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福山市名誉市民

小 松 安 弘 さ ん 逝 去 ︵享年

●本市の発展に貢献●

７９

歳︶

また︑市立大学の施設充実

と若者の人材育成のために多

額の浄財を寄附いただき︑ふ

くやま美術館に﹁小松コレク

ション ﹂と称される国宝の太

刀を寄 託くださるなど︑教育

文化の 振興にも格別なる貢献

これらの功績により２０１

日︑福 山市名誉市

をいただきました︒

６年３ 月

民に推戴いたしました︒
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本市の名誉市民である小松

安弘さんが２０１７年５月

日に逝去されました︒

小松さんは︑１９６２年に

ともに︑安らかなるご冥福を

謹んで哀悼の意を表すると

在の株式会社エフピコを創業︒

心からお祈り申し上げます︒

福山パール紙工株式会社︑現

卓抜した経営力と指導力によ

h秘書課︵l ・１001︶
▲福山市名誉市民推戴式（左から２番目）

り業界 首位の大企業に育て上

げられ ました︒同社を通じ︑

環境分 野における循環型社会

の構築 や︑障がい者雇用に積

極的に 取り組まれ︑障がい者

の社会 的自立の促進に尽力さ

れました︒

２００６年には公益財団法

人小松育英会を設立され︑経

済援助が必要な子どもたちへ

の学資支援など︑児童・青少

年の健 全な育成にも貢献され

ました︒
928

23

▲故小松安弘さん

青少年の非行・被害防止全国強調月間
〜誘惑に負けないで、私たちの大事な未来を守ろう〜

７月は「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です。
「社会を明
るくする運動」も同時に展開され、
「再犯防止啓発月間」にも定めら
れています。
青少年の非行・被害防止を社会全体の責務として捉え、関係機
関・団体、地域住 民が一体となって取り組みを進めていきましょう。

福 山 夏まつり

8/13 日
8/14 月

２０１７

8/15 火

二上りおどり大会
いろは丸ＹＯＳＡＫＯＩ
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

当日の飛び入り参加も大歓迎！

二上りおどりを体験・練習したい人へ

二上りおどりへの飛び入り参加者や少人数で参
加したい人は、当日でも参加できる「飛入り連」
に参加してください。
a8月13日㈰午後５時〜
（受け付け）
▽受付場所…まなびの館ローズコム
h「飛入り連」事務局（福山ホテル旅館組合内
l923‑0681）
※月・水・金曜日午前10時〜午後2時

二上りおどりの出前講座を行います。講師は長
年二上りおどり大会に参加している団体のメンバー
です。※日時・場所などは講師と要打ち合わせ。
講師の交通費など実費が必要
h 観光課（l928‑1043）

「ローズマインドエリア」利用希望者募集

市内の各図書館・生涯学習センター、観光課で
二上りおどりのＤＶＤを貸し出して
います。二上りおどりの踊り方や
音楽、
歴史などを収録しています。

身体が不自由な人も安心して花火大会を観覧で
きるエリアを設けます。
b竹ケ端運動公園水上スポーツセンター内駐車場
e50組※抽選（車1台で1組）
gh7月14日㈮
（必着）
までに、
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・電話番号を明記し、
後記へ

二上りおどりＤＶＤを活用してください

gh福山祭委員会実施本部（霞町一丁
目6番15号中央ビル202l944‑5515）

公式i

h青少年課（l928‑1046)

各種募集

○子どもの性被害の防止
○インターネット利用に係る非行および犯罪被害防止対策の推進
○有害環境への適切な対応
○薬物乱用対策の推進
○不良行為および初発型非行（犯罪）などの防止
○再非行
（犯罪）
の防止
○いじめ・暴力行為などの問題行動への対応

