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2018 各種募集
５/19    ・20土 日

ローズパレード参加団体 ぴよっこひろばブース出店

ばら祭個人協賛者募集

ばらのステージ出演団体

わくわくステージ出演団体

a５月20日㈰正午～午後４時　b
妙法寺前交差点～緑町公園　d
●山車パフォーマンス：山車を使
用するもの（大きさに制限がある
ので事前に要相談）　●ダンスパ
フォーマンス：踊りを主体とする
もの　●ミュージックパフォーマ
ンス：楽器の演奏進行を主体とす
るもの　●Yosakoiパフォーマン
ス：よさこい踊りを主体とするも
の　▽注意事項…①ダンス・ミュー
ジック・Yosakoiのパフォーマン
スは20人以上のグループ　②「ば
ら」または「福山」がイメージでき
る演出を取り入れる　③山車やプ
ラカードなどの製作費は自己負担
▽説明会…４月中旬（出演団体に別
途案内）　e30団体※先着　gh
３月５日㈪午前10時から23日㈮午
後５時までに、ローズパレード部会
（福山青年会議所内l922-5992）へ

a５月19日㈯午前10時～午後６
時・20日㈰午前10時～午後５時　b
中央公園芝生広場　cf体験型
ブース・１万円、飲食型ブース・２
万円※アルコール類の販売は禁
止、物販型ブース・２万円　※各４
ブース（予定）　d子どもや家族が
ふれ合える、福山らしい出店がで
きる非営利目的
団体　gh３月
29日㈭までに、
中央公園部会（福
山青年会議所内
l922-5992）へ

cばら祭の個人協賛者を今回初め
て募集※詳しくは公式iに掲載　g
h３月30日㈮までに、福山祭委員
会実施本部（l944-5515）へ

a５月19日㈯正午～午後５時、20
日㈰午前10時～午後５時　b緑町公
園ステージ　d市内を拠点に音
楽・舞踊の活動をしている団体　e
両日で７～10団体※応募多数の場
合、協賛団体を優先　gh３月27
日㈫までに、ステージ部会（福山青
年会議所内l922-5992）へ

a５月19日㈯・20日㈰午前10時～
午後4時30分　b中央公園ステー
ジ　d会場全体を巻き込み、子ど
もや家族連れが楽しめるステージ
を行える市内の団体　e各日10
団体前後※応募多数の場合は書類
選考を行い抽選　gh３月29日
㈭までに、中央公園部会（福山青年
会議所内l922-5992）へ

「福山に恋して　
　　　　 未来に恋して！」

今年のテーマは

だよ

h福山祭委員会実施本部
（l944-5515）

検索福山ばら祭2018

詳しくは
公式iに掲載　

お知らせ ピックアップ●
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４/1㈰から

３/21㈬から

　福山地区消防組合は、ホテル・旅館、飲食店、物販店、病院
など不特定多数の人が利用する建物に立ち入り検査を実施
しています。建物への立ち入り検査で重大な消防法令違反
を確認した場合、４月１日からは検査後に消防組合のホー
ムページで違反建物の情報を公表します。

次の消防用設備等のいずれか
が未設置のものです。
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備

地域の安心と安全を守るために
消防法令違反の建物を公表します

どんな消防法令違反が
公表されるの？

会員募集！

立ち入り検査 違反内容を
iで公表

関係者に
検査結果を通知

？
住民の皆さんに重大な違反についての情報を速やかに伝え、
建物の利用時に判断してもらうためです。立ち入り検査後、
違反があれば建物関係者に行政指導をし、それでも是正され
ない場合は命令を発し公示を行いますが、違反の是正や命令
による公示には一定の期間（数カ月）を要します。

なぜ公表するの？

市外大学に通学する人へ
通学費用一部補助します

？

　テナントの入居、建物の増改築、用途の変更などにより、知らない
間に消防法令違反になる場合があります。建物を変更しようとする
人は、近くの消防署に相談して必要な届け出などを行ってください。

　福山のファンになって応援してほしいと
いう思いから設立したファンクラブです。福
山のことが大好きな皆さんの入会を待って
います。入会費・年会費は 無料です！

　福山城をデザインした福山オリジナル
の会員証で、電子マネー楽天Edyと楽天ポ
イント機能を搭載しています。買い物の時
に楽天Edyで支払うと、利用額の0.1％が楽
天Edyから福山市に企業版ふるさと納税
（寄附）され、福山市への応援につながります。

市内からの進学の
選択肢が広がる！！

　市外の大学に新幹線や高速バスで通
学する大学生に対し、通学費用の一部を
補助します。
d市内在住で市外の大学に通学してい
る人で市内の最寄り駅から新幹線を利
用し、広島駅より西・姫路駅より東の駅
を最寄り駅として大学に通学する人（高
速バスの場合は市内の停留所から出発
するもの）※通学定期券を使用
▽補助額…通学費の２分の１（上限額:
５万円／月、50万円／年）
▽補助期間…大学の正規の修学年限
※詳しくは市iに掲載
gh（申込書配布場所）４月１日㈰～5
月31日㈭に、所定の申込書を、企画政策
課（l928-1282）へ※申込書は市iから
もダウンロード可

gh（申込書配布場所）３月21日㈬から、所定の申込書を、企画政策
課（l928-1012）へ　※市iの申し込みフォームからも申し込み可

建物の管理者・事業者の人へ

とは？

ここで確認できます！

新幹線などで

福山地区消防組合i
!

