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市では、毎年２回財政状況を公表しています。
今回は、2016年度決算見込み、2017年度上
半期の財政状況についてお知らせします。

h財政課（l928-1014）

※2016年度の（　　)は前年度比増減率

（単位 ： 円）

2015年度 2016年度
合計1,664億9,100万 合計1,665億7,600万（＋0.1％）

そ の 他そ の 他

消 防 費消 防 費
商 工 費商 工 費 商 工 費商 工 費

衛生費衛生費 衛生費衛生費

土木費土木費土木費土木費

総務費総務費総務費総務費

公債費公債費

教育費教育費 教育費教育費

民生費民生費 民生費民生費

そ の 他そ の 他

694億1,300万

公債費公債費

2015年度 2016年度
※2016年度の（　　)は前年度比増減率

（単位 ： 円）
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2015年度 2016年度
合計1,720億100万 合計1,715億7,500万（△0.2％）

そ の 他そ の 他 そ の 他そ の 他

地方消費税交付金地方消費税交付金
使用料及び手数料使用料及び手数料 使用料及び手数料使用料及び手数料
繰越金繰越金 繰越金繰越金

県支出金県支出金 県支出金県支出金

市　  債市　  債 市　  債市　  債

地方交付税地方交付税

国庫支出金国庫支出金 国庫支出金国庫支出金

市　  税市　  税 市　  税市　  税

地方消費税交付金地方消費税交付金

726億4,000万

284億6,200万

166億　600万

130億4,000万
104億4,600万
  91億   900万
  67億5,700万
  44億9,900万
104億4,200万

729億6,100万
（+0.4％）

300億8,300万
（+5.7％）

161億8,500万
（△2.5％）

115億1,100万
（△11.7％）

110億8,100万
（+6.1％）

  82億3,800万
（△9.6％）

  64億2,100万
（△5.0％）

  55億1,100万
（+22.5％）

  95億8,400万
（△8.2％）

地方交付税地方交付税

歳出増減の主な要因
民生費…年金生活者等臨時福祉給付金の増などから、前年度比3.3％増
商工費…中小企業融資資金貸付金の減などから、前年度比29.9％減
教育費…教育環境整備基金積立金の減などから、前年度比6.4％減
災害復旧費（その他の一部）…土木施設災害復旧費の増などから、前年
　　　　　　　　　　　　　度比2,843.6％増

歳入増減の主な要因
諸収入（その他の一部）…中小企業融資資金貸付金の減などから、前年
　　　　　　　　　　  度比26.8％減
国庫支出金…年金生活者等臨時福祉給付金交付事業費補助金の増な
　　　　　　どから、前年度比5.7％増
市債…臨時財政対策債の減などから、前年度比11.7%減

2016年度
決算見込み

　2016年度は歳入の基幹となる市税が前年度と比べ、３．２億円上回りましたが、社会保障関係費が増
加する厳しい状況でした。このような中、備後圏域の産業支援拠点となる福山ビジネスサポートセ
ンターＦｕｋｕ‒Ｂｉｚの開設、義務教育学校（（仮称）鞆の浦学園）や総合体育館の整備など、財政の健全性
に配慮しながら本市の将来の発展に向けた取り組みを積極的に推進しました。

一般会計歳入決算見込み

特別会計決算見込み

一般会計歳出決算見込み

（単位：円）
区　　　　　分 収　 入　 額 支　 出 　額 収支差引額
都市開発事業

集落排水事業

国民健康保険

介 護 保 険

後期高齢者医療

食 肉 センター

区　　　　　分 収　 入　 額 支　 出 　額 収支差引額
駐 車 場 事 業

商 業 施 設

母子父子寡婦福祉資金貸付

誠 之 奨学資金

財 産 区

合 計

5億　400万

3億5,600万

548億3,000万

388億8,300万

54億　300万

5,600万

3億7,300万

3億5,400万

531億8,500万

379億8,500万

53億5,200万

5,500万

1億3,100万

200万

16億4,500万

8億9,800万

5,100万

100万

8億9,100万

8億6,000万

2億3,600万

8,800万

5,300万

1,021億6,000万

2億　500万

6億7,700万

9,700万

300万

900万

982億9,500万

6億8,600万

1億8,300万

1億3,900万

8,500万

4,400万

38億6,500万

157億5,300万

146億  900万
129億3,400万
  53億9,000万
  59億6,700万
  41億2,000万

197億4,000万

185億6,500万

716億7,000万
（+3.3％）

184億7,800万
（△6.4％）

180億　　　　
（△3.0％）

161億8,100万
（+2.7％）

148億7,700万
（+1.8％）

130億   400万
（+0.5％）

  54億   100万
（+0.2％）

  41億8,300万
（△29.9％）

  47億8,200万
（+16.1％）

消 防 費消 防 費

2016年度決算見込み・2017年度上半期
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9月末見込み）