10/14 土 10:00〜20:00
15 日 9:00〜16:00

主 な 月 間 行事

会場：福山港国際コンテナターミナル特設会場
10
14

日

15

時〜午後
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ステージ出演団体募集

a 月 日㈯午前

１時︑午後４時〜８時︑

㈰午前９時〜午後４時

d音楽・ダンスなどの活動を

時〜午後

10

15

している団体

15 14

e 団体程度

10

協賛企業募集

a 月 日㈯午前

８時︑ 日㈰午前９時〜午後

４時

c企 業 Ｐ Ｒ ブ ー ス へ の 出 展

︵ＰＲと併せて行う自社製品

の販売は可︶

詳
※しくは後

f２万５︐
０００円から︵テン

ト半張 当たり ︶

◇

記へ問い合わせてください

◇

日㈪までに︑福山

31

◇

gh７月

928

市みなと事業推進委員会事務

局︵港湾河川課内l ・１２

６０︶へ 応
※募多数や内容な

どにより︑出演・出展ができ

ない場合があります

■強調月間街頭啓発活動
a7月１日㈯午後2時〜 bポートプラザ日化ポートモール
■ 社会を明るくする運動 モデル事業福山地区大会・青少年育成市民運動推進大会
a7月15日㈯午後1時〜 b県民文化センターふくやま
c○ミニコンサート
「ミラクルサクソフォン カルテット」 ▽出演…山下雅也さん、西川祐太さん、増田結子さん、
平井千香子さん ○記念講演「就労を通した再犯防止−コレワークの活動から−」 ▽講師…都坂圭吾さん(コレ
ワーク西日本矯正専門職)
■社会を明るくする運動「 社明 絵画展2017inふくやま」
ab○7月4日㈫〜９日㈰午前9時30分〜午後5時･ふくやま美術館
○7月10日㈪〜30日㈰午前9時〜午後5時･まなびの館ローズコム
c少年院など在院生の絵画や小中学生の優秀作文などを展示
■チャリティー茶会
a7月4日㈫午前10時〜午後2時 bふくやま美術館ほか
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検索

福山夏まつり

月 間 の 重 点項目
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後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ

h後期高齢者医療課（l928‑1411）、松永（l930‑0402）
・北部（l976‑8802）
・東部（l
940‑2576）
・神辺
（l962‑5011）市民課、内海支所（l986‑3111）、沼隈（l980‑7703）
・
新市
（l0847‑52‑5514）支所保険年金担当※その他の支所・分室・分所でも申請可

保険証の更新は毎年８月１日

前年の所得を基に算定した今年度の保険料を、７月中
旬に通知書で送付します。金額などは送付する通知書で確
認してください。

人工透析の治療について
後期高齢者医療保険に加入する前の
保険で人工透析の治療を受けていた人、
後期高齢者医療保険加入後で新たに治
療を受ける人は申請の手続きが必要です。
※後期高齢者医療保険加入後の｢特定疾病療養受療証｣
を持っている人は有効期限がないのでそのまま使用可能

h介護保険課（l928 1166）

介 護保険負担 割 合 証を７月下 旬に送 付します
要介護（要支援）認定者や介護予防・生活支援サービス事業対象者に対し、前年の所得
を基に決定した自己負担割合（1割または2割）を記載した「介護保険負担割合証」を7月
下旬に送付します。

第１号
被保険者
（65歳以上）

本人の
合計所得金額
160万円未満

同一世帯の第１号被保険者の
「年金収入＋その他の合計所得金額」
単 身 世 帯 ：280万円以上
2人以上世帯：346万円以上

２割負担

上記以外の人

１割負担

第２号被保険者、
生活保護を受けている人、
市民税非課税者
＊合計所得金額…収入から公的年金等控除や必要経費などを控除した後で、
基礎控除などを控除する前の所得金額

「介護保険負 担 限 度 額 認 定 証 」の 更 新 時 期です
｢介護保険負担限度額認定証｣の有効期限は７月末です。８月以降も軽減を受ける場合
には更新が必要です。更新の手続きをしていない人は８月末までに申請をしてください。
◆負担限度額認定とは
市町村民税世帯非課税者であって、一定の要件を満たす場合は、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（滞在費）について負担の軽減を受けることができます。

高 額介護（介護 予 防 ）サ ービス費 の 上 限 額 が 変わります
1カ月に支払った自己負担額が一定の上限額を超えた場合、申請により超えた額の支給を受けることができます。
市町村民税世帯課税者であって、同一世帯の第１号被保険者の課税所得が145万円未満の人など、現在１カ月の上
８月から上限額が44,400円に変わります。
ただし、同一世帯の全ての第１号被保険者の自己負
限額が37,200円の人は、
担割合が１割である場合は、
８月から３年間に限り、年間の自己負担額の合計に対し446,400円（37,200円×12カ月）
の上限額が設定されます。
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8月1日から70歳以上の「現役並み所得者」と「一般」の
高額療養費の自己負担限度額が変わります

