
【福山市】生活支援施策一覧

区分 項目 事業名 内　　　容 参考サイト 問合せ先

住まい 改修費等助成
木造住宅耐震診断
費補助制度

◆1981年（昭和56年）5月31日以前に着工された，木造
住宅の耐震診断について，実施に要する費用の一部を
補助します。

福山市
建築指導課

TEL：084-928-1103

住まい 改修費等助成
木造住宅耐震改修
費補助制度

◆1981年（昭和56年）5月31日以前に着工された，自ら
が居住している，又は居住する予定の木造住宅の耐震
改修について，補強工事に要する費用の一部を補助し
ます。

福山市
建築指導課

TEL：084-928-1103

住まい 改修費等助成
木造住宅耐震シェル
ター・耐震ベッド設置
費補助制度

◆1981年（昭和56年）5月31日以前に着工された，自ら
が居住している，又は居住する予定の木造住宅であっ
て，すでに耐震シェルター・耐震ベッド設置工事が行わ
れていない場合において，設置工事に要する費用の一
部を補助します。

福山市
建築指導課

TEL：084-928-1103

住まい 改修費等助成
母子父子寡婦福祉
資金貸付（住宅資
金）制度

◆母子，父子，寡婦の居住かつ所有する住宅の改築等
または購入する場合の資金の貸付けを行います。

www.city.fukuyam
a.hiroshima.jp/site
/kosodate/

福山市
ネウボラ推進課

TEL：084-928-1053

住まい
定住促進
住宅・団地

市営住宅

◆市営住宅の入居者募集を年4回（2，6，9，11月）行い
ます。また，瀬戸地域（一部を除く），鞆地域，内海地域
などの住宅については，別途申し込みを受け付けてい
ます。

福山市
住宅課

TEL：084-928-1101

住まい その他
小型浄化槽設置設
備事業補助金交付
制度

◆自らが居住する専用住宅等であって，同一敷地内で
使用されていたみなし浄化槽または汲み取り便所の廃
止に伴い，新たに小型浄化槽を設置する方に要する費
用の一部を補助します。

福山市
環境保全課

TEL：084-928-1072

住まい その他
スマートハウス化支
援事業

◆自ら居住する福山市内の住宅に太陽光発電システ
ム，蓄電システム及びエネルギー管理システム
（HEMS）（いずれも未使用）を設置する方又は福山市内
に自ら居住するために上記３システム（いずれも未使
用）付き住宅を購入する方に対して，要する費用の一部
を補助します。

福山市
環境総務課

TEL：084-928-1071

住まい その他
住宅用太陽熱利用
システム設置費補
助事業

◆自ら居住する福山市内の住宅にシステム（未使用）を
設置する方又は福山市内に自ら居住するためにシステ
ム（未使用）付き住宅を購入する方に対して，要する費
用の一部を補助します。

福山市
環境総務課

TEL：084-928-1071

働く 農林水産業就業 営農・就農相談

◆現在農業経営を行っている方，これから農業を始め
られる方からの，栽培技術の習得，資金の借入れなど
の農業に関する相談を受け付けます。
また，市園芸センターにおいて，園芸の技術研修を1年
間（週1回程度）行っています。随時，栽培相談等も行っ
ています。

福山市
地産地消推進課

TEL：084-928-1242

働く 農林水産業就業
農地の貸し借りの促
進

◆高齢や担い手不足などで貸したい活用可能な農地の
情報を収集・登録し，借り手（新規就農者や規模拡大を
図る者）にその情報を提供しています。

福山市
農地課

TEL：084-928-1177

働く 就職
ばらのまち福山　学
生登録

◆福山市や備後圏域での就職を検討している学生やそ
の保護者を対象に，地元の企業・就職情報や地域情報
を提供します。

福山市
産業振興課

TEL：084-928-1040

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kosodate/
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働く 就職 就職登録システム

◆Ｕ・Ｉターン就職登録システムを利用して，求人情報の
収集ができます。また，応募の希望があれば，ハロー
ワーク福山・府中を通してリクエストでき，登録企業から
リクエストされることもあります。

福山地方Uターン就職協議
会

（産業振興課内）
TEL：084-928-1041

働く 就職 就職相談会
◆福山市･府中市の企業へＵ・Ｉターン就職を希望してい
る方などを対象に，各企業の採用担当者と直接相談が
できる就職相談会を年１回開催しています。

福山地方Uターン就職協議
会

（産業振興課内）
TEL：084-928-1041

働く 就職 家族相談会
◆Ｕ・Ｉターン就職希望者やその家族の方を対象に，協
議会事務局とキャリアコンサルタントによる個別の就職
相談会を年２回開催しています。

福山地方Uターン就職協議
会

（産業振興課内）
TEL：084-928-1041

働く 起業
創業支援資金融資
制度

◆過去に事業を営んでいない創業予定者若しくは創業
後5年未満の中小企業者，市内で事業を開始する方等
に対し，1,000万円を限度に融資します。（創業予定者は
自己資金を限度とします。）

