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　地権者と事業者を仲介する役割が期待される、いわ
ゆる現代版家守の第1号として、「築切家守舎」が4月に
設立されました。また、5月21日には福山駅周辺のエリ
ア価値を高めていくため、第1回福山駅前デザイン会議
を開催しました。質の高い民間投資を呼び込めるよう、
来年度末をめどにハードとソフトを含めた公共空間の
在り方などを示すデザイン計画を取りまとめていきま
す。引き続き、国・県との連携の上に官民が協力し、備後
圏域の玄関口にふさわしい福山駅前の再生に取り組ん
でいきます。

　5月、先端技術の活用による地域課題の解決などを目
的に、シャープとソフトバンクのそれぞれと連携協定
を締結しました。同時に、この2社も含めた「先端技術に
よるまちづくり官民協議会」を設立し、高齢者の見守り
や福山駅前の再生など、産学官が連携して地域課題の
解決や新たな都市の魅力創出のための実証事業に向け
た検討を進めています。

　ネウボラがスタートしてちょうど1年が経ちました。
相談窓口「あのね」への来所のきっかけとなるよう、出
産に対する不安が高まりやすい妊娠後期の妊婦を中心
に子育てグッズや絵本などをプレゼントする事業を6
月から開始します。また、7月1日からは不育症に係る費
用の助成を開始し、適切な検査や治療を促進すること
で、出産を希望する人の妊娠へとつなげていきます。

　5月、国内外で活躍するアーティストや市民音楽団体
が参加し、本市初となる音楽祭を開催しました。市民の
皆さんが日常生活の中で音楽に親しむとともに、子ど
もたちの豊かな感性を育むことができるまちづくりを
めざし、将来、備後圏域を代表する音楽の祭典となるよ
う取り組んでいきます。

　枝広市長は、当面の市政の状況を6月11日の定
例市議会で説明しました。全文は、市け「ようこ
そ市長室へ」に掲載しています。
く企画政策課（☎928－1012）

知ってほしい
最近の福山

福山駅前の再生

先端技術を活用したまちづくり

福山ネウボラ

ばらのまち福山国際音楽祭

　5月24日、近世港町をテーマとした、鞆の浦のストー
リーが日本遺産に認定されました。6月中には地域のま
ちづくり団体などと共に、その魅力についての情報発
信や人材育成などに取り組む協議会を立ち上げる予定
です。地域の皆さんと協力し、この貴重な歴史・文化資
源を国内外に発信するとともに、その素晴らしさを後
世に継承していきます。併せて、県と連携を密にして安
心・安全で住みやすく、活力あるまちづくりを進めてい
きます。 

　5月、服部・駅家東小学校区と東村・今津小学校区の2
地域で、新たな学校の設置に向けた開校準備委員会が
発足しました。保護者や地域住民などにも参画しても
らう中で、2020年4月の開校をめざし、新たな校名など
について検討していきます。現在、校舎の跡地利用など
全国の先進事例を調査しており、今後、両地域の皆さん
と意見交換の場を設け、地域の特色に応じた活性化策
について議論を深めていきたいと考えています。
　

日本遺産に認定

学校再編の取り組み

妊娠32週を迎えたら「あのね」に行こう！妊娠32週を迎えたら「あのね」に行こう！

妊娠して不安がいっぱいあったけど、丁寧に聞いてもら
うことができ、アドバイスをもらうことができました。
子どもはかわいいけど、いつもイライラしていまし
た。話を聞いてもらっただけで、なんだか気持ちが
晴れて元気が出ました。「よく頑張っているね」と
言ってもらえてうれしかったです。
子育ては大変だけど、みんな悩みがあるのですね。
「あのね」に来て相談員さんと話すと元気になれま
す。何度も来ています。

　市内12カ所の「あのね」では、あのね来所プレゼントと
しておくるみガーゼを、あのねHappy Baby Boxとし
て子育てグッズや絵本などをプレゼントしています。

　妊娠中はホルモンバランスの崩れからくる体調不
良や出産・子育てに対しての不安といった相談が多い
です。妊娠中に気をつけることや赤ちゃんを迎えるた
めの講座である「夢みるパパとママの会」などの情報
提供をしたり、困っていることについて具体的にどう
していくかを一緒に考えたりしています。
　気軽に相談しに来てくださいね。

