再生・保全を図った。
○里山里地モデル地域支援事業
　3モデル地域における森林整備1.61ha，地域活
動の支援を実施
○里山里地協力隊支援事業
・里山里地協力隊員81人登録
（合計125人・2団体(16人)）
・刈払機，チェーンソー実技講習2回
・傷害保険，隊員貸出用刈払機3台，チェーン
ソー6台，安全用品ほか導入
・里山里地再生保全活動32回，延べ344人参加

6

47133 ひろしまの森づくり事業 農林水産課

木材価格の長期下落などによる林業活動の低迷，中山間
地域の過疎化・高齢化などによる手入れの不十分な森林
の増加など，森林の公益的機能の低下に対応するため，
広島県が2007年に導入した「ひろしまの森づくり県民
税」を財源とした事業を行います。
○環境貢献林整備事業
○里山林整備事業
○里山保全活用支援事業
○森林・林業体験活動支援事業
○県産材利用対策事業
○地域資源保全活用事業
（県補助事業）

森林を市民共
有の財産とし
て守り育て，
次世代に引き
継ぐ

2007年度
～2016年
度

28.5

○環境貢献林整備事業
　人工林健全化等32地区，25.2ha実施
○里山林整備事業
　里山活用林整備4地区，松くい虫被害跡地整備
1地区，計5.9ha実施
○森林・林業体験活動支援事業
　森林作業技術講習会2回・延べ24人参加
○県産材利用対策事業
　中学校及び中・高等学校へ県産材椅子を240脚
設置
○地域資源保全活用事業
　住民活動団体（1団体）
  実施の雑木伐採，植樹，巣箱かけ活動へ支援
  活動回数3回
  延べ102人参加

26.4

チャ
レン
ジ

章節項施策 事業名 担当課 事業期間
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　第８節　福山らしさの創出と発信 （単位：百万円）

48111 都市情報発信事業
ふくやま魅力
発信課

●

他都市に比べて優位性がある分野について，積極的な広
報や効果的でタイムリーな情報発信を行い，全国的な知
名度アップを図るとともに，市民が福山に「誇り」と
「愛着」を持てるような都市ブランド戦略を策定しま
す。
○食のブランド化
○都市ブランド戦略策定

「福山ブラン
ド」の確立

継続事業 9

魅力ある都市イメージの確立に向け，次の事業
に取り組んだ。
○食のブランド化事業
　福山うずみフェスタ2013開催（11月）参加人
数約3.2万人
○福山市都市ブランド戦略策定
　各種団体の代表者などで構成する福山市都市
ブランド戦略策定懇話会を設置し，広く意見を
聴く中で，福山市都市ブランド戦略を策定し
た。

10.4

48111
みんなの「ばら」１００
万本プロジェクト事業

協働のまちづ
くり課

●

「ばらのアクションプラン～みんなの「ばら」100万本プ
ロジェクト～」に基づき，市民，各種団体，事業所や行
政が連携し，「ばらが咲き誇るまち」をめざすととも
に，「ばらのまち福山」を市内外にアピールし，100万本
のばらのまちの実現をめざします。
○新たな名所，拠点となる場所の創出プロジェクト
○全市を挙げてみんなで取り組むプロジェクト
○ばらの植栽サポートプロジェクト
○花だけじゃない！！ばらのアピールプロジェクト

100万本のばら
が咲き誇るま
ち「福山」の
実現

2010年度
～2016年
度

33.7

○第4期福山ばら大学の開講　修了生　60人
○ばら苗の無料配布　13,367本
○イベントなどでのばら苗配布　15,682本
○新築住宅へのばら苗配布　1,494本
○小学校入学記念ばら苗配布　4,516本
○学校ばら花壇整備事業（小学校　13校　中学
校　9校　幼稚園　2園）
○ばらのイメージキャラクター「ローラ」によ
るPR活動
○協働のばら花壇整備事業　12団体

24.6

48112
島田荘司選　ばらのまち
福山ミステリー文学新人
賞

文化課 ●

本市出身で，本格ミステリーの人気作家 島田荘司を選者
とする「ばらのまち福山ミステリー文学新人賞」を実施
し，本市の芸術文化の活性　化を図るとともに，全国へ
福山を発信します。
○2013年度　第5回作品表彰，第6回作品募集
　締切・選考，第7回作品募集開始