市債（市の借金）はいくら？

●市民1人当たりにすると…

29万7,000円

1,396億円

土　地
1,229万
7,215㎡ 592㎡

149万

建　物

2,878万円
15億

有価証券
その他

2,654万円
47億

債　権
385億

基　金

100万円

予算額 1,724億6,200万円

収入済み額 834億6,300万円
歳入

特別会計

一般会計
2017年度上半期の財政状況

予算額 1,724億6,200万円

支出済み額 632億700万円
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
諸　　収　　入
地 方 譲 与 税
そ　　の　　他

計

（単位：円、％）

（48.4％） （36.6％）

（単位：円、％）

民　　生　　費
教 　 育 　 費

公　　債　　費

総　　務　　費

消 　 防 　 費

土 　 木 　 費

衛 　 生 　 費

商 　 工 　 費

農林水産業費
そ　　の　　他

計

（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
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
商工費…………商工業発展のためのお金
消防費…………災害対策などのためのお金
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

　2017年度一般会計の当初予算に補正予算を加えた現計予算額は、1,724億6,200万円となり
ました。

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）

国 民 健 康 保 険
介 護 保 険
後期高齢者医療
そ の 他

計

（2017年9月末見込み）

720億　600万
305億8,000万
169億4,500万
150億3,200万
118億7,900万
83億4,300万
63億6,700万
58億1,600万
15億3,500万
39億5,900万

1,724億6,200万

444億6,200万
122億4,900万

4,800万
111億2,900万
12億4,700万
48億6,800万
28億1,800万
3億7,500万
5億1,800万
57億4,900万
834億6,300万

277億　400万
69億7,100万
69億4,200万
69億　300万
44億8,100万
40億3,700万
15億5,400万
24億　600万
5億7,400万
16億3,500万
632億　700万

748億9,100万
227億1,900万
180億1,800万
150億9,800万
131億2,200万
117億8,800万
59億7,600万
54億7,700万
24億3,300万
29億4,000万

1,724億6,200万

61.7 
40.1 
0.3 
74.0 
10.5 
58.3 
44.3 
6.4 
33.7 
145.2 
48.4 

37.0 
30.7 
38.5 
45.7 
34.1 
34.2 
26.0 
43.9 
23.6 
55.6 
36.6 

555億5,500万
414億2,100万
55億6,100万
29億2,900万

1,054億6,600万

202億6,400万（36.5）
162億4,300万（39.2）
17億2,100万（30.9）
17億7,300万（60.5）
400億　100万（37.9）

222億7,000万（40.1）
160億7,600万（38.8）
20億7,000万（37.2）
6億6,300万（22.6）

410億7,900万（38.9）

●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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暮らしを支える大きな力

国民年金
～あなたも年金の受け取りができるかも～

任意加入制度

11月30日は
年金の日

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書

後納制度

税を考える週間
11月11日～17日
～くらしを支える税～

　県と県内全ての市町では、個人住民税特別徴収の適正実施に一斉
に取り組んでいます。

事業主（給与支払者）・従業員（納税義務者）の皆さんへ

特別徴収とは

従業員のメリット

特別徴収への切り替えの手続き

消費税軽減税率制度および事業者支援措置説明会

年末調整説明会

　年金を受け取るための受給資格期間が、2017年8月
1日から10年に短縮されました。受給資格期間が10年
に満たない人でも、次の制度を利用すると年金を受け
とれる場合があります。
h国保年金課（l928-1052）

　本人の申し出により60歳以上65歳未満の期間に国民年金
保険料を納めると、将来受けとる年金額を増やすことがで
きます。また、受給資格期間が10年に満たない人は、最長70
歳まで国民年金に任意加入し保険料を納付することができ
ます。10年以上の受給資格期間を満たせば、年金の受給資格
を得ることができます。
■手続きに必要なもの
印鑑、年金手帳、預金通帳、通帳届け出印※場合によっては
戸籍謄本が必要
h国保年金課（☎928-1052）、福山年金事務所（☎924-2181）

　社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が日本年金機構本部から11月上旬に送付されます。
所得税の確定申告、住民税の申告、年末調整の時に提出してください。
※10月以降に今年初めて国民年金保険料を納付した人への送付時期は2018年２月上旬頃です
h福山年金事務所（☎924-2181）

　2018年９月までに限り、後納制度を利用す
ると２年前から5年前までの過去3年間分の
国民年金保険料を納めることができます。後
納制度を利用することで、将来受けとる年金
額の増額や、年金の受給資格の取
得ができます。保険料を後納制度
で納付するためには、事前に福山
年金事務所に申し込みが必要です。
gh福山年金事務所（☎924-
2181）

■税金展 
a11月11日㈯～17日㈮
bイトーヨーカドー福山店
c税に関する作文・習字の展示など
h税制課（l928-1018）
■くらしを支える税をテーマとしたイベント
a11月11日㈯正午～午後２時
bポートプラザ日化ポートモール
c税に関するクイズなど
h福山税務署（l975-7602）｠
■ハロータックスフェスタ2017
a11月12日㈰午後１時～３時30分
bポートプラザ日化ポートモール
cこども税金クイズ大会、小学生による
音楽や踊りのパフォーマンス、小学生の
税に関する絵はがきコンクール表彰式 
h（公社）福山法人会（l921-7815）
■「税に関する絵はがきコンクール」作品展 
a11月11日㈯～16日㈭
b天満屋ハピータウンポートプラザ店 
h（公社）福山法人会（l921-7815）
■税金無料相談会 
a11月11日㈯～15日㈬午前10時～午後
４時※12日㈰は除く
b天満屋ハピータウンポートプラザ店 
c税理士による税金無料相談
h（公社）福山法人会（l921-7815）