福山オリジナルデザインの会員証をプレゼント！1

福山市の旬な情報を届けます！2

h消防局予防課（l928-1192）

福山 違反 公表 検索

　パンフレットやイベント情報のチラシなどを送付します。

Ａ． Ａ．

●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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市営住宅の案内

生涯学習活動費補助金の
　申請団体を募集します

▽申し込み資格
■一般世帯
　○収入基準
　　▽一般世帯…月収15万8,000円以下
　　▽裁量階層世帯（60歳以上の世帯・障がい者世帯など）…　
　　　月収21万4,000円以下
　○同居親族があること（単身で申し込みの場合は除く）
　○持ち家がないこと　
　○市税などの滞納がないこと
　○暴力団員でないこと　　　 など
■単身者世帯（一般世帯の資格を満たし、次の要件のいずれかを
満たすこと）
　○60歳以上の人　
　○一定程度の障がいがある人
　○生活保護受給者　　　　　 など

h住宅課（l928-1101）、松永（l930-0412）・北部（l976-8807）・沼隈（l980-7709）・神辺（l962-5013）建設産業
課、北部建設産業課新市出張所（l0847-52-5562）

　６月の定期募集から、申し込み時に住民票
などの提出が不要になります。当選者のみ後
日提出してもらいます。

▽抽選方法…優先世帯（高齢者世帯・母子父
子世帯・就学前の子どもがいる世帯・一定
程度の障がいがある世帯など）は当選倍率
を高く設定※常時募集は抽選会への参加
が必要

▽家賃…入居世帯の収入・住宅の広さ・築年
数などにより決定

▽敷金…家賃の3カ月分
▽連帯保証人…独自の生計を営み、所得の
ある人が2人必要

　本市出身の故木村岸夫・マツエ夫妻が、生涯学習の振興の
ために多額の浄財を本市に寄付されました。　
　寄付の趣旨に沿い、生涯学習振興基金を設置し、1993年か
ら生涯学習活動などを行う団体に対して補助金を交付して
います。

d5人以上で、市内に在住・在勤している人が過半数以上参加
している団体
▽補助金…補助対象経費の2分の1以内（5万円まで）※書類、
プレゼンテーションによる審査あり　

▽申請書配布場所…人権・生涯学習課、各生涯学習センター、
各公民館、各コミュニティセンター・館※市iからもダウン
ロード可

gh4月4日㈬（必着）までに、所定の申請書を、郵送または直
接、人権・生涯学習課（l928-1243）へ

６月・９月・
11月・２月

（募集月の1日から）
・募集月の広報「ふくやま」
・市i
・問い合わせ先の窓口

・申込受付期間内に申し込み
・1部屋へ複数の申し込みが
あった場合、抽選で入居者を
決定

深津（西深津町）・港町・佐波町・山手町・引野町
（高屋・桃山）・瀬戸町妙見・西新涯町・天神山（本
郷町）・松永南・駅家東・大開（新市町）・沼隈町の
６団地・徳田（神辺町）

（募集月の前月20日から）
・市i
・住宅課の窓口

・募集月の１日の午前８時30
分から９時まで受け付けを行
い、午前９時30分から抽選
※募集戸数に満たない場合は
先着順で順次受け付け

瀬戸町地域（瀬戸川・瀬戸西・小立）・水呑町竹ケ
端・鞆町地域（中島・御幸）・内海町地域の４団地

４月・７月・
10月・12月
※12月は行
わない場合
あり

募集月

定
期
募
集

常
時
募
集

告知方法 申し込みなど 募集対象住宅

a３月１６日㈮午後１時～６時
b市役所本庁舎集合・解散
cデニムの製造現場を見学するバスツアー
（坂本デニム→篠原テキスタイル→四川）
ef１０人※抽選・無料
gh３月９日㈮までに、電話またはFAXで、
名前・電話番号を、産業振興課（l928-
1039j928-1733）へ