福山市
産業振興課

TEL：084-928-1040

子育て 医療費助成
乳幼児等医療費助
成制度

◆0歳児から小学校6年生まで保険医療費の自己負担
分の一部を助成します。（小学生は入院のみの助成で
す。）
・所得制限，一部負担金があります。
・出生日・転入日の翌日から数えて14日以内に申請して
ください。

www.city.fukuyam
a.hiroshima.jp/site
/kosodate/

福山市
ネウボラ推進課

TEL：084-928-1070

子育て 保育料減免
保育所等保育料の
減免制度

◆災害，疾病，失業等の特別な事情により保育料の納
付が困難と認められる場合には，保育料の減免ができ
る場合があります。

福山市
児童部庶務課

TEL：084-928-1047

子育て その他 病児・病後児保育

◆病気または病気回復期のため集団保育が困難な児
童を，医療機関に付設されている保育室で，一時的に
お預かりします。
・原則事前登録が必要です。
・利用料：各施設とも日額2,000円　※利用料免除世帯
あり

福山市
児童部庶務課

TEL：084-928-1047

子育て その他 夜間保育事業

◆保護者の夜間就労などにより，保育が困難な場合に
保育所を利用できます。
・対象施設数：　２箇所
・開所時間：　１０：００～翌２：００

福山市
児童部庶務課

TEL：084-928-1047

子育て その他
地域子育て支援拠
点事業

◆ふくやま子育て応援センター「キッズコム」
育児・発達・栄養相談やその他心配ごとの相談に応じま
す。また，親子の遊び場の提供や子育て講座の実施，
保育所・幼稚園等の情報，その他子育てに関する情報
を提供します。

ふくやま子育て応援センター
「キッズコム」

TEL：084-932-7284

子育て その他 休日保育

◆日曜日，祝日に保護者の就労等で保育が困難な場
合に利用できます。
・対象：福山市に居住する就学前の児童
・利用料：入所（園）状況や利用時間等により，無料に
なる場合があります。

ふくやま子育て応援センター
「キッズコム」分室

TEL：084-920-1511
（日・祝日）

TEL：084-932-7284
（日・祝日以外）

子育て その他
ファミリー・サポート・
センター事業

◆子育てを応援してほしい人と子育てを応援したい人
が互いに会員となって，保育所などへの児童の送迎や
一時預かりなどの子育て支援を行います。
・料金：月～金曜日（7:30～19:00）1時間600円
・上記以外の時間帯と土，日，祝日，年末年始 1時間
700円

福山市ファミリー・サポート
・センター

（ふくやま子育て応援センター
内）

TEL：084-932-7285

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kosodate/
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kosodate/
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kosodate/


【福山市】生活支援施策一覧

区分 項目 事業名 内　　　容 参考サイト 問合せ先

子育て その他 利用者支援事業
◆子育て家庭が求める教育・保育その他必要な子育
て支援を円滑に利用できるよう相談・援助等を行いま
す。（市内７箇所）

ふくやま子育て応援センター
「キッズコム」

TEL：084-932-7284

子育て その他 放課後児童クラブ

◆就労等により保護者が昼間家庭にいない児童を対象
に，授業の終了後に学校の施設等を利用して，適切な
遊びや生活の場を提供します。
・平日と土曜日のほか，夏休みなど学校の長期休業日
にも開設します。
・利用料：月額3,000円（2人目以降は半額）
※減免制度あり

www.city.fukuyam
a.hiroshima.jp/site
/kosodate/

福山市
ネウボラ推進課

TEL：084-928-1114

子育て その他
一般不妊治療費助
成事業

◆一般不妊治療（体外受精及び顕微授精を除く不妊治
療）を受けられた方に，自己負担額の２分の１の額を助
成します。（上限額あり。）

www.city.fukuyam
a.hiroshima.jp/site
/kosodate/4250.h
tml

福山市
健康推進課

TEL：084-928-3421

定住相談 定住相談窓口 定住促進事業 ◆移住・定住に関する相談に対応します。
福山市

企画政策課
TEL：084-928-1012

その他 その他
特定健診自己負担
額無料化

◆生活習慣病予防対策として福山市国保加入者の特
定健診の自己負担額を無料化するとともに，本市独自
の追加項目として貧血，心電図及び生化学検査も同時
に受診できます。

福山市
成人健診課

TEL：084-928-4747

その他 その他
レディース健診の実
施

◆医師及び従事スタッフが全て女性で構成される女性
の為の集団健診を実施します。（託児サービス有）

福山市
成人健診課

TEL：084-928-4748
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