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　2016年度は、市制施行100周年記念事業の推進をはじめ、人口減少社会への対応や連携
中枢都市圏構想、協働の更なる深化などの施策のほか、新たに世界に誇れる「ばらのまち福山」
の実現や、いつまでも健康に過ごせるまちづくりに取り組みました。

予算額 1,808億9,300万円

収入済み額 1,645億4,200万円

一般会計

歳入

　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）特別会計

予算額 1,808億9,300万円

支出済み額 1,421億2,600万円
歳出

市　　　　　税
国 庫 支 出 金
市　　　　　債
地 方 交 付 税
県　支　出　金
地方消費税交付金
使用料及び手数料
繰　　越　　金
諸　　収　　入
そ　　の　　他

計

714億6,000万 714億7,900万
289億5,100万
80億3,900万
161億8,500万
104億9,900万
82億3,900万
63億4,800万
55億1,100万
43億5,200万
49億3,900万

1,645億4,200万

587億1,000万
168億   900万
180億　　　　
131億9,300万
111億9,700万
111億6,200万
48億6,600万
39億1,800万
15億6,500万
27億   600万

1,421億2,600万

334億9,500万
171億4,900万
156億4,500万
115億3,800万
81億2,100万
65億2,000万
55億1,100万
51億6,000万
62億9,400万

1,808億9,300万

100.0
86.4
46.9
103.5
91.0
101.5
97.4
100.0
84.3
78.5
91.0

(単位：円、％）

（91.0％） （78.6％）

国　民　健　康　保　険 562億8,100万

396億7,200万

54億2,200万

24億2,700万

1,038億　200万

442億2,500万(78.6)

324億8,100万(81.9)

40億9,800万(75.6)

21億7,900万(89.8)

829億8,300万(79.9)

496億1,100万(88.1)

351億1,100万(88.5)

53億2,100万(98.1)

15億7,000万(64.7)

916億1,300万(88.3)

介　　護　　保　　険

後 期 高 齢 者 医 療

そ　　　の　　　他

計

(単位：円、％）

民　　生　　費
教 　 育 　 費
公　　債　　費
土 　 木 　 費
総　　務　　費
衛 　 生 　 費
消 　 防 　 費
商 　 工 　 費
農林水産業費
そ　　の　　他

計

759億2,500万
224億2,400万
180億2,000万
178億5,700万
168億7,900万
135億5,200万
54億   300万
43億1,100万
22億
43億2,200万

1,808億9,300万

77.3
75.0
99.9
73.9
66.3
82.4
90.1
90.9
71.1
62.6
78.6

(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
公債費…………市の借金返済のためのお金
土木費…………道路・都市整備などのためのお金 
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

会　　計　　名 予　算　額 収　入　額
（収入率）

支　出　額
（執行率）

款 予　算　額 収　入　額 収入率 款 予　算　額 支　出　額 執行率

　市では毎年2回財政状況を公表してい
ます。
　今回は2016年度における各会計の執
行状況を中心に、財産の状況や市債（市
の借金）などについてお知らせします。

h財政課(l928-1014)

2016年度下半期
市の財政状況

お知らせ ピックアップ●
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財産の状況 （2017年3月末見込み）

公表対象となる施設

 

市iに広報用の映像を掲載しています。

　福山地区消防組合では、不特定多数の人が利用する
ホテルや旅館などの安全情報をホームページで公開し
ています。また、立ち入り検査などで施設の関係者に
防火対策を促しています。
　今後も一定の基準に適合した施設が増えるよう、指
導に取り組んでいきます。

右の用途で使用して、次に該当するもの　
●収容人員が300人以上の建物
●収容人員が30人以上(社会福祉施設の場合は10人
　以上)で、次の①②の両方に該当するもの
　①地階または3階以上を右の用途で使用している
　②階段が一つ