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。
70歳以上の人の高額療養費は個人の限度額（外来のみ）を適用した後、世帯の限度額（外
来＋入院）を適用して計算します。

■70歳以上の人の自己負担限度額（月額）

（75歳になる月は国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ1/2になります）
所得区分

非課税
世帯

介 護保 険 制度のお 知らせ

本人の
＊
合計所得金額
160万円以上

h国保年金課（給付担当l928 1054）、後期高齢者医療課（l928 1411）

市民税課税世帯

保険料の通知書送付は７月中旬

市民税非課税世帯の人には、申請により入院時の食費
が減額される証を交付します。手続きに
は、被保険者証・印鑑・マイナンバーが分
かるものが必要です。※すでに申請して
今年度も減額の対象になる人は申請不要

ピックアップ●

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

入院時の食費の減額について

８月１日以降に病院に行くときは、必ず新
しい保険証（紫色）
を提示してください。有
となっている
効期限が「平成29年７月31日」
保険証
（だいだい色）
は使えません。
新しい保険証は７月下旬に後期高齢者医
療広域連合より送付します。負担割合は前年の所得を基に判
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

あなたの負担割合は？

お知らせ

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

負担割合

現役並み
所得者＊１
一

般

3割
1割
または2割

世帯の限度額
（外来＋入院）

個人の限度額
（外来のみ）
変更前

44,400円

80,100円＋(医療費−267,000円)×1％
〈4回目以降の場合44,400円〉

変更後 57,600円
変更前 12,000円

変更前

変更後 14,000円
〈年間上限額144,000円＊2〉

低所得者Ⅱ

1割
または2割
低所得者Ⅰ

44,400円

変更後 57,600円
〈4回目以降の場合44,400円〉
24,600円

8,000円

15,000円

＊1 現役並み所得者…①市民税課税所得額145万円以上の人、②前記①と同じ世帯の人
＊2 年間上限額は８月から翌年7月までの合計額に対して適用されます

国民健康保険の被保険者の皆さんへ

h①国保年金課（給付担当l928 1054）、②〜④国保年金課（資格賦課担当l928 1055）
）

①「限度額適用認定証」
「限度額適用・標準
負担額減額認定証」の更新時期です

③国民健康保険税の納税通知書を
７月中旬に送付します

現在交付している認定証の有効期限は7月31日㈪で
す。7月上旬に更新するための申請書を送付するので
更新が必要な人は手続きをしてください。
※認定証は申請により交付します

第1期の納期限は7月31日㈪です。必ず納期限まで
に納付してください。

■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。※70歳未満で市民税課税世帯の
人が対象
■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。※市民税非課税世帯の人が対象

※倒産・解雇・雇い止めなど
で離職したり、災害により家
財に損害を受けたり、事業の
休廃止や長期の入院などを
したりしたときは、手続きを
することで保険税が減額さ
れる場合があります。詳しく
は納税通知書に同封のチラ
シで確認してください

②新しい高齢受給者証を送付します

④納付方法について

新しい高齢受給者証を7月下旬に送付します。
8月1日㈫からは新しい高齢受給者証
を保険証と一緒に病院などの窓口に
提示してください。
※詳しくは高齢受給者証に同封のチ
ラシで確認してください

保険税の支払いが特別徴収（年金からの支払い）の
世帯は普通徴収（口座振替）に変更ができます。事前に
金融機関で口座振替の手続きを行い、国保年金課また
は各支所に申出書を提出してください。
※ただし保険税を滞納すると特別徴収になります
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﹁あたりまえ
そんなみずこそ
たからもの﹂