子育てのことならまずは
「あのね　　」へ！

 くネウボラ推進課（☎928-1053）

あのね来所
プレゼント

あのね
Happy Baby Box
プレゼント

あのね来所
プレゼント

あのね
Happy Baby Box
プレゼント

▼プレゼント期間…来年3月31日（日）まで
▼持参…母子健康手帳
 え 市内に住民票がある次の
どちらかに当てはまる人
①妊娠32週以降の妊婦さん　
②今年4月1日以降に生まれた
　生後4カ月までの赤ちゃん　

おくるみ
ガーゼ

　妊娠期から出産、子育てまで切れ目のない支援を行っていくため、昨年６月に今までの医療・保
健・福祉などの相談体制を福山ネウボラとして再構築し、相談窓口「あのね」を市内12カ所に開設し
ました。一周年を迎えて相談件数は１万件を超え、「ネウボラ知っていますよ」「聞いたことがありま
す」という皆さんからの声を聞くようになってきました。
　これからも安心して出産・子育てができるよう継続的な支援体制をめざしていきます。妊娠・出
産・子育てのことなら何でも気軽に相談してください。
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　市内１２カ所の「あのね」では、生まれてくる子どもへのお祝いの気持ちを込めて絵本や子育てグッズなどをプレゼントしています。
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医師や看護師
などの給与費
86億3,248万円

薬品や手術器材などの
材料費
64億4,437万円

施設や機器などの
資産価値の減少
(減価償却費）
15億5,154万円

病院運営や
施設管理の経費
25億4,353万円

借入金の利息など
10億6,992万円

入院収益
122億9,138万円

外来収益
53億1,234万円

繰入金や
補助金など
15億4,468万円

その他の収益
6億4,002万円 当年度純損失

4億5,342万円

予算額
202億4,184万円

安全で良質な水を
つくるための費用
15億4,656万円

家庭まで安全に
水を送るための
費用
12億2,624万円

水道料金収入
79億6,226万円

施設などの資産価値の
減少(減価償却費など)
33億1,340万円

料金収納や経営
管理などの費用
5億6,630万円

借入金の利息
7億8,086万円

当年度純利益
12億9,259万円

その他の費用
1億9,717万円

その他の収益
4億4,212万円

補助金などの収益化
5億1,874万円

予算額
89億2,312万円

予算額
32億6,311万円

予算額
128億4,346万円

工業用水を
つくるための
費用
11億4,531万円

工業用水道料金収入
29億9,339万円

当年度純利益
6億7,555万円

施設などの資産価値の
減少（減価償却費など）
10億448万円

借入金
の利息
4,736万円

料金収納や経営
管理などの費用
2億390万円

事業所まで
安全に水を
送るための
費用
4,917万円

その他の費用
１億3,734万円

補助金などの
収益化
2億1,044万円

その他の収益
5,928万円

処理場などに下水を
送るための費用
7億3,169万円

使用料収納や経営
管理などの費用
5億8,770万円

汚水をきれいに
するための費用
19億7,158万円

施設などの資産価値の減少
（減価償却費など）
57億7,790万円

借入金の
利息
16億7,880万円

当年度純利益
15億2,619万円

その他の費用
5億6,960万円

下水道使用料
収入
64億6,939万円

繰入金
36億2,844万円

補助金など
の収益化
22億1,771万円

その他の収益
5億2,792万円

※内側が収益、外側が費用を表しています

病院事業　収益的収支

病 院 事 業 の 業 務 公 表
2018年度事業と予算について

く市民病院経営企画課（☎941－5151）

上下水道事業の業務公表
2018年度事業と予算について

く上下水道局財務経営課（☎928－1524）

■業務予定量
　病床数は一般病床500床、感染症病床6床の計506床です。
　入院患者数は延べ16万3,885人、外来患者数は延べ21万2,784人を見込んでいます。
■重点施策
　地域の基幹病院として引き続き効率的な事業運営に
努め、「がん医療」「救急医療」「高度専門医療」を柱に医
療機能の充実を図ります。また高度で先進的な医療機
器の導入に取り組み、安心・安全で良質な医療を地域に
提供します。
　本年度は全身用マルチスライスCTスキャナなどの医
療機器の整備や、ドクターカーの導入を予定しています。
■予算
　本年度の当初予算は図のとおりです。
　医業収益で入院・外来収益ともに増加を見込んでい
ます。医業費用では給与費や材料費などが増加します。
　病院事業収益は前年度と比べて4.3%増加の197億
8,842万円、病院事業費用は4.9%増加の202億4,184万円
を予定し、差し引き4億5,342万円の純損失を見込んで
います。