用　　　　途

劇場・映画館・集会場など
キャバレー・遊技場・性風俗関連特殊営業をしてい
る店舗・カラオケボックスなど
料理店・飲食店など
百貨店・その他の物品販売業など

ホテル・旅館など（収容人員などにかかわらず全ての
建物が対象）
病院・老人福祉施設・老人デイサービスセンター・
保育所・幼稚園・特別支援学校など
公衆浴場など
施設の一部を上記のいずれかの用途で使用している
もの

h消防局予防課（l928－1192）

右の用途で
使用しているもの

※詳しくは
福山 公表制度

防火・避難基準適合防火対象物公表制度
について知っていますか

市債（市の借金）はいくら？
（2017年3月末見込み）

●市民1人当たりにすると…

31万5,000円

1,481億円土　地

6,381
1,227万

2,360
18億

8,380
370億

5,513
148万

2,878
15億

㎡

建　物

㎡

有価証券
その他

万円

債　権

万円

基　金

万円

制度についてもっと知りたい！

●お知らせ ピックアップ aとき　bところ　c内容　d対象　e定員
f料金　g申し込み　h問い合わせ　iホームページ
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　特定健康診査・後期高齢者健康診査は、心筋梗塞、脳梗塞、慢性腎臓病（CKD）
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に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。

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へ
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！

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

特定健康診査

脳ドック健診費用の助成

後期高齢者健康診査※詳しくは受診券同封の
　案内に掲載

40歳以上の市国民健康保険
被保険者

身長・体重・腹囲・血圧測定、尿検査、
血液検査(脂質･肝機能･血糖･貧血･腎機能など)、
心電図検査など

・特定健康診査受診券　　　
・被保険者証

対象者

対象者

対象者

検査内容

持参物

対象者

検査内容

持参物

生活習慣病で治療中の
人も健診を受診できる
ので、かかりつけ医に
相談してください

※詳しくは「健康診
　査のお知らせ」に
　掲載

後期高齢者医療制度被保険者

身長・体重・血圧測定、尿検査、血液検査
(脂質･肝機能･血糖)など

後期高齢者医療被保険者証
※受診券はありません

受診券は５月中に届きます

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

※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

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

助成額

受付期間

受診期間

助成額

受付期間

利用期限

松永健康スポーツセンター(松永町)
（l934-7717）

国民宿舎 仙酔島(鞆町)
（l970-5050）

福山すこやかセンター(三吉町南)
（水浴訓練室l928-1343）

うつみ市民交流センター(内海町)
（l986-3111）

全施設
プール
トレーニングルーム
入浴

水浴訓練室

プール

920円
510円
510円
540円

65歳未満510円
65歳以上250円
65歳未満510円
65歳以上250円

300円

300円
300円
250円
300円
250円

620円
210円
210円
240円
210円
無料
210円
無料

コ　ー　ス 利　用　料 助　成　額 自己負担額助　成　対　象　施　設　名

健診費用の5割(2万5,000円まで)。年間1人1回　

5月1日㈪～12月28日㈭　 

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

いずれも事前に
申請が必要です

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

1人1回300円を限度に年間15回分を助成

5月1日㈪～来年2月28日㈬

来年3月31日㈯まで

申請に必要なもの・申請場所   ①は保険証を持参し、国保年金課、各支所・分室・分所へ　
(電話での申し込みはできません)　②は保険証を持参し、後期高齢者医療課、各支所・分室・分所へ

h ①は国保年金課(☎928-1155)
　 ②は後期高齢者医療課(☎928-1411)

h 成人健診課(☎928-4747)

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

お知らせ ピックアップ●
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避難準備、自主避難の目安に！

これが出たら、勧告を開始！

危険です！今すぐ避難を！！

h危機管理防災課（☎928－1228）

●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

　近年、2014年の広島市土砂災害や昨年の福山市大雨災害のように、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の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

●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

！ どう避難するかを知る

●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

！ どこへ避難するかを事前に知る

●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
●自主防災組織に土のう袋な
　どの資器材を貸し出してい
　るので活用する
●家族などと連絡方法を確認
　する

！ 家庭や地域でできる対策

▽申し込み資格
●配偶者または親族と同居している※単身世帯、子育て世帯、車いすの人
　がいる世帯は別に条件あり
●現に住宅に困っている　　　●市税などを滞納していない
●月収15万8‚000円以下※世帯状況によって上限金額は異なる　　
●暴力団員でない
●入居する際に、独立の生計を営み、かつ所得税の課税所得者である連
　帯保証人が２人いる
▽申込書類配布時期・場所…５月１日㈪から、後記および東部支所、内海
支所で配布
gh５月15日㈪～19日㈮に、所定の申込書を、住宅課(☎928-1101）、松
永(☎930-0412）・北部(☎976-8807）・沼隈(☎980-7709)・神辺(☎
962-5013)建設産業課、北部建設産業課新市出張所(☎0847-52-5562)へ
※郵送は不可

