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人事行政の
運営等の状況
職員の任免や職員数に関する状況1

市職員の給与などの状況２

部門別職員数の状況
（各年４月１日現在）

　職員の任用、給与、勤務条件など、2016年度の人事行政
の運営状況を市民の皆さんにお知らせします。詳しくは、
市iや市政情報室の閲覧資料で見ることができます。
h１については人事課（l928-1009）
　２については給与課（l928-1010）

※職員数は一般職に属する職員の数であり、地方公務員の身分
を保有する休職者、派遣職員等を含み、臨時および非常勤職員
を除いています

職員の学歴別平均給料月額および平均年齢の
状況（2016年４月１日現在）

職員の初任給の状況
（201６年４月１日現在）

期末・勤勉手当および退職手当の状況

採用の状況（2016年４月１日～2017月３月31日）定員適正化の概要

（単位：人）

　市では、定員の適正化については「福山市行財政改革
大綱」および「福山市中長期定員適正化計画」に基づき、
職員数を削減しました。
　また、昨年２月には新たに「福山市定員適正化計画
2016」を策定しました。５年間の計画期間（2016～2020
年度）において、人口１万人当たりの職員数（市民病院を
除く）69．1人を基準とし、これを上回らない職員数を基
本に、必要な部署には必要な人員配置を行う中で、定員
適正化の取り組みを進めていきます。
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2016年
部　門

区　分
2015年 増減数

合　　計

市長の事務部局
　　　 試験採用
　　　 選考採用
教育委員会
　　　 試験採用　
　　　 選考採用
上下水道局　
　　　 試験採用
市民病院
　　　 試験採用　
　　　 選考採用
      合　　計
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区　　分
採用職員数

男 女

区　　分

大学卒

高校卒

30万5,000

32万  900

38.5歳

41.5歳

平均給料月額 平均年齢

一般
行政職

大学卒

短大卒

高校卒

18万4,800

16万4,700

15万  500

17万8,200

15万8,800

14万6,100

区　　分

一般
行政職

福山市 国

名　称

期末手当
勤勉手当

2016年度の年間支給割合

勤勉手当期末手当 合　計

1.70月分2.60月分 4.30月分

（単位：円）

（単位：円）

※年間支給割合は国と同じです

名　称

退職手当

2016年度の支給実績

1人当たり平均支給額 1,810万円

※支給率は国と同じです

（単位：人）
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福山ブランドとは？

募集対象は？ 認定・登録されたらどうなるの？　※2017年度実績。内容変更の可能性あり

誰が審査・決定するの？

福山ブランド認定品・登録活動 募集中！第４回

来年１月31日㈬まで

【認定マーク】【登録マーク】

検索福山ブランド

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

▼2016年8月から2017年7月までの基準額

所得区分（７０歳未満） 基準額

上位所得者（901万円超）
上位所得者（600万円超901万円以下）
一　　般（210万円超600万円以下）
一　　般（210万円以下）　

低所得者（住民税非課税世帯）

２１２万円
１４１万円
６７万円
６０万円

３４万円

所得区分（７０歳以上）
後期高齢者
医療被保険者

基準額

現役並み所得者

一　　般

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

６７万円

５６万円

３１万円
１９万円

　2016年８月１日から2017年７月31日までの１
年間に個人が負担した医療・介護における自己負
担額を世帯内で合計した金額が、基準額を超えた
場合、申請により「高額介護合算療養費」・「高額医
療合算介護（介護予防）サービス費」として支給さ
れる場合があります。
　該当と思われる人には12月中旬に「申請のお知
らせ」を送付します。申請先は2017年７月31日時
点で加入している医療保険者です。
※医療保険・介護保険のどちらかの負担がない世
帯は対象外。詳しくは「国保のしおり」や「後期高齢
者医療制度のしおり」に掲載

　福山で生み出される、創造性あふれる（クリエーティブな）産品・サービス、素材・技術、取
り組み・活動の数々。その中から特に、今までにはない発想をもち、それを実現するために技
術と情熱を注ぎ込んでいるもの。伝統や歴史に満足することなく、時代やニーズにマッチす
るよう進化し続けるもの。
　そんな、育ち変化していく可能性を秘めたものを「福山ブランド」として認定・登録します。

