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９月１日は防災の日
　1923年9月1日に発生した関東大震災の教訓を忘れないよう、1960年に｢防災の日｣が制定されました。突然やって
くる災害に備えるために、今すぐにできる対策や準備があります。まずは自分で、そして家族と一緒にできることか
ら始めてみましょう。

く危機管理防災課（☎928－1228）
 覚えておこう　� 　

 災害の危険が迫ったら…　� 　

平成30年7月豪雨に係る主な支援制度の案内
　平成30年7月豪雨による災害で被災された皆さんへの支援制度の一部について掲載します。支援
を活用するにはそれぞれ要件があり、原則、り災証明の申請が必要です。支援制度は変更または終了
する場合があります。その他の支援制度など詳しくは被災者支援相談窓口へ問い合わせを行うか、
市けで確認してください。（12ページに関連記事）

災害に関する支援制度の問い合わせ先　く被災者支援相談窓口（☎928－1284）

支援制度 全壊 大規模
半壊 半壊 床上

浸水
床下
浸水

生活必需品の給与
●当面の生活を支援するため生活必需品の提供 ◯ ◯ ◯ ◯ ×

住宅の応急修理
●住家の日常生活に必要な部分の応急修理の支援 ◯ ◯ ◯ × ×

応急仮設住宅（民間賃貸住宅）の供与
●住家が被災し、居住が当面困難な人に民間賃貸住宅の供与を支援 ◯ ◯ ◯ ◯ ×

災害見舞金・特別災害見舞金
●り災の程度により給付 ◯ ◯ ◯ ◯ ×

宅地内の土砂などの直接撤去
※制度の活用には対象要件があります。既
に業者に依頼し土砂などを撤去していても
活用できる場合があります。り災証明は必
要ありません

避難に関する3つの情報
次の情報は発令時に緊急速報メールが流れます

風雨が強まってきたら
●テレビやラジオなどから気象情報を収集
しましょう

●外出は控えましょう
●避難情報を発令されていなくても、危険と判断したら安
全な場所に自主避難しましょう

●屋外に出ることが危険と判断したら、屋内の山と反対側
の2階以上にとどまる方法（垂直避難）も確認しましょう

地震が発生したら
●身の安全を最優先に行動しましょう
●丈夫なテーブルの下や、物が「落ちてこない」「倒れ
てこない」「移動してこない」空間に身を寄せ揺れ
が収まるまで様子を見ましょう

情報を入手する方法
　災害発生時には「情報」がカ
ギとなります。正確な情報を
入手し早めの行動につなげま
しょう。
 ・ テレビ、ラジオ、ホームペー
ジ、緊急速報メール、県・市
登録制メール、警察・消防・
市の広報車　など

危険レベル1
避難準備・

高齢者等避難開始

▲ 危険レベル2

避難勧告

▲ 危険レベル3

避難指示（緊急）
 ・ 非常持ち出し品を用意
し避難準備を開始

 ・ 避難に時間を要する人
や要配慮者とその支援
者は早めに避難

 ・ 対象地域の住民は避難
場所へ避難を開始

 ・ 地域で助け合って速や
かに行動

 ・ 対象地域の住民はただち
に避難を完了する

 ・ 避難に余裕がない住民
は、その時にとれる最大
限の命を守る行動をとる

<point>安全行動の1・2・3（シェイクアウト訓練）
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消防組合 福山市

個人情報提供
（避難行動要支援者分）

個人情報提供
（制度登録同意者分）

災害時の避難
支援・安否確認

登録届の
提出

制度周知・
意向確認

避難支援等関係者
地域の支援団体（自治
会・町内会など）、民生
委員など

避難行動要支援者

制度登録同意者

民生委員が
訪問します

　近年、全国的に救急車の出動件数が増加しており、本市でも同様に増加しています。
　救急車は、緊急に医療機関へ搬送しなければならない病気やけがの場合に利用するためのものです。安易な利用は
受け入れ先の医療機関などの負担になり、一刻を争う人への対応が遅れてしまう恐れがあります。救急車の適正利用
を心がけ、地域医療を守りましょう。

く保健所総務課（☎928－1164）
●こんな理由で救急車を呼んでいませんか？

●この機会に心肺蘇生法などを学んでみませんか？
　医師による急病時の対策などの
講演や心肺蘇生法に関する実技指
導などを、市民を対象に行います。
その他にも医療従事者を対象とし
た災害医療に関する講習会を、福
山市医師会などが行います。

松永沼隈地区医師会
保健福祉センター
あ9月6日㈭午後1時30分～3時
30分
く松永沼隈地区医師会事務局
（☎933－6299）

府中市保健福祉総合センター「リ・フレ」
あ9月6日㈭午後1時30分～4時
く府中地区医師会事務局（☎0847－45－3505）

神辺文化会館
あ9月7日㈮午後2時～4時
く深安地区医師会事務局（☎972－2814）

判断に迷う場合は救急車を
呼ぶ目安として、全国版救急
受診アプリ「Ｑ助（きゅーす
け）」を利用してください。緊
急度を素早く判定できます。

救急車は無料だから 交通手段がないから夜間・休日の診療時間外
だったから

～その119番、本当に必要ですか？～

～災害時　住民相互の　助け合い～
　災害時、自力で避難することができない高齢者や障がい者
など（避難行動要支援者）の避難支援を住民相互の助け合いに
よって行う制度です。

