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地域全体で有害鳥獣対策を！
　8月～11月ごろはイノシシの活動が活発になる時期です。農作物をイノシシから守ることは人を守ることに
もつながります。地域が一体となって有害鳥獣対策を行いましょう。

被害の原因を考える　～まずは被害の原因の把握から～

対策を行う　～補助制度を活用しながら対策を行いましょう～

 ・ イノシシの餌になる農作物がある
 ・ イノシシが身を潜める場所が農地の近くにある

　「イノシシを寄せ付けない環境づくり」「侵入防止対策」「捕獲」を進めるに当たり、市の補助制度があるので活
用してください。

具体的な対策を知る　～必要な対策を地域全体で共有しましょう～
●3つの被害対策
①イノシシを寄せ付けない環境づくり
 ・ 収穫しない野菜や果樹を撤去するなど餌場を減らす
 ・ 山際や荒地の草刈りをして人とイノシシのすみかを区分する
②イノシシの侵入防止対策
 ・ 環境を整備し、ワイヤーメッシュ柵などで侵入を防ぐ
③イノシシの捕獲
 ・ 環境づくりや侵入防止対策を実施した後も被害が続く場合は、猟師と
　連携して捕獲を進める

重要

く農林水産課（☎928－1033）、松永（☎930－0407）・北部（☎976－8813）・
　沼隈（☎980－7711）・神辺（☎962－5015）建設産業課

●橋の老朽化が進んでいます
　本市では高度経済成長期以降、多くの橋が建設されました。今後10～20年後にかけ、
建設から50年以上経過する老朽化した橋が急速に増加します。

●計画的に維持管理を行っています
　計画的に適切な維持補修を実施しなければ後々大きな財政負担が必
要になります。また損傷を放置するなど適切な管理を怠ると橋が崩落す
る可能性があり、安心・安全な生活ができなくなることにもつながります。
　本市では予防保全の観点に基づき、2013年度に「福山市橋梁長寿命
化修繕計画」を策定し、橋の補修および架け替えにかかる費用の縮減と
平準化を行っています。今後60年間で約120億円のコスト削減を見込み、
市税の負担を軽減する取り組みを進めています。

く道路整備課（☎928－1084）

　老朽化した橋が増加することに伴い、従来の壊れてから直す事後保全をした場合、一度に大きな補修費用や架け替え
費用が必要となり、対応できなくなる恐れがあります。損傷が小さいうちから計画的に行う予防保全で管理をすること
で、橋の長寿命化や補修費用の縮減につながります。

■福山市道路維持修繕計画
　橋を含めた道路施設全体の点検およ
び修繕費用の平準化を図り、計画的に維
持管理をしています。
■福山市橋梁長寿命化修繕計画
 ・ 定期的な橋梁点検を実施
 ・ 橋の状態を把握・予測
 ・ 点検結果に基づき計画的に補修
※詳しくは市けに掲載
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予防保全でコストを  大  削減！
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夢・未来プロジェクト2018 

語ろう！夢を未来を！
プレゼン大会

8月11日（土）13：00～
県民文化センターふくやま
入場無料

中学生が
熱く夢を
語ります

！

 ユネスコ「世界の記憶」登録記念
 21世紀の朝鮮通信使 

日韓トップ囲碁対局・鞆 ●
10月20日㈯・21日㈰ in 鞆の浦

　朝鮮通信使と縁が深い対潮楼などを舞台に、日韓共通の
文化である囲碁のトップ棋士による対局を行います。※①と
③以外は事前に申し込みが必要

■ ①韓国棋士出迎え
あ10月20日㈯正午～午後1時
い常

じょうやとう
夜燈前

■ ②棋士対局序盤見学
あ10月20日㈯午後2時10分～
い福禅寺対潮楼
お20人※先着

■ ③棋士対局大盤解説会
あ10月20日㈯午後2時10分～4時30分
い鞆公民館
お200人※先着
■ ④交流会
あ10月20日㈯午後5時30分～7時
い鞆シーサイドホテル
う参加棋士のトークなど
お15人※先着
か5,000円
■ ⑤百面打ち
あ10月21日㈰午後1時～ 4時
い鞆の浦歴史民俗資料館前庭(雨天の場合、同館内)
お100人※先着
か1,000円
● ◯ ● ◯ ● ◯ ● ◯ ● ◯
きく10月9日㈫までに、電話またはFAXで、希望するイ
ベント名・住所・名前・電話番号を、日韓トップ囲碁対局・
鞆実行委員会（文化振興課内☎928－1117こ928－1736）へ