子どもと妊婦を受動喫煙から守ろう
　4月1日に「福山市子ども及び妊婦を受動喫煙から守る条例」が施行されました。この条例は、たばこの有害な煙
にさらされる受動喫煙の悪影響から子どもや赤ちゃんを守るとともに、みんなが健康で快適な生活を送ることが
できるよう、市民や保護者、市の役割を定めています。� く健康推進課（☎928－3421）
■条例で定めていること
�・�市民は受動喫煙による健康への悪影響についての理解を深める
�・�保護者はたばこの煙がある場所に子どもを立ち入らせないようにする
�・�市は子どもや妊婦を受動喫煙から守るための環境整備などを推進する
■受動喫煙の危険性
　国の研究では次のリスクが報告されています。
【赤ちゃん・子ども】
　ぜん息、乳幼児突然死症候群、低出生体重児、耳・呼吸器の病気など
【おとな】
　肺がん、呼吸器疾患、虚血性心疾患、脳卒中など
■受動喫煙を防ぐために
　たばこを吸っている人は灰皿が置かれている場所でも周りに気を配り、煙が
届かないように配慮をお願いします。

イエローグリーンリボン運動
　イエローグリーンリボンは「たばこの煙を吸いたくない」という気持ちを周りの
人に伝えるものです。リボンをつけて意思表示をすることも大切です。

水道事業 工業用水道事業 下水道事業

業務予定量

　水道事業の給水戸数は前年
度と比べて0.1%増加の21万
446戸、1日平均配水量は13万
7,273㎥を予定しています。

　工業用水道事業の給水事業
所数は前年度と比べて1カ所減
少の27カ所、1日平均配水量は
22万1,520㎥を予定しています。

　下水道事業の排水戸数は前
年度と比べて1.4%増加の15万
7,591戸、1日平均処理水量は11
万3,001㎥を予定しています。

重 点 施 策

○水道施設の耐震化
　地震などの災害によって水
道の機能が停止した場合、市民
生活や社会経済活動に与える
影響は甚大なものとなります。
そのため、被害を最小限に抑え
るための施設整備が求められ
ています。今後も安定した給水
や漏水発生時の被害拡大防止、
災害などへの対策のため、水道
施設の耐震化や基幹管路の耐
震管への布設替えを進めます。
○水道管路や施設の計画的な更新
　市内全域約26㎞にわたる水
道管路整備により、経年管の布
設替えや漏水の未然防止のほ
か、日常の点検整備などで蓄積
されたデータに基づく計画的
な施設更新を行います。

○工業用水道施設の耐震化や
計画的な更新

　水道事業と同様に安定した
給水や災害などへの対策のた
め、工業用水道管路の布設替え
や箕島・中津原浄水場の機械・
電気設備などの計画的な更新
を行います。

○公共下水道の計画的な整備
　公共下水道は快適な都市環
境を確保し、芦田川など公共用
水域の水質を向上させるため
に欠かせない都市の基幹施設
です。引き続き計画的・効率的
に整備を進めます。
○浸水対策
　市街地では大雨による浸水
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、雨水幹線や雨水ポ
ンプ場の施設整備を行います。
○下水道施設の耐震化
　老朽化した管

かんきょ

渠に起因する
道路陥没事故の未然防止と、災
害などへの対策のため、管渠や
松永浄化センターの耐震化・長
寿命化を行います。

予　　　算

　収益的収入は前年度と比べ
て1.0%減少の89億2,312万円、
収益的支出は1.5%減少の76億
3,053万円を予定し、12億9,259
万円の純利益を見込んでいま
す。

　収益的収入は前年度と比べ
て4.0%増加の32億6,311万円、
収益的支出は3.1%増加の25億
8,756万円を予定し、6億7,555
万円の純利益を見込んでいま
す。

　収益的収入は前年度と比べ
て2.8%増加の128億4,346万円、
収益的支出は2.0%増加の113
億1,727万円を予定し、15億2,619
万円の純利益を見込んでいま
す。

「水道水　安全 おいしい　金メダル」

イエローグリーンリボン
の配布先な
ど詳しくは
市けに掲載
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く国保年金課（☎928－1055※高額療養費は☎928－1054）、後期高齢者医療課（☎928－1411）く国保年金課（☎928－1055）、後期高齢者医療課（☎928－1411）、介護保険課（☎928－1180）

国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者の皆さんへ国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の被保険者の皆さんへ