h上下水道局財務経営課︵☎ ・１５２４︶

施設などの資産価値の減少
（減価償却費など）
31億9,421万8千円

図

安全で良質な水を
つくるための費用
14億2,053万1千円

予算額
90億1,750万1千円
水道料金収入
79億127万1千円

かん きょ

その他の収益
6億1,085万4千円

○下水道施設の耐震化

管渠の耐震化・長寿命化対策

算

工事を行います︒

予

本年度の当初予算は図のと

料金収納や
経営管理などの費用
2億1,937万3千円

老朽化した管渠に起因する

おりです︒※内側が収益︑外

事業所まで安全に
水を送るための費用
6,319万8千円

収益的収支

補助金などの
収益化
5億537万6千円
借入金の利息
8億3,513万3千円

道路陥没事故の未然防止と下

給水や災害などへの対策のた

側が費用を表しています

工業用水道料金収入
28億6,880万1千円

その他の費用
2億8,892万5千円

水の通水機能を確保するため︑

る影響は甚大なものとなりま

め︑工業用水道管路の布設替

当年度純利益
12億7,303万3千円

工業用水を
つくるための費用
11億5,289万3千円

ピックアップ●

上下水道事業の業務公表・
２０１７年度事業と予算について

す︒そのため︑災害発生時に

えや箕島・中津原浄水場の機

業務予定量

被害を最小限に抑えるための
水道事業

２０１７年度の事業経営の

械・電気設備などの計画的な
収益的収入は前年度比２．

災害に強い施設整備が求めら

億１︐７５０万１

億４︐４４６万８千円

基本となる業務予定量は次の

千円︑収益的支出は５． ０％

９％増の

減の

水道事業

その他の収益
6,055万8千円

予算額
31億3,876万7千円

施設などの資産価値の減少
（減価償却費など）
9億7,067万7千円

90

928

収益的収支

その他の費用
4,553万7千円
借入金の利息
5,823万7千円

更新を行います︒

給水や漏水発生時の被害拡大

工業用水道事業

億７︐３０３万

12

れています︒今後も安定した

防止︑災害などへの対策のた

を予定 し︑

使用料収納や
経営管理などの費用
5億1,778万2千円

万６︐

ます︒

下水道
使用料収入
64億2,202万3千円

77

とおりです︒

万 １９８

水道事業 の給水戸数は前年

め︑基幹配水池の耐震化や基

３千円の純利益を見込んでい

下水道事業

汚水をきれいにする
ための費用
19億1,847万円

度比１．３％増の

戸︑１日平均配水量は

幹管路の耐震管への布設替え

を進めます︒
工業用水道事業

億３︐８７６万７千円︑収

収益的収入は前年度並みの

境を確保し︑芦田川など公共

益的支出は２．８％減の 億

公共下水道は快適な都市環

用水域の水質を向上させるた

９９１万５千円を予定し︑６

○公共下水道の計画的な整備

めに欠くことができない都市

億２︐８８５万２千円の純利

４０２ ㎥を予定しています︒

工業用水道事業の給水事業

所数は前年度比１カ所増の

の基幹施設です︒引き続き計

益を見込んでいます︒

下水道事業

画的・効率的に整備を進めま

す︒

施設などの資産価値の減少
（減価償却費など）
57億1,420万4千円

28

21

13

補助金
などの収益化
処理場などに下水を 2億940万8千円
当年度純利益
送るための費用
6億2,885万2千円
7億751万1千円

124億9,449万9千円

繰入金
37億4,494万円

万

㎞にわたる水

補助金などの
収益化
22億7,461万4千円
借入金の利息
18億5,886万1千円
予算額

８６８ ㎥を予定しています︒

市内全域 約

その他の費用
3億7,989万7千円

23

31

25

収益的収支

その他の収益
5,292万2千円

カ所︑１日平均配水量は

15

下水道事業の排水戸数は前

○水道管路や施設の計画的な

年度比１．１％増の 万５︐

４８７戸︑１日平均処理水量

更新

６％減の１２４億９︐４４９

は 万３︐９２２ ㎥を予定し

市街地において︑大雨によ

万９千円︑収益的支出は７．

億９︐

収益的収入は前年度比５．

布設替えや 漏水の未然防止の

る浸水被害から市民の生命・

４％減の１１０億９︐６７２

21

○浸水対策

ほか︑日常 の点検整備などで

財産を守り︑安心・安全な生

７７７万４千円の純利益を見

万５千円を予定し︑

下水道事業
当年度純利益
13億9,777万4千円

11

道管路整備 により︑経年管の

蓄積された データに基づく計

活環境を確保するため︑雨水

13

ています︒

重点施策

水道事業

○水道施設の耐震化

幹線や雨水ポンプ場の施設整

工業用水道事業

込んでいます︒

画的な施設 更新を行います︒

備を行います︒

次の対象者の①の人には7月上旬に
ピンク色の封筒で案内文を送付する
ので、詳しくは案内文を確認してくだ
さい。②の人は後記まで問い合わせて
ください。
d本市に住民票がある次のいずれか
に該当する人※過去に23価肺炎球菌
ワクチン（ニューモバックス）を接種
した人は対象外
①今年度65歳･70歳･75歳･80歳･85
歳･90歳･95歳･100歳になる人
②60歳以上64歳以下で、心臓･腎臓も
しくは呼吸器の機能に障がいを有す
る人、またはヒト免疫不全ウイルスに
より免疫の機能に障がいを有する人
h保健予防課(l928‑1127)