歴史・文化の
かおるまちづ
くり

2007年度
～

4.5

○第6回作品募集締切り（応募数60作），選考，
発表，表彰式開催（2014年5月）
受賞作「フロンタルローブ」（植田文博）2014
年5月出版（経眼窩式に改題）優秀作「ビリー
バーの賛歌」（明利英司）2014年8月出版（旧校
舎は茜色の迷宮に改題）「dog　pound」（若月
香）2014年9月出版（屋上と、犬と、ぼくたちと
に改題）「麝香草荘のユディト」（川辺純可）
2014年11月出版（焼け跡のユディトへに改題）
○第7回作品募集開始　締切り（2014年5月）
○特別講演会「森村誠一ＶＳ島田荘司 創作の周
辺」の開催
○福ミスオリジナルベスト作製
※決算額は，実行委員会への負担金額

4.5

48113
福山ブランド品育成事業
費補助

商工課 ●

中小企業者のグループが実施する伝統的な特産品の販路
開拓や地域資源を活用した新たな特産品（地域ブランド
品）の開発などを支援します。

新たな特産品
開発による地
場産業の活性
化

2008年度
～

3

7グループに対して補助し，既存特産品や地域資
源を活用した新たな特産品の育成事業を支援し
た。

2.6

チャ
レン
ジ
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第５章　市民とともにつくる自立したまち（協働・行革）

　第１節　都市内分権の推進と市民と行政との協働による自立した都市の確立 （単位：百万円）

51111
リーダー養成講座等の開
催

協働のまちづ
くり課

地域の課題解決や活性化をめざした活動を担う人材や，
活動を支援する人材を育成するとともに，市民や団体の
ネットワークづくりを進めます。
○リーダー養成講座の開催（通年プログラムによる人材
育成）
○まちづくりフォーラムの開催

協働推進の中
心的な役割を
担う人材の育
成

継続事業 2.4

協働のまちづくりを進めるため，人材育成と人
材のネットワーク化を図る。
※リーダー養成講座「ふくやま・まちづくり大
学」の開講
○まちづくりフォーラムの開催（6・8月）
　2回開催　参加人数　646人
○リーダー養成講座「ふくやま・まちづくり大
学」（9～3月）
　全17講座　参加人数　延べ847人
　修了生　45人

1.8

51112
（仮称）まちづくりサ
ポートセンターの設立

協働のまちづ
くり課

●

ボランティア・ＮＰＯなどに関する情報の集約や団体・
人材育成などを行うことにより，市民活動を進める市
民・ＮＰＯ・ボランティア団体・企業が相互に交流し合
える活動拠点となるよう，全市的に市民活動を支援する
中間支援組織の設立に向けて取り組みます。
【2014年度については，事業計画決定後，事業費計上】

「まちづく
り」のネット
ワークの構築

2012年度
～2014年
度

1.7

全市的に市民活動を支援する組織(中間支援組
織）に必要な役割や機能などについて，調査・
研究を行った。

-

51121 神辺支所整備事業 総務部総務課 ●

「福山市・神辺町合併建設計画」に基づき，より充実し
た行政サービスの提供と地域の活性化が図れるよう，支
所機能，生涯学習機能，体育館機能などを併せ持つ地域
の交流拠点施設として整備します。

支所整備によ
る地域の活性
化

2006年度
～2015年
度

97.8

○建設工事基本・実施設計を実施
○地質調査を実施
○用地取得を実施
○敷地造成工事に着手

【2012年度からの繰越決算額　99.9百万円】

71.1

51121 鞆地区公共施設整備事業 総務部総務課 ●

総合的なまちづくりの観点から，鞆地区の再生・活性化
に向け，住民の意見を踏まえ公共施設の再整備に取り組
みます。
【2014年度以降については，事業計画決定後，事業費計
上】

支所機能を中
心とした公共
施設整備によ
る地域の活性
化

2007年度
～

20

○支所・公民館建設工事基本・実施設計に着手
○現地測量及び用地測量を実施
○地質調査を実施

【2014年度へ繰越　12.8百万円】 10.4

51121
協働のまちづくり推進事
業費補助

協働のまちづ
くり課

「協働のまちづくり基金」を活用し，地域の課題解決や
活性化，地域の特性を活かした事業，ボランティア・Ｎ
ＰＯなどの専門性を活かした事業，福山の魅力の創出を
目的とした公益的な事業などに対する支援を行います。
○学区（町）まちづくり推進委員会への補助
○提案型事業（「ふくやまの魅力づくり事業」「キー
ワードモデル事業」）の実施