◆避難に関する３つの情報

水平避難 
安全な場所
に移動する

※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

　ハザードマップや避難
場所は市役所本庁舎、各
支所・公民館、市iなど
で閲覧できます。

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

垂直避難 

避難準備・高齢者等避難開始

緊急時の連絡先

避  難  勧  告

避難指示（緊急）

間取り

１DK

２DK

３DK

17

24

 9

－

7

13

1

2

2

単身
世帯

２人
世帯

３人
以上

対象
世帯

募集戸数

一般
住宅 子育て 車いす

募集戸数

新築した深津市営住宅３号棟の入居者を募集します

連絡先
本庁管内（代表）
危機管理防災課
建設政策課
松永支所管内
松永地域振興課
松永建設産業課
北部支所管内
北部地域振興課
北部建設産業課
芦田支所
加茂支所
新市支所
沼隈支所管内
沼隈支所
沼隈建設産業課
神辺支所管内
神辺地域振興課
神辺建設産業課
東部支所管内
東部地域振興課
鞆支所管内
内海支所管内

☎921-2111
☎928-1228
☎928-1075

☎930-0400
☎930-0413

☎976-8800
☎976-8808
☎958-2511
☎972-3111
☎0847-52-5512

☎980-7700
☎980-7710

☎962-5000
☎962-5020

☎940-2571
☎982-2660
☎986-3111

電話番号

年の広島市土砂災害や昨年の福山市大雨災害のように、局地的な集中

大雨に備えて
　～５月は「水防月間」～

aとき　bところ　c内容　d対象　e定員
f料金　g申し込み　h問い合わせ　iホームページ

●お知らせ ピックアップ
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　本市では、雇用の確保や地域経済の活性化を目的と
し、自然災害が少ない温暖な気候や良好な交通アクセ
ス、ものづくり産業の集積、子育て環境の充実など本市
の強みを生かした企業誘致に取り組んでいます。

　このたび、1982年に制定された福山市企業立地促進
条例に基づく企業立地助成制度を大幅に改正し、４月
１日から新たな優遇制度をスタートさせました。

h企業誘致推進課（l928‒1124）

　４月１日から、従来からの工場や流通施設の誘致に加
え、新たな雇用の創出が見込まれるＩＣＴ企業や本社機
能、ファブレス企業＊を積極的に誘致する制度にしまし
た。
　また、中小企業を中心とした市内企業に対し、設備の

導入・更新を積極的に支援するための制度を初めて創設
しました。

＊ファブレス企業とは・・・工場を所有せずに製造業とし
　ての活動を行う企業のこと

　市内に事業所を設置する企業に対する助成制度を見
直しました。
■対象事業
　工場、流通施設、試験研究施設、本社機能、
　情報サービス事業所、コールセンター
■主な変更内容
　・民有地に立地する流通施設を助成対象に
　・試験研究施設の助成率をアップ
　・本社機能に対する助成内容を大幅見直し
　・情報サービス事業所とコールセンターに対する助成
　 期間を3年間に延長
　・民間遊休地の利活用を促進させるための制度を創設
　

　制度変更による説明会を開催します。
a６月６日㈫午後１時30分～３時
bものづくり交流館（エフピコRiM 7階）
c市内企業向けの設備投資奨励金の内容を中心
に、助成内容や申請方法などを説明　　
h企業誘致推進課（l928‒1124）

　市内の工場などにおいて、建物の増築を伴わない機械
設備などの導入・更新に対する助成制度を新設しまし
た。
■対象施設
　市内の工場、流通施設、試験研究施設
■設備投資規模
　・小規模企業者　3千万円以上
　・中小企業者　　　1億円以上
　・中堅企業者　　　3億円以上
　・その他の者　 　30億円以上
■奨励内容
　・固定資産税の相当額を3年度間助成
　（助成割合）初年度100％、2年度75％、３年度50％

企業の設備投資をバックアップ!企業の設備投資をバックアップ!

制度を改正しました。何が変わったのかをお知らせします

事業所設置奨励金を見直しました

企業立地助成制度説明会
　企業立地助成制度を利用するには、事業着手の
1カ月前までに申請手続きが必要です。
　制度の利用を検討する企業は、早めに相談して
ください。※詳しくは市iに掲載

助成制度について(申請は1カ月前まで)

設備投資奨励金を新設しました

Renewal
!