地震などの災害によって水

水道事業と同様に安定した

高齢者肺炎球菌予防接種を
7月1日から実施します

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
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■予算

10

■業務予定量

■ウイルス性肝炎は早期発見・早期治療が大切！
肝炎の多くはB型・C型肝炎ウイルスの感染が原因
であり、ほとんどの肝がんは肝炎ウイルスの持続感染
者（キャリア）に発症することが判明しています。肝炎
ウイルスへの感染は血液検査で調べます。
⑴肝炎ウイルス検診
b福山市医師会健康支援センター、各市民センター･支所などの集団健
診、個別健診実施医療機関 d①今年度40歳になる人 ②今年度41歳以
上になる人で、過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない人 g４月
に各戸配布している「健康診査のお知らせ」を参照※市iにも掲載 h成
人健診課
（l928‑4747）
⑵保健所肝炎ウイルス検査
a月・火・木・金曜日の午後１時〜３時30分※盆休み、年末年始、祝日を除
く b福山市医師会健康支援センター d過去に肝炎ウイルス検査を受
けたことがなく、かつ⑴の検診や職場などで検査を受ける機会がない人
（l928‑1127）
gh保健予防課
■ウイルス性肝炎に感染していることが分かったら
肝臓専門医を受診し、定期的に肝臓の状態を確認しておくことが大切
です。適切な健康管理･治療で、慢性肝炎から肝硬変や肝がんへの悪化を
予防することが可能です。
また、
県内では肝疾患に関するさまざまな助成を実施しています。
▽肝炎治療費助成制度…主治医または県東部保健所福山支所保健課
（l921‑1311） ▽市民病院肝疾患相談室…電話相談（l941‑5151）、面
談（随時）
・専門相談（予約制） ▽県肝疾患患者フォローアップシステム
…県健康福祉局薬務課（l082‑513‑3078）

本年度の当初予算は図のとおりで

医業収益で入院・外来収益ともに

h健康推進課（l928‑3421）

病床数は一般病床５００床︑感染

増加を見込んでいます︒医業費用で

７月25日〜31日は肝臓週間

す︒

入院患者数は

は︑給与費や材料費などが増加します︒

16

症病床６床の計５０６床です︒

万 ３︐ ８

病院事業収益は前年度比０．５％

８５ 人 ︑ 外 来 患

万

21

延べ

増の １８９億 ６︐ ８５５万 １千円︑

者数は延べ

２︐ ８ ５ ６ 人 を

７月28日は世界肝炎デー

病院事業費用は０．２％増の１９２

※内側が収益、
外側が費用を表しています

見込んでいます︒

薬品や手術器材などの
材料費
61億4,325万7千円

億 ９︐ ４９７万円を予定しており︑

入院収益
119億6,360万5千円

差し引き３億２︐６４１万９千円の

医師や看護師
などの給与費
83億1,004万1千円

■重点施策

予算額
192億9,497万円

純損失を見込んでいます︒

当年度純損失
3億2,641万9千円

地域の基幹病院として︑引き続き

その他の収益
4億7,591万1千円

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 ﹂

外来収益
51億82万5千円

を提供します︒

収益的収支

借入金の利息など
7億4,626万5千円

繰入金や
補助金など
14億2,821万円
施設や機器などの
資産価値の減少
(減価償却費）
16億2,793万3千円

昨年度は︑地域医療構想を踏まえ︑

地域において果たすべき役割を明確

化した﹁福山市民病院改革プラン﹂

を策定し︑持続可能な病院経営をめ

ざすための方針を定めました︒

本 年 度 は ︑ 医 療 情 報 シ ス テ ム の更

新や 磁 気 共 鳴 画 像 診 断 装 置
︵ＭＲＩ︶

などの高度医療機器の整備を予定し

ています︒

病院事業

病院運営や
施設管理の経費
24億6,747万4千円

お知らせ

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

家庭まで安全に
水を送るための費用
13億7,758万4千円

料金収納や
経営管理などの費用
6億2,807万7千円
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