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平成30年7月豪雨の被災者の皆さんへ

障害物の除去、住宅の応急修理、生活必需品の給与
く被災者支援相談窓口（☎928－1284）
り災証明
　床上浸水や家屋の損壊などについては、市職員が
調査を行い被害の程度を判定した後に交付を行い
ます。　※申請が必要
きく福祉総務課（☎928－1045）、各支所保健福祉課
（各支所☎①参照）
災害見舞金
く福祉総務課（☎928－1045）、各支所保健福祉課（各
支所☎①参照）
日赤災害救援物資
く社会福祉協議会福祉サービス課（☎928－1334）
災害ボランティア
く社会福祉協議会福祉のまちづくり課（☎928－1333）
除菌液の配布
　床上浸水の場合は除菌液を配布しています。
く健康推進課（☎928－3421）、各支所保健福祉課（各
支所☎①参照）
被災ごみの処理
【収集について】
く廃棄物対策課（☎928－1073）、南部(☎954－2125）・
西部（☎930－0411）・北部（☎976－8809）・東部(☎940－
2573）環境センター、北部環境センター（新市業務担
当）（☎0847－52－5544） 
【受け入れについて】
く環境施設課（☎954－4170）
消費者トラブル110番の開設
あ午前10時～午後4時　か無料　▽専用電話番号
…0120－7934－48

市民税などの減免
く市民税課（☎928－1020）
固定資産税などの減免
く資産税課（☎928－1023）
国民健康保険税などの減免
く国保年金課（☎928－1055）、各支所市民課（各支所☎②参照）
後期高齢者医療保険料などの減免
く後期高齢者医療課（☎928－1411）、各支所市民課（各支所☎②
参照）
障がい福祉サービスなどの減免
く障がい福祉課（☎928－1208）、各支所保健福祉課（各支所☎①
参照）
介護保険料などの減免
く介護保険課（☎928－1180）、高齢者支援課（☎928－1189）、各支
所保健福祉課（各支所☎①参照）
水道料金･下水道使用料の減免
く上下水道局お客さまサービス課（☎928－1528）
集落排水処理施設使用料の減免
く農林整備課（☎928－1035）
市立大学授業料の減免
く市立大学総務課（☎999－1112）
保育所など保育料･市立幼稚園保育料･市立高等学校授業料の減免
く○保育所など保育料…児童部庶務課（☎928－1047）
○市立幼稚園保育料…教育総務課（☎928－1109）
○市立高等学校授業料…福山中･高等学校（☎951－5978）
放課後児童クラブ利用料の減免
くネウボラ推進課（☎928－1114）
国民年金保険料の免除
く国保年金課（☎928－1052）、各支所市民課（各支所☎②参照）、
福山年金事務所(☎924－2181）
国税の申告・納付などの期限の延長や猶予・軽減・免除など
く福山税務署（☎922－1350）
教科書の支給、学用品の給与、学用品費などの援助（就学援助費）
え公立小中学校の児童・生徒　く学事課（☎928－1169）
生活福祉資金貸付(福祉資金）
く社会福祉協議会安心生活見まもりセンター（☎928－1353）
母子父子寡婦福祉資金貸付(住宅資金）
くネウボラ推進課（☎928－1053）
災害復興住宅融資
く住宅金融支援機構お客様コールセンター（☎0120－086－353）

　平成30年７月豪雨による災害について、全国の多くの皆様か
らご心配、お見舞いをいただき感謝申し上げます。お亡くなり
になられた方々には心からご冥福をお祈りを申し上げ、被災
された多くの市民の皆様には心からお見舞いを申し上げます。
　市民の皆様には、地域が力を合わせて被害の拡大の防止に

努めていただくよう、ご協力をお願いいたします。今後も、職
員一丸となって平常の市民生活が取り戻せるよう、支援活動
や復旧作業に全力を尽くします。

福山市長　

く各支所☎
①松永(☎930－0410）・北部(☎976－8803）・東部(☎
940－2572）・神辺(☎962－5005）保健福祉課、沼隈
(☎980－7704）・新市(☎0847－52－5515）支所保健
福祉担当
②松永(☎930－0402）・北部(☎976－8802）、東部
(☎940－2576）・神辺(☎962－5011）
市民課、内海(☎986－3111）・沼隈(☎980－7703）・新
市(☎0847－52－5514）支所