Topics

New!
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子ども議員・高校生議員 募集

青少年育成自立支援事業
講習会・説明会

　子ども議会は、子どもたちが議員になってよりよい
「ふくやま」にしていくためにまちづくりについて考
え、自分たちの意見を提案する模擬市議会です。子ども
議員は、市役所の仕組みや政治・社会情勢などを学び、
施設見学などを重ねて子ども議会本会議を迎えます。
　これまでにさまざまな提案が実現しています。子ど
も議員になって市長に提案してみませんか。
▽子ども議会開催日…10月22日㈰
d市内に在住する、ま
たは市内の小・中学校
に在学する小学5年生
～中学生
e40人※応募多数の場
合は選考

　ひきこもりがちな青少年の社会参画を促すため、ボ
ランティア活動や創作活動、企業体験などのさまざま
な体験活動を行います。５月末から来年２月末まで週1
回約35回行います。事業前に講習会と説明会を行いま
す。

a５月13日㈯午後２時～３時
30分　
b本庄コミュニティセンター
c○講習会「ひきこもりの理
解と心理的支援について」　
▽講師…木原庸子さん・菅原
敏子さん（臨床心理士）　○事
業説明会　
e50人※先着
g電話で同団へ

　高校生議会は、高校生が議員になって本市のまちづ
くりについて質問・提案する模擬市議会です。地域社会
や学校生活などへの関心や郷土に対する愛着心を育て
るために開催するものです。
　提案の中で実現可能なものは市の施策として採用し
ます。高校生議会に参加し、皆さんの提案をまちづくり
に反映させてみませんか。
▽高校生議会開催日…10月29日㈰※質問・提案書を作
成するため、夏休み期間中に事前学習会を開催
d市内に在住する、または市内の高校に在学する高校
生
e40人※応募多数の場合は選考
　 　 　 　 ◇ 　 　 　 ◇ 　 　 　 ◇ 　 　 　 　
gh5月31日㈬（消印有効）までに、所定の応募用紙を、
郵送または直接、青少年課（l928-1046）へ※応募用紙
は青少年課に設置。市iからもダウンロード可

子ども議会　子ども議員募集

高校生議会　高校生議員募集

gh青少年育成事業団（l952-1177）

gh青少年課（l928-1046）

　ラベルとふたは、本体と素材が異なるため外されてい
ないとリサイクルの妨げになります。効率的にリサイク
ルを進めていくために、正しい分別をしましょう。※詳
しくは「ごみ分別ガイドブック（保存版）」の７ページに
掲載
　分別に楽しく興味をもってもらうため、ペットボトル
のラベルとふたを外す速さを競う大会を昨年10月に行
いました。※ルールやタイムなど詳しくは市iに掲載

ペットボトルはラベルと
ふたを必ず外してください！

環境情報ニュース
　食品ロスとは、食べられるのに捨てられてしまう食
品のことをいいます。日本では、年間2,797万トン＊ の
食品廃棄物などがごみとして出されています。そのう
ちの632万トン＊ は食品ロスだと試算され、このうちの
302万トンは一般家庭からのものです。
＊数値は農林水産省および環境省「平成25年度推計」から

食品ロスを減らしましょう

　賞味期限は「おいしく食べることができる期限」で
す。期限が過ぎてもすぐに廃棄せず、食べられるかどう
かを判断することが大切です。消費期限は「食べても安
全な期限」です。期限内に食べ切りましょう。

賞味期限を正しく理解しましょう

飲食店から出る食品ロスの約６割は食
べ残しです。外食時には食べ切れる量を
注文しましょう。また会食や宴会などで
は、乾杯後の30分間と終了前の10分間
は席を立たず料理を楽しむ「3010（さん
まるいちまる）運動」を実践し、食品ロス
を減らしましょう。

a４月～
cボタン電池（リチウムコイン電池含む）を燃やせる粗
大ごみの収集日に回収※セロハンテープなどで巻いて
絶縁し、筒型乾電池と同じ袋に入れる

分別変更（ボタン電池）

h廃棄物対策課（l928-1073）

ラベルと
ふたを
外してネ
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