中学生の夢 応援内容

新体操の実力をつけたい ブルガリア新体操クラブ
コーチによる指導

産婦人科・NICUで
働きたい 病院での実習体験

　夢へのチャレンジを応援する企業・団体・市民の皆さ
んを大募集します。皆さんのスキル・ノウハウで中学生
の夢を後押ししてください。
～今までの応援例～

夢の発表（プレゼンテーション）
　１次審査を通過した中学生によるプレゼン
テーションを行います。
 （個人の部：7件　グループの部：3件）

夢・未来トーク
　中高生に大人気のラジオ番組「9ジラジ」で
おなじみの大窪シゲキさんと昨年度のプレゼ
ン大会出場者が、体験したことや感じたこと
を語り合います。

個人の部　　
プロ野球選手になりたい  山形 昊聖さん
循環器科医になりたい  阪本 美優さん
ラジオ局のアナウンサーになりたい 大谷 愛莉さん
パフォーマー（ジャグリング）として、世界を飛び
回って活躍したい  吉原 颯太さん
世界を圧倒するパフォーマー（バトントワーリン
グ）になりたい  宮口 月葉さん
ディズニーランドでマーチングバンドとして働きたい
  小林 茉叶依さん
唯一無二のダンサーになりたい  原田 璃乃さん

く青少年･女性活躍推進課（☎928－1046）

グループの部　　
福山の魅力を「アピール」する歌とダンスを作り、そ
の「完成度」を高め全国に発信したい
  福山あいどるくらぶ♥（松永中学校）
プロの演奏楽団と大きなステージで演奏したい
  神辺西中学校吹奏楽部

バスケットボールがうまくなりたい
  銀河学院中学校バスケットボール部

棋士対局の様子

募集中！！
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カード1枚でマイナンバーと本人の確認ができる
マイナンバーカードを作りませんか？

秋のばら
剪
せんてい

定講習会

夏休みものづくり
フェスタ

8月1日「水の日」
関連行事

マイナンバーカード（個人番号カード） 申請方法

受け取り方法 

■カード表面に表示
　されているもの
 ・ 顔写真　・ 名前
 ・ 住所　・ 生年月日
 ・ 性別　・ 有効期限
 ・ 臓器提供意思表示欄

■郵送…マイナンバーの通知カードに付随してい
る交付申請書に顔写真を貼付して郵送で
申請

■ホームページ…スマートフォンなどで顔写真を
撮影して申請用ホームページで
申請

■市民課の窓口…顔写真と認め印を持参して窓口
で申請

　申請後、交付通知書（はがき）を申請者の自宅
に郵送します。交付通知書に記載された期限ま
でに申請者本人が指定の交付場所へ受け取りに
来てください。

■カード裏面に表示
　されているもの
 ・ マイナンバー（個人
番号）

 ・ ＩＣチップ（名前、住
所、生年月日、性別）

カードの有効期限は？
■20歳以上の人…発行日から10回目の誕
　　　　　　　　 生日まで
■20歳未満の人…発行日から5回目の誕生
　　　　　　　　 日まで

あ午前10時～正午※8月31日㈮は午後1時30分
～3時。9月2日㈰は午前9時～正午
う剪定講習、実技　　
▽持参…筆記用具、剪定ばさみ、革手袋

きく福山明るいまちづくり協議会（協働のまち
づくり課内☎928－1051）※●の5カ所は事前申
し込みが必要

あ8月4日㈯・5日㈰午前10時～午後4時
うものづくりの講師による木工・陶芸・手
芸・工作などの体験イベント
え中学生までと保護者（小学校低学年までは保護者同伴）
か入場無料※講座を受けるには参加費が必要
いきくものづくり交流館（エフピコRiM7階☎923－1191）
※詳しくは同館けに掲載

■夏休み浄水場施設見学会
　普段見ることができない浄水場の施設を見学しませんか。
あ8月4日㈯午前8時30分～正午※随時見学可。雨天決行
い千田浄水場　※参加者にプレゼントあり
■水の環境パネル展
あ8月7日㈫まで　いまなびの館ローズコム