　7月5日からの大雨により被害を受けられた方々に、心からお見舞い申し上げます。また、亡くなられた
方々のご冥福をお祈りし、ご家族の皆さんに心からお悔やみ申し上げます。
　被災された皆さんへの支援やお知らせなどについて掲載します。※詳しい支援制度などについては市け
に掲載
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世界バラ会議
　世界バラ会連合

　＊
の最大の大会で、3年に1度開催され

ます。大会は、世界各国のばらの愛好家や研究者が集い、
研究成果の発表などのばらの講義プログラムや殿堂入
りのばら・優秀庭園賞の決定、ローズショー、ばら園視
察などが行われます。
＊世界バラ会連合は、本部がロンドン（イギリス）にあり、現在
40カ国が加盟。加盟国間のばら愛好家の親善や情報交換、知識
の共有、研究の促進、ばらの分類、審査基準の標準化などに取
り組んでいる。

コペンハーゲン大会の様子

▲市長がコペンハーゲン大会で福山のばらの歴史や魅力をＰＲ
し、開催が決定しました

開催回 開催年  開催国
第16回 2012年 サントン大会（南アフリカ共和国）
第17回 2015年 リオン大会（フランス）
第18回 2018年 コペンハーゲン大会（デンマーク）
第19回 2021年 アデレード大会（オーストラリア）
第20回 2024年 福山大会（日本）

福山のばらの歴史や魅力

2024年
世界バラ会議福山大会 
開催決定！
　福山市は6月下旬から開催されたコペンハーゲン（デ
ンマーク）での世界バラ会連合世界大会で、60年以上に
わたる市民主体のばらのまちづくりが評価され、2024年
第20回大会が開催されることに決定しました。
　「ばらのまち福山」がさらに輝きを放ち、魅力あふれ
る大会となるよう準備を進めていきます。
く世界バラ会議福山大会準備委員会事務局（協働のま
ちづくり課内☎928－1051）

福山空襲で荒廃したまち

住民と行政が協働でばらを植栽

ばら花壇の整備

「100万本のばらのまち」達成

幹線道路へのばらの植栽

新入学記念のばら苗配布

　1945年8月8日の福山空襲
で市街地の約8割を焼失し
ました。戦争による傷が福
山のまちや人々の心に残る
1950年代半ば頃、「荒廃した
まちに潤いを与え、人々の
心に和らぎを取り戻そう」
と現在のばら公園付近の住
民が約1,000本のばら苗を
植えました。

　戦後復興の希望をばらに
託した「ばらのまちづくり」
は市民主体のまちづくりへ
と発展しました。市内各地
域でのばら花壇づくりなど、
多くの市民や企業、各種団
体の皆さんと協力して取り
組み、2016年5月21日につい
に「100万本のばらのまち」
を達成しました。

　市内の至る所にあるばら
花壇。それらの多くは、地域
の皆さんが手入れをしてい
るもので、道行く人々の心を
癒すとともに、地域の大切な
ふれ合いの場にもなってい
ます。身近な場所のばらが暮
らしに彩りを添えています。
　こうしたばらのある暮ら
し、ばらのある風景が「ばら
のまち福山」の魅力です。庭園ツアー

オープニングセレモニー

ばらの講義
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ま
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ご
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夏
ま
つ
り光 西日本一

あしだ川花火大会

夏まつり協賛事業

２０１８

　福山夏まつりのフィナーレを飾る花火大会。芦田川の
広い水面を生かした西日本一の長さを誇る水上スターマ
インは福山ならではの美しさです。芦田川の両岸が観覧
席になっていて全身で花火の迫力を体感できます。
い芦田川大橋上流