協働のまちづ
くり活動に対
する財政的支
援

継続事業 163.6

○学区（町）まちづくり推進委員会への補助
○基金を活用した提案型事業の実施
・ふくやまの魅力づくり事業　5団体
・キーワードモデル事業
　学区提案型 79学区（町）
　ボランティア・ＮＰＯ等提案型 19団体

158.9

チャ
レン
ジ
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51131 まちづくり出前講座 生涯学習課

市政への理解と関心を深めてもらうために，市の職員な
どが地域へ出向き，税，介護，環境，防犯などの様々な
制度を分かりやすく説明します。
○2013年度　79講座 出前講座の周

知と充実
継続事業 -

リーフレット，ホームページなどで「まちづく
り出前講座」を周知した。
○まちづくり出前講座の開催
　79講座　1,286回開催　参加人数 97,143人

-

　第２節　自立を持続する健全な行財政運営の推進 （単位：百万円）

52111
公共施設サービスの再構
築

資産経営戦略
課

「福山市公共施設サービス再構築基本方針」に基づき，
適正配置・保有総量の縮小，効率的・効果的な活用，計
画的保全・長寿命化（更新コストの縮減）を取組の柱
に，公共施設全体のあり方について検討し，最適な公共
サービスの提供の実現に向けて取り組みます。

最適な公共
サービスの提
供

2011年度
～

-

○公共施設マネジメントシステムの構築に取り
組んだ。

【2014年度へ繰越　14.0百万円】

-

52112
福山市納税案内センター
による電話案内業務

納税課
国保年金課

効果的な市税などの収納対策を推進するため，「福山市
納税案内センター」を開設し，納税案内業務や個人情報
保護に精通したオペレーターにより，電話による納付の
呼びかけ業務を実施することで，自主納付を促すととも
に，市税などの安定した収入の確保と収納率の向上に取
り組みます。

納税勧奨業務
の充実と収納
率の向上

継続事業 11.5

○稼動日数 235日
○総架電数 33,179
○納税案内センターからの納付の呼びかけによ
り，2か月以内に納付された金額　188.7百万円

8.7

52121
行政手続きのオンライン
化の推進

情報政策課

市民の利便性の向上，行政事務の効率化などを図るた
め，電子申請システムなどを活用した申請・届出手続の
適用拡大に取り組むなど，行政手続のオンライン化を推
進します。 市民サービス

の拡充と質的
向上

継続事業 4.4

○住民などの利便性の向上や行政事務の効率化
などの観点から効果的な手続を選定し，「先発
医薬品の調剤状況」などを新たに追加した。
　搭載中の手続数　2013年度 51手続
○｢集団健診申込｣などの申請件数が増加した。
　申請件数　2013年度 2,119件

4.3

2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標 事業期間
2013
事業費

章節項施策 事業名 担当課
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52122
行政情報システムの再構
築等の推進

情報政策課

共通する機能の集約，連携方法を見直すなど，全体最適
化の視点からシステム再構築などに取り組むことによ
り，行政事務のより一層の効率化・コスト削減を図ると
ともに市民の利便性の向上をめざします。また，クラウ
ドコンピューティングなど新たな情報技術の活用につい
て検討します。
○2013年度～2015年度　地理情報システム（ＧＩＳ)の整
備

行政事務の効
率化とコスト
削減

継続事業 146.7

○再構築システムの運用
・住民記録システム
・税務総合システム
・福祉総合システム　など
○地理情報システム（ＧＩＳ）の整備 335.3

　第３節　中国・四国地方の拠点都市にふさわしい広域行政の推進 （単位：百万円）

53111 広域連携事業 企画政策課 ●

備後圏域の中核都市として，拠点性と求心力を持ったま
ちづくりを進めるとともに，備後圏域全体の一体的発展
が可能となるよう，防災や情報システムなどにおける広
域的な課題について自治体間で連携して取り組みます。

圏域の一体的
な発展

2011年度
～

-

6市2町からなる備後圏域連携協議会を2回開催
し，備後圏域の共通の課題について協議を行っ
た。
○圏域全体で効率的・効果的な成果が得られる
「共同事務」の研究

-

章節項施策 事業名 担当課 事業期間
2013
事業費

2013年度の実施状況
2013
決算額

チャ
レン
ジ

事業概要 事業目標
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