国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証を7月中旬から順次発送します納税・納入通知書が変わります ～誰もが見やすいユニバーサルデザインに～

８月診療から70歳以上の高額療養費の自己負担額が変わります

国民健康保険の保険証が変わります

一般 市県民税課税世帯 現役並み所得者（3割負担）負担世帯

後期高齢者医療保険証が
更新されます

カラーで見やすいデザイン
～「見やすいデザイン」の認証を取得～

納付方法が便利
～コンビニエンスストアとゆうちょ銀行で納付が可能に～

　今年度から市と広島県が共同で運営していることから、
保険証が県内統一の様式に変更されます。保険証の更新時
期も毎年8月に変更されます。

 ・ 個人単位の外来限度額が月額
14,000円から18,000円に引き
上げられます

※8月から翌年7月までの合計額
に対して適用される、年間上限
額144,000円は変更ありません

　8月1日以降に病院に行くときは必ず新しい保
険証(水色)を提示してください。
　新しい保険証を7月下
旬に後期高齢者医療広域
連合から送付します。
　負担割合は前年の所得
を元に判定します。
※8月になっても届かな
い場合は問い合わせて
ください。各支所・分室・
分所でも申請可能です

　国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の
納税・納入通知書に「ユニバーサルデザイン」を取り入れ、
誰もが見やすく分かりやすいものに変更しました（左写
真）。本市で初めて今回のデザインが「見やすいデザイン＊」
の認証を取得しました。
■主な変更点
 ・ 用紙サイズをA4にしてフルカラー
で色弱の人にも見分けられる色彩に
 ・ 文字サイズを拡大して読みやすい書体に
＊見やすいデザインとは…ユニバーサルコミュニケー
ション協会が第三者の公正な審査を経て、使用者に
とって見やすいデザインであると認証したものです

　納付可能な金融機関やコン
ビニエンスストアは納付書裏
面に記載しています。
※コンビニエンスストアで納
付できるものはバーコード
がある納付書に限ります

 ・ 個人単位の外来限度額（57,600円）がなくなり、世帯の限度額で計算します
 ・ 世帯の住民税課税所得額に応じて次の表のとおり区分が3つに分かれます

■70歳から74歳までの人はカードが1枚に　
　これまで別々に交付していた保険証と高齢受給者証が一
体化され、1枚のカードになります。
　右の保険証が新しい様式です。
色は紫色です。
※70歳未満の人は高齢受給者証を
兼ねていない保険証を送ります

■現役並み所得者の変更後自己負担限度額
所得区分 世帯の限度額（入院＋外来） ４回目以降
現役並みⅢ

（690万円以上）
252,600円

＋（医療費－842,000円）×1％ 140,100円
現役並みⅡ＊

（380万円以上）
167,400円

＋（医療費－558,000円）×1％ 93,000円
現役並みⅠ＊

（145万円以上）
 80,100円

＋（医療費－267,000円）×1％ 44,400円

＊高額療養費の該当となる場合、現役並みⅡ・現役並みⅠの世帯は「限度額適用認定証」の申請が必要です

く介護保険課（☎928－1166）介護保険の被保険者の皆さんへ

介護保険負担割合証を7月下旬に送付します
　前年の所得を基に決定した自己負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を送付します。
え要介護（要支援）認定者、介護予防・生活支援サービス事業対象者
▽適用期間…8月1日～来年7月31日

８月１日適用分から３割負担が導入されます
　次の要件全てに該当する場合に3割負担が導入されます。
詳しくは介護保険負担割合証に同封する案内文を確認してください。
■3割負担となる場合
 ・ 65歳以上の人で本人の合計所得金額が220万円以上
 ・ 本人の年金収入額とその他の合計所得金額の合計金額が340万円以上（同一世帯に65歳以上の人が2人以上い
る場合は、65歳以上の人全員の年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が463万円以上）

➡
➡
➡

通知書は統一されたデザインになります。タ
イトルの帯の色によって通知内容が違います。
 ・ 国民健康保険 　　　 ： 青色
 ・ 後期高齢者医療保険  ： だいだい色
 ・ 介護保険　　　　　  ： 緑色

国民健康保険 介護保険

後期高齢者医療保険

■限度額適用認定証
　病院などの窓口に提示すると1カ
月の医療費が一定額までの支払いに
なります。
え70歳未満で市町村民税課税世帯の
人
■限度額適用・標準負担額減額認定証
　限度額適用認定証の効果に加えて
入院時の食事代が減額されます。
え市町村民税非課税世帯の人