①販路拡大（産品・サービス部門、素材・技術部門）
・首都圏展示会への出展
（グルメ＆ダイニングスタイルショー）
・ふるさと納税の記念品に採用
②取り組みの継続と拡大（登録活動部門）
ガバメントクラウドファンディングの仕組み
を活用し、活動のPRおよび資金調達を支援
③発信・PR（全部門）
パンフレットやWeb、ポスター、SNSなどさま
ざまな媒体で情報発信

≪認定品≫
●産品・サービス部門
市内で商品化された産品や
提供されているサービス
●素材・技術部門
市内で生産、製造、加工され
た素材や開発された技術
≪登録活動≫
●登録活動部門
地域の活性化や課題解決に
向けたまちづくりの取り組
み・活動など

　外部専門家で構成する「福山市ブランド審査
委員会」が現物・プレゼン審査を実施。その後、
市内18団体で構成する「福山市都市ブランド戦
略推進協議会」が決定します。

　「こんなモノが欲しかった」と言われるよ
うな、新たな価値（付加価値）を生み出してい
る産品や活動を待っています。

h国保年金課（給付担当l928-1054）、
後期高齢者医療課（l928-1411）、介護保
険課（l928-1166）

gh福山市都市ブランド戦略推進協議会事務局（情報発信課内☎928-1135）

▲全国のバイヤーが集まる展示会に出展

▲認定品・登録活動をPRするWebを制作

●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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病院事業の
業務状況

上下水道事業の
業務状況
上下水道事業の上下水道事業の上下水道事業の
業務状況業務状況業務状況

水道管の凍結に注意

水道事業水道事業水道事業水道事業

工業用水道事業工業用水道事業工業用水道事業工業用水道事業

下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業

年末特別火災予防運動

絶対にやめて！フグの素人調理

12月20日～31日h上下水道局給排水課（l928-1512）

　2016年度決算の状況をお知らせします。
※2016年度財務諸表、2017年度上半期の業務状況
は市民病院iに掲載。「福山市民病院 医療の質の
指標」で検索

h市民病院経営企画課（l941-5151）

　入院延患者数は前年度に比べて2,379人増加の
15万9,574人、外来延患者数は附属診療所を含め、
前年度に比べて5,347人増加の22万883人となり
ました。
　損益状況は、1,613万円の純利益を計上しまし
たが、職員体制の充実や管理運営費の増加などに
より、前年度に比べ
減少となりました。
　収益的収支の内
訳は図４、建設改良
費の概況は表１のと
おりです。

　給水人口は前年度に比べて1,069人減少の44万9,123
人となり、１日当たりの平均配水量は512㎥（0.4％）増
加の13万8,816㎥となりました。
　損益状況は、猛暑などの影響による水道料金収益の
増加や固定資産の廃棄に伴う費用の減少により、当年
度純利益は前年度に比べて５億7,308万円増加の17億
1,115万円を計上しました。
　収益的収支の内訳は図１のとおりです。

　気温がマイナス４℃以下（風当たりの強い所はマイナ
ス１～２℃）になると、水道管の中の水が凍ったり管が
破裂したりすることがあります。屋外にある水道管は凍
りやすいので早めに凍結防止の対策をしてください。
■凍らないようにするために
　水道管を市販の保温チューブ・凍
結防止帯（ヒーター）で覆い、ビニー
ルテープを巻いてください。また
は、毛布や布で覆い、ひもで縛り、そ
の上からビニールをかぶせテープ
を巻いてください。※毛布や布がぬ
れると逆効果
■凍ってしまったら
　凍った部分にタオルをかぶせ、その上からぬるま湯を
ゆっくりかけてください。※熱湯をかけると破裂するこ
とがあります　
■水道管が破裂したら
　メーターボックス内の「止水栓」を閉め、市指定給水装
置工事事業者へ修理を依頼してください。
■道路上での水漏れを見つけたら
　ふくやま上下水道修繕センター（l928-1523）に連絡
してください。※24時間受け付け　

　慌ただしい年の瀬を迎えるに当たって、住民一人
ひとりの防火意識を高め、火災の発生を防ぎましょう。
■家庭では次のことに注意しましょう
○火にかけた油鍋のそばを離れるときは必ず火を消
す　○ストーブの取り扱いについて再確認する　○
タバコの火は確実に消す　○ろうそくの使用に注意
する　○家の周りに燃えやすいものを放置しない　○
たき火をするときは消火準備をし、その場を離れない
h消防局予防課（l928-1192）