◇　　　　　　　◇　　　　　　　◇
く上下水道局上下水道総務課（☎928－1525）※詳しくは市
けに掲載

と 　き と　こ　ろ
8/22㈬  ●伊勢丘公民館
8/24㈮  ●かんなべ市民交流センター
8/26㈰  ●駅家公民館
8/26㈰  花園公園ばら花壇
8/28㈫  交流館あびき
8/29㈬  ●西部市民センター
8/31㈮  ●まなびの館ローズコム
9/1㈯  ガーデン富谷ばら花壇（芦田町）
9/2㈰  臼坂公園ばら花壇（東陽台）
9/2㈰  森脇ふれあい花壇（御幸町）

く市民課（☎928－1058）

ＩＣチップには名前・住所・生年月
日・性別のみ記録されます。貯金額
や年金額などのプライバシー性が
高い個人情報は記録されません。
安心してください。

初回は
手数料無料！
身分証明書として
利用可能！

中止
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市職員を募集します 国籍は問いません。
永住者および特別永住者は受験できます。

■申込受付期間　8月1日㈬～15日㈬　　 ■試験日（第1次試験）　集団面接…9月15日㈯　筆記試験…9月16日㈰
■試験案内・申込書配布場所
　人事課、教育総務課、市役所本庁舎1階総合案内、松永・北部・東部・神辺・鞆・内海・沼隈・芦田・加茂・新市支所
　※市けからもダウンロード可

職　種 採用予定数 受　験　資　格
事務職(2種)  若干名

1997年4月2日から2001年4月1日までに生まれた人
技術職(2種・土木) 若干名

障がいのある人を
対象とした事務職 若干名

1978年4月2日から2001年4月1日までに生まれた人で、身体障がい者手帳、療育
手帳または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人
※点字での受験が可能

保育士・幼稚園教諭 20人程度 1973年4月2日以降に生まれた人で、保育士登録証および幼稚園教諭の免許を
有する人、または来年3月31日までに両方を資格取得見込みの人

現業関係職員
(調理・給食業務等) 20人程度

1973年4月2日から2001年4月1日までに生まれた人で、現業関係職員として有
効な資格・免許・能力などを有する人、または来年3月31日までに高校卒業見込
みの人

現業関係職員
(清掃・学校技術業務
等)

若干名
1978年4月2日から2001年4月1日までに生まれた人で、準中型自動車以上の自
動車を運転可能な免許を有する人（5トン限定準中型免許は不可）、または来年3
月31日までに取得見込みの人

職　種 採用予定数 受　験　資　格
事務職

（情報処理技術） 若干名 1973年4月2日から1985年4月1日までに生まれた人で、情報処理部門における
業務において実務経験が5年以上ある人

職　種 採用予定数 雇　用　期　間　・　勤　務　場　所

交通安全教育専門員 1人 ▽雇用期間…9月1日から来年3月31日まで　▽勤務場所…生活安全推進課
※詳しい業務内容、勤務条件などは募集要項に掲載

職　種 採用予定数 受　験　資　格
消防吏員 5人程度 1994年4月2日から2001年4月1日までに生まれた人

職務経験者

きく8月15日㈬（必着）までに、所定の申込書を、生活安全推進課（☎928－1077）へ

福山地区消防組合職員を募集します 学歴は問いません。
高校卒業程度の試験を実施します。

■申込受付期間　8月1日㈬～15日㈬　　　　　　　■試験日（第1次試験）　筆記試験…9月16日㈰
■試験案内・申込書配布場所
　消防局総務課、各消防署、分署、各出張所または市役所本庁舎1階総合案内、各支所など
　※市けからもダウンロード可

■申込受付期間　8月1日㈬～15日㈬　　　　　　　■試験日　8月18日㈯
■募集要項・申込書配布場所
生活安全推進課、市役所本庁舎１階総合案内、松永・北部・東部・神辺・鞆・内海・沼隈・芦田・加茂・新市支所
　※市けからもダウンロード可

非常勤嘱託職員を募集します

きく8月15日㈬（消印有効）までに、所定の申込書を、人事課（☎928－1009）へ

きく8月15日㈬（消印有効）までに、所定の申込書を、消防局総務課（☎928－1191）へ
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　対象となる人は、申請により手当を受けることができます。国籍は問いません。ただし所得制限などの
支給制限があります。
　すでに手当を受給している人は、毎年１回、現況届（定時届）の提出が必要です。案内を8月上旬までに送
付するので提出してください。