◇　　　◇　　　◇
く国保年金課（☎928－1054）

■負担限度額認定証
　介護保険施設やショートステイを利用
するときの食費や居住費が減額されます。
※市町村民税非課税世帯の人など一定の
要件あり
く介護保険課（☎928－1166）

■限度額適用・標準負担額減額認定証
　病院などの窓口に提示すると、１カ月
の医療費が一定額までの支払いになり入
院時の食事代も減額になります。
※すでに申請済みで今年度も対象になる
人は申請不要
え市町村民税非課税世帯の人

今月は限度額認定証の更新時期です
　現在交付している認定証の有効期限は7月31日㈫です。8月以降も軽減を受ける場合には更新が必要です。
更新が必要な人は手続きをしてください

通知書は
対象の人に7月中旬に

発送します

　高額療養費とは、同じ月内に自己負担限度額を超える医療費を病院などで支払ったとき、その超
えた額を払い戻すものです。

低所得者（Ⅰ・Ⅱ）非課税世帯
 ・ 自己負担限度額は変更ありません
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きく福山祭委員会実施本部（霞町一丁目6番15号
中央ビル202☎944－5515） 福山夏まつり 検索 ➡

　今年は福山城築城400年の
機運を盛り上げるため、二上
りおどり大会といろは丸ＹＯ
ＳAKOIでは、新たに福山城天
守閣前広場を会場に加えて風
情ある夏まつりを演出します。
皆さんの参加を待っています。

二上りおどりのDVDを各図書館などで貸し
出しています。活用してください。

備後フィッシュ
グルメ

キャンペーン

あ7月31日㈫まで
▽応募方法
参加店舗（18店舗）で期間限定メニューを
注文する⇒もらった応募券に必要事項を
記入⇒応募券を会計時にお店へ提出
▽景品　

備後フィッシュ期間限定メニューを食べて
備後特産品を当てよう！

　　　 備後フィッシュとは？
　穏やかな瀬戸内海に臨む備後圏域の沿岸4市（広島
県福山市、三原市、尾道市、岡山県笠岡市）で水揚げされ
た漁師がお薦めするとっておきの25種類の魚たちです。

　　　 備後の地魚応援団とは？
　4市の行政、関係漁業団体、道の駅などでつくられ
る団体です。備後フィッシュの魅力をたくさんの人に
発信するため、「知る」「さばく（調理する）」「食べる」を
キーワードにさまざまなＰＲ活動を行っています。

　　　 どこで備後フィッシュが食べられるの？
　備後の地魚応援団が認定した飲食店で食べられま
す。認定店は備後フィッシュを使用したメニューを提
供している広島県福山市、三原市、岡山県笠岡市に所
在する飲食店です。
▽認定店
48店舗（福山市38店舗、三原市8店舗、笠岡市2店舗）

く備後の地魚応援団事務局（農林水産課内
☎928－1032）　※詳しくは市けに掲載

福山市 農林水産課 検索 ➡

Ａコース

Ｂコース

1 2

3

備後ふるさと便2018(瀬戸内小魚ふり
かけ3種、くわいぽたーじゅスープ他)
さんぞうの赤（ばらの酵母菌を活用し
せらワイナリーで醸造した赤ワイン）

※当選は賞品の発送（9月下旬）をもって代えます

Ａコース
（15人） 

Ｂコース
（15人） 

煮アナゴの
棒寿司

ねぶと
らーめん
（醤油）

蛸
たこ

足 1本
勝負蛸焼き

備後
フィッシュの

食べ
られる店認定記念

８/13㈪ 二上りおどり大会
８/14㈫ いろは丸YOSAKOI

８/15㈬ あしだ川花火大会（悪天候の場合16日㈭に順延）
※花火打ち上げ場所=芦田川大橋上流

福山夏まつり
２０１８各種募集

　   「ローズマインドエリア」利用希望者募集
　体が不自由な人も家族と安心して観覧できるエリアで
す。
い竹ケ端運動公園水上スポーツセンター内駐車場　お50
組※抽選（車1台で1組）　き7月2日㈪～20日㈮（必着）に、
往復はがきで、「あしだ川花火大会ローズマインドエリア
希望」・住所・名前・電話番号を、後記へ

　   二上りおどりを体験・練習したい人へ
　二上りおどりの講師を紹介します。練習日・場所などは
講師と直接打ち合わせをしてください（講師の交通費な
ど実費が必要）。
く観光課（☎928－1042）