　フグは猛毒を持ち、食べた人は
呼吸困難などで死亡することが
あります。解毒剤はなく、加熱し
ても分解されません。種類によっ
ては肝臓や卵巣だけでなく、身や
皮にも毒がある場合があります。
同じ種類でも個体・季節・地域によっ
て毒性が異なります。釣ったフグやもらったフグを
家庭で調理することは絶対にやめましょう。
h生活衛生課（l928-1165）

　2016年度決算の状況をお知らせします。
※2017年度上半期の各事業の業務状況は、市iに
掲載。「福山市上下水道局 財政状況」で検索

h上下水道局財務経営課（l928-1502）

　水洗化人口は前年度に比べて3,505人（1.1％）増加の
31万3,496人となり、１日当たりの平均汚水処理水量は
607㎥（0.5％）増加の11万3,580㎥となりました。
　損益状況は、下水道使用料収益が増加したものの、土
地の売却に伴う収益の減少や新浜浄化センター解体工
事費など費用の増加により、当年度純利益は前年度と比
べて６億2,606万円減少の15億3,743万円を計上しました。
　なお、一般会計からの資金不足に対する基準外繰入
金は発生していません。
　収益的収支の内訳は図３のとおりです。

　給水事業所数は前年度と比べて１カ所増加の28カ所
でしたが、１日当たりの平均配水量は1,498㎥（0.7％）減
少の22万780㎥となりました。
　損益状況は、給水収益の減少や負担金など費用の増
加により、当年度純利益は前年度と比べて5,455万円減
少の８億3,329万円を計上しました。
　収益的収支の内訳は図２のとおりです。

　引き続き、効率的な事業運営に努め、地域
の基幹病院として高度で良質な医療を安定
的・継続的に提供していきます。

　2016年度に各事業で計上した当年度純利益は主に
借入金の返済に充てています。年度末の借入金の残
高は水道事業が約400億円、下水道事業が約950億円
です。
　また、今後は料金収入などの増加が見込めない中、

老朽化した施設の更新や耐震化に多額の資金が必要
となるなど、厳しい経営状況が見込まれます。
　引き続き、安全で良質な水道水の安定供給と安全
で快適な生活環境を確保するため、中長期的視点に
立った事業経営に努めていきます。

項　目 金　額 内　　　　容
医療情報システムサーバ群の更新に伴い、西館２
階にサーバ室を増設するための改修工事を実施
循環器用Ｘ線診断装置ほか
100品目の器械備品などを取得