デニムツアー
～世界のデニムファッションを
　　　　支える裏側を見に行こう～

お知らせ ピックアップ●
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◆うつ病予防のポイント
　◎生活リズムを整えて、快適な睡眠をとる
　◎生活のめりはりを意識して、休息をしっかりとる
　◎1日3食バランスよくしっかり食べる
　◎趣味や運動を楽しむ、やりたいと思うことをする
　◎外出の機会を増やし、会話や趣味を楽しむ仲間をもつ
　◎コミュニケーションをとって、たくさん笑って、リラッ
　　クスする
◆周囲ができること
　身近に心理的に追い込まれてしんどそうな人がいた
ら、「どうしたの？」と声をかけ、本人の話をよく聞いてあ
げてください。自殺する人の多くは、悩みを一人で抱え込
み、死の瞬間まで「生きたい」という気持ちとの間で激し
く揺れ動いています。話を聴き、あなたの味方だと伝える
ことで、孤立感を和らげ、安心感を与えることができます。
また心の不調が続く場合は、関係機関への相談や精神
科などの医療機関の受診を勧めましょう。
◆自殺対策強化月間パネル展
　パネル展では相談窓口の紹介もしています。

人口動態統計によると2016年の我が国の自殺者数は2
万1,017人であり、近年減少傾向にあります。その一方で
高齢者の自殺者はその約4割を占めており、大きな課題
となっています。この背景には、健康問題や介護問題など
さまざまな要因が複雑に関係しています。
◆高齢者を取り巻く環境
　高齢になると身体機能の低下から入院や長期治療を伴
う病気などの身体的不調が見られるようになります。不
調が長引くと大きなストレスとなり、自殺未遂や自殺の
要因となる「うつ病」の引き金になることがあります。
また、定年退職や近親者の喪失体験、家族の介護負担な
どから閉じこもりがちになり、孤立感や孤独感を深め、自
殺に追い込まれることがあります。
◆高齢者のうつ病の特徴
　◎身体的な症状が強い
　◎不安や焦燥感が強い
　◎意欲や集中力の低下
　◎気分の落ち込みや悲哀感情があまり
　　表れない

市の各種業務に従事する非常勤嘱託職員を募集します。※詳し
くは市iまたは募集要項で確認
▽雇用期間…4月1日～来年3月31日　▽試験日…3月10日㈯　▽
試験場所…市役所本庁舎　▽募集要項・申込書配布場所…人事課、
市役所本庁舎1階総合案内・警備員室、各支所、各生涯学習センター、
市立大学、健康推進課※申込書などは市iからもダウンロード可
gh3月7日㈬（必着）までに、所定の申込書を、各申し込み先へ※
免許・資格が必要な職種については、その写しを申込書に添付

高齢者のうつ病に注意

嘱託職員募集
　４月以降、市の業務に従事する臨時職員の登
録者を募集します。※①～③は、履歴書持参時に
面談を実施。申込期限後も随時登録を受け付け
①保育士・保育補助・調理員
▽勤務場所…市立保育所など　gh３月９日㈮
までに、事前に来庁日を連絡し、市販の履歴書
（写真を貼付。保育士については保育士登録証の
写しも）を、本人が直接、保育課（l928-1049）へ
②事務補助
▽業務内容…窓口・電話対応、ワード・エクセル
入力など　▽勤務場所…市役所本庁舎など　g
h３月９日㈮までに、事前に来庁日を連絡し、市販
の履歴書（写真を貼付）を、本人が直接、人事課
（l928-1009）へ
③保健師・看護師
▽勤務場所…福山すこやかセンター、各支所な
ど　gh３月９日㈮までに、事前に来庁日を連絡
し、市販の履歴書（写真を貼付。保健師または看
護師免許証の写しも）を、本人が直接、人事課
（l928-1009）へ
④市民病院臨時的任用職員
▽職種…医師事務作業補助業務、看護師（治験
コーディネーター業務）、臨床心理士、診療放射
線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士　g
h市販の履歴書（写真を貼付。資格免許証など
の写しも）を、郵送または直接、同院病院総務課
（蔵王町五丁目23番地1号l941-5151）へ※後
日、試験の日程調整。詳しくは同院iに掲載

臨時職員募集

3月は自殺対策強化月間

まなびの館ローズコム
北部市民センター
沼隈支所

市立大学教育研究補助事務員

障がい福祉サービス指導員
診療報酬審査員
就労相談支援員
育児支援家庭訪問指導員
児童扶養手当等申請指導員
母子生活支援施設久松寮少年指導員
コミュニティセンター主事

交通安全教育専門員

国民健康保険税納税推進員
後期高齢者医療指導員

あしな文化財センター事務嘱託員兼
しんいち歴史民俗博物館事務嘱託員

1

1

1
1
1
1
1
1

3

3
1

1

市立大学事務局学務課
（l999-1113）
障がい福祉課
（l928-1261）
生活福祉課
（l928-1066）
健康推進課（l928-3421）
ネウボラ推進課
（l928-1053）
人権・生涯学習課
（l928-1243）
生活安全推進課
（l928-1077）
国保年金課（l928-1155）
後期高齢者医療課
（l928-1411）
文化財課（l928-1278）

3/12㈪まで
3/12㈪～16㈮
3/14㈬～23㈮

場　　　　所 展 示期間

h健康推進課（l928-3421）

職務名 人数 申し込み・問い合わせ先
歴史的文書保存活用関係業務嘱託員 1 情報管理課（l928-1138）
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