　   「個人協賛者」募集
　花火大会に個人で協賛する人を募集します。
▽協賛金…1口1万円（1人4口まで。600口※抽選）
▽特典…花火打ち上げ場所（水呑側河川敷）の観
覧席券4人分（横2mの席、小学生以上を1人と数
える）と駐車券1台分　▽応募資格…20歳以上
き7月2日㈪～20日㈮（必着）に、往復はがきで、

「個人協賛希望」・住所・名前・年齢・電話番号・
希望口数を、後記へ※公式けからも申し込み
可。詳しくは公式けに掲載　※中止の場合の
み半額返金
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登録型本人通知制度
登録しよう！自分で守ろう！個人情報

　戸籍謄本などの不正取得によって個人の人権が侵害さ
れることを防止・抑止するため、代理人や第三者へ証明書
を交付したときに、事前に登録をした人へその事実を知
らせる制度です。
　多くの人が登録することで、不正取得の抑止になると
ともに早期発見にもつながります。通知内容など詳しく
は問い合わせてください。 

 登録できる人 市内に住民票または戸籍がある人
（過去にあった人を含む。ただし死亡
した人、失踪宣告を受けた人を除く）

 登録手続き 本人が受付窓口などで申請　※本人
確認書類（運転免許証など）が必要

 受付窓口 市民課、松永・北部・東部・神辺市民
課、鞆・内海・沼隈・芦田・加茂・新市支
所、水呑分室

本人（Aさん） 代理人・第三者

市役所

代理人・第三者に住民票
の写しなどを交付した
ことを、Aさんに通知

Aさんの住民票の写し
などを代理人・第三者
に交付

本人通知制度に
事前登録

Aさんの住民票の
写しなどを請求

❶ ❷

❹ ❸

く市民課（☎928－1058、1059）

 個 人 情 報 保 護 制 度 
○個人情報取扱業務届出の状況 
　市では各課がどのような個人情報を保有して利用して
いるかを明らかにするため、業務の目的ごとに個人情報取
扱業務として整理後、市長に通知する制度を設けています。
2017年度の届け出の状況は表1のとおりです。 
○請求などの状況
　市が保有している個人情報については「開示・訂正・削除・
中止」の請求ができるほか、開示決定などに対する審査請求
や個人情報の取り扱いに対する苦情の申し出を行うことが
できます。2017年度の開示請求および決定等状況は表2の
とおりです。2017年度の審査請求、苦情の申し出はありま
せんでした。
 情 報 公 開 制 度 
○請求などの状況
　市が保有している公文書については閲覧などの申請がで
きるほか、開示決定などに対する審査請求や実施機関が行
う措置（開示決定等を除く）に対する苦情の申し出を行うこ
とができます。2017年度の開示請求等および決定等状況は
表3のとおりです。2017年度の審査請求は6件あり、苦情の
申し出は1件ありました。
○市政情報室での情報提供
　市役所本庁舎3階の市政情報室では、各種統計・刊行物な
ど市政に関する情報を提供しているので利用してください。
また町別人口一覧表などの統計データは、市けにある市政
情報（統計情報）で見ることができます。

（表1） 個人情報取扱業務届出状況

（表3）情報公開制度開示請求等および決定等状況

（表2） 個人情報保護制度開示
　　　請求および決定等状況実 施 機 関 な ど 件数

市長 2,370
教育委員会 4,419
選挙管理委員会 15
監査委員 9
公平委員会 5
農業委員会 23
固定資産評価審査委員会 1
上下水道事業管理者 102
病院事業管理者 66
議会 7
指定管理者 91

合計 7,108

請求件数 217
決定等件数 229

決
定
等
の
対
応
状
況

開示 147
部分開示 32
不開示 0
不存在 50
存否応答拒否 0
取下げ 0
拒否 0

区　　分 請求等
件　数

決定等
件　数

決　定　等　の　対　応　状　況
開示 部分開示 不開示不存在 存否応答拒否 取下げ

開示請求
(義務的公開) 154 253 97 89 12 40 2 13

開示申出
(任意的公開) 2 2 2 0 0 0 0 0

合　　計 156 255 99 89 12 40 2 13

※1件の請求に対し、複数の決
定などをした場合あり

※1件の請求などに対し、複数の決定などをした場合あり

く情報管理課（☎928－1138）

個人情報保護と情報公開

知ってい
ますか？