注意事項とお願い

駐車場と駐輪場

福山駅前 花火大会臨時バス

●運営に支障がある場合には、場所取りで置か
れたシートなどを撤去することがあります。
●会場内でバーベキューなど火気の使用はでき
ません。
●会場内でドローンの使用はできません。

●河川敷特設駐車場（台数に限りあり）以外、会
場周辺に駐車場はありません。
●自転車は会場周辺の特設駐
輪場を利用してください。

【A】競馬場跡地臨時バス停行き・中国バス④番の
りば　か190円　※会場まで徒歩約15分
【B】丸山口臨時バス停行き・鞆鉄バス⑤番のりば
か250円　※会場まで徒歩約15分
※花火大会臨時バスなど公共交通機関を利用してください

※悪天候時は8月16日㈭に順延

◇さよなら夜店
　金魚すくいや輪投げ、ゲーム、屋
台など楽しい夜店のフィナーレです。
あ8月13日㈪・14日㈫午後6時～9時
い中心部商店街一帯　
く福山毎土夜店実行委員会（石川☎
090－6847－9472）

◇霞本通とうろうまつり
あ8月14日㈫午後5時～8時30分
い霞三丁目商店街と霞町二丁目商
栄会路上、霞パーキング内特設会場
※雨天時は霞小学校体育館
く神野（☎090－4105－1316）

◇アンコール夜店
　夏の終わりに1日だけ楽しい夜店
が復活。
あ8月18日㈯午後6時～9時
い中心部商店街一帯　
く福山毎土夜店実行委員会（石川☎
090－6847－9472）

・ 西日本一の長さ約1.4kmの
  水上スターマインは必見！
・ 打ち上げ数は中四国一の
  約16,000発
・ 全プログラムは音楽に合わせた
  リズミカルな「シンクロ花火」
・ 動画配信で花火をライブ放送

ココが
見どころ！！

動画配信サービス
「ＦＲＥＳＨ！」 は
午後7時30分から

どこでも
花火が
楽しめる！！

8月13日（月）～15日（水）
　夏本番！福山夏まつりについて紹介します。
最新情報は公式けで確認してください。
※詳しくは8月3日㈮の新聞折り込みチラシに掲載
く福山祭委員会実施本部（☎944－5515）
夏まつりの期間（8月13日～15日）の開催状況は
音声ガイド（☎0180－99－1305）へ

福山夏まつり 検索 ➡

今年の夏まつりは

福山城  からスタート！
　2022年の福山城築城400年の機運を盛り上げるため、13日・14日の二上りおど
り大会といろは丸YOSAKOIは、福山城天守閣前広場がオープニング会場になり、
風情ある夏まつりを演出します！皆さんの参加を待っています！

オープニングに武将が登場！樹徳小学校の児童による琴演奏も。
福山城会場

の
見どころ！！

　江戸中期から福山に伝わる伝統芸能「二上り
おどり」。気品と哀調を含んだ独特のリズムに合
わせ、四ツ竹を鳴らして踊ります。演舞者と観客
が一体となって楽しめます。
い福山城天守閣前広場、中央公園、ひさまつどお
り、きたはま通り

　名前の由来は坂本龍馬ゆかりの「いろは丸事
件」。舞台となった鞆の浦は、今年日本遺産に認
定されました。まち中を盛大に盛り上げます！
い福山城天守閣前広場、中央公園、きたはま通り、
とおり町交流館、とうろうまつり会場（霞三丁目
駐車場）

※雨天中止

出場チームの個性際立つ色とりどりの衣装や
口上が楽しめる！

天守閣前広場が会場になるのは29年ぶり！

ココが
見どころ！！

ココが
見どころ！！

静

動

伝統！

躍動！

二上り
おどり大会

いろは丸
YOSAKOI

15日（水）19：30～20：45
13日（月）18：00～21：00

※小雨決行
14日（火）16：00～20：00

優雅な熱気に
包まれる

情熱が舞う夜！

午後4時から
会場周辺で
大道芸パフォー
マンスを開催！

　福
山城
天守
閣に

夜間
特別
入館
でき
る