避難行動要支援者とは・・・
　在宅で生活し、自力での避難が困難で、災害時の避
難に支援が必要な次のいずれかに該当する人です。
①一人暮らしの高齢者（75歳以上）
②高齢者のみの世帯（2人以上で全員が75歳以上）
③介護保険の要介護3以上の認定を受けている人
④身体障がい者手帳1級または2級を所持する人
⑤療育手帳ⒶまたはAの判定を受けている人
⑥精神障がい者保健福祉手帳1級を所持する人
⑦その他支援が必要と認められる人

　新たに避難行動要支援者の対象者になった人の
自宅を民生委員・児童委員が訪問し、制度へ登録す
るかどうかを尋ねます。
　これまで登録をせず、今年度あらためて登録を希
望する人は、担当の民生委員・児童委員または福祉
総務課へ相談してください。※詳しくは市けに掲載

く福祉総務課（☎928－1045こ927－7133）

避難行動要支援者 避難支援制度があります

9月9日は救急の日　
　　9月9日～15日は救急医療週間
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義務教育学校って何？

☺1年生から9年生までが在籍し、1人の校長の下に教
職員が1つの組織となって、9年間の一貫した教育
を行います。

☺9年間の教育目標を設定し、新教科の創設や前期課程
からの教科担任制など、柔軟な教育課程を編成します。

特色ある教育活動

学校説明会を開催します！　※もっと詳しく知りたい人は市けへ

育てたい子ども像

【学校教育目標】
 郷土を愛し、心身ともにたくましく、

意欲を持って主体的に学ぶ子どもの育成
～鞆の自然、人、歴史、伝統、文化に触れながら、

学びをつなぎ深める～

対　　象  市内の就学前児童（新1年生）・小学6年生（新7年生）とその保護者
申し込み  10月1日㈪（必着）までに、所定の申込書を、学校再編推進室へ

外国語学習
★英語の表現力を高める
　ラウンドシステム
★英語教室（ＩＣＴ）などを活用
   した体験的な外国語活動
★英語によるボランティア
　ガイドの実施
★専属のＡＬＴの配置

鞆学（ふるさと学習）
★「鞆ｓｐｉｒｉｔ（＊）」を理念とした特色ある教育課程
学年ごとのテーマに沿った探究活動、伝統文化の体験・継承活動

（＊） 鞆spirit：多様な文化に旺盛な好奇心をもち、融合・享受・共存しながらさらに発展させていく力
鞆ｓｐｉｒｉｔ（＊）
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新教科

協 働 挑 戦 創 造

 10/13 ㈯ 9：00～12：30 鞆小学校 体育館へ！
　� 　

本市　　　の義務教育学校初
 全市域 

から入学（編入）
できます

鞆の浦学園
2 0 1 9 年 4 月 開校！

く学校再編推進室（☎928－1279）
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男女共同参画フォーラム2018
女(ひと)と男(ひと) のあり方が変わる　経済も変わる

9月29日㈯14：00～16：00
 ▽講師…森永卓郎さん（経済アナリスト）
　戦前から現代に至る男女の働き方やライフスタイルの変化を、経済を通じて
話します。難しい経済を斬るその語り口は分かりやすくて明快！
※手話通訳・要約筆記あり
い県民文化センターふくやま※公共交通機関を利用してください
か無料※整理券が必要
▽整理券配布場所…男女共同参画センター、市民相談課、各支所、県民文化セン
ターふくやま※整理券は9月1日㈯（市民相談課と各支所は9月3日㈪）から配布
▽託児…2歳～就学前※要予約（9月21日㈮まで）。親子で聴講できる「親子ルー
ム」も利用可
く男女共同参画センター（エフピコRiM地下2階☎973－8895）※9月5日㈬は休館

　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行っている
事業者を表彰します。講演会の前に、表彰式を行います。

男女共同参画推進表彰

　犬や猫は私たちに最も身近で、心豊かな生活に欠かせない存在です。しかし、
飼い主になるということは命を預かる責任や社会に対する責任が伴います。飼
う前に家族みんなで話し合い、大切なパートナーが周りに迷惑をかけないように
しましょう。また、飼い方をもう一度見直し、愛情をもって最後まで飼いましょう。

犬を飼うとき
○散歩のときはリードを付けてふんは持って帰る
○登録し、狂犬病予防注射を毎年受ける
○放し飼いにしない
○他人の家の塀や門などにおしっこをさせない
○鳴き声・悪臭で近所に迷惑をかけない

猫を飼うとき
○首輪・名札を付ける
○室内で飼う
○公共の場所や他人の土地などをふん尿で汚さ
ないように、トイレのしつけをする

共通マナー
○最後まで愛情をもって飼う
○不妊・去勢手術をする
○動物の遺棄・虐待は犯罪です！
○飼い主がいない犬や猫に、無責任に餌だけを
与える行為はやめる

ずっと一緒に、いてくれるよね？

●地域猫活動を知っていますか？
　地域住民が主体となり、野良猫に不妊・去勢手術をし、餌
やりやふん尿の管理などを適切に行うことで野良猫の数を
少しずつ減らすとともに、ふん尿被害などを減らし「住みよ
い地域」をつくるための活動です。

動物♥愛護のつどい
　9月20日から26日までは動物愛護週間です。動
物を巡る現状を知り、動物とふれあいませんか。
あ9月23日㈰午前10時～午後3時　
い動物愛護センター
う動物ふれあい教室や長寿犬の表彰、犬のしつけ
相談、動物クイズ、ワークショップなど※雨天の場
合は一部変更