　対象となる人は、申請により保険診療の自己負担分（食事負担を除く）から一部負担金を差し
引いた額が助成されます。ただし所得制限があります。
　継続して受給できる人には新しい受給者証を送付しています。8月からは新しい受給者証を
利用してください。※乳幼児等医療の更新は就学前までの誕生月の翌月
　申請には印鑑や健康保険証、身体障がい者手帳などが必要です。※詳しくは市けに掲載

手　当 支給金額（月額）  対　　象

児童扶養手当 42,500円～
10,030円

父母の離婚や父または母の死亡・拘禁・遺棄・未婚などにより、父または母が
いない児童を養育している人※２人目以降は加算があります

特別児童扶養手当 （1級）51,700円
（2級）34,430円

身体・知的・精神におおむね重度または中度の障がいのある20歳未満の児童
を監護している保護者

特別障がい者手当 26,940円 20歳以上で常時特別な介護を必要とする在宅の重度障がい者
障がい児福祉手当 14,650円 20歳未満で常時介護を必要とする在宅の障がい児

重度障がい者医療 身体障がい者手帳1級～3級、療育手帳Ⓐ・A ・Ⓑを所持している人

ひとり親家庭等医療 18歳までの児童を現に養育している配偶者がいない人とその児童、父母のいない児童
※18歳までの児童とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童

乳幼児等医療 小学6年生までの子ども※小学生は入院のみの助成。入院が決まってから申請

く○児童扶養手当…ネウボラ推進課（☎928－1070）　○その他…障がい福祉課（☎928－1063）

く○重度障がい者医療…障がい福祉課（☎928－1063）　○その他…ネウボラ推進課（☎928－1070）

国民健康保険被保険者の皆さんへ
　「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額
減額認定証」の更新を受け付けています。有効期限
が7月31日の認定証を持っていて、引き続き必要
な人は更新手続きをしてください。
※申請には保険証、印鑑などが必要です。詳しくは
問い合わせてください

く○国民健康保険税率…国保年金課（資格賦課担当☎928－1055）　○その他…国保年金課（給付担当☎928－1054）

ジェネリック医薬品を使ってみませんか
　これまで使われてきた薬の特許が切れた後
に、同じ品質で製造販売される低価格の薬です。
さまざまな病気・病状に対応しています。医療
費の軽減につながり、厚生労働省も推進してい
ます。※全ての治療薬にジェネリック医薬品が
あるわけではないので、かかりつけの
医師・薬剤師に相談してください

＊国民健康保険から後期高齢者医療制度〔75歳(一定の障
がいがある人は65歳)になった人が加入する保険〕に移行
し、一定要件を満たす世帯は、移行後5年目までは「特定世
帯」に、6年目から8年目までの間は「特定継続世帯」に該当

区分 医療分 支援分 介護分
所　得　割 9.09％  2.12％  2.49％
均　等　割 24,000円 6,720円 7,440円
平　等　割 19,200円 4,800円

 4,320円(＊特定世帯)  （9,600円） （2,400円）
(＊特定継続世帯)（14,400円) （3,600円）

限　度　額 580,000円 190,000円 160,000円

2018年度 国民健康保険税率が決まりました
　詳しい保険税の計算方法などは7月中旬に送付している
国民健康保険税納税通知書に同封の「国保だより」で確認し
てください。

現況届を提出してください！

知っていますか 福祉医療助成制度

障がいのある人やひとり親家庭へ

受給者資格は８月更新！

各種認定証の更新は8月31日㈮までに！
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交付団体 事業内容

川口イベン
トサークル
シェイクハンズ

子育て世代の交流の場となるまちカ
フェや子どもの学びを深めるロボッ
トプログラミング体験会を開催

草戸千軒
ビレッジ

 草戸千軒を市内外の人に知ってもら
い関心をもってもらうため、パンフ
レットの作成や講演会を実施

ドリーム
ファーム

耕作放棄地で子どもたちが栽培した
食材を自ら料理し、高齢者をもてな
す「こども食堂」を川口学区で実施

  B-with 
福山に人を根付かせたいというコン
セプトを基に、出会いの機会となる
婚活イベントを開催  

ねこみみ
福山

子どもたちに動物愛護の気持ちを伝
えるため、紙芝居を作成し、保育園
や幼稚園への読み聞かせ活動を実施  

り
ら
き

り
く
づ
ち
ま

協働の
まちづくり
協働の
まちづくり
深めよ

う！

問