971万円

9億4,081万円

表 １　建設改良費の概況

施設改良

有形固定
資産購入

外来収益
49億3,287万円

繰入金や補助金
など
14億8,982万円

その他の収益
4億4,689万円

医師や看護師
などの人件費
78億4,866万円

薬品や手術器材などの
材料費
58億5,183万円

施設や機器などの
資産価値の減少
（減価償却費）
16億5,084万円

病院運営や施設管理の経費
21億238万円

借入金の利息など
10億5,649万円

当年度純利益
1,613万円

入院収益
116億5,675万円

決算額
（税抜き）

185億2,633万円

※内側が収益、外側が
費用を表しています

※図については内側が収益、
外側が費用を表しています

決算額
（税抜き）
85億5,998万円

水道料金収益
74億7,413万円

安全で良質な水を
つくるための費用
12億2,115万円

家庭まで水を
送るための費用
10億6,444万円

料金収納や経営
管理などの費用
5億4,736万円

施設などの資産価値の減少
（減価償却費など）
30億8,949万円

補助金などの
収益化
5億1,353万円

当年度純利益
17億1,115万円

その他の収益
5億7,232万円

借入金の利息
8億8,631万円

その他の費用
4,008万円

決算額
（税抜き）

123億5,460万円
下水道使用料
収益 
59億8,298万円

処理場などに下水を送る
ための費用
6億7,925万円

汚水をきれいに
するための費用
16億3,134万円

施設などの資産価値の減少
（減価償却費など）
56億4,819万円

その他の費用
4億5,500万円

補助金など
の収益化
23億801万円

借入金の利息
19億2,998万円

繰入金
40億5,458万円

その他の
収益
903万円

使用料収納や経営
管理などの費用
4億7,341万円

当年度純利益
15億3,743万円

その他の収益
5,505万円

その他の費用
51万円

工業用水道
料金収益
27億7,912万円

工業用水をつくる
ための費用
9億3,089万円

事業所まで水を
送るための費用
2,527万円

料金収納や経営
管理などの費用
1億7,956万円施設などの資産価値の減少

（減価償却費など）
10億769万円

借入金の利息
7,008万円

当年度純利益
8億3,329万円

補助金などの
収益化
2億1,312万円

決算額
（税抜き）
30億4,729万円

図４ 図 1

図 2

図 3
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病院事業の
業務状況
病院事業の病院事業の病院事業の
業務状況業務状況業務状況

上下水道事業の
業務状況

水道管の凍結に注意水道管の凍結に注意水道管の凍結に注意水道管の凍結に注意

水道事業

工業用水道事業

下水道事業

年末特別火災予防運動年末特別火災予防運動年末特別火災予防運動年末特別火災予防運動

絶対にやめて！フグの素人調理絶対にやめて！フグの素人調理絶対にやめて！フグの素人調理絶対にやめて！フグの素人調理

12月20日～31日h上下水道局給排水課（l928-1512）

　2016年度決算の状況をお知らせします。
※2016年度財務諸表、2017年度上半期の業務状況
は市民病院iに掲載。「福山市民病院 医療の質の
指標」で検索

h市民病院経営企画課（l941-5151）

　入院延患者数は前年度に比べて2,379人増加の
15万9,574人、外来延患者数は附属診療所を含め、
前年度に比べて5,347人増加の22万883人となり
ました。
　損益状況は、1,613万円の純利益を計上しまし
たが、職員体制の充実や管理運営費の増加などに
より、前年度に比べ
減少となりました。
　収益的収支の内
訳は図４、建設改良
費の概況は表１のと
おりです。

　給水人口は前年度に比べて1,069人減少の44万9,123
人となり、１日当たりの平均配水量は512㎥（0.4％）増
加の13万8,816㎥となりました。
　損益状況は、猛暑などの影響による水道料金収益の
増加や固定資産の廃棄に伴う費用の減少により、当年
度純利益は前年度に比べて５億7,308万円増加の17億
1,115万円を計上しました。
　収益的収支の内訳は図１のとおりです。

　気温がマイナス４℃以下（風当たりの強い所はマイナ
ス１～２℃）になると、水道管の中の水が凍ったり管が
破裂したりすることがあります。屋外にある水道管は凍
りやすいので早めに凍結防止の対策をしてください。
■凍らないようにするために
　水道管を市販の保温チューブ・凍
結防止帯（ヒーター）で覆い、ビニー
ルテープを巻いてください。また
は、毛布や布で覆い、ひもで縛り、そ
の上からビニールをかぶせテープ
を巻いてください。※毛布や布がぬ
れると逆効果
■凍ってしまったら
　凍った部分にタオルをかぶせ、その上からぬるま湯を
ゆっくりかけてください。※熱湯をかけると破裂するこ
とがあります　
■水道管が破裂したら
　メーターボックス内の「止水栓」を閉め、市指定給水装
置工事事業者へ修理を依頼してください。
■道路上での水漏れを見つけたら
　ふくやま上下水道修繕センター（l928-1523）に連絡
してください。※24時間受け付け　

　慌ただしい年の瀬を迎えるに当たって、住民一人
ひとりの防火意識を高め、火災の発生を防ぎましょう。
■家庭では次のことに注意しましょう
○火にかけた油鍋のそばを離れるときは必ず火を消
す　○ストーブの取り扱いについて再確認する　○
タバコの火は確実に消す　○ろうそくの使用に注意
する　○家の周りに燃えやすいものを放置しない　○
たき火をするときは消火準備をし、その場を離れない
h消防局予防課（l928-1192）

　フグは猛毒を持ち、食べた人は
呼吸困難などで死亡することが
あります。解毒剤はなく、加熱し
ても分解されません。種類によっ
ては肝臓や卵巣だけでなく、身や
皮にも毒がある場合があります。
同じ種類でも個体・季節・地域によっ
て毒性が異なります。釣ったフグやもらったフグを
家庭で調理することは絶対にやめましょう。
h生活衛生課（l928-1165）