　市があらかじめ通知している従業員ごとの税額を、事業主が毎月給与から
徴収（差し引き）し、翌月の10日までに市に納入する制度です。
　事業主は特別徴収義務者として、原則全ての従業員から個人住民税を特別
徴収する必要があります。

　普通徴収の納期が年４回なのに対し、特別徴収は年12回なので、従業員は
１回あたりの納税額が少なくなり負担が緩和されます。また納税する手間も
省け、納め忘れの心配もありません。

　就職や転職などで従業員の徴収方法を特別徴収に切り替える場合、事業主
が市民税課へ電話することで切り替えができます。従業員の人はまず勤務先
の経理担当者に相談してください。
h市民税課（☎928-1021）

　事業者全般を対象に説明会を開催します。※詳しくは国税庁iに掲載
h福山税務署（l975-7619）

　源泉徴収義務者を対象に説明会を開催します。事前に送付している書類を
持参してください。※来場はできるだけ公共交通機関を利用してください
【福山税務署管内】
a11月15日㈬・16日㈭午前10時～正
午、午後１時30分～３時30分
b県民文化センターふくやま
d駅家・芦田・新市町を除く市内の事
業所
h福山税務署（☎922-1350）

【府中税務署管内】
a11月22日㈬午前10時～正午、午後
１時30分～３時30分
b北部市民センター
d駅家・芦田・新市町の事業所
h府中税務署(☎0847-45-2570)｠

お知らせ ピックアップ●
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9月30日

募集中

　男女共同参画の推進に向け、市ではふくやま
ワーク・ライフ・バランス認定事業者の中で特
に優れた取り組みをしている事業者を表彰し
ています。今年度は次の事業者を表彰しまし
た。※詳しくは市iに掲載　
h男女共同参画センター（l973-8895）

　市の認可を受けた事業所内保育所を設置し、職
員や地域住民の子どもを受け入れ、地域の子育て
にも貢献。子どもが就学するまで正職員のまま短
時間勤務ができるなどの諸制度を充実させ、子育
てと仕事の両立を支援。

　今年度の第１回認定では17事業者を
認定。昨年5月から認定制度が始まり、計
70事業者が認定を受けています。
（2017年８月１日時点）

　次代を担う子ども・若者が夢や希望を
豊かに育み、心身ともに健やかに成長す
ることは市民みんなの願いです。
　豊かな人間性や自ら学び考える力を
身につけた子ども・若者を育成するため
には、地域ぐるみで支援活動を展開する
必要があります。
　「子供・若者育成支援強調月間」を
きっかけに、地域の子ども・若者の健全
育成のため、それぞれの立場でできるこ
とから取り組みを進めていきましょう。
h青少年課（l928-1046）

　次世代法に基づき策定した子育て支援計画の
着実な実行が認められ、厚生労働省から子育てサ
ポート企業の証しであるマーク「くるみん」を取
得。育児休業中の女性社員からの提案を受け、子
育てと仕事の両立に向けた環境を整備。

福山市男女共同参画フォーラム2017で

ふくやまワーク・ライフ・バランス認定への申請を募集しています

11月は子供・若者育成支援強調月間 ～支えよう 輝くひとの 夢みらい～

　男女が働きながら｢仕事と家庭の両立｣
を実現するための支援に積極的に取り
組んでいる事業者を認定します。

制度の概要

■子供・若者育成支援強調月間講演会
　（青少年育成員ブロック研修会）
a11月24日㈮午後７時～８時30分　b西部市民セン
ター　cスマートフォン（ＬＩＮＥ等）の危険性と対処に
ついて　e300人※先着

■街頭啓発活動の実施
　関係機関と合同で「あいさつ・
声かけ」を行います。
a11月７日㈫午前７時30分～８時
15分　b福山駅前

強調月間行事

月間の重点項目

○認定証の交付　○認定マーク
の使用　○市iや情報誌での事
業者名の公表  ○総合評価方式の入札における加点 　
○「就業環境改善支援事業費補助金」制度の申請対象 ※
審査あり　○参画金融機関による融資やローンの金利
優遇　○希望する事業者は“輝く女性応援サイト「Bingo 
Woman」”へ掲載　○ハローワーク福山の求人票に認
定事業者である旨の記載が可能

認定事業者の特典

医療法人辰川会 山陽病院 株式会社エブリイ

男女共同参画推進事業者 表彰

ふくやまワーク・
ライフ・バランス
認定マーク

①子ども・若
者の社会的自
立支援の促進

②子どもの貧
困対策の推進

③児童虐待の
予防と対応 ④生活習慣の見

直しと家庭への
支援

⑤子どもを犯罪
や有害環境など
から守るための
取り組みの推進

広島県の
青少年のマスコット

ゆっぴー
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