　2016年度決算の状況をお知らせします。
※2017年度上半期の各事業の業務状況は、市iに
掲載。「福山市上下水道局 財政状況」で検索

h上下水道局財務経営課（l928-1502）

　水洗化人口は前年度に比べて3,505人（1.1％）増加の
31万3,496人となり、１日当たりの平均汚水処理水量は
607㎥（0.5％）増加の11万3,580㎥となりました。
　損益状況は、下水道使用料収益が増加したものの、土
地の売却に伴う収益の減少や新浜浄化センター解体工
事費など費用の増加により、当年度純利益は前年度と比
べて６億2,606万円減少の15億3,743万円を計上しました。
　なお、一般会計からの資金不足に対する基準外繰入
金は発生していません。
　収益的収支の内訳は図３のとおりです。

　給水事業所数は前年度と比べて１カ所増加の28カ所
でしたが、１日当たりの平均配水量は1,498㎥（0.7％）減
少の22万780㎥となりました。
　損益状況は、給水収益の減少や負担金など費用の増
加により、当年度純利益は前年度と比べて5,455万円減
少の８億3,329万円を計上しました。
　収益的収支の内訳は図２のとおりです。

　引き続き、効率的な事業運営に努め、地域
の基幹病院として高度で良質な医療を安定
的・継続的に提供していきます。

　2016年度に各事業で計上した当年度純利益は主に
借入金の返済に充てています。年度末の借入金の残
高は水道事業が約400億円、下水道事業が約950億円
です。
　また、今後は料金収入などの増加が見込めない中、

老朽化した施設の更新や耐震化に多額の資金が必要
となるなど、厳しい経営状況が見込まれます。
　引き続き、安全で良質な水道水の安定供給と安全
で快適な生活環境を確保するため、中長期的視点に
立った事業経営に努めていきます。

項　目 金　額 内　　　　容
医療情報システムサーバ群の更新に伴い、西館２
階にサーバ室を増設するための改修工事を実施
循環器用Ｘ線診断装置ほか
100品目の器械備品などを取得

971万円

9億4,081万円

表 １　建設改良費の概況

施設改良

有形固定
資産購入

外来収益
49億3,287万円

繰入金や補助金
など
14億8,982万円

その他の収益
4億4,689万円

医師や看護師
などの人件費
78億4,866万円

薬品や手術器材などの
材料費
58億5,183万円

施設や機器などの
資産価値の減少
（減価償却費）
16億5,084万円

病院運営や施設管理の経費
21億238万円

借入金の利息など
10億5,649万円

当年度純利益
1,613万円

入院収益
116億5,675万円

決算額
（税抜き）

185億2,633万円

※内側が収益、外側が
費用を表しています

※図については内側が収益、
外側が費用を表しています

決算額
（税抜き）
85億5,998万円

水道料金収益
74億7,413万円

安全で良質な水を
つくるための費用
12億2,115万円

家庭まで水を
送るための費用
10億6,444万円

料金収納や経営
管理などの費用
5億4,736万円

施設などの資産価値の減少
（減価償却費など）
30億8,949万円

補助金などの
収益化
5億1,353万円

当年度純利益
17億1,115万円

その他の収益
5億7,232万円

借入金の利息
8億8,631万円

その他の費用
4,008万円

決算額
（税抜き）

123億5,460万円
下水道使用料
収益 
59億8,298万円

処理場などに下水を送る
ための費用
6億7,925万円

汚水をきれいに
するための費用
16億3,134万円

施設などの資産価値の減少
（減価償却費など）
56億4,819万円

その他の費用
4億5,500万円

補助金など
の収益化
23億801万円

借入金の利息
19億2,998万円

繰入金
40億5,458万円

その他の
収益
903万円

使用料収納や経営
管理などの費用
4億7,341万円

当年度純利益
15億3,743万円

その他の収益
5,505万円

その他の費用
51万円

工業用水道
料金収益
27億7,912万円

工業用水をつくる
ための費用
9億3,089万円

事業所まで水を
送るための費用
2,527万円

料金収納や経営
管理などの費用
1億7,956万円施設などの資産価値の減少

（減価償却費など）
10億769万円

借入金の利息
7,008万円

当年度純利益
8億3,329万円

補助金などの
収益化
2億1,312万円

決算額
（税抜き）
30億4,729万円
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